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サポートされる CLI コマンドについて
Mobility Express のリリースでサポートされる機能について、Mobility Express コントローラのソフ
トウェアでは、同じ Cisco Unified Wireless Network ソフトウェア リリース バージョンのワイヤレ
ス LAN コントローラでサポートされるほとんどの CLI コマンドをサポートします。ただし、
Mobility Express コントローラに特有の CLI コマンドおよび手順や、異なる動作をするものがいく
つかあります。これらのコマンドと手順については、次の各項で説明します。
「Cisco Wireless Controller Command Reference guides, for Cisco Unified Wireless Network Software
Releases」は、次の URL に掲載されています。 http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/
wireless-lan-controller-software/products-command-reference-list.html
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CLI 初期設定ウィザードの使用
はじめる前に
• アクセス ポイントのコンソール ポートに接続して次の手順を実行します。
• 利用可能なオプションは、各設定パラメータの後の括弧内に示されます。デフォルト値は、
すべて大文字で示されます。
• 入力した応答が正しくない場合は、「Invalid Response」などのエラー メッセージが表示さ
れ、ウィザードのプロンプトが再び表示されます。
• 前のコマンド ラインに戻る必要があるときは、ハイフン キーを押してください。

ステップ 1

自動インストール プロセス（CLI 初期設定ウィザード）を終了するよう求められたら、30 秒待機します。
CLI 初期設定ウィザードは 30 秒後に開始されます。
プロセスを終了するには、yes を入力します。
ウィザードが設定ファイルを TFTP サーバからダウンロードして、設定を自動的にコントローラにロード
します。

ステップ 2

このコントローラに割り当てる管理者のユーザ名およびパスワードを入力します。それぞれ、24 文字まで
の ASCII 文字を入力できます。
パスワード ポリシーは次の通りです。
• パスワードには、次の中から少なくとも 3 つのクラスの文字を含める必要があります。
• 小文字の英字
• 大文字の英字
• 数字
• 特殊文字
• パスワードには同じ文字を連続して 4 回以上繰り返すことはできません。
• 新規のパスワードとして、関連するユーザ名と同じものやユーザ名を逆にしたものは使用できませ
ん。
• パスワードには、Cisco という語の大文字を小文字に変更したものや文字の順序を入れ替えたもの
（cisco、ocsic など）を使用できません。また、i の代わりに 1、I、! を、o の代わりに 0 を、s の代わ
りに $ を使用することはできません。

ステップ 3

システム名を入力します。これは、コントローラに割り当てる名前です。ASCII 文字を最大 31 文字入力
できます。

ステップ 4

Mobility Express ネットワークが置かれる国のコードを入力します。
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（注）

ステップ 5

使用可能な Country Code の一覧を表示するには、help と入力しま
す。

電源投入時にコントローラの時間設定が外部ネットワーク タイム プロトコル（NTP）サーバから受信さ
れるようにするには、「YES」と入力して NTP サーバを設定します。それ以外の場合は、no と入力しま
す。
YES を入力した場合は、NTP サーバの IP アドレスを入力します。
no を入力した場合は、次に従って入力し、手動で日時を設定します。
• 日付を MM/DD/YY の形式で入力します。
• 時刻を HH:MM:SS の形式で入力します。

ステップ 6

ゾーンの場所のインデックスを入力してタイムゾーンを設定します。help を入力するとインデックス別の
タイム ゾーンのリストが表示されます。

ステップ 7

管理インターフェイスの IP アドレスを入力します。
（注）
管理インターフェイスは、コントローラのインバンド管理やエンタープライズ サービスへの接
続に使用されるデフォルト インターフェイスです。

ステップ 8

管理インターフェイスのサブネット マスクの IP アドレスを入力します。

ステップ 9

デフォルト ゲートウェイ ルータの IP アドレスを入力します。

ステップ 10 [Employee Network] を有効にするには、YES を入力します。それ以外の場合は、no と入力します。
YES を入力した場合は、次のように入力します。
1 社員ネットワーク名（SSID）
2 社員 VLAN ID（0 = タグなし）
3 社員ネットワーク セキュリティ。PSK または enterprise を入力できます。
4 社員ネットワーク セキュリティを enterprise と入力した場合は、次を指定します。
• RADIUS サーバのアドレス。
• RADIUS サーバのポート。
• RADIUS サーバのシークレット（パスワード）。
5 社員ネットワーク セキュリティを PSK と入力した場合は、次を指定します。
• PSK パス フレーズ（8 ~ 38 文字）を入力します。
• PSK パス フレーズ（8 ~ 38 文字）を再入力します。
ステップ 11 [Guest Network] を有効にするには、YES を入力します。それ以外の場合は、no と入力します。
YES を入力した場合は、次のように入力します。
1 ゲスト ネットワーク名（SSID）。
2 ゲスト VLAN ID（0 = タグなし）。
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3 ゲスト ネットワーク セキュリティ。WEB_CONSENT または psk を入力できます。
4 ゲスト ネットワーク セキュリティを PSK と入力した場合は、次を指定します。
• ゲスト パス フレーズ（8 ~ 38 文字）を入力します。
• ゲスト パス フレーズ（8 ~ 38 文字）を再入力します。
ステップ 12 RF パラメータの最適化を有効にするには、YES を入力します。それ以外の場合は、no と入力します。
YES を入力した場合は、次のように入力します。
1 クライアント密度。必要に合わせて TYPICAL、Low、または High を入力できます。
2 音声を含むトラフィック。必要に合わせて NO または yes を入力できます。
ステップ 13 設定が正しいかどうかをたずねるプロンプトが表示されたら、yes または NO と入力します。
yes と入力すると、コントローラは設定を保存してリブートし、ログオン プロンプトが表示されます。

アプリケーションの可視性コマンド
次のコマンドは、Mobility Express コントローラのアプリケーションの可視性の設定に使用されま
す。
コマンド

説明

本リリースでの追加

config flexconnect group
WLAN のアプリケーショ 8.1.122.0
default-flexgroup avc 1
ンの可視性を有効化または
visibility { enable | disable } 無効化します
show flexconnect group detail 各 WLAN のアプリケー
8.1.122.0
default-flexgroup
ションの可視性のステータ
スを表示します
show flexconnect avc
statistics group
default-flexgroup

FlexConnect グループに基 8.1.122.0
づいたアプリケーション可
視性の統計情報を表示しま
す

how flexconnect avc statistics 各クライアントに基づいた 8.1.122.0
client client_MAC
アプリケーションの可視性
の統計情報を表示します
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CleanAir コマンド
コマンド

説明

本リリースでの追加

config 802.11b cleanair
enable ap_MAC

関連する AP で CleanAir を 8.1.122.0
有効化します。1850 およ
び 1830 シリーズ AP には
適用されません。

show 802.11b cleanair device AP に接続しているすべて 8.1.122.0
ap ap_MAC
の干渉デバイスを表示しま
す。
show 802.11b cleanair device 特定の干渉デバイスを電波 8.1.122.0
type jammer
妨害します。

コントローラ イメージのアップグレード コマンド
次のコマンドは、Mobility Express コントローラ ソフトウェア イメージのアップグレードを実行す
る場合に使用されます。
コマンド

説明

本リリースでの追加

transfer download ap-images TFTP サーバのソフトウェ 8.1.122.0
imagePath image_path
ア イメージのパスを設定
します
transfer download ap-images ファイル転送モードを
mode tftp
TFTP に設定します

8.1.122.0

transfer download ap-images TFTP サーバの IP アドレス 8.1.122.0
serverIp ipv4_address
を指定します
transfer download start

設定を保存し、イメージの 8.1.122.0
ダウンロードを開始します

debug transfer all { enable |
disable }

有効になっているすべての 8.1.122.0
サブ コマンドを使用して
転送とダウンロードをデ
バッグします

debug transfer tftp { enable | TFTP の転送ダウンロード 8.1.122.0
disable }
をデバッグします
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コマンド

説明

本リリースでの追加

debug transfer trace { enable 転送トレースをデバッグし 8.1.122.0
| disable }
ます

DNS コマンド
コマンド

説明

本リリースでの追加

config network dns default

デフォルト DNS サーバ を 8.2.100.1
設定します。

show network summary

8.2.100.1
デフォルト DNS サーバ
（有効の場合）がリストさ
れているネットワーク概要
を表示します。

移行コマンド
次のコマンドは、Mobility Express ソフトウェア イメージから Lightweight CAPWAP AP ソフトウェ
ア イメージに AP を変換する場合、およびその反対に変換する場合に使用されます。
コマンド

説明

本リリースでの追加

ap-type capwap

Mobility Express から
CAPWAP に AP タイプを
変換します

8.1.122.0

ap-type mobilityexpress
tftp://tftp_server/file_name

Mobility Express ソフトウェ 8.1.122.0
ア イメージの実行時に
CAPWAP から Mobility
Express に AP タイプを変
換します

config ap unifiedmode
すべての AP をスイッチか 8.1.122.0
switch_nameswitch_IP_address ら CAPWAP にタイプを同
時に変換します
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NTP コマンド
コマンド

説明

本リリースでの追加

config time ntp server 1
FQDN_of_server

NTP サーバ（ここでは例 8.2.100.1
として、NTP インデック
ス 1 を持つ）の完全修飾ド
メイン名を設定します。

config time ntp server 2
NTP_Server_IP_address

NTP サーバ（ここでは例 8.2.100.1
として、NTP インデック
ス 2 を持つ）の IP アドレ
スを設定します。

UX 規制ドメイン コマンド
コマンド

説明

本リリースでの追加

config wlan disable 1

WLAN 1 を無効にします

8.1.122.0

config wlan
WLAN 1 のユニバーサル 8.1.122.0
universal-ap-admin enable 1 AP 管理者として有効化し
ます
config wlan enable 1

WLAN 1 を有効にします

show ap summary

UX ではない場合、設定さ 8.1.122.0
れている現在の国（US、
IN など）を表示します

8.1.122.0

VRRP コマンド
次の Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP）コマンドは、Mobility Express コントローラの
フェールオーバー時にマスター AP のために使用されます。
コマンド

説明

本リリースでの追加

config ap
next-preferred-master

新しいマスター AP として 8.1.122.0
引き継ぐために選択された
マスター AP を設定します
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コマンド

説明

本リリースでの追加

show ap
next-preferred-master

マスター AP の状態を表示 8.1.122.0
します

clear ap next-preferred-master マスター AP の設定をクリ 8.1.122.0
アします

WGB コマンド
次の show コマンドはワークグループ ブリッジ（WGB）の詳細を表示するために使用できます。
コマンド

説明

本リリースでの追加

show wgb summary

ワークグループ ブリッジ
の概要を表示します

8.1.122.0

show wgb detail WGB_MAC 特定のワークグループ ブ 8.1.122.0
リッジの詳細を表示します

WLAN のセキュリティ コマンド
コマンド

説明

config wlan security wpa akm CCKM の有効化または無
cckm {enable | disable}
効化
wlan_id

本リリースでの追加
8.2.100.1

CLI での手順
SNMPv3 ユーザのデフォルト値の変更
SNMPv3 ユーザのユーザ名、認証パスワード、およびプライバシー パスワードに対するコント
ローラのデフォルト値は、「default」が使用されています。これらの標準値を使用すると、セキュ
リティ上のリスクが発生します。したがって、これらの値を変更することを強く推奨します。
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はじめる前に
SNMPv3 は時間に依存しています。コントローラの時間および時間帯を正確に設定してください。

ステップ 1

次のコマンドを入力して、このコントローラに対する SNMPv3 ユーザの最新のリストを表示します。
show snmpv3user

ステップ 2

[SNMPv3 User Name] カラムに「default」と表示されている場合は、次のコマンドを入力してこのユーザを
削除します。
config snmp v3user deleteusername
username パラメータが SNMPv3 ユーザ名です（この場合は「default」）。

ステップ 3

次のコマンドを入力して、新しい SNMPv3 ユーザを作成します。
config snmp v3user createusername {ro | rw} {none | hmacmd5 | hmacsha} {none | des | aescfb128}
auth_keyencrypt_key
値は次のとおりです。
• username は、SNMPv3 ユーザ名です。
• ro は読み取り専用モード、rw は読み書きモードです。
• none、hmacmd5、および hmacsha は、認証プロトコル オプションです。
• none、des、および aescfb128 は、プライバシー プロトコル オプションです。
• auth_key は、認証用の共有秘密キーです。
• encrypt_key は、暗号化用の共有秘密キーです。
username、auth_key、および encrypt_key の各パラメータに「default」と入力しないでください。

ステップ 4

save config コマンドを入力します。

ステップ 5

追加した SNMPv3 ユーザを有効にするために、reset system コマンドを入力して、コントローラを再起動
します。

802.11r 高速移行の設定
ステップ 1

802.11r 高速移行パラメータを有効または無効にするには、config wlan security ft {enable | disable} wlan-id
コマンドを使用します。
デフォルトで、高速移行は無効です。

ステップ 2

分散システム上の 802.11r 高速移行パラメータを有効または無効にするには、config wlan security ft over-the-ds
{enable | disable} wlan-id コマンドを使用します。
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デフォルトで、分散システム上の高速移行は無効です。
ステップ 3

事前共有キー（PSK）を使用した高速移行の認証キー管理を有効または無効にするには、config wlan security
wpa akm ft-psk {enable | disable} wlan-id コマンドを使用します。
デフォルトで、PSK を使用した認証キー管理は無効です。

ステップ 4

802.1X を使用した高速移行の認証キー管理を有効または無効にするには、config wlan security wpa akm
ft-802.1X {enable | disable} wlan-id コマンドを使用します。
デフォルトで、802.1X を使用した認証キー管理は無効です。

ステップ 5

802.11r 高速移行の再アソシエーション タイムアウトを有効または無効にするには、config wlan security ft
reassociation-timeouttimeout-in-seconds wlan-id コマンドを使用します。
有効範囲は 1 ～ 100 秒です。再アソシエーション タイムアウトのデフォルト値は 20 秒です。

ステップ 6

分散システム上の高速移行の認証キー管理を有効または無効にするには、config wlan security wpa akm ft
over-the-ds {enable | disable} wlan-id コマンドを使用します。
デフォルトで、分散システム上の高速移行の認証キー管理は無効です。

ステップ 7

クライアントの高速移行の設定を表示するには、show client detailed client-mac コマンドを使用します。

ステップ 8

WLAN の高速移行の設定を表示するには、show wlan wlan-id コマンドを使用します。

ステップ 9

高速移行イベントのデバッグを有効または無効にするには、debug ft events {enable | disable} コマンドを
使用します。

ステップ 10 高速移行のキー生成のデバッグを有効または無効にするには、debug ft keys {enable | disable} コマンドを
使用します。
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