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簡単で拡張性に優れたセキュアなゲストアクセスを実現

Aruba ClearPass Guest は、 ゲスト、 従業員、 契約業者、
モバイル ・ デバイス有線環境と無線環境でセキュアなネット
ワーク ・ アクセスを提供する拡張性に優れた使いやすいゲスト
アクセス管理ソリューションです。

ゲストアクセス管理を大幅に簡略化する ClearPass Guest によ
り、 ワークフロー ・ プロセスが合理化されるため、 IT 部門以
外の受付担当者や従業員などのスタッフも Wi-Fi アクセス用の
一時アカウントを作成できます。

モバイル ・ デバイスを使用するゲストと従業員は、 ネット
ワーク ・ アクセスのための登録を自分で行うことができま
す。 登録が完了すると、 アカウント ・ ログインのための資
格情報が SMS テキスト ・ メッセージまたは電子メールとして
ClearPass Guest から送信されます。 アカウントは、 特定の
時間または日数が経過した後で自動的に期限が切れるように設
定できます。

ClearPass Guest は、 大企業や複数拠点のネットワークのニー
ズに合わせて拡張することができ、 数千もの同時ユーザーのセ
キュアなアクセスを役割 ・ ルールを基にして管理します。 さ
らに、 既存のマルチベンダー・ネットワークやセキュリティ・
デバイスとシームレスに統合するため、 導入を合理化でき、
コンプライアンス要件にも対応できます。

ClearPass Guest を使用することで、 企業の IT スタッフの懸念
が 1 つ解消され、 運用コストと複雑さを大幅に軽減できます。

ARUBA CLEARPASS GUEST 
ClearPass Policy Managerプラットフォーム用ソフトウェア・モジュール

ClearPass の特長

エンタープライズ・グレードのセキュリティ
• 各ユーザーに一意のユーザー名とパスワードを設定できます。

• ゲストとデバイスのアカウントのために RADIUS をサポート
します。

• ロールベースでアクセス・コントロールを行います。

• ユーザー・タイプに応じて別々のアクセス・レベル権限を割り
当てることができます。

• 印刷テンプレートと SMS 統合により、ワイヤレス・セキュリ
ティ・キーがアウトオブバンドで送信され、拡張性の高い暗号
化されたゲストアクセスを可能にします。

コンプライアンスと監査
• ゲスト・アカウントのアクティビティと、各ゲストのスポン
サである従業員を追跡し、レポートを作成します。

ブランディングのカスタマイズ
• 独自のスキン・テクノロジにより、ユーザー・エクスペリエ
ンスのカスタマイズとコーポレート・ブランディングを十分
に行うことができます。

直感的で使いやすいインターフェイス
• 受付担当スタッフや技術部門以外のスタッフが、ゲスト・ア
カウントを管理し、セルフ・プロビジョニングのキャピタル・
ポータルを設定できます。

拡張性
• IT 部門の最小限の関与で同時ユーザー数を数千まで拡張でき
ます。

標準機能
• ゲストアクセス管理 – 一時ユーザー・アカウントを作成、変更、
削除できます。さらに、アカウントの有効期限が自動的に切
れるように設定できます。

• キャプティブ・ポータル – 複数のランディング・ページを使
用して、ゲストを認証し、自己登録ができるようにします。

• 自己登録 – ゲストと従業員は、カスタマイズ可能な Web イン
ターフェイスでアクセス登録ができます。

• バックアップとエントリ・データの管理 – ゲスト・ユーザー
と RADIUS 対応デバイスに関するバルク・データのインポー
ト / エクスポートを行います。

高度な機能
• LDAP/Active Directory 統合 – 権限を持つ従業員は、自らがス
ポンサとなるゲストに Wi-Fi アクセスを提供できます。

• SMS テキストおよび電子メールによる資格情報の送信 – 登録
を簡略化するために、ゲスト・アカウントの資格情報を SMS
または電子メールで送信します。
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• オペレータ・プロファイル – 詳細なロールベースのコントロー
ルにより、オペレータ・アクセスを特定の領域に制限し、プ
ロビジョニング権限と管理権限を特定のゲスト・アカウント
またはデバイス・アカウントに限定します。

• カスタマイズ可能なインターフェイス – プロビジョニング用
インターフェイスとゲスト向けインターフェイスをビジネス
要件に合わせてカスタマイズできます。

• 多言語サポート – 言語プラグインにより、すべてのフォーム
とフィールドを現地言語で表示できます。アジア言語の 2 バ
イト文字にも対応します。

• セキュリティ・マネージャ – 自己監査サービスと診断サービス
がシステムの設定誤りを警告し、修復オプションを提案します。

• ネットワーク診断 – ネットワーク接続を自己診断し、関連す
る問題を分析します。

• レポート – デフォルトの使用状況レポートと傾向分析レポー
トのほか、顧客独自の要件に合わせてカスタマイズしたレポー
トも作成できます。

• Web サービス – オンラインによるライセンス取得と更新時の
ソフトウェア配布を実行できるプラットフォームです。

• スキン・プラグイン – 管理インターフェイスや Web ログイン
のスプラッシュ・ページにスキンを適用できます。 複数のス
マートフォン対応スキンをホストして、様々な業務単位やマ
ルチテナント環境をサポートできます。

• ホットスポット・マネージャ – クレジット・カード払いがで
きる商用のパブリック・アクセス・ホットスポットです。ビ
ジターは自身のゲスト・アカウントを作成できます。

• アプリケーション・インターフェイス - XML/RPC および
SOAP の API が用意されています。

• SMS マネージャ・プラグイン – アカウントの詳細やカスタム・
メッセージを SMS でビジターのモバイル・デバイスに送信し
ます。

• SMS のサポート – Bulk SMS、Clickatell、Club Texting、Cool 
SMS (DK)、EZ Texting、Red Oxygen、SMS Global、Tempos 
21、Upside Wireless、BT Sirocco SMS、SMTP to SMS をサポー
トします。

バックアップとリカバリ
• すべて、または特定の設定コンポーネントとレポート・デー
タをリアルタイムに、または特定のスケジュールでバックアッ
プします。操作には、FTP、FTP over SSL、SMB ファイル共
有などが使用されます。

サードパーティ製品の統合
• サードパーティ製のマルチベンダー・ハードウェアおよびソ
フトウェアとシームレスに統合することでClearPass Guestの
価値を高め、さまざまな環境に合わせてClearPass Guestをカ
スタマイズできます。

• Cisco IPフォン・サービス – ビジターがCisco IPフォンから
ClearPass Guestアカウントをプロビジョニングできるように
します。

• Palo Alto NetworksユーザーIDサービス – ClearPassのコア
RADIUSエンジンによって認証されたすべての社外ユーザーの
ために、ソースIPアドレスとユーザー名とのマッピングを行
います。
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