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概要

このドキュメントでは、モビリティ サービス エンジン（MSE）ライセンスのさまざまな側面
（ライセンス タイプ、MSE をアップグレードしたときのライセンス変更、ライセンスのインス
トール、プラットフォームごとのライセンス サポートなど）について説明します。

ライセンスのタイプ

MSE の主要なライセンス タイプは次のとおりです。

Context-Aware（CAS）ライセンス●

ロケーション サービス ライセンス●

ワイヤレス侵入防御システム（wIPS）ライセンス●

アップグレード ライセンス●

アクティベーション ライセンス●

タグ ライセンス●

CAS ライセンス



CAS ライセンスは、デバイス エンドポイントの追跡ライセンスであり、サポートされる要素の
数によって定義されます。 要素とは、次のいずれかを指します。

ワイヤレス クライアント●

不正クライアント●

不正 AP●

RFID タグ●

これらの CAS ライセンスは、ソフトウェア リリース 7.3 以前で適用されます。 それより新しい
バージョンでは、命名規則と SKU が変更されています。

ライセンスの形式は AIR-CAS-1KC-K9 です。 「CAS」はコンテキスト認識型サービス、「
1KC」は 1000 個のクライアントをそれぞれ表しています。

ロケーション サービス ライセンス

MSE リリース 7.4 以降のライセンスは、エンドポイント ベースではなくアクセス ポイント
（AP）ベースです。 これに対応するため、新しいロケーション サービス ライセンスが導入され
ました。

ロケーション サービス ライセンスには、ベース ロケーションとアドバンスド ロケーションの 2
つのライセンス レベルがあります。

ベース ロケーション ライセンス

ベース ロケーション ライセンスは、以前のソフトウェア バージョンの CAS ライセンスと同等で
あり、エンドポイントの追跡に使用されます。 ライセンス数は、サポートされる AP の数に基づ
いています。

注: これは、ソフトウェア リリース 7.4 ではロケーション サービス ライセンスと呼ばれま
す。 ソフトウェア リリース 7.5 以降では、ベース ロケーション ライセンスと呼ばれます。

ライセンスの形式は L-LS-100AP です。 「LS」はロケーション サービス、「100AP」は 100 個
の AP をそれぞれ表しています。

アドバンスド ロケーション ライセンス

アドバンスド ロケーション ライセンスは、次のようないくつかの新機能をサポートします。

モバイル コンシェルジュ●

コネクテッド モバイル エクスペリエンス（CMX）ブラウザ エンゲージ（掲示板）●

事前認証によるサービス検出●

CMX 分析●

アドバンスド ロケーション ライセンスは、ベース ロケーション ライセンスの機能もサポートし
ます。 アドバンスド ロケーション サービス ライセンスは、アドバンスド ロケーション ライセ
ンスのデバイス追跡やその他の新しい機能のために使用されます。

ライセンスの形式は L-AD-LS-100AP です。 「AD-LS」はアドバンスド ロケーション サービス



ライセンス、「100AP」はサポートされる AP の数をそれぞれ表しています。

注: ソフトウェア リリース 7.5 および 7.6 には、アドバンスド ロケーション ライセンスは
適用されません。 CMX 用のアドバンスド ロケーション ライセンスが使用され、ソフトウ
ェア リリース 7.5 および 7.6 ではベース ロケーション ライセンスだけが引き続き使用され
ます。

wIPS ライセンス

wIPS ライセンスには、アドバンスド wIPS と拡張ローカル モード wIPS の 2 つのサブタイプが
あります。 

アドバンスド wIPS ライセンス

Cisco Adaptive wIPS モニタ モード ソフトウェア ライセンスは、ネットワーク内に導入されたフ
ルタイム モニタリング AP の数によって決まります。

ライセンスの SKU 形式は L-MM-WIPS-5 です。 「MM」はモニタ モード、「WIPS」は wIPS サ
ービス、「5」は AP の数をそれぞれ表しています。

拡張ローカル モード wIPS ライセンス

Cisco wIPS 拡張ローカル モード ソフトウェア ライセンスは、ネットワーク内に導入されたロー
カル モード（データ提供）アクセス ポイントの数によって決まります。 ライセンスの SKU 形式
は L-LM-WIPS-5 です。 「LM」はローカル モード、「WIPS」は wIPS サービス、「5」は AP の
数をそれぞれ表しています。

注: これらのライセンスは加算的で、両方のタイプのライセンス数の合計がプラットフォー
ムごとの wIPS ライセンスの制限を超えないようにする必要があります。 たとえば、3355
MSE は最大 3,000 個の wIPS アクセス ポイント（モニタ モードまたは拡張ローカルモード
）をサポートします。

アップグレード ライセンス

アップグレード ライセンスは、ベース ロケーション ライセンスからアドバンスド ロケーション
ライセンスにアップグレードするために使用されます。
このライセンスの SKU は L-UPG-LS-1AP です。

アクティベーション ライセンス

アクティベーション ライセンスは、MSE が仮想マシンにインストールされている場合に必要で
す。 物理アプライアンスにアクティベーション ライセンスは必要ありません。

アクティベーション ライセンスがない場合、MSE は評価モードで起動し、ホスト上にライセン



スがあっても永久ライセンスを拒否します。

MSE ハイ アベイラビリティ設定の場合は、これがセカンダリ仮想マシン（VM）で必要とされる
唯一のライセンスになります。

アクティベーション ライセンスの形式は L-MSE-7.0-K9 です。

タグ ライセンス

タグ ライセンスは、特に AeroScout タグ エンジンと組み合わせて使用されます。 これは、CAS
ライセンスのカウントを消費する Cisco タグ エンジンでは必要ありません。 ユーザは、製品認
証キー（PAK）を取得するためにシスコからタグ ライセンスを購入する必要があります。 その後
、PAK を AeroScout に登録してライセンス キーを取得します。 ライセンスは、AeroScout によ
って直接 MSE にインストールされます。Prime Infrastructure（PI）を使用してインストールする
ことはできません。

タグ ライセンスの形式は AIR-CAS-12KT-K9 です。 「T」はタグ ライセンス、「12k」は 12000
個のライセンスをそれぞれ表しています。

ソフトウェア リリース 7.3 から 7.4 への移行時のライセンス変
更

ソフトウェア リリース 7.3 から 7.4 にアップグレードする場合は、MSE ライセンスに関してい
くつかの注意事項があります。

MSE ソフトウェア リリース 7.4 の MSE ライセンスは、ソフトウェア リリース 7.3 以前のよ
うなクライアント ベースではなく、AP ベースです。

●

アップグレード プロセスで新しいライセンスを再ホストまたは取得する必要はありません。
MSE が自動的に新しい AP ベースのライセンスを生成します。

●

MSE 3355 をソフトウェア リリース 7.4 にアップグレードする場合の計算例を次に示します。
MSE 3355 ソフトウェア リリース 7.4 は合計 25,000 台のクライアントをサポートします。 50 個
のクライアント ライセンスが 1 個の AP ライセンスに相当するため、25,000 台のクライアント
をサポートする 3355 は 500 個の AP ライセンスを持つことになります。

ソフトウェア リリース 7.4 から 7.5 への移行時のライセンス変
更

説明のため、もう一度 3355 について考えます。 MSE 3355 が、サポートする AP ライセンスの
最大数を 500 個に制限され、ソフトウェア リリース 7.5 にアップグレードされた場合、ライセン
ス カウントは 2 倍の 1000 になります。

注: これらのライセンスは、アドバンスド ロケーション ライセンス タイプではなくベース
ロケーション ライセンス タイプと呼ばれます。

次の表に、プラットフォームごとのサポートされる最大ライセンス数の制限を示します。



*ソフトウェア バージョン 7.4 では、ライセンス モデルがクライアント ベースから AP ベースに
変更されました。 MSE でサポートされるクライアントの合計数も、MSE ソフトウェア リリース
7.3 では 18,000 でしたが、MSE ソフトウェア リリース 7.4 では 25,000 に増加しました。 「
BL/AL」は、「ベース ロケーション/アドバンスド ロケーション」を表します。

**ソフトウェア リリース 7.6 では、MSE 3355 および標準 VM でサポートされる wIPS AP の合計
数が以前の 5000 から 6000 に増加しました。

UDI 情報の取得

UDI 情報は、次の方法で収集できます。
1. CLI で show esludi コマンドを入力します。
2. MSE のホームページで、[Services] > [Mobility Services] > [System] > [General Properties] を選
択します。

3. MSE のホームページで、[Administration] > [License Center] > [Summary] > [MSE page] を選択
します。

MSE ライセンスのインストール

MSE ライセンスをインストールするには、PI から [Administration] > [License Center] > [Files] >
[MSE Files] を選択します。

ライセンス使用状況のチェック

ロケーション サービスのライセンス使用状況をチェックするには、MSE CLI で「getserverinfo」
の出力を収集します。

次の出力例を参照してください。

-------------

Context Aware Service

-------------

Total Active Elements(Wireless Clients, Tags, Rogue APs,

Rogue Clients,Interferers, Wired Clients): 14

Active Wireless Clients: 14

Active Tags: 0

Active Rogue APs: 0

Active Rogue Clients: 0

Active Interferers: 0

Active Wired Clients: 0

Active Elements(Wireless Clients, Rogue APs,

Rogue Clients,Interferers, Wired Clients, Tags) Limit: 100

Active Sessions: 1

Wireless Clients Not Tracked due to the limiting: 6874

Tags Not Tracked due to the limiting: 0

Rogue APs Not Tracked due to the limiting: 1003

Rogue Clients Not Tracked due to the limiting: 43

Interferers Not Tracked due to the limiting: 0

Wired Clients Not Tracked due to the limiting: 0

Total Elements(Wireless Clients, Rogue APs, Rogue Clients,



   

Interferers, Wired Clients) Not Tracked due to the limiting: 7920

wIPS のライセンス使用状況をチェックするには、次の手順を実行します。

1. MSE CLI にログインし、cd/opt/mse/wips/bin コマンドを入力して wIPS ディレクトリに移動し
ます。
2. ./wips_cli コマンドを入力します。
3. wIPS モードに入ったら、show ap summary コマンドを入力します。
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