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第 1 章

概要

• Ciscoワイヤレス LANソリューション検証, 1 ページ

Cisco ワイヤレス LAN ソリューション検証
企業のワイヤレスソリューションに不可欠なCiscoワイヤレスLANソリューション検証は、シス
コのさまざまなワイヤレス製品および機能を検証するプログラムです。これは、シスコのワイヤ

レス製品の最新バージョンをテストすることによって行われます。

日本向けのCiscoワイヤレスLANソリューションの検証は、同様にソリューションレベルのアド
オンテストであり、日本での使用状況と市場に基づいて要件が収集されています。要件は次の項

目に基づいて導き出されます。

• 7.6の新機能

•特定のワイヤレス製品について顧客が発見した不具合

•優先順位が高いシナリオおよび基本的なリグレッション機能

•シスコ SE/TACからの情報

テストは、日本のセグメントに影響を及ぼす特定のシスコワイヤレス LAN製品に対して、日本
のシスコが設定した優先順位に基づき実施されます。

テストの実行では次の製品が扱われます。

• Ciscoワイヤレス LANコントローラ 5508

• Ciscoワイヤレス LANコントローラ 2500

• Ciscoワイヤレス LANコントローラ 5760

• Ciscoワイヤレス LAN Flexコントローラ 7500

• Ciscoワイヤレス LAN Flexコントローラ 8500

• Cisco Catalyst 3850スイッチ
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• WiSM2コントローラ

• Cisco Virtual Wireless Controller

• Access Point 3500

• Access Point 1042

• Access Point 1142

• Access Point 1262

• Access Point 3600

• Access Point 2600

• Access Point 1600

• Access Point 702

• Cisco OEAP 602

• Cisco Prime Network Control System

• Cisco Prime Infrastructure

• Cisco Identify Services Engine（仮想アプライアンス）

• Cisco Secure ACS

• Cisco Mobility Service Engine（MSE）

• Cisco AnyConnet VPN Client

略語

説明略語

Authentication,Authorization, andAccounting（認証、許可、ア
カウンティング）

AAA

Access Control List（アクセスコントロールリスト）ACL

Access Control ServerACS

Authentication Key Management（認証キー管理）AKM

Access Point（アクセスポイント）AP

Application Visibility and ControlAVC

Billboard ExchangeBBX

Bring Your Own Device（個人所有デバイスの持ち込み）BYOD

Central Authentication（中央認証）CA

Control and Provisioning of Wireless Access PointCAPWAP

Cisco Centralized Key ManagementCCKM
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説明略語

Cisco Compatible ExtensionsCCX

Cisco Discovery ProtocolCDP

Cisco Key Integrity ProtocolCKIP

Connected Mobile Experience（コネクテッドモバイルエクス
ペリエンス）

CMX

Cisco Vector Beam FormingCVBF

Dynamic Channel Assignment（チャネルの動的割り当て）DCA

Domain Name System（ドメインネームシステム）DNS

Delivery Traffic Indication MapDTIM

Differentiated Services Code Point（ディファレンシエーテッド
サービスコードポイント）

DSCP

Datagram Transport Layer SecurityDTLS

Extensible Authentication Protocol（拡張認証プロトコル）EAP

EndUser LicenceAgreement（エンドユーザライセンス契約）EULA

Flex Local Authentication（Flexローカル認証）FLA

Flex Local Switching（Flexローカルスイッチング）FLS

Fast Transition（高速移行）FT

File Transfer Protocol（ファイル転送プロトコル）FTP

Firm Ware（ファームウェア）FW

High Availability（ハイアベイラビリティ）HA

HybridRemoteEdgeAccess Point（ハイブリッドリモートエッ
ジアクセスポイント）

H-REAP

Internetwork Operating SystemIOS

Identity Service EngineISE

Link Aggregation（リンク集約）LAG

Lightweight Extensible Authentication ProtocolLEAP

Location Specific Services（ロケーション固有サービス）LSS

Lightweight Access Point Protocol（Lightweightアクセスポイ
ントプロトコル）

LWAPP

Management Frame Protection（管理フレーム保護）MFP
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説明略語

multicastDomainNameSystem（マルチキャストドメインネー
ムシステム）

mDNS

Message Integrity Check（メッセージ完全性チェック）MIC

Mobility Service Engine（モビリティサービスエンジン）MSE

Network Address Translation（ネットワークアドレス変換）NAT

Network-Based Application RecognitionNBAR

Network Control System（ネットワーク制御システム）NCS

NextGenerationWiring closet（次世代ワイヤリングクローゼッ
ト）

NGWC

Network Mobility Services Protocol（ネットワークモビリティ
サービスプロトコル）

NMSP

Office Extended Access PointOEAP

Protected Extensible Authentication Protocol（保護拡張認証プロ
トコル）

PEAP

Policy Enforcement Module（ポリシー施行モジュール）PEM

Prime InfrastructurePI

Protected Management Frame（保護された管理フレーム）PMF

Point of InterestPOI

Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）PPPoE

Pre Shared Key（事前共有キー）PSK

Remote Authentication Dial-In User Service（リモート認証ダイ
ヤルインユーザサービス）

RADIUS

Redundancy Port（リダンダンシーポート）RP

Radio Resource Management（無線リソース管理）RRM

Secure File Transfer Protocol（セキュアファイル転送プロトコ
ル）

SFTP

Simple Network Management Protocol（簡易ネットワーク管理
プロトコル）

SNMP

Spatial Stream（空間ストリーム）SS

Service Set IdentifierSSID

Single Sign On（シングルサインオン）SSO
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説明略語

Stateful Switch OverSSO

Terminal Access Controller Access Control SystemTACACS

Transmission Control Protocol（伝送制御プロトコル）TCP

Trivial File Transfer ProtocolTFTP

Transport Layer SecurityTLS

User Datagram Protocol（ユーザデータグラムプロトコル）UDP

Virtual Wireless LAN Controller（仮想ワイヤレス LANコント
ローラ）

vWLC

Virtual PrivateNetwork（バーチャルプライベートネットワー
ク）

VPN

Wired Equivalent PrivacyWEP

Workgroup Bridge（ワークグループブリッジ）WGB

Wireless Intrusion Prevention System（ワイヤレス侵入防御シ
ステム）

wIPS

Wireless Service Module（ワイヤレスサービスモジュール）WiSM

Wireless LAN（ワイヤレス LAN）WLAN

Wireless LAN Controller（ワイヤレス LANコントローラ）WLC

Wi-Fi Protected AccessWPA
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第 2 章

テスト構成と構成詳細

• テスト構成, 8 ページ

• 構成詳細, 9 ページ

• 新機能, 12 ページ

• リグレッション機能, 12 ページ

• 未改修の不具合, 13 ページ

• 解決済みの不具合, 14 ページ
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テスト構成

図 1：構成
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構成詳細

バージョンコンポーネントカテゴリ

7.6.100.0 / 7.6.120.0Ciscoワイヤレス LANコント
ローラ 5508

コントローラ

7.6.100.0 / 7.6.120.0CiscoFlex 7500シリーズワイヤ
レスコントローラ

7.6.100.0 / 7.6.120.0Cisco 2500シリーズワイヤレス
コントローラ

7.6.100.0 / 7.6.120.0Cisco 8500シリーズワイヤレス
コントローラ

7.6.100.0 / 7.6.120.0Cisco Wireless Services Module 2
（WiSM2）

7.6.100.0Cisco Virtual Wireless Controller

3.3.1Cisco NGWC 5760

1.4.1.39Cisco Prime Infrastructure（物
理、VM）

アプリケーション

1.2.0.899Cisco Identity Services Engine
（ISE）（VM）

5.3.0.40Cisco Secure Access Control
System（ACS）（VM）

7.6.100.0Cisco Mobility Services Engine
（MSE）

9.1.1.1000-1/9.1.1.1000-1(JP)Cisco Unified Communications
Manager

コール制御
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バージョンコンポーネントカテゴリ

15.2Cisco Aironet 3500シリーズアクセスポイント

15.2Cisco Aironet 3600シリーズ

15.2Cisco Aironet 2600シリーズ

15.2Cisco Aironet 1600シリーズ

15.2Cisco Aironet 1042

15.2Cisco Aironet 1142

15.2Cisco Aironet 1262

15.2Cisco Aironet 600シリーズ
OfficeExtendアクセスポイント

15.2Cisco Aironet 700シリーズ

15.0(2)SE2Cisco Catalyst 3750V2スイッチスイッチ

15.1(1)SY1Cisco Catalyst 6509-Eスイッチ

3.3.1Cisco Catalyst 3850スイッチ
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バージョンコンポーネントカテゴリ

Windows 7 Enterpriseオペレーティングシステム（日

本語）

クライアント

Windows 8 Enterprise

Windows XP Professional

Mac OS 10.8.3Apple MacBook Pro（日本語ロ
ケール）

iOS6.1（10B144）iPhone 4（日本語ロケール）

iOS6.0.2（10A551）iPhone 5（日本語ロケール）

2.3.3Samsung Galaxy S-II（日本語ロ
ケール）

1.4(2)Wireless IP Phone 7921G（日本
語ロケール）

1.4(2)Wireless IP Phone 7925G（日本
語ロケール）

1.4(2)Wireless IP Phone 7926G（日本
語ロケール）

Android 4.1.1NEC LifeTouch L
(D000-000023-001 )

Android 4.1.1NEC LifeTouch L
(D000-000035-001)

Android 4.2.2NEC LaVie Tab E Biz
(THY-A0SD17002)

3.1.04066（Windows 7 Enterprise
用）

Cisco AnyConnet VPN Client

3.1.04066（Apple Mac OS10.8.3
用）

3.0.09156（Samsung Galaxy S-II
用）

14.3.2.15300/6300 AGNチップセット

6.2Airport Extreme

Windows 2008 R2EnterpriseADActive Directory
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バージョンコンポーネントカテゴリ

8、9、10Internet Explorerブラウザ

11.5Opera

24Mozilla Firefox

5.0.4Safari

29Chrome

新機能
• G2 11n APとのアプリケーションの可視化

• TrustSec SXPおよび SGT

• APネイバーリスト（802.11kのサブセット）

• 5760 WLSの 802.11wおよび 802.11r

• MSE FaceBookコネクタ

• 802.11 ac Qドメイン

• wIPS機能拡張

• CMXビジター管理およびデータプライバシー

• MS HyperVサポート

• HA -スタッキングケーブルを使用した AP SSO

リグレッション機能
•レイヤ 3セキュリティ

•レイヤ 2セキュリティ

• PIマップ

• Autonomousの LWAPPへの移行

•リンク集約モード

•ハイアベイラビリティ

•ローミング

• AAA

• FlexConnectの機能強化
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• H-REAP耐障害性

• AnyConnect VPN

• Dot1xおよびWeb-Authのサポート

• SSIDごとの複数 RADIUSサーバ

• Secure FTP

• PIのバックアップと復元

• NBAR

•アップグレード

• TAC SRケース

未改修の不具合

製品不具合タイトル不具合 ID

WLCKatanaGUIでDCAパラメータを設定するとき
に、エラーメッセージが表示される

CSCuj40828

MSEディールバナーがモバイルデバイスに対して

タブレット/デスクトップイメージを正しく表
示しない

CSCuj94459

MSESoftAPとしてWin7ClientがPIのクライアント
分類ダッシュレットに反映されない

CSCuj98888

MSE共有キー認証（ID:65）アラームを使用したデ
バイスがトリガーされない

CSCuj99094

MSEバナーがトップページで非表示で、スクロー

ルダウンした後に表示される

CSCum02265

MSEDNSサーバの設定後もMSEアドレスが表示
され、結果が変わらない

CSCum02327

MSE[Device unprotected by EAP-FAST (ID:105)]のア
ラームがMSEによって検出されない

CSCul09345

MSEプライマリMSEがシャットダウンされている
ときにセカンダリMSEがアクティブにならな
い

CSCum12763

MSEダッシュボードのアクティブリンクをクリッ

クしても、レポートにリダイレクトされない

CSCum42561
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製品不具合タイトル不具合 ID

MSEシステムによって作成されたロールを削除で

きない

CSCum11215

解決済みの不具合

製品不具合タイトル不具合 ID

MSE[Analytics reports]ページが未設
定のゾーンを表示する

CSCuj78957

MSEイメージに行われる変更がキャ

ンセルされた場合でもバナーイ

メージの変更が反映される

CSCuj83130

WLCAPスタティック設定でDNS IP
が設定されると、GUIからクリ
アすることができない

CSCum65868
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第 3 章

新機能 - テスト要約

• App Visibility, 15 ページ

• TrustSec SXP, 16 ページ

• APネイバー, 17 ページ

• 802.11w - 5760 WLC, 17 ページ

• 802.11r - 5760 WLC, 19 ページ

• 802.11 ac Qドメイン, 26 ページ

• MSE Facebook Connector, 27 ページ

• wIPS機能拡張, 28 ページ

• CMXビジター管理, 32 ページ

• データプライバシー, 34 ページ

• MSE HyperV, 35 ページ

• 5760 AP HA SSO, 37 ページ

App Visibility
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格NetFlowを CLIで設定し
ます。

CLIでの NetFlow
の作成

WLJ76S_NBAR_01

合格APローカルモードによ
る NBAR機能を確認しま
す。

APローカルモー
ドによる NBAR機
能

WLJ76S_NBAR_02
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格b/g無線ポリシーを使用し
た NBAR機能を確認しま
す。

b/g無線ポリシーを
使用した NBAR機
能

WLJ76S_NBAR_04

合格無線ポリシーを使用した

NBAR機能を確認しま
す。

無線ポリシーを使

用した NBAR機能
WLJ76S_NBAR_05

合格GUIを介してAVCの無効
化を確認します。

WLANでの AVC
の無効化

WLJ76S_NBAR_06

合格フローエクスポータを

CLIで設定します。
フローエクスポー

タの作成

WLJ76S_NBAR_07

合格AVCモニタリングを確認
します。

5760での AVCモ
ニタリングの確認

WLJ76S_NBAR_08

合格AVCモニタリングを確認
します。

3850での AVCモ
ニタリングの確認

WLJ76S_NBAR_09

TrustSec SXP
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格スイッチとの sxp接続
のステータスを確認し

ます。

パスワードを使用

した 3850との信
頼 sxp接続の設定

WLJ76S_SXP_01

合格スイッチとの sxp接続
のステータスを確認し

ます。

パスワードを使用

した 5760との信
頼 sxp接続の設定

WLJ76S_SXP_02

合格スイッチとの sxp接続
のステータスを確認し

ます。

3850との信頼 sxp
接続の設定

WLJ76S_SXP_03

合格スイッチとの sxp接続
のステータスを確認し

ます。

5760との信頼 sxp
接続の設定

WLJ76S_SXP_04

合格2つのクライアント間
のトラフィックを確認

します。

2つのクライアン
ト間のトラフィッ

クの確認

WLJ76S_SXP_05
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格スイッチとの sxp接続
のステータスを確認し

ます。

スイッチとの sxp
接続のステータス

WLJ76S_SXP_06

合格2つのクライアント間
のトラフィックを確認

します。

2つのクライアン
ト間の SXP接続
トラフィック

WLJ76S_SXP_07

AP ネイバー
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格CLIでAPネイバー設定を
確認します。

APネイバーリス
トの設定

WLJ76S_APNei_01

合格APネイバーリスト対応ク
ライアントのローミング

ステータスを確認しま

す。

APネイバーリス
トクライアントの

ローミング

WLJ76S_APNei_02

合格2つのクライアント間のト
ラフィックを確認しま

す。

2つのクライアン
ト間のトラフィッ

ク

WLJ76S_APNei_03

802.11w - 5760 WLC
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格CLIを使用したWLCGUI
で、WLANに対してMFP
が有効になるかどうかを

確認します。

WLC CLIでの
MFPの有効化

WLJ76S_11w_01

合格L2セキュリティ
「WPA2+PSK」でのクラ
イアントの関連付けの際

に、MICが管理フレーム
に存在するかどうかを確

認します。

L2セキュリティ
「WPA2-PSKお
よび PMF」での
WLANにおける
MFPの有効化、
およびクライアン

ト（Win8）の関
連付け

WLJ76S_11w_02
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格L2セキュリティ
「WPA2+PSKおよび
PMF」でのクライアント
の関連付けの際に、MIC
が管理フレームに存在す

るかどうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「WPA2-PSKお
よび PMF」での
WLANにおける
MFPの有効化、
およびクライアン

ト（Win7）の関
連付け

WLJ76S_11w_03

合格WLC CLIを使用して、
WLANに対して PMFが
有効になるかどうかを確

認します。

WLC CLIでの
PMFの有効化

WLJ76S_11w_04

合格L2セキュリティ
「WPA2+Dot1xおよび
PMF」でのクライアント
の関連付けの際に、MIC
が管理フレームに存在す

るかどうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「WPA2-Dot1xお
よび PMF」での
WLANでのMFP
の有効化、および

クライアント

（Win8）の関連
付け

WLJ76S_11w_05

合格L2セキュリティ
「WPA2+Dot1xおよび
PMF」でのクライアント
の関連付けの際に、MIC
が管理フレームに存在す

るかどうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「WPA2-Dot1xお
よび PMF」での
WLANでのMFP
の有効化、および

クライアント

（Win7）の関連
付け

WLJ76S_11w_06

合格L2セキュリティ
「WPA2+Dot1xおよび
PMF」で、クライアント
が関連付けられるかどう

かを確認します。

L2セキュリティ
「WPA2-Dot1xお
よび PMF」での
2つのクライアン
ト（Win7および
Win8）のWLAN
への関連付け

WLJ76S_11w_07
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格L2セキュリティ
「WPA2+PSKおよび
PMF」で、クライアント
が関連付けられるかどう

かを確認します。

L2セキュリティ
「WPA2-PSKお
よび PMF」での
2つのクライアン
ト（Win7および
Win8）のWLAN
への関連付け

WLJ76S_11w_08

合格L2セキュリティ
「WPA2+Dot1xおよび
PMF」で、クライアント
が関連付けられるかどう

か、2つのクライアント
が互いに pingの送信がで
きるかどうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
が「WPA2-Dot1x
および PMF」で
の2つのクライア
ント（Win7およ
びWin8）の
WLANへの関連
付け、および2つ
のクライアント間

の pingによる接
続の確認

WLJ76S_11w_09

合格L2セキュリティ
「WPA2+PSKおよび
PMF」で、クライアント
が関連付けられるかどう

か、2つのクライアント
が互いに pingできるかど
うかを確認します。

L2セキュリティ
が「WPA2-PSK
および PMF」で
の2つのクライア
ント（Win7およ
びWin8）の
WLANへの関連
付け、および2つ
のクライアント間

の pingによる接
続の確認

WLJ76S_11w_10

802.11r - 5760 WLC
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格レイヤ 2の FTが
WLC CLIを介した
WLANに対して有効
にされるかどうかを

確認します。

WLCCLIを使用し
た FTの有効化

WLJ76S_11r_01
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格レイヤ 2の FTが
WLC GUIを介した
WLANに対して有効
にされるかどうかを

確認します。

WLC GUIを使用
した FTの有効化

WLJ76S_11r_02

合格FTを有効にした
WLANで、Win 7ク
ライアントが接続さ

れるかどうかを確認

します。

FTを有効にした状
態でクライアント

（Win 7）を
WLANに関連付け
る

WLJ76S_11r_03

合格FTを有効にした
WLANで、MacBook
クライアントが接続

されるかどうかを確

認します。

FTを有効にした状
態でクライアント

（Apple MacBook
pro）をWLANに
関連付ける

WLJ76S_11r_04

合格FTを有効にした
WLANで、iPhoneお
よび S2クライアント
が接続されるかどう

かを確認します。

FTが有効の状態
で、2つのクライ
アント（iPhoneお
よび Samsung S2）
をWLANに関連
付ける

WLJ76S_11r_05

合格レイヤ 2の FTが PI
からのWLCCLIを介
したWLANに対して
有効にされるかどう

かを確認します。

5760 WLCに対す
る PIの FTの有効
化およびWLC
GUIでの確認

WLJ76S_11r_06

合格Win7クライアントが
2つの 5760WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

2つの 5760 WLC
間でWin 7クライ
アントをローミン

グする

WLJ76S_11r_07

合格MacBookクライアン
トが 2つの 5760WLC
間でローミングされ

るかどうかを確認し

ます。

2つの 5760 WLC
間でMacBookクラ
イアントをローミ

ングする

WLJ76S_11r_08

日本市場向け Cisco ワイヤレス LAN コントローラリリース AireOS 7.6 & IOS XE 3.3
20 OL-30813-01-J   

新機能 - テスト要約
802.11r - 5760 WLC



不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格Samsung S2クライア
ントが 2つの 5760
WLC間でローミング
されるかどうかを確

認します。

2つの 5760 WLC
間でSamsungS2ク
ライアントをロー

ミングする

WLJ76S_11r_09

合格Apple iPhoneクライア
ントが 2つの 5760
WLC間でローミング
されるかどうかを確

認します。

2つの 5760 WLC
間で Apple iPhone
クライアントを

ローミングする

WLJ76S_11r_10

合格「None」のセキュリ
ティ状態で、Win7ク
ライアントが 2つの
5760WLC間でローミ
ングされるかどうか

を確認します。

「None」のセキュ
リティ状態で、2
つの 5760 WLC間
でWin 7クライア
ントをローミング

する

WLJ76S_11r_11

合格「None」のセキュリ
ティ状態で、

MacBookクライアン
トが 2つの 5760WLC
間でローミングされ

るかどうかを確認し

ます。

「None」のセキュ
リティ状態で、2
つの 5760 WLC間
でMacBookクライ
アントをローミン

グする

WLJ76S_11r_12

合格「None」のセキュリ
ティ状態で、Samsung
S2クライアントが 2
つの 5760 WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

「None」のセキュ
リティ状態で、2
つの 5760 WLC間
でSamsungS2クラ
イアントをローミ

ングする

WLJ76S_11r_13

合格「None」のセキュリ
ティ状態で、iPhone
クライアントが 2つ
の 5760 WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

「None」のセキュ
リティ状態で、2
つの 5760 WLC間
で iPhoneクライア
ントをローミング

する

WLJ76S_11r_14
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格クライアント（Win 7
およびMacBook）が
2つの 5760WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「PSK」で、2つ
のクライアント

（Win 7および
MacBook）を関連
付け、2つの 5760
WLC間でローミン
グする

WLJ76S_11r_15

合格クライアント（Win 7
およびMacBook）が
2つの 5760WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「None」で、2つ
のクライアント

（Win 7および
MacBook）を関連
付け、2つの 5760
WLC間でローミン
グする

WLJ76S_11r_16

合格クライアント（Win 7
およびMacBook）が
2つの 5760WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「Wep」で、2つ
のクライアント

（Win 7および
MacBook）を関連
付け、2つの 5760
WLC間でローミン
グする

WLJ76S_11r_17

合格クライアント

（Samsung S2および
iPhone）が 2つの
5760WLC間でローミ
ングされるかどうか

を確認します。

L2セキュリティ
「None」で、2つ
のクライアント

（Samsung S2およ
び iPhone）を関連
付け、2つの 5760
WLC間でローミン
グする

WLJ76S_11r_18

合格クライアント

（Samsung S2および
iPhone）が 2つの
5760WLC間でローミ
ングされるかどうか

を確認します。

L2セキュリティ
「PSK」で、2つ
のクライアント

（Samsung S2およ
び iPhone）を関連
付け、2つの 5760
WLC間でローミン
グする

WLJ76S_11r_19
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格L2セキュリティ
「PSK」で、FTを有
効にした状態で、ク

ライアントの最大数

を接続できるかどう

かを確認します。

L2セキュリティ
「PSK」で、FTを
有効にした状態

で、4つのクライ
アントをWLAN
に関連付ける

WLJ76S_11r_20

合格L2セキュリティ
「PSK」で、FTを有
効にしない状態で、

クライアントの最大

数を接続できるかど

うかを確認します。

L2セキュリティ
「PSK」で、FTを
有効にしない状態

で、4つのクライ
アントをWLAN
に関連付ける

WLJ76S_11r_21

合格WLANで FTを有効
にした状態で、Win 8
クライアントが接続

されるかどうかを確

認します。

FTを有効にした状
態でクライアント

（Win 8）を
WLANに関連付け
る

WLJ76S_11r_22

合格Win8クライアントが
2つの 5760WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

2つの 5760 WLC
間でWin 8クライ
アントをローミン

グする

WLJ76S_11r_23

合格WLANで FTを有効
にしない状態で、Win
7クライアントが接続
されるかどうかを確

認します。

FTを有効にしない
状態でクライアン

ト（Win 7）を
WLANに関連付け
る

WLJ76S_11r_24

合格WLANで FTを有効
にしない状態で、

MacBookクライアン
トが接続されるかど

うかを確認します。

FTを有効にしない
状態でクライアン

ト（MacBook）を
WLANに関連付け
る

WLJ76S_11r_25

合格WLANで FTを有効
にしない状態で、

Samsung S2クライア
ントが接続されるか

どうかを確認しま

す。

FTを有効にしない
状態でクライアン

ト（Samsung S2）
をWLANに関連
付ける

WLJ76S_11r_26
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格FTを有効にしない
WLANで、iPhoneク
ライアントが接続さ

れるかどうかを確認

します。

FTを有効にしない
状態でクライアン

ト（Apple iPhone）
をWLANに関連
付ける

WLJ76S_11r_27

合格FTを有効にしない状
態でWin 7クライア
ントが 2つの 5760
WLC間でローミング
されるかどうかを確

認します。

FTを有効にしない
状態で 2つの 5760
WLC間でWin 7ク
ライアントをロー

ミングする

WLJ76S_11r_28

合格FTを有効にしない状
態で、MacBookクラ
イアントが 2つの
5760WLC間でローミ
ングされるかどうか

を確認します。

FTを有効にしない
状態で 2つの 5760
WLC間で
MacBookクライア
ントをローミング

する

WLJ76S_11r_29

合格FTを有効にしない状
態で、Samsung S2ク
ライアントが 2つの
5760WLC間でローミ
ングされるかどうか

を確認します。

FTを有効にしない
状態で 2つの 5760
WLC間でSamsung
S2クライアントを
ローミングする

WLJ76S_11r_30

合格FTを有効にしない状
態で、iPhoneクライ
アントが 2つの 5760
WLC間でローミング
されるかどうかを確

認します。

FTを有効にしない
状態で 2つの 5760
WLC間で iPhone
クライアントを

ローミングする

WLJ76S_11r_31

合格FTを有効にしない状
態で、Win8クライア
ントが接続されるか

どうかを確認しま

す。

FTを有効にしない
状態でクライアン

ト（Win 8）を
WLANに関連付け
る

WLJ76S_11r_32

合格FTを有効にしない状
態で、Win8クライア
ントが 2つの 5760
WLC間でローミング
されるかどうかを確

認します。

FTを有効にしない
状態で 2つの 5760
WLC間でWin 8ク
ライアントをロー

ミングする

WLJ76S_11r_33
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格クライアント（Win 7
およびWin 8）が 2つ
の 5760 WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「PSK」で、2つ
のクライアント

（Win 7および
Win 8）を関連付
け、2つの 5760
WLC間でローミン
グする

WLJ76S_11r_34

合格クライアント（Win 8
およびMacBook）が
2つの 5760WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「PSK」で、2つ
のクライアント

（Win 8および
MacBook）を関連
付け、2つの 5760
WLC間でローミン
グする

WLJ76S_11r_35

合格クライアント（Win 8
およびMacBook）が
2つの 5760WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「None」で、2つ
のクライアント

（Win 8および
MacBook）を関連
付け、2つの 5760
WLC間でローミン
グする

WLJ76S_11r_36

合格クライアント（Win 8
およびWin7）が 2つ
の 5760 WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「None」で、2つ
のクライアント

（Win 8および
Win7）を関連付
け、2つの 5760
WLC間でローミン
グする

WLJ76S_11r_37

合格2つの 3600APを使用
して、クライアント

（Win 7）が 2つの
5760WLC間でローミ
ングされるかどうか

を確認します。

FTを有効にした状
態でのWLANへ
のクライアント

（Win7）の関連付
け、および 2つの
3600 APを使用し
た 2つの 5760
WLC間でのローミ
ング

WLJ76S_11r_38
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格2つの 3500APを使用
して、クライアント

（MacBook）が 2つ
の 5760 WLC間で
ローミングされるか

どうかを確認しま

す。

FTを有効にした状
態でのWLANへ
のクライアント

（MacBook）の関
連付け、および 2
つの 3500 APを使
用した 2つの 5760
WLC間でのローミ
ング

WLJ76S_11r_39

合格2つの 3600APを使用
して、クライアント

（Win8）が 2つの
5760WLC間でローミ
ングされるかどうか

を確認します。

FTを有効にした状
態でのWLANへ
のクライアント

（Win8）の関連付
け、および 2つの
3600 APを使用し
た 2つの 5760
WLC間でのローミ
ング

WLJ76S_11r_40

802.11 ac Q ドメイン
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格サポートされるイメージ

の Katanaで、Xaleモ
ジュール搭載 AP3600が
11ac無線のアップ状態を
示すかどうかを確認しま

す。

Katana（CT5760）
で機能する 11ac
モジュール

WLJ76S_11AC_01

合格サポートされるイメージ

の Edisonで、Xaleモ
ジュール搭載 AP3600が
11ac無線のアップ状態を
示すかどうかを確認しま

す。

Edison
（CAT3850）で機
能する 11acモ
ジュール

WLJ76S_11AC_02
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格イメージがダウンロード/
アップグレードされたと

きに、それに応じて 11ac
無線が機能するかどうか

を確認します。

11ac無線機能を確
認するための

Katakanaのイメー
ジのダウンロー

ド/アップグレー
ド

WLJ76S_11AC_05

合格イメージがダウンロード/
アップグレードされたと

きに、それに応じて 11ac
無線が機能するかどうか

を確認します。

11ac無線機能を確
認するための

Edisonのイメージ
のダウンロード/
アップグレード

WLJ76S_11AC_06

合格Xaleでサポートされる
WLANの最大数のほか、
制限を超えた場合に警告

が表示されるかどうかを

確認します。

Xaleモジュール搭
載の AP3600用
WLANの最大数

WLJ76S_11AC_07

合格Xaleでサポートされる
WLANの最大数のほか、
制限を超えた場合に警告

が表示されるかどうかを

確認します。

Xaleモジュール搭
載の AP3600用
WLANの最大数

WLJ76S_11AC_08

MSE Facebook Connector
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ログインのFacebookページ
へのリダイレクトが正常に

行われるかどうかを確認し

ます。

Facebookページへ
のリダイレクト

WLJ76S_FB_01

合格Facebookクレデンシャルを
使用して正常に認証が行わ

れるかどうかを確認しま

す。

Facebookクレデン
シャルを使用した

認証

WLJ76S_FB_02

合格WiFiコードを使用して正常
に認証が行われるかどうか

を確認します。

WiFiコードを使
用した認証

WLJ76S_FB_03
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格認証されていないユーザの

インターネットアクセスの

拒否が正常に行われるかど

うかを確認します。

認証されていない

クライアントの無

料のインターネッ

トアクセスの制

限

WLJ76S_FB_04

合格ユーザが最初に要求した

ページにリダイレクトが正

常に行われるかどうかを確

認します。

ブラウザ利用を継

続するためのリダ

イレクト

WLJ76S_FB_05

合格[ShowLogs]タブに、個々の
ログファイルの正常なダウ

ンロードが表示されるかど

うかを確認します。

[Show Logs]タブWLJ76S_FB_06

合格ユーザデータの統計情報が

正しく表示されるかどうか

を確認します。

ユーザデータの

統計情報

WLJ76S_FB_07

合格認証されたユーザがユーザ

データのタブに表示される

かどうかを確認します。

KNOWNユーザWLJ76S_FB_08

合格認証されていないユーザが

ユーザデータのタブに表示

されるかどうかを確認しま

す。

UNKNOWNユー
ザ

WLJ76S_FB_09

合格認証を試みるユーザがユー

ザデータのタブに表示され

るかどうかを確認します。

IN-AUTHユーザWLJ76S_FB_10

wIPS 機能拡張
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格[Soft AP or host AP
detected (ID:99)]ア
ラームを確認しま

す。

SoftAP検出アラー
ム

WLJ76S_wIPS_01
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格SoftAPダッシュレッ
トへのリダイレクト

を確認します。

改善された UI -ク
ライアント分類ダッ

シュレット

WLJ76S_wIPS_02

合格Valid Client on Rogue
APダッシュレットへ
のリダイレクトを確

認します。

改善された UI -ク
ライアント分類ダッ

シュレット

WLJ76S_wIPS_03

合格Good Guy Gone Bad
ダッシュレットへの

リダイレクトを確認

します。

改善された UI -ク
ライアント分類ダッ

シュレット

WLJ76S_wIPS_04

合格Valid Client on Rogue
APが検出されたかど
うかを確認します。

Valid Client on Rogue
AP

WLJ76S_wIPS_05

合格Good Guy Gone Badが
検出されたかどうか

を確認します。

Good Guy Gone BadWLJ76S_wIPS_06

CSCuj98888不合格SoftAPが検出された
かどうかを確認しま

す。

SoftAPWLJ76S_wIPS_07

合格[Air Drop Session
detected (ID:213)]ア
ラームを確認しま

す。

シグニチャアップ

デート

WLJ76S_wIPS_08

合格[DHCP Starvation
Attack detected
(ID:215)]アラームを
確認します。

シグニチャアップ

デート

WLJ76S_wIPS_09

合格[WiFi Protected Setup
Pin brute force
(ID:221)]アラームを
確認します。

シグニチャアップ

デート

WLJ76S_wIPS_10

合格[AP with encryption
disabled (ID:0)]アラー
ムを確認します。

シグニチャアップ

デート -スタティッ
クWEP暗号化

WLJ76S_wIPS_11

合格[Client with encryption
disabled (ID:1)]アラー
ムを確認します。

シグニチャアップ

デート -スタティッ
クWEP暗号化

WLJ76S_wIPS_12
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格[WEP IV key reused
(ID:2)]アラームを確
認します。

シグニチャアップ

デート -スタティッ
クWEP暗号化

WLJ76S_wIPS_13

合格[Device using open
authentication (ID:7)]
アラームを確認しま

す。

シグニチャアップ

デート -スタティッ
クWEP暗号化

WLJ76S_wIPS_14

合格[CrackableWEP IV key
used (ID:38)]アラーム
を確認します。

シグニチャアップ

デート -スタティッ
クWEP暗号化

WLJ76S_wIPS_15

CSCuj99094不合格[Device using shared
key authentication
(ID:65)]アラームを確
認します。

シグニチャアップ

デート -スタティッ
クWEP暗号化

WLJ76S_wIPS_16

合格[AP association capacity
full (ID:9)]アラームを
確認します。

シグニチャアップ

デート -パフォーマ
ンス違反

WLJ76S_wIPS_17

合格[Excessive Bandwidth
usage (ID:13)]アラー
ムを確認します。

シグニチャアップ

デート -パフォーマ
ンス違反

WLJ76S_wIPS_18

合格[Excessive
multicast/broadcast on
channel (ID:34)]アラー
ムを確認します。

シグニチャアップ

デート -パフォーマ
ンス違反

WLJ76S_wIPS_19

合格[AP overloaded by
stations (ID:49)]アラー
ムを確認します。

シグニチャアップ

デート -パフォーマ
ンス違反

WLJ76S_wIPS_20

合格[AP overloaded by
utilization (ID:50)]ア
ラームを確認しま

す。

シグニチャアップ

デート -パフォーマ
ンス違反

WLJ76S_wIPS_21

合格[Excessive
multicast/broadcast on
node (ID:173)]アラー
ムを確認します。

シグニチャアップ

デート -パフォーマ
ンス違反

WLJ76S_wIPS_22

合格[Device unprotected by
802.1x (ID:41)]アラー
ムを確認します。

シグニチャアップ

デート - WPAおよ
び 802.11i

WLJ76S_wIPS_23
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格[802.1x rekey timeout
too long (ID:51)]ア
ラームを確認しま

す。

シグニチャアップ

デート - WPAおよ
び 802.11i

WLJ76S_wIPS_24

合格[Device unprotected by
TKIP (ID:68)]アラー
ムを確認します。

シグニチャアップ

デート - WPAおよ
び 802.11i

WLJ76S_wIPS_25

合格[Device unprotected by
PEAP (ID:72)]アラー
ムを確認します。

シグニチャアップ

デート - WPAおよ
び 802.11i

WLJ76S_wIPS_26

合格[WPA or 802.11i
pre-shared key used
(ID:93)]アラームを確
認します。

シグニチャアップ

デート - WPAおよ
び 802.11i

WLJ76S_wIPS_27

合格[802.1x unencrypted
broadcast or multicast
(ID:96)]アラームを確
認します。

シグニチャアップ

デート - WPAおよ
び 802.11i

WLJ76S_wIPS_28

CSCul09345不合格[Device unprotected by
EAP-FAST (ID:105)]
アラームを確認しま

す。

シグニチャアップ

デート - WPAおよ
び 802.11i

WLJ76S_wIPS_29

合格[Device unprotected by
802.11i /AES (ID:125)]
アラームを確認しま

す。

シグニチャアップ

デート - WPAおよ
び 802.11i

WLJ76S_wIPS_30

合格[AP not protected by
EAP-TLS (ID:186)]ア
ラームを確認しま

す。

シグニチャアップ

デート - WPAおよ
び 802.11i

WLJ76S_wIPS_31

合格[Device not using
EAP-TTLS (ID:257)]ア
ラームを確認しま

す。

シグニチャアップ

デート - WPAおよ
び 802.11i

WLJ76S_wIPS_32
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CMX ビジター管理
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格作成された [New
Template Field]が [Splash
Templates]タブに表示さ
れることを確認します。

CMXダッシュ
ボードでの
[Template Fields]
の作成

WLJ76S_CMX_01

合格CMXダッシュボードで
の既存の [Template Field]
の編集が成功したかどう

かを確認します。

CMXダッシュ
ボードでの
[Template Fields]
の編集

WLJ76S_CMX_02

合格CMXダッシュボードで
の既存の [Template Field]
の削除が成功したかどう

かを確認します。

CMXダッシュ
ボードでの
[Template Fields]
の削除

WLJ76S_CMX_03

合格作成された [New Social
Connector]が [Splash
Templates]タブに表示さ
れることを確認します。

CMXダッシュ
ボードでの
[Social
Connectors]の作
成

WLJ76S_CMX_04

合格CMXダッシュボードで
の既存の [Social
Connectors]の編集が成
功したかどうかを確認し

ます。

CMXダッシュ
ボードでの
[Social
Connectors]の編
集

WLJ76S_CMX_05

合格CMXダッシュボードで
の既存の [Social
Connectors]の削除が成
功したかどうかを確認し

ます。

CMXダッシュ
ボードでの
[Social
Connectors]の削
除

WLJ76S_CMX_06

合格[New Splash Template]の
作成を確認します。

CMXダッシュ
ボードでの
[Splash
Templates]の作
成

WLJ76S_CMX_07
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格既存の [Splash Template]
の編集を確認します。

CMXダッシュ
ボードでの
[Splash
Templates]の編
集

WLJ76S_CMX_08

合格既存の [Splash Template]
の削除を確認します。

CMXダッシュ
ボードでの
[Splash
Templates]の削
除

WLJ76S_CMX_09

合格[Social Connectors]に割
り当てられた [Splash
Templates]の表示を確認
します。

[Social
Connectors]に割
り当てられた
[Splash
Templates]

WLJ76S_CMX_10

合格フロアへの [Splash
Template]の割り当てを
確認します。

フロアへの
[Splash Template]
の割り当て

WLJ76S_CMX_11

合格CMXダッシュボードに
[Default User Groups]が
表示されるかどうかを確

認します。

デフォルトユー

ザグループ

WLJ76S_CMX_12

合格クライアントが [Splash]
ページにリダイレクトさ

れるかどうかを確認しま

す。

ユーザグループ

- [Splash]ページ
へのクライアン

トのリダイレク

ト

WLJ76S_CMX_14

合格基本のユーザが認証解除

されるか、100 MBを超
えていないかどうかを確

認します。

ユーザグループ

-基本のユーザ
WLJ76S_CMX_15

合格ソーシャルユーザが認

証解除されるか、500
MBを超えていないかど
うかを確認します。

ユーザグループ

-ソーシャル
ユーザ

WLJ76S_CMX_16

合格認証解除パケットに対し

てMSEが NMSPメッ
セージ発行するかどうか

を確認します。

認証解除の

NMSPメッセー
ジ

WLJ76S_CMX_17
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格制限がゼロに設定されて

いる場合に、帯域幅が追

跡されるかどうかを確認

します。

ユーザの帯域幅WLJ76S_CMX_18

合格CMXダッシュボードに
[New Visitors]が表示さ
れるかどうかを確認しま

す。

[New Visitors]の
表示

WLJ76S_CMX_19

合格CMXダッシュボードに
[Repeated Visitors]が表
示されるかどうかを確認

します。

[Repeated
Visitors]の表示

WLJ76S_CMX_20

合格CMXダッシュボードに
[ActiveVisitors]が表示さ
れるかどうかを確認しま

す。

[Active Visitors]
の表示

WLJ76S_CMX_21

データプライバシー

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格NCS GUIを介したMSE
で、Macスクランブリ
ングが有効かどうかを

確認します。

MSEのノースバウ
ンド通知に対する

NCSGUIのMacス
クランブリングの

有効化

WLJ76S_DP_01

合格元のMACアドレスが
Wiresharkを介したMSE
通知用の APIに表示さ
れるかどうかを確認し

ます。

Macスクランブリ
ングを有効にしな

い状態での通知の

作成と APIの確認

WLJ76S_DP_02

合格元のMACアドレスが
Wiresharkを介したMSE
の通知用の APIに表示
されるかどうかを確認

します。

Macスクランブリ
ングを有効にした

状態での通知の作

成と APIの確認

WLJ76S_DP_03
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格宛先ステータスがアッ

プ状態で、通知が正常

に作成されるかどうか

を確認します。

Facebook宛先URL
に対する通知の作

成

WLJ76S_DP_04

合格宛先 URLがダウン状態
のときに宛先ステータ

スがダウンであるかと

うかを確認します。

宛先を Downに
マークにした通知

の宛先ステータス

の確認

WLJ76S_DP_05

合格宛先ステータスがアッ

プ状態で NCSに対して
通知が正常に作成され

るかどうかを確認しま

す。

NCS宛先URLに対
する通知の作成

WLJ76S_DP_06

合格2504WLCに対して通知
が正常に作成されるか

どうかを確認します。

2500コントローラ
に対する通知の作

成

WLJ76S_DP_07

合格クライアントに対して

通知が正常に表示され

るかどうかを確認しま

す。

NCSで追加した
WLCへのクライア
ントの通知の作成

WLJ76S_DP_08

MSE HyperV
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格MSE VAのバック
アップ操作が正しく

機能するかどうかを

確認します。

MSE VAのバック
アップ

WLJ76S_HyperV_01

合格MSEVAに対する中
堅 OVA展開の運用
が正しく機能するか

どうかを確認しま

す。

MSE VAに対する
中堅 OVAの展開

WLJ76S_HyperV_02
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格VAのディスク領域
を拡大した後に

MSE機能が正常に
機能するかを確認し

ます。

VAのディスク領
域の拡大

WLJ76S_HyperV_03

合格正常にインストール

された最大の CAS
ライセンスでMSE
VAが機能するかを
確認します。

最大の CASライ
センスでのMSE
VA

WLJ76S_HyperV_04

合格正常にインストール

された最大の wIPS
ライセンスでMSE
VAが機能するかを
確認します。

最大の wIPSライ
センスでのMSE
VA

WLJ76S_HyperV_05

合格PIで発生するMSE
のアラームとイベン

トが正しく表示され

るかどうかを確認し

ます。

プライムのMSE
アラームイベント

の確認

WLJ76S_HyperV_06

合格クライアント、ユー

ザロケーション、

および PIの他の詳
細が正しく表示され

るかどうかを確認し

ます。

クライアントと

ユーザのモニタリ

ング

WLJ76S_HyperV_07

合格Rogue APロケー
ション/履歴ページ
が正しく表示される

かどうかを確認しま

す。

Rogue APロケー
ション/履歴の確認

WLJ76S_HyperV_08

合格さまざまな要素の

サービス同期履歴が

正しく表示されるか

どうかを確認しま

す。

サービス同期履歴WLJ76S_HyperV_09
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格コントローラの同期

サービスが正しく反

映されるかどうかを

確認します。

コントローラの同

期サービスのサー

ビス

WLJ76S_HyperV_10

合格ネットワーク設計の

同期サービスが正し

く反映されるかどう

かを確認します。

ネットワーク設計

の同期サービスの

サービス

WLJ76S_HyperV_11

5760 AP HA SSO
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ハイアベイラビリ

ティがCT5760コント
ローラ間に確立され

ているかどうかを確

認します。

5760 HAペアの起
動

WLJ76S_HA_01

合格設定がアクティブコ

ントローラとスタン

バイコントローラ間

で同期されているか

どうかを確認しま

す。

CT5760コントロー
ラ間の設定同期

WLJ76S_HA_02

合格HAペアであるコント
ローラ間で増分設定

が同期されたかどう

かを確認します。

HAペア間の増分設
定同期

WLJ76S_HA_03

合格HAペアであるコント
ローラ間で一括アッ

プデートが正常に行

われるかどうかを確

認します。

HAペアのコント
ローラ間の一括

アップデート同期

WLJ76S_HA_04
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格アクティブなコント

ローラのダウンロー

ドイメージがスタン

バイホットコント

ローラに正常に転送

されているかどうか

を確認します。

アクティブコント

ローラのダウン

ロードイメージ

WLJ76S_HA_05

合格アクティブコント

ローラの電源切断時

にスイッチオーバー

が HAペア間でトリ
ガーされているかど

うかを確認します。

アクティブコント

ローラの電源切断

時のスイッチオー

バートリガー

WLJ76S_HA_06

合格アクティブWLC CLI
で「redundancy
force-switchover」が発
行される時に、HAペ
アアップ間でスイッ

チオーバーがトリ

ガーされているかど

うかを確認します。

アクティブ CLIで
「redundancy
force-switchover」コ
マンドが発行され

る時のスイッチ

オーバートリガー

WLJ76S_HA_07

合格アクティブコント

ローラのリセット時

にスイッチオーバー

が HAペア間でトリ
ガーされているかど

うかを確認します。

アクティブコント

ローラのリセット

時のスイッチオー

バートリガー

WLJ76S_HA_08

合格CLIを介して「show
redundancy states」コ
マンドが出力を正し

く表示するかどうか

を確認します。

CLIの「show
redundancy states」
コマンド

WLJ76S_HA_09

合格GUIを介して冗長ス
テートが正しく表示

されるかどうかを確

認します。

GUIを介した冗長
ステートの表示

WLJ76S_HA_10
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格アクティブなコント

ローラに障害が発生

した時に、APが新し
いアクティブコント

ローラにシームレス

にスイッチオーバー

するかどうかを確認

します。

アクティブな 5760
コントローラに障

害が発生した時の

APスイッチオー
バー - AP1042、
AP1142

WLJ76S_HA_11

合格アクティブなコント

ローラに障害が発生

した時に、APが新し
いアクティブコント

ローラにシームレス

にスイッチオーバー

するかどうかを確認

します。

アクティブな 5760
コントローラに障

害が発生した時の

APスイッチオー
バー - AP3500、
AP3600、AP2600

WLJ76S_HA_12

合格異なるソフトウェア

バージョンを持つコ

ントローラ間のロー

ルネゴシエーション

を確認します。

異なるソフトウェ

アバージョンのコ

ントローラの HA
ペアアップ

WLJ76S_HA_13

合格アクティブコント

ローラのポートが接

続を失った場合に、

ホットスタンバイが

アクティブコント

ローラのロールを引

き継ぐかどうかを確

認します。

アクティブコント

ローラのポートが

接続を失った場合

のスイッチオー

バートリガー

WLJ76S_HA_14

合格APSSO後にクライア
ントがコントローラ

から関連付け解除さ

れ、再参加を強制さ

れるかどうかを確認

します。

アクティブな

フェールオーバー

後のAPSSO中のク
ライアントステー

タス -オープン

WLJ76S_HA_15
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格APSSO後にクライア
ントがコントローラ

から関連付け解除さ

れ、再参加を強制さ

れるかどうかを確認

します。

アクティブフェー

ルオーバー後のAP
SSO時のクライア
ントステータス -
WPA/WPA2/PSK

WLJ76S_HA_16

合格APSSO後にクライア
ントがコントローラ

から関連付け解除さ

れ、再参加を強制さ

れるかどうかを確認

します。

アクティブフェー

ルオーバー後のAP
SSO時のクライア
ントステータス -
スタティックWEP

WLJ76S_HA_17

合格APSSO後にクライア
ントがコントローラ

から関連付け解除さ

れ、再参加を強制さ

れるかどうかを確認

します。

アクティブフェー

ルオーバー後のAP
SSO時のクライア
ントステータス -
802.1x

WLJ76S_HA_18

合格APSSO後にクライア
ントがコントローラ

から関連付け解除さ

れ、再参加を強制さ

れるかどうかを確認

します。

アクティブな

フェールオーバー

後のAPSSO中のク
ライアントステー

タス - Web-Auth

WLJ76S_HA_19

合格PI 2.xに冗長ステート
が正しく表示される

かどうかを確認しま

す。

PIの Katana HAWLJ76S_HA_20
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MSE Billboard
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格PIおよびCLIでの
インストール後

に、BBXサービス
が実行されるかど

うかを確認しま

す。

PIおよびCLIでの
インストール後の

BBXサービス

WLJ76S_BBX_01

合格PIからの BBX
サービスの停止お

よび起動を確認し

ます。

PIからの BBX
サービスの停止お

よび起動

WLJ76S_BBX_02

合格デフォルトのクレ

デンシャルを使用

した UI経由の
BBXログインを確
認します。

デフォルトのクレ

デンシャルを使用

した UI経由の
BBXログイン

WLJ76S_BBX_03
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格オファーバナーが

作成されるかどう

かを確認します。

オファーバナーを

作成する。

WLJ76S_BBX_04

合格スポンサーシップ

バナーが作成され

るかどうかを確認

します。

スポンサーシップ

バナーを作成す

る。

WLJ76S_BBX_05

合格アドバタイズメン

トバナーが作成さ

れるかどうかを確

認します。

アドバタイズメン

トバナーを作成す

る。

WLJ76S_BBX_06

合格ディールバナーが

作成されるかどう

かを確認します。

ディールバナーを

作成する。

WLJ76S_BBX_07

合格ウェルカムバナー

が作成されるかど

うかを確認しま

す。

ウェルカムバナー

を作成する。

WLJ76S_BBX_08

合格[Make Active]に
よって、選択した

バナーがアクティ

ブになるかどうか

を確認します。

バナーをアクティ

ブにする。

WLJ76S_BBX_09

合格[Make Inactive]に
よって、選択した

バナーが非アク

ティブになるかど

うかを確認しま

す。

バナーを非アク

ティブにする。

WLJ76S_BBX_10

合格既存のバナーの編

集機能を確認しま

す。

既存のバナーを編

集する。

WLJ76S_BBX_11

合格既存のバナーのコ

ピー機能を確認し

ます。

既存のバナーをコ

ピーする。

WLJ76S_BBX_12
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格既存のバナーの編

集またはコピー中

にアカウント名が

変更されることを

確認します。

既存のバナーの編

集またはコピー中

にアカウント名を

変更する。

WLJ76S_BBX_13

合格既存のバナーの削

除が正しく機能す

ることを確認しま

す。

既存のバナーを削

除する。

WLJ76S_BBX_14

合格既存のバナーのプ

レビューが正しく

機能することを確

認します。

既存のバナーをプ

レビューする。

WLJ76S_BBX_15

合格既存のバナーの表

示が正常に行われ

ていることを確認

します。

バナー：既存のバ

ナーを表示する。

WLJ76S_BBX_16

合格アクティブバナー

の表示が正常に行

われていることを

確認します。

アクティブバナー

を表示する。

WLJ76S_BBX_17

合格非アクティブバ

ナーの表示が正常

に行われているこ

とを確認します。

非アクティブバ

ナーを表示する。

WLJ76S_BBX_18

合格すべてのバナーの

表示が正常に行わ

れていることを確

認します。

すべてのバナーを

表示する。

WLJ76S_BBX_19

合格バナーのページン

グ機能を確認しま

す。

バナーのページン

グ機能

WLJ76S_BBX_20

合格一度に表示される

エントリ数のカス

タマイズを確認し

ます。

一度に表示される

エントリ数をカス

タマイズする。

WLJ76S_BBX_21
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格テキスト入力でバ

ナーの [Search]オ
プションが正しく

機能することを確

認します。

バナーを検索す

る。

WLJ76S_BBX_22

合格キーワードを使用

したバナーの

[Search]オプショ
ンを確認します。

キーワードを使用

してバナーを検索

する。

WLJ76S_BBX_23

合格MSEから POIの
同期を確認しま

す。

MSEからの POI
の同期

WLJ76S_BBX_24

合格MSEから削除した
既存のフロアへの

POIの追加機能が
正しく機能するこ

とを確認します。

MSEから削除した
既存のフロアに

POIを追加する。

WLJ76S_BBX_25

合格既存のマップの編

集/削除機能を確認
します。

MSEから削除され
た既存のマップの

編集/削除。

WLJ76S_BBX_26

合格既存の POIの編
集/削除機能を確認
します。

MSEから削除され
た既存のPOIの編
集または削除。

WLJ76S_BBX_27

合格MSEから削除した
既存のフロアに追

加されたPOIを再
同期します。

追加されたPOIの
再同期。

WLJ76S_BBX_28

合格サービスカテゴリ

がPOIに割り当て
られているかどう

かを確認します。

POIへのサービス
カテゴリの割り当

て

WLJ76S_BBX_29

合格ユーザがPOIに到
達したときに、携

帯電話のサービス

カテゴリが表示さ

れるかどうかを確

認します。

ユーザがPOIに到
達したときの携帯

電話のサービスカ

テゴリ

WLJ76S_BBX_30
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格[Search]オプショ
ンにキーワードが

入力されたとき

に、POIが表示さ
れるかどうかを確

認します。

ユーザのブラウザ

でキーワードを使

用してPOIを検索
する。

WLJ76S_BBX_31

合格店舗のプロットが

正常に行われてい

るかどうかを確認

します。

フロアナビゲー

ションでの店舗の

プロット

WLJ76S_BBX_32

合格ユーザのブラウザ

に店舗がプロット

されているかどう

かを確認します。

ユーザのブラウザ

でプロットされた

店舗

WLJ76S_BBX_33

合格フロアマップでポ

イントが正しく描

画されているかど

うかを確認しま

す。

フロアマップでの

ポイントの描画

WLJ76S_BBX_34

合格フロアマップの 2
つのポイント間に

線が正しく引かれ

ているかどうかを

確認します。

フロアマップの 2
つのポイント間に

線を引く

WLJ76S_BBX_35

合格複数の描画ポイン

トで単一パスが作

成されるかどうか

を確認します。

複数の描画ポイン

トで単一パスを作

成する。

WLJ76S_BBX_36

合格出発地から目的地

間に作成された複

数のパスを確認し

ます。

出発地から目的地

間に複数のパスを

作成する。

WLJ76S_BBX_37

合格削除機能が描画ポ

イントで正しく機

能するかどうかを

確認します。

描画ポイントの削

除機能

WLJ76S_BBX_38
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格スタートオーバー

機能が正しく機能

するかどうかを確

認します。

スタートオーバー

機能の実行

WLJ76S_BBX_39

合格単一のアクティブ

な「ウェルカムバ

ナー」でキャン

ペーンが作成され

るかどうかを確認

します。

単一のアクティブ

なウェルカムバ

ナーでキャンペー

ンを作成する。

WLJ76S_BBX_40

合格複数のアクティブ

な「ウェルカムバ

ナー」でキャン

ペーンが作成され

るかどうかを確認

します。

複数のアクティブ

な「ウェルカムバ

ナー」でキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_41

合格デフォルトルール

を使用した複数の

アクティブな

「ウェルカムバ

ナー」でキャン

ペーンが作成され

るかどうかを確認

します。

デフォルトルール

を使用した「ウェ

ルカムバナー」の

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_42

合格適切なPOIのルー
ルを使用した

「ウェルカムバ

ナー」でキャン

ペーンが作成され

るかどうかを確認

します。

適切なPOIのルー
ルを使用した

「ウェルカムバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_43

合格頻度が常時のルー

ルを使用した

「ウェルカムバ

ナー」でキャン

ペーンが作成され

るかどうかを確認

します。

頻度が常時のルー

ルを使用した

「ウェルカムバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_44
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格頻度が 1回のルー
ルを使用した

「ウェルカムバ

ナー」でキャン

ペーンが作成され

るかどうかを確認

します。

頻度が 1回のルー
ルを使用した

「ウェルカムバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_45

合格頻度が 1回でメッ
セージの変更を行

うルールを使用し

た「ウェルカムバ

ナー」でキャン

ペーンが作成され

るかどうかを確認

します。

頻度が 1回でメッ
セージの変更を行

うルールを使用し

た「ウェルカムバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_46

合格複数のルールを使

用した「ウェルカ

ムバナー」でキャ

ンペーンが作成さ

れるかどうかを確

認します。

複数のルールを使

用した「ウェルカ

ムバナー」のキャ

ンペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_47

合格「ウェルカムバ

ナー」でルールが

編集されるかどう

かを確認します。

「ウェルカムバ

ナー」のルールを

編集する。

WLJ76S_BBX_48

合格「ウェルカムバ

ナー」でルールが

削除されるかどう

かを確認します。

「ウェルカムバ

ナー」のルールを

削除する。

WLJ76S_BBX_49

合格単一のアクティブ

なオファーでキャ

ンペーンが作成さ

れるかどうかを確

認します。

単一のアクティブ

なオファーでキャ

ンペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_50

合格複数のアクティブ

なオファーでキャ

ンペーンが作成さ

れるかどうかを確

認します。

複数のアクティブ

なオファーでキャ

ンペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_51
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格デフォルトルール

を使用した「オ

ファーバナー」の

キャンペーンが正

常に作成されるか

どうかを確認しま

す。

デフォルトルール

を使用した「オ

ファーバナー」の

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_52

合格POIの頻度のルー
ルを使用した「オ

ファーバナー」の

キャンペーンが正

常に作成されるか

どうかを確認しま

す。

POIの頻度のルー
ルを使用した「オ

ファーバナー」の

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_53

合格N/Aのユーザ動作
のルールを使用し

た「オファーバ

ナー」のキャン

ペーンが正常に作

成されるかどうか

を確認します。

N/Aのユーザ動作
のルールを使用し

た「オファーバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_54

合格複数のルールを使

用した「オファー

バナー」のキャン

ペーンが正常に作

成されるかどうか

を確認します。

複数のルールを使

用した「オファー

バナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_55

合格「オファーバ

ナー」の編集ルー

ルを確認します。

「オファーバ

ナー」のルールを

編集する。

WLJ76S_BBX_56

合格「オファーバ

ナー」のルールの

削除を確認しま

す。

「オファーバ

ナー」のルールを

削除する。

WLJ76S_BBX_57

合格単一のアクティブ

な「スポンサー

シップ」でのキャ

ンペーンの作成を

確認します。

単一のアクティブ

な「スポンサー

シップ」でキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_58
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格複数のアクティブ

な「スポンサー

シップ」でのキャ

ンペーンの作成を

確認します。

複数のアクティブ

な「スポンサー

シップ」でキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_59

合格デフォルトルール

を使用した「スポ

ンサーシップバ

ナー」のキャン

ペーンの作成を確

認します。

デフォルトルール

を使用した「スポ

ンサーシップバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_60

合格POIの頻度のルー
ルを使用した「ス

ポンサーシップバ

ナー」のキャン

ペーンの作成を確

認します。

POIの頻度のルー
ルを使用した「ス

ポンサーシップバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_61

合格N/Aのユーザ動作
のルールを使用し

た「スポンサー

シップバナー」の

キャンペーンの作

成を確認します。

キャンペーン：

N/Aのユーザ動作
のルールを使用し

た「スポンサー

シップバナー」の

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_62

合格複数のルールを使

用した「スポン

サーシップバ

ナー」のキャン

ペーンの作成を確

認します。

キャンペーン：複

数のルールを使用

した「スポンサー

シップバナー」の

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_63

合格「スポンサーシッ

プバナー」のルー

ルの編集を確認し

ます。

「スポンサーシッ

プバナー」のルー

ルを編集する。

WLJ76S_BBX_64

合格「スポンサーシッ

プバナー」のルー

ルの削除が正しく

機能することを確

認します。

「スポンサーシッ

プバナー」のルー

ルを削除する。

WLJ76S_BBX_65
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格単一のアクティブ

なアドバタイズメ

ントによるキャン

ペーンの作成を確

認します。

単一のアクティブ

なアドバタイズメ

ントでキャンペー

ンを作成する。

WLJ76S_BBX_66

合格複数のアクティブ

な「アドバタイズ

メント」でのキャ

ンペーンの作成が

正常に行われてい

ることを確認しま

す。

複数のアクティブ

な「アドバタイズ

メント」でキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_67

合格任意のユーザの

ルールを使用した

「アドバタイズメ

ントバナー」の

キャンペーンの作

成が正常に行われ

ていることを確認

します。

任意のユーザの

ルールを使用した

「アドバタイズメ

ントバナー」の

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_68

合格日付指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」のキャン

ペーンの作成が正

常に行われている

ことを確認しま

す。

日付指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_69

合格日数指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」のキャン

ペーンの作成が正

常に行われている

ことを確認しま

す。

日数指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_70
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格時間指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」のキャン

ペーンの作成が正

常に行われている

ことを確認しま

す。

時間指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_71

合格日付、日数、時間

の組み合わせ指定

のルールを使用し

た「アドバタイズ

メントバナー」の

キャンペーンの作

成が正常に行われ

ていることを確認

します。

日付、日数、時間

の組み合わせ指定

のルールを使用し

た「アドバタイズ

メントバナー」の

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_72

合格複数のルールを使

用した「アドバタ

イズメントバ

ナー」のキャン

ペーンの作成が正

常に行われている

ことを確認しま

す。

複数のルールを使

用した「アドバタ

イズメントバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_73

合格「アドバタイズメ

ントバナー」の編

集ルールが正しく

機能することを確

認します。

「アドバタイズメ

ントバナー」の

ルールを編集す

る。

WLJ76S_BBX_74

合格「アドバタイズメ

ントバナー」の

ルールの削除が正

しく機能すること

を確認します。

「アドバタイズメ

ントバナー」の

ルールを削除す

る。

WLJ76S_BBX_75
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格単一のアクティブ

な「ディール」で

のキャンペーンの

作成が正常に行わ

れていることを確

認します。

単一のアクティブ

な「ディール」で

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_76

合格複数のアクティブ

な「ディール」で

のキャンペーンの

作成が正常に行わ

れていることを確

認します。

複数のアクティブ

な「ディール」で

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_77

合格任意のユーザの

ルールを使用した

「ディールバ

ナー」でのキャン

ペーンの作成が正

しく機能すること

を確認します。

キャンペーン：任

意のユーザのルー

ルを使用した

「ディールバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_78

合格日付指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」でのキャン

ペーンの作成を確

認します。

日付指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_79

合格日数指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」でのキャン

ペーンの作成を確

認します。

日数指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_80

合格時間指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」でのキャン

ペーンの作成を確

認します。

時間指定のルール

を使用した「アド

バタイズメントバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_81
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格日付、日数、時間

の組み合わせ指定

のルールを使用し

た「アドバタイズ

メントバナー」で

のキャンペーンの

作成を確認しま

す。

日付、日数、時間

の組み合わせ指定

のルールを使用し

た「アドバタイズ

メントバナー」の

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_82

合格複数のルールを使

用した「アドバタ

イズメントバ

ナー」でのキャン

ペーンの作成を確

認します。

複数のルールを使

用した「アドバタ

イズメントバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_83

合格「アドバタイズメ

ントバナー」の編

集ルールを確認し

ます。

「アドバタイズメ

ントバナー」の

ルールを編集す

る。

WLJ76S_BBX_84

合格「アドバタイズメ

ントバナー」の

ルールの削除を確

認します。

「アドバタイズメ

ントバナー」の

ルールを削除す

る。

WLJ76S_BBX_85

合格単一のアクティブ

な「ディール」で

のキャンペーンの

作成を確認しま

す。

単一のアクティブ

な「ディール」で

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_86

合格複数のアクティブ

な「ディール」で

のキャンペーンの

作成を確認しま

す。

複数のアクティブ

な「ディール」で

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_87

合格任意のユーザの

ルールを使用した

「ディールバ

ナー」でのキャン

ペーンの作成を確

認します。

キャンペーン：任

意のユーザのルー

ルを使用した

「ディールバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_88
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格日付指定のルール

を使用した

「ディールバ

ナー」でのキャン

ペーンの作成を確

認します。

日付指定のルール

を使用した

「ディールバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_89

合格日数指定のルール

を使用した

「ディールバ

ナー」でのキャン

ペーンの作成を確

認します。

日数指定のルール

を使用した

「ディールバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_90

合格時間指定のルール

を使用した

「ディールバ

ナー」でのキャン

ペーンの作成を確

認します。

時間指定のルール

を使用した

「ディールバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_91

合格日付、日数、時間

の組み合わせの

ルールを使用した

「ディールバ

ナー」でのキャン

ペーンの作成を確

認します。

日付、日数、時間

の組み合わせの

ルールを使用した

「ディールバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_92

合格頻度タイプが分単

位のルールを使用

した「ディールバ

ナー」でのキャン

ペーンの作成を確

認します。

頻度タイプが分単

位のルールを使用

した「ディールバ

ナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_93

合格頻度タイプが時間

単位のルールを使

用した「ディール

バナー」でのキャ

ンペーンの作成を

確認します。

頻度タイプが時間

単位のルールを使

用した「ディール

バナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_94
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格頻度タイプが日数

単位のルールを使

用した「ディール

バナー」でのキャ

ンペーンの作成を

確認します。

頻度タイプが日数

単位のルールを使

用した「ディール

バナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_95

合格複数のルールを使

用した「ディール

バナー」でのキャ

ンペーンの作成を

確認します。

複数のルールを使

用した「ディール

バナー」のキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_96

合格「ディールバ

ナー」のルールの

編集を確認しま

す。

「ディールバ

ナー」のルールを

編集する。

WLJ76S_BBX_97

合格「ディールバ

ナー」のルールの

削除を確認しま

す。

「ディールバ

ナー」のルールを

削除する。

WLJ76S_BBX_98

合格すべての設定での

キャンペーンの作

成を確認します。

すべての設定で

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_99

合格複数の POIでの
キャンペーンの作

成を確認します。

複数のPOIでキャ
ンペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_100

合格アクティブ期間で

のキャンペーンの

作成を確認しま

す。

アクティブ期間で

キャンペーンを作

成する。

WLJ76S_BBX_101

合格任意のルールを満

たすことによる

キャンペーンの作

成を確認します。

任意のルールを満

たすことでキャン

ペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_102

合格すべてのルールを

満たすことによる

キャンペーンの作

成を確認します。

すべてのルールを

満たすことでキャ

ンペーンを作成す

る。

WLJ76S_BBX_103
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格キャンペーンがア

クティブにされて

いることを確認し

ます。

キャンペーンをア

クティブにする。

WLJ76S_BBX_104

合格キャンペーンが非

アクティブにされ

ていることを確認

します。

キャンペーンを非

アクティブにす

る。

WLJ76S_BBX_105

合格既存のキャンペー

ンの編集を確認し

ます。

既存のキャンペー

ンを編集する

WLJ76S_BBX_106

合格既存のキャンペー

ンの削除を確認し

ます。

既存のキャンペー

ンを削除する。

WLJ76S_BBX_107

合格既存のキャンペー

ンのプレビューを

確認します。

既存のキャンペー

ンをプレビューす

る。

WLJ76S_BBX_108

合格既存のキャンペー

ンが正しく表示さ

れるかどうかを確

認します。

既存のキャンペー

ンを表示する。

WLJ76S_BBX_109

合格アクティブキャン

ペーンが表示され

るかどうかを確認

します。

アクティブキャン

ペーンを表示す

る。

WLJ76S_BBX_110

合格非アクティブキャ

ンペーンが表示さ

れるかどうかを確

認します。

非アクティブキャ

ンペーンを表示す

る。

WLJ76S_BBX_111

合格すべてのキャン

ペーンが正しく表

示されるかどうか

を確認します。

すべてのキャン

ペーンを表示す

る。

WLJ76S_BBX_112

合格キャンペーンの

ページング機能を

確認します。

キャンペーンの

ページング機能

WLJ76S_BBX_113
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格一度に表示するエ

ントリ数のカスタ

マイズを確認しま

す。

一度に表示するエ

ントリ数をカスタ

マイズする。

WLJ76S_BBX_114

合格キャンペーンの検

索が正しく行われ

ていることを確認

します。

キャンペーンを検

索する。

WLJ76S_BBX_115

合格単一のPOIおよび
有効日でのアク

ティブキャンペー

ンのパブリッシュ

を確認します。

単一のPOIと有効
日でのアクティブ

キャンペーンのパ

ブリッシュ

WLJ76S_BBX_116

合格複数のPOIおよび
有効日でのアク

ティブキャンペー

ンのパブリッシュ

を確認します。

複数のPOIおよび
有効日でのアク

ティブキャンペー

ンのパブリッシュ

WLJ76S_BBX_117

合格期限切れの日付で

のアクティブキャ

ンペーンのパブ

リッシュを確認し

ます。

期限切れの日付で

のアクティブキャ

ンペーンのパブ

リッシュ

WLJ76S_BBX_118

合格任意のユーザの

ルールを使用した

アクティブキャン

ペーンのパブリッ

シュを確認しま

す。

任意のユーザの

ルールを使用した

アクティブキャン

ペーンのパブリッ

シュ

WLJ76S_BBX_119

合格日数と時間指定の

ルールを使用した

アクティブキャン

ペーンのパブリッ

シュを確認しま

す。

日数と時間指定の

ルールを使用した

アクティブキャン

ペーンをパブリッ

シュする。

WLJ76S_BBX_120
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格定義された複数の

メッセージを使用

したアクティブ

キャンペーンのパ

ブリッシュを確認

します。

定義された複数の

メッセージを使用

したアクティブ

キャンペーンのパ

ブリッシュ

WLJ76S_BBX_121

合格アクティブキャン

ペーンのパブリッ

シュと、ブラック

リストに記載され

ている URLの起
動を確認します。

アクティブキャン

ペーンをパブリッ

シュし、ブラック

リストに記載され

ている URLを起
動する。

WLJ76S_BBX_122

合格デフォルトメ

ニューが正しく表

示されることを確

認します。

デフォルトメ

ニューの表示

WLJ76S_BBX_123

合格新しいメニューカ

テゴリの作成を確

認します。

新しいメニューカ

テゴリを作成す

る。

WLJ76S_BBX_124

合格メニューカテゴリ

の下の新しいサー

ビスの作成を確認

します。

メニューカテゴリ

の下に新しいサー

ビスを作成する。

WLJ76S_BBX_125

合格サービス項目がア

クティブにされて

いることを確認し

ます。

サービス項目をア

クティブにする。

WLJ76S_BBX_126

合格サービス項目が非

アクティブにされ

ていることを確認

します。

サービス項目を非

アクティブにす

る。

WLJ76S_BBX_127

合格メニューカテゴリ

の下のサービス項

目の編集を確認し

ます。

メニューカテゴリ

の下のサービス項

目を編集する。

WLJ76S_BBX_128

合格メニューカテゴリ

の下のサービス項

目の削除を確認し

ます。

メニューカテゴリ

の下のサービス項

目を削除する。

WLJ76S_BBX_129
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格任意のルールを満

たすことによるア

クティブキャン

ペーンのパブリッ

シュを確認しま

す。

任意のルールを満

たすことによるア

クティブキャン

ペーンのパブリッ

シュ

WLJ76S_BBX_130

合格すべてのルールを

満たすことによる

アクティブキャン

ペーンのパブリッ

シュを確認しま

す。

すべてのルールを

満たすことによる

アクティブキャン

ペーンのパブリッ

シュ

WLJ76S_BBX_131

合格ユーザがクリック

したときに、メ

ニューカテゴリの

下の「サービス項

目」のターゲット

URLを確認しま
す。

サービス項目の下

にあるメニューに

定義された URL
が正しく移動でき

るかを確認する

WLJ76S_BBX_132

合格メニューカテゴリ

がグリッドの表示

スタイルで作成さ

れたときに、グ

リッドの「サービ

ス項目」を確認し

ます。

グリッドの表示ス

タイルでメニュー

カテゴリがサービ

ス項目に対して作

成される。

WLJ76S_BBX_133

合格メニューカテゴリ

がリストの表示ス

タイルで作成され

たときに、リスト

の「サービス項

目」を確認しま

す。

リストの表示スタ

イルでメニューカ

テゴリがサービス

項目に対して作成

される。

WLJ76S_BBX_134

合格出発地から目的地

へのパスが 1つし
かない場合のユー

ザブラウザの

「マップ」機能を

確認します。

出発地から目的地

へのパスが 1つし
かない場合のユー

ザブラウザの

「マップ」機能

WLJ76S_BBX_135
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格出発地から目的地

へのパスが複数あ

る場合のユーザの

ブラウザの「マッ

プ」機能を確認し

ます。

出発地から目的地

へのパスが複数あ

る場合のユーザの

ブラウザの「マッ

プ」機能

WLJ76S_BBX_136

合格常時表示する広告

の外観のカスタマ

イズを確認しま

す。

常時表示する広告

の外観をカスタマ

イズする。

WLJ76S_BBX_137

合格オンデマンドに表

示する広告の外観

のカスタマイズを

確認します。

オンデマンドに表

示する広告の外観

をカスタマイズす

る。

WLJ76S_BBX_138

合格上部に表示する広

告の外観のカスタ

マイズを確認しま

す。

上部に表示する広

告の外観の表示を

カスタマイズす

る。

WLJ76S_BBX_139

合格下部に表示する広

告の外観のカスタ

マイズを確認しま

す。

下部に表示する広

告の外観の表示を

カスタマイズす

る。

WLJ76S_BBX_140

合格背景色による広告

の外観のカスタマ

イズを確認しま

す。

背景色で広告の外

観をカスタマイズ

する。

WLJ76S_BBX_141

CSCuj94459不合格ロゴによる広告の

外観のカスタマイ

ズを確認します。

ロゴで広告の外観

をカスタマイズす

る。

WLJ76S_BBX_142

合格ダッシュボードの

完全なビューを確

認します。

ダッシュボードの

完全なビュー

WLJ76S_BBX_143

CSCum42561不合格ダッシュボードの

アクティブリンク

を確認します。

ダッシュボードの

アクティブリンク

を確認する。

WLJ76S_BBX_144

合格BBXから分析への
相互起動を確認し

ます。

BBXから分析へ
の相互起動

WLJ76S_BBX_145
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格システムによって

作成されたデフォ

ルトロールを確認

します。

システムによって

作成されたデフォ

ルトロールの確認

WLJ76S_BBX_146

合格作成された新しい

ロールを確認しま

す。

新しいロールを作

成する。

WLJ76S_BBX_147

合格既存のロールの編

集を確認します。

既存のロールを編

集する。

WLJ76S_BBX_148

合格ユーザが作成した

ロールの削除機能

を確認します。

ユーザが作成した

ロールを削除す

る。

WLJ76S_BBX_149

CSCum11215不合格システムによって

作成されたロール

の削除を確認しま

す。

システムによって

作成されたロール

を削除する。

WLJ76S_BBX_150

合格アカウントまたは

ユーザにすでに割

り当てられている

ロールの削除を確

認します。

アカウントまたは

ユーザにすでに割

り当てられている

ロールを削除す

る。

WLJ76S_BBX_151

合格ロールのページン

グ機能を確認しま

す。

ロールのページン

グ機能

WLJ76S_BBX_152

合格一度に表示するエ

ントリ数のカスタ

マイズを確認しま

す。

一度に表示するエ

ントリ数をカスタ

マイズする。

WLJ76S_BBX_153

合格ロールの検索を確

認します。

ロールを検索す

る。

WLJ76S_BBX_154

合格作成された新しい

アカウントを確認

します。

新しいアカウント

を作成する

WLJ76S_BBX_155

合格アカウントへの

ユーザの追加を確

認します。

アカウントにユー

ザを追加する。

WLJ76S_BBX_156
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格アカウントへの複

数のユーザの追加

を確認します。

アカウントに複数

のユーザを追加す

る。

WLJ76S_BBX_157

合格[Make User Active]
により、選択した

ユーザがアクティ

ブになっているこ

とを確認します。

選択したユーザの
[Make User Active]

WLJ76S_BBX_158

合格選択したユーザの

詳細の編集を確認

します。

ユーザの詳細を編

集する。

WLJ76S_BBX_159

合格アカウントからの

ユーザの削除を確

認します。

アカウントから

ユーザを削除す

る。

WLJ76S_BBX_160

合格所定のアカウント

に対する既存の

「ユーザ」の表示

を確認します。

所定のアカウント

に対する既存の

「ユーザ」の表示

WLJ76S_BBX_161

合格選択したアカウン

トの [Make Account
active]機能を確認
します。

選択したアカウン

トの [Make
Account active]機
能

WLJ76S_BBX_162

合格選択したアカウン

トの [Make Account
inactive]機能を確認
します。

選択したアカウン

トの [Make
Account inactive]

WLJ76S_BBX_163

合格特定のアカウント

の機能の編集を確

認します。

特定のアカウント

の機能を編集す

る。

WLJ76S_BBX_164

合格アカウントの編集

機能を確認しま

す。

アカウントの機能

を削除する。

WLJ76S_BBX_165

合格既存の [Accounts]
の表示を確認しま

す。

既存の [Accounts]
を表示する。

WLJ76S_BBX_166

合格[Accounts]の検索を
確認します。

[Accounts]の検索
機能

WLJ76S_BBX_167
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格[Accounts]のページ
ング機能を確認し

ます。

[Accounts]のペー
ジング機能

WLJ76S_BBX_168

合格一度に表示するエ

ントリ数のカスタ

マイズを確認しま

す。

一度に表示するエ

ントリ数をカスタ

マイズする。

WLJ76S_BBX_169

合格作成したユーザに

よるログインを確

認します。

作成したユーザで

ログインする。

WLJ76S_BBX_170

合格新しく作成された

ユーザでログイン

した後のロール機

能を確認します。

新しく作成された

ユーザでログイン

した後のロール機

能

WLJ76S_BBX_171

合格新しく作成された

ユーザでログイン

した後のバナー機

能を確認します。

新しく作成された

ユーザでログイン

した後のバナー機

能

WLJ76S_BBX_172

合格新しく作成された

ユーザでログイン

した後のキャン

ペーン機能を確認

します。

新しく作成された

ユーザでログイン

した後のキャン

ペーン機能

WLJ76S_BBX_173

CSCum42694不合格新しく作成された

ユーザでログイン

した後のバナー作

成

新しく作成された

ユーザでログイン

した後のバナー作

成

WLJ76S_BBX_174

合格無効なユーザでの

ログインを確認し

ます。

無効なユーザでロ

グインする。

WLJ76S_BBX_175

合格新しくログインし

たユーザの変更さ

れたパスワードを

確認します。

新しくログインし

たユーザのパス

ワードを変更す

る。

WLJ76S_BBX_176

合格提供されるサービ

スに対する今日の

レポートの表示を

確認します。

提供されるサービ

スに対する今日の

レポートを表示す

る。

WLJ76S_BBX_177
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格提供されるサービ

スに対する日次レ

ポートの表示を確

認します。

提供されるサービ

スに対する日次レ

ポートを表示す

る。

WLJ76S_BBX_178

合格提供されるサービ

スに対する月次レ

ポートの表示を確

認します。

提供されるサービ

スに対する月次レ

ポートを表示す

る。

WLJ76S_BBX_179

合格提供されるサービ

スに対するカスタ

ム選択レポートを

確認します。

提供されるサービ

スに対するカスタ

ム選択レポート

WLJ76S_BBX_180

合格異なる携帯電話お

よびタブレットの

広告の外観を確認

します。

異なる携帯電話お

よびタブレットの

広告の外観

WLJ76S_BBX_186

合格サポート対象のブ

ラウザでBBXアプ
リケーションをテ

ストします。

サポート対象のブ

ラウザで BBXア
プリケーションを

テストする。

WLJ76S_BBX_187

合格Webサイトを使用
できないときのデ

バイス上のWebバ
ナーを確認しま

す。

Webサイトを使用
できないときのデ

バイス上のWeb
バナー

WLJ76S_BBX_188

合格ユーザが httpsを使
用している場合

に、デバイス上の

Webバナーを確認
します。

ユーザがブラウザ

利用に httpsを使
用している場合の

デバイス上のWeb
バナー

WLJ76S_BBX_189

合格異なるフォーマッ

トを持つロゴを確

認し、同じ内容を

ユーザのブラウザ

でも確認します。

異なるフォーマッ

トを持つロゴのテ

ストおよびユーザ

のブラウザでの同

じ内容の確認

WLJ76S_BBX_190
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格異なる解像度を持

つフロアマップを

確認し、同じ内容

をユーザのブラウ

ザでも確認しま

す。

異なる解像度を持

つフロアマップの

確認およびユーザ

のブラウザでの同

じ内容の確認

WLJ76S_BBX_191

合格MSEを使用できな
いときのバナーを

確認します。

MSEを使用でき
ないときのバナー

機能

WLJ76S_BBX_192

合格操作性の問題を確

認します。

操作性の問題のテ

スト

WLJ76S_BBX_193

合格BBXプロキシと
Webサーバ間の
BBXプロキシに加
えて、別のプロキ

シサーバを設定す

ることによる広告

の外観を確認しま

す。

BBXプロキシと
Webサーバ間の
BBXプロキシに
加えて、別のプロ

キシサーバを設定

することによる広

告の外観

WLJ76S_BBX_194

合格設定されたセッ

ションタイムアウ

トに対してアプリ

ケーションがアイ

ドル状態であると

ログアウトするこ

とを確認します。

設定されたセッ

ションタイムアウ

トに対してアプリ

ケーションがアイ

ドル状態であると

ログアウトする。

WLJ76S_BBX_195

合格mseログがダウン
ロードされたとき

に、他のログと一

緒に含まれる BBX
関連のログが含ま

れることを確認し

ます。

mseログがダウン
ロードされたとき

に、他のログと一

緒に含まれる

BBX関連のログ
が含まれることを

確認する。

WLJ76S_BBX_196

合格同じバージョンが

バックアップさ

れ、復元されるこ

とを確認します。

同じバージョンの

バックアップおよ

び復元

WLJ76S_BBX_197
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格アップグレードさ

れたマシンの BBX
アプリケーション

を確認します。

アップグレードさ

れたマシンの

BBXアプリケー
ション

WLJ76S_BBX_198

合格ユーザが複数のPOI
に到達したときの

携帯電話のサービ

スカテゴリを確認

します。

ユーザが複数の

POIに到達したと
きの携帯電話の

サービスカテゴリ

WLJ76S_BBX_199

リンク集約モード

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格コントローラでのLight
Weightアクセスポイン
トのRegistration/Joinス
テータスを確認します

（ローカルモード）。

コントローラでリ

ンク集約を有効に

する - LAPローカ
ルモード

WLJ76S_LAG_19

合格コントローラでのLight
Weightアクセスポイン
トのRegistrationステー
タスを確認します

（LAPFlexConnectモー
ド）。

コントローラでリ

ンク集約を有効に

する - LAP
FlexConnectモード

WLJ76S_LAG_20

合格Light Weightアクセス
ポイントとのワイヤレ

スクライアントのアソ

シエーションに成功す

ることを確認します。

リンク集約フェー

ルオーバー後の

LightWeightアクセ
スポイントとのク

ライアントのアソ

シエーション

WLJ76S_LAG_21

合格LAGフェールオーバー
中にPING、FTPパケッ
トが正常であることを

確認します。

LAGフェールオー
バー – ping、FTP
（CSCth12513を参
照）

WLJ76S_LAG_22
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格SNMPマネージャに表
示される LAGポート
ステータスメッセージ

が正常であることを確

認します。

SNMPマネージャ
での LAGポート
ステータスのト

ラップログ

（CSCto58101：
WLCで動作してい
るLAGでの問題発
生の原因となる

ポートのアップダ

ウンの遅延を参

照）

WLJ76S_LAG_23

合格リンク集約フェール

オーバーでのアクティ

ブコントローラポート

のステータスを確認し

ます

リンク集約

（LAG）フェール
オーバーのときの

アクティブコント

ローラポートのス

テータス

WLJ76S_LAG_24

NCS マップ
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格正常にコピーおよび置換で

きることを確認します。

APマップのコ
ピーおよび置換

WLJ76S_MAP_16

ローミング

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格FlexConnectの中央スイッ
チングの FT-PSK AKM
Suiteを使用して、11rが
有効なWLANへのクラ
イアントの初期アソシ

エーションを確認しま

す。

AKM PSKとの 11r
クライアントアソ

シエーション -
FlexConnect中央ス
イッチ

WLJ76S_11r_36
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格FlexConnectローカルス
イッチの中央認証の

FT-PSKAKMSuiteを使用
して、11rが有効な
WLANへのクライアント
の初期アソシエーション

を確認します。

AKM PSKとの 11r
クライアントアソ

シエーション -
FlexConnectローカ
ルスイッチの中央

認証

WLJ76S_11r_37

合格FlexConnect中央認証の同
じコントローラ内での高

速移行クライアントの地

上波ローミングを確認し

ます。

地上波によるコン

トローラ内ローミ

ング - FlexConnect
中央スイッチ

WLJ76S_11r_38

合格FlexConnect中央スイッチ
の同じコントローラ内で

の高速移行クライアント

の DSローミングを確認
します。

DSによるコント
ローラ内ローミン

グ - FlexConnect中
央スイッチ VLAN
プーリング

WLJ76S_11r_39

合格オープンセキュリティ

11r地上波ローミングを
確認します。

オープンセキュリ

ティ地上波ローミ

ング -コントローラ

WLJ76S_11r_40

合格オープンセキュリティ

11r地上波ローミングを
確認します。

オープンセキュリ

ティ地上波ローミ

ング - NCS

WLJ76S_11r_41

合格コントローラが「ダウ

ン」している場合に、同

一 FlexConnectグループ
の AP間で実行されるワ
イヤレスデータクライ

アントのローミングが正

常かつシームレスに実行

されることを確認しま

す。

コントローラダウ

ン時における同一

FlexConnectグルー
プのAP内でのワイ
ヤレスデータクラ

イアントのローミ

ング

WLJ76S_11r_42
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格コントローラが「ダウ

ン」している場合に、同

一 FlexConnectグループ
の AP間で実行されるワ
イヤレスデータクライ

アントのローミングが正

常かつシームレスに実行

されることを確認しま

す。

コントローラダウ

ン時における同一

FlexConnectグルー
プのAP内でのワイ
ヤレスデータクラ

イアントのローミ

ング

WLJ76S_11r_43

合格同一の FlexConnectグ
ループで実行される AP
から APへのローミング
がシームレスに実行され

ることを確認します。

同一 FlexConnectグ
ループのAP間での
データクライアン

トのローミング

WLJ76S_11r_44

自動化

802.11w

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格CLIを介した GUI
で、WLANに対して
MFPが有効になるか
どうかを確認します。

WLC CLIでの
MFPの有効化

WLJ76S_AT_11w_01

AAA

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格登録済みクライアント

が、MACフィルタリン
グが有効になった

WLANで正常に認証さ
れ、関連付けられている

かどうかを確認します。

ACSサーバに登
録されたクライ

アントでの

MACフィルタ
リングの実行 -
WiSM2コント
ローラ

WLJ76S_AT_AAA_02
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格登録済みクライアント

が、MACフィルタリン
グが有効になった

WLANで正常に認証さ
れ、関連付けられている

かどうかを確認します。

ACSサーバに登
録されたクライ

アントでの

MACフィルタ
リングの実行 -
2500コントロー
ラ

WLJ76S_AT_AAA_03

合格登録済みクライアント

が、MACフィルタリン
グが有効になった

WLANで正常に認証さ
れ、関連付けられている

かどうかを確認します。

ACSサーバに登
録されたクライ

アントでの

MACフィルタ
リングの実行 -
7500コントロー
ラ

WLJ76S_AT_AAA_04

AnyConnect VPN

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格AnyConnect VPNが接
続されるかどうかを、

Win7クライアントで
WPA+WPA2のレイヤ
2セキュリティを使用
して確認します。

Win 7クライア
ントの
WPA+WPA2
ネットワーク

（AnyConnect）

WLJ76S_AT_Any_05

合格AnyConnect VPNが接
続されるかどうかを、

MACクライアントで
スタティックWEPの
レイヤ 2セキュリティ
を使用して確認しま

す。

MACクライア
ントのスタ

ティックWEP
ネットワーク

（AnyConnect）

WLJ76S_AT_Any_06

合格AnyConnect VPNが接
続されるかどうかを、

Win7クライアントで
「None」のレイヤ2セ
キュリティを使用して

確認します。

Win7クライア
ントのオープン

認証

（AnyConnect）
に対するレイヤ

2セキュリティ
「None」

WLJ76S_AT_Any_07
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格AnyConnect VPNが接
続されるかどうかを、

Win7クライアントで
スタティックWEPの
レイヤ 2セキュリティ
を使用して確認しま

す。

Win 7クライア
ントのスタ

ティックWEP
ネットワーク

（AnyConnect）

WLJ76S_AT_Any_08

Dot1x および Web-Auth のサポート

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格Dot1xおよび
Web-Authが有効に
なっているWLANに
接続されたときのク

ライアント認証を確

認します。

セキュリティが

AAAおよび
WebAuthを使用
したDot1xでのク
ライアント（Win
7）認証 - 2500コ
ントローラ

WLJ76S_AT_Web_09

合格セキュリティが

Dot1xおよび
Web-AuthでWLC
CLIを使用して、
WLANが作成される
かどうかを確認しま

す。

WLC CLIを使用
したDot1xおよび
Web-Authセキュ
リティの有効化

WLJ76S_AT_Web_10

合格セキュリティが

Dot1xおよび
Web-Authで、WLC
GUIを使用して
WLANが作成できる
かどうかを確認しま

す。

WLC GUIを使用
したDot1xおよび
Web-Authセキュ
リティの有効化

WLJ76S_AT_Web_11
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格スタティックWEPお
よびWeb-Authが有
効になっている

WLANに接続された
ときのクライアント

認証を確認します。

セキュリティがス

タティックWEP
およびWeb-Auth
でのクライアント

（Apple
MacBook）認証 -
2500、5508、
WiSM2および
7500コントロー
ラ

WLJ76S_AT_Web_12

合格スタティック

WEP+Dot1xおよび
Web-Authが有効に
なっているWLANに
接続されたときのク

ライアント認証を確

認します。

セキュリティが

ISEを使用したス
タティック

WEP+Dot1xおよ
びWeb-Authでの
クライアント

（Apple MacBook
およびWin 7）認
証 - 2500、5508、
WiSM2および
7500コントロー
ラ

WLJ76S_AT_Web_13

HTTP-HTTPS

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ユーザがWLCで
HTTPを有効にできる
ことを確認できるこ

とを確認します。

CLIでのコント
ローラの HTTP
の有効化

WLJ76S_AT_L2_14

合格ユーザがWLCで
HTTPSを有効にでき
ることを確認できる

ことを確認します。

CLIでのコント
ローラの HTTPS
の有効化

WLJ76S_AT_L2_15
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L2 セキュリティ

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格APとの接続時のクライ
アントの認証を確認しま

す。

クライアントの

アソシエーショ

ンの認証 - WPA

WLJ76S_AT_L2_16

合格APとの接続時のクライ
アントの認証を確認しま

す。

クライアントの

アソシエーショ

ンの認証 - 802.1x

WLJ76S_AT_L2_17

合格L2セキュリティがWEP
で、クライアントが関連

付けられるかどうかを確

認します。

L2セキュリティ
がWEPでのクラ
イアントの関連

付け

WLJ76S_AT_L2_18

合格APとの接続時のクライ
アントの認証を確認しま

す。

クライアントの

アソシエーショ

ンの認証 -スタ
ティックWEP

WLJ76S_AT_L2_19

L3 セキュリティ

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格デフォルトのWeb
ログインページが

内部認証で正常に

機能することを確

認します。

コントローラのデ

フォルトWebロ
グインページ

WLJ76S_AT_L3_20

合格カスタマイズした

Webログイン
ページが内部認証

で正常に機能する

ことを確認しま

す。

CT2500：コント
ローラに対してカ

スタマイズ（ダウ

ンロード）された

ログインページ

WLJ76S_AT_L3_21

合格カスタマイズした

Webログイン
ページのバンドル

が正常にダウン

ロードされること

を確認します。

CT2500：コント
ローラに対してカ

スタマイズされた

ログインページの

ダウンロード

WLJ76S_AT_L3_22
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格カスタマイズした

Webログイン
ページが内部認証

で正常に機能する

ことを確認しま

す。

コントローラのカ

スタマイズされた

Webログイン
ページ

WLJ76S_AT_L3_23

合格NCSでカスタマイ
ズ（ダウンロー

ド）した

Web-Authのコン
フィギュレーショ

ンがWLCに反映
されることを確認

します。

NCSでカスタマイ
ズ（ダウンロー

ド）した

Web-Authの設定

WLJ76S_AT_L3_24

合格カスタマイズした

Webログイン
ページが内部認証

で正常に機能する

ことを確認しま

す。

コントローラの

ラップトップに対

してカスタマイズ

されたWeb-Auth
ログインページ

WLJ76S_AT_L3_25

リンク集約モード

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格デフォルトのWeb
ログインページが

内部認証で正常に

機能することを確

認します。

CT2500：コント
ローラのデフォル

トログインペー

ジ。

WLJ76S_AT_LAG_26

合格コントローラでの

Light Weightアク
セスポイントの

Registration/Joinス
テータスを確認し

ます。

コントローラでリ

ンク集約を有効に

する - LAPローカ
ル

WLJ76S_AT_LAG_27
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格WLCをリブート
する前に CLIを介
してラグが有効に

されているかどう

かを確認します。

WLCをリブート
する前にラグが有

効にされているか

どうかの確認（ラ

グを有効にした

後）

WLJ76S_AT_LAG_28

Bonjour

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格カスタマイズされ

たログインページ

のダウンロードに

成功することを確

認します。

カスタマイズされ

たログインページ

のダウンロード

WLJ76S_AT_Bonjour_29

NBAR

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格AVCプロファイル作
成がWLCGUIを使用
して正常に行われる

かどうかを確認しま

す。

WLC GUIでの
AVCプロファイ
ルの作成

WLJ76S_AT_NBAR_30

合格17個目の AVCプロ
ファイルが作成され

た場合に、WLCがエ
ラーメッセージをス

ローするかどうかを

確認します。

コントローラは17
個目の AVCプロ
ファイルの作成を

許可できない

WLJ76S_AT_NBAR_31
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格アプリケーションを

ドロップする AVC
ルールが正しく動作

するかどうかを確認

します。

AVCプロファイ
ルにアプリケー

ションをブロック

するルールを適用

し、そのアプリ

ケーションを開こ

うとするときにア

プリケーションが

ドロップし、

SNMPトラップを
介して通知が送信

されるかどうかを

確認する

WLJ76S_AT_NBAR_32

合格カスタム DSCP値が
AVCルールに対して
正しく設定され、適

用されているかどう

かを確認します。

AVCのカスタム
DSCP値の設定と
検証

WLJ76S_AT_NBAR_33

NBAR のダウンロード可能なプロトコルパック

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格5500コントローラ
でプロトコルパッ

クの転送ダウンロー

ドが正しく機能する

ことを確認します。

5500コントロー
ラの転送ダウン

ロードプロトコ

ルパック

WLJ76S_AT_NBARPP_34

合格サポート非対象のコ

ントローラシナリ

オの AVC転送ダウ
ンロードプロトコ

ルパックが適切な

エラーをスローする

ことを確認します。

サポート非対象の

コントローラシ

ナリオの AVC転
送ダウンロード

プロトコルパッ

ク

WLJ76S_AT_NBARPP_35

合格7500コントローラ
でプロトコルパッ

クの転送ダウンロー

ドが正しく機能する

ことを確認します。

7500コントロー
ラの転送ダウン

ロードプロトコ

ルパック

WLJ76S_AT_NBARPP_36
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格8500コントローラ
でプロトコルパッ

クの転送ダウンロー

ドが正しく機能する

ことを確認します。

8500コントロー
ラの転送ダウン

ロードプロトコ

ルパック

WLJ76S_AT_NBARPP_37

合格AVC show engine
versionコマンドが
正しく機能すること

を確認します。

AVC show engine
versionコマンド

WLJ76S_AT_NBARPP_38

合格AVCがロードに失
敗したときに、

AVCが古いプロト
コルパックを保持

するかどうかを確認

します。

非対象のプロトコ

ルパックのロー

ドに AVCが失敗
するときに、AVC
が古いプロトコル

パックを保持する

WLJ76S_AT_NBARPP_39

合格ダウンロードされた

新しいプロトコル

パックで AVCが正
しく機能することを

確認します。

ダウンロードされ

た新しいプロトコ

ルパックで AVC
が正しく機能する

WLJ76S_AT_NBARPP_40

Secure FTP

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格コントローラがSFTP
の方式を使用してイ

メージをダウンロー

ドし、正しくインス

トールするかどうか

を確認します。

SFTPの方式によ
るコントローラ

イメージのダウ

ンロードの転送 -
WLC5500シリー
ズ、WiSM2、
2500シリーズ

WLJ76S_AT_SFTP_41
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SSID ごとの複数 RADIUS サーバ
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格VLANがマッピング
されたPPPoE接続を
経由するプライマリ

RADIUSサーバを介
して関連付けられた

クライアントに、

Dot1x認証が正常に
実行できるかどうか

を確認します。

設定された

RADIUSサーバ
（プライマリ）と

の、PPPoEAPを経
由する Dot1x認証
の実行 - 2500、
5508、WiSM2およ
び 7500 WLC

WLJ76S_Rad_70

合格VLANがマッピング
されたPPPoE接続を
経由するセカンダリ

RADIUSサーバを介
して関連付けられた

クライアントに、

Dot1x認証が正常に
実行できるかどうか

を確認します。

設定された

RADIUSサーバ
（セカンダリ）と

の、PPPoEAPを経
由する Dot1x認証
の実行 - 2500、
5508、WiSM2およ
び 7500 WLC

WLJ76S_Rad_71

合格VLANがマッピング
されたPPPoE接続を
経由するセカンダリ

RADIUSサーバを介
して関連付けられた

クライアントに、

Dot1x認証が正常に
実行できるかどうか

を確認します。

設定された

RADIUSサーバ
（プライマリ

フェールオー

バー）との、

PPPoEAPを経由す
る Dot1x認証の実
行 - 2500、5508、
WiSM2および7500
WLC

WLJ76S_Rad_72

合格VLANがマッピング
された Flex AP接続
を経由するプライマ

リRADIUSサーバを
介して関連付けられ

たクライアントに、

Dot1x認証が正常に
実行できるかどうか

を確認します。

設定された

RADIUSサーバ
（プライマリ）と

の、FlexConnectAP
を経由する Dot1x
認証の実行 -
2500、5508、
WiSM2および7500
WLC

WLJ76S_Rad_73
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格VLANがマッピング
された Flex AP接続
を経由するセカンダ

リRADIUSサーバを
介して関連付けられ

たクライアントに、

Dot1x認証が正常に
実行できるかどうか

を確認します。

設定された

RADIUSサーバ
（セカンダリ）と

の、FlexConnectAP
を経由する Dot1x
認証の実行 -
2500、5508、
WiSM2および7500
WLC

WLJ76S_Rad_74

合格VLANがマッピング
された Flex AP接続
を経由するセカンダ

リRADIUSサーバを
介して関連付けられ

たクライアントに、

Dot1x認証が正常に
実行できるかどうか

を確認します。

設定された

RADIUSサーバ
（プライマリ

フェールオー

バー）との、

FlexConnect APを
経由する Dot1x認
証の実行 - 2500、
5508、WiSM2およ
び 7500 WLC

WLJ76S_Rad_75

SR テストケース

レポート起動パッドのボタン

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格PIでレポート起動
パッドの [Save]ボ
タンと [Run and
Save]ボタンが機
能しているかどう

かを確認します。

PI：レポート起動
パッドの

[Save]/[Run]ボタ
ン

WLJ76S_Reg_01

日本市場向け Cisco ワイヤレス LAN コントローラリリース AireOS 7.6 & IOS XE 3.3
80 OL-30813-01-J   

リグレッション機能 - テスト要約
SR テストケース



コピーおよび置換のマップロケーション

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格マップロケーショ

ンで正常なコピー

および置換を確認

します。

コピーおよび置換

のマップロケー

ション

WLJ76S_Reg_02

ファイルのアップロード

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格コントローラから

のコンフィギュ

レーションのアッ

プロードが正常に

実行できるかどう

かを確認します。

CT5508：TFTP
サーバを使用した

コントローラコン

フィギュレーショ

ンのアップロード

WLJ76S_Reg_03

合格コントローラから

のコンフィギュ

レーションのアッ

プロードが正常に

実行できるかどう

かを確認します。

CT7500：TFTP
サーバを使用した

コントローラコン

フィギュレーショ

ンのアップロード

WLJ76S_Reg_04

合格コントローラから

のコンフィギュ

レーションのアッ

プロードが正常に

実行できるかどう

かを確認します。

CT2504：TFTP
サーバを使用した

コントローラコン

フィギュレーショ

ンのアップロード

WLJ76S_Reg_05

HREAP

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格FlexConnect APに
関連付けられたク

ライアントが、耐

障害時に再び関連

付けられるかどう

かを確認します。

接続されたAP-2.4
GHzとスタンドア
ロン AP-2.4 GHz
間の HREAP耐障
害性

WLJ76S_Reg_06
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格FlexConnect APに
関連付けられたク

ライアントが、耐

障害時に再び関連

付けられるかどう

かを確認します。

スタンドアロン

AP-2.4GHzと接続
されたAP-2.4GHz
間の HREAP耐障
害性

WLJ76S_Reg_07

AP フォールバック

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格プライマリWLC
で「AP Fallback」
オプションをオン

にし、プライマリ

WLCがアップの
状態になると、セ

カンダリからプラ

イマリWLCへの
APフォールバッ
ク時に、クライア

ントが接続解除さ

れるかどうかを確

認します。

セカンダリからプ

ライマリWLCへ
の APフォール
バックの実行

WJ76S_SR_01

合格プライマリWLC
で「AP Fallback」
オプションをオン

にした状態で、セ

カンダリからプラ

イマリWLCへの
APフォールバッ
ク時に、常にクラ

イアントが接続解

除されるかどうか

を確認します。

セカンダリからプ

ライマリWLCへ
の APフォール
バックの実行

WJ76S_SR_02
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耐障害性

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格長時間にわたって

プライマリWLC
に接続しようとし

た後、APがプライ
マリからセカンダ

リWLCに移行す
るときに、無線を

リセットするかど

うかを確認しま

す。

プライマリからセ

カンダリWLCへ
の Flex APの耐障
害性の実行

WJ76S_SR_03

合格APがプライマリか
らセカンダリWLC
に移行するとき

に、無線をリセッ

トするかどうかを

確認します。

プライマリからセ

カンダリWLCへ
の Flex APの耐障
害性の実行

WJ76S_SR_04

合格長時間にわたって

プライマリWLC
に接続しようとし

た後、APがプライ
マリからセカンダ

リWLCに移行す
るときに、無線を

リセットするかど

うかを確認しま

す。

プライマリからセ

カンダリWLCへ
のローカルモード

での APの耐障害
性の実行

WJ76S_SR_05

合格APがプライマリか
らセカンダリWLC
に移行するとき

に、無線をリセッ

トするかどうかを

確認します。

プライマリからセ

カンダリWLCへ
のローカルモード

での APの耐障害
性の実行

WJ76S_SR_06
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ISE

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ISEが HTTPプ
ローブで、エンド

ユーザデバイスを

正しく表示するか

どうかを確認しま

す。

ISEの HTTPプ
ローブに対するエ

ンドユーザデバ

イスの確認

WJ76S_SR_07

FlexConnect 拡張

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格VLANマッピング
が FlexConnectグ
ループの APレベ
ルWLAN-VLAN
マッピングから実

行されるかどうか

を確認します。

1142 AP、L2セ
キュリティ

「Dot1xLEAP」で
の FlexConnectグ
ループのWLAN
に対する VLAN
マッピングの実行

WJ76S_SR_08

合格VLANマッピング
が FlexConnectグ
ループの APレベ
ルWLAN-VLAN
マッピングから実

行されるかどうか

を確認します。

1142 AP、L2セ
キュリティ

「Dot1x-Peap」で
の FlexConnectグ
ループのWLAN
に対する VLAN
マッピングの実行

WJ76S_SR_09

合格VLANマッピング
が FlexConnectグ
ループの APレベ
ルWLAN-VLAN
マッピングから実

行されるかどうか

を確認します。

1262 AP、L2セ
キュリティ

「Dot1xLEAP」で
の FlexConnectグ
ループのWLAN
に対する VLAN
マッピングの実行

WJ76S_SR_10

合格VLANマッピング
が FlexConnectグ
ループの APレベ
ルWLAN-VLAN
マッピングから実

行されるかどうか

を確認します。

1262 AP、L2セ
キュリティ

「Dot1x-Peap」で
の FlexConnectグ
ループのWLAN
に対する VLAN
マッピングの実行

WJ76S_SR_11
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WLC

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格RFチャネル割り当
てのチャネル幅が

変更されていない

ことを確認しま

す。

RFチャネル割り
当てのチャネル幅

が変更される

WJ76S_SR_12

PI

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ms-lyncアプリ
ケーションが PI
で認識されている

かどうかを確認し

ます。

PIの ms-lyncアプ
リケーションの確

認

WJ76S_SR_13

合格ダッシュレット期

間が変更された時

に、ダッシュレッ

トデータが更新さ

れるかどうかを確

認します。

ダッシュレット期

間が変更された時

に、ダッシュレッ

トデータが更新さ

れる

WJ76S_SR_14

AAA
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格登録済みクライアント

が、MACフィルタリン
グが有効になったWLAN
で正常に認証され、関連

付けられているかどうか

を確認します。

ACSサーバに登録
されたクライアン

トでのMACフィ
ルタリングの実行

- WiSM2コント
ローラ

WLJ76S_AAA_45

合格登録済みクライアント

が、MACフィルタリン
グが有効になったWLAN
で正常に認証され、関連

付けられているかどうか

を確認します。

ACSサーバに登録
されたクライアン

トでのMACフィ
ルタリングの実行

- 2500コントロー
ラ

WLJ76S_AAA_46
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格登録済みクライアント

が、MACフィルタリン
グが有効になったWLAN
で正常に認証され、関連

付けられているかどうか

を確認します。

ACSサーバに登録
されたクライアン

トでのMACフィ
ルタリングの実行

- 7500コントロー
ラ

WLJ76S_AAA_47

Secure FTP
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格コントローラが SFTPの
方式を使用してイメージ

をダウンロードし、正し

くインストールするかど

うかを確認します。

SFTPの方式によ
るコントローラ

イメージのダウ

ンロードの転送 -
WLC5500シリー
ズ、WiSM2、
2500シリーズ

WLJ76S_SFTP__76

合格SFTPの転送方式を使用
して、コントローラが設

定をダウンロードし、現

在の設定をアップロード

できるかどうかを確認し

ます。

SFTPの方式によ
るコントローラ

設定の転送 -
WLC 5500、
2500、WiSM2

WLJ76S_SFTP__77

合格コントローラが SFTPの
転送方式を使用して、サ

ポートされているすべて

の証明書をダウンロード

できるかどうかを確認し

ます。

SFTPの方式によ
るコントローラ

の証明書のダウ

ンロードの転送 -
WLC仮想および
7500

WLJ76S_SFTP__78
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格コントローラがサーバの

IPアドレス、ポート番
号、ファイル名、パスな

どの転送パラメータを適

切に検証するかどうかを

確認します。上記の設定

パラメータのいずれかが

不正確な場合やサーバに

問題がある場合に、転送

は中止されます（すべて

のコントローラ）。

パス、ファイル

名、サーバ IPと
ポート番号など

のその他の設定

項目による SFTP
転送の検証 -す
べてのコント

ローラ

WLJ76S_SFTP__79

合格コントローラが SFTPの
転送方式を使用して他の

すべてのサポートされて

いるデータタイプファイ

ルをアップロードできる

かどうかを確認します

（WLC 5500、2500およ
びWiSM2）。

SFTPの方式によ
るその他のデー

タタイプファイ

ルのアップロー

ドの転送 - WLC
5500シリーズ、
2500および
WiSM2

WLJ76S_SFTP__80

L3 セキュリティ
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格NCSでカスタマイズ（ダ
ウンロード）した

Web-Authのコンフィギュ
レーションがWLCに反
映されることを確認しま

す。

NCSでカスタマイ
ズ（ダウンロー

ド）したWeb-Auth
の設定

WLJ76S_SR_L3_01

合格カスタマイズしたWebロ
グインページが内部認証

で正常に機能することを

確認します。

CT2500：コント
ローラに対してカ

スタマイズ（ダウ

ンロード）された

ログインページ

WLJ76S_SR_L3_02
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格カスタマイズしたWebロ
グインページのバンドル

が正常にダウンロードさ

れることを確認します。

CT2500：コント
ローラに対してカ

スタマイズされた

ログインページの

ダウンロード

WLJ76S_SR_L3_03

合格カスタマイズしたWebロ
グインページが内部認証

で正常に機能することを

確認します。

コントローラの

ラップトップに対

してカスタマイズ

されたWeb-Auth
ログインページ

WLJ76S_SR_L3_04

合格カスタマイズされたログ

インページのダウンロー

ドに成功することを確認

します。

カスタマイズされ

たログインページ

のダウンロード

WLJ76S_SR_L3_05

合格カスタマイズしたWebロ
グインページが内部認証

で正常に機能することを

確認します。

コントローラのカ

スタマイズされた

Webログインペー
ジ

WLJ76S_SR_L3_06

合格デフォルトのWebログイ
ンページが内部認証で正

常に機能することを確認

します。

CT2500：コント
ローラのデフォル

トログインペー

ジ。

WLJ76S_SR_L3_07

合格デフォルトのWebログイ
ンページが内部認証で正

常に機能することを確認

します。

コントローラのデ

フォルトWebログ
インページ

WLJ76S_SR_L3_08

AnyConnect VPN
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、Win7ク
ライアントでWPA+WPA2
のレイヤ 2セキュリティ
を使用して確認します。

Win 7クライアン
トのWPA+WPA2
ネットワーク

（AnyConnect）

WLJ76S_Any_58
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、Win7ク
ライアントのスタティッ

クWEPのレイヤ 2セキュ
リティを使用して確認し

ます。

Win7クライアン
トのスタティック

WEPネットワー
ク（AnyConnect）

WLJ76S_Any_59

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、Win7ク
ライアントで「None」の
レイヤ 2セキュリティを
使用して確認します。

Win7クライアン
トのオープン認証

（AnyConnect）に
対するレイヤ2セ
キュリティ

「None」

WLJ76S_Any_60

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、

MacBookクライアントの
WPA+WPA2のレイヤ 2セ
キュリティを使用して確

認します。

MacBookクライ
アントを使用した

WPA+WPA2ネッ
トワーク

（AnyConnect）

WLJ76S_Any_61

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、

MacBookクライアントの
スタティックWEPのレイ
ヤ 2セキュリティを使用
して確認します。

MacBookクライ
アントのスタ

ティックWEP
ネットワーク

（AnyConnect）

WLJ76S_Any_62

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、

MacBookの「None」のレ
イヤ 2セキュリティを使
用して確認します。

MacBookクライ
アントのオープン

認証ネットワーク

（AnyConnect）に
対するレイヤ2セ
キュリティ

「None」

WLJ76S_Any_63

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、Samsung
Galaxy sIIクライアントの
WPA+WPA2のレイヤ 2セ
キュリティを使用して確

認します。

Samsung Galaxy
sIIクライアント
を使用した

WPA+WPA2ネッ
トワーク

（AnyConnect）

WLJ76S_Any_64
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、Samsung
Galaxy sIIクライアントの
スタティックWEPのレイ
ヤ 2セキュリティを使用
して確認します。

Samsung Galaxy
sIIクライアント
のスタティック

WEPネットワー
ク（AnyConnect）

WLJ76S_Any_65

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、Samsung
Galaxy sIIクライアントの
「None」のレイヤ 2セ
キュリティを使用して確

認します。

Samsung Galaxy
sIIクライアント
のオープン認証

ネットワーク

（AnyConnect）に
対するレイヤ2セ
キュリティ

「None」

WLJ76S_Any_66

Autonomous の LWAPP への移行
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格Autonomousを LWAPP
に移行します。

Autonomousの
LWAPPへの移行

WLJ76S_Migration_01

合格[Schedule for later
date/time]オプションを
使用して Autonomous
APをただちに LAPに
移行できるかどうかを

確認します。

NCS：[Schedule
for later date/time]
オプションを使

用した
Autonomous AP
から LWAPPへ
の移行

WLJ76S_Migration_02

PI のバックアップと復元
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格PIが正常にバック
アップされ、復元さ

れることを確認しま

す。

PIでのバックアッ
プと復元の実行

WLJ76S_BnR_81

日本市場向け Cisco ワイヤレス LAN コントローラリリース AireOS 7.6 & IOS XE 3.3
90 OL-30813-01-J   

リグレッション機能 - テスト要約
Autonomous の LWAPP への移行



Bonjour
LSS

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格スヌーピング中に、

コントローラが AP
MACアドレスに関連
付けられたワイヤレ

スサービスプロバイ

ダーを含めることを

確認します。

コントローラがAP
MACに関連付けら
れたサービスプロ

バイダーをサービ

スデータベース

（LSSの無効/有
効）に含めること

の確認

WLJ76S_Bonjour_01

合格LSSが無線SPに対し
てだけ機能すること

を確認します。この

テストは、コント

ローラが必ずクライ

アントにすべての有

線SPを送信するよう
にするためのもので

す。

コントローラがク

ライアント要求

サービスに対して

有線側のサービス

プロバイダーしか

持たない場合の

mDNS LSS機能の
確認

WLJ76S_Bonjour_04

合格LSS mDNSコンフィ
ギュレーションを確

認します。

LSS mDNSコン
フィギュレーショ

ンを確認するため

のテスト

WLJ76S_Bonjour_07

mDNS

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格何らかの理由でコントロー

ラがスヌーピングされて

いないサービスリストを

表示することを確認しま

す。

コントローラの

mDNSブラウザ機
能の確認

WLJ76S_Bonjour_02

日本市場向け Cisco ワイヤレス LAN コントローラリリース AireOS 7.6 & IOS XE 3.3    
   OL-30813-01-J 91

リグレッション機能 - テスト要約
Bonjour



不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格LSSがそのWLANで有効
な場合に、クライアント

の bonjourクエリーに応答
しながら、RRMネイバー
を確認するかどうかコン

トローラを確認します。

ネイバーリストに基づい

て、サービスプロバイ

ダーのリストが表示され

ます。

コントローラがク

ライアント要求

サービスに対して

無線側のサービス

プロバイダーしか

持たない場合の

mDNSLSS機能の
確認

WLJ76S_Bonjour_03

合格TTLの期限切れで、コン
トローラがmDNSAPから
学習したサービスを削除

するかどうかを確認しま

す。

TTLの期限切れで
の mDNS AP

WLJ76S_Bonjour_05

合格APがコントローラとの接
続を解除するときに、コ

ントローラがデータベー

スからサービスプロバイ

ダー情報を削除すること

を確認します。

mDNS-AP機能の
確認：APリセッ
ト/シャットダウ
ン

WLJ76S_Bonjour_06

合格グローバルスヌーピング

コンフィギュレーション

に基づいて、APが他のコ
ントローラに接続すると

きの AP設定を確認しま
す。

他のコントローラ

と接続するときの

mDNS APの動作
の確認

WLJ76S_Bonjour_08

合格DNS-APスヌーピングを有
効にするときに、コント

ローラが集約クエリーを

送信することを確認しま

す。

DNS-APスヌーピ
ングの有効化

WLJ76S_Bonjour_09

合格5760コントローラが CLI
を介したグローバルな

mDNSコンフィギュレー
ションコマンドを受け入

れるかどうかを確認しま

す。

CLIによるグロー
バルな mDNS設
定

WLJ76S_Bonjour_10
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格5760コントローラが GUI
を介したグローバル

mDNSコンフィギュレー
ションコマンドを受け入

れるかどうかを確認しま

す。

GUIによるグロー
バル mDNSコン
フィギュレーショ

ン

WLJ76S_Bonjour_11

合格5760コントローラが CLI
を介したインターフェイ

スの mDNSコンフィギュ
レーションを受け入れる

かどうかを確認します。

CLIによるイン
ターフェイスの

mDNS設定

WLJ76S_Bonjour_12

合格インターフェイスの

mDNSコンフィギュレー
ションが GUIによって正
常に適用されたかどうか

を確認します。

GUIによるイン
ターフェイスの

mDNS設定

WLJ76S_Bonjour_13

BYOD
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ISEの BYODに対する
認証、許可、ポータル

設定などの設定を行い

ます。

ISEの BYODに対
する設定

WLJ76S_BYOD_01

合格ISEに設定された条件
で、Win 7クライアン
トが SSID（L2セキュ
リティ - None）で正常
に認証および許可され

ているかどうかを確認

します。

Win7クライアント
から SSID（L2セ
キュリティ -
None）への関連付
け（「Employee」
グループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_02
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ISEに設定された条件
で、Win 7クライアン
トが SSID（L2セキュ
リティ -Dot1x）で正常
に認証および許可され

ているかどうかを確認

します。

Win7クライアント
から SSID（L2セ
キュリティ -
Dot1x）への関連付
け（「Employee」
グループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_03

合格ISEに設定された条件
で、Win 7クライアン
トが SSID（L2セキュ
リティ -MACフィルタ
リング）で正常に認証

および許可されている

かどうかを確認しま

す。

Win7クライアント
から SSID（L2セ
キュリティ - MAC
フィルタリング）

への関連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_04

合格ISEに設定された条件
で、Win 7クライアン
トが SSID（L2セキュ
リティ - WPA+Dot1x）
で正常に認証および許

可されているかどうか

を確認します。

Win7クライアント
から SSID（L2セ
キュリティ -
WPA+Dot1x）への
関連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_05

合格ISEに設定された条件
で、Win 8クライアン
トが SSID（L2セキュ
リティ - None）で正常
に認証および許可され

ているかどうかを確認

します。

Win8クライアント
から SSID（L2セ
キュリティ -
None）への関連付
け（「Employee」
グループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_06
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ISEに設定された条件
で、Win 8クライアン
トが SSID（L2セキュ
リティ -Dot1x）で正常
に認証および許可され

ているかどうかを確認

します。

Win8クライアント
から SSID（L2セ
キュリティ -
Dot1x）への関連付
け（「Employee」
グループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_07

合格ISEに設定された条件
で、Win 8クライアン
トが SSID（L2セキュ
リティ -MACフィルタ
リング）で正常に認証

および許可されている

かどうかを確認しま

す。

Win8クライアント
から SSID（L2セ
キュリティ - MAC
フィルタリング）

への関連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_08

合格ISEに設定された条件
で、Win 8クライアン
トが SSID（L2セキュ
リティ - WPA+Dot1x）
で正常に認証および許

可されているかどうか

を確認します。

Win8クライアント
から SSID（L2セ
キュリティ -
WPA+Dot1x）への
関連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_09

合格ISEに設定された条件
で、Apple MacBookク
ライアントが SSID
（L2セキュリティ -
None）で正常に認証お
よび許可されているか

どうかを確認します。

Apple MacBookク
ライアントから

SSID（L2セキュリ
ティ - None）への
関連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_10
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ISEに設定された条件
で、Apple MacBookク
ライアントが SSID
（L2セキュリティ -
Dot1x）で正常に認証お
よび許可されているか

どうかを確認します。

Apple MacBookク
ライアントから

SSID（L2セキュリ
ティ - Dot1x）への
関連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_11

合格ISEに設定された条件
で、Apple MacBookク
ライアントが SSID
（L2セキュリティ -
MACフィルタリン
グ）で正常に認証およ

び許可されているかど

うかを確認します。

Apple MacBookク
ライアントから

SSID（L2セキュリ
ティ - MACフィル
タリング）への関

連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_12

合格ISEに設定された条件
で、Apple MacBookク
ライアントが SSID
（L2セキュリティ -
WPA+Dot1x）で正常に
認証および許可されて

いるかどうかを確認し

ます。

Apple MacBookク
ライアントから

SSID（L2セキュリ
ティ -
WPA+Dot1x）への
関連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_13

合格ISEに設定された条件
で、Apple iPhoneクラ
イアントが SSID（L2
セキュリティ - None）
で正常に認証および許

可されているかどうか

を確認します。

Apple iPhoneから
SSID（L2セキュリ
ティ - None）への
関連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_14
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ISEに設定された条件
で、Apple iPhoneクラ
イアントが SSID（L2
セキュリティ -Dot1x）
で正常に認証および許

可されているかどうか

を確認します。

Apple iPhoneから
SSID（L2セキュリ
ティ - Dot1x）への
関連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_15

合格ISEに設定された条件
で、Apple iPhoneクラ
イアントが SSID（L2
セキュリティ - MAC
フィルタリング）で正

常に認証および許可さ

れているかどうかを確

認します。

Apple iPhoneから
SSID（L2セキュリ
ティ - MACフィル
タリング）への関

連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_16

合格ISEに設定された条件
で、Samsung S2クライ
アントが SSID（L2セ
キュリティ - None）で
正常に認証および許可

されているかどうかを

確認します。

Samsung S2から
SSID（L2セキュリ
ティ - None）への
関連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_17

合格ISEに設定された条件
で、Samsung S2クライ
アントが SSID（L2セ
キュリティ -Dot1x）で
正常に認証および許可

されているかどうかを

確認します。

Samsung S2から
SSID（L2セキュリ
ティ - Dot1x）への
関連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_18
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ISEに設定された条件
で、Samsung S2クライ
アントが SSID（L2セ
キュリティ -MACフィ
ルタリング）で正常に

認証および許可されて

いるかどうかを確認し

ます。

Samsung S2から
SSID（L2セキュリ
ティ - MACフィル
タリング）への関

連付け

（「Employee」グ
ループで ISE
（BYOD）にマッピ
ングされます）

WLJ76S_BYOD_19

合格ISEに設定された各条
件で、2つのクライア
ントが SSID（L2セ
キュリティ -Dot1x）で
正常に認証および許可

されているかどうかを

確認します。

SSID（L2セキュリ
ティ - Dot1x）に 2
つのクライアント

（Win 7および
MacBook）を関連
付け、条件が各ク

ライアントに適用

するかを確認する

WLJ76S_BYOD_20

合格ISEに設定された各条
件で、2つのクライア
ントが SSID（L2セ
キュリティ - None）で
正常に認証および許可

されているかどうかを

確認します。

SSID（L2セキュリ
ティ - None）に 2
つのクライアント

（Win 7および
MacBook）を関連
付け、条件が各ク

ライアントに適用

するかを確認する

WLJ76S_BYOD_21

合格ISEに設定された各条
件で、2つのクライア
ントが SSID（L2セ
キュリティ -MACフィ
ルタリング）で正常に

認証および許可されて

いるかどうかを確認し

ます。

SSID（L2セキュリ
ティ - MACフィル
タリング）に 2つ
のクライアント

（Win 7および
MacBook）を関連
付け、条件が各ク

ライアントに適用

するかを確認する

WLJ76S_BYOD_22
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ISEに設定された各条
件で、2つのクライア
ントが SSID（L2セ
キュリティ -Dot1x）で
正常に認証および許可

されているかどうかを

確認します。

SSID（L2セキュリ
ティ - Dot1x）に 2
つのクライアント

（Samsung S2およ
び iPhone）を関連
付け、条件が各ク

ライアントに適用

するかを確認する

WLJ76S_BYOD_23

合格ISEに設定された各条
件で、2つのクライア
ントが SSID（L2セ
キュリティ - None）で
正常に認証および許可

されているかどうかを

確認します。

SSID（L2セキュリ
ティ - None）に 2
つのクライアント

（Samsung S2およ
び iPhone）を関連
付け、条件が各ク

ライアントに適用

するかを確認する

WLJ76S_BYOD_24

合格ISEに設定された各条
件で、2つのクライア
ントが SSID（L2セ
キュリティ -MACフィ
ルタリング）で正常に

認証および許可されて

いるかどうかを確認し

ます。

SSID（L2セキュリ
ティ - MACフィル
タリング）に 2つ
のクライアント

（Samsung S2およ
び iPhone）を関連
付け、条件が各ク

ライアントに適用

するかを確認する

WLJ76S_BYOD_25

Dot1x および Web-Auth のサポート
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格スタティックWEPお
よびWeb-Authが有効
になっているWLAN
に接続されたときの

クライアント認証を

確認します。

セキュリティがスタ

ティックWEPおよ
びWeb-Authでのク
ライアント（Apple
MacBook）認証 -
2500、5508、
WiSM2および 7500
コントローラ

WLJ76S_SR_Web_67

日本市場向け Cisco ワイヤレス LAN コントローラリリース AireOS 7.6 & IOS XE 3.3    
   OL-30813-01-J 99

リグレッション機能 - テスト要約
Dot1x および Web-Auth のサポート



不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格スタティック

WEP+Dot1xおよび
Web-Authが有効に
なっているWLANに
接続されたときのク

ライアント認証を確

認します。

セキュリティが ISE
を使用したスタ

ティック

WEP+Dot1xおよび
Web-Authでのクラ
イアント（Apple
MacBookおよび
Win 7）認証 -
2500、5508、
WiSM2および 7500
コントローラ

WLJ76S_SR_Web_68

合格Dot1xおよび
Web-Authが有効に
なっているWLANに
接続されたときのク

ライアント認証を確

認します。

セキュリティが ISE
およびWebAuthを
使用した Security
Dot1xでのクライア
ント（Apple
MacBookおよび
Win 7）認証 -
2500、5508、
WiSM2および 7500
コントローラ

WLJ76S_SR_Web_69

FlexConnect の機能強化
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格FlexConnectAPを介し
て、WGBがアソシ
エートされ、クライア

ントがコントローラに

登録されるかどうかを

確認します。

接続モードの

FlexConnect APを介
したWGBアソシ
エーション、WGB
クライアント登録。

WLJ76S_FLEX_48

合格スタンドアロンモー

ドの FlexConnect AP
を介して、WGBがア
ソシエートされ、クラ

イアントがコントロー

ラに登録されるかどう

かを確認します。

スタンドアロンモー

ドの FlexConnect AP
を介したWGBアソ
シエーション、WGB
クライアント登録

WLJ76S_FLEX_49
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格WGBが、ローカルで
認証されたWLAN経
由で FlexConnectに関
連付けられるかどうか

を確認します。

ローカルで認証され

たWLANを介した
WGBアソシエー
ション。

WLJ76S_FLEX_50

合格削除時にコントローラ

からWGBアソシエー
ション解除されるかど

うかを確認します。

コントローラからの

WGBアソシエー
ション解除

WLJ76S_FLEX_51

合格削除時にコントローラ

からWGBアソシエー
ション解除されるかど

うかを確認します。

スタンドアロンモー

ドから接続モードへ

の FlexConnectでの
WGBクライアント
の登録解除

WLJ76S_FLEX_52

合格WGBとWGBクライ
アントが、

FlexConnect APのリ
ロード後にコントロー

ラに再び関連付けられ

るかどうかを確認しま

す。

WGBが関連付けら
れている場合の、接

続モードでの

FlexConnect APのリ
ロード -ローカルで
スイッチングされる

中央認証

WLJ76S_FLEX_53

合格WGBとWGBクライ
アントが、

FlexConnect APのリ
ロード後にコントロー

ラに再び関連付けられ

るかどうかを確認しま

す。

WGBが関連付けら
れるときの、スタン

ドアロンモードでの

FlexConnect APのリ
ロード -ローカル認
証

WLJ76S_FLEX_54

合格コントローラ内のロー

ミング後にWGBクラ
イアントが異なる

FlexConnectに正常に
再び関連付けられるか

どうかを確認します。

同一コントローラ上

の異なるFlexConnect
へのWGBクライア
ントのローミング

WLJ76S_FLEX_55
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ハイアベイラビリティ - SR
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ブートローダのアップグ

レードおよびリロード後、

WLCがライセンスを保持
するかどうかを確認しま

す。

ブートローダの

アップグレードお

よびリロード後の

WLCライセンス

WLJ76S_NTTBP_HA_01

合格HA環境のWLCがシステ
ムのリセット時に ap-count
ライセンスの問題がないか

どうかを確認します。

システムのリセッ

ト後のハイアベイ

ラビリティWLC
ライセンス

WLJ76S_NTTBP_HA_02

合格スイッチオーバー後に、新

しくアクティブになった

WLCの管理インターフェ
イスで GARPパケットを
送信できるかどうかを確認

します。

HA：スイッチ
オーバー後に管理

インターフェイス

を経由する GARP
パケット

WLJ76S_NTTBP_HA_03

合格増分設定がアクティブコ

ントローラとスタンバイ

コントローラ間で同期され

るかどうかを確認します。

WLC間の増分設
定同期

WLJ76S_NTTBP_HA_04

ハイアベイラビリティ

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格HAペア（アクティブ：ス
タンバイ）が正常に起動し

たかどうかを確認します。

HAペアの起動 -
WLC 5508

WLJ76S_SR_HA_25

合格HAペア（アクティブ：ス
タンバイ）が正常に起動し

たかどうかを確認します。

HAペアの起動 -
WLC 7500

WLJ76S_SR_HA_26

合格異なるハードウェアモデル

を持つコントローラ間の

ロールネゴシエーションを

確認します。

ハードウェアモ

デルが異なるコン

トローラHAペア

WLJ76S_SR_HA_27
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格異なるソフトウェアバー

ジョンを持つコントローラ

間のロールネゴシエーショ

ンを確認します。

ソフトウェア

バージョンが異な

るコントローラ

HAペア

WLJ76S_SR_HA_28

合格冗長性ポートとの接続解除

後の HAペアのコントロー
ラモードを確認します。

冗長性ポートが接

続を失った場合の

コントローラ

モード

WLJ76S_SR_HA_29

合格ゲートウェイがスタンバイ

コントローラから到達不可

能な場合の、HAペアのコ
ントローラモードを確認し

ます。

ゲートウェイがス

タンバイコント

ローラに到達でき

ないときのコント

ローラモード

WLJ76S_SR_HA_30

合格ゲートウェイがアクティブ

コントローラから到達不可

能な場合の、HAペアのコ
ントローラモードを確認し

ます。

ゲートウェイがア

クティブコント

ローラから到達で

きないときのコン

トローラモード

WLJ76S_SR_HA_31

合格ゲートウェイが両方のコン

トローラに到達不可能な場

合の、HAペアのコント
ローラモードを確認しま

す。

ゲートウェイが両

方のコントローラ

に到達できないと

きのコントローラ

モード

WLJ76S_SR_HA_32

合格両方のコントローラの電源

障害後のコントローラモー

ドを確認します。

電源障害後のコン

トローラモード

（HAペア）

WLJ76S_SR_HA_33

合格ピアシステムをアクティブ

コントローラからリセット

した後の HAモードを確認
します。

ピアシステムを

アクティブからリ

セットした後の

HAモード

WLJ76S_SR_HA_34

合格AP SSO後にクライアント
がコントローラから関連付

け解除され、再参加を強制

されるかどうかを確認しま

す。

アクティブな

フェールオーバー

Web認証後の AP
SSO中のクライ
アントステータ

ス

WLJ76S_SR_HA_35
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HREAP
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格FlexConnect APに関
連付けられたクライ

アントが、耐障害時

に再び関連付けられ

るかどうかを確認し

ます。

接続された AP-2.4
GHzとスタンドアロ
ン AP-2.4 GHz間の
HREAP耐障害性

WLJ76S_SR_Fault_56

合格FlexConnect APに関
連付けられたクライ

アントが、耐障害時

に再び関連付けられ

るかどうかを確認し

ます。

スタンドアロン

AP-2.4GHzと接続さ
れたAP-2.4GHz間の
HREAP耐障害性

WLJ76S_SR_Fault_57

L2 セキュリティ
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格WEPの認証方式によって
7921G IPフォンがネット
ワークに正常に関連付け

られるかどうかを確認し

ます。

7921G IPフォンの
関連付け - WEP

WLJ76S_SR_L2_09

合格WPAの認証方式によって
7921G IPフォンがネット
ワークに正常に関連付け

られるかどうかを確認し

ます。

7921G IPフォンの
関連付け - WPA

WLJ76S_SR_L2_10

合格7921G IPフォンがWEP
で正常に認証および関連

付けられるかどうかを確

認します。

WEP（RADIUS
サーバ認証）によ

る 7921G IP電話の
関連付け

WLJ76S_SR_L2_11

合格APとの接続時のクライア
ントの認証を確認しま

す。

クライアントのア

ソシエーションの

認証 - WPA

WLJ76S_SR_L2_12
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格APとの接続時のクライア
ントの認証を確認しま

す。

クライアントのア

ソシエーションの

認証 - 802.1X

WLJ76S_SR_L2_13

合格APとの接続時のクライア
ントの認証を確認しま

す。

クライアントのア

ソシエーションの

認証 -スタティッ
クWEP

WLJ76S_SR_L2_14

合格APとの接続時のクライア
ントの認証を確認しま

す。

クライアントのア

ソシエーションの

認証 -スタティッ
クWEP+802.1X

WLJ76S_SR_L2_15

MSE Location Analytics
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格PIから [Location
Analytics]を有効に
し、UIを起動でき
ることを確認しま

す。

PIからの [Location
Analytics]の有効化

WLJ76S_LA_01

合格WebGLを使用し
て 3D表現がサ
ポートされている

ことを確認し、
http://get.webgl.org/
で適合するブラウ

ザをテストしま

す。

Firefoxブラウザの
3D機能

WLJ76S_LA_02

合格WebGLを使用し
て 3D表現がサ
ポートされている

ことを確認し、
http://get.webgl.org/
で適合するブラウ

ザをテストしま

す。

Internet Explorerブ
ラウザの 3D機能

WLJ76S_LA_03
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格WebGLを使用し
て 3D表現がサ
ポートされている

ことを確認し、
http://get.webgl.org/
で適合するブラウ

ザをテストしま

す。

Chromeブラウザの
3D機能

WLJ76S_LA_04

合格[Analytics]と
[ReportModules]が
それぞれ起動する

ことを確認しま

す。

現在の変更による

[Analytics]の UI
ロード

WLJ76S_LA_05

合格[Analytics]に
[Multiple Buildings]
が表示されている

ことを確認しま

す。

複数のビルディング

を選択した時の
[Analytics]

WLJ76S_LA_06

合格3-Dビューによる
複数のフロアにつ

いて [Analytics]を
確認します。

3-Dビューで複数の
フロアを選択した時

の [Analytics]

WLJ76S_LA_07

合格3Dと 2Dのタブの
切り替え（双方

向）を確認しま

す。

[View]タブを選択
することによる 3D
と 2D間の切り替え

WLJ76S_LA_08

合格上部のバーの分析

とレポートを確認

します。インター

フェイスのこの部

分では、ユーザが

分析とレポート間

でモジュールを切

り替えることがで

きます。

上部バーの分析とレ

ポート

WLJ76S_LA_09

合格[Analytics Rules]
-[Date Section]を確
認します。

[Location Analytics]
の [Date Selection]

WLJ76S_LA_10
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格[Analytics Rules] -
[Time Section
without Date]オプ
ションを確認しま

す。

[Location Analytics]
の下の [Time
Selection without
Date]オプション

WLJ76S_LA_11

合格[Analytics Rules] -
[Time Section with
Date]オプション
を確認します。

[Location Analytics]
の下の [Time
Selection with Date]
オプション

WLJ76S_LA_12

合格[Rules] - [Path
Section]を確認し
ます。

[Location Analytics]
の [Path Selection]

WLJ76S_LA_13

合格[Analytics Rules] -
[Zone Section]を確
認します。

[Location Analytics]
の [Zone Selection]

WLJ76S_LA_14

合格[Rules] - [Filters
Section] - [Location
actual]を確認しま
す。

選択したパスの定量

測定に基づいて、

データの「品質」の

フィルタルールを

実行する。

WLJ76S_LA_15

合格[Rules] - [Path filter]
を確認します。

パスフィルタを使

用したルールの実行

WLJ76S_LA_16

合格[Zone Analysis]を
確認します。

視覚化に対するゾー

ン分析の実行

WLJ76S_LA_17

合格[Zone Analysis
Dwell Time]を確認
します。

[Zone Analysis Dwell
Time]を使用した分
析の実行

WLJ76S_LA_18

合格[Analysis] - [Zone
Analysis Device]を
確認します。

デバイスに対する

ゾーン分析の実行

WLJ76S_LA_19

合格[Zone Analysis
Crowding]を確認
します。

混雑度に対するゾー

ン分析の実行

WLJ76S_LA_20

合格[Zone Analysis] -
[Advance Number]
を確認します。

[Zone Analysis] -
[AdvanceNumber]の
実行

WLJ76S_LA_21
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格[Report Daily
Device and Dwell
time]を確認しま
す。

日単位のビジターお

よび滞在時間レポー

トの実行

WLJ76S_LA_22

合格[Report Daily Dwell
(Dwell Times over
one day)]を確認し
ます。

日単位の滞在時間レ

ポートの実行

WLJ76S_LA_23

合格[Report Frequent
devices for top N
customers(devices)]
を確認します。

アクセスを繰り返す

ビジターのレポート

の確認

WLJ76S_LA_24

合格[Report connected
/detected device]を
確認します。

[Report
Connected/detected
device]の確認

WLJ76S_LA_25

合格[Report Movement
And Flow /
Movement between
zones]を確認しま
す。

[Report Movement
And Flow /
Movement between
zones]

WLJ76S_LA_26

合格選択したパスの定

量測定に基づい

て、データの「品

質」のフィルタ

ルールを確認しま

す。

選択したパスの定量

測定に基づいて、

データの「品質」の

フィルタルールを

実行する。

WLJ76S_LA_27

合格[Advanced Filter]オ
プションを使用し

て、ルールを確認

します。

[Advanced Filter]オ
プションを使用した

ルールの実行

WLJ76S_LA_28

合格最適な [Dwell]オ
プションを使用し

て、ゾーン分析を

確認します。

最適な [Dwell]オプ
ションを使用した

ゾーン分析の確認

WLJ76S_LA_29

合格高度なオプション

を使用して、最適

なデバイスによる

ゾーン分析を確認

します。

高度なオプションを

使用した最適なデバ

イスによるゾーン分

析の実行

WLJ76S_LA_30
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格高度なオプション

を使用して、最適

な混雑度による

ゾーン分析を確認

します。

高度なオプションを

使用した最適な混雑

度によるゾーン分析

の実行

WLJ76S_LA_31

合格[Analysis] - [Zone
Analysis] -
[Advance Method
Actual duration]を
確認します。

実際の期間の方式を

使用したルールの実

行

WLJ76S_LA_35

合格[Analysis] - [Zone
Analysis] -
[Advance Location
Estimation]を確認
します。

[Advance Location
Estimation]を使用し
たルールの実行

WLJ76S_LA_36

NBAR
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格アプリケーションをド

ロップする AVCルール
が正しく動作するかどう

かを確認します。

AVCプロファイ
ルにアプリケー

ションをブロック

するルールを適用

し、そのアプリ

ケーションを開こ

うとするときにア

プリケーションが

ドロップし、

SNMPトラップを
介して通知が送信

されるかどうかを

確認する

WLJ76S_NBAR_82

合格AVCプロファイルが AP
SSO後に正常に動作する
かどうかを確認します。

AVCプロファイ
ルが AP SSOで機
能する必要がある

WLJ76S_NBAR_83
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格APがローカルモードで
FlexConnectが中央でス
イッチされている場合

に、IPトラフィックがク
ライアントから APにフ
ローするかどうかを確認

します。

APがローカル
モードで

FlexConnectが中
央でスイッチされ

ている場合に、ア

プリケーショント

ラフィックがクラ

イアントから AP
にフローする -
5508、7500および
2500 WLC

WLJ76S_NBAR_84

合格カスタムDSCP値がAVC
ルールに対して正しく設

定され、適用されている

かどうかを確認します。

AVCのカスタム
DSCP値の設定と
検証

WLJ76S_NBAR_85

合格ダウンストリームトラ

フィックで SSIDごとに
適用される帯域幅コント

ラクトのレート制限が正

常に動作するかどうかを

確認します。

ダウンストリーム

トラフィックで

SSIDごとに適用
される帯域幅コン

トラクトのレート

制限

WLJ76S_NBAR_86

合格ダウンストリームおよび

アップストリームトラ

フィックでのユーザごと

の帯域幅コントラクトの

オーバーライドが正常に

動作するかどうかを確認

します。

ダウンストリーム

およびアップスト

リームトラフィッ

クでのユーザごと

の帯域幅コントラ

クトのオーバーラ

イド

WLJ76S_NBAR_87

合格AVCモニタリングを確認
します。

AVCモニタリン
グ

WLJ76S_NBAR_88

PI AVC
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格AVC対応の SSIDに接続
されているクライアント

がPIに表示されるかどう
かを確認します。

PIのクライアン
トの詳細

WLJ76S_PI_AVC_01
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格使用されているアプリ

ケーションに基づいた各

クライアントトラフィッ

クが PIの [End User
Experience]タブに反映さ
れていることを確認しま

す。

PIのクライアン
トのエンドユー

ザエクスペリエ

ンスの統計情報

WLJ76S_PI_AVC_02

合格クライアントの使用バー

がチャートビューからク

リックされると、特定の

クライアントの [EndUser
Experience]ダッシュボー
ドが [Application]タブか
らリダイレクトされるか

どうかを確認します。

PIの [Application]
タブからの特定の
[End User
Experience]ダッ
シュボードへのリ

ダイレクト

WLJ76S_PI_AVC_03

合格クライアントの [EndUser
Experience]ダッシュボー
ドのチャートビューから

アプリケーションがク

リックされたときに、特

定のアプリケーション使

用状況の統計情報が表示

されるかどうかを確認し

ます。

PIの [End User
Experience]タブか
らの特定のアプリ

ケーション統計情

報のリダイレクト

WLJ76S_PI_AVC_04

合格統計情報が指定した時間

フレームに応じて表示さ

れるかどうかを確認しま

す。

PIの [Detail]ダッ
シュボードの時間

フレームフィル

タ

WLJ76S_PI_AVC_05

合格ワイヤレスネットワーク

認識フィルタにすべての

SSIDが表示されるかどう
かを確認します。

PIの [Detail]ダッ
シュボードのネッ

トワーク認識フィ

ルタ

WLJ76S_PI_AVC_06

合格特定のユーザの IPアドレ
スに対するすべての会話

が正しく表示されるかど

うかを確認します。

PIの [End User
Experience]タブの
[Client
Conversations]
ダッシュボード

WLJ76S_PI_AVC_07
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格使用されているアプリ

ケーションに基づいた

Windows 8クライアント
トラフィックがPIの [End
User Experience]タブに反
映されていることを確認

します。

PIのWindows 8
クライアントのエ

ンドユーザエク

スペリエンスの統

計情報

WLJ76S_PI_AVC_08

合格Web-Auth対応の SSIDに
接続されているクライア

ントがPIに表示されるこ
とを確認します。

PIのクライアン
トの詳細

WLJ76S_PI_AVC_09

合格APグループに存在する
APを介してWLANに接
続されるクライアントが

PIに表示されるかどうか
を確認します。

PIのクライアン
トの詳細

WLJ76S_PI_AVC_10

合格仮想WLANに存在する
AVC対応WLCに接続さ
れているクライアントが

PIに表示されるかどうか
を確認します。

PIの仮想WLCの
クライアント統計

情報

WLJ76S_PI_AVC_11

アドホックテストケース

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

CSCuj40828不合格DCAパラメータの設
定中にKatana GUIに
エラーメッセージが

表示されるかどうか

を確認します。

Katana GUIで
DCAパラメータ
を設定するとき

に、エラーメッ

セージが表示され

る

WLJ76S_Adhoc_01

CSCuj78948不合格ビルディングの選択

中に、ゾーンセク

ションに重複ゾーン

が表示されないこと

を確認します。

ビルディングの選

択中に、ゾーンセ

クションに重複

ゾーンが表示され

る

WLJ76S_Adhoc_02
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

CSCuj78957不合格[Analytics reports]
ページが未設定の

ゾーンを適切に表示

することを確認しま

す。

[Analytics reports]
ページが未設定の

ゾーンを表示する

WLJ76S_Adhoc_03

CSCuj83130不合格イメージに対して

行った変更に対して

[Cancel]をクリック
したときに、バナー

イメージのダウンが

変更されないことを

確認します。

イメージに行われ

る変更がキャンセ

ルされた場合でも

バナーイメージの

変更が反映される

WLJ76S_Adhoc_04

CSCuj94459不合格ディールバナーがモ

バイルデバイスに対

して間違ったタブ

レット/デスクトップ
イメージを表示しな

いことを確認しま

す。

ディールバナーが

モバイルデバイス

に対してタブレッ

ト/デスクトップ
イメージを正しく

表示しない

WLJ76S_Adhoc_05

合格[License]ページが
ロードされ、Katana
GUIの HA-SKUボッ
クスのエラーが出て

いないことを確認し

ます。

Katana GUI：
[License]ページが
HA-SKUボックス
にエラーが出てい

る状態でロードさ

れる

WLJ76S_Adhoc_06

CSCum65868不合格[AP]ページの [DNS]
フィールドを 0.0.0.0
に設定でき、WLC
GUIではないことを
確認します。

APスタティック
設定で設定される

と、DNS IPをク
リアすることがで

きない

WLJ76S_Adhoc_07

CSCum02265不合格iPhone 5のバナーの
表示を確定します。

バナーがトップ

ページで非表示

で、スクロールダ

ウンした後に表示

される

WLJ76S_Adhoc_08

CSCum02327不合格MSE MAPリダイレ
クトページのドメイ

ン名を確認します。

DNSサーバの設定
後もMSEアドレ
スが表示され、結

果が変わらない

WLJ76S_Adhoc_09
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格Katana GUIで SSID
を作成する時に、引

用符内のスペースが

受け入れられるかど

うかを確認します。

Katana GUIで
SSIDを作成する
時に引用符内のス

ペースが受け入れ

られない

WLJ76S_Adhoc_10

合格EAPプロファイルの
有効化/無効化中に間
違ったメッセージが

表示されるかどうか

を確認します。

EAPプロファイル
の有効化/無効化中
に間違ったエラー

メッセージが表示

される

WLJ76S_Adhoc_11

NEC
AnyConnect VPN

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、NEC
LifeTouch L/ NEC LaVieの
WPA+WPA2のレイヤ 2セ
キュリティを使用して確認

します。

NEC LifeTouch L/
NEC LaVieを使用
したWPA+WPA2
ネットワーク

（AnyConnect）

WLJ76S_NEC_01

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、NEC
LifeTouch L/ NEC LaVieの
スタティックWEPのレイ
ヤ 2セキュリティを使用し
て確認します。

NEC LifeTouch L/
NEC LaVieのスタ
ティックWEP
ネットワーク

（AnyConnect）

WLJ76S_NEC_02

合格AnyConnect VPNが接続さ
れるかどうかを、NEC
LifeTouch L/ NEC LaVieの
「None」のレイヤ2セキュ
リティを使用して確認しま

す。

NEC LifeTouch L/
NEC LaVieのオー
プン認証ネット

ワーク

（AnyConnect）に
対するレイヤ 2セ
キュリティ

「None」

WLJ76S_NEC_03

日本市場向け Cisco ワイヤレス LAN コントローラリリース AireOS 7.6 & IOS XE 3.3
114 OL-30813-01-J   

リグレッション機能 - テスト要約
NEC



不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格NEC LifeTouch L/ NEC
LaVieの同じサブネット内
のコントローラ内ローミン

グを確認します。

AnyConnect VPN -
NEC LifeTouch L/
NEC LaVieの同じ
サブネット内のコ

ントローラ内ロー

ミング

WLJ76S_NEC_04

合格NEC LifeTouch L/ NEC
LaVieの異なるサブネット
を使用したコントローラ間

ローミングを確認します。

AnyConnect VPN -
NEC LifeTouch L/
NEC LaVieの異な
るサブネット内の

コントローラ間

ローミング

WLJ76S_NEC_05

L2 セキュリティ

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格NEC LifeTouch L/ NEC
LaVieがネットワークに
正常に関連付けられるか

どうかを確認します。

L2セキュリティ
「None」での
NEC LifeTouch L/
NECLaVieの関連
付け

WLJ76S_NEC_06

合格WEPの認証方式によっ
てNEC LifeTouch L/ NEC
LaVieがネットワークに
正常に関連付けられるか

どうかを確認します。

スタティック

WEPでの NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVieの関連付け

WLJ76S_NEC_07

合格WPA2+PSKの認証方式
によって NEC LifeTouch
L/ NEC LaVieがネット
ワークに正常に関連付け

られるかどうかを確認し

ます。

WPA2+PSKでの
NEC LifeTouch L/
NECLaVieの関連
付け

WLJ76S_NEC_08

合格L2セキュリティ
WPA2+Dot1xで、NEC
LifeTouch L/ NEC LaVie
がネットワークに正常に

関連付けられるかどうか

を確認します。

L2セキュリティ
「WPA2+Dot1x」
での NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVieの関連付け

WLJ76S_NEC_09
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L3 セキュリティ

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格Web-Authを介してNEC
LifeTouch L/ NEC LaVie
がネットワークに正常

に関連付けられるかど

うかを確認します。

NEC LifeTouch L/
NEC LaVieの L3
セキュリティ

「Web-Auth」との
関連付け

WLJ76S_NEC_10

合格Web-Auth Passthroughを
介してNECLifeTouchL/
NEC LaVieがネット
ワークに正常に関連付

けられるかどうかを確

認します。

L3セキュリティ
「Web-Auth
Passthrough」での
NEC LifeTouch L/
NEC LaVieの関連
付け

WLJ76S_NEC_11

ローミング

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格5760 WLCの FTが有効
のWLANで、NEC
LifeTouch L/ NEC LaVie
クライアントが接続さ

れるかどうかを確認し

ます。

FTが有効の状態
で、NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVieをWLAN
に関連付ける

WLJ76S_NEC_12

合格5760 WLCの FTが有効
でないWLANで、NEC
LifeTouch L/ NEC LaVie
クライアントが接続さ

れるかどうかを確認し

ます。

FTが有効でない
状態で、NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVieをWLAN
に関連付ける

WLJ76S_NEC_13

合格NEC LifeTouch L/ NEC
LaVieクライアントが 2
つの 5760 WLC間で
ローミングされるかど

うかを確認します。

FTが有効で、
WPA2+PSKセ
キュリティ状態

で、2つの 5760
WLC間で NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVieクライアン
トをローミングす

る

WLJ76S_NEC_14
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格NEC LifeTouch L/ NEC
LaVieクライアントが 2
つの 5760 WLC間で
ローミングされるかど

うかを確認します。

FTが有効で、
WPA2+PSKセ
キュリティ状態

で、2つの 5760
WLC間で NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVieクライアン
トをローミングす

る

WLJ76S_NEC_15

合格NEC LifeTouch L/ NEC
LaVieクライアントが 2
つの 5760 WLC間で
ローミングされるかど

うかを確認します。

FTが有効で、L2
セキュリティが

「None」の状態
で、2つの 5760
WLC間で NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVieクライアン
トをローミングす

る

WLJ76S_NEC_16

合格NEC LifeTouch L/ NEC
LaVieクライアントが 2
つの 5760 WLC間で
ローミングされるかど

うかを確認します。

FTが有効で、L2
セキュリティが

「None」の状態
で、2つの 5760
WLC間で NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVieクライアン
トをローミングす

る

WLJ76S_NEC_17
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SSID ごとの複数 RADIUS サーバ

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格クライアント認証が、

FlexConnectグループに
設定されたプライマリ

RADIUSサーバで実行
されるかどうかを確認

します。

L2セキュリティ
WPA2+Dot1x
（PEAP）でのサ
イトレベルのプ

ライマリRADIUS
サーバ（ISE）を
介したクライアン

ト（NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVie）アソシ
エーション

WLJ76S_NEC_18

合格クライアント認証が、

FlexConnectグループに
設定されたセカンダリ

RADIUSサーバで実行
されるかどうかを確認

します。

L2セキュリティ
WPA2+Dot1x
（PEAP）でのサ
イトレベルのセ

カンダリRADIUS
サーバ（ISE）を
介したクライアン

ト（NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVie）アソシ
エーション

WLJ76S_NEC_19

合格クライアント認証が、

FlexConnectグループに
設定されたプライマリ

RADIUSサーバで実行
されるかどうかを確認

します。

L2セキュリティ
WPA2+Dot1x
（PEAP）でのサ
イトレベルのプ

ライマリRADIUS
サーバ（ACS）を
介したクライアン

ト（NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVie）アソシ
エーション

WLJ76S_NEC_20
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格クライアント認証が、

FlexConnectグループに
設定されたセカンダリ

RADIUSサーバで実行
されるかどうかを確認

します。

L2セキュリティ
WPA+Dot1x
（PEAP）でのサ
イトレベルのセ

カンダリRADIUS
サーバ（ACS）を
介したクライアン

ト（NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVie）アソシ
エーション

WLJ76S_NEC_21

AAA

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格登録済みクライアント

が、MACフィルタリ
ングが有効になった

WLANで正常に認証さ
れ、関連付けられてい

るかどうかを確認しま

す。

ACSサーバに登録
されたクライアン

ト（NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVie）でのMAC
フィルタリングの

実行 - 7500コント
ローラ

WLJ76S_NEC_22

合格登録済みクライアント

が、MACフィルタリ
ングが有効になった

WLANで正常に認証さ
れ、関連付けられてい

るかどうかを確認しま

す。

ISEサーバに登録
されたクライアン

ト（NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVie）でのMAC
フィルタリングの

実行 - 7500コント
ローラ

WLJ76S_NEC_23
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クライアント SSO

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格クライアント SSOが
WLC7500のオープン/ス
タティックWEPのセ
キュリティタイプで正

常に行われたかどうかを

確認します。

オープン/スタ
ティックWEPセ
キュリティによる

クライアント SSO
- NEC LifeTouch L/
NEC LaVie

WLJ76S_NEC_24

合格クライアント SSOが
WLC 5508の L3セキュ
リティタイプWeb-Auth
で正常に行われたかどう

かを確認します。

Web-Authの L3セ
キュリティでのク

ライアント SSO -
NEC LifeTouch L/
NEC LaVie

WLJ76S_NEC_25

合格セッションタイムアウ

ト後のWeb-Authの L3
セキュリティでのクライ

アント SSOを確認しま
す。

セッションタイム

アウト後の

Web-Authの L3セ
キュリティでのク

ライアント SSO -
NEC LifeTouch L/
NEC LaVie

WLJ76S_NEC_26

合格L2セキュリティ
WPA/WPA2（ローカル
スイッチング）でのクラ

イアント SSOを確認し
ます。

L2セキュリティ
WPA/WPA2（ロー
カルスイッチン

グ）でのクライア

ント SSO - NEC
LifeTouch L/ NEC
LaVie

WLJ76S_NEC_27

H-REAP 耐障害性

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格FlexConnect APに関連付
けられたクライアント

が、耐障害時に再び関連

付けられるかどうかを確

認します。

接続されたAP-2.4
GHzとスタンドア
ロン AP-2.4 GHz
間の HREAP耐障
害性

WLJ76S_NEC_28

合格FlexConnect APに関連付
けられたクライアント

が、耐障害時に再び関連

付けられるかどうかを確

認します。

スタンドアロン

AP-5 GHzと接続
された AP-5 GHz
間の HREAP耐障
害性

WLJ76S_NEC_29
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SSO
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格CLIを介して SSOを設定
し、設定が有効になるか

どうかを確認します。

CLIを介した SSO
の設定

WLJ76S_SSO_01

合格GUIを介してSSOを設定
して、設定が有効になる

かどうかを確認します。

GUIを介したSSO
の設定

WLJ76S_SSO_02

合格PIからSSOを設定して、
設定が有効になるかどう

かを確認します。

PIからの SSOの
設定

WLJ76S_SSO_03

合格アクティブなWLCに電
源障害が発生し、dot1x
に対して設定されたクラ

イアントが接続を維持す

る場合、SSOが正常に機
能するかどうかを確認し

ます。

アクティブな

WLS電源障害後
の SSO

WLJ76S_SSO_04

合格アクティブなWLCに
ネットワークゲートウェ

イ障害が発生し、dot1x
に対して設定されたクラ

イアントが接続を維持す

る場合、SSOが正常に機
能するかどうかを確認し

ます。

アクティブな

WLSネットワー
ク障害後の SSO

WLJ76S_SSO_05

合格コントローラのアップグ

レードが HAセットアッ
プで 2台のコントローラ
で問題なく正常に実行さ

れるかどうかを確認しま

す。

HAセットアップ
でのコントローラ

のアップグレード

WLJ76S_SSO_06
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格アクティブおよびスタン

バイの両方のコントロー

ラがプライマリとして設

定され、他の一部のコン

トローラがプライマリお

よびターティアリとして

設定されている場合に、

AP SSOが正常に機能す
るかどうかを確認しま

す。

プライマリ/セカ
ンダリ/ターティ
アリ HAによる
AP SSO

WLJ76S_SSO_07

合格モビリティ設定が正しく

適用され、予期したとお

りに機能するかどうかを

確認します。

モビリティに対す

る HAの設定
WLJ76S_SSO_08

Application Visibility And Control
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格lync音声とビデオをド
ロップするために AVC
プロファイルを作成し

て、同じ内容の作用をテ

ストします。

WLANに
MS-Lync音声とビ
デオをドロップす

るための AVCプ
ロファイル

WLJ76S_AVC_01

合格変更されたDSCP値を使
用して、ms-lyncビデオ
および音声サービスに対

して作成されたルールで

AVCプロファイルを作成
し、モニタリングクライ

アントが同じように正し

い dscp値を表示して、
WLANにすでに設定され
たQoSを無効にするかど
うかを確認します。

ms-lyncビデオお
よび音声サービス

で変更された

DSCP値を使用し
た AVCプロファ
イル

WLJ76S_AVC_02
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格マーキングによって、

ms-lyncビデオおよび音
声サービスに対して作成

されたルールで AVCプ
ロファイルを作成し、モ

ニタリングクライアント

が同じようにマークした

正しい値を表示するかど

うかを確認します。

アプリケーション

をマークする

AVCプロファイ
ル（例：ms-lync）

WLJ76S_AVC_03

合格AVCプロファイルを設定
し、それをWLANに
マッピングし、PIからそ
のWLANにトラフィッ
クを渡すときの AVC効
果を確認します。

PIの AVCを介し
たトラフィックの

表示

WLJ76S_AVC_04

合格AVCを使用して PIから
WLANを通過するユーザ
単位およびWLAN単位
のトラフィックを表示し

ます。

ユーザ/WLAN単
位のアプリケー

ションの使用状況

WLJ76S_AVC_05

合格AVCプロファイルを設定
し、CLIを介してWLAN
に適用します。

CLIからの AVC
の設定

WLJ76S_AVC_06

合格Facebook、Youtubeをブ
ロックするために AVC
を設定し、CLIを介して
WLANに適用します。

Facebook、
Youtubeなどをブ
ロックするための
AVC

WLJ76S_AVC_07

ローカルポリシー

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ローカルポリシーが正常に

WLANにマッピングできる
かどうかを確認します。

WLANへのポリ
シーのマッピング

WLJ76S_Policy_01

日本市場向け Cisco ワイヤレス LAN コントローラリリース AireOS 7.6 & IOS XE 3.3    
   OL-30813-01-J 123

リグレッション機能 - テスト要約
ローカルポリシー



不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格アップロードされたコンフィ

ギュレーションファイルに

設定済みポリシーが存在す

るかどうかを確認します。

WLANへのポリ
シーのマッピング

後のコンフィギュ

レーションのアッ

プロード

WLJ76S_Policy_02

合格アップロードされた同じファ

イルをコントローラにダウ

ンロードした後にWLAN
マッピングが変わらないか

どうかを確認します。

WLANへのポリ
シーのマッピング

後のコントローラ

へのアップロード

済みコンフィギュ

レーションファ

イルのダウンロー

ド

WLJ76S_Policy_03

合格ローカルポリシーを設定

し、コマンドラインイン

ターフェイスを介して

WLANに適用します。ま
た、適切に動作しているこ

とを確認します。

CLIによるローカ
ルプロファイル

の設定

WLJ76S_Policy_04

合格モビリティグループのコン

トローラに同一の一致基準

とアクションがある場合に、

モビリティグループ内で

ローミングが発生するかど

うかを確認します。

同一のモビリティ

グループ上のコン

トローラ内のロー

ミングに対する

ローカルプロ

ファイリング

WLJ76S_Policy_05

合格ローカルプロファイリング

ですでに設定されている

WLANで RADIUSプロファ
イリングが受け入れられて

いないかどうかを確認しま

す。

ローカルプロ

ファイリングが設

定されている場合

の RADIUSプロ
ファイリング

WLJ76S_Policy_06

合格最大 16のプロファイルを
WLANに適用し、最大数を
超えるように試します。

単一WLANへの
ポリシーの最大数

の設定

WLJ76S_Policy_07

合格WLANをサポートする AP
がローカルモードで、プロ

ファイルの動作を確認する

時にWLANにローカルプロ
ファイルを適用します。

APがローカル
モードの時のプロ

ファイリング

WLJ76S_Policy_08
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格WLANをサポートする AP
がFlexConnectモードで、プ
ロファイルの動作を確認す

る時にWLANにローカルプ
ロファイルを適用します。

APが FlexConnect
モードの時のプロ

ファイリング

WLJ76S_Policy_09

合格異なるデバイスタイプに対

して各種のプロファイルを

作成し、WLANに適用し
て、それぞれの動作を確認

します。

Windows 7クライ
アント、Apple
MacBook、iPhone
などの異なるデバ

イスタイプに対

するプロファイリ

ング

WLJ76S_Policy_10

PI HA
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格プライマリサーバ

（HW）の障害時に
（フェールオーバータイ

プは「手動」）、PIがセ
カンダリにスイッチオー

バーしたかどうかを確認

します。

PI HA：プライマ
リサーバがダウン

し（HW障害）、
フェールオーバー

タイプが「手動」

の場合

WLJ76S_PI_HA_01

合格プライマリサーバ

（HW）の障害時に
（フェールオーバータイ

プは「自動」）、PIがセ
カンダリにスイッチオー

バーしたかどうかを確認

します。

PI HA：プライマ
リサーバがダウン

し（HW障害）、
フェールオーバー

タイプが「自動」

の場合

WLJ76S_PI_HA_02

合格プライマリサーバ

（NW）の障害時に
（フェールオーバータイ

プは「手動」）、PIがセ
カンダリにスイッチオー

バーしたかどうかを確認

します。

PI HA：プライマ
リサーバがダウン

し（ネットワーク

障害）、フェール

オーバータイプが

「手動」の場合

WLJ76S_PI_HA_03
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格プライマリサーバ

（NW）の障害時に
（フェールオーバータイ

プは「自動」）、PIがセ
カンダリにスイッチオー

バーしたかどうかを確認

します。

PI HA：プライマ
リサーバがダウン

し（ネットワーク

障害）、フェール

オーバータイプが

「手動」の場合

WLJ76S_PI_HA_04

合格プライマリサーバがHW
障害から回復した後に

フェールバック操作が成

功したかどうかを確認し

ます。

PI HA：HW障害
から回復した後の

プライマリサーバ

へのフェールバッ

ク

WLJ76S_PI_HA_05

合格プライマリサーバがNW
障害から回復した後に

フェールバック操作が成

功したかどうかを確認し

ます。

PI HA：NW障害
から回復した後の

プライマリサーバ

へのフェールバッ

ク

WLJ76S_PI_HA_06

Cat 3850 スイッチの HA
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ハイアベイラビリティが

Cat 3850スイッチ間に確
立されているかどうかを

確認します。

Cat 3850スイッチ
のHAペアの起動

WLJ76S_3850_HA_01

合格イメージのアップグレー

ドがアクティブスイッチ

とスタンバイスイッチの

両方で正常に行われるこ

とを確認します。

HAペアの Cat
3850スイッチの
アップグレード

WLJ76S_3850_HA_02

合格スタッキングのスイッチ

間の設定同期を確認しま

す。

スイッチ間の設定

同期

WLJ76S_3850_HA_03

合格スタッキングスイッチ間

の増分設定同期を確認し

ます。

HAペア間の増分
設定同期

WLJ76S_3850_HA_04
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格CLIを介して「show
redundancy states」コマン
ドが出力を正しく表示す

るかどうかを確認しま

す。

CLIの「show
redundancy states」
コマンド

WLJ76S_3850_HA_05

合格GUIを介して冗長ステー
トが正しく表示されるか

どうかを確認します。

GUIを介した冗長
ステートの表示

WLJ76S_3850_HA_06

MSE HA
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

CSCum12763不合格直接接続リンクの展開

でMSEのシステム
ハードウェアがシャッ

トダウンするときに、

MSE HAフェールオー
バーとフェールバック

が機能するかどうかを

確認します。

直接接続リンクの

展開でのMSEの
システムハード

ウェアのシャット

ダウン

WLJ76S_MSE_HA_01

CSCum12763不合格間接接続リンクの展開

でMSEのシステム
ハードウェアがシャッ

トダウンするときに、

MSE HAフェールオー
バーとフェールバック

が機能するかどうかを

確認します。

間接接続リンクの

展開でのMSEの
システムハード

ウェアのシャット

ダウン

WLJ76S_MSE_HA_01

CSCum12763不合格直接接続リンクの展開

でMSEネットワーク
がシャットダウンする

ときに、MSE HA
フェールオーバーと

フェールバックが機能

するかどうかを確認し

ます。

直接接続リンクの

展開でのMSE
ネットワークの

シャットダウン

WLJ76S_MSE_HA_02
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

CSCum12763不合格間接接続リンクの展開

でMSEネットワーク
がシャットダウンする

ときに、MSE HA
フェールオーバーと

フェールバックが機能

するかどうかを確認し

ます。

間接接続リンクの

展開でのMSE
ネットワークの

シャットダウン

WLJ76S_MSE_HA_02

修正確認

不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格ローカルポリシーが正

常にWLANにマッピン
グできるかどうかを確認

します。

WLANへのポリ
シーのマッピング

WLJ76S_FV_01

合格アップロードされたコン

フィギュレーション

ファイルに設定済みポリ

シーが存在するかどうか

を確認します。

WLANへのポリ
シーのマッピング

後のコンフィギュ

レーションのアッ

プロード

WLJ76S_FV_02

合格アップロードされた同じ

ファイルをコントローラ

にダウンロードした後に

WLANマッピングが変
わらないかどうかを確認

します。

WLANへのポリ
シーのマッピング

後のコントローラ

へのアップロード

済みコンフィギュ

レーションファイ

ルのダウンロード

WLJ76S_FV_03

合格lync音声とビデオをド
ロップするために AVC
プロファイルを作成し

て、同じ内容の作用をテ

ストします。

WLANに ms-lync
音声とビデオをド

ロップするための

AVCプロファイル

WLJ76S_FV_04
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格変更されたDSCP値を使
用して、ms-lyncビデオ
および音声サービスに対

して作成されたルールで

AVCプロファイルを作
成し、モニタリングク

ライアントが同じように

正しい dscp値を表示し
て、WLANにすでに設
定された QoSを無効に
するかどうかを確認しま

す。

ms-lyncビデオお
よび音声サービス

で変更された

DSCP値を使用し
た AVCプロファ
イル

WLJ76S_FV_05

702 AP
不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格702 APがコントローラ
に結合されるかどうかを

確認します。

すべてのコント

ローラへの 702 AP
の結合

WLJ76S_702AP_01

合格L2セキュリティ
「WEP」で 702 APを使
用して、WLCにクライ
アントが接続されるかど

うかを確認します。

L2セキュリティ
「WEP」での 702
AP（ローカルモー
ド）を使用した

WLCへのクライア
ントの関連付け

WLJ76S_702AP_02

合格L2セキュリティ
「WPA2+PSK」で 702
APを使用して、WLCに
クライアントが接続され

るかどうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「WPA+WPA2-PSK」
での 702 AP（ロー
カルモード）を使

用したWLCへのク
ライアントの関連

付け

WLJ76S_702AP_03

合格L2セキュリティ
「802.1x」で 702 APを
使用して、WLCにクラ
イアントが接続されるか

どうかを確認します。

L2セキュリティ
「802.1x」での 702
AP（ローカルモー
ド）を使用した

WLCへのクライア
ントの関連付け

WLJ76S_702AP_04

日本市場向け Cisco ワイヤレス LAN コントローラリリース AireOS 7.6 & IOS XE 3.3    
   OL-30813-01-J 129

リグレッション機能 - テスト要約
702 AP



不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格L2セキュリティ
「WEP」で 702 APを使
用して、WLCにクライ
アントが接続されるかど

うかを確認します。

L2セキュリティ
「WEP」での 702
AP（FlexConnect
モード）を使用し

たWLCへのクライ
アントの関連付け

WLJ76S_702AP_05

合格L2セキュリティ
「WPA2+PSK」で 702
APを使用して、WLCに
クライアントが接続され

るかどうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
「WPA+WPA2-PSK」
での 702 AP
（FlexConnectモー
ド）を使用した

WLCへのクライア
ントの関連付け

WLJ76S_702AP_06

合格L2セキュリティ
「802.1x」で 702 APを
使用して、WLCにクラ
イアントが接続されるか

どうかを確認します。

L2セキュリティ
「802.1x」での 702
AP（FlexConnect
モード）を使用し

たWLCへのクライ
アントの関連付け

WLJ76S_702AP_07

合格Flexグループの [Local
Authentication]チェック
ボックスおよび [LEAP]
チェックボックスをオン

にして、702 APがAAA
サーバとしてLEAPクラ
イアントで動作するかど

うかを確認します。

FlexConnectグルー
プに 702APを追加
し、LEAPクライ
アントでAAAサー
バとして動作させ

る

WLJ76S_702AP_08

合格Flexグループの [Local
Authentication]チェック
ボックスおよび [PEAP]
チェックボックスをオン

にして、702 APがAAA
サーバとしてPEAPクラ
イアントで動作するかど

うかを確認します。

FlexConnectグルー
プに 702APを追加
し、PEAPクライア
ントでAAAサーバ
として動作させる

WLJ76S_702AP_09

合格FlexConnectAPに関連付
けられたクライアント

が、耐障害時に再び関連

付けられるかどうかを確

認します。

接続された AP-2.4
GHzとスタンドア
ロンAP-2.4 GHz間
の HREAP耐障害
性

WLJ76S_702AP_10
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格FlexConnectAPに関連付
けられたクライアント

が、耐障害時に再び関連

付けられるかどうかを確

認します。

スタンドアロン

AP-2.4 GHzと接続
された AP-2.4 GHz
間の HREAP耐障
害性

WLJ76S_702AP_11

合格FlexConnectAPに関連付
けられたクライアント

が、耐障害時に再び関連

付けられるかどうかを確

認します。

接続された AP-2.4
GHzとスタンドア
ロンAP-2.4 GHz間
の HREAP耐障害
性

WLJ76S_702AP_12

合格FlexConnectAPに関連付
けられたクライアント

が、耐障害時に再び関連

付けられるかどうかを確

認します。

スタンドアロン

AP-2.4 GHzと接続
された AP-2.4 GHz
間の HREAP耐障
害性

WLJ76S_702AP_13

合格FlexConnectの中央ス
イッチングの FT-PSK
AKMSuiteを使用して、
11rが有効なWLANへ
のクライアントの初期ア

ソシエーションを確認し

ます。

AKM PSKとの 11r
クライアントアソ

シエーション -
FlexConnect中央ス
イッチ

WLJ76S_702AP_14

合格FlexConnectローカルス
イッチの中央認証の

FT-PSK AKM Suiteを使
用して、11rが有効な
WLANへのクライアン
トの初期アソシエーショ

ンを確認します。

AKM PSKとの 11r
クライアントアソ

シエーション -
FlexConnectローカ
ルスイッチの中央

認証

WLJ76S_702AP_15

合格クライアント認証が、

FlexConnectグループに
設定されたプライマリ

RADIUSサーバで実行さ
れるかどうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
WPA2+Dot1x
（PEAP）でサイト
レベルのプライマ

リ RADIUSサーバ
（ISE）を介したク
ライアントアソシ

エーション

WLJ76S_702AP_16
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不具合ステータス説明タイトル論理 ID

合格クライアント認証が、

FlexConnectグループに
設定されたセカンダリ

RADIUSサーバで実行さ
れるかどうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
WPA2+Dot1x
（PEAP）でサイト
レベルのセカンダ

リ RADIUSサーバ
（ISE）を介したク
ライアントアソシ

エーション

WLJ76S_702AP_17

合格クライアント認証が、

FlexConnectグループに
設定されたプライマリ

RADIUSサーバで実行さ
れるかどうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
WPA2+Dot1x
（PEAP）でサイト
レベルのプライマ

リ RADIUSサーバ
（ACS）を介した
クライアントアソ

シエーション

WLJ76S_702AP_18

合格クライアント認証が、

FlexConnectグループに
設定されたセカンダリ

RADIUSサーバで実行さ
れるかどうかを確認しま

す。

L2セキュリティ
WPA+Dot1x
（PEAP）でサイト
レベルのセカンダ

リ RADIUSサーバ
（ACS）を介した
クライアントアソ

シエーション

WLJ76S_702AP_19

合格Web-Authを介してクラ
イアントがネットワーク

に正常に関連付けられる

かどうかを確認します。

クライアントL3セ
キュリティ

「Web-Auth」の関
連付け

WLJ76S_702AP_20

関連資料

ACS インストレーションガイド

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_system/5.3/user/guide/
introd.html

ISE ユーザガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/ise/1.2/user_guide/ise_overview.html
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http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/net_mgmt/cisco_secure_access_control_system/5.3/user/guide/introd.html
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NCS 1.1 コンフィギュレーションガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/1.2/release/notes/cpi_rn.html

PI 1.4 ユーザガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/prime_infrastructure/1.4/quickstart/guide/cpi_qsg_1_4.html

WLC 7.5 コンフィギュレーションガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.5/config_guide/b_cg75.html

MSE リファレンスガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/mse/3310/quick/guide/MSE3310_GSG.html

CT5760 コントローラ導入ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/technology/5760_deploy/Supported_Features.html

Cisco Catalyst 3850 スイッチ導入ガイド

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps12686/deployment_guide_c07-727067.html
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http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/prime_infrastructure/1.4/quickstart/guide/cpi_qsg_1_4.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.5/config_guide/b_cg75.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/mse/3310/quick/guide/MSE3310_GSG.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/technology/5760_deploy/Supported_Features.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps12686/deployment_guide_c07-727067.html


日本市場向け Cisco ワイヤレス LAN コントローラリリース AireOS 7.6 & IOS XE 3.3
134 OL-30813-01-J   

リグレッション機能 - テスト要約
関連資料


	日本市場向け Cisco ワイヤレス LAN コントローラ リリース AireOS 7.6 & IOS XE 3.3
	目次
	概要
	Cisco ワイヤレス LAN ソリューション検証

	テスト構成と構成詳細
	テスト構成
	構成詳細
	新機能
	リグレッション機能
	未改修の不具合
	解決済みの不具合

	新機能 - テスト要約
	App Visibility
	TrustSec SXP
	AP ネイバー
	802.11w - 5760 WLC
	802.11r - 5760 WLC
	802.11 ac Q ドメイン
	MSE Facebook Connector
	wIPS 機能拡張
	CMX ビジター管理
	データ プライバシー
	MSE HyperV
	5760 AP HA SSO

	リグレッション機能 - テスト要約
	MSE Billboard
	リンク集約モード
	NCS マップ
	ローミング
	自動化
	SSID ごとの複数 RADIUS サーバ
	SR テスト ケース
	AAA
	Secure FTP
	L3 セキュリティ
	AnyConnect VPN
	Autonomous の LWAPP への移行
	PI のバックアップと復元
	Bonjour
	BYOD
	Dot1x および Web-Auth のサポート
	FlexConnect の機能強化
	ハイ アベイラビリティ - SR
	ハイ アベイラビリティ
	HREAP
	L2 セキュリティ
	MSE Location Analytics
	NBAR
	PI AVC
	アドホック テスト ケース
	NEC
	SSO
	Application Visibility And Control
	ローカル ポリシー
	PI HA
	Cat 3850 スイッチの HA
	MSE HA
	修正確認
	702 AP
	関連資料


