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管理アクセス インターフェイスの設定
管理アクセス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。また、コントローラとアクセスポイン
ト（AP）間の通信にも使用されます。管理インターフェイスには、唯一常時 ping 可能な、コント
ローラのインバンド インターフェイス IP アドレスが設定されています。コントローラの Web イ
ンターフェイスにアクセスするには、ブラウザのアドレス バーに、コントローラの管理インター
フェイスの IP アドレスを入力します。
AP の場合、ポートの数に関係なく、このコントローラには、コントローラ間の全通信を制御する
管理インターフェイスが 1 つと、コントローラとアクセス ポイント間の全通信を制御する AP マ
ネージャ インターフェイスが 1 つ必要です。
以下の操作を行って、コントローラへの管理アクセスのタイプを有効または無効にします。

ステップ 1

[Management] > [Access] の順に選択します。
[Management Access] ウィンドウが表示されます。有効にした管理タイプの数が、ウィンドウの上部に表示
されます。

ステップ 2

コントローラへの管理アクセスのタイプを有効または無効にするには、ドロップダウン リストから該当す
るオプションを選択します。
• HTTP Access：HTTP アクセス モードを有効にして、Web ブラウザで http://<ip-address> を使用して
コントローラの GUI にアクセスできるようにするには、[HTTP Access] ドロップダウン リストから
[Enabled] を選択します。有効にしない場合は、[Disabled] を選択します。
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デフォルト値は [Disabled] です。
（注）
HTTP アクセス モードの接続は、セキュリティで保護されませ
ん。
• HTTPS Access：HTTPS アクセス モードを有効にして、Web ブラウザで http://ip-address を使用してコ
ントローラの GUI にアクセスできるようにするには、[HTTPS Access] ドロップダウン リストから
[Enabled] を選択します。有効にしない場合は、[Disabled] を選択します。
デフォルト値は [Enabled] です。
（注）
HTTPS アクセス モードの接続は、セキュリティで保護されま
す。
• Telnet Access：Telnet アクセス モードを有効にして、ラップトップのコマンド プロンプトを使用して
コントローラの CLI へのリモート アクセスを可能にするには、[Telnet Access] ドロップダウン リス
トから [Enabled] を選択します。有効にしない場合は、[Disabled] を選択します。
デフォルト値は [Disabled] です。
（注）
Telnet アクセス モードの接続は、セキュリティで保護されませ
ん。
• SSHv2 Access：Secure Shell バージョン 2（SSHv2）アクセス モードを有効にするには、[SSHv2 Access]
ドロップダウン リストから [Enabled] を選択します。このアクセス モードは、Telnet のセキュリティ
を強化したもので、データ暗号化およびセキュア チャネルを使用してデータを転送します。有効に
しない場合は、[Disabled] を選択します。
デフォルト値は [Enabled] です。
（注）
SSHv2 アクセス モードの接続は、セキュリティで保護されま
す。
ステップ 3

[Apply] をクリックして変更内容を保存します。

管理者アカウントの管理
コントローラのユーザ インターフェイスにログインしたり、コントローラを設定したり、設定情
報を表示したりするには、管理用（つまり管理者）ユーザ アカウントが必要です。これにより、
権限のないユーザがコントローラにアクセスしたり、コントローラを設定したりするのを防ぐこ
とができます。

管理者アカウントの追加

ステップ 1

[Management] > [Admin Accounts] の順に選択します。
[Admin Accounts] ウィンドウが表示され、Cisco Mobility Express コントローラ上のすべての管理者アカウ
ントがリストされます。コントローラ上の管理者アカウントの総数がウィンドウの上部に表示されます。
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ステップ 2

[Add New User] をクリックして、新規管理者ユーザを追加します。

ステップ 3

必要に応じて、次のパラメータを設定します。
• Account name：管理者ユーザが使用するログイン ユーザ名。管理者アカウント名は一意でなければな
りません。
• Access：管理者のアクセス権限を次のいずれかに設定します。
• Read-Only：このオプションを選択すると、読み取り専用権限を持つ管理者アカウントが作成さ
れます。管理者ユーザは、コントローラ コンフィギュレーションを表示できますが、設定を変
更することはできません。
• Read-Write：このオプションを選択すると、読み取り/書き込み権限を持つ管理者アカウントが
作成されます。管理者ユーザは、コントローラ コンフィギュレーションを表示および変更でき
ます。
• Password：次のルールに基づく管理者ユーザ アカウントのパスワードを入力します。
• パスワードは大文字と小文字が区別されます。
• パスワードは、小文字、大文字、数字、特殊文字のうち、3 つ以上の文字クラスを含んだ 8 文字
以上である必要があります。
• パスワード内で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。
• パスワードに、Cisco という語または管理者ユーザ名を使用することはできません。さらに、こ
れらの語の文字を逆順にしたもの、大文字を小文字に変更したもの、i を 1、|、または ! に置き
換えたもの、o を 0 に置き換えたもの、s を $ に置き換えたものを使用することはできません。

ステップ 4

[Apply] をクリックして変更内容を保存します。

管理者アカウントの編集

ステップ 1

[Management] > [Admin Accounts] の順に選択します。
[Admin Accounts] ページが表示され、Cisco Mobility Express コントローラ上のすべての管理者アカウント
がリストされます。コントローラ上の管理者アカウントの総数がページの上部に表示されます。

ステップ 2

編集するアカウントの横にある [Edit] アイコンをクリックします。

ステップ 3

管理者アカウント パラメータを必要に応じて変更します。これらのパラメータの詳細については、管理者
アカウントの追加, （2 ページ）を参照してください。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。
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管理者アカウントの削除

ステップ 1

[Management] > [Admin Accounts] の順に選択します。
[Admin Accounts] ウィンドウが表示され、Cisco Mobility Express コントローラ上のすべての管理者アカウ
ントがリストされます。コントローラ上の管理者アカウントの総数がページの上部に表示されます。

ステップ 2

削除するアカウントの横にある [Delete] アイコンをクリックします。

ステップ 3

確認ダイアログ ボックス内の [Ok] をクリックします。

日時の設定
Cisco Mobility Express コントローラの日時は最初、コントローラの初期設定セットアップ ウィザー
ドを実行したときに設定されます。日時は手動で入力することも、日時を設定する Network Time
Protocol（NTP）サーバを指定することもできます。

自動的に日時を設定するための NTP サーバの使用
コントローラが自動的に同期して日時を設定するための Network Time Protocol（NTP）サーバを 3
つまで指定できます。
デフォルトで 3 つの NTP サーバが自動的に作成されます。NTP サーバのデフォルトの FQDN 名
を次に示します。
• 0.ciscome.pool.ntp.org（NTP のインデックス値 1）
• 1.ciscome.pool.ntp.org（NTP のインデックス値 2）
• 2.ciscome.pool.ntp.org（NTP のインデックス値 3）
初期設定ウィザードで NTP サーバの IPv4 アドレスまたは FQDN 名を指定できます。これは NTP
インデックス 1 を持つサーバに適用されてそのデフォルトの FQDN である 0.ciscome.pool.ntp.org
を上書きします。NTP サーバの編集の詳細については、[Management] > [Time] に進みます。

NTP サーバの追加と編集
コントローラが自動的に日時を設定するための Network Time Protocol（NTP）サーバを 3 つまで指
定できます。

ステップ 1

[Management] > [Time] の順に選択します。
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[Time Settings] ウィンドウが表示され、設定されているタイム ゾーンがページ上部に表示されます。現在
の日時が [Set Time Manually] フィールドに表示されます。既存の NTP サーバがある場合、[NTP Index] 値
の順に表示されます。
ステップ 2

[NTP Polling Interval] フィールドに、ポーリング間隔（秒単位）を指定します。既存の NTP サーバを編集
するには、その隣の [Edit] アイコンをクリックします。

ステップ 3

NTP サーバの次の値を追加、編集できます。
• NTP Index ：NTP サーバのプライオリティを設定するために、NTP のインデックス値を指定します。
NTP のインデックス値は、プライオリティが高いものから順に 1 から 3 まで設定できます。コント
ローラは、最初にプライオリティが最も高いものから、指定されたポーリング間隔の時間の終わりま
で NTP サーバと同期を試みます。同期が完了すると、コントローラは続けて残りの NTP サーバとの
同期を試みます。同期が失敗した場合、コントローラは次の NTP サーバとの同期を試みます。
• NTP Server ：NTP サーバの IPv4 アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。FQDN
を指定すると、DNS ルックアップが実行されます。ルックアップに失敗すると、エラーのログが
syslog サーバに記録されます。コントローラは、NTP の設定を変更するかまたは有効な FQDN を指
定するまでこの FQDN の解決を継続し、エラーがログに記録されます。

ステップ 4

[Apply] をクリックします。

NTP サーバの削除と無効化
NTP サーバを削除するには、[Management] > [Time] の順に選択します。表示される [Time Settings]
ページで、削除する NTP サーバの隣の [Delete] アイコンをクリックします。確認ダイアログで
[OK] をクリックし、次に [Apply] をクリックします。
NTP サーバによる日時の設定を無効にするには、上記の手順に従って、すべての設定済み NTP
サーバを削除する必要があります。

日時の手動設定

ステップ 1

[Management] > [Time] の順に選択します。
[Time Settings] ウィンドウが表示され、設定されているタイム ゾーンがページ上部に表示されます。現在
の日時が [Set Time Manually] フィールドに表示されます。
（注）
これらのフィールドは、[NTP State] が [Enable] に設定されている場合は編集できませ
ん。

ステップ 2

[NTP State] ドロップダウン リストから [Disable] を選択します。

ステップ 3

[Time Zone] ドロップダウン リストからローカル タイム ゾーンを選択します。
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Daylight Saving Time（DST; 夏時間）を使用する時間帯を選択すると、DST の発生時の時間変更を反映し
てコントローラが自動的にそのシステム クロックを設定します。米国では、DST は 3 月の第 2 日曜日か
ら始まり、11 月の第 1 日曜日で終わります。
ステップ 4

[Set Time Automatically from Current Location] チェックボックスをオンにして、指定したタイム ゾーンに基
づいて時刻を設定します。

ステップ 5

[Set Time Manually] フィールドで次の操作を行います。
• カレンダー アイコンをクリックし、月、日、年を選択します。
• 時計アイコンをクリックし、時刻（時と分）を指定します。

ステップ 6

[Apply] をクリックします。

Cisco Mobility Express ソフトウェアの更新
以下の操作を行って、Cisco Mobility Express コントローラの現在のソフトウェア バージョンを表
示します。
• Web インターフェイスの右上隅にある歯車アイコンをクリックしてから、[System Information]
をクリックします。
• [Management] > [Software Update] の順に選択します。
これにより [Software Update] ウィンドウが表示され、その上部に現在のソフトウェアのバー
ジョン番号が表示されます。
コントローラの Web インターフェイスを使用して Cisco Mobility Express コントローラ ソフトウェ
アを更新できます。これにより Cisco Mobility Express コントローラの現在の設定が削除されるこ
とはありません。
ソフトウェアを更新すると、内部コントローラ ソフトウェアが更新されるだけでなく、関連付け
られているすべての AP 上の AP ソフトウェアも更新されます。AP 上の Cisco Mobility Express AP
ソフトウェアのバージョンが古い場合、ソフトウェア アップグレード後にマスター AP に join す
ると、Cisco Mobility Express AP ソフトウェアが自動的にアップグレードされて、最新のソフト
ウェアになります。これは、ソフトウェアのアップデート プロセス中に、コントローラに関連付
けられているすべての Cisco Mobility Express サポート対象 AP 用の最新の Cisco Mobility Express ソ
フトウェアもダウンロードされるためです。コントローラに join する AP が、Cisco Mobility Express
ソフトウェアのバージョンとマスター AP 上のバージョンを比較し、不一致が検出されると、新
しい AP がソフトウェアのアップグレードを要求します。マスター AP が、TFTP サーバまたは
HTTP パスから新しい AP への新しいソフトウェアの転送を支援します。
アップグレードが必要な Cisco Mobility Express ネットワークへ TFTP サーバから Cisco Mobility
Express ソフトウェア イメージの新バージョンをダウンロードするには、AP ごとに約 5 分程度か
かります。ソフトウェアのダウンロードはバックグラウンドで実行されるため、ネットワークに
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は影響がありません。ソフトウェア アップデートがネットワークのパフォーマンスに影響しない
ようにするため、アップグレードは自動的に順次実行されます。

（注）

5 つまでのアクセス ポイントのソフトウェアを同時に更新できます。

TFTP サーバを準備するためのガイドライン
Cisco Mobility Express ソフトウェア ファイルをホストするために TFTP サーバを準備するときに
は、次のガイドラインに従ってください。
• TFTP サーバが 32 MB より大きいサイズのファイルに対して拡張 TFTP をサポートすること
を確認します。このサイズのファイルをサポートする TFTP サーバには、tftpd32 や Cisco Prime
Infrastructure 内の TFTP サーバがあります。
• コントローラ ソフトウェアをダウンロードするときに TFTP サーバでこのサイズのファイル
がサポートされていないと、次のエラー メッセージが表示されます。
「TFTP failure while storing in flash.」
• ディストリビューション システム ネットワーク ポートを経由してアップグレードする場合、
ディストリビューション システム ポートはルーティング可能であるため、TFTP サーバは同
じサブネット上にあっても、別のサブネット上にあってもかまいません。

（注）

TFTP サーバに Cisco Mobility Express コントローラと同じ Cisco Mobility Express ソフトウェア
バンドルまたは最新のソフトウェア バンドルが常に存在することを確認します。

ソフトウェア アップデートの実行
はじめる前に
• ソフトウェア アップデートに TFTP または HTTP を使用しているかどうかを判断します。
ネットワークが、（ap1g4 イメージをサポートする）アクセス ポイントの 1850、1830、また
は両方のモデルで構成されている場合、TFTP または HTTP を介してアップデートを実行で
きます。ネットワークに他のサポートされている AP がある場合、更新には TFTP のみ使用
できます。
• ソフトウェア アップデートに TFTP サーバを使用している場合、TFTP サーバが設定済みで
アクセス可能である必要があります。TFTP サーバを準備するためのガイドライン, （7 ペー
ジ）を参照してください。
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• Cisco.com および TFTP サーバにアクセスできるコンピュータを利用可能にしておきます。

ステップ 1

以下のステップに従って、コントローラ ソフトウェアのイメージを入手します。
a) コンピュータを使用して、[Cisco Download Software] ページ（URL：http://www.cisco.com/cisco/software/
navigator.html）にアクセスします。
b) AP モデルに移動し、[Mobility Express Software] をクリックすると、現在使用可能なソフトウェアのリ
ストが最新リリースから順に表示されます。
c) ソフトウェア リリース番号を選択します。
d) ファイル名をクリックします。
e) [Download] をクリックします。
f) シスコのエンド ユーザ ソフトウェアのライセンス契約を読み、[Agree] をクリックします。
g) ファイルをコンピュータのハード ドライブに保存します。
h) コンピュータのハード ドライブからファイルをコピーし、TFTP サーバ上のデフォルト ディレクトリ
に解凍します。

ステップ 2

Cisco Mobility Express コントローラの Web インターフェイスから [Management] > [Software Update] の順に
選択します。
[Software Update] ウィンドウが表示され、現在のソフトウェアのバージョン番号が表示されます。

ステップ 3

[Transfer Mode] ドロップダウン リストで、必要に応じて TFTP または HTTP を選択します。

ステップ 4

転送モードとして [TFTP] を選択した場合は次の手順を行います。
a) [IP Address (Ipv4)] フィールドに、TFTP サーバの IP アドレスを入力します。
b) [File Path] フィールドに、ソフトウェア ファイルの TFTP サーバ ディレクトリのパスとファイル名を入
力します。

ステップ 5

次に転送モードとして [HTTP] を選択した場合は、[File Path] フィールドの隣の [Browse] ボタンをクリッ
クし、ソフトウェア ファイルを参照して選択します。
ソフトウェア ファイルの名前は [File Path] フィールドに表示されます。

ステップ 6

[Apply] をクリックして、指定したパラメータを保存します。
これらのパラメータは、今後変更しない限り、保存されたままになります。次回のソフトウェア アップ
デート時に、これらのパラメータを再度入力する必要はありません。

ステップ 7

更新を即時に実行するか、後から実行するようにスケジュールします。
• 更新をただちに実行するには、[Update Now] をクリックし、確認ダイアログで [OK] をクリックしま
す。
ページ トップのセクションに、ダウンロードのステータスが表示されます。このプロセスの実行中
に、コントローラまたは AP の電源を手動で切ったり、リセットしたりしないでください。電源を
切ったり、リセットしたりすると、ソフトウェア イメージが破損する場合があります。
ページの [Preimage Download Status] セクションに、ネットワーク内の AP にダウンロードされるプリ
イメージのステータスが表示されます。
プリイメージのダウンロードが完了したら、[Reboot] をクリックしてコントローラを再起動します。
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• 更新を後から実行するには、[Set Reboot Time] フィールドに現在の日付から 5 日間以内の日時を指定
してから、[Schedule Later] をクリックします。プリイメージ ダウンロードが完了すると、コントロー
ラは自動的に再起動します。
プリイメージ ダウンロード機能の詳細については、アクセス ポイントへのイメージのプレダウンロード
を参照してください。
ステップ 8

コントローラにログインし、[Software Update] ウィンドウでコントローラ ソフトウェアのバージョンを確
認します。
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