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ClearPass QuickConnect を使用すると、 ユーザーは有線環境
と無線環境で 802.1X 認証に対応するために自身の Windows、
Mac OS X、 iOS、 Android デバイスを簡単に設定することが
できます。 IT 部門が事前設定を配布するだけで、 ユーザーの
デバイスでサポートされているデバイス ・ タイプが自動的に判
別されます。

802.1X の配布とネットワーク ・ アクセス ・ セキュリティの強
化の中で、デバイス設定は最も複雑な部分です。 すべてのユー
ザーとデバイスに設定をタイムリーに配布することも困難を伴
います。  

ClearPass QuickConnect は、IT 部門のデバイス設定とエンド・
ユーザーのデバイス設定をともに劇的に合理化 ・ 簡略化するこ
とにより、 この状態を一変させます。

ClearPass QuickConnect はワークフローを独自の形で簡略化す
るため、 BYOD(bring-your-own-device) 環境の構築を促進し、
802.1X ベースのよりセキュアなネットワーク ・ アクセスの導
入を普及させ、 ヘルプデスク・コールと IT 部門のオーバーヘッ
ドを削減します。

ClearPassの特長

ClearPass QuickConnectは、クラウド・ベースの ITプロビジョ
ニング ・ ユーティリティとユーザー稼働ウィザードを採用して
いるため、 ネットワークでのデバイスの設定とオンボーディン
グが自動化されます。  

クラウド ・ ベースのプロビジョニング ・ ユーティリティによ
り、 IT 部門はセキュアな 802.1X デバイス設定を簡単に作成、
管理、配布できます。 ポスチャと健全性チェックだけでなく、
有線と無線の認証パラメータを簡単に有効化し、 更新できるた
め、 継続的にコンプライアンスに対応できます。

ARUBA CLEARPASS QUICKCONNECT™ 
有線環境と無線環境で802.1Xプロビジョニングを簡単かつ自動的に実行

簡単な操作でセキュリティを確保

Windows、 Mac OS X、 iOS、 Android の各デバイスの認証パ
ラメータは、 ClearPass QuickConnect によって自動的に設定
されます。 無線属性と有線属性、 802.1X サプリカント、 ネッ
トワーク ・ アクセス ・ コントロール (NAC) の健全性設定は、
デバイスに基づいて自動的に変更されます。

さらに ClearPass QuickConnect は、 新しいサプリカント、 正
常性エージェント、 アプリケーションをデバイスにプッシュ
し、 インストールすることができます。 エンド ・ ユーザーは
ダウンロードおよび認証プロセスに誘導されるため、 ネット
ワーク接続に悪影響を及ぼすことはありません。

Android デバイスに対するクライド ・ ベースの 
IT プロビジョニングにより、 

セキュアなネットワーク ・ アクセスが実現します。

簡単なデバイス設定

ClearPass QuickConnect のユーザー駆動ウィザードを使用する
と、 ワイヤレスまたはワイヤード環境でセキュアなアクセスを
行うためのデバイス設定をわずか 1 分で自動的に行うことがで
きます。 セキュリティ設定の差分更新や強制的な修正を、 ヘ
ルプデスクの力を借りずにその場で行うことができます。

ClearPass QuickConnectウィザード

• デバイスにワイヤレス接続のSSID、EAPタイプ、事前共有キ
ーを設定します。

• このウィザードは、Webポータル、Androidマーケット、USB
ストレージ・デバイス、またはCDで配布できます。

• IT管理者は、信頼されているルート認証局をインストール
し、設定できます。

• 事前設定されたサプリカント、ポスチャ・エージェンと正常
性エージェント、必要なアプリケーションをデバイスにプッ
シュできます。
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仕組み

Aruba 独自のクラウド ・ ベース ・ プロビジョニング ・ ユー
ティリティにより、 IT 部門は必要なエンドポイント変数をすべ
て設定して ClearPass QuickConnect 配布パッケージを作成でき
ます。 そのパッケージは Web サーバーから実行することも、
Android マーケット、 USB ストレージ ・ デバイス、 または
CD で配布することもできます。

また、 IT 部門は、 BYOD 要件に対応するために、 このクラウ
ド ・ ベース ・ ユーティリティを使用して、 企業提供のデバイ
スと個人所有のデバイスの扱いを区別する QuickConnect パッ
ケージを作成することもできます。 そのため、 更新のプッシュ
と新機能のサポートをタイムリーかつ透過的に行うことができ
ます。

サポート対象の EAPメソッド *

• PEAP – EAP-MSCHAPv2、EAP-GTC、EAP-TLS
• EAP-TLS
• EAP-TTLS – サポート対象のEAP内部メソッドと非EAP内部
メソッドすべて

• EAP-FAST – EAP-MSCHAPv2、EAP-GTC、EAP-TLS
• アウトオブバンドのProtected Access Credential (PAC)プロビ
ジョニング

* すべてのメソッドを網羅した汎用的なセットです。 これらす
べてのメソッドを必ずしもサポートしないサプリカントもあり
ます。

クラウド ・ ベースの IT 管理ユーティリティにより、 
デバイスのオンボーディングが簡単になります。

ユーザーは、 設定ウィザードさえ実行すれば、 ClearPass 
QuickConnect の配布パッケージをインストールできます。 設
定ウィザードがデバイス ・ タイプを判別し、 ユーザーにログ
イン資格情報 ( ユーザー名とパスワード ) の入力を求めるため、
とても簡単です。 更新が完了すると、 IT 部門とエンド ・ ユー
ザーは、 インストールと設定に関するすべてのログを確認でき
ます。

ユーザー駆動のデバイス設定ウィザードは ClearPass 
QuickConnect の中心的な機能です。

サポート対象のサプリカント

• Windowsネイティブ・サプリカント – Vista、XP、7
• Macintoshネイティブ・サプリカント

• iPhone、iPad、iPodネイティブ・サプリカント

• Androidネイティブ・サプリカント
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