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使用する前に

•

Cisco Prime Infrastructure の概要

•

ライセンスの追加

•

Prime Infrastructure へのデバイスの追加

•

デバイスのグループ化

•

ネットワーク モニタリングの設定

•

ユーザ設定の変更

CHAPTER

1

Cisco Prime Infrastructure の概要
Cisco Prime Infrastructure は、1 つのグラフィカル インターフェイスからネットワーク インフラ
ストラクチャ全体のライフサイクルを管理できる、ネットワーク管理ツールです。Prime
Infrastructure は、ネットワーク管理者に、有線デバイスとワイヤレス デバイス両方のプロビジョ
ニング、モニタリング、最適化、トラブルシューティングを行うための単一ソリューションを提
供します。堅牢なグラフィカル インターフェイスを使用することで、デバイスの導入と操作を簡
略化し、コスト効率を上げることができます。

Prime Infrastructureマニュアルの構成
Prime Infrastructure の Web インターフェイスはライフサイクル ワークフローで構成され、表 1-1
に示すようなハイレベルのタスク エリアがあります。このマニュアルでは、同じ一般組織に従い
ます。

注意

表 1-1

サードパーティ製のブラウザ拡張機能を有効にしないことを強くお勧めします。Internet
Explorer では、[ツール（Tools）] > [インターネット オプション（Internet Options）] を選択して、[詳
細設定（Advanced）] タブで [サード パーティ製のブラウザー拡張を有効にする（Enable third-party
browser extensions）] チェックボックスを選択解除することで、サードパーティのブラウザ拡張を
無効にできます。

Prime Infrastructure のタスク エリア

タスク エリア

説明

使用者

ダッシュボード デバイス、パフォーマンス情報、およびさまざまなインシデ
（Dashboard）
ントをすばやく確認できるダッシュボードが表示されま
す。詳細については、フィルタを参照してください。
モニタ
（Monitor）

ネットワーク オペレータおよび
ネットワーク エンジニア

日単位でネットワークをモニタし、ネットワーク デバイス ネットワーク エンジニア、設計者、
インベントリと設定管理に関連する他の毎日の操作または およびアーキテクト
臨時の操作を実行します。[モニタ（Monitor）] タブには、毎日
のモニタリング、トラブルシューティング、メンテナンス、
および操作に必要なダッシュボードとツールが含まれてい
ます。
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Prime Infrastructureマニュアルの構成

表 1-1

Prime Infrastructure のタスク エリア（続き）

タスク エリア

説明

使用者

設定
設計機能またはデバイス パターン、あるいはテンプレート。 ネットワーク エンジニア、設計者、
（Configuration） [設計（Design）] エリアでは、設定テンプレートなど、再利用 およびアーキテクト
可能な設計パターンを作成できます。事前定義されたテン
プレートを使用することも、独自のテンプレートを作成す
ることもできます。パターンとテンプレートはライフサイ
クルの展開段階で使用されます。また、プラグ アンド プレ
イ プロファイルとモビリティ サービスを設計することも
できます。
インベントリ
（Inventory）
マップ（Maps）

デバイスの追加、ディスカバリの実行、ソフトウェア イメー ネットワーク エンジニア、NOC オペ
ジの管理、デバイス アーカイブの設定、デバイスでの設定変 レータ、サービス オペレータ
更の監査など、すべてのデバイス管理操作を実行します。
ネットワーク トポロジおよびワイヤレス マップを表示し
ます。

ネットワーク エンジニア、NOC オペ
レータ、サービス オペレータ

サービス
（Services）

モビリティ サービス、Application Visibility and Control サー ネットワーク エンジニア、NOC オペ
ビス、および IWAN 機能にアクセスします。
レータ、サービス オペレータ

レポート
（Report）

レポートの作成、保存したレポート テンプレートの表示、ス ネットワーク エンジニア、NOC オペ
ケジュール設定されたレポートの実行を行います。
レータ、サービス オペレータ

管理
システム コンフィギュレーションの設定とデータ収集の設 ネットワーク エンジニア
（Administration） 定を指定し、アクセス コントロールを管理します。ジョブの
表示と承認、ヘルス ルールの指定、およびライセンス管理を
行うことができます。また、ソフトウェア アップデートの実
行とハイ アベイラビリティの設定を行うこともできます。
関連項目
•

Prime Infrastructure のユーザ インターフェイスについて
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ライセンスの追加
ネットワークの管理に必要な Cisco Prime Infrastructure の機能にアクセスするには、ライセンス
を購入する必要があります。また、各ライセンスは、これらの機能を使用して管理できるデバイ
スの数を制御します。
基本ライセンスおよび、決まった数のデバイスを管理するためのそれぞれの Prime Infrastructure
機能へのフル アクセスを取得するために対応する機能ライセンス（保証やライフサイクルのラ
イセンスなど）が必要です。
初めて Prime Infrastructure をインストールする場合は、デフォルトで使用できる組み込みの評価
ライセンスを使用して、ライフサイクル、保証、コレクタ、およびデータセンターの機能にアクセ
スできます。デフォルトの評価の制限事項は次のとおりです。
•

ライフサイクルおよび保証のライセンスは、100 台のデバイスで 60 日間有効です。

•

コレクタ ライセンスは、毎秒 20,000 Netflow で 60 日間有効です。

•

データセンター ライセンスは、10 台のデバイスで 60 日間有効です。

データセンター ハイパーバイザ ライセンスは、Prime Infrastructure バージョン 3.0 に導入され
ています。このライセンスは、デフォルトでは使用できず、V-center デバイス（ホスト）を管理す
るために明示的に追加されます。V-center デバイスは、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管
理（Device Management）] > [コンピューティング デバイス（Compute Devices）] > [Discovery ソー
ス（Discovery Sources）] で追加されます。[管理（Administration）] > [ライセンスおよびソフト
ウェア アップデート（Licenses and Software Updates）] > [ライセンス（Licenses）] > [ファイル
（Files）] > [ライセンスファイル（License Files）] に追加されたデータセンター ハイパーバイザ
ライセンスによって、ホストの数が自動的に管理されます。
Prime Infrastructure のライセンスの種類と注文方法については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0
Ordering and Licensing Guide』を参照してください。
ライセンスの管理、ライセンス問題のトラブルシューティング、ライセンスの詳細の確認に関す
る詳細、および他のライセンスの種類については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Administrator
Guide』を参照してください。

機能にアクセスするためのライセンスの追加
ライセンスは、ネットワークの管理に必要な Prime Infrastructure の機能にアクセスするために購
入します。各ライセンスは、ユーザがそれらの機能を使用して管理できるデバイスの数や
NetFlow が有効になっているデバイスの数の制御も行います。
新しいライセンスを追加するには、次の手順を実行します。
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機能にアクセスするためのライセンスの追加

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ライセンスとソフトウェア アップデート（Licenses and Software
Updates）] > [ライセンス（Licenses）] の順に選択します。

ステップ 2

[ファイル（Files）] をクリックし、[ライセンス ファイル（License Files）] をクリックします。

ステップ 3

必要なデバイス制限を適用して注文したライセンスを選択し、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

ライセンス ファイルの場所を参照し、[OK] をクリックします。

ライセンスの管理、ライセンスの削除、ライセンス問題のトラブルシューティング、およびライ
センスの詳細の確認に関する詳細については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Administrator
Guide』を参照してください。
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Prime Infrastructure へのデバイスの追加
デバイスの追加方法
次の方法のいずれかを使用して、デバイスを Cisco Prime Infrastructure に追加できます。
•

自動プロセスを使用する：
「ディスカバリを使用したデバイスの追加」を参照してください。

•

CSV ファイルからデバイスをインポートする：
「他のソースからのデバイスのインポート」
を参照してください。

•

IP アドレスおよびデバイス クレデンシャル情報を入力してデバイスを手動で追加する：
「デ
バイスの手動追加」を参照してください。

ディスカバリを使用したデバイスの追加
ディスカバリを実行すると、Prime Infrastructure はデバイスを検出し、アクセスを取得した後、デ
バイスのインベントリ データを収集します。最初に Prime Infrastructure を起動する際は、ディス
カバリを実行することを推奨します。
Prime Infrastructure は SNMP ポーリングを使用して、指定した IP アドレスの範囲内でネット
ワーク デバイスに関する情報を収集します。ネットワーク デバイスで CDP を有効にしている場
合、Prime Infrastructure は指定したシード デバイスを使用して、ネットワーク上のデバイスを検
出します。
デバイスは次の方法で検出できます。
•

ディスカバリ設定の構成：この方法は、設定を指定し、次回同じ設定を使用してディスカバリ
を再実行する場合に推奨されます。ディスカバリの実行を参照してください。

•

クイック ディスカバリの実行：クイック ディスカバリは、ネットワークをただちに ping ス
イープし、SNMP ポーリングを使用してデバイスの詳細を取得します。クイック ディスカバ
リの実行を参照してください。
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ディスカバリ プロセスについて
Prime Infrastructure は、ディスカバリ プロセス中に次の手順を実行します。
1.

ICMP ping を使用して、各デバイスが到達可能かどうかを確認します。Prime Infrastructure が
デバイスに到達できない場合は、デバイスの到達可能性ステータスが [到達不能
（Unreachable）] となります。

2.

SNMP クレデンシャルを確認します。デバイスが ICMP で到達できるが、SNMP クレデンシャ
ルが無効な場合は、デバイスの到達可能性ステータスが [ping 到達可能（Ping Reachable）] と
なります。
デバイスが ICMP および SNMP の両方で到達できる場合は、デバイスの到達可能性ステータ
スが [到達可能（Reachable）] となります。

3.

Telnet および SSH のクレデンシャルを確認します。

4.

Prime Infrastructure が必要な通知を受信できるように、デバイス設定を変更してトラップ レ
シーバを追加します。

5.

インベントリ収集プロセスを開始して、すべてのデバイス情報を収集します。

6.

[インベントリ（Inventory）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページにデバイス
を追加します。

ディスカバリの実行
Prime Infrastructure は IPv4 および IPv6 アドレスを含むデバイスを検出します。
ディスカバリを実行するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ディスカバリ（Discovery）]
の順に選択します。

ステップ 2 （右上隅にある）
[ディスカバリの設定（Discovery Settings）] をクリックし、[新規（New）] をクリッ

クします。
ステップ 3

表 3-1 に示すように、[プロトコルの設定（Protocol Settings）] に入力します。

ステップ 4

次のいずれかを実行します。

表 3-1

フィールド

•

[保存（Save）] をクリックしてディスカバリ設定を保存し、指定した時間にディスカバリが実
行されるようにスケジュール設定を行います。

•

[今すぐ実行（Run Now）] をクリックして、今すぐディスカバリを実行します。

ディスカバリ プロトコルの設定

説明

[プロトコルの設定（Protocol Settings）]

[ping スイープ モジュー Prime Infrastructure は、IP アドレスとサブネット マスクの指定された組み合わせから IP
ル（Ping Sweep Module）] アドレス範囲のリストを取得し、その範囲の各 IP アドレスに ping を送信し、デバイスの
到達可能性を確認します。詳細については、ping スイープのサンプルの IPv4 IP アドレス
を参照してください。
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表 3-1

ディスカバリ プロトコルの設定（続き）

フィールド

説明

[レイヤ 2 プロトコル（Layer 2 Protocols）]

[CDP モジュール（CDP
Module）]

Prime Infrastructure は新しいデバイスを検出すると、CISCO-CDP-MIB から、
cdpCacheTable にある cdpCacheAddress オブジェクトと cdpCacheAddressType MIB オブ
ジェクトを読み取ります。
1.

cdpCacheAddress MIB オブジェクトは現在のデバイスから収集されます。これで、ネ
イバー デバイス アドレスのリストが得られます。

2.

ネイバー デバイス アドレスがグローバル デバイス リストにもう存在しない場合は、
それがローカル キャッシュに追加されます。

Prime Infrastructure が隣接ルータを検出することを指定するには、[クロスルータの境界
を有効化（Enable Cross Router Boundary）] チェックボックスを選択します。
[LLDP]

CDP と同様ですが、シスコ以外のデバイスのディスカバリを許可します。

[詳細プロトコル（Advanced Protocols）]

[着信サービス一覧
（Routing Table）]

サブネットおよびネクスト ホップ ルータを検出するためにシード ルータでルーティン
グ テーブルに問い合わせて分析します。このプロセスは、既知のネットワーク リスト内
のあらゆるサブネットのルータを検出します。

[Address Resolution
ARP 検出モジュールはルーティング テーブル検出モジュール（RTDM）に依存し、RTDM
Protocol（アドレス解決プ が処理されたときのみ実行されます。この前提条件は、ARP 検出モジュールで処理される
ロトコル）]
DeviceObject の一部であるフラグに基づいて識別されます。
アクティブ ルータ（ルータ ディスカバリ アルゴリズムに従う）は RTDM が処理および識
別すべきものであるため、ARP 検出モジュールからのエントリは RTDM を通過する必要
はありません。
ARP テーブルを取り出し、エントリが RTDM によってまだ検出されていない場合、それ
らのエントリは（ルータを表すものであっても）はアクティブ ルータではなく、RTDM に
渡す必要はありません。これは、ARP 検出モジュール フラグを Processed に設定し、RTDM
フラグを Unprocessed のままにすることによって確保されます。
RTDM フラグが設定解除され ARP フラグが設定された状態のエントリを RTDM が見つ
けた場合、RTDM はそのエントリを非アクティブ ルータまたは他のデバイスとして識別
し、エントリを unprocessed のままにします。ARP 検出モジュールに対して設定された
Processed フラグに基づき、ARP 検出モジュールも、アルゴリズムに従ってそのエントリ
を無視します。
[ARP を有効化（Enable ARP）] チェックボックスがオンの場合、デバイスの MAC アドレス
はデバイス情報で更新される必要があります。アプリケーションは、アダプタでのこの情
報を DeviceInfo オブジェクトにより取得できます。デバイス MAC アドレスをスキャンす
ることにより、アプリケーションはシスコ デバイスとシスコ以外のデバイスを区別でき
ます。
デバイスからの ARP キャッシュは、CidsARPInfoCollector を使用して収集されます。デバ
イスの MAC ID は、このデータから取得されて DeviceInfo オブジェクトに設定されます。
[Border Gateway Protocol BGP 検出モジュールは BGP4-MIB の bgpPeerTable を使用してその BGP ピアを見つけま
（ボーダー ゲートウェイ す。このテーブルには、ピアの IP アドレスが格納されます。それらのアドレスは、ローカ
ル キャッシュへの手がかりとして追加されています。
プロトコル）]
[Open Shortest Path First] Open Shortest Path First（OSPF）プロトコルは、ネイバーの IP アドレスを検出するために
ospfNbrTable および ospfVirtNbrTable MIB を使用する Interior Gateway Routing Protocol
です。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

3-3

第3章

Prime Infrastructure へのデバイスの追加

ディスカバリを使用したデバイスの追加

表 3-1

ディスカバリ プロトコルの設定（続き）

フィールド

説明

[フィルタ（Filters）]

[IP フィルタ（IP Filter）]

IP アドレスに基づいてデバイスを含めるか、または除外します。たとえば、次のいずれか
の文字列を入力して、ディスカバリ中に検出されたデバイスを含めるか除外するかを指
定できます。
192.0.2.89
192.0.2.*
192.0.[16-32].89
[192-193].*.55.[16-32]

[詳細フィルタ（Advanced Filters）]

[システムロケーション
フィルタ（System
Location Filter）]

システム ロケーションに基づいてデバイスを含めるか、または除外します。

[システム オブジェクト
ID フィルタ（System
Object ID Filter）]

デバイスに設定された sysObjectID 文字列に基づいてデバイスを含めるか、または除外し
ます。

[DNS フィルタ（DNS
Filter）]

デバイスに設定されたドメイン名の文字列に基づいてデバイスを含めるか、または除外
します。

[クレデンシャルの設定（Credential Settings）]

[クレデンシャルセット
（Credential Set）]

クレデンシャル セットには、Prime Infrastructure で使用可能なすべてのクレデンシャル
プロファイルがリストされます。クレデンシャル プロファイルを IP アドレスの範囲に
関連付けることができます。デバイスは、選択されたクレデンシャル プロファイルに基
づいて検出されます。詳細については、クレデンシャル プロファイルの使用を参照して
ください。

[SNMPv2 クレデンシャ SNMP コミュニティ ストリングは、SNMPv2 を使用するネットワークでデバイスを検出
ル（SNMPv2 Credential）] するための必須パラメータです。特定の IP アドレスにマップされた複数行のクレデン
シャルを入力したり、IP アドレスをワイルドカードにすることができます（たとえば、
*.*.*.*、10.1.1.*）。SNMP クレデンシャルを指定しない場合は、ディスカバリ設定の保存も
使用もできません。
[SNMPv3 クレデンシャ Prime Infrastructure はデバイスの SNMPv3 ディスカバリをサポートします。次の SNMPv3
ル（SNMPv3 Credential）] モードが指定できます。

[Telnet クレデンシャル
（Telnet Credential）]

•

[AuthPriv]：HMAC-MD5 または HMAC-SHA アルゴリズムに基づく認証を提供しま
す。CBC-DES（DES-56）および AES-128 標準に基づいて認証する以外に、DES 56 ビッ
ト暗号化を行います。

•

[AuthNoPriv]：HMAC-MD5 または HMAC-SHA アルゴリズムに基づく認証を提供し
ます。

•

[NoAuthNoPriv]：認証にユーザ名の一致を使用します。

•

[PrivType]：SNMP 認証要求を保護するのに使用されるプロトコル。

•

[PrivPassword]：SNMPv3 ユーザのプレフィックス付きプライバシー パスフレーズ。

Prime Infrastructure がデバイス設定を収集しデバイスを完全に管理できるように、ディス
カバリ中に Telnet クレデンシャルを指定できます。ディスカバリ設定で Telnet クレデン
シャルを指定しない場合、Prime Infrastructure はデバイスを検出しますが、Telnet クレデン
シャルが指定されるまで、デバイスの完全なインベントリを収集することはできません。
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表 3-1

ディスカバリ プロトコルの設定（続き）

フィールド

説明

[SSH クレデンシャル
（SSH Credential）]

SSH による完全なデバイスのサポートの場合は、1024 ビット キーによる SSHv2 を使用
する必要があります。ディスカバリの実行前に SSH を設定できます。
SSHv2 ではデバイスの設定に Web サービス管理エージェント（WSMA）を使用できるの
で、デバイス CLI と通信するためのプロトコルとして SSHv2 を選択することを推奨しま
す。
（詳細については、WSMA を使用したデバイスの設定を参照してください）。

[優先管理 IP（Preferred Management IP）
（Prime
]
Infrastructure がデバイスの優先管理アドレスの検索を試行する仕組み）

[ループバック IP の使用 Prime Infrastructure は、ループバック インターフェイスから優先管理 IP アドレスを使用
（Use Loopback IP）]
します。デバイスにループバック インターフェイスがない場合、Prime Infrastructure は
OSPF アルゴリズムと同様のロジックを使用して、ルータの優先管理 IP アドレスを選択
します。
[SysName の使用（Use
SysName）]

Prime Infrastructure は、デバイスの SysName の DNS ルックアップを使用してデバイスの
優先管理 IP アドレスを取得します。

[DNS 逆引き参照の使用
（Use DNS Reverse
Lookup）]

Prime Infrastructure は、デバイスの IP アドレスでリバース DNS ルックアップを実行し、
その後にフォワード DNS ルックアップを実行することで、優先管理 IP アドレスを取得
します。

ディスカバリの実行後、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネッ
トワークデバイス（Network Devices）] の順に選択します。
（注）

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス
（Network Devices）] ページで、デバイスの最後のインベントリ収集ステータスが [完了
（completed）] となっている場合、ディスカバリ ジョブが既存のデバイスを再検出すると、元のク
レデンシャルは保持され、[ディスカバリの設定（Discovery Settings）] に入力したクレデンシャル
で更新されません。ただし、ステータスが [一部収集（partial collection）] または他のステータスに
なっている場合、既存のデバイスの元のクレデンシャルは、[ディスカバリの設定（Discovery
Settings）] にあるクレデンシャルで上書きされます。
詳細については、ネットワーク デバイスのモニタリングを参照してください。

ping スイープのサンプルの IPv4 IP アドレス
表 3-2

ping スイープのサンプルの IPv4 シード IP アドレス

サブネット範囲

ビット数

IP アドレス
の数

サンプルのシー 開始 IP アドレ
ド IP アドレス ス

終了 IP アドレス

255.255.240.0

20

4094

10.104.62.11

10.104.48.1

10.104.63.254

255.255.248.0

21

2046

10.104.62.11

10.104.56.1

10.104.63.254

255.255.252.0

22

1022

10.104.62.11

10.104.60.1

10.104.63.254

255.255.254.0

23

510

10.104.62.11

10.104.62.1

10.104.63.254

255.255.255.0

24

254

10.104.62.11

10.104.62.1

10.104.62.254

255.255.255.128

25

126

10.104.62.11

10.104.62.1

10.104.62.126
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表 3-2

ping スイープのサンプルの IPv4 シード IP アドレス（続き）

サブネット範囲

ビット数

IP アドレス
の数

サンプルのシー 開始 IP アドレ
ド IP アドレス ス

終了 IP アドレス

255.255.255.192

26

62

10.104.62.11

10.104.62.1

10.104.62.62

255.255.255.224

27

30

10.104.62.11

10.104.62.1

10.104.62.30

255.255.255.240

28

14

10.104.62.11

10.104.62.1

10.104.62.14

255.255.255.248

29

6

10.104.62.11

10.104.62.9

10.104.62.14

255.255.255.252

30

2

10.104.62.11

10.104.62.9

10.104.62.10

255.255.255.254

31

0

10.104.62.11

255.255.255.255

32

1

10.104.62.11

10.104.62.11

10.104.62.11

クイック ディスカバリの実行
設定を指定および保存しないでディスカバリをすぐに実行したい場合は、クイック ディスカバ
リを使用できます。
[サービス（Services）] > [ネットワークサービス（Network Services）] > [ゲストユーザ（Guest
Users）] の順に選択して、Prime Infrastructure によって検出されたゲスト ユーザを表示できま
す。検出後のゲスト ユーザ アカウントの正しいライフタイムを確認するには、デバイスに正し
い時間設定が指定されていることを確認します。
クイック ディスカバリを実行するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ディスカバリ（Discovery）]
の順に選択します。

ステップ 2

ページ右上の [クイックディスカバリ（Quick Discovery）] をクリックします。

ステップ 3

必要なフィールドに入力し、[今すぐ実行（Run Now）] をクリックします。

ディスカバリの確認
ディスカバリが完了したら、プロセスが正常に完了したことを確認できます。
ディスカバリの成功を確認するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ディスカバリ（Discovery）]
の順に選択します。

ステップ 2

詳細を表示するディスカバリ ジョブを選択します。

ステップ 3

左側のナビゲーション ペインから [ユーザのジョブ（User Jobs）] > [ディスカバリ（Discovery）] の
順に選択し、特定のジョブを選択します。

ステップ 4

[ジョブインスタンスのディスカバリ（Discovery Job Instances）] の下で、矢印を展開して、検出さ
れたデバイスの詳細を表示します。
デバイスが見つからない場合は、次を行います。
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•

ディスカバリ設定を変えてから、ディスカバリを再実行します。ディスカバリ設定の詳細に
ついては、表 3-1 を参照してください。

•

デバイスを手動で追加します。詳細については、デバイスの手動追加を参照してください。

他のソースからのデバイスのインポート
デバイスのインポート元となる管理システムが他にある場合、またはすべてのデバイスとその
属性がリストされたスプレッドシートをインポートする場合は、次の手順に示すように、デバイ
ス情報を Prime Infrastructure に追加できます。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] の順に選択し、[一括インポート（Bulk Import）] をクリックします。

ステップ 2

[操作（Operation）] ドロップダウン リストから、[デバイス（Device）] を選択します。

ステップ 3

[CSV ファイルの選択（Select CSV File）] で、インポートするデバイスを含む CSV ファイルを入
力するか、またはそのファイルを参照します。

ステップ 4

リンクをクリックして、インポートされるファイルに入れる必要のある情報のすべてのフィール
ドと説明が格納された、サンプル ファイルをダウンロードします。図 3-1 を参照してください。
図 3-1

デバイスまたはサイトをインポートするためのサンプル テンプレートのダウンロード

「デバイスをインポートするための CSV ファイルの要件」で説明するように、必要な情報が CSV
ファイルに格納されていることを確認します。
インポートする CSV ファイルに UDF パラメータが含まれている場合は、デバイスをインポート
する前に [管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [インベ
ントリ（Inventory）] > [ユーザ定義フィールド（User Defined Fields）] の順に選択して、UDF が設定
されていることを確認します。CSV ファイル内の [UDF] 列は、サンプルの CSV テンプレートで
示すように、UDF: から始まる必要があります。
ステップ 5

[インポート（Import）] をクリックします。
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ステップ 6

[管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブダッシュボード（Job
Dashboard）] > [ユーザジョブ（User Jobs）] > [インポート（Import）] の順に選択して、インポートの
ステータスを確認します。

ステップ 7

矢印をクリックして、ジョブの詳細を展開し、インポート ジョブの詳細と履歴を表示します。

デバイスをインポートするための CSV ファイルの要件
CSV ファイルを使用してデバイスまたはサイトを別のソースから Prime Infrastructure にイン
ポートする場合は、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネット
ワークデバイス（Network Devices）] の順に選択して [一括インポート（Bulk Import）] をクリック
することで、サンプルのテンプレートをダウンロードできます。サンプル テンプレートをダウン
ロードするには、図 3-1 に示すリンクをクリックします。
デバイスまたはサイトをインポートするためのサンプルの CSV テンプレートをダウンロード
する場合、Prime Infrastructure がデバイスを管理できる範囲は、CSV ファイルに提供した情報に
よって決まります。CLI ユーザ名、パスワード、およびイネーブル パスワードの値を指定しない
場合、Prime Infrastructure の機能が制限され、デバイス設定の変更、デバイス ソフトウェア イメー
ジの更新、および他の重要な機能の実行を行うことができません。CSV ファイルでクレデンシャ
ル プロファイルを指定し、クレデンシャルをデバイスのセットに適用できます。CSV ファイル
でクレデンシャル プロファイルを指定し、さらに値を手動で入力した場合は、手動で入力された
クレデンシャルが最優先され、デバイスは手動で入力されたクレデンシャルとクレデンシャル
プロファイルの組み合わせに基づいて管理されます。たとえば、手動で入力された SNMP クレデ
ンシャルに加えて、CSV ファイルに SNMP および Telnet のクレデンシャルを含むクレデンシャ
ル プロファイルが含まれている場合、デバイスは手動で入力された SNMP クレデンシャルと、ク
レデンシャル プロファイル内の Telnet クレデンシャルに基づいて管理されます。
•

Prime Infrastructure の部分的なインベントリ収集の場合は、CSV ファイルに次の値を指定す
る必要があります。
– デバイスの IP アドレス
（Device IP Address）
– SNMP バージョン
（SNMP version）
– SNMP 読み取り専用コミュニティ ストリング
（SNMP read-only community strings）
– SNMP 書き込みコミュニティ ストリング
（SNMP write community strings）
– SNMP 再試行値(SNMP write community strings)
– SNMP タイムアウト値
（SNMP timeout value）

•

Prime Infrastructure の完全なインベントリ収集では、CSV ファイルに以下の値を提供する必
要があります。
– デバイスの IP アドレス
（Device IP Address）
– SNMP バージョン
（SNMP version）
– SNMP 読み取り専用コミュニティ ストリング
（SNMP read-only community strings）
– SNMP 書き込みコミュニティ ストリング
（SNMP write community strings）
– SNMP 再試行値(SNMP write community strings)
– SNMP タイムアウト値
（SNMP timeout value）
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3-8

OL-32122-01-J

第3章

Prime Infrastructure へのデバイスの追加
デバイスの手動追加

– プロトコル
（Protocol）

また、指定したプロトコルに対応するフィールドにも値を入力する必要があります。た
とえば、SNMPv3 を指定した場合、SNMPv3 のユーザ名や認証パスワードなど、サンプル
の CSV ファイルの SNMPv3 フィールドに値を指定する必要があります。
– CLI ユーザ名
（CLI username）
– CLI パスワード
（CLI password）
– CLI イネーブル パスワード
（CLI enable password）
– CLI タイムアウト値
（CLI timeout value）

デバイスの手動追加
デバイスの手動による追加は、単一のデバイスを追加する際に便利です。ネットワーク内のすべ
てのデバイスを追加する場合は、ディスカバリを実行する（「ディスカバリの実行」を参照）か、ま
たは CSV ファイルからデバイスをインポートする（「他のソースからのデバイスのインポート」
を参照）ことを推奨します。
プロファイルが含まれる [統合基盤（Converged）] ビューにデバイスを追加した後で、
（クレデン
シャル プロファイルに関連付けられている）デバイスを [クラシック（Classic）] ビューで編集す
ると、デバイスのクレデンシャル プロファイルの関連付けが削除されます。
デバイスを手動で追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

[デバイスの追加（Add Device）] をクリックします。

ステップ 3

必要なフィールドに入力します。

ステップ 4

[ライセンスレベル（License Level）] フィールドでは、以下のように選択します。
•

すべてのデバイス情報を収集し、Prime Infrastructure にデバイスを管理させる場合は [フル
（Full）]。管理対象デバイスは、Prime Infrastructure ライセンスの管理対象デバイスの数に対し
てカウントされます。デフォルトでは [フル（Full）] が選択されています。

•

部分的なデバイス情報（ホスト名、デバイス名、デバイス タイプ、到達可能性ステータス）を収
集し、AP がワイヤレス マップで WLC にどのように接続されているかを Prime Infrastructure
で表示できるようにする場合は [スイッチポートトレースのみ（Switch Port Trace Only）]。[ス
イッチポートトレースのみ（Switch Port Trace Only）] に選択されたデバイスは、Prime
Infrastructure ライセンスの管理対象デバイスの数に対してカウントされません。[スイッチ
ポートトレースのみ（Switch Port Trace Only）] として指定したデバイスではデバイス管理操作
を実行できません。

IPSec の有効化については、
「デバイスを追加する場合の IPSec 通信の有効化」
を参照してください。
ステップ 5 （任意）
デバイスを追加する前にデバイス クレデンシャルを確認するには、[クレデンシャルの確

認（Verify Credentials）] をクリックします。
（注）

Prime Infrastructure は、NAM デバイスのみに対して HTTP クレデンシャルの検証サポー
トを提供します。
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ステップ 6

[追加（Add）] をクリックして、指定した設定でデバイスを追加します。
（注）

ユーザ定義フィールド（UDF）パラメータは、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] >
[システム設定（System Settings）] > [インベントリ（Inventory）] > [ユーザ定義フィールド
（User Defined Fields）] で追加した場合にのみ使用可能です。UDF フィールド パラメー
タには、特殊文字 : ; および # を使用しないでください。

デバイスを追加する場合の IPSec 通信の有効化
ネットワーク デバイスと Prime Infrastructure サーバ間のワイヤレス管理トラフィックを保護す
るために IPSec トンネリングを使用することを推奨します。管理システムと管理対象デバイス間
で IPSec を使用するとセキュリティ レイヤが追加されます。
Prime Infrastructure へのデバイスの追加時に IPSec を有効化するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

[デバイスの追加（Add Device）] をクリックします。

ステップ 3

必要なフィールドに入力します。

ステップ 4

[IPSec パラメータ（IPSec Parameters）] で [IPSec 通信の有効化（Enable IPSec Communication）] を
クリックし、必要なフィールドに値を入力します。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックして、指定した設定でデバイスを追加します。

ワイヤレス デバイスの追加について
ワイヤレス デバイスを Prime Infrastructure に追加する場合は、次の点に注意してください。
•

システムからコントローラが削除されると、関連付けられているアクセス ポイントを削除
する必要があるかどうかを確認する警告メッセージが表示されます。

•

パケットを複数のフラグメントに分割し、IPSec を利用して GRE リンクを越える、または小
さい MTU のリンクを越えて Prime Infrastructure にコントローラを追加する場合は、Get PDU
あたりの最大変数バインド数および Set PDU あたりの最大変数バインド数の調整が必要な
場合があります。設定されている値が高すぎる場合は、コントローラは Prime Infrastructure
に追加されない場合があります。
Get PDU あたりの最大変数バインド数または Set PDU あたりの最大変数バインド数を調整
するには、Prime Infrastructure を停止し、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システ
ム設定（System Settings）] > [ネットワークデバイス（Network and Device）] > [SNMP] の順に選
択して、[Get PDU あたりの最大変数バインド数（Maximum VarBinds per Get PDU）] および
[Set PDU あたりの最大変数バインド数（Maximum VarBinds per Set PDU）] の値を 50 以下に編
集します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

3-10

OL-32122-01-J

第3章

Prime Infrastructure へのデバイスの追加
デバイスが正常に追加されたことの確認

•

エラー メッセージ「スパース テーブルはサポートされていません（Sparse table not
supported）」が表示された場合は、Prime Infrastructure と WLC のバージョンに互換性がある
かどうかを確認して再試行します。バージョンの互換性の詳細については、次の URL を参照
してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5500/tech_notes/Wireless_Software_Compa
tibility_Matrix.html

•

コントローラが Prime Infrastructure に追加されると、Prime Infrastructure は TRAP レシーバと
して動作し、802.11 ディスアソシエーション、802.11 認証解除、および 802.11 認証のトラッ
プがコントローラで有効になります。

•

[インベントリ（Inventory）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [すべてのデバイス
（All Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controllers）] ページで、複数のコントロー
ラのクレデンシャルを一括で更新するには、更新するコントローラを選択し、[編集（Edit）] を
クリックします。クレデンシャル プロファイルを選択し、[更新（Update）] または [更新&同期
（Update & Sync）] をクリックします。

•

また、CSV ファイルを選択することで、複数のコントローラのクレデンシャルを一括で更新
することもできます。コントローラを選択し、[一括インポート（Bulk Import）] をクリックし
ます。更新するコントローラのリストが含まれている CSV ファイルを参照します（1 行につ
き 1 個のコントローラ）。各行には、コントローラの属性がカンマ区切りでリストします。

•

コントローラが追加されると、コントローラの [到達性（Reachability）] は [不明（Unknown）]
となりますが、Prime Infrastructure は追加したコントローラとの通信を試行します。コント
ローラとの通信に成功すると、コントローラの [到達性（Reachability）] は [到達可能
（Reachable）] または [ping 到達可能（Ping Reachable）] に変わります。

デバイスが正常に追加されたことの確認
デバイス情報を収集した後、Prime Infrastructure はデバイスの設定とソフトウェア イメージを収
集して表示します。[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネット
ワークデバイス（Network Devices）] の順に選択して以下を行うことにより、デバイスが正常に
Prime Infrastructure に追加されたことを確認できます。
•

追加したドライバがリストに表示されることを確認します。Prime Infrastructure がデバイス
から収集したデバイス設定とソフトウェア イメージを表示するには、デバイス名をクリッ
クします。

•

[インベントリ収集ステータス（Inventory Collection Status）] フィールドの上にマウスを合わ
せ、表示されるアイコンをクリックして、デバイスから収集された情報の詳細を表示します。

•

[デバイス到達可能性ステータス（Device Reachability Status）] 列を確認します。ステータスの
説明については、表 3-3 を参照してください。HTTP/HTTPS パラメータは、NAM デバイスで
のみ検証されます。

•

[管理ステータス（Admin Status）] 列を確認します。有効な [管理ステータス（Admin Status）] 値
の説明については、表 3-4 を参照してください。

•

収集ジョブの詳細とインポート ジョブの詳細および履歴を表示するには、[管理
（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブダッシュボード（Job Dashboard）]
の順に選択します。

エラーの解決方法については、
「管理対象外デバイスのトラブルシューティング」を参照してく
ださい。
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表 3-3

デバイスの到達可能性ステータスの説明

到達可能性を示す色

説明

グリーン

Prime Infrastructure は SNMP を使用してデバイスに到達できます。

黄色

デバイスは ping を使用して到達できますが、SNMP 経由では到達できません。デバイスが
Prime Infrastructure に追加された際に、読み取りアクセスに正しい SNMP パラメータが指定
されたことを確認します。

赤

Prime Infrastructure は ping を使用してデバイスに到達できません。デバイスが動作中でネッ
トワークに接続されていることを確認します。

表 3-4

デバイスの管理ステータスの説明

管理ステータス
（Admin Status）

説明

管理対象（Managed）
管理対象外
（Unmanaged）

デバイスは SNMP を使用して正常に Prime Infrastructure に追加されました。
デバイス クレデンシャルが正しくないか、
またはライセンスによって許可されているデバイ
ス数を超過しています。
ライセンスのステータスを表示するには、
[管理（Administration）
] > [ラ
イセンス
（Licenses）] の順に選択します。
ライセンスの管理、
ライセンス問題のトラブルシュー
ティング、
およびライセンスの詳細の確認に関する詳細については、
『Cisco Prime
Infrastructure 3.0 Administrator Guide』
を参照してください。

デバイス クレデンシャルの検証
Prime Infrastructure はインベントリ プロセスの一部としてデバイス クレデンシャルを自動的に
検証します。[レポート（Reports）] > [レポート ラウンチ パッド（Report Launch Pad）] > [デバイス
（Device）] > [デバイス クレデンシャルの検証（Device Credential Verification）] の順に選択して、デ
バイス クレデンシャルの検証情報を表示できます。

デバイス パラメータの編集
[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] の順に選択して、単一のデバイスまたは複数のデバイスのデバイス パラメー
タを編集できます。
デバイス パラメータを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

単一のデバイスまたは複数のデバイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

必須パラメータを更新します。

ステップ 4

選択したすべてのデバイスのパラメータを更新する場合は [更新（Update）] をクリックし、更新
されたパラメータでデバイスを更新して同期する場合は [更新と同期（Update & Sync）] をクリッ
クします。
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デバイスの同期
Prime Infrastructure データベースをデバイスで実行中の設定と同期するために、インベントリ収
集を実行できます。
デバイスを同期するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] の順に選択します。

ステップ 2

Prime Infrastructure データベースに保存されている設定と同期する設定を持つデバイスを選択
します。

ステップ 3

[同期（Sync）] をクリックします。

NAM HTTP/HTTPS クレデンシャルの追加
ネットワークのモニタリングに Cisco ネットワーク解析モジュール（NAM）を使用している場合
は、Prime Infrastructure がそのモジュールからデータを取得できるように、HTTPS クレデンシャ
ルを追加する必要があります。これは、ほとんどの保証機能は NAM データに依存して機能する
ため、ライセンス済みの保証機能を持つユーザに対して特に重要です。
Prime Infrastructure は、HTTP（または HTTPS）を介して NAM を直接ポーリングしてデータを収
集します。このタイプのポーリングでは、Prime Infrastructure が各 NAM の HTTP クレデンシャル
を保存する必要があります。SNMP コミュニティ ストリングおよび Telnet/SSH クレデンシャル
とは異なり、ディスカバリ プロセス中に NAM HTTP クレデンシャルは入力できません。モ
ジュールが検出された後またはインベントリに追加された後に実行できるのは、NAM HTTP ク
レデンシャルを指定することだけです。
単一の NAM の HTTP クレデンシャルを追加するには、次の手順を実行します。このタスクを、
Prime Infrastructure でデータを収集するすべての NAM に繰り返すことができます。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス
（Network Devices）] > [デバイスタイプ（Device Type）] > [Cisco インターフェイスおよびモジュー
ル（Cisco Interfaces and Modules）] > [ネットワーク解析モジュール（Network Analysis Modules）] の
順に選択します。

ステップ 2

NAM の 1 つを選択して、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[デバイスの編集（Edit Device）] ウィンドウの、[HTTP パラメータ（Http Parameters）] で以下を行い
ます。

ステップ 4

•

[プロトコル（Protocol）]：HTTP プロトコルに HTTP または HTTPS を選択します。TCP ポート
は、選択したプロトコルのデフォルト ポートに自動的に変更されます。

•

[TCP ポート（TCP Port）]：デフォルトを上書きする場合は、別の TCP ポートを入力します。

•

[ユーザ名（Username）]：HTTP または HTTPS 経由で NAM にアクセスできるユーザの名前を
入力します。

•

[パスワード（Password）]：入力したユーザ名のパスワードを入力します。

•

[パスワードの確認（Confirm Password）]：確認のためにパスワードを再入力します。

[更新（Update）] を選択します。
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デバイスのエクスポート

関連項目

NAM データ収集の有効化
NAM ポーリング パラメータの定義

デバイスのエクスポート
Prime Infrastructure では、CSV ファイルとしてデバイス情報をエクスポートできます。Prime
Infrastructure はクレデンシャル プロファイルをエクスポートしません。
デバイスをエクスポートするには、次の手順に従います。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

エクスポートするデバイスを選択し、[デバイスをエクスポート（Export Device）] をクリックし
ます。

ステップ 3

エクスポートされた CSV ファイルを開くために使用される暗号化パスワードを入力します。

ステップ 4

暗号化パスワードを確認し、[エクスポート（Export）] をクリックしてデバイス情報をエクスポー
トします。

ステップ 5

ExportDevice.zip ファイルをダブルクリックし、ExportDevice.csv ファイルを開くための暗号化パ
スワードを入力します。

注意

デバイスのエクスポート CSV ファイルにはすべてのデバイス クレデンシャルが含まれており、
適切に扱う必要があります。同様に、デバイスのエクスポートを許可する権限は適切なユーザに
のみ割り当てる必要があります。

次の手順
デバイスを Prime Infrastructure に追加すると、デバイス グループとポート グループを作成して、
同様のデバイスおよびポートの管理、モニタリング、および設定を簡素化することができます。
デバイスのグループ化を参照してください。
また、以下を行うことを推奨します。
•

ネットワークに今後追加されるデバイスの計画：
「今後追加するデバイスの事前設定」を参照
してください。

•

手順をステップごとに説明したガイドを使用した、デバイスでの有線および無線機能の設
定：
「アクセス スイッチの設定に関するヘルプの利用」を参照してください。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

3-14

OL-32122-01-J

CHAPTER

4

デバイスのグループ化
Prime Infrastructure にデバイスを追加した後、デバイスを論理的にグループ化すると、管理、モニ
タリング、設定を簡素化できます。デバイスをグループ化することにより、個々のデバイスを選
択する代わりに、グループ全体に対して操作を実行できます。

デバイス タイプ別のデバイスのグループ化
類似のデバイスをグループ化することにより、管理および設定のタスクを簡素化できます。必要
に応じて、場所、デバイス タイプ、デバイス ロールなどに基づいてデバイス グループを設定でき
ます。
作成するデバイス グループは、次のいずれかのタイプになります。
•

スタティック：新しいデバイス グループを作成して名前を付けます。このグループには、[イン
ベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）
] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）] または [インベントリ（Inventory）
] > [グループ管理（Group Management）
] > [ネット
ワークデバイスグループ（Network Device Groups）
] の [グループに追加（Add to Group）
] ボタン
を使用してデバイスを追加できます。

•

ダイナミック：新しいデバイス グループを作成して名前を付け、ルールを指定します。このデ
バイス グループに追加されるデバイスは、このルールに従っている必要があります。ユーザ
はダイナミック グループにデバイスを追加しません。Prime Infrastructure によって、[インベン
トリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）] または [インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネット
ワークデバイスグループ（Network Device Groups）] から、指定ルールに一致するデバイスがダ
イナミック グループに追加されます。

•

混合：デバイスを手動で追加できる新しいデバイス グループを作成して名前を付け、デバイ
ス グループに追加されるデバイスの基準となるルールを指定します。これは、[インベントリ
（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）] または [インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネット
ワークデバイスグループ（Network Device Groups）] から実行できます。

デバイス グループを作成するには、次のステップを実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス
（Network Devices）] または [インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] >
[ネットワークデバイスグループ（Network Device Groups）] > を選択します。

ステップ 2

左側の [デバイスグループ（Device Groups）] ペインで、[ユーザ定義（User Defined）] の横にあるア
イコンの上にマウス カーソルを移動し、アイコンをクリックします。[サブグループの追加（Add
SubGroup）] をクリックします。
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ステップ 3

名前、説明、および親グループ（該当する場合）を入力します。

ステップ 4

新しいデバイス グループに対して次のいずれかを選択します。
•

[デバイスを手動で追加（Add Device Manually）]：必要に応じて、デバイスをグループに追加
します。

•

[デバイスを動的に追加（Add Device Dynamically）]：このデバイス グループに追加されるデ
バイスの基準となるルールを指定します。ユーザはダイナミック グループにデバイスを追
加しません。Prime Infrastructure によって、指定ルールに一致するデバイスがダイナミック
グループに追加されます。

ステップ 5

[プレビュー（Preview）] タブをクリックし、指定ルールに従ってグループに自動的に追加された
デバイスと手動で追加したデバイスを表示します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
作成したデバイス グループが [ユーザ定義（User Defined）] フォルダに表示されます。

関連項目
•

デバイス、ポート、およびデータセンターのグループ化
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ネットワーク モニタリングの設定
Prime Infrastructure インベントリにデバイスを追加してデバイスとポートグループを設定した
後、モニタリング テンプレートを作成し、グループ内の有線デバイスについて、デバイスの状態
（CPU、メモリ、インターフェイスの使用率など）、基本的な QoS、VPN トンネル統計情報をモニタ
します。モニタリング テンプレートを作成して適用すると、Prime Infrastructure は指定されたデ
バイスからデータを収集して処理し、ダッシュボード、ダッシュレット、およびレポートに情報
を表示します。
•

ポート グループとインターフェイスのモニタリング

•

Cisco Identity Services Engine（ISE）との統合による拡張クライアント情報の取得

•

Prime Infrastructure と Prime Insight との統合

•

パフォーマンス モニタリングに対する保証のセットアップ

ポート グループとインターフェイスのモニタリング
デバイス ポートをモニタするには、ポート グループを作成し、モニタリング情報を Prime
Infrastructure のダッシュボードに表示します。ポート グループとはインターフェイスの論理グ
ループであり、提供される機能によってデバイス ポートをモニタできます。たとえば、WAN ポー
ト用のポート グループを作成し、同じルータ上の内部分散ポート用に別のポート グループを作
成できます。
ポート グループの作成については、
「グループのタイプ」および「デバイス コンテキストまたは
グループのコンテキスト ポート グループの作成」を参照してください。
グループを作成したら、次のステップの説明に従って、それらのポートのインターフェイス ヘル
ス モニタリング ポリシーを作成できます。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー
（Monitoring Policies）] を選択します。

ステップ 2

[ポリシー（Policies）] で [自動モニタリング（Automonitoring）] を選択します。

ステップ 3

[WAN インターフェイス（WAN Interfaces）] の横にある展開アイコンをクリックします。

ステップ 4

モニタする属性（インターフェイスのアベイラビリティ、インターフェイス受信エラー、イン
ターフェイス発信エラー、入力使用率、出力使用率など）を選択し、[保存してアクティブにする
（Save and Activate）] をクリックします。

ステップ 5

[マイ ポリシー（My Policies）] をクリックします。

ステップ 6

[追加（Add）] をクリックします。
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ステップ 7

[ポリシー タイプ（Policy Types）] で [インターフェイス状況（Interface Health）] を選択します。

ステップ 8

[デバイス選択（Device Selection）] ドロップダウンリストから、[ポート グループ（Port Group）] を
選択します。

ステップ 9

[ユーザ定義（User Defined）] を選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 10

ポリシー名を入力します。

ステップ 11

必要なパラメータとしきい値を選択し、必須フィールドに入力します。

ステップ 12

[OK] をクリックします。

ステップ 13

[保存してアクティブにする（Save and Activate）] をクリックします。

ステップ 14

結果を表示するには、[ダッシュボード（Dashboards）] > [概要（Overview）] > [ネットワーク イン
ターフェイス（Network Interface）] を選択し、[上位 N 件のインターフェイス使用率（Top N
Interface Utilization）] ダッシュレットを表示します。

ステップ 15

[上位 N 件のインターフェイス使用率（Top N Interface Utilization）] ダッシュレットを編集し、以
前に作成したポート グループを追加します。

関連項目
•

WAN インターフェイス モニタリングの設定

•

グループのタイプ

•

デバイス コンテキストまたはグループのコンテキスト ポート グループの作成

WAN インターフェイス モニタリングの設定
WAN インターフェイス ポート グループを作成すると、特定のポート グループ内のあらゆる
WAN インターフェイスを効率的にモニタできます。たとえば、多数の小規模ブランチ オフィス
で低帯域幅の問題が生じている場合は、各ブランチ オフィスからの WAN インターフェイスを
すべて含むポート グループを作成し、問題についてこのポート グループをモニタします。
Prime Infrastructure には、デフォルトとして、スタティック WAN インターフェイス ポート グ
ループが用意されており、このグループにはヘルス モニタリングが自動的に展開されます。下記
の手順は、次の作業の実行方法を示しています。

ステップ 1

ステップ 2

1.

WAN インターフェイス ポート グループにインターフェイスを追加する。

2.

[サイト（Site）] ダッシュボードから WAN インターフェイスの使用率と可用性を確認する。

WAN インターフェイス ポート グループにインターフェイスを追加するには：
a.

[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ポート グループ（Port
Groups）] の順に選択します。

b.

左側のメニューで、[システム定義済み（System Defined）] > [WAN インターフェイス（WAN
Interfaces）] を選択します。

c.

デバイスを選択して、[グループに追加（Add to Group）] をクリックします。

結果を表示するには：
a.

[ダッシュボード（Dashboard）] > [概要（Overview）] >
Dashlets）] の順に選択します。

b.

次のいずれかをクリックします。

> [ダッシュレットを追加（Add
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– [使用率がトップ N の WAN インターフェイス
（Top N WAN Interfaces by Utilization）]
– [問題数がトップ N の WAN インターフェイス
（Top N WAN Interfaces with Issues）]

Cisco Identity Services Engine
（ISE）
との統合による拡張ク
ライアント情報の取得
Prime Infrastructure は、ネットワーク上の有線クライアントとワイヤレス クライアントの両方を
管理します。Cisco ISE を RADIUS サーバとしてクライアント認証に使用する場合、Prime
Infrastructure は Cisco ISE からクライアントに関する追加情報を収集し、すべてのクライアント
関連情報を取り込んで 1 つのコンソールに表示できるようにします。
ネットワーク内でポスチャ プロファイリングが実施されている場合、Prime Infrastructure は
Cisco ISE と通信してクライアントのポスチャ データを取得し、クライアントの他の属性ととも
に表示します。Cisco ISE を使用してネットワーク内のクライアントやエンドポイントのプロ
ファイリングを行う場合、Prime Infrastructure はプロファイルされたデータを収集して、クライ
アントの種類（iPhone/iPad/Android デバイス、またはその他のデバイス）を識別します。
Cisco ISE サーバまたは Cisco Secure Access Control Server（ACS）View サーバを使用して、管理対
象クライアントに関する拡張情報を取得できます。
（エンドポイント情報にアクセスするために）Prime Infrastructure が ISE サーバと統合されてい
る場合は、以下の操作を実行できます。
•

エンド ユーザのネットワーク セッション ステータスの確認。

•

[ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] を使用すると、ネットワーク アクセスに対するエン
ド ユーザの認証や許可について可能性がある問題を特定できます。

•

ユーザ アプリケーションとサイトの帯域使用率に関するトラブルシューティング。

Prime Infrastructure は、認証されたエンドポイントに対してのみ ISE プロファイリング属性を表
示します。
関連項目
•

アイデンティティ サービス エンジンの追加

•

ACS View サーバの設定

アイデンティティ サービス エンジンの追加
Prime Infrastructure には最大 2 つの ISE を追加できます。ISE を 2 つ追加する場合、1 つをプライ
マリに、もう 1 つをスタンバイにする必要があります。スタンドアロン ノードを追加する場合
は、1 つのスタンドアロン ノードのみを追加できます。2 つ目のノードは追加できません。
アイデンティティ サービス エンジンを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [サーバ（Servers）] > [ISE サーバ（ISE Servers）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[ISE サーバの追加（Add ISE
Server）] を選択し、[移動（Go）] をクリックします。
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ステップ 3

必要なフィールドに入力したら、[保存（Save）] をクリックします。
クレデンシャルは ISE に対してローカルなスーパーユーザ クレデンシャルでなければなりませ
ん。それ以外の場合、ISE の統合は機能しません。

ACS View サーバの設定
ISE がない場合は、Cisco ACS View サーバを Prime Infrastructure と統合できます。[ACS View サー
バ（ACS View Server）] タブにアクセスするには、クレデンシャルを使用して View サーバを追加
する必要があります。
Prime Infrastructure では、ACS View Server 5.1 以降のみがサポートされます。
ACS View サーバを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [サーバ（Servers）] > [ACS View サーバ（ACS View Server）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[ACS View サーバの追加（Add
ACS View Server）] を選択し、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 3

追加する ACS View サーバのポート番号を入力します。
（一部の ACS View サーバは、HTTPS を実
行するポートを変更できません）。

ステップ 4

ACS View サーバに設定されたパスワードを入力します。パスワードを確認します。

ステップ 5

再試行の回数を指定します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

Prime Infrastructure と Prime Insight との統合
Prime Infrastructure と Prime Insight を統合すると、ネットワークおよびアプリケーション インベ
ントリ、アラーム、使用率、パフォーマンス、ユーザ/サービス アクティビティ データに関する詳
細な分析情報を得ることができます。
Prime Infrastructure 3.0 GUI から Prime Infrastructure と Prime Insight を統合するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [サーバ（Servers）] > [Prime Insight Server] を選択します。

ステップ 2

[Prime Insight の有効化（Enable Prime Insight）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

必要な詳細情報を入力して、[保存（Save）] をクリックします。
ネットワークやアプリケーション インベントリなどの Prime Infrastructure の情報を Prime
Insight で表示できるようになります。
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パフォーマンス モニタリングに対する保証のセット
アップ
Prime Infrastructure の実装に保証ライセンスが含まれている場合は、NAM および NetFlow の設
定を介してデータ収集を有効にする必要があります。これは、保証によって提供される追加の
ダッシュレット、レポート、その他の機能を取り込むために必要です。
関連項目
•

NAM データ収集の有効化

•

NAM ポーリング パラメータの定義

•

NetFlow データ収集の有効化

NAM データ収集の有効化
ネットワーク解析モジュール（NAM）からデータを収集できるようにするには、NAM データ収集
を有効にする必要があります。これは、検出されたまたは追加した各 NAM に実行するか、または
すべての NAM に同時に実行することで行えます。
はじめる前に

各 NAM の HTTP/HTTPS クレデンシャルを指定する必要があります（「NAM HTTP/HTTPS クレ
デンシャルの追加」を参照）。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [デー
タ ソース（Data Sources）] の順に選択します。

ステップ 2

[NAM データ コレクタ（NAM Data Collector）] セクションで、データ収集を有効にする NAM デー
タ ソースを選択します。

ステップ 3

[有効（Enable）] をクリックします。

関連項目

NAM ポーリング パラメータの定義
NetFlow データ収集の有効化

NAM ポーリング パラメータの定義
NAM から収集するデータを指定できます。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングポリシー（Monitoring Policies）] を選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックし、左側のサイドバー メニューの [ポリシータイプ（Policy Types）] リス
トから [NAM の状態（NAM Health）] を選択します。

ステップ 3

データを収集する NAM デバイスを選択し、必要なフィールドに入力します。
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ステップ 4

[パラメータとしきい値（Parameters and Thresholds）] で、NAM デバイスからポーリングするパラ
メータとしきい値条件を指定します。

ステップ 5

[保存してアクティブにする（Save and Activate）] をクリックします。

関連項目
•

NetFlow データ収集の有効化

•

NAM データ収集の有効化

NetFlow データ収集の有効化
NetFlow と Flexible NetFlow データの収集を開始するには、Prime Infrastructure にデータをエクス
ポートするように NetFlow 対応のスイッチ、ルータ、その他のデバイス（ISR/ASR）を設定する必
要があります。次の表は、NetFlow 対応の各種デバイス、および NetFlow データを Prime
Infrastructure にエクスポートするためのデバイスの設定方法を示しています。
表 5-1 には NetFlow サポート サマリーの詳細が記載されています。
表 5-1

デバイス
タイプ
Cisco ASR

NetFlow サポート サマリー

NetFlow をサポー
トしている IOS
バージョン

サポートされる
NetFlow エクスポー
ト タイプ

Prime Infrastructure での
NetFlow の設定

[サービス（Services）] > [アプ
リケーションの可視性と制御
（Application Visibility &
Easy PerfMon ベー アプリケーション応
Control）] > [インターフェイ
スの構成（EzPM） 答時間（ART）
スの設定（Interfaces
音声とビデオ
Configuration）] の順に選択。
IOS XE 3.11 ～
15.4(1) S 以降

TCP/UDP カンバセー
ション トラフィック

HTTP URL 可視性

形式：V9 および IPFIX

アプリケーション ト
ラフィック統計
IOS XE 3.9、3.10

[サービス（Services）] > [アプ
リケーションの可視性と制御
（Application Visibility &
アプリケーション応
Control）] > [インターフェイ
答時間（ART）
スの設定（Interfaces
音声とビデオ
Configuration）] の順に選択。
TCP/UDP カンバセー
ション トラフィック

HTTP URL 可視性

形式：V9 および IPFIX

テンプレートの命名規則
Netflow-Traffic-ConvNetflow-App-TrafficNetflow-Traffic-Voice-Video
Netflow-URLNetflow-Aggregated-TrafficStatsNetflow-Traffic-HostNetflow-App-TrafficNetflow-Voice-VideoNetflow-URLNetflow-AVC-Troubleshooti
ng-

AVC トラブルシュー
ティング
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表 5-1

NetFlow サポート サマリー（続き）

デバイス
タイプ

NetFlow をサポー
トしている IOS
バージョン

サポートされる
NetFlow エクスポー
ト タイプ

Cisco ISR

15.1(3)T

Netflow-Traffic-ConvTCP/UDP カンバセー TCP/UDP：[設定
ション トラフィック （Configuration）] > [テンプレー Netflow-Voice-Videoト（Templates）
] > [機能および
音声とビデオ
テクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプ
レート（CLI Templates）] > [シ
ステム テンプレート - CLI
（System Templates - CLI）] > [ト
ラフィックの統計情報の収集
（Collecting Traffic Statistics）
]の
順に選択。

Prime Infrastructure での
NetFlow の設定

テンプレートの命名規則

音声ビデオ：Medianet Perfmon
CLI テンプレートを使用。[設
定（Configuration）] > [テンプ
レート（Templates）] > [機能お
よびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプ
レート（CLI Templates）] > [シ
ステム テンプレート - CLI
（System Templates - CLI）] >
[Medianet - PerfMon] の順に
選択。
形式：V9
[サービス（Services）] > [アプ
リケーションの可視性と制御
（Application Visibility &
Easy PerfMon ベー アプリケーション応
Control）] > [インターフェイ
スの構成（EzPM） 答時間（ART）
スの設定（Interfaces
音声とビデオ
Configuration）] の順に選択。
IOS XE 3.11 ～
15.4(1) S 以降

TCP/UDP カンバセー
ション トラフィック

HTTP URL 可視性

形式：V9 および IPFIX

アプリケーション ト
ラフィック統計
IOS XE 3.9、3.10

[サービス（Services）] > [アプ
リケーションの可視性と制御
（Application Visibility &
アプリケーション応
Control）] > [インターフェイ
答時間（ART）
スの設定（Interfaces
音声とビデオ
Configuration）] の順に選択。
TCP/UDP カンバセー
ション トラフィック

HTTP URL 可視性

形式：V9 および IPFIX

Netflow-Traffic-ConvNetflow-App-TrafficNetflow-Traffic-Voice-Video
Netflow-URLNetflow-Aggregated-TrafficStatsNetflow-Traffic-HostNetflow-App-TrafficNetflow-Voice-VideoNetflow-URLNetflow-AVC-Troubleshooti
ng-

AVC トラブルシュー
ティング
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表 5-1

NetFlow サポート サマリー（続き）

デバイス
タイプ

NetFlow をサポー
トしている IOS
バージョン

サポートされる
NetFlow エクスポー
ト タイプ

Cisco ISR
G2

15.1(4) M および
15.2(1) T

TCP/UDP カンバセー
ション トラフィック
アプリケーション応
答時間（ART）
音声とビデオ

Prime Infrastructure での
NetFlow の設定

テンプレートの命名規則

TCP/UDP、ART：MACE CLI テ Netflow-Traffic-Convンプレートを作成。ISR デバ Netflow-App-Trafficイスにおける NetFlow の設定
Netflow-Voice-Videoを参照してください
音声ビデオ：Medianet Perfmon
CLI テンプレートを使用。[設
定（Configuration）] > [テンプ
レート（Templates）] > [機能お
よびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプ
レート（CLI Templates）] > [シ
ステム テンプレート - CLI
（System Templates - CLI）] >
[Medianet - PerfMon] の順に
選択。
形式：V9

15.2(4) M および
15.3(1) T

[サービス（Services）] > [アプ Netflow-Traffic-Convリケーションの可視性と制御 Netflow-App-Traffic（Application Visibility &
アプリケーション応
Control）] > [インターフェイ Netflow-Voice-Video答時間（ART）
スの設定（Interfaces
音声とビデオ
Configuration）] の順に選択。
TCP/UDP カンバセー
ション トラフィック

形式：V9 および IPFIX
TCP/UDP カンバセー [サービス（Services）] > [アプ
リケーションの可視性と制御
Easy PerfMon ベー ション トラフィック
（Application Visibility &
スの構成（EzPM） アプリケーション応
Control）] > [インターフェイ
答時間（ART）
スの設定（Interfaces
音声とビデオ
Configuration）] の順に選択。
15.4(1)T 以降

Cisco
Catalyst
2000

15.0(2) UCP 以降

Netflow-Traffic-ConvNetflow-App-TrafficNetflow-Traffic-Voice-Video
Netflow-App-Traffic-URL-

HTTP URL 可視性

形式：V9 および IPFIX

TCP/UDP カンバセー
ション トラフィック

カスタム CLI テンプレートを Netflow-Traffic-Conv作成。Catalyst 2000 スイッチに
おける NetFlow エクスポート
の設定を参照してください。
形式：V5、V9

Cisco
Catalyst
3750-X、
3560-X

15.0(1)SE
IP ベースまたは IP
サービス フィー
チャ セット、およ
びネットワーク
サービス モジュー
ルを装備。

TCP/UDP カンバセー
ション トラフィック

カスタム CLI テンプレートを Netflow-Traffic-Conv作成。Catalyst 3000、4000、
6000 スイッチ ファミリにお
ける NetFlow の設定を参照し
てください。
形式：V9
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表 5-1

NetFlow サポート サマリー（続き）

デバイス
タイプ

NetFlow をサポー
トしている IOS
バージョン

Cisco
15.0(1)EX 以降
Catalyst
3850（有線）

サポートされる
NetFlow エクスポー
ト タイプ
TCP/UDP カンバセー
ション トラフィック
音声とビデオ

Prime Infrastructure での
NetFlow の設定

テンプレートの命名規則

TCP/UDP：カスタム CLI テン Netflow-Traffic-Convプレートを作成。Catalyst
Netflow-Voice-Video3000、4000、6000 スイッチ
ファミリにおける NetFlow の
設定を参照してください
音声ビデオ：Medianet Perfmon
CLI テンプレートを使用。[設
定（Configuration）] > [テンプ
レート（Templates）] > [機能お
よびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプ
レート（CLI Templates）] > [シ
ステム テンプレート - CLI
（System Templates - CLI）] >
[Medianet - PerfMon] の順に
選択。
形式：V9

Cisco IOS XE
Cisco
Release 3SE
Catalyst
3850（ワイ （Edison）
ヤレス）

TCP/UDP カンバセー 「Configuring Flexible
ション トラフィック NetFlow」を参照。

Cisco
Katana
CT5760 コ 5760
ントローラ

TCP/UDP カンバセー 「Application Visibility and
ション トラフィック Flexible Netflow」を参照。

Netflow-Traffic-Conv-

形式：V9
Netflow-Traffic-Conv-

形式：V9

（ワイヤ
レス）
Cisco
Catalyst
4500

15.0(1)XO および
15.0(2)SG 以降

TCP/UDP カンバセー
ション トラフィック
音声とビデオ

TCP/UDP：カスタム CLI テン Netflow-Traffic-Convプレートを作成。Catalyst
Netflow-Voice-Video3000、4000、6000 スイッチ
ファミリにおける NetFlow の
設定を参照してください。
音声ビデオ：Medianet Perfmon
CLI テンプレートを使用。[設
定（Configuration）] > [テンプ
レート（Templates）] > [機能お
よびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプ
レート（CLI Templates）] > [シ
ステム テンプレート - CLI
（System Templates - CLI）] >
[Medianet - PerfMon] の順に
選択。
形式：V9
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表 5-1

NetFlow サポート サマリー（続き）

デバイス
タイプ
Cisco
Catalyst
6500

NetFlow をサポー
トしている IOS
バージョン

サポートされる
NetFlow エクスポー
ト タイプ

15.1(1)SY 以降

TCP/UDP カンバセー
ション トラフィック
音声とビデオ

Prime Infrastructure での
NetFlow の設定

テンプレートの命名規則

TCP/UDP：カスタム CLI テン Netflow-Traffic-Convプレートを作成。Catalyst
Netflow-Voice-Video3000、4000、6000 スイッチ
ファミリにおける NetFlow の
設定を参照してください。
音声ビデオ：Medianet Perfmon
CLI テンプレートを使用。[設
定（Configuration）] > [テンプ
レート（Templates）] > [機能お
よびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプ
レート（CLI Templates）] > [シ
ステム テンプレート - CLI
（System Templates - CLI）] >
[Medianet - PerfMon] の順に
選択。
形式：V9

Catalyst 2000 スイッチにおける NetFlow エクスポートの設定
手動で Catalyst 2000 デバイスに NetFlow エクスポートを設定するには、次の手順に従って、ユー
ザ定義の CLI テンプレートを作成します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプレート（CLI Templates）] > [CLI] の順に選択します。

ステップ 2

情報アイコンの上にマウス カーソルを移動し、[新規（New）] をクリックして新しい CLI テンプ
レートを作成します。

ステップ 3

新しい CLI テンプレートの名前を入力します（例：Prime_NF_CFG_CAT2K）。

ステップ 4

[デバイス タイプ（Device Type）] リストから、[スイッチおよびハブ（Switches and Hubs）] を選択し
ます。

ステップ 5

[テンプレート詳細（Template Detail）] > [CLI コンテンツ（CLI Content）] テキスト ボックスに以下
のコマンドを入力し、各自のネットワークの必要に応じてそれらを変更します（これらのコマン
ドは一例にすぎません）。
flow record PrimeNFRec
match ipv4 protocol
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match transport source-port
match transport destination-port
collect counter bytes long
collect counter packets long
!
!
flow exporter PrimeNFExp
destination 172.18.54.93
transport udp 9991
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option exporter-stats timeout 20
!
!
flow monitor PrimeNFMon
record PrimeNFRec
exporter PrimeNFExp
interface GigabitEthernet3/0/1
ip flow monitor PrimeNFMon input

ステップ 6

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存したら、デバイスにそれを展開します（「機能レベルの設定テンプレートの作成」を参照）。

Catalyst 3000、
4000、
6000 スイッチ ファミリにおける NetFlow の設定
Catalyst 3000/4000/6000 デバイスに手動で NetFlow を設定して TCP および UDP トラフィックを
エクスポートするには、次の手順に従って、ユーザ定義の CLI テンプレートを作成します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプレート（CLI Templates）] > [CLI] の順に選択します。

ステップ 2

情報アイコンの上にマウス カーソルを移動し、[新規（New）] をクリックして新しい CLI テンプ
レートを作成します。

ステップ 3

新しい CLI テンプレートの名前を入力します（例：
「Prime_NF_CFG_CAT3K_4K」）。

ステップ 4

[デバイス タイプ（Device Type）] リストから、[スイッチおよびハブ（Switches and Hubs）] を選択し
ます。

ステップ 5

[テンプレート詳細（Template Detail）] > [CLI コンテンツ（CLI Content）] テキスト ボックスに以下
のコマンドを入力し、各自のネットワークの必要に応じてそれらを変更します（これらのコマン
ドは一例にすぎません）。
flow record PrimeNFRec
match ipv4 protocol
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match transport source-port
match transport destination-port
collect counter bytes long
collect counter packets long
!
!
flow exporter PrimeNFExp
destination 172.18.54.93
transport udp 9991
option exporter-stats timeout 20
!
!
flow monitor PrimeNFMon
record PrimeNFRec
exporter PrimeNFExp
interface GigabitEthernet3/0/1
ip flow monitor PrimeNFMon input
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ステップ 6

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存したら、デバイスにそれを展開します（「機能レベルの設定テンプレートの作成」を参照）。

ISR デバイスにおける NetFlow の設定
ISR デバイスに手動で NetFlow を設定して MACE トラフィックをエクスポートするには、次の
手順に従って、ユーザ定義の CLI テンプレートを作成します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプレート（CLI Templates）] > [CLI] の順に選択します。

ステップ 2

情報アイコンの上にマウス カーソルを移動し、[新規（New）] をクリックして新しい CLI テンプ
レートを作成します。

ステップ 3

新しい CLI テンプレートの名前を入力します（例：
「Prime_NF_CFG_MACE」）。

ステップ 4

[デバイス タイプ（Device Type）] リストから、[ルータ（Routers）] を選択します。

ステップ 5

[テンプレート詳細（Template Detail）] > [CLI コンテンツ（CLI Content）] テキスト ボックスに以下
のコマンドを入力し、各自のネットワークの必要に応じてそれらを変更します（これらのコマン
ドは一例にすぎません）。
flow record type mace mace-record
collect application name
collect art all
!
flow exporter mace-export
destination <PI_SERVER_IP_ADDRESS>
source GigabitEthernet0/1
transport udp 9991
!
flow monitor type mace mace-monitor
record mace-record
exporter mace-export
cache timeout update 600
class-map match-all PrimeNFClass
match protocol ip
exit
policy-map type mace mace_global
class PrimeNFClass
flow monitor mace-monitor
exit
exit
interface GigabitEthernet 0/1
mace enable

ステップ 6

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存したら、デバイスにそれを展開します（「機能レベルの設定テンプレートの作成」を参照）。
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ユーザ設定の変更
Prime Infrastructure のユーザ プリファレンス設定を使用して、情報の表示方法を変更することが
できます。
•

ユーザ プリファレンスの変更

•

アイドル ユーザ タイムアウトの変更

•

リストの長さの変更

ユーザ プリファレンスの変更
ユーザ プリファレンスを変更するには、[設定（Settings）] アイコン（メニュー バーの右側にある
歯車アイコン）をクリックして [マイ プリファレンス（My Preferences）] を選択し、[マイ プリファ
レンス（My Preferences）] ページに表示される設定を変更します。
関連項目
•

アイドル ユーザ タイムアウトの変更

•

リストの長さの変更

•

アラーム表示動作の変更

•

アラームの概要のカスタマイズ

•

ツールバー

アイドル ユーザ タイムアウトの変更
Prime Infrastructure には、アイドル ユーザを自動的にログアウトするタイミングと方法を制御す
る、以下の 2 つの設定があります。
•

[ユーザ アイドル タイムアウト（User Idle Timeout）]：タイムアウトになったときにユーザ
セッションを自動的に終了するこの設定を無効にするか設定することができます。この設定
はデフォルトで有効になっており、15 分に設定されています。

•

[グローバル アイドル タイムアウト（Global Idle Timeout）]：[ユーザ アイドル タイムアウト
（User Idle Timeout）] 設定よりも優先されます。[グローバル アイドル タイムアウト（Global
Idle Timeout）] はデフォルトで有効になっており、15 分に設定されています。管理者権限を持
つユーザのみが [グローバル アイドル タイムアウト（Global Idle Timeout）] の設定を無効化
したり、そのタイムリミットを変更できます。
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たとえば、アイドル セッションによりオペレーション センターのユーザが突然ログオフされ、
オペレーション センターによって管理される 1 つ以上の Prime Infrastructure インスタンスがあ
る場合には、ユーザ アイドル タイムアウト機能を無効にすると役立ちます。詳細については、関
連項目の「オペレーション センター向けのアイドル ユーザ タイムアウトの無効化」を参照して
ください。
タイムアウト設定を変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Settings）] アイコンをクリックし、[マイ プリファレンス（My Preferences）] を選択します。

ステップ 2

[ユーザ アイドル タイムアウト（User Idle Timeout）] で次の手順を実行します。

ステップ 3

•

[すべてのアイドル ユーザをログアウト（Logout all idle user）] の横にあるチェックボックス
のオン/オフを切り替えて、アイドル タイムアウトを有効化または無効化します。

•

[次の期間の経過後にすべてのアイドル ユーザをログアウト（Logout all idle user after）] ド
ロップダウンリストから、いずれかのアイドル タイムアウト リミットを選択します。

[Save（保存）] をクリックします。変更を有効にするには、いったんログアウトして再度ログイン
する必要があります。

関連項目
•

ユーザ プリファレンスの変更

•

オペレーション センター向けのアイドル ユーザ タイムアウトの無効化

•

グローバル アイドル タイムアウトの変更

リストの長さの変更
Prime Infrastructure では、リストに表示されるエントリのデフォルトの数を変更できます。[リス
トあたりの項目数（Items Per List）] 設定は、以下のモニタリング ページに表示されるエントリの
数に影響します。
•

AP

•

コントローラ（Controllers）

•

サイト マップ（Site Maps）

•

メッシュ（Mesh）

•

CleanAir

[リストあたりの項目数（Items Per List）] 設定は、ネットワーク デバイス、アラームおよびイベン
ト、設定アーカイブ、ソフトウェア イメージの管理、ソフトウェア イメージの管理、設定には適
用されません。
特定のページに表示されるデフォルトの項目数は 50 です。
ステップ 1

[設定（Settings）] アイコンをクリックして、[自分の環境設定（My Preferences）] を選択します。

ステップ 2

[リスト ページあたりの項目数（Items Per List Page）] ドロップダウンリストで設定を変更します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。
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関連項目
•

ユーザ プリファレンスの変更
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ダッシュボードの表示および管理
ダッシュボードには、ネットワークにおける最重要データの概要が表示されます。ステータスと
アラート、モニタリング、およびレポートに関する情報を得ることができます。ダッシュボード
には、テーブルやチャートなどを視覚的に表示するダッシュレットがあります。
関連項目
•

ダッシュボードの表示

•

ダッシュボードの管理と編集

•

ダッシュボードの追加

•

ダッシュレットの追加

ダッシュボードの表示
Prime Infrastructure には、グラフやビジュアル インジケータを含む次の数種類のダッシュボード
があります。
•

[概要（Overview）]：概要情報が表示され、アラームとイベント、クライアント、ネットワーク
デバイス、ネットワーク インターフェイス、およびサービス保証の詳細を示すタブがあり
ます。

•

[ワイヤレス（Wireless）]：セキュリティ、メッシュ、CleanAir、ContextAware に関するワイヤレ
ス情報が表示されます。

•

[パフォーマンス（Performance）]：パフォーマンス メトリックの概要が表示され、サイト、デ
バイス、アクセス ポイント、インターフェイス、アプリケーション、音声/ビデオ、エンドユー
ザ エクスペリエンス、および WAN 最適化の詳細を示すタブがあります。

•

[ネットワーク概要（Network Summary）]：状態メトリックとタブを含むネットワークの概要
が表示されます。タブには、アラームとイベント タイプ グラフ、アラーム数（クリティカル、
メジャー、マイナー）などのインシデントが示されます。

•

[データ センター（Data Center）]：データセンターに関する情報が表示され、コンピューティ
ングおよびホストに関する個別のタブがあります。

関連項目
•

[概要（Overview）] ダッシュボード

•

[ワイヤレス（Wireless）] ダッシュボード

•

[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボード
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•

[ネットワーク概要（Network Summary）] ダッシュボード

•

[データ センター（Data Center）] ダッシュボード

[概要
（Overview）
] ダッシュボード
表 7-1 は、[ダッシュボード（Dashboard）] > [概要（Overview）] の各ダッシュボードに表示されるデ
フォルトの情報を示しています。
表 7-1

[概要（Overview）] ダッシュボードの説明

表示する情報

[ダッシュボード（Dashboard）
]
> [概要（Overview）] を選択

•

到達可能デバイスと到達不能デバイスを含めた、ネットワーク デバイスの概要 [一般（General）]
グラフ

•

トップ N の CPU とメモリの使用率

•

アソシエーション/認証別のクライアント カウント

•

カバレッジ エリア

•

アラーム数トップ N のサイト

•

アラーム概要グラフ

•

アラーム タイプ グラフ

•

デバイスの到達可能性ステータス

•

Syslog の概要とウォッチ

•

クライアント トラブルシューティング ツール

•

有線クライアントの速度分布グラフ

•

クライアントの分散グラフ

•

クライアント アラームとイベントの概要

•

クライアント トラフィック グラフ

•

クライアント カウントがトップ 5 の SSID

•

クライアント数上位 5 のスイッチ

•

クライアント ポスチャ ステータス

•

トップ N の CPU とメモリの使用率

•

トップ N の環境温度

•

インターフェイスのアベイラビリティの概要

•

トップ N のインターフェイス使用率

•

インターフェイス使用率の概要グラフ

•

トップ N のインターフェイス エラーおよび破棄

•

トップ N のアプリケーション

•

トップ N のサーバ

•

NetFlow がトップ N のリソース

•

トップ N のクライアント

[インシデント（Incidents）]

[クライアント（Client）]

[ネットワーク デバイス
（Network Devices）]
[ネットワーク インターフェ
イス（Network Interface）]

[サービス保証（Service
Assurance）]
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関連項目
•

ダッシュボードの管理と編集

[ワイヤレス
（Wireless）
] ダッシュボード
表 7-2 は、[ダッシュボード（Dashboard）] > [ワイヤレス（Wireless）] の各ダッシュボードに表示さ
れるデフォルトの情報を示しています。
表 7-2

[ワイヤレス（Wireless）] ダッシュボードの説明

[ダッシュボード（Dashboard）]
> [ワイヤレス（Wireless）] を選
択

表示する情報
•

セキュリティ インデックス（上位のセキュリティ問題を
含む）

•

適応型 wIPS

•

不正分類グラフ

•

不正阻止グラフ

•

検出された攻撃

•

悪意のある AP、未分類の AP、危険性のない AP、不正なカ
スタム AP

•

CleanAir セキュリティ

•

アドホック不正

•

最近のメッシュ アラーム

•

メッシュ ワーク ノードのホップ数

•

メッシュのワースト SNR リンク

•

メッシュのワースト パケット エラー レート

•

802.11 の平均および最小電波品質

•

最も深刻な干渉

•

干渉数

•

最近のセキュリティ リスク干渉

•

干渉に関する最近の CAS 通知

•

MSE 履歴要素カウント

•

CAS で検出された不正要素

•

ロケーション アシスト クライアントのトラブルシュー
ティング

•

MSE 追跡数

•

上位 5 の MSE

[セキュリティ（Security）]

[メッシュ（Mesh）]

[CleanAir]

[ContextAware]

関連項目

ダッシュボードの管理と編集
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[パフォーマンス
（Performance）
] ダッシュボード
パフォーマンス メトリックの概要を表示するには、[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマ
ンス（Performance）] でいずれかのダッシュボードを選択します。パフォーマンス ダッシュボー
ドを表示すると、ネットワーク、サーバ、アプリケーションの状態を確認できます。
パフォーマンス グラフを使用して、さまざまなデバイスやインターフェイスのパフォーマンス
を比較できます。
表 7-3 は、[ダッシュボード（Dashboard）] > [ワイヤレス（Wireless）] の各ダッシュボードに表示さ
れるデフォルトの情報を示しています。
表 7-3

[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの説明

表示する情報
特定のサイトの場合：
•

クライアント トラフィック（通常および最適化）

•

アラームが最も多いデバイス

•

トップ N のアプリケーション

•

デバイスの到達可能性ステータス f

特定のデバイスの場合：
•

デバイス アベイラビリティの傾向

•

デバイスのメモリおよび CPU 使用率の傾向

•

デバイス ポートの概要

•

デバイスのヘルス情報

•

NetFlow がトップ N のインターフェイス

特定のアクセス ポイントの場合：
•

アクセス ポイントの詳細

•

上位のクライアントとアプリケーション

•

チャネル使用率

•

クライアント数

[ダッシュボード（Dashboard）]
> [パフォーマンス
（Performance）] を選択
[サイト（Site）]

[デバイス（Device）]

[アクセス ポイント（Access
Point）]
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表 7-3

[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの説明（続き）

[ダッシュボード（Dashboard）]
> [パフォーマンス
（Performance）] を選択

表示する情報
特定のインターフェイスの場合：
•

インターフェイスの詳細

•

インターフェイスのアベイラビリティの傾向

•

インターフェイスのイン/アウト エラーおよび破棄

•

インターフェイスの Tx および Rx 使用率

•

上位のアプリケーションとクライアント

•

時系列の上位アプリケーション トラフィック

•

時系列のクライアント数

•

DSCP 分類

•

QoS クラス マップ統計情報

•

上位の QoS クラス マップ統計情報の傾向

特定のアプリケーションの場合：
•

上位のクライアントとサーバ

•

アプリケーション トラフィック分析グラフ

•

アプリケーション サーバのパフォーマンス

•

時系列の上位インターフェイス

•

上位の RTP ストリーム

•

パケット損失が最低の RTP ストリーム

•

KPI によるサイト間接続の動作

特定のクライアントの場合：
•

上位のアプリケーション

•

ユーザ サイトの概要

•

クライアント トラフィック

•

マルチセグメント分析

•

トラフィック量と圧縮率

•

トランザクション時間

•

平均同時接続数（最適化 vs パススルー）

•

マルチセグメント ネットワーク時間

[インターフェイス（Interface）]

[アプリケーション
（Application）]

[音声/ビデオ（Voice/Video）]

[エンド ユーザ エクスペリエン
ス（End User Experience）]

[WAN 最適化（WAN
Optimization）]

関連項目

ダッシュボードの管理と編集
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[ネットワーク概要
（Network Summary）
] ダッシュボード
ネットワークの重要データ ポイントの概要を表示するには、[ダッシュボード（Dashboard）
] > [ネッ
トワーク概要（Network Summary）] でいずれかのダッシュボードを選択します。表 7-4 は、
[ダッシュ
ボード（Dashboard）
] > [ネットワーク概要（Network Summary）
] の各ダッシュボードに表示されるデ
フォルトの情報を示しています。
表 7-4

[ネットワーク概要（Network Summary）] ダッシュボードの説明

表示する情報

[ダッシュボード（Dashboard）]
> [ネットワーク概要（Network
Summary）
] を選択

以下を含めた、全体的なシステム ヘルス

[概要（Overview）]

•

ICMP、ユニファイド AP およびコントローラの到達可能性メト
リック

•

すべてのアラームと不正アラームのアラーム概要メトリック

•

システム、WAN リンク、サービスの健全性に関するヘルス メト
リック

•

カバレッジ エリア（マップに未割り当ての AP へのリンクを含む）

•

アソシエーション/認証別のクライアント数

•

上位の CPU およびインターフェイス使用率

•

ネットワーク トポロジ

•

インターフェイス使用率の概要

•

デバイス管理性と自律 AP のステータス

•

すべてのアラームと不正アラームのアラーム概要メトリック

•

システム、WAN リンク、サービスの健全性に関するヘルス メト
リック

•

アラーム グラフ

•

上位のアラームとイベント タイプのグラフ

•

Syslog の概要

[インシデント（Incidents）]

関連項目
•

ネットワーク概要メトリックの表示オプション

•

ダッシュボードの管理と編集

ネットワーク概要メトリックの表示オプション
[ネットワーク概要（Network Summary）] ダッシュボードの上部に表示される [メトリック
（Metrics）] で次のアクションを実行できます。
•

[設定（Settings）] > [ダッシュレットの追加および削除（Add or Remove Metric Dashlet(s)）] を選
択して、メトリックを追加または削除する。

•

メトリックのタイトルをクリックして、任意の領域にドラッグ アンド ドロップすることに
より、メトリックの順序を変更する。
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•

任意のボックスでいずれかのハイパーリンクをクリックして、メトリックの詳細に移動す
る。たとえば、[アラームのまとめ（Alarm Summary）] メトリックに表示される番号をクリッ
クすると、アラーム ページに移動してアラームの詳細を表示することができます。

関連項目
•

ダッシュボードの管理と編集

[データ センター
（Data Center）
] ダッシュボード
表 7-5 は、[ダッシュボード（Dashboard）] > [データ センター（Data Center）] の各ダッシュボード
に表示されるデフォルトの情報を示しています。
表 7-5

[データ センター（Data Center）] ダッシュボードの説明

[ダッシュボード（Dashboard）]
> [データ センター（Data
Center）] を選択

表示する情報
特定のデータセンターの場合：
•

OS 別の仮想マシンの概要

•

仮想マシンのリソース使用状況の概要

•

計算リソースの概要

•

CPU 別上位 5 のホスト使用状況の概要

特定のホストの場合：
•

[コンピューティング
（Compute）]

[ホスト（Host）]

ホスト CPU 使用率
関連項目
•

ダッシュボードの管理と編集

ダッシュボードの管理と編集
Prime Infrastructure のダッシュボードには、チャート、グラフ、テーブルなどの情報を含むダッ
シュレットがあります。ダッシュボードをカスタマイズするために、さまざまなツール、オプ
ション、設定項目が用意されています。
関連項目
•

ダッシュレット アイコンについて

•

ダッシュボードの追加

•

ダッシュレットの追加

•

ダッシュボードとダッシュレットの時間フィルタ

•

ダッシュレット フィルタの上書き

•

汎用ダッシュレットの作成
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ダッシュレット アイコンについて
ダッシュボードには、テーブルやチャートなどを視覚的に表示するダッシュレットがあります。
ダッシュボードの任意の場所にダッシュレットをドラッグ アンド ドロップできます。ダッシュ
レットにマウス カーソルを移動すると、ダッシュボードの右上隅に次のアイコンが表示されます。
図 7-1

ダッシュレット アイコン

1

ダッシュレットのオプションとして、ダッシュレット タイトルの編集、ダッシュレッ
トの更新、ダッシュレットのリフレッシュ間隔の変更などがあります。
（リフレッ
シュを無効にするには、[ダッシュレットの更新（Refresh Dashlet）] をオフにします）。

2

ダッシュレットのヘルプには、ダッシュレットの画像、説明、ダッシュレットへの入
力に使用されるデータ ソース、ダッシュレットのデータに適用できるフィルタが含
まれています。

3

ダッシュレットを更新します。

4

ダッシュレットを最大化します。復元アイコンが表示されます。このアイコンを使用
して、ダッシュレットをデフォルト サイズに復元できます。

5

ダッシュレットを縮小表示にして、タイトルのみが表示されるようにします。展開ア
イコンが表示されます。

6

ダッシュレットを削除します。

ダッシュレットのバッジは、各ダッシュレットのコンテンツの生成時に適用されたフィルタを
示しています。
図 7-2

ダッシュレットのバッジ

1

ネットワーク対応フィルタ。このフィルタを使用して、すべてのデバイス、有線デバ
イス、ワイヤレス デバイス、特定のワイヤレス SSID に関するデータを収集します。

2

サイト フィルタ。このフィルタを使用して、事前定義された場所にある AP やコント
ローラに関連するデータ収集します。
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3

アプリケーション フィルタ。このフィルタを使用して、サービス、サービス内のアプ
リケーション、最大 10 個のアプリケーション、またはすべてのアプリケーションに基
づくデータを収集します。

4

タイム フレーム フィルタ。このフィルタを使用して、事前設定された期間のデータを
収集したり、開始と終了の日付を指定できます。

ネットワーク管理のニーズに応じて、事前定義されたダッシュレットのセットをカスタマイズ
できます。ユーザ定義のダッシュボードで情報を整理できます。デフォルト ビューには、デフォ
ルトのダッシュボードとそれぞれに事前選択されたダッシュレットがあります。
ダッシュレットを使用する場合は、以下の点に留意してください。
•

ダッシュレットの見出しの横にある [編集済み（Edited）] というラベルは、ダッシュレットが
カスタマイズされていることを示しています。デフォルト設定にリセットすると、[編集済み
（Edited）] ラベルはクリアされます。

•

アップグレードが行われると、前のバージョンのダッシュレットの配置が維持されます。こ
のため、新規リリースで追加されたダッシュレットまたは機能は表示されません。新規ダッ
シュレットを見つけるには、[ダッシュボードの管理（Manage Dashboards）] リンクをクリッ
クします。

•

ダッシュレットをズームすると、水平方向と垂直方向のスクロールバーが表示されます。ス
クロールバーのないダッシュレットを表示するには、ズーム レベルをリセットしてゼロに
戻すか、ズームなしにします。

関連項目
•

ダッシュボードの追加

•

ダッシュボードの復元

•

ダッシュレットの追加

ダッシュボードの追加
Prime Infrastructure には一連のデフォルト ダッシュボードがあります。また、カスタム ダッシュ
ボードを作成してニーズに応じた情報を表示することもできます。
ステップ 1

任意のダッシュボード ページの右上にある [設定（Settings）] をクリックし、[新規ダッシュボー
ドの追加（Add New Dashboard）] を選択します。

ステップ 2

新しいダッシュボードの名前を入力し、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

新しいダッシュボードを選択し、それにダッシュレットを追加します。

関連項目
•

ダッシュボードの復元

•

ダッシュレットの追加

•

ダッシュボードの表示

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
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ダッシュレットの追加
各ダッシュボードには使用可能なダッシュレットのサブセットが表示されます。自動的に表示
されないダッシュレットはダッシュボードに追加できます。
ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] を選択して、ダッシュレットを追加するダッシュボードを選択し
ます。

ステップ 2

[設定（Settings）] アイコンをクリックして、[ダッシュレットの追加（Add Dashlets）] を選択します。

ステップ 3

ドロップダウン リストでダッシュボードの見出しを検索します。その見出しの下にダッシュ
レットを追加すると、ダッシュボードに追加できます。

関連項目
•

デフォルトのダッシュレット

デフォルトのダッシュレット
次の表は、Prime Infrastructure のホーム ページまたは任意のダッシュボードに追加できるデフォ
ルトのダッシュレットを示しています。
表 7-6 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトの一般ダッシュレットを
示しています。
表 7-6

デフォルトの一般ダッシュレット

ダッシュレット

説明

AP 結合所要時間（AP Join Taken
Time）

アクセス ポイント名と、アクセス ポイントの加入に要した時間（日、分、および秒
単位）を表示します。

チャネルの使用率トップ N の AP 最大チャネル使用率トップ N の AP を表示します。
（Top N APs by Channel
Utilization）
AP 稼働時間（AP Uptime）

各アクセス ポイント名と、それぞれに関連付けられた時間を表示します。

CAPWAP 稼働時間（CAPWAP
Uptime）

CAPWAP の稼働時間に基づいて AP を表示します。

カバレッジ エリア（Coverage
Areas）

カバレッジ エリアのリストと、各カバレッジ エリアに関する詳細を表示します。

デバイス到達不能の概要（Device
Unreachability Summary）

AP、ルータ、スイッチの到達不能サマリーを表示します。

ネットワーク トポロジ

ネットワーク トポロジ マップを表示します。

到達不能 MA-MC CAPWAP トン
ネル（Unreachable MA-MC
CAPWAP Tunnels）

モビリティ エージェントとモビリティ コントローラ間の到達不能ステータスを
表示します。

デバイス稼働時間（Device
Uptime）

デバイスの稼働時間に基づいてデバイスを表示します。

アドホック不正（Ad hoc Rogues） アドホックの不正を、過去 1 時間、過去 24 時間、および合計のアクティブ数で表
示します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
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表 7-6

デフォルトの一般ダッシュレット（続き）

ダッシュレット

説明

GETVPN ネットワーク統計情報
（GETVPN Network Statistics）

使用可能な GETVPN ネットワーク グループの概要を表示します。

ジョブ情報のステータス（Job
Information Status）

すべてのユーザ定義ジョブを表示します。

最新の AP アラーム（Most Recent
AP Alarms）

アクセス ポイント アラームのうち、最新 5 つを表示します。すべてのアラームを
表示する [アラーム（Alarms）] ページを開くには、カッコ内の番号をクリックし
ます。

ネットワーク デバイスの概要
（Network Device Summary）

ネットワークにおける管理対象デバイスの合計数、使用可能なアクセス ポイン
ト（AP）の数、および到達不能の管理対象デバイスの合計数を表示します。
[ユニファイド AP 到達可能性（Unified AP Reachability）] は次のいずれかです。
•

[到達可能（Reachable）]：動作ステータスが登録され、管理ステータスが有効。

•

[到達不能（Unreachable）]：動作ステータスが登録解除され、管理ステータス
が有効。

AP デバイスの [ネットワーク デバイスの概要（Network Device Summary）] ダッ
シュレットは、管理ステータスが有効な場合にのみ表示されます。
AP 到着可能性情報は次のように定義されます。
•

[ユニファイド AP（Unified AP）]：到達可能性は動作ステータスによって定義
されます。AP がワイヤレス LAN コントローラに登録されている場合は、到
達可能と見なされます。登録されていない場合は、到達不能です。

•

[Autonomous AP]：到達可能性は、[デバイス ワーク センター（Device Work
Center）] のデバイスの [SNMP 到達可能性（SNMP Reachability）] フィールド
で定義されます。

最近のアラーム（Recent Alarms） デフォルトで、アラームのうち最新 5 つを表示します。[アラーム（Alarms）] ペー
ジを開くには、カッコ内の番号をクリックします。
最近のカバレッジ ホール（Recent アクセス ポイントによってリストされた最近のカバレッジ ホール アラームを
Coverage Holes）
表示します。
ソフトウェアの概要（Software
Summary）

すべての管理対象デバイスのソフトウェア バージョンとソフトウェア タイプを
表示します。

表 7-7 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトのセキュリティ ダッシュ
レットを示しています。
表 7-7

デフォルトのセキュリティ ダッシュレット

ダッシュレット

説明

クライアントの分類（Client
Classification）

Prime Infrastructure に追加されているクライアントを分類できます。
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表 7-8 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトのクライアント ダッシュ
レットを示しています。
表 7-8

デフォルトのクライアント ダッシュレット

ダッシュレット

説明

[クライアントのトラブルシュー クライアントの MAC アドレスを入力して、クライアント トラブルシューティン
ティング（Client Troubleshooting）] グ ツールを起動できます。
ダッシュレット
[クライアントの分散（Client
Distribution）] ダッシュレット

クライアントの分布がプロトコル別、EAP タイプ別、および認証タイプ別に表示
されます。プロトコルをクリックすると、そのプロトコルに属しているユーザの
リストにアクセスできます。たとえば、802.3 プロトコルをクリックすると、[クラ
イアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページの有線クライアントとユーザ
のリストに直接アクセスできます。

[クライアント アラームとイベン 有線とワイヤレスの両方のクライアントに関する最新のクライアント アラーム
トの概要（Client Alarms and Events が表示されます。
Summary）] ダッシュレット
• クライアント関連付けの失敗

[クライアント トラフィック
（Client Traffic）] ダッシュレット

•

クライアント認証の失敗

•

クライアント WEP キー復号化エラー

•

クライアント WPA MIC エラー カウンタのアクティブ化

•

クライアントの除外

•

Autonomous AP クライアント認証の失敗

•

有線クライアント認証の失敗

•

有線クライアント認可の失敗

•

有線クライアントのクリティカル VLAN 割り当て

•

有線クライアントの認証失敗 VLAN 割り当て

•

有線クライアントのゲスト VLAN 割り当て

•

有線クライアントのセキュリティ違反

有線クライアントとワイヤレス クライアントのトラフィックが表示されます。[ト
ラフィック（Traffic）] ダッシュレットに有線クライアント トラフィックを表示
するには、Identity Service Engine（ISE）を Prime Infrastructure と統合し、802.1x
ポートまたは MAC 認証を使用して、有線デバイスに ISE サーバを設定する必要
があります。

[有線クライアントの速度分布
有線クライアントの速度と速度ごとのクライアント数を表示します。クライア
（Wired Client Speed Distribution）] ントの実行速度は 3 種類あります。
ダッシュレット
• 10 Mbps
•

100 Mbps

•

1 Gbps

ポートは、デフォルトでは、自動ネゴシエーション モードです。たとえば、100 Mbps
の速度で稼働するクライアントに対しては、100 Mbps の速度になります。
クライアント カウントがトップ
5 の SSID（Top 5 SSIDs by Client
Count）

現在関連付けられているクライアントと認証されているクライアントの数を表
示します。この情報は、選択により、表形式または面グラフで表示できます。
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表 7-8

デフォルトのクライアント ダッシュレット（続き）

ダッシュレット

説明

スイッチ カウントがトップ 5 の
スイッチ（Top 5 Switches by
Switch Count）

クライアントの数が最も多い 5 つのスイッチ、およびスイッチに関連しているク
ライアントの数を表示します。

[クライアント ポスチャ ステータ Prime Infrastructure は、Identity Services Engine（ISE）からポスチャ ステータス情
ス（Client Posture Status）] ダッ
報を収集します。認可と認証のために、ISE を追加する必要があります。ISE で、必
シュレット
要な機能を有効にすると、Prime Infrastructure の [クライアント ポスチャ ステー
タス（Client Posture Status）] ダッシュレットにデータが表示されます。
クライアント ポスチャ ステータス、および次の各ステータス カテゴリのクライ
アント数を表示します。
•

準拠（Compliant）

•

非準拠（Non-compliant）

•

不明（Unknown）

•

保留中（Pending）

•

N/A

•

エラー（Error）

IP アドレス タイプ別のクライア 各種 IP アドレス タイプ別にクライアント数の傾向を時系列で示すチャートが表
ント カウント（Client Count By IP 示されます。タイプには、IPv4、IPv6、Dual-Stack、および unknown が含まれます。
Address Type）
IPv6 割り当ての分布（IPv6
Assignment Distribution）

IPv6 アドレスの割り当て方法に基づき、すべてのクライアントの分布を示す円
グラフを表示します。タイプには Unknown、DHCPv6、Self-Assigned、SLACC、
Static などがあります。

ユーザ認証が失敗した回数（User
Auth Failure Count）

ユーザ認証の失敗数の傾向を時系列で示すチャートが表示されます。

クライアント プロトコルの分布
（Client Protocol Distribution）

現在のクライアント数分散をプロトコル別表示します。

クライアント EAP タイプの分布
（Client EAP Type Distribution）

EAP タイプに基づいた数を表示します。

ゲスト ユーザ カウント（Guest
Users Count）

指定した期間にわたるゲスト クライアント数を表示します。

クライアント CCX の分布（Client 異なる CCX バージョン間のクライアントの分布を示す円グラフが表示されます。
CCX Distribution）
トップ N のクライアント カウン
ト（Top N Client Count）

クライアントの数に基づいて上位 N 個の要素を示す棒グラフが表示されます。
要素には、SSID、AP、コントローラ、エンドポイント タイプ、ベンダー、スイッチ、
アンカー コントローラが含まれます。これは、個々の異なる上位 N チャートに置
き換わる汎用の上位 N チャートです。
[トップ N のクライアント カウント（Top N Client Count）] には、各アンカー コン
トローラ上のアンカー クライアントの数が表示されます。

クライアント モビリティ ステー ローカル（非アンカー）とアンカー間のクライアント分布を示す円グラフが表示
タスの分布（Client Mobility Status されます。
Distribution）
クライアント 11u 分布（Client 11u 非 11u クライアント上の 11u クライアントを示す円グラフが表示されます。
Distribution）
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表 7-8

デフォルトのクライアント ダッシュレット（続き）

ダッシュレット

説明

11u クライアント カウント（11u
Client Count）

非 11u クライアント上の 11u クライアントを示す円グラフが表示されます。

11u クライアント トラフィック
（11u Client Traffic）
PMIP クライアントの分布（PMIP
Clients Distribution）
PMIP クライアント カウント
（PMIP Client Count）
クライアント カウントがトップ
の AP（Top APs by Client Count）
最新のクライアント アラーム
（Most Recent Client Alarms）

11u クライアント トラフィックの時系列の傾向を示すグラフが表示されます。
非 PMIP クライアント上の PMIP クライアントを示す円グラフが表示されます。
PMIP クライアント数の時系列の傾向を示すグラフが表示されます。
上位の AP をクライアント数別に表示します。
最新のクライアント アラームを表示します。

最新のゲスト ユーザ アカウント 作成または変更された最新のゲスト ユーザ アカウントを表示します。
5 個（Recent 5 Guest User
Accounts）
最後にログインしたゲスト ユー
ザ 5 名（Latest 5 logged in Guest
Users）

ログインする最新のゲスト ユーザを表示します。

コンテキスト認識型サービスで
検出されたクライアント（Clients
Detected by Context Aware
Service）

過去 15 分間以内にコンテキスト認識型サービスによって検出されたクライアン
ト数を表示します。

クライアント認証タイプの分布
（Client Authentication Type
Distribution）

クライアント認証タイプに基づいてクライアント数を表示します。

アソシエーション/認証別のクラ
イアント カウント（Client Count
By Association/Authentication）

指定された時間間隔におけるクライアントの数を表示します。クライアント数
は、関連付けられているクライアントまたは認証されたクライアントに基づい
てカウントできます。

有線/ワイヤレス別のクライアン
ト カウント（Client Count By
Wired/Wireless）

有線/ワイヤレス クライアントの数、または両方のクライアントを組み合わた数
が表示されます。

IP アドレス タイプ別のクライア
ント トラフィック（Client Traffic
By IP Address Type）

IP アドレス タイプに基づいてクライアント トラフィックを表示します。

IP アドレス タイプの分布（IP
Address Type Distribution）

IP アドレス タイプに基づいてクライアント分布を表示します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

7-14

OL-32122-01-J

第7章

ダッシュボードの表示および管理
ダッシュレットの追加

表 7-9 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトのネットワーク ダッシュ
レットを示しています。
表 7-9

デフォルトのネットワーク ダッシュレット

ダッシュレット

説明

CPU 使用率の概要（CPU
Utilization Summary）

デバイスの CPU 使用率を 4 つの CPU 使用率分布（0 ～ 25 %、26 ～ 50 %、51 ～
75 %、76 ～ 100 %）から成る円グラフで表示します。

デバイス アベイラビリティの概 SNMP を介して到達可能な（および到達不能な）特定サイトのデバイスについて、
要（Device Availability Summary） 概要、デバイスの総数、デバイス分布円グラフを表示します。
インターフェイスのアベイラビ
リティの概要（Interface
Availability Summary）
インターフェイスの統計情報
（Interface Statistics）

選択された時間範囲におけるインターフェイスのアベイラビリティをパーセン
テージで表示します。
特定サイトのインターフェイスの統計情報を表示します。

インターフェイスの統計情報の
特定サイトにおけるインターフェイスの総数、およびインターフェイス ステー
概要（Interface Statistics Summary） タス（Up、Operationally Up、Administratively Down）の分布円グラフを表示します。
インターフェイス使用率の概要
（Interface Utilization Summary）

特定サイトにおけるデバイスのインターフェイス使用率を 4 つのインターフェ
イス使用率分布（0 ～ 25 %、25 ～ 50 %、51 ～ 75 %、75 ～ 100 %）から成る円グラ
フで表示します。内側の円は受信（Rx）使用率を表し、外側の円は送信（Tx）使用率
を表します。

トップ N の CPU 使用率（Top N
CPU Utilization）

最大 CPU 使用率上位 N のデバイスを表示します。

トップ N の環境温度（Top N
Environmental Temperature）

ネットワーク デバイスに関連する温度（平均、最大、最小、現在）について上位 N
件を表形式のリストで表示します。スタック構成のスイッチの場合は、デバイス
名がスイッチ インスタンスに付加されます。例：RB-Edison.Cisco.com-Switch-1
の場合、Switch-1 がスイッチ インスタンスに該当します。

トップ N のインターフェイス エ 入出力エラーおよび破棄について上位 N のインターフェイスを表示します。
ラーおよび破棄（Top N Interface
Errors and Discards）
トップ N のインターフェイス使 特定サイトにおけるデバイスのインターフェイス使用率（送信）を、4 つのイン
用率（Top N Interface Utilization） ターフェイス使用率分布（0 ～ 25 %、25 ～ 50 %、51 ～ 75 %、75 ～ 100 %）から成
る円グラフで表示します。
トップ N のメモリ使用率（Top N
Memory Utilization）

ネットワークにおける上位 N のメモリ使用率を表形式のリストで表示します。
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表 7-10 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトのサービス保証ダッ
シュレットを示しています。
表 7-10

デフォルトのサービス保証ダッシュレット

ダッシュレット

説明

トップ N のアプリケーション
（Top N Applications）

サイト/企業、クライアント、およびインターフェイスの合計トラフィック ボ
リューム/レートの観点から、有線/ワイヤレスの故障または不明な故障が上位 N
のアプリケーションを表示します。ワイヤレスと統合されていない場合、トラ
フィックは不明として分類されます。

トップ N のクライアント（TOP N サイト/企業とアプリケーション、サービス、または一連のアプリケーションの合
Clients）
計トラフィック ボリューム/レートに基づいて、上位 N のクライアントを表示し
ます。
NetFlow がトップ N のインター
フェイス（Top N Interfaces by
Netflow）

ボリュームに基づいて NetFlow トラフィックが上位 N のインターフェイスを示
します。

NetFlow がトップ N のリソース
（Top N Resources by Netflow）

Netflow トラフィックのエクスポートのボリュームまたはレートが上位 N のデ
バイスを表示します。NetFlow をエクスポートするデバイスと Netflow データが
あるサイトを切り替えることができます。ダッシュレットの [ルート ドメイン内
（In Root Domain）] デバイス リストは VD に対応していません。

トップ N のサーバ（Top N
Servers）

トラフィック レートが上位 N のサーバを表示します。

PFR 別のトップ N のサイト（Top
N Sites by PFR）

このダッシュレットには、選択した時間範囲でのポリシー カウントの内、PfR が
上位 N のサイトが一覧表示されます。

トップ N の WAN インターフェ
イス（Top N WAN Interface）

ネットワークにおける WAN インターフェイス使用率について上位 N 件を表形
式のリストで表示します。

MOS がワースト N のサイト
（Worst N Sites by MOS）
トランザクション時間がワース
ト N のサイト（Worst N sites by
Transaction Time）

MOS スコアが最低のサイトを表示します。
アプリケーション、サービス、または一連のアプリケーションのサイト間平均ト
ランザクション時間を表示します。

表 7-11 は、Prime Infrastructure のホーム ページに追加できるデフォルトのインシデント ダッ
シュレットを示しています。
表 7-11

デフォルトのインシデント ダッシュレット

ダッシュレット

説明

アラームのまとめ（Alarm
Summary）

スイッチとハブ、アドホック不正、ルータ、AP、システム、不正 AP に関するア
ラームを分布円グラフで表示します。

デバイス到達可能性の概要
（Device Reachability Summary）

このダッシュレットには、各デバイスの SNMP 到達可能性ステータスが表形式
で表示されます。

トップ N のアラーム タイプ（Top 上位 N のアラーム タイプとそれに関連するカウントを横棒グラフで表示します。
N Alarm Types）
トップ N のイベント（Top N
Events）

イベント タイプとそのカウントを横棒グラフで表示します。
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表 7-11

デフォルトのインシデント ダッシュレット（続き）

ダッシュレット

説明

アラーム数トップ N のサイト
（Top N Sits with Most Alarms）

アラーム数が最も多い上位 N のサイトを横棒グラフで表示します。

トップ N の Syslog 送信者（Top N syslog を生成した上位 N のデバイスを表形式で表示します。表に重大度別の
Syslog Sender）
Syslog 数が示されます。
トップ N の WAN インターフェ
イス（Top N WAN Interface）

問題が報告された上位 N の WAN インターフェイスを重大度と共に表形式で表
示します。

Syslog の概要（Syslog Summary） 重要度 0、1、2 の syslog を表示します。
Syslog ウォッチ（Syslog Watch）

このダッシュレットには、事前定義されたフィルタ（デフォルトでは環境モニ
タ）に基づく syslog が表示されます。

関連項目
•

ダッシュボードの追加

•

ダッシュボードの復元

ダッシュボードとダッシュレットの時間フィルタ
期間に基づいてダッシュボードとダッシュレットをフィルタリングできます。指定した時間範
囲内の情報は次の 2 種類の方法で表示されます。
•

[ダッシュボードごと（By dashboard）]：[ダッシュボード（Dashboard）] ページ上部のフィルタ
を使用して、[タイム フレーム（Time Frame）] プルダウン メニューから値を選択します。フィ
ルタ機能を使用すると、指定した時間範囲内のすべてのダッシュレット情報をフィルタリン
グできます。

•

[ダッシュレットごと（By dashlets）]：ダッシュレットを編集して、ダッシュボード フィルタを
上書きします。

関連項目
•

ダッシュレット フィルタの上書き

ダッシュレット フィルタの上書き
1 つのダッシュレットのフィルタ設定を変更できます。たとえば、1 つのダッシュレットのデー
タ収集タイムフレームをデフォルトから 24 時間に変更するには、以下を実行します。
ステップ 1

当該ダッシュレットに移動し、[ダッシュレット オプション（Dashlet Options）] アイコンをクリッ
クします。

ステップ 2

[時間フィルタを上書き（Override Dashboard Time Filter）] チェックボックスをオンにして、[タイ
ム フレーム（Time Frame）] ドロップダウン リストから [過去 24 時間（Past 24 Hour）] を選択し、
[保存して閉じる（Save and Close）] をクリックします。
[ダッシュボード タイム フレーム（Dashboard Time Frame）] プルダウン メニューでの指定内容に
関係なく、ダッシュレットには直近 24 時間のデータが表示されます。赤い斜線が引かれた [タイ
ム フレーム（Time Frame）] ダッシュレット バッジの横にある [編集済み（Edited）] ラベルは、フィ
ルタがカスタマイズされたことを示しています。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

7-17

第7章

ダッシュボードの表示および管理

ダッシュボードの復元

関連項目
•

ダッシュボードの追加

•

ダッシュボードの復元

汎用ダッシュレットの作成
[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードおよび [パフォーマンス（Performance）] タブの
下の任意のダッシュボードに汎用ダッシュレットを追加できます。汎用ダッシュレットには、
ポーリング対象のすべてのデバイスの値が表示されます。
はじめる前に

少なくとも 1 つのカスタム モニタリング ポリシーを作成する必要があります（「新しいモニタリ
ング ポリシーの作成」を参照）。
汎用ダッシュレットを作成するには：
ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] の下で、任意のダッシュボード
を選択します。

ステップ 2

[設定（Settings）] アイコンをクリックして、[ダッシュレットの追加（Add Dashlets）] を選択します。

ステップ 3

[汎用ダッシュレット（Generic Dashlet）] を検索し、[追加（Add）] をクリックします。[汎用ダッ
シュレット（Generic Dashlet）] がダッシュボードに表示されます。

ステップ 4

ダッシュレットを編集するには、[汎用ダッシュレット（Generic Dashlet）] の上にカーソルを移動
し、[ダッシュレット オプション（Dashlet Options）] アイコンをクリックします。

ステップ 5

ダッシュレットの名前を変更します。

ステップ 6

[テンプレート名（Template Name）] ドロップダウン リストから、作成したカスタム テンプレート
を選択し、[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

ダッシュボードの追加

•

ダッシュボードの復元

ダッシュボードの復元
アップグレード後も、前バージョンでのダッシュレットの配置が維持されます。このため、新し
いリリースで追加されたダッシュレットまたは機能は表示されません。新しいダッシュレット
を表示するには、[設定（Settings）] アイコンをクリックして、[ダッシュボードの管理（Manage
Dashboards）] を選択します。
ダッシュボードをデフォルト設定に復元するには：
ステップ 1

任意のダッシュボード ページの右上にある [設定（Settings）] をクリックし、[ダッシュボードの
管理（Manage Dashboards）] を選択します。

ステップ 2

リストからダッシュボードを選択し、[リセット（Reset）] をクリックします。
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関連項目
•

ダッシュボードの追加

•

ダッシュレットの追加
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2

ネットワークのモニタリング

•

デバイスのモニタリング

•

モニタリング ポリシーおよびしきい値の作成

•

アラームのモニタリング

•

クライアントとユーザのモニタリング

•

IWAN の設定とモニタリング

•

無線テクノロジーのモニタリング

•

モニタリング ツールの使用

•

トラブルシューティング

•

複数の Prime Infrastructure インスタンスのモニタリング

CHAPTER

8

デバイスのモニタリング
[モニタ（Monitor）] > [管理対象デバイス（Managed Elements）] メニューには、ネットワークを毎日
モニタリングしたり、ネットワーク デバイスのインベントリと設定管理に関連した日常的な操
作または随時操作の実行に役立つツールが用意されています。
•

ネットワーク デバイスのモニタリング

•

ジョブのモニタリング

•

バックグラウンド タスクのモニタリング

•

パケット キャプチャを使用したネットワーク トラフィックのモニタリングとトラブル
シューティング

•

ネットワーク サービスの保護

ネットワーク デバイスのモニタリング
Prime Infrastructure に追加されているデバイスのリストを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [管
理対象デバイス（Managed Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] の順に選択し
ます。また、デバイスを追加、編集、同期、およびグループ化することもできます。
関連項目
•

[ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページ

•

デバイスの手動追加

[ネットワーク デバイス
（Network Devices）
] ページ
Prime Infrastructure に追加されているデバイスのリストを表示するために [モニタ（Monitor）] >
[管理対象デバイス（Managed Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] の順に選
択した際に表示される情報を 表 8-1 に示します。セル ヘッダーをクリックすることにより、表
をソートできます。

（注）

Cisco Prime Infrastructure UI の [モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネッ
トワーク デバイス（Network Devices）] ページから Cisco WLC UI を開始すると、Cisco WLC の
HTTPS 接続が開きます。別のプロトコルを使用して Cisco WLC UI セッションを開く場合は、[デ
バイスの 360 度ビュー（Device 360 view）] > [アクション（Action）] > [デバイスに接続（Connect to
Device）] ページから開始し、Cisco WLC を開くときに使用するプロトコルを選択する必要があ
ります。
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表 8-1

[ネットワーク デバイス（Network Devices）
] ページの説明

表示する情報

操作内容

ソフトウェア バージョン、ポート情報、CPU およびメモリ使用率などの
デバイスの詳細

デバイス名をクリックします。

デバイスの 360 ビュー

[IP アドレス（IP Address）] フィールドの
アイコンをクリックします。

収集ステータスの詳細

[最終インベントリ収集（Last Inventory
Collection）] 列のアイコンをクリックし
ます。

関連項目
•

[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] からのデバイスの詳細の取得

ジョブのモニタリング
次の操作を実行するには [ジョブ（Jobs）] ダッシュボードを使用します。
•

実行中と完了済みのすべてのジョブ、および対応するジョブ詳細を表示する

•

ジョブをフィルタリングし、関心がある特定のジョブのみを表示する

•

送信した最新のジョブの詳細を表示する

•

ジョブの実行結果を表示する

•

ジョブを変更する（ジョブの削除、編集、実行、取り消し、一時停止、および再開など）

Prime Infrastructure では、最大 25 のジョブを同時に実行できます。25 のジョブがすでに実行中で
あるときに新しいジョブが作成されると、1 つのジョブが完了して新しいジョブを開始できるま
で、その新しいジョブの状態は「scheduled」となります。新しいジョブの予定時刻がジョブの開始
前に経過した場合は、新しいジョブは実行されず、新しいジョブを再スケジュールするか、また
は実行中のジョブの数が 25 未満のときに開始する必要があります。
ジョブをモニタするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job
Dashboard）] の順に選択します。

ステップ 2

ジョブをクリックし、次のアクションのいずれかを実行します。
•

現在スケジューリングされているジョブをすぐに開始するには、[実行（Run）] をクリックし
ます。ジョブのステータスが「failed」となっている場合は、[実行（Run）] をクリックして同じ
ジョブを再実行することで、新しいスケジュール済みジョブが前のジョブと同じパラメータ
で作成されます。再試行対象には、ジョブ内の失敗したデバイスと部分的に成功したデバイ
スのみが選択されます。

•

現在進行中のディスカバリ ジョブを停止して、スケジュールされている状態に戻すには、[中
止（Abort）] をクリックします。すべてのジョブを中断することはできません。たとえば、実行
中のコンフィギュレーション ジョブを中断しようとすると、エラー メッセージが表示され
ます。

•

指定したジョブについて、今後スケジュール設定されているすべてのジョブを削除するに
は、[キャンセル（Cancel）] をクリックします。ジョブが現在実行中の場合は、完了します。
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ステップ 3

ジョブの作成時期、開始時期またはスケジュール設定された時期とその履歴に関する情報を表
示するには、ジョブを選択して [ジョブ詳細の表示（Job Detail View）] ページを表示します。失敗
したジョブのトラブルシューティング情報を表示するには、特定のジョブの [ステータス
（Status）] 列の上にマウスのポインタを合わせます。
分単位のジョブが再帰的に実行されるようにスケジュール設定されている場合、ジョブの最初
のトリガーはクオーツ スケジューラで刻まれるとおりの n 分目に発生し、その後の実行はスケ
ジュール通りに割り当てられます。たとえば、12:02:00 を開始時間として指定し、3 分おきにジョ
ブを実行する場合、ジョブは 12:03（すぐに）に開始され、以降 12:06、12:09 というように繰り返し
実行されます。別の例として、12:00:00 を開始時間として指定し、3 分おきにジョブを実行する場
合、ジョブは 12:00（即刻）に開始され、以降 12:03、12:06 というように繰り返し実行されます。

バックグラウンド タスクのモニタリング
バックグラウンド タスクとは、表示可能なページなどのユーザ インターフェイスを使用せずに
バックグラウンドで実行されるスケジュール プログラムです。Prime Infrastructure では、データ
収集から設定のバックアップまでのすべてを、バックグラウンド タスクにすることができます。
バックグラウンド タスクをモニタすると、実行されているバックグラウンド タスクの表示、そ
れらのスケジュールのチェック、およびタスクが正常に完了したかどうかの確認を行えます。
バックグラウンド タスクをモニタするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [バックグラウンド タスク（Background Tasks）] の順
に選択して、スケジュールされたタスクを表示します。[バックグランド タスク（Background
Tasks）] ページが表示されます。

ステップ 2

ドロップダウン リストで次のコマンドを選択します。
•

[今すぐ実行する（Execute Now）]：チェックボックスがオンになっているすべてのデータ
セットを実行します。

•

[タスクを有効にする（Enable Tasks）]：スケジュール設定された間隔でデータ セットが実行
されるようにします。

•

[タスクを無効にする（Disable Tasks）]：スケジュール設定された間隔でデータ セットが実行
されないようにします。

パケット キャプチャを使用したネットワーク トラ
フィックのモニタリングとトラブルシューティング
複数の NAM からデータを集約する以外に、Prime Infrastructure の機能を使用すると、複数の
NAM および ASR を使用してネットワークの問題をアクティブに管理およびトラブルシュー
ティングすることが簡単になります。

（注）

この機能は、NAM および ASR に対してサポートされます。ASR でサポートされる最小の Cisco
IOS XE バージョンの詳細については、
『Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers Release
Notes』を参照してください。
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次のワークフローでは、ネットワーク オペレータが、複数のブランチで発生している一連の類似
の認証違反をトラブルシューティングする必要があります。オペレータは認証問題の原因が進
行中のネットワーク攻撃であると判断したため、各ブランチの NAM または ASR に対してパ
ケット キャプチャ機能を実行し、次に疑いのあるトラフィックを検査するためにパケット デ
コーダを実行します。
ステップ 1

キャプチャ セッションの定義を作成するには、次の手順を実行します。
a.

[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [パケット キャプチャ（Packet Capture）] の順に選択
し、[キャプチャ セッション（Capture Session）] をクリックして新しいキャプチャ セッション
の定義を作成します。

b.

必要に応じて、[一般（General）] セクションに値を入力します。セッション定義に一意の名前
を付け、キャプチャされたデータをどのように保存するかを指定します。フル パケットを
キャプチャするには、[パケット スライス サイズ（Packet Slice Size）] に 0 と入力します。

c.

キャプチャ対象トラフィックを特定の送信元または宛先 IP、VLAN、アプリケーション、また
はポートに制限する場合は、[ソフトウェア フィルタ（Software Filters）] セクションで [追加
（Add）] をクリックし、必要に応じてフィルタを作成します。ソフトウェア フィルタを作成し
ない場合、すべてがキャプチャされます。

d.

[デバイス（Devices）] 領域で、次を選択できます。
– NAM とそのデータ ポート。
キャプチャ セッションが実行されているかどうかにかかわ

らず、NAM ごとに作成できるキャプチャ セッションは 1 つのみです。
– ASR とそのインターフェイス。
e.

[すべてのセッションを作成して開始（Create and Start All Sessions）] をクリックします。

Prime Infrastructure により新しいセッション定義が保存され、指定した各デバイスに対して個別
のキャプチャ セッションが実行されます。また、セッションがデバイスにファイルとして保存さ
れ、[キャプチャ ファイル（Capture Files）] 領域にパケット キャプチャ ファイルのリストが表示
されます。
ステップ 2

ステップ 3

パケット キャプチャ ファイルを復号化するには、次の手順を実行します。
a.

[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [パケット キャプチャ（Packet Capture）] の順に選択し
ます。

b.

NAM または ASR デバイスの PCAP ファイルを選択します。

c.

[コピー先（Copy To）] を選択して、PCAP ファイルを PI サーバにコピーします（デコード操作
は PI サーバのファイルでのみ実行されます）。

d.

[ジョブの表示（View Jobs）] をクリックして、コピー ジョブが正常に完了したことを確認し
ます。

e.

localhost フォルダを開き、新しいキャプチャ ファイルのチェックボックスを選択し、[復号化
（Decode）] をクリックします。復号化されたデータが一番下のペインに表示されます。

f.

TCP ストリームには、アプリケーション層が認識するとおりにデータが表示されます。復号
化されたファイルの TCP ストリームを表示するには、[パケット リスト（Packet List）] から
TCP パケットを選択し、[TCP ストリーム（TCP Stream）] をクリックします。データは ASCII
テキストまたは 16 進ダンプで表示できます。

パケット キャプチャ セッションを再び実行するには、[キャプチャ セッション（Capture
Sessions）] 領域でセッション定義を選択し、[開始（Start）] をクリックします。
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ネットワーク サービスの保護
Cisco TrustSec Identity-Based Networking Services（IBNS）は、ネットワーク接続とリソースを保護
するための認証、アクセス制御、およびユーザ ポリシーを提供するシスコ製品で構成される統合
ソリューションです。Cisco TrustSec IBNS を使用して、企業は生産性と可視性を高め、運用コスト
を削減し、ポリシーの遵守を強化できます。
Prime Infrastructure では、TrustSec ネットワーク サービスを設計することで、TrustSec 対応デバイ
スに 802.1X や他の TrustSec 機能をイネーブルにする設定をプロビジョニングするための優先
オプションを選択できます。TrustSec モデルベースの設定テンプレートを作成し、次のナビゲー
ション パスのいずれかを選択して、有線の 802_1x デバイスを設定できます。
•

[サービス（Services）] > [ネットワーク サービス（Network Services）] > [TrustSec]

•

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [TrustSec] > [有線 802_1x（Wired 802_1x）]

Catalyst 6000 デバイスの場合は以下に注意してください。
•

Security violation as protect は、Catalyst 6000 スーパーバイザ デバイスでは使用できません。

•

Security violation as replace は、Cisco IOS Release 15.1(01)SY 以降で使用できます。

•

コマンド macsec は、Catalyst 6500 スーパバイザ 2T デバイスでは使用できません。

MACsec のサポートは、サポートされる最小イメージ バージョンが「12.2.55SE3/15.0(1)SE2」の
3560-X シリーズおよび 3750-X シリーズのデバイスでのみ使用できます。
（注）

TrustSec 2.0 プラットフォームのサポート リストについては、
『Cisco TrustSec 2.0 Product
Bulletin』を参照してください。
TrustSec モデルベースの設定テンプレートの設定に関する詳細については、
「機能レベルの設定
テンプレートの作成」を参照してください。
TrustSec 準備状況の評価レポートの生成

[TrustSec 準備状況の評価（TrustSec Readiness Assessment）] には、TrustSec バージョン、準備状況
のカテゴリ、準備状況のデバイス数、円グラフで表示されるデバイスの割合などの、TrustSec ベー
スのデバイスの詳細が表示されます。
TrustSec 準備状況の評価レポートを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [ネットワーク サービス（Network Services）] > [TrustSec] を選択します。

ステップ 2

[Features-TrustSec] フォルダを展開し、[準備状況の評価（Readiness Assessment）] をクリックし
ます。
円グラフには、次のデバイスのタイプが表示されます。

ステップ 3

•

TrustSec 限定的な互換性デバイス

•

TrustSec 対応デバイス

•

TrustSec ハードウェア非対応デバイス

•

TrustSec ソフトウェア非対応デバイス

[セクション ビュー（Section view）] をクリックし、円グラフのスライスのいずれかをクリックし
て、選択した TrustSec ベースのデバイス タイプの詳細を表示します。
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ステップ 4

[全体ビュー（Complete view）] をクリックして、すべての TrustSec ベースのデバイスの詳細を表
示します。

ステップ 5

TrustSec バージョンを選択し、[エクスポート（Export）] をクリックして、準備状況の評価の詳細
を CSV ファイルにエクスポートします。
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9

ワイヤレス デバイスの監視
ネットワークのワイヤレス デバイスを毎日モニタしたり、ワイヤレス デバイスのインベントリ
に関連する他の日常的な操作またはアドホック操作を実行できます。
•

コントローラのモニタリング

•

アクセス ポイントのモニタリング

•

不正アクセス ポイントのモニタリング

•

Spectrum Expert のモニタリング

•

WiFi TDOA レシーバのモニタリング

•

メディア ストリームのモニタリング

•

アクセス ポイント アラームのモニタリング

コントローラのモニタリング
すべてのワイヤレス コントローラを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed
Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] の順に選択し、次に [デバイス タイプ
（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] の順に選択します。
関連項目
•

システム パラメータのモニタリング

システム パラメータのモニタリング
すべてのワイヤレス コントローラを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed
Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] の順に選択し、次に [デバイス タイプ
（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] の順に選択します。デバイス名
をクリックすると、詳細が表示されます。表 9-1 に示すすべてのワイヤレス コントローラの詳細
を監視できます。
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表 9-1

[モニタ（Monitor）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [ワイヤレス コントローラの詳細（Wireless Controller
Details）]

表示する内容

選択するメニュー

システム情報
（System Information）

IP アドレス、デバイス タイプ、場所、到達可能性ステー [デバイスの詳細（Device Details）] タブの [システム
タス、説明などの要約情報
（System）] > [概要（Summary）]
CLI セッションの詳細

[デバイスの詳細（Device Details）] タブの [システム
（System）] > [CLI セッション（CLI Sessions）]

送受信されたパケット、DHCP サーバ応答情報、最新の [デバイスの詳細（Device Details）] タブの [システム
要求タイムスタンプなどの DHCP 統計情報（バージョ （System）] > [DHCP 統計情報（DHCP Statistics）]
ン 5.0.6.0 以降のコントローラ向け）
マルチキャスト情報
MAC アドレス、ロール、状態などのスタック情報
STP 統計情報
ユーザ定義フィールドに関する情報

[設定（Configuration）] タブの [システム（System）] > [マルチ
キャスト（Multicast）]
[デバイスの詳細（Device Details）] タブの [システム
（System）] > [スタック（Stacks）]
[設定（Configuration）] タブの [システム（System）] > [スパニ
ング ツリー プロトコル（Spanning Tree Protocol）]
[デバイスの詳細（Device Details）] タブの [システム
（System）] > [ユーザ定義フィールド（User Defined Field）]

コントローラ で設定したワイヤレス ローカル アクセ [デバイスの詳細（Device Details）] タブの [システム
ス ネットワーク（WLAN）
（System）] > [WLAN（WLANs）]
モビリティ（Mobility）

送受信エラー、ハンドオフ要求などのモビリティ グ
ループ イベントの統計情報

[デバイスの詳細（Device Details）] タブの [モビリティ
（Mobility）] > [モビリティ ステータス（Mobility Stats）]

ポート（Ports）

選択したコントローラの物理ポートに関する情報
CDP インターフェイス

[設定（Configuration）] タブの [ポート（Ports）] > [一般
（General）]
[設定（Configuration）] タブの [ポート（Ports）] > [CDP イン
ターフェイス ネイバー（CDP Interface Neighbors）]

セキュリティ
（Security）

RADIUS アカウンティング サーバ情報と統計情報

[デバイスの詳細（Device Details）] タブの [セキュリティ
（Security）] > [RADIUS アカウンティング（RADIUS
Accounting）]

RADIUS 認証サーバ情報

[デバイスの詳細（Device Details）] タブの [セキュリティ
（Security）] > [RADIUS 認証（RADIUS Authentication）]

ネットワーク アクセス コントロール リストに関する
情報

[システム（System）] > [セキュリティ（Security）] > [ネット
ワーク アクセス コントロール（Network Access Control）]

ゲスト アクセスの展開とネットワーク ユーザ

[デバイスの詳細（Device Details）] タブの [セキュリティ
（Security）] > [ゲスト ユーザ（Guest Users）]

管理フレーム保護（MFP）の要約情報

[デバイスの詳細（Device Details）] タブの [システム
（System）] > [セキュリティ（Security）] > [管理フレーム保護
（Management Frame Protection）]
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表 9-1

[モニタ（Monitor）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [ワイヤレス コントローラの詳細（Wireless Controller
Details）
（続き）
]

表示する内容

選択するメニュー

現在コントローラに適用されているすべての不正アク [デバイスの詳細（Device Details）] タブの [システム
セス ポイント ルールのリスト。
（System）] > [セキュリティ（Security）] > [不正 AP ルール
（Rogue AP Rules）]
スリープ状態にあるクライアントのリスト。スリープ [デバイスの詳細（Device Details）] タブの [セキュリティ
状態にあるクライアントとは、Web 認証に成功したゲ （Security）] > [スリープ状態にあるクライアント（Sleeping
スト アクセスを持ち、ログイン ページから別の認証プ Clients）]
ロセスを実行せずにスリープおよび復帰することを許
可されているクライアントです。
IPv6

IPv6 アドレス、リンク、MTU などを生成および取得す
るために、ホストまたはクライアントとルータの間で
交換されたメッセージ数の統計情報。

[設定（Configuration）] タブの [IPv6] > [ネイバー バイン
ディング タイマー（Neighbor Binding Timers）]

冗長性（Redundancy）

冗長性情報

[デバイスの詳細（Device Details）] タブの [システム
（System）] > [冗長性の概要（Redundancy Summary）]

mDNS

mDNS サービスおよびサービス プロバイダー情報のリ [デバイスの詳細（Device Details）] タブの [mDNS] > [mDNS
スト。
サービス プロバイダー（mDNS Service Provider）]
関連項目
•

ワイヤレス コントローラ システムの概要

•

スパニング ツリー プロトコル

•

管理フレーム保護

•

不正 AP ルール

スパニング ツリー プロトコル
スパニング ツリー プロトコル（STP）はリンク管理プロトコルの 1 つです。Cisco WLAN ソ
リューション では、メディア アクセス コントロール ブリッジ用に IEEE 802.1D 標準が実装さ
れています。
スパニング ツリー アルゴリズムは、ステーション間の複数のアクティブ パスによって作成され
る、ネットワーク内の無用なループを避けるとともに、冗長性を備えています。STP では、任意の
2 台のネットワーク デバイス間で同時に 1 つのアクティブなパスのみが存在できますが（これに
よりループが防止されます）、初期リンクが障害になった場合のバックアップとして冗長リンク
が確立されます。
スパニング ツリー プロトコルをサポートしていないコントローラは、WISM、2500、5500、7500、
および SMWLC です。
関連項目
•

[ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] > [システム（System）] > [スパニング ツリー
プロトコル（Spanning Tree Protocol）]

•

コントローラのモニタリング

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

9-3

第9章

ワイヤレス デバイスの監視

コントローラのモニタリング

管理フレーム保護
管理フレーム保護（MFP）は、802.11 管理フレームの認証を提供します。管理フレームを保護する
ことにより敵対者を検知できるようになり、DoS 攻撃や、プローブのフラッディング、不正 AP の
設置を検知でき、QoS および無線測定フレームへの攻撃を防止しネットワーク パフォーマンス
への影響を抑えます。
コントローラの 1 つ以上の WLAN で MFP が有効になっている場合、コントローラは各登録済み
アクセス ポイントに、それらの WLAN についてアクセス ポイントが使用する各 BSSID の一意
のキーを送信します。MFP が有効になっている WLAN 経由でアクセス ポイントによって送信さ
れた管理フレームは、フレーム保護情報要素（IE）で署名されます。フレームを変更しようとする
とメッセージが無効になり、MFP フレームを検出するように設定されている受信側アクセス ポ
イントが WLAN コントローラに不一致を報告します。
関連項目

コントローラのモニタリング

不正 AP ルール
不正 AP ルールは、認証タイプ、一致する設定された SSID、クライアント カウント、および RSSI
値などの条件に基づいて、不正なアクセス ポイントを自動的に分類します。Prime Infrastructure
では、不正アクセス ポイントの分類ルールをコントローラおよびそれぞれのアクセス ポイント
に適用します。
これらのルールでは、RSSI レベル（それよりも弱い不正アクセス ポイントを無視）、または時間
制限（指定された時間内に表示されない不正アクセス ポイントにはフラグを立てない）に基づい
て、マップ上の不正表示を制限できます。
不正 AP ルールは、誤アラームを減らすためにも役立ちます。
不正クラスには以下の種類があります。
•

Malicious Rogue：検出されたアクセス ポイントのうち、ユーザが定義した Malicious ルール
に一致したアクセス ポイント、または危険性のない AP カテゴリから手動で移動されたアク
セス ポイント。

•

Friendly Rogue：既知、認識済み、または信頼できるアクセス ポイント、または検出されたアク
セス ポイントのうち、ユーザが定義した Friendly ルールに該当するアクセス ポイント。

•

Unclassified Rogue：検出されたアクセス ポイントのうち、Malicious ルールにも Friendly ルー
ルにも該当しないアクセス ポイント。

関連項目
•

コントローラのモニタリング

サードパーティ コントローラのモニタリング
Prime Infrastructure によって管理されているサードパーティ（シスコ以外の）コントローラに関
する詳細情報を表示するには、[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネット
ワーク デバイス（Network Devices）] > [サード パーティ ワイヤレス コントローラ（Third Party
Wireless Controllers）] の順に選択します。
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スイッチのモニタリング
スイッチに関する次の詳細情報を表示するには、[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed
Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [スイッチとハブ（Switches and Hubs）]
の順に選択します。
•

スイッチの検索
特定のスイッチを検索するか、またはカスタム検索を作成して保存するには、Prime
Infrastructure の検索機能を使用します。

•

スイッチの表示

関連項目
•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [検索（Search）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [表示（View）]

スイッチ リスト ページの設定
[ビューの編集（Edit View）] ページでは、[スイッチ（Switches）] テーブルの列を追加、削除、または
並べ替えできます。
テーブルの列を編集する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] > [スイッチとハブ（Switches and Hubs）] の順に選択します。

ステップ 2

[ビューの編集（Edit View）] リンクをクリックします。

ステップ 3

テーブルに新しい列を追加するには、左側の列で、追加する列見出しをクリックして強調表示し
ます。[表示（Show）] をクリックして、選択した列見出しを右側の領域へ移動します。右側の領域
にあるすべての項目が表に表示されます。

ステップ 4

テーブルから列を削除するには、右側の列で、削除する列見出しをクリックして強調表示しま
す。[非表示（Hide）] をクリックして、選択した列見出しを左側の領域へ移動します。左側の領域
にある項目はすべて、表に表示されません。

ステップ 5

[上へ（Up）] ボタンと [下へ（Down）] ボタンを使用して、表内での情報の並び順を指定します。目
的の列見出しを選択し、[上へ（Up）] または [下へ（Down）] をクリックして、現在のリスト内での
位置を上下に移動します。

ステップ 6

デフォルト表示に戻すには、[リセット（Reset）] をクリックします。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックして、変更内容を確定します。

関連項目
•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [検索（Search）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [表示（View）]
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スイッチ システム パラメータのモニタリング
スイッチに関する次の詳細情報を表示するには、[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed
Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [スイッチとハブ（Switches and Hubs）]
の順に選択して、デバイス名をクリックします。
•

スイッチのメモリ情報の表示

•

スイッチの環境情報の表示

•

スイッチ モジュール情報の表示

•

スイッチの VLAN 情報の表示

•

スイッチの VTP 情報の表示

•

スイッチの物理ポート情報の表示

•

スイッチのセンサー情報の表示

•

スイッチのスパニング ツリー情報の表示

•

スパニング ツリーの詳細の表示

•

スイッチのスタック情報の表示

•

スイッチの NMSP およびロケーション情報の表示

関連項目
•

スイッチ情報の表示

スイッチ情報の表示
スイッチ情報を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] > [スイッチとハブ（Switches and Hubs）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス名（Device Name）] 列でデバイス名をクリックし、スイッチの詳細を表示します。

ステップ 3

[システム（System）] メニューから次のいずれかをクリックし、関連情報を表示します。
•

環境

•

モジュール

•

VLAN

•

VTP

•

物理ポート数

•

センサー

•

スパニング ツリー

•

スタック

•

NMSP とロケーション
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関連項目
•

スイッチ インターフェイスのモニタリング

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [IP アドレス（IP Address）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [メモリ（Memory）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [環境（Environment）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [モジュール（Modules）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [VLANs]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [VTP]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [物理ポート（Physical Ports）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [センサー（Sensors）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [スパニング ツリー（Spanning Tree）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [スパニング ツリーの詳細（Spanning Tree
Details）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [スタック（Stacks）]

スイッチ インターフェイスのモニタリング
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] > [スイッチとハブ（Switches and Hubs）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス名（Device Name）] 列でデバイス名をクリックし、スイッチの詳細を表示します。

ステップ 3

[インターフェイス（Interfaces）] をクリックして、次の情報を表示します。
•

スイッチのイーサネット インターフェイスのモニタリング

•

スイッチのイーサネット インターフェイスの詳細のモニタリング

•

スイッチの IP インターフェイスのモニタリング

•

スイッチの VLAN インターフェイスのモニタリング

•

スイッチの EtherChannel インターフェイスのモニタリング

関連項目
•

スイッチのインターフェイス情報の表示

スイッチのインターフェイス情報の表示
スイッチのインターフェイス情報を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] > [スイッチとハブ（Switches and Hubs）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス名（Device Name）] 列でデバイス名をクリックし、スイッチの詳細を表示します。

ステップ 3

[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。
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ステップ 4

次のいずれかをクリックして、関連情報を表示します。
•

イーサネット インターフェイス

•

イーサネット インターフェイス名

•

IP インターフェイス

•

VLAN インターフェイス

•

EtherChannel インターフェイス

関連項目
•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [イーサネット
インターフェイス（Ethernet Interfaces）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [イーサネット
インターフェイス名（Ethernet Interface Name）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [IP アドレス
（IP Interface）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [VLAN イン
ターフェイス（VLAN Interface）]

•

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [EtherChannel
インターフェイス（EtherChannel Interface）]

スイッチ クライアントのモニタリング
スイッチのインターフェイス情報を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] > [スイッチとハブ（Switches and Hubs）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス名（Device Name）] 列でデバイス名をクリックし、スイッチの詳細を表示します。

ステップ 3

[システム（System）] メニューから [クライアント（Clients）] を選択して、スイッチのクライアン
トをモニタします。

アクセス ポイントのモニタリング
この項では、コントローラ アクセス ポイントの概要の詳細へのアクセスについて説明します。
それぞれのアクセス ポイントの詳細にアクセスするには、メインの日付領域を使用します。
このページにアクセスするには、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless
Technologies）] > [アクセス ポイントの無線（Access Point Radios）] の順に選択します。
関連項目
•

アクセス ポイントの検索

•

アクセス ポイントのリストの表示
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•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

アクセス ポイントの詳細のモニタリング

アクセス ポイントの検索
特定のアクセス ポイントを検索するか、またはカスタム検索を作成して保存するには、Prime
Infrastructure の検索機能を使用します。
関連項目
•

アクセス ポイントのリストの表示

•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

アクセス ポイントのモニタリング

•

アクセス ポイントの詳細のモニタリング

•

検索方法

アクセス ポイントのリストの表示
デフォルト情報を含むアクセス ポイントの概要を表示するには、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレ
ス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセス ポイントの無線（Access Point Radios）] の順
に選択するか、またはアクセス ポイントの検索を実行します。
関連項目
•

アクセス ポイントの検索

•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

アクセス ポイントのモニタリング

•

アクセス ポイントの詳細のモニタリング

•

アクセス ポイントのリストの表示

アクセス ポイント リストの表示の設定
[ビューの編集（Edit View）] ページでは、[アクセス ポイント（Access Points）] テーブルの列を追
加、削除、または並べ替えができます。
アラーム テーブルの使用可能な列を編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

[ビューの編集（Edit View）] リンクをクリックします。

ステップ 3

アクセス ポイントの表に新しい列を追加するには、左側の列の列ヘッダーを強調表示し、[表示
（Show）] をクリックして見出しを右側の列に移動します。新しい列は強調表示された列の左側に
追加されます。

ステップ 4

アクセス ポイントの表から列を削除するには、削除する列の右側にある列の列ヘッダーを強調
表示し、[非表示（Hide）] をクリックします。
左側の列にある項目はすべてこの表から削除されます。
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
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ステップ 5

[上へ（Up）] ボタンと [下へ（Down）] ボタンを使用して、表内での情報の並び順を指定します。目
的の行の見出しを強調表示し、[アップ（Up）] または [ダウン（Down）] をクリックして、現在の
テーブル内での位置を変更します。

ステップ 6

デフォルト表示に戻すには、[リセット（Reset）] をクリックします。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックして、変更内容を確定します。

関連項目
•

アクセス ポイントのモニタリング

•

アクセス ポイントの検索

•

アクセス ポイントのリストの表示

•

アクセス ポイントの詳細のモニタリング

アクセス ポイントのレポート タイプ
次のレポートは、アクセス ポイントに対して生成できます。次のレポートは、カスタマイズでき
ません。
•

[ロード（Load）]：ロード情報が含まれるレポートを生成します。

•

[動的電力制御（Dynamic Power Control）]：動的電力制御情報が含まれるレポートを生成します。

•

[ノイズ（Noise）]：ノイズ情報が含まれるレポートを生成します。

•

[干渉（Interference）]：干渉情報が含まれるレポートを生成します。

•

[カバレッジ（RSSI）
（Coverage (RSSI)）]：カバレッジ（RSSI）情報が含まれるレポートを生成し
ます。

•

[カバレッジ（SNR）
（Coverage (SNR)）]：カバレッジ（SNR）情報が含まれるレポートを生成し
ます。

•

[アップ/ダウン統計情報（Up/Down Statistics）]：最後のリブートからの経過時間（日数、時間、
および分単位）。アップ タイム情報が含まれるレポートを生成します。

•

[ネットワーク エアタイム フェアネス統計情報（Network Airtime Fairness Statistics）]：選択
した時間間隔で複数の異なる WLAN プロファイルで使用された平均エアタイムの表形式
の表示。

•

[音声統計情報（Voice Statistics）]：音声トラフィックによる無線使用率を示す、選択したアク
セス ポイントのレポートを生成します。

•

[音声 TSM テーブル（Voice TSM Table）]：選択したアクセス ポイントと無線のレポートを生
成します。クライアント デバイスごとに、その音声トラフィック ストリームの QoS ステー
タス、PLR、および遅延が表示されます。

•

[音声 TSM レポート（Voice TSM Reports）]：TSM テーブルのグラフィカル表現。ただし、複数
のクライアントからのメトリックがグラフ上で平均されています。

•

[802.11 のカウンタ（802.11 Counters）]：MAC レイヤでのアクセス ポイントのカウンタが表示
されます。エラー フレーム、フラグメント数、RTS/CTS フレーム数、再試行フレームなどの統
計情報は、フィルタリング基準に基づいて生成され、MAC 層のパフォーマンス（および問題）
を解釈するために役立ちます。

•

[AP プロファイルのステータス（AP Profile Status）]：アクセス ポイントの負荷、ノイズ、干渉、
およびカバレッジ プロファイル ステータスが表示されます。
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（注）

•

[電波品質と時間の対比（Air Quality vs. Time）]：設定された期間の間のワイヤレス ネット
ワークの電波品質の指標が表示されます。

•

[トラフィック ストリーム メトリック（Traffic Stream Metrics）]：指定したクライアントの現
在および過去の Quality of Service（QoS）を無線レベルで判断します。また、パケット損失率、
平均キューイング遅延、遅延パケットの配布、ローミング遅延などのアップリンクおよびダ
ウンリンク統計情報も表示されます。

•

[Tx の電力およびチャネル（Tx Power and Channel）]：レポート生成時に使用したフィルタリ
ング基準に基づき、デバイスのチャネル計画の割り当ておよび送信電力レベルの傾向が表示
されます。予期しない動作やネットワークのパフォーマンスの問題を識別するために役立ち
ます。

•

[VoIP コールのグラフ（VoIP Calls Graph）]：ネットワーク上の VoIP コール（無線ごと）の数と
期間の詳細を時間とともに表示するなど、音声の観点からワイヤレス ネットワークの使用
状況を分析するために役立ちます。このレポートから有益なデータを収集できるようにする
には、WLAN で VoIP スヌーピングを有効にする必要があります。このレポートでは、グラフ
で情報が表示されます。

•

[VoIP コールの表（VoIP Calls Table）]：[VoIP コールのグラフ（VoIP Calls Graph）] レポートと同
じ情報が表形式で表示されます。

•

[音声統計情報（Voice Statistics）]：ネットワーク上の音声クライアント、ボイス コール、ロー
ミング コール、および拒否されたコール（無線ごと）によって使用される帯域幅のパーセン
テージなどの詳細を表示することで、音声の観点からワイヤレス ネットワークの使用状況
を分析するために役立ちます。このレポートから有用なデータを収集するためには、コール
アドミッション制御（CAC）が音声クライアントでサポートされていることを確認してくだ
さい。

•

[電波品質が最低の AP（Worst Air Quality APs）]：干渉の問題がネットワークに影響を与えて
いる箇所を理解できるように、概要的なわかりやすいメトリックが提供されます。電波品質
（AQ）はチャネル、フロア、およびシステム レベルで報告され、AQ が望ましいしきい値を下
回った場合に自動的に通知されるように AQ アラートがサポートされています。

Cisco Prime Infrastructure の [Tx の電力およびチャネル（TX Power and Channel）] レポートおよび
[AP プロファイルのステータス（AP Profile Status）] レポートに、ポーリング インスタンスの一部
のデータが表示されないことがあります。これは、データベースのメカニズムによりテーブル内
の同一行が圧縮されるためです。
•

[Tx の電力およびチャネル（TX Power and Channel）] レポートおよび [AP プロファイルのス
テータス（AP Profile Status）] レポートは、データベースの [lradifstats] テーブルから次の情報
を取得します。
– チャネル番号
（Channel Number）
– 送信電力レベル
（Tx Power Level）
– 動作ステータス
（Operational Status）
– 負荷プロファイルの状態
（Load Profile State）
– ノイズ プロファイルの状態
（Noise Profile State）
– 干渉プロファイルの状態
（Interference Profile State）
– カバレッジ プロファイルの状態
（Coverage Profile State）

圧縮ロジックは、テーブル内の上記の列すべてに適用されます。すべての列の値が同じであ
る場合、エントリは圧縮されます。たとえば、ポーリングが t1、t2、t3、t4、t5 の間隔で行われた
場合を想定してください。インターバル t1 ～t4 での値が同じで、t5 で値が変化した場合、
Prime Infrastructure はデータベースに t1、t4、t5 のエントリを保持します。
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•

圧縮ロジックは [優先コール（Preferred Calls）] レポートにも適用されます。ただし、このレ
ポートは別のテーブル [lradifprefvoicecallstats] からデータを取得します。このテーブルに
は、[受信コールの数（Number of calls received）] 列と、[承認コールの数（Number of calls
accepted）] 列があります。

関連項目
•

トラフィック負荷のモニタリング

•

動的電力制御のモニタリング

•

アクセス ポイントのノイズのモニタリング

•

アクセス ポイントの干渉のモニタリング

•

アクセス ポイントのカバレッジ（RSSI）のモニタリング

•

アクセス ポイントのカバレッジ（SNR）のモニタリング

•

アクセス ポイント アップ/ダウン統計情報のモニタリング

•

アクセス ポイントの音声統計情報のモニタリング

•

アクセス ポイント音声 TSM テーブルのモニタリング

•

アクセス ポイントの音声 TSM レポートのモニタリング

•

アクセス ポイントの 802.11 カウンタのモニタリング

•

アクセス ポイントの AP プロファイル ステータスのモニタリング

•

電波品質のモニタリング

•

アクセス ポイントのトラフィック ストリーム メトリックのモニタリング

•

アクセス ポイントの Tx の電力とチャネルのモニタリング

•

VoIP コールのモニタリング

•

音声統計情報のモニタリング

•

電波品質のモニタリング

アクセス ポイントのレポートの生成
アクセス ポイントのレポートを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

レポートを実行するアクセス ポイントをクリックして選択します。

ステップ 3

[レポートの選択（Select a report）] ドロップダウン リストから該当するレポートを選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ
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トラフィック負荷のモニタリング
トラフィック負荷は、トラフィックの送受信のために使用される合計帯域幅です。これにより、
WLAN 管理者は、ネットワークの拡大状況を追跡し、クライアントの需要を見越してネットワー
ク拡張の計画を立てることができます。
アクセス ポイント負荷レポートを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[選択した AP のレポートの作成（Generate a report for selected APs）] ドロップダウン リストから、
[負荷（Load）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。選択したアクセス ポイントの負荷レポートが表示されます。

関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

[モニタ（Monitor）] > [アクセス ポイント（Access Points）] > [負荷（Load）]

動的電力制御のモニタリング
アクセス ポイント負荷レポートを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[選択した AP のレポートの作成（Generate a report for selected APs）] ドロップダウン リストから、
[動的電力制御（Dynamic Power Control）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。選択したアクセス ポイントの動的電力制御レポートが表示され
ます。
関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

[モニタ（Monitor）] > [アクセス ポイント（Access Points）] > [動的電力制御（Dynamic Power
Control）]

アクセス ポイントのノイズのモニタリング
アクセス ポイントのノイズ レポートを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。
複数のアクセス ポイントが選択されている場合、無線タイプが同じである必要があります。
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OL-32122-01-J

9-13

第9章

ワイヤレス デバイスの監視

アクセス ポイントのモニタリング

ステップ 3

[選択した AP のレポートの作成（Generate a report selected APs）] ドロップダウン リストから、[ノ
イズ（Noise）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
ノイズ レポートには、選択したアクセス ポイントの各チャネルのノイズ（dBm 単位の RSSI）の
棒グラフが表示されます。

関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

アクセス ポイントの干渉のモニタリング
アクセス ポイントの干渉レポートを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。
複数のアクセス ポイントが選択されている場合、無線タイプが同じである必要があります。

ステップ 3

[選択した AP のレポートの作成（Generate a report for selected APs）] ドロップダウン リストから、
[干渉（Interference）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
干渉レポートには、各チャネルの干渉（dBm 単位の RSSI）の棒グラフが表示されます。
•

高い干渉は -40 ～ 0 dBm です。

•

限界の干渉は -100 ～ -40 dBm です。

•

低い干渉は -110 ～ -100 dBm です。

関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

アクセス ポイントのカバレッジ
（RSSI）
のモニタリング
アクセス ポイント カバレッジ（RSSI）レポートを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[選択した AP のレポートの作成（Generate a report for selected APs）] ドロップダウン リストから、
[カバレッジ（Coverage (RSSI)）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
カバレッジ（RSSI）レポートには、クライアント数対 dBm 単位の RSSI を示す、受信信号強度ごと
のクライアント分布の棒グラフが表示されます。
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関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

アクセス ポイントのカバレッジ
（SNR）
のモニタリング
アクセス ポイント カバレッジ（SNR）レポートを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[選択した AP のレポートの作成（Generate a report for selected APs）] ドロップダウン リストから、
[カバレッジ（SNR）
（Coverage (SNR)）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
アクセス ポイント カバレッジ（SNR）レポートには、クライアント数対 SNR を示す、信号対雑音
比ごとのクライアント分布の棒グラフが表示されます。

関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

アクセス ポイント アップ/ダウン統計情報のモニタリング
アクセス ポイントのアップ/ダウン統計情報レポートを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[選択した AP のレポートの作成（Generate a report for selected APs）] ドロップダウン リストから、
[アップ/ダウン統計情報（Up/Down Statistics）] を選択します。
[移動（Go）] をクリックします。
アップ/ダウン統計情報レポートには、時間に対するアクセス ポイントのアップ タイムの折れ線
グラフが表示されます。

関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

アクセス ポイントの音声統計情報のモニタリング
アクセス ポイント音声統計情報レポートを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。
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ステップ 3

[選択した AP のレポートの作成（Generate a report for selected APs）] ドロップダウン リストから、
[音声統計情報（Voice Statistics）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
[音声統計情報（Voice Statistics）] レポートには、音声トラフィックごとの次の無線使用率の統計
情報が表示されます。
•

AP 名

•

無線

•

進行中のコール

•

進行中のローミング コール

•

使用中の帯域幅

音声統計情報レポートは、CAC/WMM クライアントのみに適用されます。

関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

アクセス ポイント音声 TSM テーブルのモニタリング
アクセス ポイント音声 TSM テーブル レポートにアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[選択した AP のレポートの作成（Generate a report for selected APs）] ドロップダウン リストから、
[音声 TSM テーブル（Voice TSM Table）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
音声トラフィック ストリーム メトリック テーブルは、選択したアクセス ポイントと無線に対し
て生成します。クライアント デバイスごとに、その音声トラフィック ストリームの QoS ステー
タス、PLR、および遅延が表示されます。

関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセス ポイン
トの無線（Access Point Radios）] > [音声 TSM テーブル（Voice TSM Table）]

アクセス ポイントの音声 TSM レポートのモニタリング
アクセス ポイントの音声トラフィック ストリーム メトリック テーブル レポートにアクセスす
るには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。
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ステップ 3

[選択した AP のレポートの作成（Generate a report for selected APs）] ドロップダウン リストから、
[音声 TSM レポート（Voice TSM Reports）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
音声トラフィック ストリーム メトリック テーブル レポートは、音声トラフィック ストリーム
メトリック テーブルをグラフィカル表示したものです。ただし、複数のクライアントからのメト
リックが選択したアクセス ポイントのグラフ上で平均されています。

関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセス ポイン
トの無線（Access Point Radios）] > [音声 TSM レポート（Voice TSM Reports）]

アクセス ポイントの 802.11 カウンタのモニタリング
[802.11 のカウンタ（8o2.11 Counters）] レポートには、MAC レイヤでのアクセス ポイントのカウ
ンタが表示されます。エラー フレーム、フラグメント数、RTS/CTS フレーム数、再試行フレームな
どの統計情報は、フィルタリング基準に基づいて生成され、MAC 層のパフォーマンス（および問
題）を解釈するために役立ちます。
関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

レポートの管理

アクセス ポイントの AP プロファイル ステータスのモニタリング
[AP プロファイルのステータス（AP Profile Status）] レポートには、アクセス ポイントの負荷、ノ
イズ、干渉、およびカバレッジ プロファイルのステータスが表示されます。
関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

レポートの管理

アクセス ポイントの無線使用率のモニタリング
無線使用率レポートには、レポート生成時に使用したフィルタリング基準に基づき、アクセス ポ
イント無線の使用率の傾向が表示されます。このレポートは、現在のネットワークのパフォーマ
ンスを識別し、今後のスケーラビリティの必要性に応じて容量を計画するうえで役立ちます。
関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

レポートの管理
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アクセス ポイントのトラフィック ストリーム メトリックのモニタリ
ング
トラフィック ストリーム メトリック レポートは、指定したクライアントの現在および過去の
Quality of Service（QoS）を無線レベルで判断する場合に役立ちます。また、パケット損失率、平均
キューイング遅延、遅延パケットの配布、ローミング遅延などのアップリンクおよびダウンリン
ク統計情報も表示されます。
関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

レポートの管理

アクセス ポイントの Tx の電力とチャネルのモニタリング
[Tx の電力およびチャネル（Tx Power and Channel）] レポートには、生成時に使用したフィルタリ
ング基準に基づき、デバイスのチャネル計画の割り当ておよび送信電力レベルの傾向が表示さ
れます。予期しない動作やネットワークのパフォーマンスの問題を識別するために役立ちます。
Current Tx Power Level 設定は、最大伝導送信電力を制御します。最大使用可能送信電力は、設定
されたチャネル、個々の国の規制、およびアクセス ポイントの機能に応じて異なります。アクセ
ス ポイント の機能を確認するには、
『Product Guide』または各モデルのデータ シートを参照して
ください。
Current Tx Power Level 設定 1 は、アクセス ポイントの最大伝導電力設定を表します。それ以降の
それぞれの電力レベル（たとえば、2、3、4 など）は、直前の電力レベルからの約 50 %（または
3 dBm）の送信電力の低下を表します。実際の電力低下は、アクセス ポイントのモデルによって
若干異なる場合があります。
設定されたアンテナのゲイン、設定されたチャネル、および設定された電力レベルに基づき、特
定の国の規制を超えないように、アクセス ポイントでの実際の送信電力が低減されることがあ
ります。
割り当て方式に Global と Custom のいずれを選択したかにかかわらず、アクセス ポイントでの
実際の伝導送信電力は、国固有の規制を超えないように確認されます。
次のコマンド ボタンは伝送レベルを設定するために利用できます。
•

[保存（Save）]：現在の設定を保存します。

•

[監査（Audit）]：このアクセス ポイントの現在のステータスを検出します。

関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

レポートの管理
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VoIP コールのモニタリング
VoIP コール レポートは、ネットワーク上の VoIP コール（無線ごと）の数と期間の詳細を時間とと
もに表示するなど、音声の観点からワイヤレス ネットワークの使用状況を分析するために役立
ちます。このレポートから有益なデータを収集するには、WLAN で VoIP スヌーピングが有効に
なっている必要があります。このレポートでは、グラフで情報が表示されます。
レポート ラウンチ パッドの [VoIP コールのグラフ（VoIP Calls Graph）] をクリックして [VoIP
コールのグラフ レポート（VoIP Calls Graph Reports）] ページを開きます。このページから、現在保
存されているレポート テンプレートを有効化、無効化、削除、または実行できます。
関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

レポートの管理

音声統計情報のモニタリング
音声統計情報レポートは、
ネットワーク上の音声クライアント、
ボイス コール、
ローミング コール、
および拒否されたコール
（無線ごと）
によって使用された帯域幅のパーセンテージなどの詳細を表
示することで、
音声の観点からワイヤレス ネットワークの使用状況を分析するために役立ちます。
このレポートから有用なデータを収集するためには、コール アドミッション制御（CAC）が音声
クライアントでサポートされていることを確認してください。
関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

レポートの管理

電波品質のモニタリング
干渉の問題がネットワークに影響を与えている箇所を容易に理解できるように、Prime
Infrastructure では、詳細な情報が、電波品質（AQ）と呼ばれる、概要的なわかりやすいメトリックに
まとめられています。AQ はチャネル、フロア、およびシステム レベルで報告され、AQ が望ましい
しきい値を下回った場合に自動的に通知されるように AQ アラートがサポートされています。
関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

レポートの管理

アクセス ポイントの詳細のモニタリング
[アクセス ポイントの詳細（Access Points Details）] ページでは、1 つの AP のアクセス ポイント情
報を参照できます。
このページにアクセスするには、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless
Technologies）] > [アクセス ポイントの無線（Access Point Radios）] を選択して、[AP 名（AP Name）]
列のアクセス ポイント名をクリックします。アクセス ポイントの種類に応じて、次のタブが表示
されます。
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•

[一般（General）] タブ
[一般（General）] タブのフィールドは、Lightweight アクセス ポイントと Autonomous アクセ
ス ポイントで異なります。
自律クライアントについては、Prime Infrastructure はクライアント数のみを収集します。[モ
ニタ（Monitor）] ページとレポートのクライアント数には、自律クライアントが含まれていま
す。クライアント検索、クライアント トラフィック グラフ、その他のクライアント レポート
（一意のクライアント（Unique Clients）、最もビジーなクライアント（Busiest Clients）、クライ
アント関連付け（Client Association）など）には、自律アクセス ポイントからのクライアント
は含まれていません。

•

[インターフェイス（Interfaces）] タブ

•

[CDP ネイバー（CDP Neighbors）] タブ
このタブは、CDP が有効になっている場合のみ表示されます。

•

[現在関連付けられているクライアント（Current Associated Clients）] タブ
このタブは、AP（CAPWAP または Autonomous AP）に関連付けられているクライアントがあ
る場合にのみ表示されます。

•

[SSID] タブ
このタブは、アクセス ポイントが Autonomous AP であり、AP で SSID が設定されている場合
のみ表示されます。

.

•

[一定期間のクライアント（Clients Over Time）] タブ
このタブには、次のチャートが表示されます。
– [AP でのクライアント カウント
（Client Count on AP）]：アクセス ポイントに現在関連付

けられているクライアントの総数が、時間とともに表示されます。
– [AP でのクライアント トラフィック
（Client Traffic on AP）]：AP に接続されているクライ

アントによって生成されたトラフィックが、時間とともに表示されます。
これらのチャートに表示される情報は、時間ベースのグラフに表示されます。時間ベースの
グラフには、グラフ ページの上部に、6 時間、1 日、1 週間、2 週間、4 週間、3 ヵ月、6 ヵ月、1 年、
およびカスタムを表示するリンク バーがあります。選択すると、そのタイム フレームのデー
タが取得され、対応するグラフが表示されます。
関連項目
•

アクセス ポイントのレポート タイプ

•

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセス ポイン
トの無線（Access Point Radios）] > [一般（General）]

•

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセス ポイン
トの無線（Access Point Radios）] > [インターフェイス（Interfaces）]

•

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセス ポイン
トの無線（Access Point Radios）] > [CDP ネイバー（CDP Neighbors）]

•

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセス ポイン
トの無線（Access Point Radios）] > [現在関連付けられているクライアント（Current Associated
Client）]

•

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセス ポイン
トの無線（Access Point Radios）] > [SSID]
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不正アクセス ポイントのモニタリング
不正なデバイスとは、ネットワーク内で管理対象のアクセス ポイントによって検出される、未知
（管理対象外）のアクセス ポイントまたはクライアントのことです。不正なアクセス ポイント
は、正規のクライアントをハイジャックし、プレーンテキストまたは他の DoS 攻撃や中間者攻撃
を使用して無線 LAN の運用を妨害する可能性があります。つまり、ハッカーは、不正なアクセス
ポイントを使用することで、ユーザ名やパスワードなどの機密情報を入手することができます。
すると、ハッカーは一連の Clear To Send（CTS; クリア ツー センド）フレームを送信できるように
なります。アクセス ポイントになりすましてこの CTS フレームが送信され、特定のクライアン
トには送信を許可し、他のすべてのクライアントには待機するように指示が送られると、正規の
クライアントは、ネットワーク リソースに接続できなくなってしまいます。このため、無線 LAN
のサービス プロバイダーは、無線周波数帯で不正なアクセス ポイントを禁止する方法に強い関
心を持っています。
不正なアクセス ポイントは安価で簡単に利用できることから、企業の従業員は、IT 部門に報告し
て同意を得ることなく、許可されていない不正なアクセス ポイントを既存の LAN に接続し、アド
ホック無線ネットワークを確立することがあります。これらの不正なアクセス ポイントは、企業
のファイアウォールの背後にあるネットワーク ポートに接続可能であるため、重大なネットワー
ク セキュリティ侵害につながるおそれがあります。通常、従業員は不正なアクセス ポイントのセ
キュリティ設定を有効にしないので、権限のないユーザがこのアクセス ポイントを使ってネット
ワーク トラフィックを傍受し、クライアント セッションをハイジャックすることは簡単です。さ
らに警戒すべきことは、セキュリティで保護されていないアクセス ポイントの場所が無線ユーザ
により頻繁に公開されるため、企業のセキュリティが侵害される可能性も増大します。
関連項目
•

不正なデバイスの検出

•

不正なアクセス ポイントの分類

•

不正 AP アラームのモニタリング

•

アドホック不正のモニタリング

•

詳細検索を使用した不正クライアントの検索

•

不正アクセス ポイントの場所、タギング、および封じ込めのモニタリング

不正なデバイスの検出
コントローラは、すべての近隣のアクセス ポイントを継続的にモニタし、不正なアクセス ポイ
ントおよびクライアントに関する情報を自動的に検出して収集します。コントローラで不正な
アクセス ポイントが検出されると、不正ロケーション検出プロトコル（RLDP）を使用して、不正
なアクセス ポイントがネットワークに接続されているかどうかが判定されます。Prime
Infrastructure は、コントローラのすべての不正アクセス ポイント データを集約します。
管理者は、すべてのアクセス ポイント上、もしくはモニタ モード（受信専用）に設定されたアク
セス ポイント上でのみ、RLDP を使用するようコントローラを設定することが可能です。この後
者のオプションでは、輻輳している RF 空間での不正なアクセス ポイントを簡単に自動検出でき
るようになります。そして、不要な干渉を生じさせたり、通常のデータ アクセス ポイント機能に
影響を与えたりすることなく、モニタリングを行えるようになります。すべてのアクセス ポイン
トで RLDP を使用するようにコントローラを設定した場合、モニタ モード アクセス ポイントと
ローカル（データ）通信用アクセス ポイントの両方が近くにあると、コントローラは常に RLDP
処理用アクセス ポイントとして、モニタ モード アクセス ポイントを選択します。ネットワーク
上に不正があると RLDP で判断された場合は、検出された不正を手動で封じ込め処理を行うこ
とも、自動的に封じ込め処理を行うこともできます。
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不正アクセス ポイントのパーティションは、検出中のいずれかのアクセス ポイント（最新また
は最も強い RSSI 値を持つアクセス ポイント）と関連付けられます。検出中のアクセス ポイント
情報がある場合、Prime Infrastructure は検出中のコントローラを使用します。不正アクセス ポイ
ントが異なるパーティションに存在する 2 つのコントローラによって検出された場合、不正ア
クセス ポイントのパーティションは随時変更される場合があります。
関連項目
•

不正ポリシーの設定

•

不正アクセス ポイントのモニタリング

•

不正なアクセス ポイントの分類

•

不正 AP アラームのモニタリング

•

アドホック不正のアラームのモニタリング

不正なアクセス ポイントの分類
不正なアクセス ポイントの分類および報告は、不正の状態と、不正なアクセス ポイントの状態
を自動的に移行できるようにする、ユーザ定義の分類規則に従って行われます。コントローラに
対し、不正なアクセス ポイントを Friendly、Malicious、または Unclassified に分類して表示させる
各種ルールを作成できます。
デフォルトでは、いずれの分類ルールも有効になっていません。したがって、すべての未知（管理
対象外）のアクセス ポイントは Unclassified に分類されます。ルールを作成し、その条件を設定し
て、ルールを有効にすると、未分類のアクセス ポイントは分類し直されます。ルールを変更する
たびに、Alert 状態のみにあるすべてのアクセス ポイント（Friendly、Malicious、および
Unclassified）にそのルールが適用されます。ルール ベースの不正な分類は、アドホック不正クラ
イアントおよび不正クライアントには適用されません。
5500 シリーズ コントローラは最大で 2000 個の不正（認知済みの不正情報含む）に対応します。
4400 シリーズ コントローラ、Cisco WiSM、および Catalyst 3750G 統合型無線 LAN コントローラ
スイッチは最大で 625 個の不正に対応します。2100 シリーズ コントローラおよびサービス統合
型ルータのコントローラ ネットワーク モジュールは最大で 125 個の不正に対応します。各コン
トローラは、不正アクセス ポイントの封じ込めを無線チャンネルごとに 3 台（モニタ モード ア
クセス ポイントの場合、無線チャネルごとに 6 台）に制限します。
コントローラは、管理対象のアクセス ポイントの 1 つから不正レポートを受信すると、次のよう
に応答します。
1.

コントローラは、未知のアクセス ポイントが安全な MAC アドレスのリストに含まれている
か確認します。そのリストに含まれている場合、コントローラはそのアクセス ポイントを
Friendly として分類します。

2.

未知（管理対象外）のアクセス ポイントが危険性のない MAC アドレスのリストに含まれて
いない場合、コントローラは、不正状態の分類ルール適用処理を開始します。

3.

不正なアクセス ポイントが Malicious、Alert または Friendly、Internal または External にすで
に分類されている場合は、コントローラはそのアクセス ポイントを自動的に分類しません。
不正なアクセス ポイントがそれ以外に分類されており、Alert 状態にある場合に限り、コント
ローラはそのアクセス ポイントを自動的に分類し直します。

4.

コントローラは、優先度の一番高いルールを適用します。不正なアクセス ポイントがルール
で指定された条件に一致すると、コントローラはそのアクセス ポイントをルールに設定さ
れた分類タイプに基づいて分類します。

5.

不正なアクセス ポイントが設定されたルールのいずれにも一致しないと、コントローラは
そのアクセス ポイントを Unclassified に分類します。
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6.

コントローラは、すべての不正なアクセス ポイントに対して上記の手順を繰り返します。

7.

不正なアクセス ポイントが社内ネットワーク上にあると RLDP で判断されると、ルールが
設定されていない場合でも、コントローラは不正の状態を Threat とマークし、そのアクセス
ポイントを自動的に Malicious に分類します。その後、不正なアクセス ポイントに対して手
動で封じ込め処理を行うことができますが（不正を自動的に封じ込めるよう RLDP が設定さ
れていない限り）、その場合は不正の状態が Contained に変更されます。不正なアクセス ポイ
ントがネットワーク上にないと、コントローラによって不正の状態が Alert とマークされ、そ
のアクセス ポイントを手動で封じ込め処理を行うことができるようになります。

8.

必要に応じて、各アクセス ポイントを本来とは異なる分類タイプや不正の状態に手動で変
更することも可能です。

前述のように、コントローラでは、ユーザ定義のルールに基づいて未知（管理対象外）のアクセス
ポイントの分類タイプと不正の状態が自動的に変更されます。もしくは、未知（管理対象外）のア
クセス ポイントを本来とは異なる分類タイプと不正の状態に手動で変更することができます。
次の表に、未知のアクセス ポイントに設定できる分類タイプや不正の状態の推移の組み合わせ
を示します。
表 9-2

設定可能な分類タイプ/不正の状態の推移

送信元（From）

目的 (To)

Friendly（Internal、External、Alert）

Malicious（Alert）

Friendly（Internal、External、Alert）

Unclassified（Alert）

Friendly（Alert）

Friendly（Internal、External）

Malicious（Alert、Threat）

Friendly（Internal、External）

Malicious（Contained、Contained Pending）

Malicious（Alert）

Unclassified（Alert、Threat）

Friendly（Internal、External）

Unclassified（Contained、Contained Pending）

Unclassified（Alert）

Unclassified（Alert）

Malicious（Alert）

不正の状態が Contained の場合、不正なアクセス ポイントの分類タイプを変更する前に、そのア
クセス ポイントが封じ込められないようにする必要があります。不正なアクセス ポイントを
Malicious から Unclassified に変更する場合は、そのアクセス ポイントを削除して、コントローラ
で分類し直せるようにする必要があります。
悪意のある不正アクセス ポイント

悪意のある不正アクセス ポイントとは、システム内で検出される悪意のある信頼できないアク
セス ポイントまたは未知のアクセス ポイントです。また、これらの分類には、ユーザが定義した
Malicious ルールに合致したアクセス ポイント、または危険性のないアクセス ポイント分類から
手動で移動したアクセス ポイントも含まれます。
Prime Infrastructure ホーム ページの [セキュリティ（Security）] ダッシュボードには、過去 1 時間、
過去 24 時間の各状態の悪意のある不正アクセス ポイントの数と、アクティブな悪意のある不正
アクセス ポイントの総数が表示されます。
悪意のある不正アクセス ポイントの状態には次のものがあります。
•

Alert：該当アクセス ポイントがネイバー リストまたはユーザ設定の [Friendly AP] リストに
ないことを示します。

•

Contained：未知（管理対象外）のアクセス ポイントが封じ込められています。
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•

Threat：未知（管理対象外）のアクセス ポイントがネットワーク上に発見され、WLAN のセ
キュリティに脅威を与えています。

•

Contained Pending：リソースを利用できないため、封じ込め処理が遅延することを示します。

•

Removed：この未知（管理対象外）のアクセス ポイントは以前検出されたものの、現在は見つ
かりません。

悪意のある不正アクセス ポイントに関する詳細な情報を表示するには、いずれかの期間のカテ
ゴリにある下線付きの数値をクリックします。
危険性のない不正 AP

危険性のない不正アクセス ポイントとは、既知のアクセス ポイント、認知済みアクセス ポイン
ト、または信頼されたアクセス ポイントです。また、ユーザ定義の Friendly ルールと一致するア
クセス ポイントを指します。危険性のない不正アクセス ポイントに対して封じ込め処理は実行
できません。
ユーザのみが不正アクセス ポイントの MAC アドレスを [Friendly AP] リストに追加できます。
Prime Infrastructure では、[Friendly AP] の MAC アドレスはコントローラに適用されません。
Prime Infrastructure ホーム ページの [セキュリティ（Security）] ダッシュボードには、過去 1 時間
および過去 24 時間の各状態の危険性のない不正アクセス ポイントの数と、アクティブな危険性
のない不正アクセス ポイントの総数が表示されます。
危険性のない不正アクセス ポイントの状態には次のものがあります。
•

Internal：未知のアクセス ポイントがネットワーク内に存在し、WLAN のセキュリティに脅威
を与えない場合、手動で [Friendly]、[Internal] に設定します。たとえば、ラボ ネットワーク内のア
クセス ポイントなどです。

•

External：未知のアクセス ポイントがネットワーク外に存在し、WLAN のセキュリティに脅威
を与えない場合、手動で [Friendly]、[External] に設定します。たとえば、近所のコーヒー ショッ
プ設置されているアクセス ポイントなどです。

•

Alert：未知（管理対象外）のアクセス ポイントはネイバー リストにもユーザ設定の [Friendly
AP] リストにもありません。

危険性のない不正アクセス ポイントの詳細を参照するには、いずれかの分類期間にある下線付
きの数字をクリックします。
[Friendly AP] リストから不正アクセス ポイントを削除するには、Prime Infrastructure とコント
ローラの両方で不正アクセス ポイントが [Friendly AP] リストから削除されることを確認しま
す。不正アクセス ポイントを、[Friendly AP Internal] または [Friendly AP External] から
[Unclassified] または [Malicious Alert] に変更します。
未分類の不正 AP

不正アクセス ポイントは、[Malicious] または [Friendly] に分類されていない場合、未分類と呼ば
れます。これらのアクセス ポイントは封じ込め処理を行うことができ、また、危険性のない不正
なアクセス ポイント リストへ手動で変更することもできます。
Prime Infrastructure ホーム ページの [セキュリティ（Security）] ダッシュボードには、過去 1 時間
および過去 24 時間の各状態の未分類の不正アクセス ポイントの数と、アクティブな未分類の不
正アクセス ポイントの総数が表示されます。
未分類の不正アクセス ポイントの状態には次のものがあります。
•

Pending：最初の検出で、未知のアクセス ポイントは 3 分間 Pending 状態に置かれます。この間
に、管理対象のアクセス ポイントでは、不明なアクセス ポイントがネイバー アクセス ポイン
トであるかどうかが判定されます。

•

Alert：未知（管理対象外）のアクセス ポイントはネイバー リストにもユーザ設定の [Friendly
AP] リストにもありません。
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•

Contained：未知（管理対象外）のアクセス ポイントが封じ込められています。

•

Contained Pending：未知（管理対象外）のアクセス ポイントが Contained とマークされました
が、リソースを使用できないため対処が遅れています。

詳細情報を参照するには、いずれかの分類期間にある下線付きの数字をクリックします。
関連項目
•

不正アクセス ポイントのモニタリング

•

不正なデバイスの検出

不正 AP アラームのモニタリング
不正アクセス ポイント無線は、1 つ以上の Cisco 1000 シリーズ Lightweight アクセス ポイントに
よって検出された無認可のアクセス ポイントです。[不正 AP アラーム（Rogue AP Alarms）] ペー
ジを表示する手順は、次のとおりです。
•

不正 AP を検索します。

•

[ダッシュボード（Dashboard）] > [ワイヤレス（Wireless）] > [セキュリティ（Security）] に移動
します。このページには、過去 1 時間と過去 24 時間に検出された不正アクセス ポイントがす
べて表示されます。不正アクセス ポイント アラームを表示するには、不正アクセス ポイン
ト番号をクリックします。

•

[アラームのまとめ（Alarm Summary）] の [AP 番号（AP number）] リンクをクリックします。

アラーム ページが複数ある場合は、ページ番号および他のページへ移動するためのスクロール矢
印がページ上部に表示されます。スクロール矢印を使用して、その他のアラームを表示します。
不正アクセス ポイントのパーティションは、検出中のいずれかのアクセス ポイント（最新また
は最も強い RSSI 値を持つアクセス ポイント）と関連付けられます。検出中のアクセス ポイント
情報がある場合、Prime Infrastructure は検出中のコントローラを使用します。不正アクセス ポイ
ントが異なるパーティションに存在する 2 つのコントローラによって検出された場合、不正ア
クセス ポイントのパーティションは随時変更される場合があります。
Prime Infrastructure によるポーリング時に、一部のデータが変更または更新されることがありま
す。このため、表示される不正データの一部（[Strongest AP RSSI]、[No. of Rogue Clients]、
[Channel]、[SSID]、および [Radio Types]）が不正の存続期間中に変わることがあります。
関連項目
•

[不正 AP アラーム（Rogue AP Alarms）] ページ

•

アラーム重大度アイコン

•

不正 AP アラームのコマンドの選択

不正 AP アラーム詳細の表示
不正アクセス ポイント無線は、Cisco 1000 シリーズ Lightweight AP によって検出された無許可
のアクセス ポイントです。[不正 AP アラーム（Rogue AP Alarms）] リスト ページで、各不正アクセ
ス ポイントに関するアラーム イベントの詳細を参照できます。
不正アクセス ポイント無線のアラーム イベントを確認するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリ
ング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] の順に選択して、
任意の行の矢印アイコンをクリックして [不正 AP アラームの詳細（Rogue AP Alarm Details）] ペー
ジを表示します。
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[すべてのアラームの詳細（All Alarm Details）] ページのフィールド（[No. of Rogue Clients] 以外）
は、ポーリングを通じてデータが設定され、2 時間ごとに更新されます。不正クライアントの数は
リアルタイムの数であり、不正アクセス ポイント アラームの [アラームの詳細（Alarm Details）]
ページにアクセスするたびに更新されます。
コントローラ（バージョン 7.4 または 7.5）がカスタムの不正 AP アラームを送信すると、Prime
Infrastructure は未分類の不正アラームとしてこれを表示します。これは、Prime Infrastructure がカ
スタムの不正 AP アラームをサポートしていないためです。
Prime Infrastructure によるポーリング時に、一部のデータが変更または更新されることがありま
す。このため、表示される不正データの一部（[Strongest AP RSSI]、[No. of Rogue Clients]、
[Channel]、[SSID]、および [Radio Types]）が不正の存続期間中に変わることがあります。
関連項目
•

不正アクセス ポイントのモニタリング

•

アドホック不正のアラームのモニタリング

•

アドホック不正アラームの詳細の表示

•

不正 AP アラームのコマンドの選択

不正クライアントの詳細の表示
不正クライアントのリストは、次のいくつかの方法で表示できます。
•

Prime Infrastructure 検索機能を使用して不正クライアントを検索します。

•

該当する不正アクセス ポイントの [アラームの詳細（Alarm Details）] ページから、特定の不正
アクセス ポイントの不正クライアントのリストを表示します。該当する不正クライアント
の不正 MAC アドレスをクリックし、[不正クライアントの詳細（Rogue Client details）] ページ
を表示します。

•

不正アクセス ポイントの [アラームの詳細（Alarms Details）] ページで、[コマンドの選択
（Select a command）] ドロップダウン リストから [不正クライアント（Rogue Clients）] を選択
します。

[不正クライアント（Rogue Clients）] ページには、クライアントの MAC アドレス、最終通信日時、
現在のステータス、そのコントローラ、および関連付けられている不正アクセス ポイントが表示
されます。
不正クライアントのステータスには、Contained（コントローラにより、攻撃しているデバイスの
信号が認可されたクライアントに干渉しないように封じ込められています）、Alert（コントロー
ラは即時アラートをシステム管理者に転送し、さらなる処置を求めます）、および Threat（不正は
既知の脅威です）があります。不正アクセス ポイントの脅威が増すほど、高度な封じ込めが必要
になります。
不正クライアントのクライアント MAC アドレスをクリックすると、[不正クライアントの詳細
（Rogue Client details）] ページが表示されます。
関連項目
•

不正アクセス ポイントのモニタリング

•

不正 AP アラームのモニタリング

•

アドホック不正のアラームのモニタリング

•

アドホック不正イベントのモニタリング
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•

アドホック不正アラームの詳細の表示

•

不正 AP アラームのコマンドの選択

不正 AP 履歴の詳細の表示
不正 AP アラームの履歴を表示するには、[不正 AP アラーム（Rogue AP Alarm）] ページで [不正
AP 履歴（Rogue AP History）] リンクをクリックします。不正 MAC アドレスをクリックすると、特
定の不正 AP 履歴の詳細ページが表示されます。
関連項目
•

[不正 AP 履歴の詳細（Rogue AP History Details）] ページ

•

[不正 AP イベント履歴の詳細（Rogue AP Event History Details）] ページ

不正 AP イベント履歴の詳細の表示
不正 AP のイベントの詳細を表示するには、[不正 AP アラーム（Rogue AP Alarm）] ページで [イベ
ント履歴（Event History）] リンクをクリックします。
関連項目
•

不正アクセス ポイントのモニタリング

•

不正 AP アラームのモニタリング

•

アドホック不正のアラームのモニタリング

•

不正アラーム イベントのモニタリング

•

[不正 AP 履歴の詳細（Rogue AP History Details）] ページ

•

[不正 AP イベント履歴の詳細（Rogue AP Event History Details）] ページ

アドホック不正のモニタリング
アドホック ネットワークで動作しているモバイル クライアントの MAC アドレスが認可された
MAC アドレスのリストにない場合は、アドホックの不正であると識別されます。
関連項目
•

不正 AP アラーム詳細の表示

•

不正クライアントの詳細の表示

•

不正 AP 履歴の詳細の表示

•

アドホック不正のアラームのモニタリング

•

アドホック不正アラームの詳細の表示
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アドホック不正のアラームのモニタリング
[アドホック不正アラーム（Adhoc Rogue Alarms）] ページには、アドホック不正のアラーム イベ
ントが表示されます。[アドホック不正アラーム（Adhoc Rogue Alarms）] ページにアクセスするに
は、次のいずれかの手順を実行します。
•

アドホック不正のアラームの検索を実行します。

•

[ダッシュボード（Dashboard）] > [ワイヤレス（Wireless）] > [セキュリティ（Security）] に移動
します。このページには、過去 1 時間と過去 24 時間に検出されたアドホック不正がすべて表
示されます。アドホック不正の番号をクリックすると、アドホック不正のアラームが表示さ
れます。

アラーム ページが複数ある場合は、ページ番号および他のページへ移動するためのスクロール
矢印がページ上部に表示されます。これらのスクロール矢印を使用して、その他のアラームを表
示します。
Prime Infrastructure によるポーリング時に、一部のデータが変更または更新されることがありま
す。このため、表示される不正データの一部（[Strongest AP RSSI]、[No. of Rogue Clients]、
[Channel]、[SSID]、および [Radio Types]）が不正の存続期間中に変わることがあります。
関連項目
•

不正 AP 履歴の詳細の表示

•

アドホック不正アラームの詳細の表示

•

不正 AP アラームのコマンドの選択

アドホック不正アラームの詳細の表示
[アドホック不正アラーム（Adhoc Rogue Alarms）] ページから、各アドホック不正に関するアラー
ム イベント情報を参照できます。不正アクセス ポイント無線は、Cisco 1000 シリーズ
Lightweight AP によって検出された無許可のアクセス ポイントです。
アドホック不正無線のアラーム イベントを表示するには、[アドホック不正アラーム（Adhoc
Rogue Alarms）] ページで該当する不正 MAC アドレスをクリックします。
Prime Infrastructure によるポーリング時に、一部のデータが変更または更新されることがありま
す。このため、表示される不正データの一部（[Strongest AP RSSI]、[No. of Rogue Clients]、
[Channel]、[SSID]、[Radio Types] など）が不正の存続期間中に変更される可能性があります。
スイッチ ポート トレースは、重大度、状態などの不正の属性を更新しないので、不正がスイッチ
ポート トレースを使用して検出された場合はアラームはトリガーされません。
関連項目
•

詳細検索を使用した不正クライアントの検索

•

アドホック不正アラームの詳細の表示

•

不正 AP アラームのコマンドの選択
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詳細検索を使用した不正クライアントの検索
WLAN 上のアクセス ポイントの電源が入りコントローラにアソシエートされると、Prime
Infrastructure はただちに不正アクセス ポイントのリスニングを開始します。コントローラに
よって不正アクセス ポイントが検出されると、ただちに Prime Infrastructure に通知され、Prime
Infrastructure によって不正アクセス ポイントのアラームが作成されます。
Advanced Search を使用して不正アクセス ポイントのアラームを見つけるには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

Prime Infrastructure のメイン ページの右上隅で、[詳細検索（Advanced Search）] をクリックします。

ステップ 2

[検索カテゴリー（Search Category）] ドロップダウン リストから [不正クライアント（Rogue
Client）] を選択します。
必要に応じて他の検索条件を使用して検索をさらにフィルタできます。

ステップ 3

[検索（Search）] をクリックします。不正クライアントの一覧が表示されます。

ステップ 4

クライアントの MAC アドレスをクリックして不正クライアントを選択します。[不正クライア
ント（Rogue Client）] の詳細ページが表示されます。

ステップ 5

アラームを変更するには、[コマンドの選択（Select a Command）] ドロップダウン リストから次の
コマンドのいずれかを選択し、[実行（Go）] をクリックします。
•

[Set State to ‘Unknown-Alert’]：アドホックの不正を最小脅威レベルと見なしてモニタリング
を継続し、封じ込め機能を解除します。

•

[1 AP Containment] ～ [4 AP Containment]：不正な機器の近辺にあるアクセス ポイント数
（1 ～ 4）を示し、その不正な機器にアソシエートされたクライアント デバイスに認証解除と
アソシエート解除のメッセージを送信します。

•

[Map (High Resolution)]：計算された不正アクセス ポイントの現在位置を [マップ（Maps）] >
[建物名（Building Name）] > [フロア名（Floor Name）] ページに表示します。

•

[Location History]：RF フィンガープリントに基づいて、不正クライアントの位置の履歴が表
示されます。位置の履歴が表示されるためには、クライアントが MSE によって検出される必
要があります。

関連項目
•

不正 AP アラーム詳細の表示

•

不正アクセス ポイントの場所、タギング、および封じ込めのモニタリング

不正アクセス ポイントの場所、タギング、および封じ込めのモニタリ
ング
Prime Infrastructure は不正アクセス ポイント トラップとしてフラグを生成し、Cisco Unified
Network Solution がモニタしている MAC アドレス別に既知の不正アクセス ポイントを表示し
ます。
オペレータは、それぞれの不正アクセス ポイントに最も近いアクセス ポイントの場所を示す
マップを表示します。これらのアクセス ポイントは次のように分類されます。
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•

既知または承認済みの不正アクセス ポイント（追加のアクションなし）

•

アラートの不正アクセス ポイント（アクティブの場合は監視して通知）

•

封じ込められている不正アクセス ポイント

この組み込み型の検出、タギング、モニタリング、および封じ込めの機能を使用すると、システム
管理者は、次に挙げる適切な処理を実行できます。
•

不正アクセス ポイントを特定します。

•

新しい不正アクセス ポイントの通知を受け取ります（通路をスキャンして歩く必要なし）。

•

未知（管理対象外）の不正アクセス ポイントが削除または認知されるまでモニタします。

•

最も近い場所の認可済みアクセス ポイントを特定して、高速かつ効果的に誘導スキャンを
行えるようにします。

•

1 ～ 4 台のアクセス ポイントから、
不正アクセス ポイントのクライアントに認証解除とアソシ
エーション解除のメッセージを送信して、
不正アクセス ポイントを封じ込めます。
この封じ込
め処理は、
MAC アドレスを使って個々の不正アクセス ポイントに対して行うことも、
企業サブ
ネットに接続されているすべての不正アクセス ポイントに対して要求することもできます。

•

不正アクセス ポイントにタグを付けます。
– 不正アクセス ポイントが LAN の外部にあり、
LAN または WLAN のセキュリティを脅

かさない場合は認知します。
– 不正アクセス ポイントが LAN または WLAN のセキュリティを脅かさない場合は容認

します。
– 不正アクセス ポイントが削除または認識されるまで、
未知（管理対象外）のアクセス ポ

イントとしてタグ付けします。
•

不正アクセス ポイントを封じ込め処理済みとしてタグ付けし、1 ～ 4 台のアクセス ポイント
から、すべての不正アクセス ポイント クライアントに認証解除およびアソシエーション解
除のメッセージを転送することにより、クライアントが不正アクセス ポイントにアソシ
エートしないようにします。この機能は、同じ不正アクセス ポイント上のすべてのアクティ
ブなチャネルに適用されます。

関連項目
•

アクセス ポイントの検出

•

不正アラーム イベントのモニタリング

アクセス ポイントの検出
不正アクセス ポイントを検出している Cisco Lightweight AP に関する情報を表示するには、アク
セス ポイントの検出機能を使用します。
[不正 AP アラーム（Rogue AP Alarms）] 詳細ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[不正 AP アラーム（Rogue AP Alarms）] ページを表示するには、次のいずれかを実行します。
•

不正 AP の検索を実行します。

•

[ダッシュボード（Dashboard）] > [ワイヤレス（Wireless）] > [セキュリティ（Security）] に移動
します。このダッシュボードには、過去 1 時間と過去 24 時間に検出された不正アクセス ポイ
ントがすべて表示されます。不正アクセス ポイント アラームを表示するには、不正アクセス
ポイント番号をクリックします。

•

[アラームのまとめ（Alarm Summary）] ボックスの [悪意のある AP 番号（Malicious AP
number）] リンクをクリックします。
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ステップ 2

[不正 AP アラーム（Rogue AP Alarms）] ページで、該当する不正アクセス ポイントの [不正 MAC
アドレス（Rogue MAC Address）] をクリックします。[不正 AP アラーム（Rogue AP Alarms）] 詳細
ページが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [AP の検出（Detecting APs）] を
選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
いずれかのリスト項目をクリックすると、その項目に関するデータが表示されます。

関連項目
•

不正アクセス ポイントの場所、タギング、および封じ込めのモニタリング

•

不正アラーム イベントのモニタリング

不正アラーム イベントのモニタリング
[イベント（Events）] ページでは、不正アラーム イベントに関する情報を参照できます。Prime
Infrastructure では、不正アクセス ポイントが検出されるか、不正アクセス ポイントが手動で変更
（状態の変更など）された場合に、イベントが生成されます。[不正 AP イベント（Rogue AP Events）]
リスト ページには、すべての不正アクセス ポイント イベントが表示されます。
[不正 AP イベント（Rogue AP Events）] リスト ページにアクセスするには、以下のステップに従
います。
ステップ 1

次のいずれかを実行します。
•

Prime Infrastructure の Advanced Search 機能を使用して不正アクセス ポイント イベントを検
索します。

•

[不正 AP アラーム（Rogue AP Alarms）] 詳細ページで、[イベント履歴（Event History）] リンク
をクリックします。

関連項目
•

アクセス ポイントの検出

•

不正 AP イベントの詳細の表示

•

[不正 AP イベント履歴の詳細（Rogue AP Event History Details）] ページ

不正 AP イベントの詳細の表示
不正アクセス ポイント イベントの詳細を表示するには、[不正 AP イベント（Rogue AP Events）]
リスト ページで、[不正 MAC アドレス（Rogue MAC Address）] リンクをクリックします。
関連項目
•

不正アラーム イベントのモニタリング

•

アドホック不正イベントのモニタリング

•

[不正 AP イベント履歴の詳細（Rogue AP Event History Details）] ページ

•

不正 AP アラームのコマンドの選択
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アドホック不正イベントのモニタリング
[イベント（Events）] ページでは、アドホック不正イベントに関する情報を参照できます。アド
ホック不正が検出されるか、アドホック不正を手動で変更した場合（その状態を変更するなどし
た場合）、Prime Infrastructure によりイベントが生成されます。[アドホック不正イベント（Adhoc
Rogue Events）] リスト ページには、すべてのアドホック不正イベントが表示されます。
[不正 AP イベント（Rogue AP Events）] リスト ページにアクセスするには、Prime Infrastructure の
詳細検索機能を使用してアドホック不正イベントの検索を実行するか、または [アドホック不正
アラーム（Adhoc Rogue Alarms）] 詳細ページで、[コマンドの選択（Select a Command）] ドロップダ
ウン リストから [イベント履歴（Event History）] をクリックします。
関連項目
•

不正 AP イベントの詳細の表示

•

アドホック不正イベントの詳細の表示

アドホック不正イベントの詳細の表示
不正アクセス ポイント イベントの詳細を表示するには、[不正 AP イベント（Rogue AP Events）]
リスト ページで、[不正 MAC アドレス（Rogue MAC Address）] リンクをクリックします。
関連項目
•

不正 AP イベントの詳細の表示

•

アドホック不正イベントのモニタリング

•

[不正 AP イベント履歴の詳細（Rogue AP Event History Details）] ページ

未接続アクセス ポイントのトラブルシューティング
Lightweight アクセス ポイントは、初回起動時に、WLAN コントローラを検出し、接続しようとし
ます。アクセス ポイントは、ワイヤレス コントローラに接続した後、必要に応じてそのソフト
ウェア イメージを更新し、デバイスとネットワークの構成の詳細をすべて受信します。アクセス
ポイントが正常にワイヤレス コントローラを接続した後、そのアクセス ポイントは Prime
Infrastructure で検出および管理できます。アクセス ポイントが正常にワイヤレス コントローラ
を接続するまで、そのアクセス ポイントは Prime Infrastructure で管理できないため、クライアン
ト アクセスを可能にする適切な設定は組み込まれません。
Prime Infrastructure は、アクセス ポイントがコントローラに接続できない理由を診断し、対処方
法を一覧表示するツールを提供しています。
[未接続 AP（Unjoined AP）] ページには、ワイヤレス コントローラに接続していないアクセス ポ
イントが一覧表示されます。このページには、未接続アクセス ポイントについて収集されたすべ
ての情報が含まれます。この情報には、名前、MAC アドレス、IP アドレス、コントローラの名前と
IP アドレス、アクセス ポイントの接続先のスイッチとポート、および接続が失敗した理由（判明
している場合）が含まれます。
未接続アクセス ポイントのトラブルシューティングを行うには、次の手順を実行します。
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ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [未接続アクセス ポイ
ント（Unjoined Access Points）] を選択します。[未接続 AP（Unjoined APs）] ページが表示され、ワイ
ヤレス コントローラに接続できなかったアクセス ポイントの一覧が表示されます。

ステップ 2

診断するアクセス ポイントを選択し、[トラブルシュート（Troubleshoot）] をクリックします。
アクセス ポイントに対して分析が実行され、アクセス ポイントがワイヤレス コントローラに接
続できなかった理由が特定されます。分析の実行後、[未接続 AP（Unjoined APs）] ページに結果が
表示されます。中央のペインで、問題を確認できます。このペインには、エラー メッセージとコン
トローラのログ情報も一覧表示されます。

ステップ 3

コントローラを選択します。
アクセス ポイントが複数のワイヤレス コントローラに接続しようとし、失敗した場合、それら
のコントローラが左ペインに一覧表示されます。

ステップ 4

右側のペインに表示された問題を解決するための推奨事項のリストから、推奨処置の 1 つを実
行します。

ステップ 5

さらに問題を診断するには、[未接続 AP（Unjoined AP）] ページから RTTS を実行します。これに
より、アクセス ポイントが同時に接続しようとしたすべてのワイヤレス コントローラからのデ
バッグ メッセージが表示されます。
RTTS を実行するには、テーブルの右側にある RTTS のアイコン（
）をクリックします。デバッ
グ メッセージがテーブルに表示されます。次に、メッセージを検証して、アクセス ポイントがコ
ントローラに接続できない原因を特定できるかどうかを判別できます。

関連項目
•

不正アクセス ポイントのモニタリング

•

アドホック不正のモニタリング

Spectrum Expert のモニタリング
Spectrum Expert クライアントは、リモート干渉センサーとして機能し、動的な干渉データを
Prime Infrastructure に送信します。この機能により、Prime Infrastructure はネットワーク内の
Spectrum Expert から詳細な干渉データと電波品質データを収集、保管、およびモニタできます。
[Spectrum Expert のモニタ（Monitor Spectrum Experts）] ページにアクセスするには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [Spectrum Expert（Spectrum
Experts）] の順に選択します。
左側のサイドバーのメニューから、[Spectrum Expert の概要（Spectrum Experts Summary）] ページ
にアクセスできます。

関連項目
•

Spectrum Expert の概要に関するフィールド リファレンス ガイド

•

干渉源の概要に関するフィールド リファレンス ガイド

•

Spectrum Expert の詳細に関するフィールド リファレンス ガイド

•

干渉の検索
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WiFi TDOA レシーバのモニタリング
WiFi TDOA レシーバは、追跡対象のタグ付き資産から送信される信号を受信するように設計さ
れた外部システムです。その後これらの信号は、資産の位置計算に役立つよう、Mobility Services
Engine に転送されます。
WiFi TDOA レシーバ情報を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [WiFi TDOA レシーバ
（WiFi TDOA Receivers）] の順に選択します。

関連項目
•

WiFi TDOA レシーバの検索

WiFi TDOA レシーバの検索
WiFi TDOA レシーバの検索基準を絞り込むには、次の手順を実行します。
ステップ 1

Prime Infrastructure のユーザ インターフェイスで [詳細検索（Advanced Search）] をクリックし
ます。

ステップ 2

[検索カテゴリー（Search Category）] ドロップダウン リストから、[WiFi TDOA レシーバ（WiFi
TDOA Receiver）] を選択します。
•

Wi-Fi TDOA レシーバの検索を MAC アドレスで開始するには、[検索（Search）] ドロップダウ
ン リストから [MAC アドレス（MAC Address）] を選択して、該当するテキスト ボックスに
Wi-Fi TDOA レシーバの MAC アドレスを入力し、[検索（Search）] をクリックします。

•

Wi-Fi TDOA レシーバの検索を名前で開始するには、[検索条件（Search by）] ドロップダウン
リストから [WiFi TDOA レシーバ（WiFi TDOA Receivers）] を選択して、該当するテキスト
ボックスに Wi-Fi TDOA レシーバの名前を入力し、[検索（Search）] をクリックします。

関連項目
•

WiFi TDOA レシーバのモニタリング

メディア ストリームのモニタリング
コントローラで設定されているすべてのメディア ストリームを表示するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [メディア ストリーム
（Media Streams）] の順に選択します。

関連項目
•

メディア ストリームの詳細の表示
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メディア ストリームの詳細の表示
メディア ストリームの詳細を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [メディア ストリーム
（Media Streams）] の順に選択します。
[ストリーム名（Stream Name）] リンクをクリックします。

関連項目
•

メディア ストリームのモニタリング

•

WiFi TDOA レシーバのモニタリング

無線リソース管理
無線リソース管理（RRM）は Cisco Unified Wireless Network に組み込まれており、RF 環境で見つ
かったパフォーマンス上の問題をモニタし動的に修正します。Prime Infrastructure は、アクセス
ポイントの送信電力またはチャネルが変化した際にトラップを受信します。こうしたトラップ
イベントまたは RF の再グループ化などの同様のイベントは、Prime Infrastructure に記録され、イ
ベント ディスパッチャによって保持されます。
RRM は、ネットワークに追加された新しいコントローラや Lightweight アクセス ポイントを自
動的に検出して設定します。それは、アソシエートされている近くの Lightweight アクセス ポイ
ントを自動的に調整して、カバレッジとキャパシティを最適化します。Lightweight アクセス ポ
イントは、使用国で有効なすべての 802.11b/g チャネルに加えて、他の地域で使用可能なチャネ
ルも同時にスキャンできます。アクセス ポイントは、これらのチャネルのノイズや干渉を監視す
る際、最大で 60 ミリ秒の間オフチャネルになります。不正アクセス ポイント、不正クライアン
ト、アドホック クライアント、干渉しているアクセス ポイントを検出するために、この間に収集
されたパケットが解析されます。
次の通知は RRM ダッシュボードに送信されます。
•

チャネルの変更通知は、チャネルの変更が発生すると送信されます。チャネルの変更は、動的
チャネル割り当て（DCA）設定に左右されます。

•

送信電力の変更通知は、送信電力の変更が発生すると送信されます。原因コードは、イベント
が発生した理由の数に関係なく、1 という係数が与えられます。

•

RF グループ化通知は、RF グループ化のコンテンツの変更があり、自動グループ化がイネー
ブルの場合に送信されます。

関連項目
•

RRM ダッシュボードの表示
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RRM ダッシュボードの表示
RRM ダッシュボードの情報を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [無線リソース管理
（Radio Resource Management）] の順に選択します。

関連項目
•

無線リソース管理

アクセス ポイント アラームのモニタリング
ネットワークのアクセス ポイント（AP）のアラームをモニタリングするには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

AP アラームの詳細検索を実行します。
[検索結果（Search Results）] ページには、AP アラームに関する次の情報が含まれています。ア
ラームの隣にあるチェックボックスを選択し、[アラーム ブラウザ（Alarm Browser）] ツールバー
で必要なフィールドを変更できます。

ステップ 2

•

重大度（Severity）

•

障害の原因（Failure Source）

•

オーナー（Owner）

•

時刻（Time）

•

メッセージ（Message）

•

カテゴリ（Category）

•

条件（Condition）

•

承認済み（Acknowledged）

アラームの隣にあるチェックボックスを選択し、[アラーム ブラウザ（Alarm Browser）] ツール
バーで必要なフィールドを変更します。

電波品質アラームのモニタリング
ネットワークの電波品質アラームをモニタリングするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

パフォーマンス アラームの詳細検索を実行します。
[検索結果（Search Results）] ページには、電波品質アラームの次の情報が含まれています。
•

重大度（Severity）

•

障害の原因（Failure Source）

•

オーナー（Owner）
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ステップ 2

•

時刻（Time）

•

メッセージ（Message）

•

カテゴリ（Category）

•

条件（Condition）

•

承認済み（Acknowledged）

アラームの隣にあるチェックボックスを選択し、[アラーム ブラウザ（Alarm Browser）] ツール
バーで必要なフィールドを変更します。

CleanAir セキュリティ アラームのモニタリング
CleanAir セキュリティ アラームをモニタリングするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

セキュリティ アラームの詳細検索を実行します。
[検索結果（Search Results）] ページには、CleanAir セキュリティ アラームの次の情報が含まれて
います。

ステップ 2

•

重大度（Severity）

•

障害の原因（Failure Source）

•

オーナー（Owner）

•

日時（Date/Time）

•

メッセージ（Message）

•

承認済み（Acknowledged）

アラームの隣にあるチェックボックスを選択し、[アラーム ブラウザ（Alarm Browser）] ツール
バーで必要なフィールドを変更します。

Cisco Adaptive wIPS のアラームのモニタリング
Cisco Adaptive wIPS DoS（サービス拒否）およびセキュリティ ペネトレーション攻撃からのア
ラームは、セキュリティ アラームとして分類されます。
wIPS DoS およびセキュリティ ペネトレーション攻撃のアラームの一覧を表示するには、次の手
順を実行します。
ステップ 1

wIPS DoS アラームの詳細検索を実行します。
[検索結果（Search Results）] ページには、次の情報が含まれています。
•

重大度（Severity）

•

障害のあるオブジェクト（Failure Object）

•

日時（Date/Time）

•

メッセージ（Message）

•

承認済み（Acknowledged）
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ステップ 2

•

カテゴリ（Category）

•

条件（Condition）

•

アラーム ページが複数ある場合は、ページ番号および他のページへ移動するためのスク
ロール矢印がページ上部に表示されます。これらのスクロール矢印を使用して、その他のア
ラームを表示します。

アラームの隣にあるチェックボックスを選択し、[アラーム ブラウザ（Alarm Browser）] ツール
バーで必要なフィールドを変更します。

Cisco Adaptive wIPS アラームの詳細のモニタリング
Cisco Adaptive wIPS アラームの詳細をモニタリングするには、次の手順を実行します。
選択した Cisco wIPS アラームの詳細を表示するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール
（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] > [障害のあるオブジェクト
（failure object）] の順に選択します。Cisco Adaptive wIPS アラームについて、次のアラームの詳細
が表示されます。
•

一般
– [wIPS AP による検出
（Detected By wIPS AP）]：アラームを検出したアクセス ポイント。
– [wIPS AP IP アドレス
（wIPS AP IP Address）]：wIPS アクセス ポイントの IP アドレス。
– [オーナー
（Owner）]：このアラームに割り当てられている個人の名前またはブランク。
– [承認済み
（Acknowledged）]：アラームがユーザによって承認されているかどうかを表示

します。
– [カテゴリ
（Category）]：wIPS の場合、アラーム カテゴリは [セキュリティ（Security）] です。
– [作成日
（Created）]：アラームが作成された日時（月、日、年、時、分、秒、AM/PM）。
– [変更日
（Modified）]：アラームが最後に変更された日時（月、日、年、時、分、秒、AM/PM）。
– [生成者
（Generated By）]：アラーム イベントの生成方法（NMS またはトラップから）を示

します。
[NMS（ネットワーク管理システム - Prime Infrastructure）
（NMS (Network Management
System - Prime Infrastructure)）]：ポーリングにより生成されます。Prime Infrastructure は、
コントローラを定期的にポーリングして、イベントを生成します。Prime Infrastructure
は、トラップを無効にするか、これらのイベントのトラップが失われるとイベントを生
成します。
[トラップ（Trap）]：コントローラによって生成されます。Prime Infrastructure は、これらの
トラップを処理して、対応するイベントを発生させます。
– [重大度
（Severity）]：重大度（重大、やや重大、情報、警告、およびクリア）。
– [前回の消滅日
（Last Disappeared）]：潜在的な攻撃が最後になくなった日時。
– [チャネル
（Channel）]：潜在的な攻撃が発生したチャネル。
– [攻撃者のクライアント/AP MAC
（Attacker Client/AP MAC）]：攻撃を開始したクライアン

トまたはアクセス ポイントの MAC アドレス。
– [攻撃者のクライアント/AP IP アドレス
（Attacker Client/AP IP Address）]：攻撃を開始した

クライアントまたはアクセス ポイントの IP アドレス。
– [ターゲットのクライアント/AP IP アドレス
（Target Client/AP IP Address）]：攻撃者により

攻撃対象となったクライアントまたはアクセス ポイントの IP アドレス。
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– [コントローラ IP アドレス
（Controller IP Address）]：アクセス ポイントがアソシエートさ

れているコントローラの IP アドレス。
– [MSE]：関連付けられている Mobility Services Engine の IP アドレス。
– [コントローラ MAC アドレス
（Controller MAC Address）]：アクセス ポイントがアソシ

エートされているコントローラの MAC アドレス。
– wIPS アクセス ポイント MAC アドレス
– フォレンジックファイル
– [イベント履歴
（Event History）]：[アラームのモニタリング（Monitoring Alarms）] ページに

移動し、このアラームのすべてのイベントを表示します。
•

[アノテーション（Annotations）]：入力した注釈が表示されます。

•

[メッセージ（Messages）]：アラームに関する情報が表示されます。

•

[監査レポート（Audit Report）]：クリックすると設定監査アラームの詳細が表示されます。こ
のレポートは、設定監査アラームにのみ使用できます。
監査の矛盾が設定グループに施行されると、設定監査アラームが生成されます。

•

[不正クライアント（Rogue Clients）]：障害が発生したオブジェクトが不正なアクセス ポイン
トの場合、不正なクライアントに関する情報が表示されます。

関連項目
•

Cisco Adaptive wIPS のアラームのモニタリング

障害のあるオブジェクトのモニタリング
障害のあるオブジェクトをモニタリングするには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms and Events）] の順に選択し、[イベント（Events）] タブをクリックします。
[説明（Description）] 列の左側にある展開アイコンをクリックします。選択したイベントの種類に
応じて、関連付けられている詳細が異なります。
•

一般情報
– [障害の原因
（Failure Source）]：イベントのソース（名前や MAC アドレスを含む）を示し

ます。
– [カテゴリ
（Category）]：[セキュリティ（Security）]、[AP] などのアラームの種類。
– [生成日
（Generated）]：イベントが生成された日時。
– [生成者
（Generated By）]：アラーム イベントの生成方法（NMS またはトラップから）を示

します。
[NMS（ネットワーク管理システム - Prime Infrastructure）
（NMS (Network Management
System - Prime Infrastructure)）]：ポーリングにより生成されます。Prime Infrastructure は、
コントローラを定期的にポーリングして、イベントを生成します。Prime Infrastructure
は、トラップを無効にするか、これらのイベントのトラップが失われるとイベントを生
成します。
[トラップ（Trap）]：コントローラによって生成されます。Prime Infrastructure は、これらの
トラップを処理して、対応するイベントを発生させます。
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– [デバイスの IP アドレス
（Device IP Address）]：アラームを生成するデバイスの IP アド

レス。
– [重大度
（Severity）]：重大度（重大、やや重大、情報、警告、およびクリア）。
•

[メッセージ（Messages）]：イベントが発生した理由を説明したメッセージ。

不正アクセス ポイントのイベントのモニタリング
不正アクセス ポイントのイベントをモニタリングするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms and Events）] の順に選択し、[イベント（Events）] タブをクリックします。

ステップ 2

不正 AP をモニタするには、クイック フィルタまたは高度なフィルタ機能を使用します。

ステップ 3

不正アクセス ポイント無線のアラーム イベントを表示するには、
展開アイコンをクリックします。
次のフィールドが表示されます。
一般
•

[不正 MAC アドレス（Rogue MAC Address）]

•

[ベンダー（Vendor）]

•

[ネットワーク上（On Network）]：不正が検出された方法を示します。
– [コントローラ
（Controller）]：コントローラが不正を検出しました（Yes または No）。
– [スイッチ ポート トレース
（Switch Port Trace）]：不正がスイッチ ポート トレースによっ

て検出されました。[Traced but not found]、[Traced and found]、[Not traced] のいずれかで示
されます。
•

[オーナー（Owner）]：このアラームに割り当てられている個人の名前または（ブランク）。

•

[状態（State）]：この無線の、ネットワークまたはポートに対する状態。不正アクセス ポイント
無線は、ポートで最初にスキャンされたときは [Alert（アラート）] と表示され、オペレーティ
ング システム の ID をまだ確認中の場合は [Pending（保留中）] と表示されます。

•

[SSID]：不正アクセス ポイント無線によってブロードキャストされているサービス セット
ID（SSID）。SSID がブロードキャストされない場合は空欄になります。

•

[封じ込めレベル（Containment Leve）]：封じ込められているアクセス ポイントは、まったく
サービスを提供できないか、非常に低速なサービスを提供します。封じ込め活動に関連付け
られているレベルがあります。これは、脅威を封じ込めるために使用する Cisco 1000 シリー
ズ Lightweight アクセス ポイントの数を示します。このサービスは、管理者が開始および停
止する必要があります。[封じ込めタイプ（Containment Type）]：不正アクセス ポイント クライ
アントが Update Status でレベル 1 ～ 4 で封じ込められた場合は [Contained]、そうでない場合
は [Unassigned] になります。

•

[チャネル（Channel）]：アドホック不正がブロードキャストしている帯域を示します。

•

[無線タイプ（Radio Type）]：この不正アクセス ポイントに適用されるすべての無線タイプを
リストします。

•

[作成日（Created）]：イベントが発生した日付と時刻。
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•

[生成者（Generated By）]：アラーム イベントの生成方法（NMS またはトラップから）を示し
ます。
– [NMS
（ネットワーク管理システム - Prime Infrastructure）
（NMS (Network Management

System - Prime Infrastructure)）]：ポーリングにより生成されます。Prime Infrastructure は、
コントローラを定期的にポーリングして、イベントを生成します。Prime Infrastructure
は、トラップを無効にするか、これらのイベントのトラップが失われるとイベントを生
成します。
– [トラップ
（Trap）]：コントローラによって生成されます。Prime Infrastructure は、これらの

トラップを処理して、対応するイベントを発生させます。
•

[デバイスの IP アドレス（Device IP Address）]：アラームを生成するデバイスの IP アドレス。

•

[重大度（Severity）]：重大度（Critical（重大）、Major（やや重大）、Minor（比較的重大でない）、
Warning（警告）、Clear（クリア）、Info（情報））。

[メッセージ（Message）]：アラームに関する説明が表示されます。
[ヘルプ（Help）]：アラームに関する情報が表示されます。

関連項目
•

不正アクセス ポイントのモニタリング

アドホック不正のイベントのモニタリング
アドホック不正のイベントをモニタリングするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms and Events）] の順に選択し、[イベント（Events）] タブをクリックします。

ステップ 2

アドホック不正 AP のイベントをモニタするには、クイック フィルタまたは高度なフィルタ機
能を使用します。

ステップ 3

アドホック不正アクセス ポイントのアラーム イベントを表示するには、展開アイコンをクリッ
クします。次のフィールドが表示されます。
一般
•

[不正 MAC アドレス（Rogue MAC Address）]

•

[ベンダー（Vendor）]

•

[ネットワーク上（On Network）]：不正が検出された方法を示します。
– [コントローラ
（Controller）]：コントローラが不正を検出しました（Yes または No）。
– [スイッチ ポート トレース
（Switch Port Trace）]：不正がスイッチ ポート トレースによっ

て検出されました。[Traced but not found]、[Traced and found]、[Not traced] のいずれかで示
されます。
•

[オーナー（Owner）]：このアラームに割り当てられている個人の名前または（ブランク）。

•

[状態（State）]：この無線の、ネットワークまたはポートに対する状態。不正アクセス ポイント
無線は、ポートで最初にスキャンされたときは [Alert（アラート）] と表示され、オペレーティ
ング システム の ID をまだ確認中の場合は [Pending（保留中）] と表示されます。

•

[SSID]：不正アクセス ポイント無線によってブロードキャストされているサービス セット
ID（SSID）。SSID がブロードキャストされない場合は空欄になります。
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•

[封じ込めレベル（Containment Leve）]：封じ込められているアクセス ポイントは、まったく
サービスを提供できないか、非常に低速なサービスを提供します。封じ込め活動に関連付け
られているレベルがあります。これは、脅威を封じ込めるために使用する Cisco 1000 シリー
ズ Lightweight アクセス ポイントの数を示します。このサービスは、管理者が開始および停
止する必要があります。[封じ込めタイプ（Containment Type）]：不正アクセス ポイント クライ
アントが Update Status でレベル 1 ～ 4 で封じ込められた場合は [Contained]、そうでない場合
は [Unassigned] になります。

•

[チャネル（Channel）]：アドホック不正がブロードキャストしている帯域を示します。

•

[作成日（Created）]：イベントが発生した日付と時刻。

•

[生成者（Generated By）]：アラーム イベントの生成方法（NMS またはトラップから）を示し
ます。
– [NMS
（ネットワーク管理システム - Prime Infrastructure）
（NMS (Network Management

System - Prime Infrastructure)）]：ポーリングにより生成されます。Prime Infrastructure は、
コントローラを定期的にポーリングして、イベントを生成します。Prime Infrastructure
は、トラップを無効にするか、これらのイベントのトラップが失われるとイベントを生
成します。
– [トラップ
（Trap）]：コントローラによって生成されます。Prime Infrastructure は、これらの

トラップを処理して、対応するイベントを発生させます。
– [デバイスの IP アドレス
（Device IP Address）]：アラームを生成するデバイスの IP アド

レス。
•

[重大度（Severity）]：重大度（Critical（重大）、Major（やや重大）、Minor（比較的重大でない）、
Warning（警告）、Clear（クリア）、Info（情報））。

[メッセージ（Message）]：アラームに関する説明が表示されます。
ステップ 4

[ヘルプ（Help）]：アラームに関する情報が表示されます。

関連項目
•

不正アクセス ポイントのモニタリング

Cisco Adaptive wIPS イベントのモニタリング
Cisco Adaptive wIPS のイベントをモニタリングするには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms and Events）] の順に選択し、[イベント（Events）] タブをクリックします。
検索結果を絞り込んで wIPS イベントをモニタするには、クイック フィルタまたは高度なフィル
タ機能を使用します。1 つ以上のイベントによって、異常ステートまたはアラームが生成される
ことがあります。アラームはクリアできますが、イベントは残ります。
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CleanAir 電波品質イベントのモニタリング
ワイヤレス ネットワークの CleanAir 電波品質に関して生成されたイベントを表示するには、次
の手順を実行します。
ステップ 1

パフォーマンス イベントの詳細検索を実行します。
[検索結果（Search Results）
] ページには、次の CleanAir 電波品質のイベント情報が含まれています。
•

[重大度（Severity）]：アラームの重大度を示します。

•

[障害の原因（Failure Source）]：アラームを生成したデバイス。

•

[日時（Date/Time）]：アラームが生成された時間。

関連項目
•

電波品質イベントの詳細の表示

電波品質イベントの詳細の表示
電波品質イベントの詳細を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[電波品質イベント（Air Quality Events）] ページから、[重大度（Severity）] 列の隣にある展開アイコ
ンをクリックし、アラームの詳細ページにアクセスします。

ステップ 2

[電波品質イベント（Air Quality Events）] ページには、次の情報が表示されます。
•

[障害の原因（Failure Source）]：アラームを生成したデバイス。

•

[カテゴリ（Category）]：このイベントのカテゴリ。この場合は [パフォーマンス（Performance）]
になります。

•

[作成日（Created）]：イベントが生成されたときのタイム スタンプ。

•

[生成者（Generated By）]：イベントを生成したデバイス。

•

[デバイスの IP アドレス（Device IP Address）]：イベントを生成したデバイスの IP アドレス。

•

[重大度（Severity）]：イベントの重大度。

•

[アラームの詳細（Alarm Details）]：このイベントに関連付けられたアラームへのリンク。ア
ラームの詳細を表示するには、リンクをクリックします。

•

[メッセージ（Message）]：このアクセス ポイント上の電波品質の指標を示します。

干渉源セキュリティ リスク イベントのモニタリング
干渉源セキュリティ リスク イベントをモニタリングするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ワイヤレス ネットワークで生成されたセキュリティ リスク イベントを表示するには、セキュリ
ティ イベントの詳細検索を実行します。
[検索結果（Search Results）] ページには、次の干渉源セキュリティ イベントの情報が含まれてい
ます。
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•

[重大度（Severity）]：アラームの重大度を示します。

•

[障害の原因（Failure Source）]：アラームを生成したデバイス。

•

[日時（Date/Time）]：アラームが生成された時間。

関連項目
•

干渉源セキュリティ リスク イベントの詳細の表示

干渉源セキュリティ リスク イベントの詳細の表示
干渉源セキュリティ イベントの詳細を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[干渉源セキュリティ イベント（Interferer Security Event）] 詳細ページで、[重大度（Severity）] 列の
隣にある展開アイコンをクリックし、アラームの詳細ページにアクセスします。

ステップ 2

[電波品質イベント（Air Quality Events）] ページには、次の情報が表示されます。
•

[障害の原因（Failure Source）]：アラームを生成したデバイス。

•

[カテゴリ（Category）]：このイベントのカテゴリ。この場合は [セキュリティ（Security）] にな
ります。

•

[作成日（Created）]：イベントが生成されたときのタイム スタンプ。

•

[生成者（Generated By）]：イベントを生成したデバイス。

•

[デバイスの IP アドレス（Device IP Address）]：イベントを生成したデバイスの IP アドレス。

•

[重大度（Severity）]：イベントの重大度。

•

[アラームの詳細（Alarm Details）]：このイベントに関連付けられたアラームへのリンク。ア
ラームの詳細を表示するには、リンクをクリックします。

•

[メッセージ（Message）]：アクセス ポイントに影響を与えている干渉デバイスを示します。

関連項目
•

干渉源セキュリティ リスク イベントのモニタリング

ヘルス モニタ イベントのモニタリング
ヘルス モニタ イベントを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

Prime Infrastructure イベントの詳細検索を実行します。
[検索結果（Search Results）] ページには、次のヘルス モニタ イベントの関連情報が含まれています。
•

[重大度（Severity）]：アラームの重大度を示します。

•

[障害の原因（Failure Source）]：アラームを生成したデバイス。

•

[日時（Date/Time）]：アラームが生成された時間。

•

[メッセージ（Message）]：稼働状態の詳細を示します。
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関連項目
•

ヘルス モニタ イベントの詳細の表示

ヘルス モニタ イベントの詳細の表示
ヘルス モニタ イベントの詳細を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[ヘルス モニタ イベント（Health Monitor Events）] ページから、[重大度（Severity）] 列の隣にある展
開アイコンをクリックし、アラームの詳細ページにアクセスします。

ステップ 2

[ヘルス モニタ イベント（Health Monitor Events）] ページに、次の情報が表示されます。
•

[障害の原因（Failure Source）]：アラームを生成したデバイス。

•

[カテゴリ（Category）]：このイベントのカテゴリ。

•

[作成日（Created）]：イベントが生成されたときのタイム スタンプ。

•

[生成者（Generated By）]：イベントを生成したデバイス。

•

[デバイスの IP アドレス（Device IP Address）]：イベントを生成したデバイスの IP アドレス。

•

[重大度（Severity）]：イベントの重大度。

•

[アラームの詳細（Alarm Details）]：このイベントに関連付けられたアラームへのリンク。ア
ラームの詳細を表示するには、リンクをクリックします。

•

[メッセージ（Message）]：メッセージを通じてイベントについて説明します。

関連項目
•

ヘルス モニタ イベントのモニタリング
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10

モニタリング ポリシーおよびしきい値の
作成
Prime Infrastructure では、モニタリング ポリシーを使用して、指定したしきい値に対してデバイ
スをモニタリングします。指定したしきい値に達すると、Prime Infrastructure はアラームを出し
ます。アラームは、操作がその問題の影響を受ける前に条件を変更するように警告します。
デフォルトでは、Prime Infrastructure は以下をポーリングします。
•

サポートされるルータ、スイッチ、およびハブのデバイス ヘルス メトリック。ストレージ デ
バイスおよび UCS シリーズ デバイスはデフォルトの正常性ポリシーによって監視されませ
ん。デフォルトのモニタリング ポリシーの変更を参照してください。

•

ポート グループのヘルス メトリック。

•

WAN インターフェイス グループ、
AVC、および UCS のインターフェイス ヘルス メトリック。

（注）

Prime Infrastructure は、有線デバイスに対してのみモニタリング ポリシーを使用します。

他の Prime Infrastructure モニタリング ポリシーを有効化したり、カスタム MIB ポーリング ポリ
シーを作成したりすることもできます（「ポーリング MIB によるサードパーティ デバイスのモ
ニタリング」を参照）。

デフォルトのモニタリング ポリシー
Prime Infrastructure は、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [モニタリ
ングポリシー（Monitoring Policies）] > [自動モニタリング（Automonitoring）] の下で SNMP オブ
ジェクトをポーリングし、次のヘルス モニタリング ポリシーのモニタリング情報を収集します。
•

デバイス パラメータ：表 10-1 で、ポーリングされるデバイス ヘルス パラメータについて説
明します。

•

インターフェイス パラメータ：表 10-2 で、以下に対してポーリングされるインターフェイス
パラメータについて説明します。
– トランク ポートおよびリンク ポート
– WAN インターフェイス

保証情報を提供する次のモニタリング ポリシーの場合、データは NetFlow または NAM を通じて
収集されます。
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表 10-1

•

アプリケーション応答時間

•

NAM 正常性

•

トラフィック分析

•

音声ビデオ データ

•

音声ビデオ シグナリング

デバイス パラメータ自動モニタリング メトリック

メトリック

ポーリングされるデ
バイス

デバイス アベイラ
ビリティ

すべての SNMP デバ
イス

CPU 使用率

Cisco IOS デバイス、 CISCO-PROCESS-MIB
サポート対象のすべ
ての Nexus デバイス、
Cisco UCS デバイス

メモリ プール使
用率

Cisco IOS デバイス、 CISCO-MEMORY-POOL-MIB ciscoMemoryPoolName
ciscoMemoryPoolType
ISR デバイス。
ciscoMemoryPoolUsed
ciscoMemoryPoolFree

MIB

含まれている MIB オブジェクト

SNMPv2-MIB

sysUpTime

サポート対象のすべ CISCO-PROCESS-MIB
ての Cisco Nexus デバ
イス、Cisco UCS デバ
イス、および Cisco
IOS XE デバイス

cpmCPUTotalPhysicalIndex
cpmCPUTotal1minRev

cpmCPUTotalIndex
cpmCPUMemoryUsed
cpmCPUMemoryFree

Cisco ASA デバイス、 CISCO-ENHANCED-MEMPO cempMemPoolType
cempMemPoolName
IOS XR および Edison OL-MIB
cempMemPoolUsed
デバイス
cempMemPoolFree
Cisco IOS ASR デバ
イス
環境温度1

CISCO-ENTITY-QFP-MIB

ASR、サポート対象の CISCO-ENVMON-MIB
すべての Nexus デバ
イス、Cisco UCS デバ
イス
Catalyst 2000、3000、
4000、6000、ISR

CISCO-ENVMON-MIB

ceqfpMemoryResType
ceqfpMemoryResInUse
ceqfpMemoryResFree
entSensorValue

ciscoEnvMonTemperatureStatusValue

1. スタック構成のスイッチ デバイスの場合、[環境温度（Environment Temp）] には各スタック構成インスタンスの温度が表示されます。
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表 10-2

インターフェイス パラメータ自動モニタリング メトリック

メトリック

ポーリングされるデバ
イス

インターフェイス
のアベイラビリ
ティ

Cisco IOS デバイス、サ IF-MIB
ポート対象のすべての
Nexus デバイス

MIB

含まれている MIB オブジェクト
ifOperStatus
ifOutOctets
ifHighSpeed
ifInOctets
ifInErrors
ifOutErrors
ifInDiscards
ifOutDiscards

入力使用率

Cisco IOS デバイス

IF-MIB、
Old-CISCO-Interface-MIB

ifHCInBroadcastPkts、
ifHCInMulticastPkts、ifInErrors、
ifInDiscards、ifInUnknownProtos、
ifHCInBroadcastPkts、
ifHCInMulticastPkts

出力使用率

Cisco IOS デバイス

IF-MIB、
Old-CISCO-Interface-MIB

ifHCInBroadcastPkts、
ifHCInMulticastPkts、ifHCInUcastPkts、
ifInDiscards、ifInUnknownProtos、
locIfInputQueueDrops

QoS クラスあたり Cisco IOS デバイス
のドロップ パーセ
ンテージ

IF-MIB、
Old-CISCO-Interface-MIB

ifHCOutBroadcastPkts、
ifHCOutMulticastPkts、
ifHCOutUcastPkts、ifOutDiscards、
ifOutUnknownProtos、
locIfOutputQueueDrops

表 10-3

クラスベース、QoS、ヘルス モニタリング メトリック

含まれている MIB オブジェ
クト

メトリック

ポーリングされるデバイス

MIB

QoS 計算

Cisco IOS デバイス

CISCO-CLASS-BASED-QOSMIB

cbQosCMDropByte64
cbQosCMPostPolicyByte64
cbQosCMPrePolicyByte64

インターフェイス
インバウンド エ
ラー

Cisco IOS デバイス

IF-MIB

ifInErrors

インターフェイス Cisco IOS デバイス
アウトバウンド エ
ラー

IF-MIB

ifOutErrors
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表 10-3

クラスベース、QoS、ヘルス モニタリング メトリック（続き）

メトリック

ポーリングされるデバイス

MIB

含まれている MIB オブジェ
クト

インターフェイ
ス インバウンド
の破棄

Cisco IOS デバイス

IF-MIB

ifInDiscards

インターフェイス
アウトバウンドの
破棄

Cisco IOS デバイス

IF-MIB

ifOutDiscards

デフォルトのモニタリング ポリシーの変更
Prime Infrastructure モニタリング ポリシーはネットワーク デバイスのメトリックを監視し、問題
が操作に影響する前に条件を変更するよう警告します。デフォルトでは、Prime Infrastructure は
サポート対象のルータ、スイッチ、およびハブではデバイス ヘルス メトリックのみをポーリン
グし、WAN インターフェイス グループではインターフェイス ヘルス メトリックをポーリング
します。ストレージ デバイスおよび UCS シリーズ デバイスではポーリングされません。しきい
値に 3 回違反すると、Prime Infrastructure は重大アラームを生成します。そのアラームは [モニタ
（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and
Events）] ページに表示されます。
ポーリング頻度としきい値パラメータを変更または無効化するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [モニタリングポリシー
（Monitoring Policies）] > [自動モニタリング（Automonitoring）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイスのヘルス（Device Health）] を選択し、目的どおりにポーリング頻度としきい値を変更し
ます。

ステップ 3

次をクリックします。
•

ポリシーを保存して選択したデバイスで即座にアクティブ化する場合は [保存してアクティ
ブにする（Save and Activate）]。

•

ポリシーを保存して後でアクティブ化する場合は [保存して閉じる（Save and Close）]。

新しいモニタリング ポリシーの作成
Prime Infrastructure モニタリング ポリシーはネットワーク デバイスのメトリックを監視し、問題
が操作に影響する前に条件を変更するよう警告します。
新しいモニタリング ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [モニタリングポリシー
（Monitoring Policies）] > [マイポリシー（My Policies）] の順に選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーの [ポリシー タイプ（Policy Types）] メニューからモニタリング ポリシーを選
択します。
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ステップ 4

新しいポリシーの名前を入力します。

ステップ 5

[パラメータとしきい値（Parameters and Thresholds）] の下で、そのしきい値に達すると Prime
Infrastructure がアラームを発行するしきい値を指定します。

（注）
ステップ 6

[ワイヤレス AP（Wireless AP）] ポリシー タイプの場合は、最大 10 個の AP を選択できます。
次をクリックします。
•

ポリシーを保存して選択したデバイスで即座にアクティブ化する場合は [保存してアクティ
ブにする（Save and Activate）]。

•

ポリシーを保存して後でアクティブ化する場合は [保存して閉じる（Save and Close）]。

GETVPN モニタリング ポリシー
GETVPN ポリシー タイプに対して、Prime Infrastructure では 表 10-5 に示すメトリックが使用さ
れます。
表 10-4

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring Policies）] >
[GETVPN メトリック（GETVPN Metrics）]

GETVPN モニタリング パラメータ MIB
CISCO-GDOI-MIB
グループ名（Group Name）
グループ ID（Group ID）
グループ ID タイプ（Group ID Type）
グループ ID の長さ（Group ID
Length）
キー サーバ ID（Key Server ID）
グループ メンバー ID（Group
Member ID）
デバイスタイプ（Device Type）
デバイスID（Device ID）
Device ID Type
デバイス ID の長さ（Device ID
length）
登録済みキー サーバ ID（Registered
Key Server ID）、登録済みキー サー
バ ID のタイプ（Registered Key
Server ID Type）
登録済みキー サーバ ID の長さ
（Registered Key Server ID Length）

含まれている MIB オブジェクト
cgmGdoiGroupTable
cgmGdoiGroupName、cgmGdoiGroupIdValue、
cgmGdoiGroupIdType、cgmGdoiGroupIdLength
cgmGdoiKeyServerTable
cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、
cgmGdoiKeyServerIdValue、cgmGdoiKeyServerIdType、
cgmGdoiKeyServerIdLength、cgmGdoiKeyServerActiveKEK、
cgmGdoiKeyServerRekeysPushed
cgmGdoiKsKekTable
cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、
cgmGdoiKeyServerIdValue、cgmGdoiKeyServerIdType、
cgmGdoiKsKekIndex、cgmGdoiKsKekSPI、
cgmGdoiKsKekSrcIdValue、cgmGdoiKsKekSrcIdType、
cgmGdoiKsKekSrcIdLength、cgmGdoiKsKekDstIdValue、
cgmGdoiKsKekDstIdType、cgmGdoiKsKekDstIdLength、
cgmGdoiKsKekOriginalLifetime、
cgmGdoiKsKekRemainingLifetime
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表 10-4

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring Policies）] >
[GETVPN メトリック（GETVPN Metrics）
（続き）
]

GETVPN モニタリング パラメータ MIB
アクティブ KEK（Active KEK）
キー再生成回数（Rekeys Count）
KEK インデックス（KEK Index）
KEK SPI
KEK 送信元 ID（KEK Source ID）

含まれている MIB オブジェクト

CISCO-GDOI-MIB cgmGdoiKsTekSelectorTable
cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、
cgmGdoiKeyServerIdValue、cgmGdoiKeyServerIdType、
cgmGdoiKsTekSelectorIndex、cgmGdoiKsTekSrcIdValue、
cgmGdoiKsTekSrcIdType、cgmGdoiKsTekSrcIdLength、
cgmGdoiKsTekDstIdValue、cgmGdoiKsTekDstIdType、
cgmGdoiKsTekDstIdLength

KEK 送信元 ID のタイプ（KEK
Source ID Type）
KEK 送信元 ID の長さ（KEK Source
ID Length）
KEK 宛先 ID（KEK Destination ID）
KEK 宛先 ID のタイプ（KEK
Destination ID Type）
KEK 宛先 ID の長さ（KEK
Destination ID Length）
KEK の元のライフタイム（KEK
Original Lifetime）
KEK の残りのライフタイム（KEK
Remaining LIfetime）
TEK セレクタ インデックス（TEK
Selector Index）
TEK 送信元 ID（TEK Source ID）
TEK 送信元 ID のタイプ（TEK
Source ID Type）
TEK 送信元 ID の長さ（TEK Source
ID Length）
TEK 宛先 ID（TEK Destination ID）
TEK 宛先 ID のタイプ（TEK
Destination ID Type）
TEK 宛先 ID の長さ（TEK
Destination ID Length）
TEK ポリシー インデックス（TEK
Policy Index）
TEK SPI
TEK の元のライフタイム（TEK
Original Lifetime）
TEK の残りのライフタイム（TEK
Remaining LIfetime）

cgmGdoiKsTekPolicyTable
cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、
cgmGdoiKeyServerIdValue、cgmGdoiKeyServerIdType、
cgmGdoiKsTekPolicyIndex、cgmGdoiKsTekSPI、
cgmGdoiKsTekOriginalLifetime、
cgmGdoiKsTekRemainingLifetime、
cgmGdoiKsTekWindowSize
cgmGdoiGmTable
cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、
cgmGdoiGmIdValue、cgmGdoiGmIdType、
cgmGdoiGmIdLength、cgmGdoiGmRegKeyServerIdValue、
cgmGdoiGmRegKeyServerIdType、
cgmGdoiGmRegKeyServerIdLength、
cgmGdoiGmActiveKEK、cgmGdoiGmRekeysReceived
cgmGdoiGmKekTable
cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、
cgmGdoiGmIdValue、cgmGdoiGmIdType、
cgmGdoiGmKekIndex、cgmGdoiGmKekSPI、
cgmGdoiGmKekSrcIdValue、cgmGdoiGmKekSrcIdType、
cgmGdoiGmKekSrcIdLength、cgmGdoiGmKekDstIdValue、
cgmGdoiGmKekDstIdType、cgmGdoiGmKekDstIdLength、
cgmGdoiGmKekOriginalLifetime、
cgmGdoiGmKekRemainingLifetime
cgmGdoiGmTekSelectorTable
cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、
cgmGdoiGmIdValue、cgmGdoiGmIdType、
cgmGdoiGmTekSelectorIndex、cgmGdoiGmTekSrcIdValue、
cgmGdoiGmTekSrcIdType、cgmGdoiGmTekSrcIdLength、
cgmGdoiGmTekDstIdValue、cgmGdoiGmTekDstIdType、
cgmGdoiGmTekDstIdLength
cgmGdoiGmTekPolicyTable
cgmGdoiGroupIdValue、cgmGdoiGroupIdType、
cgmGdoiGmIdValue、cgmGdoiGmIdType、
cgmGdoiGmTekPolicyIndex、cgmGdoiGmTekSPI、
cgmGdoiGmTekOriginalLifetime、
cgmGdoiGmTekRemainingLifetime、
cgmGdoiGmTekWindowSize

TEK ウィンドウ サイズ（TEK
Window Size）
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DMVPN モニタリング ポリシー
DMVPN ポリシー タイプに対して、Prime Infrastructure では 表 10-5 に示すメトリックが使用さ
れます。
表 10-5

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [モニタリング ポリシー（Monitoring Policies）] >
[DMVPN メトリック（DMVPN Metrics）]

DMVPN モニタリング パ
MIB
ラメータ
CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB
リモート ピアの物理 IP
（Remote Peer Physical IP）
復号化バイト数
（Decrypted Byte Count）

NHRP の有効期限（NHRP
Expiration）

cipSecTunnelTable
cipSecTunRemoteAddr、
cipSecTunInOctets、cipSecTunOutOctets

NHRP-MIB

nhrpCacheTable
nhrpCacheInternetworkAddr、
nhrpCacheHoldingTime、
nhrpCacheNbmaAddr、nhrpCacheType

IP-FORWARD-MIB

ipCidrRouteTable
ipCidrRouteNextHop、ipCidrRouteDest、
ipCidrRouteMask

暗号化バイト数
（Encrypted Byte Count）
リモート トンネル IP
（Remote Tunnel IP）

含まれている MIB オブジェクト

リモート サブネット IP
（Remote Subnet IP）
リモート サブネット マ
スク（Remote Subnet
Mask）

ポーリング MIB によるサードパーティ デバイスのモニ
タリング
サードパーティまたはシスコのデバイスおよびデバイス グループをモニタするためのカスタム
MIB ポーリング ポリシーを設計できます。また、Prime Infrastructure がデフォルト ポリシーを提
供していないデバイスの機能をモニタするためのカスタム MIB ポリシーを作成することもでき
ます。この機能を使用して、以下の操作を実行することができます。
•

デバイス タイプの SNMP MIB をアップロードし、ポーリングするデバイスと属性および
ポーリング頻度を選択する。

•

単一の MIB 定義ファイルまたは依存関係がある MIB のグループを ZIP ファイルとしてアッ
プロードする。

（注）

•

MIB をアップロードする前に、必ず MIB のすべての依存関係をアップロードしてくださ
い。また、MIB とその依存関係を 1 つの ZIP ファイルにアップロードすることもできます。

折れ線グラフまたは表として結果を表示する。

この機能により、同じデバイスおよび属性に対するポーリングを容易に繰り返すことができ、
SNMP を使用してシスコ デバイスをポーリングする方法をカスタマイズできます。
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最大 25 のカスタム MIB ポーリング ポリシーを作成できます。アップロードされる MIB ファイ
ルの数に制限はありません。
カスタム MIB ポーリング ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [モニタリングポリシー
（Monitoring Policies）] > [マイポリシー（My Policies）] の順に選択し、[追加（Add）] をクリックし
ます。

ステップ 2

[ポリシー タイプ（Policy Types）] メニューから、[カスタム MIB ポーリング（Custom MIB Polling）]
を選択します。

ステップ 3

ポリシーの名前を入力します。

ステップ 4

[MIB の選択（MIB Selection）] タブで、ポーリング頻度を指定し、MIB 情報を入力します。
•

Prime Infrastructure にモニタする特定の MIB がない場合は、次の URL からモニタする MIB
をダウンロードします。
http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2

•

MIB をアップロードするには、ZIP ファイルをアップロードする場合にのみファイル名の拡
張子を指定します。
デバイスに関係なく、拡張 .ZIP、.MIB および .MY が許可されます。

•

ZIP ファイルをアップロードする場合は、すべての依存 MIB ファイルが ZIP に含まれている
か、またはすでにシステムに存在することを確認してください。

•

アップロード ファイルおよび MIB 定義が同じ名前であることを確認します（例：
ARUBA-MGMT-MIB 定義ファイルの名前を ARUBA_MGMT に変更しないでください）。ZIP
ファイルをアップロードする場合、そのファイル名を好きなように指定できますが、その中
に含まれている MIB ファイルもまたその規則に従う必要があります（例：MyMibs.zip は、ZIP
内のすべての MIB ファイルがその MIB 名に一致していれば許容可能です）。

ステップ 5

デバイスで作成したポリシーをアクティブ化する前にテストするには、[テスト（Test）] タブをク
リックして、新しいポリシーをテストするデバイスを選択します。

ステップ 6

指定したデバイスでポリシーを即座にアクティブ化するには、[保存してアクティブにする（Save
and Activate）] をクリックします。

ステップ 7

MIB ポーリング データを表示するには、作成したポリシーの名前を使用して汎用ダッシュレッ
トを作成します（「汎用ダッシュレットの作成」を参照）。
ASR デバイスの SNMP ポーリングの日付を表示するには、CPU 使用率の場合は show platform
hardware qfp active datapath utilization | inc Processing コマンドを、メモリ使用率の場合は show
platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics | sec DRAM コマンドを使用する必要
があります。
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例：IP SLA のモニタリング
ネットワークベースのアプリケーションおよびサービスの IP サービス レベルを表示するため
のモニタリング ポリシーを作成できます。約 7 つの IP SLA 関連 MIB があります。この例では、
ビデオ MIB のみがモニタされます。
ステップ 1

次の URL から IP SLA ビデオ MIB をダウンロードします。
http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&step=2

ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングポリシー（Monitoring Policies）] > [マイポリシー（My Policies）]
の順に選択し、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[カスタム MIB ポーリング（Custom MIB Polling）] をクリックします。

ステップ 4

ポリシーの名前を入力します。

ステップ 5

[MIB の選択（MIB Selection）] タブで、[MIB のアップロード（Upload MIB）] をクリックして、ス
テップ 1 でアップロードした MIB に移動します。

ステップ 6

[テーブル（Tables）] プルダウン メニューから、テーブルを選択し、モニタする特定のメトリック
を選択します。

ステップ 7

デバイスで作成したポリシーをアクティブ化する前にテストするには、[テスト（Test）] タブをク
リックして、新しいポリシーをテストするデバイスを選択します。

ステップ 8

IP SLA メトリックをモニタするデバイスを選択します。

ステップ 9

指定したデバイスでポリシーを即座にアクティブ化するには、[保存してアクティブにする（Save
and Activate）] をクリックします。

ステップ 10

ダッシュボードからこの情報をモニタするには、汎用ダッシュレットを作成する必要がありま
す。詳細については、汎用ダッシュレットの作成を参照してください。

ダッシュレットおよびレポートにポーリングされたデータ
デバイスからポーリングされたデータを表示する場合は、次のシナリオを考慮します。
•

デバイス 1 のデータは過去 6 時間からポーリングされています。

•

デバイス 2 のデータは過去 2 日からポーリングされています。

過去 2 日からのデータを表示するようにダッシュレットまたはレポートをフィルタリングする
と、デバイス 2 からのデータのみが表示されます。
デバイスおよびタイム フレーム別にダッシュレットおよびレポートをフィルタリングすると、
両方のデバイスのデータが表示されます。
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アラームのモニタリング
アラームは、1 つ以上の関連イベントへの Cisco Prime Infrastructure 応答です。イベントが一定の
重大度である（重大、やや重大、比較的重大でない、または警告）と見なされた場合、Prime
Infrastructure はその状態が発生しなくなるまでアラームを出します。
•

イベントとは

•

アラームとは

•

アラームのしきい値の定義

•

アラームの確認場所

•

表示オプション

•

アラーム ステータスの変更

•

アラームおよびイベント オプションの変更

•

アラーム重大度レベルの設定

•

トラップのアラームとイベントのカスタマイズ

•

アラームに関するヘルプの利用

•

Syslog の確認場所

イベントとは
イベントとは、ネットワーク内やその周辺である状態が発生すること、またはこれを検出するこ
とです。イベントは、特定の時点で発生する特性の問題です。イベントの例には次のものがあり
ます。
•

ポート ステータスの変化

•

デバイスのリセット

•

デバイスが管理ステーションから到達不能になる。

次のようなイベントの要因もあります。
•

ネットワークにおけるエラー、故障、異常事態などの障害。たとえば、デバイスが到達不能に
なると、到達不能イベントがトリガーされます。

•

障害の除去。たとえば、デバイスの状態が到達不能から到達可能に変更されると、到達可能イ
ベントがトリガーされます。

1 つ以上のイベントによって、異常状態またはアラームが生成されることがあります。アラーム
はクリアできますが、イベントは残ります。[イベント ブラウザ（Event Browser）] を使用して、イ
ベントのリストを表示できます。
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[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms & Events）] を選択し、[イベント（Events）] をクリックして [イベント ブラウザ（Events
Browser）] ページにアクセスします。
イベントの作成

Prime Infrastructure は、イベント カタログを維持して、イベントが作成される方法とタイミング、
およびアラームをイベントに関連付けるかどうかを決定します。複数のイベントを同じアラー
ムに関連付けることができます。
Prime Infrastructure は、次の方法でイベントを検出します。
•

通知イベント（たとえば、Syslog やトラップ）を受信して、分析します。

•

デバイスを自動的にポーリングして変更を検出します（たとえば、到達不能なデバイス）。

•

Prime Infrastructure サーバで重要な変更（たとえば、サーバの再起動）が発生した際に、イベン
トを受信します。

着信イベント通知（トラップや Syslog）は、イベント データを事前定義済みのパターンと照合し
て識別されます。トラップまたは Syslog は、パターンが一致して正しく識別できる場合は、Prime
Infrastructure でサポートされると見なされます。イベント データが事前定義済みのパターンと
一致しない場合は、イベントはサポートされないと見なされ、ドロップされます。
障害は、ポーリング、トラップ、または syslog メッセージによって Prime Infrastructure で検出され
ます。Prime Infrastructure では、すべての障害のコンテキストが保持される一方、重複するイベン
トやアラームについては Prime Infrastructure のデータベースに保持されません。
次の表は、どのような場合に Prime Infrastructure がイベントを作成するかの例を示しています。
時刻

イベント

Prime Infrastructure の動作

10:00AM PDT 2014 年 12 月 1 日 デバイス A が到達不能になった。

デバイス A で新しい到達不能イベントを
作成します。

10:30AM PDT 2014 年 12 月 1 日 デバイス A は引き続き到達不能。

イベント ステータスに変更はありません。

10:45AM PDT 2014 年 12 月 1 日 デバイス A が到達可能になった。

デバイス A で新しい到達可能イベントを
作成します。

11:00AM PDT 2014 年 12 月 1 日 デバイス A は到達可能なまま。

イベント ステータスに変更はありません。

12:00AM PDT 2014 年 12 月 1 日 デバイス A が到達不能になった。

デバイス A で新しい到達不能イベントを
作成します。

アラームとイベントの繰り返し
不要なアラームとイベントの量を減らすため、Prime Infrastructure はイベントの根本的な原因を
検出し、デバイスに問題が発生した場合にアラームおよびイベントを作成するタイミングを変
更します。たとえばモジュールやリンクの障害の場合、モジュールがダウンすると、Prime
Infrastructure はモジュール ダウン アラームを 1 つのみ作成し、インターフェイスのリンク ダウ
ン イベントをすべてモジュール ダウン アラームに関連付けます。モジュールの状態が復元され
ると、Prime Infrastructure によってモジュール アラームがクリアされ、すべてのインターフェイ
ス メッセージはクリア済みアラームに関連付けられます。
同じインターフェイスに対する複数のリンクアップ トラップおよびリンクダウン トラップを
短期間に受信した場合、Prime Infrastructure はそれらのトラップを検出してフラッピング イベン
トを作成します。
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アラームとは
アラーム は、1 つ以上の関連イベントへの Prime Infrastructure 応答です。イベントの重大度があ
る程度高い（重大、やや重大、比較的重大でない、または警告）と見なされた場合は、Prime
Infrastructure はその状態が発生しなくなるまでアラームを発生させます。
1 つまたは複数のイベントで 1 つのアラームが発生する可能性があります。アラームは、次の順
序で作成されます。
1.

ネットワークで障害が発生すると、通知がトリガーされます。

2.

この通知に基づいてイベントが作成されます。

3.

このイベントに対応するアクティブなアラームがないことを確認した後で、アラームが作成
されます。

アラームは、次の 2 つのタイプのイベントに関連付けられます。
•

アクティブ イベント：クリアされていないイベント。アラームは、ネットワークで障害が解
決されるまでこの状態のままです。

•

履歴イベント：クリアされたイベント。ネットワークで障害が解決されると、イベントの状態
が履歴イベントに変わります。

クリア済みアラームは、アラームのライフサイクルの終了を示します。クリアされたアラーム
は、プリセット期間内に同じ障害が再発生した場合に復活することがあります。デフォルトは
5 分です。
イベントとアラームの関連付け

Prime Infrastructure は、イベントとアラームのカタログを維持します。このカタログには、Prime
Infrastructure によって管理されるイベントとアラームのリスト、およびイベントとアラーム間の
関係が含まれています。さまざまなタイプのイベントを同じアラーム タイプに結び付けること
ができます。
通知の受信時には、次のことが行われます。
1.

Prime Infrastructure は、着信通知をイベントとアラーム カタログと突き合わせて比較します。

2.

Prime Infrastructure はイベントを発生させるかどうかを決定します。

3.

イベントを発生させる場合、Prime Infrastructure は、そのイベントによって新しいアラームを
トリガーするか、既存のアラームに関連付けるかを決定します。

新しいイベントのタイプが同じで、同じソースで発生する場合、新しいイベントは既存のアラー
ムに関連付けられます。
アラーム ステータス

表 11-1 でアラーム ステータスについて説明します。
表 11-1

アラーム ステータスの説明

アラーム ステー
タス
説明
未認知（Not
acknowledged）

イベントが新しいアラームをトリガーするか、新しいイベントが既存のアラームに関連付けられ
る場合。

承認済み
アラームを認知すると、そのステータスは [未認知（Not acknowledged）] から [認知済み
（Acknowledged）（Acknowledged）] に変更されます。
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アラームのしきい値の定義

表 11-1

アラーム ステータスの説明（続き）

アラーム ステー
タス
説明
クリア済み
（Cleared）

クリア済みアラームは次のいずれかに関係します。
•

[デバイスから自動クリア（Auto-clear from the device）]：障害がデバイスで解決され、そのデバ
イスに対してイベントがトリガーされます。たとえば、デバイス到達可能イベントは、デバイ
ス到達不能イベントをクリアします。次に、これによって、デバイス到達不能アラームがクリ
アされます。

•

[Prime Infrastructure ユーザからの手動クリア（Manual-clear from Prime Infrastructure users）]：
ネットワークの障害を解決せずに、アクティブ アラームを手動でクリアできます。クリア イ
ベントがトリガーされてアラームがクリアされます。

•

障害が引き続きネットワークに存在する場合は、イベント通知（トラップまたは Syslog）に基
づいて、その後に新しいイベントとアラームが作成されます。
イベントとアラームの重大度

各イベントには重大度が割り当てられています。イベントは、次の重大度カテゴリに大きく分類
され、Prime Infrastructure ではそれぞれに色が関連付けられています。
•

[フラグ付き（Flagging）
（障害を示します）
]
：重大（Critical）
（赤）、やや重大（Major）
（オレンジ）、
比較的重大ではない（Minor）
（黄）、警告（Warning）
（空色）。

•

[情報（Informational）
]：情報（青）
。
一部の情報イベントは、フラグ付きイベントをクリアします。

たとえば、リンク ダウン イベントに [重大（Critical）] 重大度が割り当てられる場合、対応するリ
ンク アップ イベントの重大度は [クリア済み（Cleared）] になります。
一連のイベントにおいて、重大度が最も高いイベントによって、アラームの重大度が決まります。

アラームのしきい値の定義
モニタリング テンプレートを使用してしきい値を定義します。指定したしきい値に達すると、
Prime Infrastructure はアラームを出します。しきい値の定義については、
「モニタリング ポリシー
およびしきい値の作成」を参照してください。

アラームの確認場所
表 11-2 に、アラームを確認できる場所を示します。
表 11-2

アラームの確認場所

GUI 内の場所
[モニタ（Monitor）] > [モ
ニタリング ツール
（Monitoring Tools）] > [ア
ラームおよびイベント
（Alarms & Events）]

説明
重大度、ステータス、障害の発生元、タイム スタンプ、オーナー、カテゴリ、条件などの詳
細付きで、すべてのアラームをリストした新しいページが表示されます。このページか
ら、アラームのステータスを変更したり、電子メール通知の割り当て、注釈付け、削除、指
定を行ったりすることができます。また、Prime Infrastructure からデバイスに対してトラ
ブルシュート機能を使用できます。
Alarm Badging を有効にすると、Prime Infrastructure でデバイス グループの横に重大度ア
イコンが表示されます。アラーム アイコンの表示を参照してください。
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表 11-2

アラームの確認場所（続き）

GUI 内の場所

説明

Prime Infrastructure ウィン Prime Infrastructure ウィンドウの右上の赤いボックスに、現在 Prime Infrastructure によ
ドウの右上にあるツール り検出されている重大なアラームの合計数が表示されます。ボックスをクリックする
バー
と [アラームの概要（Alarm Summary）] が開きます。アラームの概要のカスタマイズを
参照してください。
デバイスの 360 度ビュー

[ダッシュボード
（Dashboard）] > [概要
（Overview）] > [インシデ
ント（Incidents）]

[アラーム（Alarms）] タブの [障害の原因（Failure Source）] フィールドにカーソルを合わ
せると、十字線アイコンが表示されます。アイコンをクリックするとデバイスの 360 度
ビューが表示されます。または、アラーム ブラウザで [障害の原因（Failure Source）]
フィールドにカーソルを合わせると、十字線アイコンが表示されます。アイコンをク
リックするとデバイスの 360 度ビューが表示されます。
アラーム サマリー情報、アラーム数が多い上位 n 個のサイト、上位 n 個のアラーム タイ
プ、デバイスの到達可能性ステータス、Syslog ウォッチ、Syslog サマリーを含むダッシュ
レットが表示されます。

[ダッシュボード
[アラーム（Alarms）]、[トップ N のアラーム タイプ（Top N Alarm Types）]、[Syslog サマ
（Dashboard）] > [ネット
リー（Syslog Summary）]、[トップ N のイベント タイプ（Top N Event Types）] を含むダッ
シュレットが表示されます。
ワーク概要（Network
Summary）] > [インシデン
ト（Incidents）]
各コンピューティング リソースに関連付けられたアラームを示す [コンピューティン
[ダッシュボード
（Dashboard）] > [データ セ グ リソース サマリー（Compute Resources Summary）] ダッシュレットが表示されます。
ンター（Data Center）] > [コ
ンピューティング
（Compute）]
[インベントリ
（Inventory）
] > [アラーム（Alarms）] 領域にアラームの重大度、ステータス、タイムスタンプ、および説明
[デバイス管理（Device
が表示されます。
Management）] > [コン
ピューティング デバイス
（Compute Devices）] > [コ
ンピューティング リソー
ス（Compute Resources）] >
[クラスタ（Clusters）] > [ク
ラスタの詳細ページ
（Cluster Detail Page）]
[インベントリ
（Inventory）
] > [アラーム（Alarms）] 領域にアラームの重大度、ステータス、タイムスタンプ、および説明
が表示されます。
[デバイス管理（Device
Management）] > [コン
ピューティング デバイス
（Compute Devices）] > [コ
ンピューティング リソー
ス（Compute Resources）] >
[ホスト（Host）] > [ホスト
の詳細ページ（Host
Details Page）]
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表 11-2

アラームの確認場所（続き）

GUI 内の場所

説明

[インベントリ
（Inventory）
] > [アラーム（Alarms）] 領域にアラームの重大度、ステータス、タイムスタンプ、および説明
[デバイス管理（Device
が表示されます。
Management）] > [コン
ピューティング デバイス
（Compute Devices）] > [コ
ンピューティング リソー
ス（Compute Resources）] >
[仮想マシン（Virtual
Machines）] > [仮想マシン
の詳細ページ（Virtual
Machine Details Page）]

表示オプション
続く各項では、アラーム、イベント、および Syslog の表示方法を変更するさまざまな方法につい
て説明します。
•

アラーム、イベント、および Syslog の表示オプション

•

アラーム アイコンの表示

•

アラーム表示動作の変更

アラーム、
イベント、
および Syslog の表示オプション
[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms & Events）] を選択して、ページ上部でいずれかのタブ（[アラーム（Alarms）]、[イベント
（Events）]、または [Syslog（Syslogs）]）をクリックすると、次のいずれかの表示モードを選択でき
ます。
•

[最新の 4000 のアラームを表示（Show Latest 4000 Alarms）]：Prime Infrastructure に、最終変更
時のタイムスタンプに基づく最新のアラーム、イベント、または Syslog が、クリックしたタ
ブに応じて表示されます。最新キャッシュは、[最新の 4000 のアラームを表示（Show Latest
4000 Alarms）] で表示できる最大 4000 個のアラームに対応しています。新たにアラーム、イ
ベント、または Syslog が発生すると、Prime Infrastructure は古い項目をリストから削除して
最新の項目を追加します。

•

[すべて表示（Show All）]：Prime Infrastructure は、データベースからすべてのアラーム、イベン
ト、または Syslog を取得して表示します。

どちらのビューでもフィルタを使用できます。
デフォルトでは、Prime Infrastructure は 30 日よりも古いアラームと 7 日よりも古いイベントを削
除します。Prime Infrastructure には最大 8,000,000 のイベントが保存されます。Prime Infrastructure
に保存されるアラームの数に制限はありません。[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [シ
ステム設定（System Settings）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択して、イベ
ントの保存日数を変更できます。
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Prime Infrastructure では、特定のアクティブなフィルタのイベント、アラーム、および syslog につ
いて最大 200,000 行が表示されます。[アラーム（Alarms）]、[イベント（Events）]、または [Syslog]
ページのデータが 200,000 行を超える場合、グローバル ツールバーに [N のうち 200000（200000
of N）] と表示されます（N はテーブルの総行数）。[N のうち 200000（200000 of N）] にカーソルを
合わせると、
「最初の 200,000 行のみが表示されます。
（Only the first 200,000 rows are displayed.）
テーブル フィルタ処理制御を使用して、表示する結果を減らしてください。
（Use the table filter
controls to display a smaller result set.）」というメッセージが表示されます。すべてのレコードを確
認するには、時刻と日付のフィルタを使用して、日ごとにすべてのレコードを表示します。

アラーム アイコンの表示
Prime Infrastructure で、[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラーム
およびイベント（Alarms & Events）] ページのデバイス グループの横にアラーム重大度のアイコ
ンが表示されるようにするには、Alarm Badging を有効にする必要があります。Prime
Infrastructure がモニタするデバイスが 2,000 台を超え、そのアクティブ アラームが 10,000 個以
上ある場合、この機能はパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があるため、デフォルトでは無効
になっています。パフォーマンスの低下が見られる場合は、この機能を無効にすることをお勧め
します。
ステップ 1

画面右上のログイン名をクリックし、[マイプリファレンス（My Preferences）] を選択します。

ステップ 2

[アラームおよびイベント ページで Alarm Badging を有効にする（Enable Alarm Badging on
Alarms & Events page）] の横にあるチェックボックスをクリックします。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

アラーム表示動作の変更
Prime Infrastructure のユーザ設定を使用して、次の動作を制御できます。
•

[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] ページを自動的に更新するかどうか。

•

アラームを認知する際、または特定の条件のアラームをすべてクリアする際に、Prime
Infrastructure でプロンプトおよび警告メッセージを表示するかどうか。

•

クリア済みのアラーム条件を常に「情報（Information）」重大度レベルに設定するかどうか。

ステップ 1

[設定（Settings）] アイコンをクリックし、[マイ プリファレンス（My Preferences）] を選択します。

ステップ 2

[アラーム/イベント/Syslog（Alarms/Events/Syslog）] ページを定期的に自動更新する場合は、[ア
ラームおよびイベント ページを自動的に更新する（Automatically refresh Alarms & Events page）]
を選択します。

ステップ 3

アラームの認知時に毎回警告メッセージが表示されないようにする場合は、[アラーム認知の警
告メッセージを無効にする（Disable Alarm Acknowledge Warning Message）] チェックボックスを
オンにします。この機能を無効にしない限り、問題が再度発生しても別のアラームが生成されな
いことを示す警告メッセージが表示されます。

ステップ 4

アラーム条件をクリアするたびに確認のプロンプトが表示されることを望まない場合は、[[この
条件をすべてクリアする] の確認プロンプトを無効にする（Disable confirmation prompt for “Clear
all of this condition”）] チェックボックスをオンにします。警告は、特定の条件の発生をすべてク
リアしようとしていることを示すために表示されることに注意してください。
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ステップ 5

アラーム条件をクリアするたびに重大度の変更を確認するプロンプトが表示されることを望ま
ない場合は、[[この条件をすべてクリアする] の [重大度を情報に設定しますか？] プロンプトを
無効にする（Disable “Set severity to Information?” prompt for “Clear all of this condition”）] チェック
ボックスをオンにします。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

アラーム表示動作の変更

•

アラームの概要のカスタマイズ

•

アラーム表示動作の変更

•

トラップのアラームとイベントのカスタマイズ

アラームの概要のカスタマイズ
Prime Infrastructure のユーザ設定では、Prime Infrastructure ウィンドウの上部にあるツールバー
の右上に表示される [アラームのまとめ（Alarm Summary）] ボックス、および [アラームのまとめ
（Alarm Summary）] ボックスをクリックすると表示される [アラームのまとめ（Alarm Summary）]
ポップアップ ページに表示する情報を制御できます。これには次が含まれます。

ステップ 1

•

[アラームのまとめ（Alarm Summary）] ボックスおよびページのアラーム カウントを更新す
る頻度。

•

[アラームのまとめ（Alarm Summary）] ボックスに表示されるデフォルト アラーム カテゴリ
として追跡するアラームのカテゴリ。

•

[アラームのまとめ（Alarm Summary）] ページに表示し、かつ [アラームのまとめ（Alarm
Summary）] ボックスに表示される合計にも含めるアラームのカテゴリ。

[設定（Settings）] アイコンをクリックし、[マイ プリファレンス（My Preferences）] を選択します。
[ユーザ設定（User Preferences）] ページには、右上のグローバル ツールバーにあるログイン名の
横の矢印をクリックしてアクセスすることもできます。

ステップ 2

アラームの概要の更新頻度を変更するには、[アラームのまとめのアラーム カウントを更新する
頻度（Refresh Alarm count in the Alarm Summary every）] ドロップダウン リストで、更新頻度（5 秒、
15 秒、30 秒、1 分、2 分、または 5 分ごと）を選択します。

ステップ 3

[アラームのまとめ（Alarm Summary）] ボックスおよびポップアップ ページに表示するアラーム
カテゴリを選択するには、次の手順を実行します。
a.

[アラーム カテゴリの編集（Edit Alarm Categories）] をクリックします。[アラーム カテゴリの
選択（Select Alarm Categories）] ポップアップが表示されます。

b.

[表示するデフォルト カテゴリ（Default Category to display）] ドロップダウンで、[アラームの
まとめ（Alarm Summary）] ボックスにアラーム カウントの合計を表示するデフォルト カテ
ゴリを選択します。たとえば、[アラームのまとめ（Alarm Summary）] ボックスに AP 不正ア
ラームのカウントのみを表示するには、[AP 不正（AP Rogue）] を選択します。選択した全カテ
ゴリおよびサブカテゴリのすべてのアラームのカウントをボックスに表示するには、[ア
ラームのまとめ（Alarm Summary）] を選択します。
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c.

[表示（Show）] ドロップダウンのピック リストで、[アラームのまとめ（Alarm Summary）] ポッ
プアップ ページに含めるアラームのカテゴリまたはサブカテゴリの横の各チェックボック
スをオンにします。
[表示するデフォルト カテゴリ（Default Category to display）] を [アラームのまとめ（Alarm
Summary）] に設定した場合、ピック リストで選択したすべてのカテゴリおよびサブカテゴ
リの重大なアラームの合計が表示されます。他のカテゴリまたはサブカテゴリをデフォルト
カテゴリとして選択すると、そのカテゴリのみの合計がボックスに表示されます。

d.
ステップ 4

操作が終了したら、[OK] をクリックします。選択したアラームのカテゴリとサブカテゴリが
[ユーザ設定（User Preferences）] ページに表示されます。

[Save（保存）] をクリックして変更内容を保存します。

関連項目
•

アラーム表示動作の変更

•

ツールバー

アラーム ステータスの変更
アラーム リストに含まれるアラームは、ステータスを [認知済み（Acknowledged）] から [クリア
済み（Cleared）] に変更することで削除できます。これらのアラームに対して電子メールは生成さ
れません。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）
] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）
] > [アラームおよびイベント
（Alarms & Events）] を選択します。デフォルトでは、[アラーム
（Alarms）] タブが選択されています。

ステップ 2

アラームを選択し、[ステータスの変更（Change Status）] で以下のオプションのいずれかを選択し
ます。
•

[認知（Acknowledge）]：[アラーム（Alarms）] リストからそのアラームを削除し、[アラームのま
とめ（Alarm Summary）] ページまたは他のアラーム リストでアクティブ アラームとしてカ
ウントされないようにします。

•

[未承認（Unacknowledge）]：そのアラームを [アラームの概要（Alarm Summary）] ページおよ
びすべてのアラーム リストでアクティブ アラーム状態に戻します。

•

[クリア（Clear）]：アラーム状態を [クリア済み（Cleared）] に設定します。クリア済みアラーム
は Prime Infrastructure データベースに残りますが、[クリア（Clear）] 状態になります。アラー
ムは、その原因となった状況が存在しなくなったときにクリアします。

•

[この条件をすべてクリア（Clear all of this Condition）]：選択したアラームと同じ条件のすべ
てのアラームのアラーム状態を [クリア済み（Cleared）] に設定します。
[はい（Yes）] をクリックして、指定した条件のアラームをすべてクリアすることを確定する
と、選択されたアラーム条件の重大度を [情報（Informational）] に変更するかどうかを確認
するダイアログが表示されます。これにより、Prime Infrastructure では指定した条件のア
ラームが作成されなくなります。後で条件の重大度をリセットする場合は、[管理者
（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [アラームおよび
イベント（Alarms and Events）] > [アラームの重大度および自動クリア（Alarm Severity and
Auto Clear）] > [重大度設定（Severity Configuration）] を選択して、重大度を変更します。
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関連項目
•

アラーム重大度レベルの設定

•

アラーム承認のタイミング

•

認知済みおよびクリア済みアラームを検索対象にする

アラーム承認のタイミング
状況によっては、特定のアラームを [アラーム（Alarms）] リストから削除した方がよい場合があ
ります。たとえば、特定のデバイスから継続的に干渉アラームを受信する場合は、[アラームのま
とめ（Alarm Summary）] ページまたはアラーム リストでそのアラームがアクティブ アラームと
してカウントされないように設定しておくと便利です。この場合は、[アラーム（Alarms）] リスト
でそのデバイスのアラームを探して選択し、[ステータスの変更（Change Status）] > [認知
（Acknowledge）] を選択します。
そのデバイスが同じインターフェイスで新しい違反を検出しても、Prime Infrastructure は新しい
アラームを作成せず、[アラームのまとめ（Alarm Summary）] ページにも新しいアラームが表示さ
れません。ただし、別のインターフェイス上で干渉違反が検出されると、新しいアラームが生成
されます。
デフォルトでは、認知済みアラームは [アラームのまとめ（Alarm Summary）] ページにもアラーム
リストにも表示されません。認知済みアラームに対して電子メールが生成されることもありま
せん。デフォルトでは、認知済みアラームは検索対象となりません。このデフォルトを変更する
には、[管理者（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [アラーム
およびイベント（Alarms and Events）] ページに移動し、[認知済みのアラームを非表示（Hide
Acknowledged Alarms）] の設定を無効にします。
アラームを認知すると、この機能を無効にしない限り、問題が再度発生しても別のアラームが生
成されない旨の注意を促すために、警告メッセージが表示されます。この警告メッセージを無効
にするには、[設定（Settings）] アイコンをクリックして [マイ設定（My Preferences）] ページを選択
します。
また、以前の認知済みアラームをすべて検索して、過去 7 日間に認知されたアラームを表示する
こともできます。Prime Infrastructure は経過日数が 7 日を超えたクリア済みアラートを自動的に
削除するため、結果に表示できるのは最近 7 日間のアクティビティのみです。既存のアラームが
削除されるまで、Prime Infrastructure がすでにアラームを生成している管理対象エンティティに
新しいアラームを生成することはできません。

認知済みおよびクリア済みアラームを検索対象にする
デフォルトでは、認知済みアラームとクリア済みアラームは検索対象となりません。このデフォ
ルトを変更するには、[管理者（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System
Settings）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択し、[認知済みアラームを非表
示（Hide Acknowledged Alarms）] または [クリア済みアラームの非表示（Hide Cleared Alarms）] の
設定を無効にします。
クリア済みアラームは Prime Infrastructure データベースに残りますが、[クリア（Clear）] 状態にな
ります。アラームは、その原因となった状況が存在しなくなった際にクリアします。
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アラームおよびイベント オプションの変更
アラームの削除スケジュール、表示するアラーム重大度、またはアラーム電子メールのオプショ
ンの変更が必要になる場合があります。
アラームおよびイベント オプションを変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーのメニューから、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] を選択します。

ステップ 3

アラームまたはイベントの設定を変更し、[保存（Save）] をクリックします。

アラーム重大度レベルの設定
新しく生成されるアラームのデフォルトの重大度レベルを変更できます。
アラームの重大度レベルを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理者（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [アラームおよ
びイベント（Alarms and Events）] > [アラームの重大度および自動クリア（Alarm Severity and Auto
Clear）] の順に選択します。

ステップ 2

[重大度設定（Severity Configuration）] を選択します。

ステップ 3

重大度レベルを変更するアラーム条件のチェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[重大度レベルの設定（Configure Security Level）] ドロップダウン リストから、重大度レベルを選
択します。

ステップ 5

[OK] をクリックして、変更内容を確定します。

トラップのアラームとイベントのカスタマイズ
追加のトラップを認識するように Prime Infrastructure を有効にして、Prime Infrastructure がこれ
らのトラップのイベントおよびアラームを作成する方法をカスタマイズできます。トラップ通
知名または Syslog メッセージ識別子を指定し、指定したトラップを受信した際に使用するイベ
ントの重大度、カテゴリ、およびメッセージを指定することができます。Prime Infrastructure は、
指定した設定を使用してイベントを作成します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms & Events）] を選択します。

ステップ 2

[イベント（Events）] タブをクリックします。

ステップ 3

[カスタム トラップ イベント（Custom Trap Event）] をクリックします。[カスタム トラップ イベ
ント（Custom Trap Events）] ウィンドウが開き、以前に作成されたカスタム トラップ イベントが
表示されます。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。
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ステップ 5

メニューから MIB を選択するか（フル サポートされていないすべての MIB が含まれます）、[新
しい MIB のアップロード（Upload New MIB）] をクリックして MIB ファイルをアップロードし
ます。
新しい MIB ファイルをアップロードする場合は、約 15 秒待機してから、[MIB の更新（Refresh
MIBs）] をクリックすると新しく追加した MIB が [MIB] ドロップダウン リストに追加されます。

ステップ 6

選択した MIB に含まれるサポートされない通知名のリストから、[通知名（Notification Name）] を
選択します。

ステップ 7

[イベントの説明（Event Description）] フィールドに、選択した通知名のトラップから作成される
イベントの [説明（Description）] 列に表示するテキストを入力します。

ステップ 8

[デフォルトの重大度（Default Severity）] レベルを選択して、[OK] をクリックします。
Prime Infrastructure は、指定されたトラップの新しいイベント タイプとアラーム条件を作成し
ます。

関連項目
•

カスタマイズしたトラップ イベントの変更

カスタマイズしたトラップ イベントの変更
以前に作成されたカスタマイズ済みのトラップ イベントを変更できます。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms & Events）] を選択します。

ステップ 2

[イベント（Events）] タブをクリックします。

ステップ 3

[カスタム トラップ イベント（Custom Trap Event）] をクリックします。[カスタム トラップ イベ
ント（Custom Trap Events）] ウィンドウが開き、以前に作成されたカスタム トラップ イベントが
表示されます。

ステップ 4

変更するカスタム トラップ イベントを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

必要なフィールドを変更して [OK] をクリックします。

関連項目
•

トラップのアラームとイベントのカスタマイズ

アラームに関するヘルプの利用
[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms & Events）] でアラームを受信し、シスコ サポート コミュニティ（アラームを選択し、[ト
ラブルシュート（Troubleshoot）] > [サポート フォーラム（Support Forum）] を選択）でそのアラー
ムに対する解決方法を見つけることができない場合、Prime Infrastructure を使用してサポート リ
クエスト（アラームをクリックし [トラブルシュート（Troubleshoot）] > [サポート ケース（Support
Case）] を選択）を開くことができます。詳細については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0
Administrator Guide』の「Troubleshooting Prime Infrastructure」を参照してください。
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Syslog の確認場所
Prime Infrastructure は、Prime Infrastructure のすべての管理対象デバイスによって生成される、重
大度 0 ～ 7（緊急メッセージ～デバッグ メッセージ）の Syslog をすべてログに記録します。Prime
Infrastructure はすべての SNMP メッセージもログに記録します。
Prime Infrastructure は、管理対象デバイスからの Syslog のみを記録および表示します。Prime
Infrastructure が管理していないデバイスからの Syslog は、ログに記録されることも表示される
こともありません。
Syslog を表示するには、[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラー
ムおよびイベント（Alarms & Events）] を選択し、[Syslog（Syslogs）] タブをクリックします。Prime
Infrastructure 付属の事前定義済みフィルタを使用して検索するか、[クイック フィルタ（Quick
Filters）] または [拡張フィルタ（Advanced Filters）] を使用して独自の条件で検索することができ
ます。
Prime Infrastructure は最大で 2,000,000 の Syslogs を保管します。Syslogs は、UI ページには最大で
50、総数では最大で 200,000 まで表示できます。

イベント ベース インベントリのサポートされる Syslog 形式
サポートされる Syslog 形式は次のとおりです。デバイスの Syslog が次のいずれかの条件に一致
すると、Prime Infrastructure によってインベントリ収集がトリガーされます。
メッセージ タイプが次のいずれかである。
LINK-3-UPDOWN
PORT_SECURITY-6-VLAN_REMOVED
PORT_SECURITY-6-VLAN_FULL
G8032-STATE_IDLE
G8032-STATE_PENDING
G8032-STATE_PROTECTION
G8032-STATE_FORCED_SWITCH
G8032-STATE_MANUAL_SWITCH
L2-G8032-3-APS_CHANNEL_INACTIVE
L2-G8032-6-APS_CHANNEL_ACTIVE
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-REMOTE_CORE_ISOLATION
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-REMOTE_CORE_ISOLATION_CLEAR
L2-L2VPN_ICCP_SM-3-CONFIG_LOCAL_ERROR
L2-L2VPN_ICCP_SM-3-CONFIG_REMOTE_ERROR
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-LOCAL_CORE_ISOLATION
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-LOCAL_CORE_ISOLATION_CLEAR
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-PEER_REACHABILITY_FAILURE
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-PEER_REACHABILITY_CLEAR
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-REMOTE_ACCESS_MAIN_PORT_FAILURE
L2-L2VPN_ICCP_SM-4-REMOTE_ACCESS_MAIN_PORT_FAILURE_CLEAR
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INFRA-ICCP-5-ISOLATION
INFRA-ICCP-5-ISOLATION_CLR
INFRA-ICCP-5-NEIGHBOR_STATE_UP
INFRA-ICCP-5-NEIGHBOR_STATE_DOWN
INFRA-ICCP-6-BACKBONE_INTERFACE_STATE_UP
INFRA-ICCP-6-BACKBONE_INTERFACE_STATE_DOWN
L2-BM-6-ACTIVE_CLEAR
L2-BM-6-ACTIVE_PROBLEM
L2-L2VPN_ICCP_SM-3-CONFIG_INVALID_NODEID
L2-L2VPN_ICCP_SM-3-CONFIG_INVALID_NODEID_CLEAR
PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS_PROBLEM
PKT_INFRA-ICPE_GCO-5-SATELLITE_STATUS_CLEAR
PLATFORM-REDDRV-7-ROLE_CHANGE
PLATFORM-CE_SWITCH-6-UPDN
PLATFORM-CLUSTER_CLM-6-UPDN
E_CFM-6-LCK
E_CFM-6-AIS
E_CFM-6-AIS_INT
E_CFM-6-LCK_INT
LINK_UP
LINK_DOWNcefcPowerStatusChange
cefcFRURemoved
cefcFRUInserted
SYS-5-RELOAD
SYS-5-RESTART
OIR-6-INSCARD
OIR-SP-6-INSCARD
SWT_CEFC_STATUS_CHANGE

Syslog のアラームおよびイベントのカスタマイズ
Prime Infrastructure で特定の Syslog のイベントが作成されるように設定することができます。
Syslog メッセージ識別子を指定し、指定した Syslog を受信した際に使用するイベントの重大度
およびメッセージを指定できます。Prime Infrastructure は、指定した設定を使用してイベントを
作成します。
ステップ 1
ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms & Events）] を選択します。
[Syslog（Syslogs）] タブをクリックします。
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ステップ 3

既存の Syslog のイベントを作成する場合は、その Syslog を選択して [カスタム Syslog イベント
（Custom Syslog Events）] をクリックします。既存の Syslog がない新しいイベントを作成するに
は、[カスタム Syslog イベント（Custom Syslog Events）] をクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。必要なフィールドに入力します。ステップ 3 で Syslog を選択し
た場合、[メッセージ タイプ（Message Type）] および [イベント メッセージ（Event Message）]
フィールドには選択した Syslog の値が事前に入力されています。

ステップ 5

デフォルトの重大度レベルを選択して、[OK] をクリックします。[デフォルトの重大度（Default
Severity）] フィールドは、syslog から作成されるイベントの重大度を制御します。syslog 自体は
まったく変更されません。

カスタマイズした Syslog イベントの変更
以前に作成されたカスタマイズ済みの Syslog イベントを変更できます。
ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms & Events）] を選択します。
[Syslog（Syslogs）] タブをクリックします。
[カスタム Syslog イベント（Custom Syslog Events）] をクリックします。[カスタム Syslog イベント
（Custom Syslog Events）] ウィンドウが開き、以前に作成されたイベント マッピングが表示され
ます。

ステップ 4

変更するカスタム Syslog イベントを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

必要なフィールドを変更して [OK] をクリックします。

関連項目
•

Syslog のアラームおよびイベントのカスタマイズ
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Syslog のアラームおよびイベントのカスタマイズ
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クライアントとユーザのモニタリング
有線およびワイヤレス クライアントについて
クライアントは、アクセス ポイントまたはスイッチに接続されたデバイスです。Cisco Prime
Infrastructure は、有線クライアントとワイヤレス クライアントの両方をサポートしています。コ
ントローラおよびスイッチを Prime Infrastructure に追加すると、クライアント検出プロセスが開
始されます。ワイヤレス クライアントは、管理対象のコントローラまたは Autonomous アクセス
ポイントから検出されます。コントローラは通常のクライアント ステータス ポーリング時に
ポーリングされます。ワイヤレス クライアント数には、Autonomous 型のクライアントも含まれ
ます。スイッチの場合、Prime Infrastructure はデバイスが追加された直後にクライアントをポー
リングし、データベースのデバイス情報を更新します。有線クライアントの場合、クライアント
アソシエーションを検出するためのクライアント ステータス ポーリングは、2 時間ごとに行わ
れます（デフォルトの場合）。すべてのスイッチについて、接続されているすべての有線クライア
ントの完全な情報をポーリングする完全ポーリングが、毎日 2 回実施されます。
Prime Infrastructure では、バックグラウンド タスクを使用して、データ ポーリング操作を実行し
ます。クライアントと関連するタスクは 3 つあります。
1.

Autonomous AP Client Status

2.

Lightweight Client Status

3.

Wired Client Status

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [バックグラウンドタスク（Background Tasks）] ページ
から、データ収集タスク（ポーリング間隔など）を更新できます。
クライアント ステータス（有線クライアントのみ該当）は、接続、切断、または不明で示されます。
•

[接続されたクライアント（Connected clients）]：有線スイッチに接続しているアクティブなク
ライアント。

•

[切断されたクライアント（Disconnected clients）]：有線スイッチから接続が解除されたクラ
イアント。

•

[不明なクライアント（Unknown clients）]：有線スイッチとの SNMP 接続が失われた時点で、
不明としてマークされたクライアント。

Prime Infrastructure が管理する Autonomous アクセス ポイントのクライアントと、ローカル拡張
可能認証プロトコル（LEAP）を使用して認証されたクライアントの場合、ユーザ名は登録され
ず、不明として表示されます。
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[全般
（General）
] ダッシュボード上のクライアント ダッシュレット

Prime Infrastructure は、アイデンティティと非アイデンティティの両方の有線クライアントをサ
ポートしています。有線クライアントのサポートは、アイデンティティ サービスに基づきます。
アイデンティティ サービスによって、ユーザおよびデバイスに対するセキュアなネットワーク
アクセスが実現される他、ネットワーク管理者は、ユーザの職務権限に基づいて、サービスとリ
ソースをユーザにプロビジョニングできるようになります。
Prime Infrastructure は VLAN 1000 ～ 1024 で接続されているエンド ホストをポーリングしません。
ただし、Prime Infrastructure は VRF をサポートしていません。したがって、クライアントが VRF
設定されたデバイスに接続されていても、クライアント情報は表示できません。
関連項目
•

Managing Data Collection and Retention

•

クライアントの追跡

[全般
（General）
] ダッシュボード上のクライアント ダッ
シュレット
Prime Infrastructure にログインすると、[全般（General）] ダッシュボードに、クライアント関連の
いくつかのダッシュレットが表示されます。
•

[アソシエーション/認証別のクライアントカウント（Association/Authentication）]：選択した
期間について、Prime Infrastructure でのアソシエーションおよび認証ごとのクライアントの
総数が表示されます。
– [関連付けられたクライアント
（Associated client）]：認証されているかどうかに関係なく

接続されているすべてのクライアント。
– [認証済みクライアント
（Authenticated client）]：接続されて、認証、承認、およびその他の

ポリシーをパスし、ネットワークを使用できる状態になったすべてのクライアント。
•

[ワイヤレス/有線別のクライアントカウント（Client Count By Wireless/Wired）]：選択した期
間について、Prime Infrastructure での有線およびワイヤレスのクライアントの総数が表示さ
れます。

関連項目
•

インタラクティブ グラフ

•

[クライアント（Client）] ダッシュボード

[クライアント
（Client）
] ダッシュボード
[クライアント（Client）] ダッシュボード（[ダッシュボード（Dashboard）] > [概要（Overview）] > [ク
ライアント（Client）]）ページには、クライアント関連のダッシュレットが表示されます。これら
のダッシュレットにより、ネットワーク上のクライアントをモニタできます。グラフ用のデータ
も定期的にポーリングおよび更新されて、Prime Infrastructure データベースに保存されます。一
方、[クライアント詳細（Client Details）] ページにある情報の大部分は、コントローラまたはス
イッチから直接ポーリングされます。
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[コンテンツの編集（Edit Content）] リンクをクリックして、[クライアント（Client）] ダッシュボー
ドに表示するダッシュレットを選択します。[利用可能なダッシュレット（Available dashlets）] リ
ストからダッシュレットを選択してクリックすることにより、左方または右方の列に追加でき
ます。たとえば、[全般（General）] ダッシュボードと [クライアント（Client）] ダッシュボードの両
方でクライアント数を参照する場合は、同じダッシュレットを両方に追加できます。
カスタマイズ前の元の [クライアント（Client）] ダッシュボードに戻すには、[タブの編集（Edit
Tabs）] をクリックしてから、[初期設定にリセット（Reset to Factory Default）] をクリックします。
関連項目
•

インタラクティブ グラフ

•

ダッシュレットの追加

クライアントとユーザのモニタリング
ネットワークの有線クライアントとワイヤレス クライアントをすべて表示するには、[モニタ
（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ（Clients and
Users）] を選択します。クライアント アソシエーション履歴と統計情報を表示することもできま
す。これらのツールは、ユーザがラップトップ コンピュータを持って建物の中を移動した際に、
ネットワークのパフォーマンスについて苦情があった場合に有用です。この情報は、カバレッジ
が一貫していないエリアや、カバレッジがドロップする可能性があるエリアを評価するために
役立ちます。
MAC アドレスをクリックして [クライアント詳細（Client Detail）] ページにアクセスすると、クラ
イアントの問題を特定、診断、および解決する際に役立ちます。
関連項目
•

クライアントとユーザのフィルタリング

•

クライアントとユーザの表示

•

[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページの変更

クライアントとユーザのフィルタリング
[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] ページに、デフォルトでアソシエートされているクライアントがすべて表示
されます。クライアントのサブセットを表示できるプリセット フィルタがあります。
WGB、有線ゲスト、および Office Extended Access Point 600（OEAP 600）は、ワイヤレス クライア
ントとして追跡されます。Prime Infrastructure では、MAC アドレス、IP アドレス、ユーザ名、AP
MAC アドレス、SSID など、インデックス付きの列のソートのみ記憶されます。インデックスなし
の列でソートを行うと、クライアント一覧ページをロードする際に、重大なパフォーマンスの問
題が発生しますが、列でテーブルをソートすることはできます。ただし、列にインデックスが付
加されていない場合、このページから移動した後、Prime Infrastructure では、最後に使用した列の
ソートは記憶されません。
フィルタ アイコン（ ）を使用して、フィルタのルールと一致するレコードをフィルタすること
もできます。フィルタのルールを指定するには、[表示（Show）] ドロップダウンリストから [すべ
て（All）] を選択してから
をクリックします。
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プリセット フィルタを選択してフィルタ アイコンをクリックすると、フィルタ条件は無効にな
ります。そのフィルタ基準は参照可能ですが変更できません。[すべて（All）] オプションを選択し
てすべてのエントリを表示し、フィルタ アイコンをクリックすると、クイック フィルタのオプ
ションが表示されます。ここで、フィールドを使用してデータをフィルタできます。自由形式の
テキスト ボックスに、表のフィルタリング用のテキストを入力することもできます。
詳細検索機能を使用して、特定のカテゴリおよびフィルタに基づいて、クライアント リストを絞
り込むことができます。
関連項目
•

IP アドレスでフィルタリング

IP アドレスでフィルタリング
IPv6 アドレスに対する詳細クライアント フィルタリングを実行する場合、指定する各オクテッ
トは、完全なオクテットである必要があります。オクテットの一部を指定した場合は、フィルタ
リングで正しい結果が表示されないことがあります。
次に、IPv6 アドレスに対する詳細クライアント フィルタリングの動作の例を示します。
この例は、システムに次の IP アドレスがあることを前提としています。
10.10.40.1
10.10.40.2
10.10.40.3
10.10.240.1
Fec0::40:20
Fe80::240:20

40 を含むすべての IP アドレスを検索すると、次の結果が得られます。
10.10.40.1
10.10.40.2
10.10.40.3
Fec0::40:20

このフィルタリング機能では、完全なオクテットを入力することを前提としているため、240 を
含む IP アドレスはフィルタ基準と一致しません。
関連項目
•

検索方法

クライアントとユーザの表示
[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] ページで完全な詳細を表示したり、無線測定などの操作を実行したりするに
は、ユーザ定義グループのユーザが [クライアントのモニタ（Monitor Clients）]、[アラートおよび
イベントの表示（View Alerts & Events）]、[コントローラの構成（Configure Controllers）]、および [ク
ライアントロケーション（Client Location）] のページにアクセスするために必要な権限を持って
いる必要があります。
次の属性は、ISE が Prime Infrastructure に追加された場合にのみ設定されます。
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•

ISE

•

エンドポイント タイプ

•

ポスチャ

•

認証プロファイル名

Prime Infrastructure は、このデータを設定するために、最近 24 時間のクライアント認証レコード
を ISE に問い合わせます。Prime Infrastructure での検出の 24 時間前にクライアントがネットワー
クに接続されていた場合、ISE 関連データはこのテーブルには表示されない場合があります。こ
のデータは、クライアント詳細ページに表示される可能性があります。これを回避するには、ク
ライアントをネットワークに接続し直します。次回のクライアント バックグラウンド タスクの
実行後に、ISE 情報がテーブルに表示されます。
クライアントおよびユーザを表示するには、以下の手順に従います。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択して、有線クライアントとワイヤレス クライアントの両方の情報を
表示します。[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページが表示されます。
[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] テーブルにはデフォルトでいくつかの列が表示
されます。利用可能な追加の列を表示するには、
をクリックし、[列（Columns）] をクリックし
ます。利用可能な列が表示されます。[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] 表に表示す
る列を選択します。列内の任意の場所をクリックすると、その列が選択され、クライアントの詳
細が表示されます。

ステップ 2

クライアントまたはユーザを選択します。選択したクライアントまたはユーザに応じて、次の情
報が表示されます。
•

クライアント属性

•

クライアント統計情報

•

クライアント統計情報

•

クライアント アソシエーション履歴

•

クライアント イベント情報

•

クライアント ロケーション情報

•

有線ロケーション履歴

•

クライアント CCXv5 情報

関連項目
•

[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページの変更

•

クライアントとユーザのフィルタリング

クライアントとユーザのエクスポート
クライアントとユーザのリストを CSV ファイル（カンマ区切り値を含むスプレッドシート形
式）に簡単にエクスポートできます。
[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] テーブルに表示される列は、CSV ファイルのみ
にエクスポートされます。
クライアントとユーザのリストをエクスポートするには、次の手順を実行します。
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いつクライアント トラブルシューティング ツールを使用するか

ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

ツールバーの [エクスポート（export）] アイコンをクリックします。ダイアログボックスが表示さ
れます。

ステップ 3

[ファイルのダウンロード（File Download）] ダイアログボックスで、[保存（Save）] をクリックし
ます。

関連項目
•

クライアントとユーザの表示

•

[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページの変更

•

クライアントとユーザのフィルタリング

いつクライアント トラブルシューティング ツールを使
用するか
Prime Infrastructure のトラブルシューティング ツールは、有線クライアントとワイヤレス クライ
アントの両方で発生した問題の診断および解決に役立ちます。このツールでは、クライアントの
検出およびクライアント データの収集に SNMP を利用します。Cisco Identity Services Engine
（ISE）が Prime Infrastructure と統合されている場合、このツールでは、Prime Infrastructure のクラ
イアント ダッシュボードとレポートに表示される ISE ベースのクライアント統計情報やその他
のデータも収集されます。
次の操作が必要な場合にクライアント トラブルシューティング ツールを起動します。
•

クライアント接続のステータスをモニタする。

•

ユーザとデバイスの現在および過去のロケーションを確認する。

•

クライアント接続に関する問題のトラブルシューティングを実行する。

•

現在のクライアントで発生した問題のトラブルシューティングを実行する。

•

クライアントで発生した問題の履歴を表示する。

•

ロケーションを利用するクライアントのロケーション履歴を取得する。

クライアント トラブルシューティング機能はアイデンティティ有線クライアント（ISE で識別）
に対して使用できます。非アイデンティティ有線クライアントには使用できません。
関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

クライアントの検索

•

クライアント接続ログの分析

•

クライアントのイベント履歴およびイベント ログの表示
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クライアント トラブルシューティング ツールの起動
どのクライアントでもクライアント トラブルシューティング ツールを、[クライアントおよび
ユーザ（Clients and Users）] ページから起動できます。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページに、シ
ステムが認識するすべてのクライアント（現在アソシエートされていないクライアントを含む）
が表示されます。

ステップ 2

トラブルシューティングの対象となる接続の問題が発生しているクライアントの MAC アドレ
スをクリックします。
検索機能を使用して最初にクライアント リストを絞り込むと便利です。
「関連項目」の「検索機能
を使用したクライアントのトラブルシューティング」を参照してください。

ステップ 3

[トラブルシューティングおよびデバッグ（Troubleshoot and Debug）] をクリックします。

関連項目
•

[クライアントのトラブルシューティング（Client Troubleshooting）] ページについて

•

クライアント トラブルシューティング ツールによるヒントの仕組み

•

クライアントの検索

[クライアントのトラブルシューティング
（Client Troubleshooting）
]
ページについて
[クライアントのトラブルシューティング（Client Troubleshooting）] ページには次の情報が表示さ
れます。
•

選択した有線クライアントまたはワイヤレス クライアントの現在または最後のセッション
の詳細情報。

•

一連のグラフィック アイコンとして表示される、クライアントの現在および最後の接続ス
テータス。

•

接続の問題が検出された場合は次の情報が表示されます。
– 接続の問題の性質
（グラフィック アイコンでも示されます）。
– その問題のトラブルシューティングの方法に関するヒント。

図 12-1 に、正常に接続されたワイヤレス クライアントの [クライアントのトラブルシューティ
ング（Client Troubleshooting）] ページ全体を示します。ページ上部の [プロパティ（Properties）] セ
クションには、[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページにも表示される、正常に接
続されたクライアントのセッションの詳細が表示されています。
また、これは接続に問題がない場合の表示なので、下方の [トラブルシューティング
（Troubleshoot）] セクションではワイヤレス接続プロセスの各段階のステータスに緑色のチェッ
ク マークが表示され、接続のトラブルシューティングに関するヒントは提示されていないこと
に注意してください。
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図 12-1

正常なワイヤレス クライアントの [クライアントのトラブルシューティング（Client
Troubleshooting）] ページ

1

2

3

1

プロパティ

2

トラブルシューティング

3

推奨事項

図 12-2 に、別のワイヤレス クライアントでの [クライアントのトラブルシューティング（Client
Troubleshooting）] ページの [トラブルシューティング（Troubleshoot）] セクションを示します（簡
略化のため、[プロパティ（Properties）] セクションは右矢印アイコンをクリックして折りたたん
だ状態です）。このクライアントの接続には問題が発生しています。ご覧のように、接続プロセス
の [802.1X 認証（802.1X Authentication）] 部分にアラートが付いており、このアラートの厳密な理
由を特定するための手順リストが表示されています。
[トラブルシューティング（Troubleshoot）] セクションに表示される接続ステータス アイコンの
数とタイプおよびヒントは、クライアントのタイプ、問題が発生した接続プロセスの段階、考え
られる問題の原因によって異なります。詳細については、
「関連項目」の「クライアント トラブル
シューティング ツールによるヒントの仕組み」を参照してください。
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図 12-2

接続に失敗したワイヤレス クライアントの [クライアントのトラブルシューティング（Client
Troubleshooting）] ページ

1
2
3

1

トラブルシューティング

2

問題

3

推奨事項

関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

クライアント トラブルシューティング ツールによるヒントの仕組み

•

クライアントの検索

クライアント トラブルシューティング ツールによるヒントの仕組み
Prime Infrastructure では、クライアントが接続を確立するための段階、および各段階に関連する
接続プロトコルに基づいて、[クライアントのトラブルシューティング（Client Troubleshooting）]
ページに表示される接続領域の数とトラブルシューティング ヒントのタイプが決まります。
表 12-1 に、これらの段階と各段階に関連するプロトコルを示します。
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表 12-1

クライアント接続の段階とプロトコル

接続の段階

リンク接続

802.1X 認証

MAC 認証

Web 認証

IP 接続

許可

802.1X

X

X

–

–

X

X

MAC 認証

X

–

X

–

X

X

Web 認証

X

–

–

X

X

X

表 12-2 で、接続の確立中に検出された各問題に対して提示されるトラブルシューティング ヒン
トについて説明します。
表 12-2

接続の段階と問題ごとのトラブルシューティング ヒント

クライアントの
状態
リンク接続

問題
ネットワークでクライア
ントが見つからない

認証の進行中

推奨措置
•

クライアントのケーブルがネットワークに接続されているか
どうかを確認します。

•

クライアントで適切なケーブルを使用してネットワークに接
続しているかどうかを確認します。

•

クライアントの接続先のポートが管理目的で無効になってい
ないことを確認します。

•

クライアントの接続先のポートがエラーによって無効になっ
ていないことを確認します。

•

クライアントの接続先のポートで、速度およびデュプレック
スが自動に設定されているかどうかを確認します。

•

クライアントが長時間この状態の場合は、次の点を確認します。
– クライアント上のサプリカントが必要に応じて適切に設

定されているかどうかを確認します。
– 認証方式に関連するタイマーを変更し、
再試行します。
– そのクライアントで機能する認証方式が不明な場合は、

フォールバック認証機能を使用します。
– 切断と再接続を試行します。

802.1X 認証

802.1X 認証の失敗

•

スイッチから RADIUS サーバに到達可能かどうかを確認し
ます。

•

クライアントで選択されている EAP が RADIUS サーバでサ
ポートされているかどうかを確認します。

•

クライアントのユーザ名、パスワード、証明書が有効かどうか
を確認します。

•

RADIUS サーバで使用している証明書がクライアントで受け
入れられていることを確認します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

12-10

OL-32122-01-J

第 12 章

クライアントとユーザのモニタリング
クライアント トラブルシューティング ツールの起動

表 12-2

接続の段階と問題ごとのトラブルシューティング ヒント（続き）

クライアントの
状態

問題

MAC 認証

MAC 認証の失敗

Web 認証

IP 接続

許可

正常接続

Web/ゲスト インターフェ
イスを介してクライアン
トを認証できない

クライアントで DHCP イ
ンタラクションを完了で
きない

承認の失敗

なし

推奨措置
•

スイッチから RADIUS サーバに到達可能かどうかを確認し
ます。

•

クライアントの MAC アドレスが RADIUS サーバにある既知
クライアントのリストにあるかどうかを確認します。

•

クライアントの MAC アドレスが除外されたクライアントの
リストにないことを確認します。

•

ゲスト クレデンシャルが有効で、期限が切れていないかどう
かを確認します。

•

クライアントをログイン ページにリダイレクトできるかどう
かを確認します。

•

RADIUS サーバに到達可能かどうかを確認します。

•

ポップアップがブロックされていないことを確認します。

•

クライアント上の DNS 解決が機能しているかどうかを確認し
ます。

•

クライアントでいずれのプロキシ設定も使用していないこと
を確認します。

•

クライアントで https://<virtual-ip>/login.html にアクセスでき
るかどうかを確認します。

•

クライアントのブラウザで、コントローラの提供する自己署
名証明書を受け入れるかどうかを確認します。

•

DHCP サーバに到達可能かどうかを確認します。

•

その WLAN で使用できるように DHCP サーバが設定されて
いるかどうかを確認します。

•

DHCP スコープをすべて使用したかどうかを確認します。

•

複数の DHCP サーバでオーバーラップするスコープが設定さ
れているかどうかを確認します。

•

ローカル DHCP サーバが存在するかどうかを確認します。
DHCP ブリッジ モードが有効になっている（このサーバをセ
カンドに移動）場合は、DHCP サーバからアドレスを取得する
ようにクライアントが設定されています。

•

クライアントにスタティック IP が設定されており、クライアン
トで IP トラフィックを生成しているかどうかを確認します。

•

承認用に定義されている VLAN がスイッチで利用可能である
ことを確認します。

•

デフォルト ポート ACL が ACL 承認用に設定されていること
を確認します。

なし。これは、上記のすべての段階が正常に完了されたことを示し
ます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

12-11

第 12 章

クライアントとユーザのモニタリング

クライアントの検索

関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

クライアントの検索

•

クライアント接続ログの分析

クライアントの検索
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

[詳細検索（Advanced Search）] テキスト ボックスにクライアント MAC アドレスの全体または一
部を入力して、[検索（Search）] をクリックします。[検索結果（Search Results）] ページが表示され
ます。

ステップ 3

[リストの表示（View List）] をクリックすると、検索基準と一致するクライアントが [クライアン
ト（Clients）] ページに表示されます。[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring
Tools）] > [クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページが表示されます。
[リセット（Reset）] リンクをクリックすると、テーブルをデフォルト表示に設定して、検索基準の
適用をやめることができます。

ステップ 4

クライアントを選択し、[トラブルシューティング（Troubleshoot）] をクリックします。[クライア
ントのトラブルシューティング（Troubleshooting Client）] ページが表示されます。Cisco
Compatible Extension v5 クライアント（ワイヤレス）をトラブルシューティングする場合は、[ク
ライアントのトラブルシューティング（Troubleshooting Client）] ページに追加のタブが表示さ
れます。
クライアントがいずれのアクセス ポイントにも接続されていないというメッセージを受け取る
場合は、クライアントを接続し直して [更新（Refresh）] をクリックします。

関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

クライアント接続ログの分析

クライアント接続ログの分析
ステップ 1

分析するクライアントのクライアント トラブルシューティング ツールを起動します。
「関連項
目」の「クライアント トラブルシューティング ツールの起動」を参照してください。

ステップ 2

[ログの分析（Log Analysis）] タブをクリックして、クライアントに対して記録されたログ メッ
セージを表示します。

ステップ 3

クライアントに関するログ メッセージをコントローラから取得するには、[開始（Start）] をク
リックします。

ステップ 4

ログ メッセージのキャプチャを停止するには、[停止（Stop）] をクリックします。
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ステップ 5

すべてのログ メッセージをクリアするには、[クリア（Clear）] をクリックします。ログ メッセー
ジは 10 分間取得され、自動的に停止されます。続行する場合は [開始（Start）] をクリックします。

ステップ 6

[ログメッセージの選択（Select Log Messages）] の下にあるいずれかのリンクをクリックすると、
ログ メッセージが表示されます（カッコ内の数字はメッセージの数を示します）。

関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

クライアントの検索

•

クライアントのイベント履歴およびイベント ログの表示

クライアントのイベント履歴およびイベント ログの表示
ステップ 1

クライアント トラブルシューティング ツールを起動します。
「関連項目」の「クライアント トラ
ブルシューティング ツールの起動」を参照してください。

ステップ 2

クライアントのイベント履歴を表示するには、[イベント（Events）] タブをクリックします。

ステップ 3

イベント ログを表示するには、[イベントログ（Event Log）] タブをクリックします。

ステップ 4

クライアントからのログ メッセージの取得を開始するには、[開始（Start）] をクリックします。

ステップ 5

十分な数のメッセージが収集されたら、[停止（Stop）] をクリックします。
クライアント トラブルシューティング イベント ログおよびメッセージング機能は、
Management Service のバージョンが 2 以降の場合にのみ、CCX バージョン 6 クライアントに対
して使用できます。

Prime Infrastructure 3.0 以降では、ACS のトラブルシューティングはサポートされなくなりました。
関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

クライアントの検索

クライアントの ISE 認証履歴およびアイデンティティ
サービスの確認
ステップ 1

分析するクライアントのクライアント トラブルシューティング ツールを起動します。
「関連項
目」の「クライアント トラブルシューティング ツールの起動」を参照してください。

ステップ 2

ISE 認証に関する情報を表示するには、[Identity Services Engine] タブをクリックします。

ステップ 3

過去の認証および許可に関する情報を取得する日付と時刻の範囲を入力して、[送信（Submit）] を
クリックします。クエリの結果は、ページの [認証レコード（Authentication Records）] 部分に表示
されます。
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ステップ 4

アイデンティティ サービス パラメータに関する情報を表示するには、[Identity Services Engine]
タブをクリックします。このタブにアクセスするには、まず Identity Services Engine（ISE）を設定
する必要があります。
ISE が設定されていない場合は、ISE を Prime Infrastructure に追加するためのリンクが表示され
ます。ISE では、REST API を介して Prime Infrastructure に認証レコードを渡します。ネットワー
ク管理者は ISE から認証レコードを取得するための期間を選択できます。

関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

クライアントの検索

•

クライアントの Clean Air 環境の確認

クライアントの Clean Air 環境の確認
ステップ 1

分析するクライアントのクライアント トラブルシューティング ツールを起動します。
「関連項
目」の「クライアント トラブルシューティング ツールの起動」を参照してください。

ステップ 2

[CleanAir] タブをクリックすると、電波品質パラメータおよび CleanAir 対応のアクセス ポイン
トに対するアクティブな干渉に関する情報が表示されます。

ステップ 3

電波品質の指標の詳細を参照するには、[CleanAir 詳細（CleanAir Details）] をクリックします。

関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

クライアントの検索

•

クライアントの ISE 認証履歴およびアイデンティティ サービスの確認

問題が発生したクライアントでの診断テストの実行
ステップ 1

分析するクライアントのクライアント トラブルシューティング ツールを起動します。
「関連項
目」の「クライアント トラブルシューティング ツールの起動」を参照してください。

ステップ 2 （任意）
Cisco Compatible Extensions バージョン 5 またはバージョン 6 のクライアントが利用可能

な場合は、[テスト分析（Test Analysis）] タブをクリックします。
ステップ 3

適用可能な診断テストのチェックボックスをオンにし、該当するすべての入力情報を入力し
て、[開始（Start）] をクリックします。[テスト分析（Test Analysis）] タブにより、クライアントでさ
まざまな診断テストを実行することができます。
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関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

クライアントの検索

•

問題が発生したクライアントで診断テストを実行するタイミング

問題が発生したクライアントで診断テストを実行するタ
イミング
始める前に、テストの条件および制限事項を確認してください。
「関連項目」を参照してください。
[テスト分析（Test Analysis）] タブでは、次の診断テストを使用できます。
•

[DHCP]：完全な DHCP の Discover/Offer/Request/ACK 交換を実行し、コントローラとクライ
アント間で DHCP が正常に動作しているかどうかを判別します。

•

[IP 接続（IP Connectivity）]：クライアントに DHCP テストで取得したデフォルト ゲートウェ
イの ping テストを実行させ、ローカル サブネットに IP 接続が存在しているかどうかを確認
します。

•

[DNS Ping]：クライアントに DHCP テストで取得した DNS サーバの ping テストを実行させ、
DNS サーバとの IP 接続が存在しているかどうかを確認します。

•

[DNS 解決（DNS Resolution）]：DNS クライアントに解決可能であることがわかっているネッ
トワーク名の解決を試行させ、名前解決が正常に機能しているかどうかを確認します。

•

[802.11 アソシエーション（802.11 Association）]：特定のアクセス ポイントとのアソシエー
ションを完了させ、クライアントが指定した WLAN と適切にアソシエートできるかどうか
を確認します。

•

[802.1X 認証（802.1x Authentication）]：特定のアクセス ポイントとのアソシエーションおよ
び 802.1X 認証を完了させ、クライアントが適切に 802.1X 認証を完了できるかどうかを確認
します。

•

[プロファイルのリダイレクト（Profile Redirect）]：診断システムは、いつでもクライアントに
対して、設定済み WLAN プロファイルのいずれかをアクティブにし、そのプロファイルによ
り動作を継続するよう指示できます。

プロファイルの診断テストを実行する場合、クライアントは診断チャネル上になければなりま
せん。このテストでは、プロファイル番号を入力として使用します。ワイルドカード リダイレク
トを指定するには、0 を入力します。このリダイレクトによって、クライアントは診断チャネルと
のアソシエーションを解除し、任意のプロファイルとアソシエートすることを求められます。ま
た、有効なプロファイル ID を入力することもできます。テストが実行されている際にクライア
ントが診断チャネル上にあるため、プロファイル リストで返されるプロファイルは 1 つだけで
す。プロファイル リダイレクト テストでは、このプロファイル ID を使用する必要があります
（ワイルドカード リダイレクトが必要でない場合）。
関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

クライアントの検索

•

問題が発生したクライアントでの診断テストの実行
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問題のあるクライアントを ping テストした場合のテキスト メッセージ

問題のあるクライアントを ping テストした場合のテキス
ト メッセージ
ステップ 1

分析するクライアントのクライアント トラブルシューティング ツールを起動します。
「関連項
目」の「クライアント トラブルシューティング ツールの起動」を参照してください。

ステップ 2 （任意）
Cisco Compatible Extension バージョン 5 またはバージョン 6 のクライアントでは、[メッ

セージング（Messaging）] タブが表示され、このクライアントのユーザにインスタント テキスト
メッセージを送信するために使用できます。[メッセージカテゴリ（Message Category）] ドロップ
ダウンリストからメッセージを選択し、[送信（Send）] をクリックします。

関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

問題が発生したクライアントでの診断テストの実行

•

問題が発生したクライアントで診断テストを実行するタイミング

リアルタイム トラブルシューティング（RTTS）の詳細の
表示
ステップ 1

分析するクライアントのクライアント トラブルシューティング ツールを起動します。
「関連項
目」の「クライアント トラブルシューティング ツールの起動」を参照してください。

ステップ 2

リアルタイム トラブルシューティング（RTTS）の詳細を表示するには、[RTTS] タブをクリック
します。

ステップ 3

デバッグするモジュールとデバッグ レベルを選択します。

ステップ 4

[実行（Run）] をクリックします。RTTS マネージャは、選択されたデバッグ モジュールとデバッ
グ レベルに基づいて、クライアントに接続されているコントローラの一連のコマンドを実行し、
RTTS の詳細を表示します。

ステップ 5

デバッグ時間、コントローラ名、コントローラの IP、重大度、およびデバッグ メッセージに基づい
て RTTS の詳細をフィルタリングするには、[フィルタ（Filter）] タブをクリックします。

ステップ 6

デバッグの詳細を .csv ファイルとしてエクスポートするには、[エクスポート（Export）] タブをク
リックします。
[異なるコントローラを選択（Choose different controllers）] オプションを使用すれば、選択したデ
バッグ モジュールとデバッグ レベルに基づいて、他のコントローラをデバッグすることもでき
ます。
RTTS マネージャは同時に 5 つの RTTS デバッグ セッションに対応し、各デバッグ セッションは
5 つのデバイスに制限されています。

関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

RTTS のデバッグ コマンド

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

12-16

OL-32122-01-J

第 12 章

クライアントとユーザのモニタリング
リアルタイム トラブルシューティング（RTTS）の詳細の表示

RTTS のデバッグ コマンド
表 12-3 は、レガシー コントローラおよび統合アクセス コントローラの 5760/3850/3650 ワイヤレ
ス LAN コントローラ（WLC）のデバッグ コマンド一覧です。
表 12-3

レガシー コントローラおよび NGWC コントローラのデバッグ コマンドの一覧

コントローラ

デバッグする
モジュール

レガシー

すべて（All）

デバッグ レ
ベル

コマンド
debug capwap info enable
debug dot1x all enable
debug mobility directory enable

Dot1.x

詳細（Detail）

debug dot1x all enable

エラー（Error） debug dot1x events enable

レガシー

モビリティ
（Mobility）

概要（High
Level）

debug dot1x states enable

詳細（Detail）

debug mobility packet enable
debug mobility keepalive enable

エラー（Error） debug mobility directory enable
debug mobility config enable
概要（High
Level）
ワイヤレス ク 詳細（Detail）
ライアント
（Wireless
Client）
エラー（Error）
参加（Join）
概要（High
Level）

debug mobility handoff enable
debug client <macAddress>
debug aaa all enable
debug dot1x all enable
debug client <macAddress>
debug client <macAddress>
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クライアントの追跡

表 12-3

レガシー コントローラおよび NGWC コントローラのデバッグ コマンドの一覧（続き）

コントローラ

デバッグする
モジュール

NGWC

すべて（All）

デバッグ レ
ベル

コマンド
debug capwap ap error
debug dot1x events
debug capwap ios detail

Dot1.x

詳細（Detail）

debug wcm-dot1x detail
debug wcm-dot1x all
debug dot1x all

エラー（Error） debug wcm-dot1x errors
debug dot1x errors
概要（High
Level）

debug wcm-dot1x trace
debug wcm-dot1x event
debug wcm-dot1x error
debug client mac-address <macAddress>

モビリティ
（Mobility）

詳細（Detail）

debug mobility all

エラー（Error） debug mobility error
概要（High
Level）

ワイヤレス ク 詳細（Detail）
ライアント
（Wireless
Client）

debug mobility handoff
debug wcdb error
debug wcdb event
debug wcdb db
debug ip dhcp snooping events

参加（Join）

debug ip dhcp server events
debug client mac <macAddress>
エラー（Error） debug client mac <macAddress>
概要（High
Level）

debug client mac <macAddress>

関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

クライアントの追跡
この機能を使用すると、クライアントを追跡でき、このクライアントがネットワークに接続した
際に通知を受けることができます。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。
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ステップ 2

[クライアントの追跡（Track Clients）] をクリックします。現在追跡されているクライアントをリ
ストした [クライアントの追跡（Track Clients）] ダイアログボックスが表示されます。
このテーブルは、最大 2000 行に対応しています。新規の行を追加またはインポートするには、古
いエントリをいくつか削除する必要があります。

ステップ 3

1 つのクライアントを追跡するには、[追加（Add）] をクリックして次のパラメータを入力します。
•

クライアント MAC アドレス

•

[期限切れ（Expiration）]：[しない（Never）] を選択するか、日付を入力します。

関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

通知設定の指定

複数のクライアントの追跡
この機能を使用すると、複数のクライアントを追跡でき、クライアントがネットワークに接続し
た際に通知を受けることができます。
ステップ 1
ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。
[クライアントの追跡（Track Clients）] をクリックします。現在追跡されているクライアントをリ
ストした [クライアントの追跡（Track Clients）] ダイアログボックスが表示されます。
このテーブルは、最大 2000 行に対応しています。新規の行を追加またはインポートするには、古
いエントリをいくつか削除する必要があります。

ステップ 3

ステップ 4

1 つのクライアントを追跡するには、[追加（Add）] をクリックして次のパラメータを入力します。
•

クライアント MAC アドレス

•

[期限切れ（Expiration）]：[しない（Never）] を選択するか、日付を入力します。

クライアント リストが長い場合、複数のクライアントを追跡するには、[インポート（Import）] を
クリックします。これにより、CSV ファイルからクライアント リストをインポートできます。
MAC アドレスおよびユーザ名を入力します。
データ形式を規定した、サンプル CSV ファイルをダウンロードできます。
# MACAddress, Expiration: Never/Date in MM/DD/YYYY format
00:40:96:b6:02:cc,10/07/2010
00:02:8a:a2:2e:60,Never

最大 2000 のクライアントを追跡できます。この上限に達した場合、新たに追加するには、リスト
からクライアントをいくつか削除する必要があります。

関連項目
•

クライアント トラブルシューティング ツールの起動

•

通知設定の指定

•

クライアントの追跡
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通知設定の指定
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

[クライアントの追跡（Track Clients）] をクリックします。現在追跡されているクライアントをリ
ストした [クライアントの追跡（Track Clients）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3

通知設定を指定する、追跡されるクライアントを選択します。

ステップ 4

通知設定オプションを以下から選択します。
•

[消去された期限切れエントリ（Purged Expired Entries）]：追跡対象クライアントを Prime
Infrastructure データベースに保持する期間を設定できます。クライアントは、次の期間で削
除できます。
– 1 週間後
– 2 週間後
– 1 ヵ月後
– 2 ヵ月後
– 6 ヵ月後
– 無期限で保持

•

[通知の頻度（Notification Frequency）]：Prime Infrastructure で追跡対象クライアントの通知を
いつ送信するかを指定できます。
– 最初の検出時
– 検出ごと

•

[通知方法（Notification Method）]：追跡対象クライアント イベントによりアラームを生成す
るか、電子メール メッセージを送信するかを指定できます。

ステップ 5

メール アドレスを入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

クライアントの追跡

•

不明ユーザの識別

ユーザ名を割り当てる状況
802.1x を介して認証されないユーザやデバイス（プリンタなど）もあります。その場合は、ネット
ワーク管理者がデバイスにユーザ名を割り当てできます。
クライアント デバイスが Web 認証を介してネットワークに認証される場合、Prime
Infrastructure では、クライアントのユーザ名情報を取得できないことがあります（有線クライア
ントのみ該当）。
クライアントは、有線スイッチとの NMSP 接続が失われた時点で、不明としてマークされます。
クライアント ステータス（有線クライアントのみ該当）は、接続、切断、または不明で示されます。
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•

[接続されたクライアント（Connected clients）]：有線スイッチに接続しているアクティブなク
ライアント。

•

[切断されたクライアント（Disconnected clients）]：有線スイッチから接続が解除されたクラ
イアント。

•

[不明なクライアント（Unknown clients）]：有線スイッチとの NMSP 接続が失われた時点で、
不明としてマークされたクライアント。

関連項目
•

不明ユーザの識別

不明ユーザの識別
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

[不明ユーザの特定（Identify Unknown Users）] をクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックして、ユーザを追加します。

ステップ 4

MAC アドレスとユーザ名を入力し、[追加（Add）] をクリックします。
ユーザ名と MAC アドレスが追加されると、Prime Infrastructure では、MAC アドレスの照合によ
るクライアントの検索に、このデータが使用されます。

ステップ 5

手順 3 から手順 4 を繰り返して、各クライアントの MAC アドレスおよび対応するユーザ名を入
力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
ユーザ名は、クライアントのアソシエーションが新たに発生した場合にのみ更新されます。
このテーブルは、最大 10,000 行に対応しています。新規の行を追加またはインポートするには、
古いエントリをいくつか削除する必要があります。

関連項目
•

ユーザ名を割り当てる状況

•

クライアントの追跡

•

[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページの変更

[クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）
] ページの
変更
[クライアント（Clients）] テーブルの列を追加、削除、または並べ替えることができます。
ステップ 1
ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。
[設定（Settings）] アイコン、[列（Columns）] の順にクリックします。
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自動クライアント トラブルシューティングの有効化

ステップ 3

表示する列を選択します。

ステップ 4

デフォルト表示に戻すには、[リセット（Reset）] をクリックします。

ステップ 5

[閉じる（Close）] をクリックすると、変更が確定されます。

関連項目
•

クライアントの追跡

•

自動クライアント トラブルシューティングの有効化

自動クライアント トラブルシューティングの有効化
[設定（Settings）] > [クライアント（Client）] ページでは、診断チャネルでの自動クライアント トラ
ブルシューティングを有効にできます。この機能は、Cisco Compatible Extension クライアントの
バージョン 5 でのみ使用できます。
自動クライアント トラブルシューティングを有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーのメニューから、[クライアント（Client）] を選択します。

ステップ 3

[診断チャネルでクライアントを自動的にトラブルシューティングする（Automatically
troubleshoot client on diagnostic channel）] チェックボックスをオンにします。
このチェックボックスがオンの場合、Prime Infrastructure は診断アソシエーション トラップを処
理します。このチェックボックスがオフの場合、Prime Infrastructure はトラップを発生させます
が、自動トラブルシューティングは開始されません。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページの変更

•

クライアントの無線測定の取得

クライアントの無線測定を取得できる状況
クライアント ページで、無線測定を取得できるのは、クライアントが Cisco Compatible
Extensions v2（以上）であり、Associated 状態（有効な IP アドレスを持つ）である場合だけです。測
定が問い合わせられた際クライアントがビジー状態の場合、測定を引き受けるかどうかが検討
されます。クライアントが測定の実行を拒否する場合、クライアントからのデータは表示されま
せん。
この機能は、Foundation サービスのバージョンが 1 以降の場合のみ、CCX バージョン 6 クライア
ントで使用できます。
関連項目
•

クライアントの無線測定の取得
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クライアントの無線測定の取得
無線測定を受信するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。
クライアントの横にある円をクリックします。
Prime Infrastructure 検索機能を使用して特定のクライアントの検索を実行することもできます。
「関連項目」の「クライアントの検索」を参照してください。

ステップ 3

[テスト（Test）] ドロップダウンリストから [無線測定値（Radio Measurement）] を選択します。
[無線測定値（Radio Measurement）] オプションは、クライアントが Cisco Compatible Extensions v2
（以上）であり、Associated 状態（有効な IP アドレスを持つ）である場合に限り表示されます。

ステップ 4

チェックボックスをオンにして、ビーコンの測定、フレームの測定、チャネルの負荷、またはノイ
ズ ヒストグラムを指定するかどうかを示します。
[開始（Initiate）] をクリックします。測定が異なると、生成される結果も異なります。
「関連項目」の
「クライアントの無線測定の結果」を参照してください。
測定には、約 5 ミリ秒かかります。Prime Infrastructure からのメッセージにより、進捗状況が示さ
れます。クライアントが測定を実行しないと選択した場合は、そのことが通知されます。

関連項目
•

クライアントの検索

•

クライアントの無線測定を取得できる状況

•

クライアントの無線測定の結果

クライアントの無線測定の結果
要求した測定のタイプに応じて、次のような情報が表示されます。
•

ビーコン応答
– [チャネル
（Channel）]：この測定に対するチャネル数
– [BSSID]：ビーコンまたはプローブの応答を送信したステーションの 6 バイトの BSSID
– [PHY]：物理メディアの種類
（FH、DSS、OFDM、高いデータレートの DSS または ERP）
– [受信信号強度
（Received Signal Power）]：ビーコンまたはプローブの応答フレームの dBm

単位の強度
– [親 TSF
（Parent TSF）]：サービス中のアクセス ポイントの TSF 値の下位 4 バイト
– [ターゲット TSF
（Target TSF）]：ビーコンまたはプローブの応答に含まれている 8 バイト

の TSF 値
– [ビーコン間隔
（Beacon Interval）]：受信したビーコンまたはプローブの応答に含まれる

2 バイトのビーコン間隔
– [機能情報
（Capability information）]：ビーコンまたはプローブの応答に含まれている情報
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•

フレーム測定
– [チャネル
（Channel）]：この測定に対するチャネル番号
– [BSSID]：受信したデータ フレームの MAC ヘッダーに含まれる BSSID
– [フレーム数
（Number of frames）]：送信アドレスから受信したフレームの数
– [受信信号強度
（Received Signal Power）]：802.11 フレームの dBm での信号強度

•

チャネル負荷
– [チャネル
（Channel）]：この測定に対するチャネル数
– [CCA のビジーの割合
（CCA busy fraction）]：上限と定義された測定時間のうち、チャネル

がビジーであると CCA が示した時間の長さの割合（チャネルがビジーであると CCA が
示した時間の長さに 255 を乗算して測定時間で除算した数値）
•

ノイズ ヒストグラム
– [チャネル
（Channel）]：この測定に対するチャネル数
– 8 つの各電力範囲における RPI 密度

関連項目
•

クライアントの無線測定を取得できる状況

•

クライアントの無線測定の取得

クライアント V5 統計の表示
[統計の要求（Statistics request）] ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

クライアントを選択します。

ステップ 3

[テスト（Test）] ドロップダウンリストから [V5 統計（V5 Statistics）] を選択します。
このメニューは、CCX v5 以降のクライアントだけに表示されます。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

必要な統計のタイプ（[Dot11 測定（Dot11 Measurement）] または [セキュリティ測定（Security
Measurement）]）を選択します。

ステップ 6

[開始（Initiate）] をクリックして測定を開始します。
測定期間は 5 秒間です。

ステップ 7

要求した V5 統計のタイプに応じて、次のカウンタが結果ページに表示されます。
•

Dot11 測定
– 送信フラグメント数
– マルチキャスト送信フレーム数
– 失敗数
– 再試行回数
– 複数再試行回数
– フレーム重複数
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– Rts 成功数
– Rts 失敗数
– Ack 失敗数
– 受信フラグメント数
– マルチキャスト受信フレーム数
– FCS エラー数：このカウンタは、
受信した MPDU で FCS エラーが検出された際に増分さ

れます。
– 送信フレーム数
•

セキュリティ
– ペアワイズ暗号
– Tkip ICV エラー数
– Tkip ローカル MIC 失敗数
– Tkip 再試行数
– Ccmp 再試行数
– Ccmp 復号化エラー数
– 管理統計 Tkip ICV エラー数
– 管理統計 Tkip ローカル MIC 失敗数
– 管理統計 Tkip 再試行数
– 管理統計 Ccmp 再試行数
– 管理統計 Ccmp 復号化エラー数
– 管理統計 Tkip MHDR エラー数
– 管理統計 Ccmp MHDR エラー数
– 管理統計ブロードキャスト アソシエーション解除数
– 管理統計ブロードキャスト認証解除数
– 管理統計ブロードキャスト アクション フレーム数

関連項目
•

クライアント動作パラメータの表示

クライアント動作パラメータの表示
特定のクライアント動作パラメータを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

クライアントを選択します。

ステップ 3

[テスト（Test）] ドロップダウンリストから [操作パラメータ（Operational Parameters）] を選択し
ます。
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次の情報が表示されます。
操作パラメータ：
•

[デバイス名（Device Name）]：デバイスのユーザ定義の名前。

•

[クライアントタイプ（Client Type）]：クライアントの種類は次のいずれかになります。
– laptop(0)
– pc(1)
– pda(2)
– dot11mobilephone(3)
– dualmodephone(4)
– wgb(5)
– scanner(6)
– tabletpc(7)
– printer(8)
– projector(9)
– videoconfsystem(10)
– camera(11)
– gamingsystem(12)
– dot11deskphone(13)
– cashregister(14)
– radiotag(15)
– rfidsensor(16)
– server(17)

•

[SSID]：クライアントで使用している SSID。

•

[IP アドレスモード（IP Address Mode）]：スタティック設定、DHCP などの IP アドレス モード。

•

[IPv4 アドレス（IPv4 Address）]：クライアントに割り当てられた IPv4 アドレス。

•

[IPv4 サブネットアドレス（IPv4 Subnet Address）]：クライアントに割り当てられた IPv4 サブ
ネット アドレス。

•

[IPv6 アドレス（IPv6 Address）]：クライアントに割り当てられた IPv6 アドレス。

•

[IPv6 サブネットアドレス（IPv6 Subnet Address）]：クライアントに割り当てられた IPv6 サブ
ネット アドレス。

•

[デフォルトゲートウェイ（Default Gateway）]：このクライアントで選択されているデフォル
ト ゲートウェイ。

•

[オペレーティングシステム（Operating System）]：ワイヤレス ネットワーク アダプタを使用
しているオペレーティング システムを識別します。

•

[オペレーティングシステムのバージョン（Operating System Version）]：ワイヤレス ネット
ワーク アダプタを使用しているオペレーティング システムのバージョンを識別します。

•

[WNA ファームウェアのバージョン（WNA Firmware Version）]：クライアントに現在インス
トールされているファームウェアのバージョン。

•

[ドライバのバージョン（Driver Version）]：
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•

[企業電話番号（Enterprise Phone Number）]：クライアントの企業電話番号。

•

[携帯電話番号（Cell Phone Number）]：クライアントの携帯電話番号。

•

[省電力モード（Power Save Mode）]：省電力モードとして awake、normal、または maxPower の
いずれかが表示されます。

•

[システム名（System Name）]：

•

[ローカリゼーション（Localization）]：

[無線情報（Radio Information）]：
•

[無線の種類（Radio Type）]：次の無線の種類が利用可能です。
– unused(0)
– fhss(1)
– dsss(2)
– irbaseband(3)
– ofdm(4)
– hrdss(5)
– erp(6)

•

[無線チャネル（Radio Channel）]：使用中の無線チャネル。

DNS/WNS 情報：
•

[DNS サーバ（DNS Servers）]：DNS サーバの IP アドレス。

•

[WNS サーバ（WNS Servers）]：WNS サーバの IP アドレス。

セキュリティ情報：
•

[クレデンシャルタイプ（Credential Type）]：クライアントに設定されているクレデンシャル
の方法を示します。

•

[認証方式（Authentication Method）]：クライアントで使用する認証方式。

•

[EAP 方式（EAP Method）]：クライアントで使用する拡張可能認証プロトコル（EAP）の方式。

•

[暗号化方式（Encryption Method）]：クライアントで使用する暗号化方式。

•

[キー管理方式（Key Management Method）]：クライアントで使用するキー管理方式。

関連項目
•

クライアント動作パラメータの表示

•

クライアント プロファイルの表示

クライアント プロファイルの表示
特定のクライアント プロファイル情報を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。
クライアントを選択します。
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ステップ 3

[詳細（More）] ドロップダウンリストから [プロファイル（Profiles）] を選択します。
次の情報が表示されます。
•

[プロファイル名（Profile Name）]：ハイパーリンクになったプロファイル名のリスト。ハイ
パーリンクをクリックすると、プロファイルの詳細が表示されます。

•

[SSID]：このクライアントをアソシエートする WLAN の SSID。

関連項目
•

現在のクライアントの無効化

現在のクライアントの無効化
現在のクライアントを無効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

クライアントを選択します。

ステップ 3

[無効（Disable）] をクリックします。[クライアントの無効化（Disable Client）] ページが表示され
ます。

ステップ 4

[説明（Description）] テキスト ボックスに説明を入力します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
無効にしたクライアントは、コントローラ上のいずれのネットワークおよび SSID にも接続でき
ません。クライアントを再度有効にするには、[構成（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] >
[ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > デ
バイス名 > [セキュリティ（Security）] > [手動で無効化されたクライアント（Manually Disabled
Clients）] を選択し、クライアント エントリを削除します。

関連項目
•

クライアント プロファイルの表示

•

現在のクライアントの削除

現在のクライアントの削除
現在のクライアントを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

クライアントを選択します。

ステップ 3

[削除（Remove）] を選択します。

ステップ 4

[削除（Remove）] をクリックして、削除を実行します。
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関連項目
•

ミラー モードの有効化

ミラー モードの有効化
クライアントが有効になっている場合、ミラー モードを使用すると、単一のクライアント デバ
イスまたはアクセス ポイントが起点または終点であるすべてのトラフィックを（別のポートに）
複製できます。
ミラー モードは特定のネットワーク問題を診断する際には役立ちますが、ポートへの接続は応
答されなくなるため、使用されていないポートだけで有効にする必要があります。
ミラー モードを有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

クライアントを選択します。

ステップ 3

[詳細（More）] ドロップダウンリストから [ミラーモードを有効化（Enable Mirror Mode）] を選択
します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

関連項目
•

最近のクライアント ロケーションのマッピング

最近のクライアント ロケーションのマッピング
クライアントの最近のロケーションを示す高解像度マップを表示するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

[クライアントユーザ名（Client Username）] 列からクライアントを選択します。

ステップ 3

[詳細（More）] ドロップダウンリストから [最近のマップ（高解像度）
（ Recent Map（High
Resolution））] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

関連項目
•

現在のクライアント ロケーションのマッピング
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現在のクライアント ロケーションのマッピング
クライアントの現在のロケーションを示す高解像度マップを表示するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

クライアントを選択します。

ステップ 3

[詳細（More）] ドロップダウンリストから [現在のマップ（高解像度）
（ Present Map（High
Resolution））] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

関連項目
•

クライアント セッション レポートの実行

クライアント セッション レポートの実行
クライアントの最新のクライアント セッション レポートを表示するには、
次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

クライアントを選択します。

ステップ 3

[詳細（More）] ドロップダウンリストから [クライアントセッションレポート（Client Sessions
Report）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。クライアント セッション レポートの詳細が表示されます。

関連項目
•

クライアント ローミング理由レポートの表示

クライアント ローミング理由レポートの表示
このクライアントの最新のローミング レポートを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

クライアントを選択します。

ステップ 3

[詳細（More）] ドロップダウンリストから [ローミングの理由（Roam Reason）] を選択します。
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ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
このページには、クライアントの最新のローミング レポートが表示されます。各ローミング レ
ポートには、次の情報が含まれます。
•

新規 AP MAC アドレス

•

旧（前）AP MAC アドレス

•

前の AP SSID

•

前の AP チャネル

•

遷移時間：クライアントを新しいアクセス ポイントにアソシエートするためにかかった時間。

•

ローミング理由：クライアントのローミング理由。

関連項目
•

検出アクセス ポイントの詳細の表示

検出アクセス ポイントの詳細の表示
信号強度や SNR など、クライアントと通信できるアクセス ポイントの詳細を表示するには、次
の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

クライアントを選択します。

ステップ 3

[詳細（More）] ドロップダウンリストから [AP の検出（Detecting APs）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

関連項目
•

クライアント ロケーション履歴の表示

クライアント ロケーション履歴の表示
RF フィンガープリントに基づくクライアント ロケーションの履歴を表示するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

クライアントを選択します。

ステップ 3

[詳細（More）] ドロップダウンリストから [ロケーション履歴（Location History）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
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クライアントの音声メトリックの表示

関連項目
•

クライアントの音声メトリックの表示

クライアントの音声メトリックの表示
このクライアントのトラフィック ストリーム メトリックを表示するには、
次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。

ステップ 2

クライアントを選択します。

ステップ 3

[詳細（More）] ドロップダウンリストから [音声メトリック（Voice Metrics）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
次の情報が表示されます。
•

[時刻（Time）]：アクセス ポイントから統計情報が収集された時刻。

•

[QoS]

•

[AP イーサネット MAC（AP Ethernet MAC）]

•

[無線（Radio）]

•

[PLR 割合(ダウンリンク)（% PLR（Downlink））]：90 秒の間隔中にダウンリンク（アクセス ポ
イントからクライアント）で失われたパケットの割合。

•

[PLR 割合(アップリンク)（% PLR（Uplink））]：90 秒の間隔中にアップリンク（クライアントか
らアクセス ポイント）で失われたパケットの割合。

•

[平均キューイング遅延（ミリ秒）
（アップリンク）
（Avg Queuing Delay（ms）
（Uplink））]：アップ
リンクの平均キューイング遅延（ミリ秒）。パケット キューイング遅延の平均は、音声キュー
を横断する音声パケットの平均遅延です。パケット キュー遅延は、パケットが伝送のために
キューに入れられた時点から、パケットが正常に送信される時点まで測定されます。これに
は、必要に応じて再試行時間が含まれます。

•

[パケット割合 > 40 ミリ秒のキューイング遅延(ダウンリンク)（% Packets > 40 ms Queuing
Delay（Downlink））]：40 ミリ秒を超えるキューイング遅延パケットの割合。

•

[パケット割合 20 ミリ秒～40 ミリ秒のキューイング遅延(ダウンリンク)（% Packets
20ms—40ms Queuing Delay（ Downlink））]：20 ミリ秒を超えるキューイング遅延パケットの
割合。

•

[ローミング遅延（Roaming Delay）]：ローミング遅延（ミリ秒）。クライアントによって測定さ
れるローミング遅延は、古いアクセス ポイントから最後のパケットを受信した時点から、
ローミングが正常に行われた後で新しいアクセス ポイントから最初のパケットを受信した
時点まで測定されます。

関連項目
•

クライアント ロケーション履歴の表示
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Performance Routing Version 3 に基づく
ネットワーク モニタリング
パフォーマンス ルーティング
Performance Routing Version 3（PfRv3）は、シスコが提供するインテリジェント パス制御機能向け
の第三世代の拡張機能です。PfR はネットワーク パフォーマンスをモニタし、到達可能性、遅延、
ジッター、パケット損失などの詳細な条件に基づいて、各アプリケーションに最適なパスを選択
します。PfR は高度なロード バランシング技術を使用して、トラフィックを均等に分散し、リン
ク使用レベルを同等に維持します。
PfRv3 は IWAN イニシアティブのインテリジェント パス制御機能であり、インターネット トラ
ンスポートにビジネスクラスの WAN を提供します。PfR を使用すると、顧客は WAN パフォーマ
ンスの変動から重要なアプリケーションを保護すると同時に、すべての WAN パス全体にトラ
フィックをインテリジェントに負荷分散できます。
PfR は 2 つの主要な Cisco IOS コンポーネントから構成されています。
•

マスター コントローラ：マスター コントローラは、境界ルータ システムを通過するさまざ
まなトラフィック クラスに対して、ポリシーを定義して適用するポリシー決定ポイントで
す。マスター コントローラは、ネットワークのトラフィック クラスを学習して制御するよう
に設定できます。

•

境界ルータ：境界ルータはデータ転送パス内にあります。境界ルータは、Performance Monitor
のキャッシュとスマート プローブの結果からデータを収集します。境界ルータは、マスター
コントローラの指示どおりにユーザ トラフィックを管理するので、パケット転送パスに影
響を及ぼします。

ユーザ グループの PfR モニタリングへのアクセス
デフォルトでは、PfR モニタリングは、Prime Infrastructure の root ユーザ グループに対して有効
になります。
他のユーザ グループから PfR モニタリング ランディング ページにアクセスするには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles, & AAA）] > [ユーザ（User）]
の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで [ユーザ（Users）] をクリックし、[コマンドの選択（Select a command）] > [ユーザの
追加（Add User）] を選択して [移動（Go）] をクリックします。
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PfR モニタリング ランディング ページ

ステップ 3

新しいユーザのユーザ名とパスワードを入力してから、パスワードを確認します。

ステップ 4

タスク リストに [PfR モニタリング アクセス（PfR Monitoring Access）] エントリがある各ユーザ
グループの横のチェックボックスをオンにして、新規ユーザにユーザ グループを割り当てます。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 6

新しいユーザ名とパスワードを使用して、Prime Infrastructure にログインします。

ステップ 7

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] >
[PfR モニタリング（PfR Monitoring）] の順に選択します。

ステップ 8

[PfR モニタリング（PfR Monitoring）] が表示されない場合は、[管理（Administration）] > [ユーザ、
ロール、および AAA（User, Roles & AAA）] > [ユーザ グループ（User Groups）] に移動します。

ステップ 9

割り当てられているユーザ グループに対応する [タスク リスト（Task List）] をクリックして、
[PfR モニタリング（PfR Monitoring）] が使用可能かどうかを確認します。

ステップ 10

[PfR モニタリング（PfR Monitoring）] がタスク リストにない場合は、[タスク許可（Task
Permissions）] タブをクリックし、[ネットワーク モニタリング（Network Monitoring）] リストの [ア
クセス（Access）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 11

[送信（Submit）] をクリックします。

PfR モニタリング ランディング ページ
[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] >
[PfR モニタリング（PfR Monitoring）] を選択すると、PfR モニタリング ランディング ページを起
動できます。PfR ランディング ページには、[サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR Events）] テー
ブル、フィルタ パネル、[メトリック（Metrics）] パネル（メトリックのしきい値超過とサービス プ
ロバイダー）、時間スライダが含まれています。
デフォルトでは、[自動更新を有効にする（Auto Refresh Enabled）] が選択され、PfR ランディング
ページが 5 分ごとに更新されます。次のリフレッシュ時間を確認するには、[自動更新を有効にす
る（Auto Refresh Enabled）] チェックボックスの横にある [更新（Refresh）] アイコン（ ）にマウス
ポインタを移動します。また、PfR ランディング ページの右上隅の [更新（Refresh）] アイコン（ ）
をクリックすることにより、手動で PfR ランディング ページを更新できます。
関連項目
•

[サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR Events）] テーブル

•

[PfR フィルタ（PfR Filter）] パネル

•

メトリックしきい値超過とサービス プロバイダー

•

時間スライダ

[サイト間 PfR イベント
（Site to Site PfR Events）
] テーブル
[サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR Events）] テーブルには、しきい値超過アラート（TCA）、
ルート変更（RC）、軽減不能イベント（IME）など、サイト間の PfR イベントが表示されます。デ
フォルトでは、直近 72 時間以内に発生した PfR イベントが表示されます。
イベントは、[サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR Events）] テーブルに赤色と青色の点で表示
されます。PfR によって修正できなかったメトリック違反は IME として分類され、テーブルに赤
い点で示されます。低下したネットワーク パフォーマンスが PfR によって特定され修正された
場合、そのパフォーマンスは青い点で示されます。
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テーブルのイベントはソートされ、IME の数が最も多いサイトがテーブルの先頭行に表示され
ます。2 つのサイトの IME が同数の場合は、イベント（IME、TCA、RC など）数が最も多いサイト
がテーブルの一番上に配置され、赤色で表示されます。送信元サイトまたは宛先サイトにマウス
を移動すると、そのサイトの階層を表示できます。[検索（Search）] ボックスに検索条件を入力す
ることで、サイト名や RC/TCA/IME に基づいて検索できます。
関連項目
•

PfR モニタリング ランディング ページ

•

[サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR Events）] テーブル

•

メトリックしきい値超過とサービス プロバイダー

•

時間スライダ

[PfR フィルタ
（PfR Filter）
] パネル
[PfR フィルタ（PfR Filter）] パネルでは、時間フィルタ、ロケーション グループ フィルタ、イベン
ト フィルタ、サービス プロバイダー フィルタに基づいてイベントをフィルタリングできます。
[メトリック（Metrics）] パネルと [サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR Events）] テーブルに
は、選択したフィルタ オプションに基づいて詳細が表示されます。
表 13-1 は、[フィルタ（Filter）] パネルで使用可能なフィルタ オプションを示しています。
表 13-1

フィルタ オプション

フィルター オプ
ション
[時間フィルタ
（Time Filter）]

[ロケーション グ
ループ フィルタ
（Location Group
filter）]

説明
•

デフォルトのフィルタ時間は 72 時間です。事前設定されたいずれかのフィルタ時間を選
択できます。

•

[カスタム（Custom）] オプションを選択した場合は、開始日時と終了日時（[開始（From）] と
[終了（To）]）を選択できます。

•

また、フィルタ アイコンの横にある [移動（Jump To）] オプションを使用して、フィルタ時間
を設定することもできます。

•

[開始サイト（From Site）] と [終了サイト（To Site）] を選択できます。

•

親サイトまたは子サイトを選択できます。親サイトを選択した場合は、PfR イベント テー
ブルに親サイトとそのすべての子サイトの詳細が表示されます。

[イベント フィルタ 次のイベントから 1 つ以上を選択できます。
（Events Filter）]
• TCA：到達不能、
遅延、ジッタ、パケット損失などのメトリック違反が発生するたびに、
DSCP に基づいて、マスター コントローラにより生成されます。次の TCA メトリックのい
ずれかを選択することもできます。

[サービス プロバイ
ダー フィルタ
（Service Provider
Filter）]

•

RC：TCA の修正のためにルートが変更されると生成されます。

•

IME：RC が失敗し、トラフィック違反を修正できなかった場合に、マスター コントローラ
により生成されます。

•

境界ルータの NetFlow データに基づいてサービス プロバイダーのリストが表示され、1 つ
以上のサービス プロバイダーを選択できます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

13-3

第 13 章

Performance Routing Version 3 に基づくネットワーク モニタリング

PfR モニタリング ランディング ページ

選択したフィルタ オプションはフィルタ パネルの上部で確認できます。[詳細（more）] をクリッ
クすると、選択したすべてのフィルタ オプションを表示できます。
関連項目
•

PfR モニタリング ランディング ページ

•

メトリックしきい値超過とサービス プロバイダー

•

[サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR Events）] テーブル

•

時間スライダ

メトリックしきい値超過とサービス プロバイダー
[メトリック（Metrics）] パネルには、TCA を使用して収集されたメトリックがチャートで表示さ
れます。各サービス プロバイダーは、独自の色でチャートに表されます。[メトリック（Metrics）]
パネルに表示されるチャートは次のとおりです。
•

時系列の到達不能性

•

時系列の最大遅延

•

時系列の最大ジッター

•

時系列の最大パケット損失（%）

他のサービス プロバイダーから特定のサービス プロバイダーにルートを変更すると、その特定
プロバイダーで、TCA ではなく、RC イベントが発生する場合があります。そのプロバイダーに対
して、[メトリック（Metrics）] パネルにグラフが表示されず、PfR イベント テーブルに RC イベン
トが表示されることがあります。
関連項目
•

PfR モニタリング ランディング ページ

•

[サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR Events）] テーブル

•

[サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR Events）] テーブル

•

時間スライダ

時間スライダ
ページの下部にある時間スライダは、フィルタを使用して選択された時間範囲を表します。スラ
イダをドラッグして、特定の時間範囲を設定できます。[メトリック（Metrics）] パネルと [サイト
間 PfR イベント（Site to Site PfR events）] テーブルは、設定された時間範囲に応じて変化します。
関連項目
•

PfR モニタリング ランディング ページ

•

PfR サイト間の詳細ページ

•

メトリックしきい値超過とサービス プロバイダー

•

[サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR Events）] テーブル
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PfR サイト間の詳細ページ
[サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR events）] テーブルでイベント（点）をクリックすると、PfR
イベント ポップアップ ウィンドウが表示されます。ポップアップ ウィンドウには、選択した時
間範囲で発生したイベントと各イベントの発生回数が表示されます。
ポップアップ ウィンドウで [ここをクリックしてサイト間の詳細を表示（Click here for site to site
details）] をクリックすると、サイト間の詳細ページが表示されます。このページには、[サイト間
トポロジ（Site to Site Topology）]、[しきい値超過アラート（Threshold Crossing Alert(s)）]、[ルート変
更イベント（Route Change Event(s)）]、[軽減不能（Immitigable）] タブがあります。
表 13-2 は PfR イベントの詳細を示しています。
表 13-2

PfR イベントの詳細

タブ

各タブに表示される詳細

サイト間トポロジー（Site to
Site Topology）

PfR V3 によってモニタされるサイト間ネットワーク トポロジ
の概略図。

しきい値超過アラート
（Threshold Crossing Alerts）

イベントの発生時刻、境界ルータ、WAN インターフェイス、サー
ビス プロバイダー、DSCP、バイト損失（%）、パケット損失（%）、
遅延（ミリ秒）、ジッター（ミリ秒）、到達可能性。

ルート変更イベント（Route
Change Events）

イベントの発生時刻、境界ルータ、WAN インターフェイス、サー
ビス プロバイダー、DSCP、アプリケーション。

軽減不能イベント
（Immitigable Events）

イベントの発生時刻、サービス プロバイダー、パフォーマンス
違反の数、帯域幅違反の数。

関連項目
•

サイト間 PfR トポロジ

•

リンク コンテキスト ページの表示

•

デバイス コンテキスト ページの表示

サイト間 PfR トポロジ
PfR V3 によってモニタされるサイト間ネットワークが、トポロジ図で示されます。時間フィルタ
で 72 時間未満の時間枠を選択した場合でも、このトポロジは最小 72 時間のデータに基づいてプ
ロットされます。
サイト間トポロジは、境界ルータ、マスター コントローラ、およびサービス プロバイダーを表す
ノードから構成されます。入出力のオレンジ色のリンクは、境界ルータとサービス プロバイダー
間の WAN リンク接続を表し、青色のリンクは、境界ルータとマスター コントローラを接続して
います。リンクの色はリンクの状態や帯域幅使用率を示すものではありません。
インベントリ収集が適切でない場合や、
（ロール ベース アクセス コントロールにより）ユーザが
ノードへのアクセスを許可されていない場合、ノードは灰色表示され、ノードや対応するリンク
をクリックできません。
ノードをクリックしてデバイス メトリック ポップアップ ウィンドウを表示すると、対応するデ
バイス コンテキスト ページに移動できます。[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの
[デバイス（Device）] ダッシュレットを表示するには、デバイス メトリック ポップアップ ウィン
ドウで [デバイス ダッシュボードの起動（Launch Device Dashboard）] リンクをクリックします。
関連項目の「パフォーマンス ダッシュボード」を参照してください。
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同様に、リンクをクリックして [Link Metrics] ポップアップ ウィンドウを表示すると、そこから
リンク コンテキスト ページに移動できます。[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの
[インターフェイス（Interface）] ダッシュレットを表示するには、[リンク メトリック（Link
Metrics）] ポップアップ ウィンドウで [インターフェイス ダッシュボードの起動（Launch
Interface Dashboard）] リンクをクリックします。
関連項目
•

PfR サイト間の詳細ページ

•

WAN インターフェイスの比較

•

デバイス コンテキスト ページの表示

•

リンク コンテキスト ページの表示

•

[パフォーマンス（Performance）] ダッシュボード

デバイス コンテキスト ページの表示
デバイス コンテキスト ページには、境界ルータ メトリック、および WAN リンクの使用率とパ
フォーマンスが表示されます。
ステップ 1

トポロジ内のノードをクリックします。
デバイス メトリック ポップアップ ウィンドウが開き、CPU 使用率とメモリ使用率が表示され
ます。

ステップ 2

ステップ 3

デバイス メトリック ポップアップ ウィンドウで [分析（Analyze）] をクリックし、デバイス コン
テキスト ページを表示します。次の項目が表示されます。
•

[境界ルータのメトリック（Border Router Metrics）]：3 つのチャートに、指定した時間範囲の
サービス プロバイダー使用率、メモリ使用率、CPU 使用率がプロットされます。CPU とメモ
リの使用率を確認するには、それらの使用率チャートで CPU とメモリ モジュールをクリッ
クします。チャートを拡大表示するには、ズーム アイコンをクリックします。スライダを移
動すると、チャートをさらに拡大して、特定の時間間隔におけるデータ パターンを表示でき
ます。

•

[WAN リンクの使用率とパフォーマンス（WAN Link Usage and Performance）]：選択した境界
ルータの WAN インターフェイスの DSCP マーキングに対して、WAN リンクの使用率とパ
フォーマンスを示すテーブルが表示されます。データには、出力帯域幅（B/W）使用率、発生し
た TCA/RC/IME の数、DSCP マーキングに関連付けられているアプリケーションの数が含ま
れます。アプリケーションの数は、AVC NetFlow がこの WAN リンクの Prime Infrastructure で
受信された場合にのみ表示されます。

[WAN リンクの使用率とパフォーマンス（WAN Link Usage and Performance）] テーブルの [トラ
フィック クラス（Traffic Class）] の横にある展開矢印をクリックし、そのトラフィック クラスの
出力帯域幅使用率（時系列）と上位アプリケーション トラフィック（時系列）を表示して比較し
ます。

関連項目
•

PfR サイト間の詳細ページ

•

[サイト間 PfR イベント（Site to Site PfR Events）] テーブル

•

リンク コンテキスト ページの表示

•

WAN インターフェイスの比較
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リンク コンテキスト ページの表示
リンク コンテキスト ページには、WAN リンク メトリックの詳細、および WAN の使用率とパ
フォーマンスの詳細が表示されます。
ステップ 1

トポロジ内のオレンジ色の出力リンクをクリックします。
[リンク メトリック（Link Metrics）] ポップアップ ウィンドウが表示され、出力 B/W 使用率、イ
ンターフェイス Tx/Rx 使用率、最大一方向遅延、最大パケット損失（%）、最大ジッターが示され
ます。

ステップ 2

トポロジ内のオレンジ色の入力リンクをクリックします。
[リンク メトリック（Link Metrics）] ポップアップ ウィンドウが表示され、入力 B/W 使用率とイン
ターフェイス Tx/Rx 使用率が示されます。

ステップ 3

ステップ 4

[リンク メトリック（Link Metrics）] ポップアップ ウィンドウで [分析（Analyze）] をクリックし、
リンク コンテキスト ページを表示します。次の項目が表示されます。
•

[WAN リンク メトリック（WAN Link Metrics）]：時系列の WAN リンク B/W 使用率、時系列の
上位 5 のアプリケーション トラフィック、および上位 QOS クラス マップ統計傾向を示す
チャートが表示されます。チャートを拡大表示するには、ズーム アイコンをクリックしま
す。スライダを移動すると、チャートをさらに拡大して、特定の時間間隔におけるデータ パ
ターンを表示できます。

•

[WAN リンクの使用率とパフォーマンス（WAN Link Usage and Performance）]：WAN インター
フェイスの DSCP マーキングに対して、WAN リンクの使用率とパフォーマンスを示すテー
ブルが表示されます。データには、出力帯域幅（B/W）使用率、発生した TCA/RC/IME の数、
DSCP マーキングに関連付けられているアプリケーションの数が含まれます。アプリケー
ションの数は、AVC NetFlow がこの WAN リンク の Prime Infrastructure で受信された場合に
のみ表示されます。

[WAN リンクの使用率とパフォーマンス（WAN Link Usage and Performance）] テーブルの [トラ
フィック クラス（Traffic Class）] の横にある展開矢印をクリックし、そのトラフィック クラスの
出力帯域幅使用率（時系列）と上位アプリケーション トラフィック（時系列）を表示します。

関連項目
•

PfR サイト間の詳細ページ

•

サイト間 PfR トポロジ

•

デバイス コンテキスト ページの表示

•

WAN インターフェイスの比較

WAN インターフェイスの比較
[WAN インターフェイスの比較（Compare WAN Interfaces）] ページには、選択した WAN インター
フェイスの WAN リンクの使用率とパフォーマンスが表示されます。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] >
[PfR モニタリング（PfR Monitoring）] の順に選択します。

ステップ 2

PfR ランディング ページの右上隅にある [WAN インターフェイスの比較（Compare WAN
Interfaces）] をクリックします。
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ステップ 3
ステップ 4

必要に応じて、[WAN インターフェイスの比較（Compare WAN Interfaces）] ページでフィルタ ア
イコンをクリックして [時間フィルタ（Time Filter）] を表示します。
[WAN インターフェイスの比較（Compare WAN Interfaces）] ページで、[ソース サイト（Source
Sites）]、[境界ルータ（Border Router）]、および [WAN インターフェイス/サービス プロバイダー
（WAN Interface/Service Provider）] の詳細を選択し、[比較（Compare）] をクリックします。
[WAN リンクの使用率とパフォーマンス（WAN Link Usage and Performance）] テーブルで、特定の
WAN インターフェイスについて、出力帯域幅（B/W）使用率、発生した TCA/RC/IME の数、ルー
ティングされたアプリケーションの数を比較できます。

ステップ 5

必要に応じて、[リセット（Reset）] をクリックして個々の比較グループをリセットするか、[すべ
てリセット（Reset All）] をクリックして 3 つの比較グループをすべてリセットします。

また、トポロジ内のデバイス メトリック ポップアップ ウィンドウで [WAN リンクの比較
（Compare WAN Links）] をクリックして、[WAN インターフェイスの比較（Compare WAN
Interfaces）] ページを表示することもできます。境界ルータと WAN インターフェイスの詳細は、
ページを起動したデバイスに基づいて自動的に入力されます。
関連項目
•

PfR サイト間の詳細ページ

•

サイト間 PfR トポロジ

•

リンク コンテキスト ページの表示
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CHAPTER

14

無線テクノロジーのモニタリング
この章は、次の項で構成されています。
•

無線リソース管理のモニタリング

•

干渉源のモニタリング

•

メディア ストリームのモニタリング

•

未接続アクセス ポイントのトラブルシューティング

•

チョークポイントのモニタリング

•

WiFi TDOA レシーバのモニタリング

無線リソース管理のモニタリング
オペレーティング システムのセキュリティ ソリューションでは、無線リソース管理（RRM）機能
を使用して、すべての近隣アクセス ポイントを継続的にモニタし、不正アクセス ポイントを自
動的に検出します。
Cisco Unified Wireless Network に内蔵されている RRM は、RF 環境をモニタし、検出されたパ
フォーマンスの問題を動的に修正します。
Prime Infrastructure は、アクセス ポイントの送信電力またはチャネルが変化した際にトラップを
受信します。こうしたトラップ イベントまたは RF の再グループ化などの同様のイベントは、
Prime Infrastructure イベントに通知として記録され、イベント ディスパッチャによって保持され
ました。近隣のアクセス ポイントからの信号、干渉、ノイズ、負荷など、送信電力またはチャネル
の変化の理由は明らかではありませんでした。これらのイベントや統計を表示してトラブル
シューティングを実行できませんでした。
RRM 統計情報を使用して、障害のある場所を特定し、チャネルまたは電力レベルの変更につい
て考えられる理由を示すことができます。ダッシュボードでは、ネットワーク全体の RRM パ
フォーマンスの統計情報が表示され、イベントのグループ化に基づいてチャネル変更の理由が
予測されます。イベントのグループ化には次のものが含まれます。
•

パフォーマンスが最も低いアクセス ポイント

•

同じ RF グループ内のコントローラ間の設定の不一致

•

しきい値に基づいてアクセス ポイントによって検出されたカバレッジ ホール

•

コントローラによって検出されたプリカバレッジ ホール

•

最大電力で動作しているアクセス ポイントの比率
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（注）

RRM ダッシュボードの情報は、Lightweight アクセス ポイントのみで使用できます。

チャネルの変更通知
チャネルに変更が行われると、Prime Infrastructure RRM ダッシュボードに通知が送信されます。
チャネルの変更は、モードを [自動（auto）] または [オン デマンド（on demand）] に設定できる動的
チャネル割り当て（DCA）設定によって異なります。モードが [自動（auto）] の場合、この操作を許
可するすべての Lightweight アクセス ポイントに対し、チャネル割り当てが定期的に更新されま
す。モードが [オン デマンド（on demand）] に設定されている場合、要求に基づいてチャネル割り
当てが更新されます。DCA が静的である場合、動的チャネル割り当ては行われず、値はグローバ
ル デフォルトに設定されます。
チャネル変更のトラップが前のチャネル変更の後に受信されると、イベントは [チャネル改訂
済み（Channel Revised）] とマークされます。そうでない場合、[チャネル変更済み（Channel
Changed）] とマークされます。チャネル変更イベントには、複数の原因がある場合があります。
理由コードには、考えられる理由の数に関係なく、1 という係数が与えられます。たとえば、チャ
ネル変更が信号、干渉、またはノイズによって発生するとします。通知の理由コードは、すべて
の原因を対象として係数が変更されます。そのイベントの理由が 3 つある場合は、理由コードの
係数は理由 1 つあたり 1/3 または 0.33 に変更されます。10 件のチャネル変更イベントが同じ理
由コードである場合、3 つの原因すべてに同じ係数が与えられて、チャネル変更の原因が判定さ
れます。

送信電力変更通知
送信電力に変更が行われると、Prime Infrastructure RRM ダッシュボードに通知が送信されます。
送信電力変更の各イベントには、いくつかの理由があります。理由コードは、イベントが発生し
た理由の数に関係なく、1 という係数が与えられます。

RF グループ化通知
RRM がコントローラで実行されると、動的グループ化が行われ、新しいグループ リーダーが選
択されます。動的グループ化には、自動、オフ、およびリーダーの 3 つのモードがあります。グ
ループ化をオフにすると、動的グループ化は行われなくなり、各スイッチは自身の Lightweight
アクセス ポイント パラメータのみを最適化します。グループ化を自動にすると、スイッチはグ
ループを形成し、リーダーを選択してより適切な動的パラメータの最適化を実行します。自動グ
ループ化では、設定した間隔（秒）はグループ化アルゴリズムが実行される期間を示します。
（グ
ループ化アルゴリズムは、グループに変更があり、自動グループ化が有効である場合にも実行さ
れます）。

RRM ダッシュボード
RRM ダッシュボードは、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] >
[無線リソース管理（Radio Resource Management）] から使用できます。
このダッシュボードは、次の部分で構成されています。
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•

[RRM RF グループ サマリ（RRM RF Group Summary）] には、異なる RF グループの数が表示
されます。最新の RF グループ数を取得するには、設定の同期バックグラウンド タスクを実
行します。

•

[RRM 統計情報（RRM Statistics）] 部分には、ネットワーク全体の統計が表示されます。

•

[チャネル変更理由（Channel Change Reason）] 部分には、802.11a/b/g/n 無線のチャネルが変更
した理由が表示されます。
– 信号：他のいくつかの近隣する無線のチャネル品質が改善されたためにチャネルが変更

されました。他のいくつかの近隣無線のチャネル品質の改善により、アルゴリズムに
よって評価されるシステムのチャネル計画が改善しました。
– WiFi 干渉
– ロード
– レーダー
– ノイズ
– 永続的な WiFi 以外の干渉
– 主要な電波品質イベント
– その他
•

[チャネル変更（Channel Change）] には、完了したすべてのイベントが原因とともに表示され
ます。

•

[設定の不一致（Configuration Mismatch）] 部分には、リーダーとメンバの比較が表示されます。

•

[カバレッジ ホール（Coverage Hole）] 部分には、カバレッジ ホールがどれほど深刻かを評価
し、その位置を示します。

•

[最大電力パーセント時間（Percent Time at Maximum Power）] には、アクセス ポイントが最大
電力に達した時間の割合が表示され、これらのアクセス ポイントを示します。

次の統計情報が表示されます。
•

[チャネル変更総数（Total Channel Changes）]：チャネルが更新または変更されたかどうかに
関係なく、802.11a/b/g/n 無線のチャネル変更数の合計。カウントは、24 時間および 7 日間の期
間に分割されます。割合のリンクまたは [24 時間表示（24-hour）] 列の下にあるリンクをク
リックすると、そのアクセス ポイントのみの詳細を示すページが表示されます。

•

[設定の不一致の総数（Total Configuration Mismatches）]：24 時間に検出された設定の不一致数
の合計。

•

[カバレッジ ホール イベント総数（Total Coverage Hole Events）]：24 時間および 7 日間のカバ
レッジ ホール イベント数の合計。

•

[RF グループ数（Number of RF Groups）]：RF グループの総数（現在 Prime Infrastructure によっ
て管理されているすべてのコントローラから計算されます）。

•

[設定の不一致（Configuration Mismatch）]：24 時間に発生した設定の不一致を RF グループご
とにグループ リーダーの詳細とともに表示します。

•

[最大電力動作中の AP（APs at MAX Power）]：802.11a/n 無線のアクセス ポイントの割合を、
最大電力に達したすべてのアクセス ポイントの割合の合計として表示します。最大電力レ
ベルはプリセットされ、プリセット値を基準にして計算されます。
最大電力は、RRM ダッシュボードの 3 つの領域に表示されます。この最大電力の部分には、
現在の値が表示され、ポーリングされます。
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•

[チャネル変更理由（Channel Change Causes）]：802.11a/n 無線のグラフィック棒グラフ。グラ
フは、チャネル変更が行われた理由に基づいて作成されます。グラフは 2 つの部分に分割さ
れ、それぞれ 24 時間および 7 日間に発生するイベントを引き起こす理由の重み付けされた
理由の割合を示します。チャネル変更の各イベントにはいくつかの理由があり、その重みは
それらの理由に均等に分けられます。ネット理由コードは、イベントが発生した理由の数に
関係なく、1 という係数が与えられます。

•

[チャネル変更 - チャネルを変更した AP（Channel Change - APs with channel changes）]：チャネ
ル変更の各イベントには、Lightweight アクセス ポイントの MAC アドレスが含まれます。各
理由コードについて、チャネル イベントの重み付き理由に基づいて 802.11a/n アクセス ポイ
ントに発生したチャネル変更の多くが表示されます。カウントは、24 時間および 7 日間の期
間に分割されます。

•

[カバレッジ ホール - カバレッジホールを報告する AP（Coverage Hole - APs reporting
coverage holes）]：カバレッジ ホール イベント（しきい値に基づく）を生成した、IF Type 11 a/n
でフィルタされた上位 5 つのアクセス ポイントが表示されます。

•

[最大電力 AP 割合合計（Aggregated Percent Max Power APs）]：カバレッジ ホール イベントを
調整するために最大電力で動作している 802.11a/n Lightweight アクセス ポイントの割合の
合計を示すグラフィカルな進捗状況グラフ。カウントは、24 時間および 7 日間の期間に分割
されます。
この最大電力の部分はポーリング駆動で、最近 24 時間の値が表示されます。これは、15 分ご
とまたは無線パフォーマンスの設定に応じて発生します。

•

[最大電力パーセント時間（Percent Time at Maximum Power）]：最大電力で動作している上位
5 つの 802.11a/n Lightweight アクセス ポイントのリスト。
この最大電力の部分はイベント駆動で、最近 24 時間の値が表示されます。

干渉源のモニタリング
[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [干渉源（Interferers）]
ページでは、CleanAir 対応アクセス ポイントで検出された干渉デバイスをモニタできます。デ
フォルトでは、[干渉源検出 AP モニタリング（Monitoring AP Detected Interferers）] ページが表示
されます。
表 14-1 に、干渉源をモニタするために従うメニュー パスをリストします。
表 14-1

干渉源をモニタするためのメニュー パス

確認内容

参照先

AP に検出された干渉源

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロ
ジー（Wireless Technologies）] > [干渉源
（Interferers）]

AP に検出された干渉源の詳細

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロ
ジー（Wireless Technologies）] > [干渉源
（Interferers）] > Interferer ID

AP に検出された干渉源の詳細のロケーショ
ン履歴

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロ
ジー（Wireless Technologies）] > [干渉源
（Interferers）] > Interferer ID で、[コマンドの選
択（Select a command）] > [ロケーション履歴
（Location History）] の順に選択し、[移動（Go）]
をクリック
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関連項目
•

[AP に検出された干渉源（AP-detected interferer）] に関するフィールド リファレンス

•

[AP に検出された干渉源の詳細（AP-detected interferer details）] に関するフィールド リファレ
ンス

•

[AP に検出された干渉源の詳細のロケーション履歴（AP-detected interferer details location
history）] に関するフィールド リファレンス

検索結果表示の設定
[ビューの編集（Edit View）] ページでは、[AP が検出した干渉源のサマリ（AP Detected Interferers
Summary）] ページの列を追加、削除、並べ替えできます。[AP が検出した干渉源（AP Detected
Interferers）] ページの列を編集するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [干渉源（Interferers）] の
順に選択します。[AP が検出した干渉源（AP Detected Interferers）] ページが表示されます。この
ページには、CleanAir 対応アクセス ポイントにより検出された干渉源の詳細が表示されます。

ステップ 2

[ビューの編集（Edit View）] リンクをクリックします。

ステップ 3

アクセス ポイント表に新しい列を追加するには、左側の領域で、列見出しをクリックして選択し
ます。[表示（Show）] をクリックして、選択した列見出しを右側の領域へ移動します。右側の領域
にあるすべての項目が表に表示されます。

ステップ 4

アクセス ポイント表から列を削除するには、右側の領域で、削除する列見出しをクリックして選
択します。[非表示（Hide）] をクリックして、選択した列見出しを左側の領域へ移動します。左側
の領域にある項目はすべて、表に表示されません。

ステップ 5

[上へ（Up）] ボタンと [下へ（Down）] ボタンを使用して、表内での情報の並び順を指定します。目
的の列見出しを選択し、[上へ（Up）] または [下へ（Down）] をクリックして、現在のリスト内での
位置を上下に移動します。

ステップ 6

デフォルト表示に戻すには、[リセット（Reset）] をクリックします。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックして、変更内容を確定します。

RFID タグのモニタリング
[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [RFID タグ（RFID Tags）]
ページでは、タグの詳細の確認に加えて、タグ ステータスと Prime Infrastructure マップ上のロケー
ションをモニタできます。
このページは、Prime Infrastructure のロケーション バージョンのみで使用できます。
このセクションには、ロケーション アプライアンスにより検出されるタグについての情報が表
示されます。
[タグ サマリ（Tag Summary）] ページは、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless
Technologies）] > [RFID タグ（RFID Tags）] で使用できます。
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RFID タグの検索
特定のタグまたはすべてのタグを探すには、Prime Infrastructure の詳細検索機能を使用します。
タグを検索するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[高度な検索（Advanced Search）] をクリックします。

ステップ 2

[検索カテゴリ（Search Category）] ドロップダウン リストから、[タグ（Tags）] を選択します。

ステップ 3

必要な情報を入力します。選択したカテゴリによって、検索フィールドが変わることがあること
に注意してください。

ステップ 4

[実行（Go）] をクリックします。

RFID タグの検索結果の確認
検索結果を確認するには、検索結果ページでタグ ロケーションの MAC アドレスをクリックし
ます。
次の点に注意してください。
•

[タグ ベンダー（Tag Vendor）] オプションは、検索基準が [資産名（Asset Name）]、[資産カテゴ
リ（Asset Category）]、[資産グループ（Asset Group）]、または [MAC アドレス（MAC Address）]
の場合は表示されません。

•

テレメトリをサポートしているベンダー タグのみが表示されます。

•

[テレメトリ データ（Telemetry data）] オプションは、[タグの検索（Search for tags by）] オプ
ションで [MSE]（ロケーション サーバで選択）、[フロア エリア（Floor Area）]、または [屋外エ
リア（Outdoor Area）] が選択されている場合にのみ表示されます。

•

表示されるテレメトリ データはベンダー固有ですが、GPS の場所、バッテリ拡張情報、圧
力、温度、湿度、動作、ステータス、および緊急コードなど、いくつかの内容が共通して報告さ
れます。

•

資産情報、統計情報、ロケーション、およびロケーション通知の詳細が表示されます。

•

緊急データについては、CCX v1 に準拠したタグのみが表示されます。

タグ リストの表示
[タグ総数（Total Tags number）] リンクをクリックすると、該当するデバイス名のタグ リストが表
示されます。タグ リストには、MAC アドレス、資産の詳細、ベンダー名、モビリティ サービス エ
ンジン、コントローラ、バッテリ ステータス、およびマップ ロケーションが含まれています。
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メディア ストリームのモニタリング
メディア ストリームの設定をモニタするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [メディア ストリーム
（Media Streams）] の順に選択します。[メディア ストリーム（Media Streams）] ページが開き、コン
トローラ全体で設定されているメディア ストリームの一覧が表示されます。
[メディア ストリーム（Media Streams）] ページには、次の列を含む表が表示されます。
•

[ストリーム名（Stream Name）]：メディア ストリーム名。

•

[開始 IP（Start IP）]：マルチキャスト ダイレクト機能が有効になっているメディア ストリー
ムの開始 IP アドレス。

•

[終了 IP（End IP）]：マルチキャスト ダイレクト機能が有効になっているメディア ストリーム
の終了 IP アドレス。

•

[状態（State）]：メディア ストリームの動作状態。

•

[最大帯域幅（Max Bandwidth）]：メディア ストリームに割り当てられている最大帯域幅を示
します。

•

[プライオリティ（Priority）]：メディア ストリームに設定されているプライオリティ ビット
を示します。プライオリティは 1 ～ 8 の任意の数字です。値が小さいほど、プライオリティは
高くなります。たとえば、プライオリティ 1 が最も高く、値 8 は最も低くなります。

•

[違反（Violation）]：違反の場合に実行すべき処置を示します。表示される値は次のとおりです。
– [ドロップ
（Drop）]：定期的な再評価時にストリームがドロップされることを示します。
– [ベストエフォート
（Best Effort）]：定期的な再評価時にストリームがベストエフォート

クラスに降格されることを示します。

ステップ 2

•

[ポリシー（Policy）]：メディア ストリーム ポリシーを示します。取り得る値は [許可（Admit）]
または [拒否（Deny）] です。

•

[コントローラ（Controllers）]：指定されたメディア ストリームを使用するコントローラの数
を示します。

•

[クライアント（Clients）]：指定されたメディア ストリームを使用するクライアントの数を示
します。

メディア ストリームの詳細を表示するには、[ストリーム（Stream）] 列のメディア ストリーム名
をクリックします。[メディア ストリーム（Media Streams）] ページが表示されます。
[メディア ストリーム（Media Streams）] ページには、次のグループ ボックスが表示されます。
•

[メディア ストリーム詳細（Media Streams Details）]：メディア ストリームの設定情報が表示
されます。これには、[名前（Name）]、[開始アドレス（Start Address）]、[終了アドレス（End
Address）]、[最大帯域幅（Maximum Bandwidth）]、[動作ステータス（Operational Status）]、[平均
パケット サイズ（Average Packet Size）]、[RRC 更新（RRC Updates）]、[プライオリティ
（Priority）]、および [違反（Violation）] が含まれます。

•

[統計（Statistics）]：選択したメディア ストリームを使用するコントローラとクライアントの
数が表示されます。コントローラ数をクリックすると、選択したメディア ストリームを使用
するコントローラの一覧にアクセスできます。

•

[エラー（Error）]：エラー、最低 AP、およびその AP に対応するフロア マップが表示されます。

•

[クライアント数（Client Counts）]：各期間のクライアント数が表示されます。
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•

[障害クライアント数（Failed Client Counts）]：各期間に障害になったクライアント数が表示さ
れます。
クライアント情報は、時間ベースのグラフに表示されます。時間ベースのグラフでは、グラフ
ページの上部に、6 時間、1 日、1 週間、2 週間、4 週間、3 ヵ月、6 ヵ月、1 年、およびカスタムを表
示するリンク バーがあります。選択すると、そのタイム フレームのデータが取得され、対応
するグラフが表示されます。

未接続アクセス ポイントのトラブルシューティング
Lightweight アクセス ポイントは、初回起動時に、ワイヤレス LAN コントローラを検出して接続
を試みます。アクセス ポイントは、ワイヤレス コントローラに接続した後、必要に応じてそのソ
フトウェア イメージを更新し、デバイスとネットワークの構成の詳細をすべて受信します。アク
セス ポイントが正常にワイヤレス コントローラを接続した後、そのアクセス ポイントは Prime
Infrastructure で検出および管理できます。アクセス ポイントが正常にワイヤレス コントローラ
を接続するまで、そのアクセス ポイントは Prime Infrastructure で管理できないため、クライアン
ト アクセスを可能にする適切な設定は組み込まれません。
Prime Infrastructure は、アクセス ポイントがコントローラに接続できない理由を診断し、対処方
法を一覧表示するツールを提供しています。
[未接続 AP（Unjoined AP）] ページには、ワイヤレス コントローラに接続していないアクセス ポ
イントが一覧表示されます。このページには、未接続アクセス ポイントについて収集されたすべ
ての情報が含まれます。この情報には、名前、MAC アドレス、IP アドレス、コントローラの名前と
IP アドレス、アクセス ポイントの接続先のスイッチとポート、および接続が失敗した理由（判明
している場合）が含まれます。
未接続アクセス ポイントのトラブルシューティングを行うには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [未接続アクセス ポイ
ント（Unjoined Access Points）] を選択します。[未接続 AP（Unjoined APs）] ページが表示され、ワイ
ヤレス コントローラに接続できなかったアクセス ポイントの一覧が表示されます。

ステップ 2

診断するアクセス ポイントを選択し、[トラブルシュート（Troubleshoot）] をクリックします。ア
クセス ポイントに対して分析が実行され、アクセス ポイントがワイヤレス コントローラに接続
できなかった理由が特定されます。分析の実行後、[未接続 AP（Unjoined APs）] ページに結果が表
示されます。

ステップ 3

アクセス ポイントが複数のワイヤレス コントローラに接続しようとし、失敗した場合、それら
のコントローラが左ペインに一覧表示されます。コントローラを選択します。

ステップ 4

中央のペインで、問題を確認できます。このペインには、エラー メッセージとコントローラのロ
グ情報も一覧表示されます。

ステップ 5

右側のペインに、問題を解決するための推奨事項が表示されます。推奨処置を実行します。

ステップ 6

さらに問題を診断する必要がある場合、[未接続 AP（Unjoined APs）] ページから RTTS を実行で
きます。これにより、アクセス ポイントが同時に接続しようとしたすべてのワイヤレス コント
ローラからのデバッグ メッセージが表示されます。
RTTS を実行するには、テーブルの右側にある RTTS のアイコン（
）をクリックします。デバッ
グ メッセージがテーブルに表示されます。次に、メッセージを検証して、アクセス ポイントがコ
ントローラに接続できない原因を特定できるかどうかを判別できます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

14-8

OL-32122-01-J

第 14 章

無線テクノロジーのモニタリング
チョークポイントのモニタリング

チョークポイントのモニタリング
チョークポイントは、低周波の送信デバイスです。配置されたチョークポイントの範囲内をタグ
が通過すると、低周波電磁界がタグを認識し、チョークポイント デバイス ID を含むメッセージ
を Cisco Unified Wireless Network 経由で送信します。送信されるメッセージには、センサー情報
（温度や圧力など）が含まれます。チョークポイント ロケーション システムは、部屋レベルの精
度（ベンダーによって数インチから 2 フィートまで）を提供します。
チョークポイントは、チョークポイントのベンダーによって推奨されるとおりに設置および設
定されます。チョークポイントがインストールされ動作可能になったら、チョークポイントをロ
ケーション データベースに入力して、Prime Infrastructure マップ上に表示できます。
関連項目
•

[チョークポイント（Chokepoints）] ページのフィールド リファレンス

Prime Infrastructure データベースへのチョークポイントの追加
チョークポイントを Prime Infrastructure データベースに追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [チョークポイント
（Chokepoints）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [チョークポイントの追加（Add
Chokepoint）] を選択します。

ステップ 3

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

チョークポイントの MAC アドレスと名前を入力します。

ステップ 5

Entry または Exit チョークポイントを指定します。

ステップ 6

チョークポイントのカバレッジ範囲を入力します。
チョークポイントの範囲は、視覚的な表示のみです。これは製品固有です。実際の範囲は、該当す
るチョークポイント ベンダー ソフトウェアを使用して別個に設定する必要があります。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。
データベースにチョークポイントを追加したら、適切な Prime Infrastructure フロア マップに配置
できます。

Prime Infrastructure マップへのチョークポイントの追加
チョークポイントをマップに追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ワイヤレス マップ（Wireless Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] の順に選択
します。

ステップ 2

[マップ（Maps）
] ページで、チョークポイントのフロアの位置に対応するリンクをクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [チョークポイントの追加（Add
Chokepoints）] を選択します。
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ステップ 4

[実行（Go）] をクリックします。
[チョークポイントの追加（Add Chokepoints）] 概要ページには、データベースに追加されていて
もまだマップされていない、最近追加されたチョークポイントがすべて一覧表示されます。

ステップ 5

マップ上に配置するチョークポイントの横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
チョークポイント アイコンが左上角に配置されたマップが表示されます。これで、マップ上に
チョークポイントを配置する準備ができました。

ステップ 7

チョークポイント アイコンをクリックし、適切な位置までドラッグします。
チョークポイント アイコンを配置するためにクリックすると、選択したチョークポイントの詳
細ページにチョークポイントの MAC アドレス、名前、およびカバレッジ範囲が表示されます。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
新たに作成されたチョークポイント アイコンは、そのフロアの表示設定に応じて、マップに表示
される場合と表示されない場合があります。チョークポイントの周囲の輪は、カバレッジ領域を
示しています。CCX タグとそのアセットがカバレッジ領域内を通過すると、位置の詳細がブロー
ドキャストされ、タグはチョークポイント カバレッジ円上に自動的にマップされます。タグが
チョークポイントの範囲外に出ると、その位置は以前と同様に計算されるので、チョークポイン
トの輪の上にはマップされなくなります。
チョークポイントのマップ アイコンの上にマウス カーソルを移動すると、チョークポイントの
MAC アドレス、名前、Entry/Exit チョークポイント、スタティック IP アドレス、および範囲が表示
されます。

ステップ 9

チョークポイントがマップ上に表示されない場合は、[フロア設定（Floor Settings）] メニューにあ
る [チョークポイント（Chokepoints）] チェックボックスを選択します。
すべてのマップに対してこの表示条件を保存しない場合には、[設定を保存する（Save Settings）]
チェックボックスを選択しないでください。

ステップ 10

チョークポイント情報を適用するには、ネットワーク設計をモビリティ サービス エンジンまた
はロケーション サーバと同期します。

Prime Infrastructure データベースからのチョークポイントの削除
チョークポイントを Prime Infrastructure データベースから削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [チョークポイント
（Chokepoints）] の順に選択します。
削除するチョークポイントのチェックボックスを選択します。
[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[チョークポイントの削除
（Remove Chokepoints）] を選択します。

ステップ 4

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

[OK] をクリックして削除を実行します。
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Prime Infrastructure マップからのチョークポイントの削除
チョークポイントを Prime Infrastructure マップから削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ワイヤレス マップ（Wireless Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] の順に選択
します。

ステップ 2

[マップ（Maps）
] ページで、チョークポイントのフロアの位置に対応するリンクをクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[チョークポイントの削除
（Remove Chokepoints）] を選択します。

ステップ 4

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

[OK] をクリックして削除を実行します。

チョークポイントの編集
Prime Infrastructure データベースと適切なマップでチョークポイントを編集するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [チョークポイント
（Chokepoints）] の順に選択します。

ステップ 2

[MAC アドレス（MAC Address）] カラムで、編集するチョークポイントをクリックします。

ステップ 3

変更するパラメータを編集します。
チョークポイントの範囲は製品固有であり、チョークポイントのベンダーにより提供されます。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

WiFi TDOA レシーバのモニタリング
WiFi TDOA レシーバは、追跡対象のタグ付き資産から送信される信号を受信するように設計さ
れた外部システムです。その後これらの信号は、資産の位置計算に役立つよう、Mobility Services
Engine に転送されます。

WiFi TDOA レシーバによるタグ位置レポートの強化
TDOA レシーバは、到達時間差（TDOA）の方法を使用して、タグの位置を計算します。この方法
は、最小で 3 つの TDOA レシーバからのデータを使用して、タグ付き資産の位置を生成します。
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（注）

•

TDOA レシーバが使用中ではなく、パートナー エンジン ソフトウェアが Mobility Service
Engine にある場合は、タグの位置計算は、アクセス ポイントからの RSSI の読み取りを使用
して生成されます。

•

シスコのタグ エンジンは、アクセス ポイントからの RSSI 読み取りを使用してタグの位置を
計算できます。

Cisco Unified Wireless Network 内で TDOA レシーバを使用する前に、次の手順を実行する必要が
あります。
1.

ネットワークで Mobility Services Engine をアクティブにします。Prime Infrastructure への
MSE の追加を参照してください。

2.

TDOA レシーバを Prime Infrastructure データベースとマップに追加します。Prime
Infrastructure およびマップへの WiFi TDOA レシーバの追加を参照してください。

3.

Prime Infrastructure を使用して MSE でパートナー エンジン サービスをアクティブ化または
開始します。

4.

Prime Infrastructure と Mobility Services Engine を同期させます。Prime Infrastructure と MSE
の同期を参照してください。

5.

AeroScout システム マネージャを使用して TDOA レシーバを設定します。設定の詳細につい
ては、次の URL にある『AeroScout Context-Aware Engine for Tags, for Cisco Mobility Services
Engine User's Guide』を参照してください。
http://support.aeroscout.com

Prime Infrastructure およびマップへの WiFi TDOA レシーバの追加
AeroScout システム マネージャによって WiFi TDOA レシーバをインストールして設定し、パー
トナー ソフトウェアをモビリティ サービス エンジンにダウンロードすると、TDOA レシーバを
モビリティ サービス エンジンのデータベースに追加して、Prime Infrastructure マップ上に配置す
ることができます。
TDOA レシーバを Prime Infrastructure マップに追加した後で、Prime Infrastructure ではなく、
AeroScout システム マネージャ アプリケーションを使用して TDOA レシーバに対する設定の変
更を続行します。
設定オプションの詳細については、次の URL にある『AeroScout Context-Aware Engine for Tags,
for Cisco Mobility Services Engine User Guide』を参照してください。
http://support.aeroscout.com
TDOA レシーバを Prime Infrastructure データベースと適切なマップに追加するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [WiFi TDOA レシーバ
（WiFi TDOA Receivers）] の順に選択して、[すべての WiFi TDOA レシーバ（All WiFi TDOA
Receivers）] 概要ページを開きます。
現在の WiFi TDOA レシーバの詳細を表示または編集するには、[MAC アドレス（MAC Address）]
リンクをクリックして、詳細ページを開きます。

ステップ 2
ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[WiFi TDOA レシーバの追加
（Add WiFi TDOA Receivers）] を選択します。
[実行（Go）] をクリックします。
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ステップ 4

TDOA レシーバの MAC アドレス、名前、およびスタティック IP アドレスを入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして、TDOA レシーバ エントリをデータベースに保存します。
（注）

WiFi TDOA レシーバは、レシーバ ベンダー ソフトウェアを使用して別個に設定する必
要があります。

ステップ 6

[マップ（Maps）] > [ワイヤレス マップ（Wireless Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] の順に選択
します。

ステップ 7

[マップ（Maps）
] ページで、TDOA レシーバのフロアの位置に対応するリンクを選択します。

ステップ 8
ステップ 9

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[WiFi TDOA レシーバの追加
（Add WiFi TDOA Receivers）] を選択します。
[実行（Go）] をクリックします。
[すべての WiFi TDOA レシーバ（All WiFi TDOA Receivers）] 概要ページに、データベースには追
加されていても、まだマップされていない、最近追加したすべての TDOA レシーバがリストされ
ます。

ステップ 10

マップに追加するには、各 TDOA レシーバの横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 11

[OK] をクリックします。
TDOA レシーバ アイコンが左上隅に配置されたマップが表示されます。これで、マップ上に
TDOA レシーバを配置する準備ができました。

ステップ 12

TDOA レシーバ アイコンをクリックして、フロア マップ上の適切な場所にドラッグします。

ステップ 13

[保存（Save）] をクリックします。
新たに追加された TDOA レシーバのアイコンは、そのフロアの表示設定によって、マップに表示
される場合と表示されない場合があります。アイコンが表示されなかった場合は、ステップ 14
に進んでください。

ステップ 14

TDOA レシーバがマップ上に見当たらない場合は、[レイヤ（Layers）] をクリックして、マップ上
で表示できる要素の選択メニューを折りたたみます。

ステップ 15

[WiFi TDOA レシーバ（WiFi TDOA Receivers）] チェックボックスを選択します。
マップ上の TDOA レシーバの上にマウスのカーソルを置くと、そのレシーバの設定の詳細が表
示されます。

ステップ 16

[レイヤ（Layers）] ページを閉じるには、[X] をクリックします。
すべてのマップについてこの表示基準を保存する場合を除き、[レイヤ（Layers）] メニューから [設
定の保存（Save Settings）] を選択しないでください。

ステップ 17

モビリティ サービス エンジンにパートナー エンジン ソフトウェアをダウンロードします。
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ワイヤレス音声監査のモニタリング
Prime Infrastructure には、コントローラの設定を確認し、導入ガイドラインからの逸脱を Audit
Violation として強調表示するための、音声監査メカニズムが用意されています。1 回の操作で、最
大 50 台のコントローラで音声監査を実行できます。
音声監査を実行するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [ワイヤレス音声の監査（Wireless Voice Audit）] の順に選
択します。

ステップ 2

[コントローラ（Controllers）] タブをクリックして、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Reference Guide』
の「Voice Audit Field Descriptions」の項の説明に従って、フィールドに入力します。

ステップ 3

[ルール（Rules）] タブをクリックします。

ステップ 4

[VoWLAN SSID] テキスト ボックスに、適切な VoWLAN SSID を入力します。
（注）

ステップ 5

ステップ 6

赤い円は無効なルールを示します（データが不十分なため）。緑の円は有効なルールを示
します。

次のいずれかを実行します。
•

レポートを実行しないで設定を保存するには、[保存（Save）] をクリックします。

•

設定を保存し、レポートを実行するには、[保存して実行（Save and Run）] をクリックします。

レポート結果を表示するには [レポート（Report）] タブをクリックします。
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ワイヤレス音声診断のモニタリング
音声診断ツールは、リアルタイムでボイス コールを診断するインタラクティブ ツールです。こ
のツールは、コール制御エラー、クライアントのローミング履歴、および関連 AP で許可されたア
クティブ コールと拒否されたアクティブ コールの合計数をレポートします。
音声診断テストは複数のコントローラに対してプロビジョニングされます。つまり、ローミング
時に AP が複数のコントローラにアソシエートされた場合、音声診断ツールにより、アソシエー
トされたすべてのコントローラがテストされます。Prime Infrastructure は、AP が最大 3 つのフロ
アに配置されたコントローラでのテストをサポートしています。たとえば、Prime Infrastructure
マップに 1 ～ 4 のフロアがあり、すべての AP がコントローラ（WLC1、WLC2、WLC3 および
WLC4）に関連付けられ、Prime Infrastructure マップに配置されているとします。任意の AP のク
ライアントが最初のフロアで WLC1 に関連付けられ、音声診断テストがそのクライアントに対
して開始されると、テストは WLC2 および WLC3 に対してもプロビジョニングされます。
[音声診断（Voice Diagnostic）] ページには、以前に実行されたテストがリストされます（ある場
合）。このページのフィールドの詳細については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Reference Guide』
の「Voice Diagnostic Field Descriptions」の項を参照してください。
ドロップダウン リストの [コマンドの選択（Select a command）] から、新しいテストを開始する
か、既存のテストの結果を確認するか、またはテストを削除できます。

（注）

このツールは、ローミングをサポートするために、同じビルディング内のコントローラを、クラ
イアントのアソシエート AP ビルディングのコントローラとして認識し、すべてのコントローラ
の監視リストに追加します。このツールは、コントローラを設定するために、クライアントの現
在のアソシエーション AP の場所から上下 5 階のコントローラを検索します。コントローラの監
視リストの設定は、10 分で終わります。10 分後に、コントローラは監視リストからエントリを削
除します。
音声診断テストを実行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [ワイヤレス音声の診断（Wireless Voice Diagnostic）] の順
に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、新しいテストを選択し、[実行
（GO）] をクリックします。
（注）

ボイス コール診断の目的で最大 2 つのクライアントを設定できます。両方のクライアン
トを同じコールで診断すること、または別のコールで診断することができます。

ステップ 3

テスト名およびボイス コールを監視する期間を入力します。

ステップ 4

音声診断テストの対象となるデバイスの MAC アドレスを入力します。

ステップ 5

デバイス タイプを選択します。カスタム電話を選択した場合は、RSSI 範囲を入力します。

ステップ 6

[テスト開始（StartTest）] をクリックします。
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ワイヤレス設定の監査のモニタリング
[設定の監査の概要（Configuration Audit Summary）] ページを起動するには、[モニタ（Monitor）] >
[ツール（Tools）] > [ワイヤレス設定の監査（Wireless Configuration Audit）] の順に選択します。
このページには、次の概要が表示されます。
•

有効な設定グループの合計数：バックグラウンド監査用に設定され適用が有効になっている
テンプレート。

•

一致しないコントローラの合計数：最後の監査時に Prime Infrastructure とコントローラ間で
検出される設定の差異。

•

設定監査アラームの合計数：監査の矛盾が設定グループに施行されると生成されるアラー
ム。施行が失敗すると、設定グループに重大なアラームが生成されます。施行が成功すると、
設定グループにマイナー アラームが生成されます。アラームには監査レポートへのリンク
があり、各コントローラの矛盾のリストを表示できます。

•

最新の 5 つの設定監査アラーム：監査アラームのオブジェクト名、イベントのタイプ、日付と
時刻が含まれます。

[すべて表示（View All）] をクリックすると該当する [アラーム（Alarm）] ページが開き、すべての
設定監査アラームが表示されます。

Autonomous AP 移行分析のモニタリング
[移行分析の概要（Migration Analysis Summary）] ページを起動するには、[モニタ（Monitor）] > [ツー
ル（Tools）] > [Autonomous AP 移行分析（Autonomous AP Migration Analysis）] の順に選択します。
Autonomous アクセス ポイントは、すべての基準が合格ステータスの場合のみ移行できます。赤
い X は適格でないことを示し、緑のチェック マークは適格であることを示します。これらの列は
次のものを表しています。
•

[権限 15 基準（Privilege 15 Criteria）]：Autonomous アクセス ポイントの検出の一部として指定
された Telnet クレデンシャルは、権限 15 であることが必要です。

•

[ソフトウェア バージョン（Software Version）]：Cisco IOS 12.3(7)JA リリースからの変換のみ
がサポートされています。ただし、Cisco IOS 12.3(11)JA、Cisco IOS 12.3(11)JA1、Cisco IOS
12.3(11)JA2、および Cisco IOS 12.3(11)JA3 を除きます。

•

[ロール基準（Role Criteria）]：アソシエーション要求を送信するには、アクセス ポイントとコ
ントローラの間の有線接続が必要です。そのため、次の Autonomous アクセス ポイント ロー
ルが必要です。
– [ルート
（root）]
– [ルート アクセス ポイント
（root access point）]
– [ルート フォールバック リピータ
（root fallback repeater）]
– [ルート フォールバック シャットダウン
（root fallback shutdown）]
– [ルート アクセス ポイントのみ
（root access point only）]

•

[無線基準（Radio Criteria）]：デュアル無線アクセス ポイントの場合、1 つの無線の種類のみが
サポートされている場合でも変換を実行できます。
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ロケーション精度のモニタリング
Location Accuracy Tool を使用すると、不正でないクライアント、不正クライアント、干渉源、およ
びアセット タグの位置精度を分析できます。
位置精度を確認することによって、既存のアクセス ポイントの導入が、少なくとも 90 % の確率
で、10 m 以内にある要素の真の位置を推定できることを確認できます。
Location Accuracy Tool では、次のいずれかのテストを実行できます。
•

スケジュール設定された精度テスト：クライアント、タグ、干渉源がすでに展開されており、
無線 LAN インフラストラクチャにすでに関連付けられている場合に使用します。クライア
ント、タグ、干渉源がすでに事前に配置されている場合は、テストが定期的なスケジュールに
基づいて実行できるように、スケジュール設定されたテストを設定して保存できます。

•

オンデマンド精度テスト：要素はアソシエートされているが、事前に配置されていない場合
に使用します。オンデマンド テストを使用すると、多数のさまざまな位置のクライアント、
タグ、および干渉源の位置精度をテストできます。通常は、少数のクライアント、タグ、干渉源
の位置精度をテストするために使用します。

両方のテストとも、1 つのページで設定および実行されます。

Location Accuracy Tool の有効化
スケジュール設定済みおよびオンデマンドの Location Accuracy Tool のテスト機能を使用するに
は、Prime Infrastructure で [詳細デバッグ（Advanced Debug）] オプションを有効にする必要があり
ます。[詳細デバッグ（Advanced Debug）] オプションが有効になっていない場合、Location
Accuracy Tool は [モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] メニューに選択肢として表示されません。
Prime Infrastructure で [詳細デバッグ（Advanced Debug）] オプションを有効にするには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

Prime Infrastructure で、[マップ（Maps）] > [ワイヤレス マップ（Wireless Maps）] > [サイト マップ
（Site Maps）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プロパティ（Properties）] を選
択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

詳細デバッグ モードを有効にするには、[有効（Enabled）] チェックボックスをオンにします。
[OK] をクリックします。
（注）

[詳細デバッグ（Advanced Debug）] がすでに有効になっている場合は、さらに操作を行う
必要はありません。[キャンセル（Cancel）] をクリックします。

新しいスケジュール設定された精度テストまたはオンデマンドの精度テストの作成、最後の実行
のログのダウンロード、すべてのログのダウンロード、現在の精度テストの削除を行うには、[ロ
ケーション精度（Location Accuracy）] ページの [コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウ
ン リストを使用します。
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（注）

•

[精度テスト（Accuracy Tests）] 概要ページから精度テストのログをダウンロードできます。こ
れを行うには、精度テストを選択し、[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リ
ストから、[ログのダウンロード（Download Logs）] または [最後の実行のログのダウンロード
（Download Logs for Last Run）] を選択します。[実行（Go）] をクリックします。

•

[ログのダウンロード（Download Logs）] オプションは、選択したテストのすべての精度テス
トのログをダウンロードします。

•

[最後の実行のログのダウンロード（Download Logs for Last Run）] オプションは、選択したテ
ストの最新のテスト実行のログのみをダウンロードします。

ロケーション精度テストのスケジューリング
不正でないクライアント、不正クライアント、干渉源、およびアセット タグの現在の位置の精度
を確認するには、スケジュール設定された精度テストを使用します。[精度テスト（Accuracy
Tests）] > [結果（Results）] でテスト結果の PDF を取得できます。[スケジュール設定されたロケー
ション精度（Scheduled Location Accuracy）] レポートには、次の情報が含まれています。
•

さまざまなエラー範囲内の要素の割合を説明する概要の位置精度レポート。

•

エラー距離ヒストグラム。

•

累積エラー分布グラフ。

•

エラー距離経時グラフ。

•

位置精度がテストされた各 MAC アドレスの概要（実際の位置とエラー距離の記載付き）、お
よび各 MAC の空間精度（実際の位置対計算された位置）と経時的エラー距離を示すマップ
の概要が表示されます。

ロケーション精度テストをスケジュール設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）
] > [ツール（Tools）] > [ロケーション精度（Location Accuracy）
] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a Command）] ドロップダウン リストから [新規のスケジュール設定され
た精度テスト（New Scheduled Accuracy Test）] を選択します。

ステップ 3

テスト名を入力します。

ステップ 4

対応するドロップダウン リストからエリア タイプ、ビルディング、およびフロアを選択します。

（注）

ステップ 5

キャンパスは、デフォルトでルート領域として設定されています。この設定を変更する必
要はありません。

日、時、分を入力して、テストの開始時間および終了時間を選択します。時間は、24 時間表記で入
力します。

（注）

テスト開始時間を入力する場合には、マップ上にテストポイントを配置するためにテス
ト開始前に十分な時間があることを確認します。
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ステップ 6

テスト結果の宛先を選択します。
（電子メール オプションを選択する場合は、まず目的の電子メー
ル アドレスの SMTP メール サーバを定義する必要があります。[管理者（Administrator）] > [設定
（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [メール サーバ設定（Mail Server Configuration）] の
順に選択して、適切な情報を入力します）。

ステップ 7

[テスト ポイントの配置（Position Test Points）] をクリックします。

ステップ 8

フロア マップで、位置精度を確認する各クライアント、タグ、および干渉源の隣のチェックボッ
クスをオンにします。
[MAC アドレス（MAC Address）] チェックボックスをオンにすると、2 つのアイコンがマップに表
示されます。一方のアイコンは実際の位置を表し、もう一方のアイコンは報告された位置を表し
ています。要素の実際の位置が報告された位置と同じではない場合、その要素の実際の位置アイ
コンをマップ上の正しい位置にドラッグします。
（報告された位置はドラッグできません）。

ステップ 9 （オプション）
一覧表示されないクライアント、タグ、または干渉源の MAC アドレスを入力する

には、[新規の MAC の追加（Add New MAC）] チェックボックスをオンにして MAC アドレスを入
力し、[実行（Go）] をクリックします。
新しく追加された要素のアイコンがマップに表示されます。要素が別のフロアのロケーション
サーバ上にある場合は、左端の隅（0,0 の位置）にアイコンが表示されます。
ステップ 10

すべての要素が配置されたら、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 11

[OK] をクリックして、確認ダイアログボックスを閉じます。
[精度テスト（Accuracy Tests）] 概要ページに戻ります。

ステップ 12

テスト結果を確認するには、テスト名をクリックし、表示されるページで [結果（Results）] タブを
クリックして、[保存済みレポート（Saved Report）] の下の [ダウンロード（Download）] をクリック
します。

オンデマンド ロケーション精度テストの実行
要素はアソシエートされているが事前に配置されていない場合に、オンデマンド精度テストを
実行できます。オンデマンド テストを使用すると、多数のさまざまな位置のクライアント、タグ、
および干渉源の位置精度をテストできます。通常は、少数のクライアント、タグ、干渉源の位置精
度をテストするために使用します。[精度テスト（Accuracy Tests）] > [結果（Results）] でテスト結果
の PDF を取得できます。[オンデマンド精度（On-Demand Accuracy）] レポートには、次の情報が含
まれています。
•

さまざまなエラー範囲内の要素の割合を説明する概要の位置精度レポート。

•

エラー距離ヒストグラム

•

累積エラー分散グラフ

オンデマンド精度テストを実行するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [ロケーション精度（Location Accuracy）
] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[新規のオンデマンド精度テス
ト（New On demand Accuracy Test）] を選択します。

ステップ 3

テスト名を入力します。
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ステップ 4

対応するドロップダウン リストからエリア タイプ、ビルディング、およびフロアを選択します。

（注）

ステップ 5

キャンパスは、デフォルトでルート領域として設定されています。この設定を変更する必
要はありません。

テスト結果の宛先を選択します（電子メール オプションを選択する場合は、まず目的の電子メー
ル アドレスの SMTP メール サーバを定義する必要があります。[管理者（Administrator）] > [設定
（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [メール サーバ設定（Mail Server Configuration）]
の順に選択して、適切な情報を入力します）。

ステップ 6

[テスト ポイントの配置（Position Test Points）] をクリックします。

ステップ 7

特定の位置の位置精度と RSSI をテストするには、左側のドロップダウン リストからクライアン
ト、タグ、または干渉源を選択します。選択したオプション（クライアント、タグ、または干渉源）
のすべての MAC アドレスのリストが、右側のドロップダウン リストに表示されます。

ステップ 8

ドロップダウン リストから MAC アドレスを選択し、赤色の十字線をマップ位置に移動して、マ
ウスをクリックして配置します。

ステップ 9

[ズーム パーセンテージ（Zoom percentage）] ドロップダウン リストから、マップのズーム パーセ
ンテージを選択します。
[X] および [Y] テキスト ボックスには、マップ内の赤色の十字線の位置に基づいて座標が入力さ
れます。

ステップ 10

[開始（Start）] をクリックして精度データの収集を開始し、[停止（Stop）] をクリックして収集を終
了します。テストを終了する前に少なくとも 2 分間テストを実行してください。

ステップ 11

マップ上にプロットする各テストポイントについてステップ 7 ～ステップ 10 を繰り返します。

ステップ 12

テストポイントのマッピングを終了したら [結果の分析（Analyze Results）] をクリックし、その
ページの [結果（Results）] タブをクリックするとレポートが表示されます。

パケット キャプチャのモニタリング
複数の NAM からデータを集約する以外に、ライセンス済みの保証機能を持つ Prime
Infrastructure では、複数の NAM および ASR を使用してネットワーク障害をアクティブに管理
およびトラブルシューティングすることが簡単になります。詳細は、パケット キャプチャを使
用したネットワーク トラフィックのモニタリングとトラブルシューティングを参照してくだ
さい。
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パフォーマンス グラフの表示
デバイスとインターフェイスの主要業績評価指標（KPI）を比較するには、[モニタ（Monitor）] > [モ
ニタリングツール（Monitoring Tools）] > [パフォーマンス グラフ（Performance Graphs）] を選択しま
す。指定した時間にわたって表示させるデバイスまたはインターフェイスのメトリックを選択で
きます。これにより、パフォーマンス グラフでパフォーマンスを迅速にモニタできます。

パフォーマンス グラフの作成
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [パフォーマンス グラフ
（Performance Graphs）] を選択します。
このページに初めてアクセスした際に、オーバーレイ ヘルプ ウィンドウに有用な情報が表示さ
れます。

ステップ 2

左フレームの上部にある次のいずれかのタブを選択します。
•

[デバイス（Devices）]：パフォーマンス グラフを作成する対象のデバイスを選択できます。

•

[インターフェイス（Interfaces）]：パフォーマンス グラフを作成する対象のインターフェイス
を選択できます。

選択内容に応じて、そのデバイス タイプまたはインターフェイス タイプで使用可能なメトリッ
クが [メトリック（Metrics）] パネルに表示されます。
ステップ 3

パフォーマンスを測定するメトリックの上にカーソルを移動し、メトリックをクリックして
ウィンドウの [グラフ（Graphs）] 部分にドラッグします。
オーバーレイ ヘルプ ウィンドウに、アイコン、日付範囲、その他の情報に関する説明が表示され
ます。

関連項目
•

1 つのパフォーマンス グラフにおける複数のメトリックの表示

•

パフォーマンス グラフのオプション
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1 つのパフォーマンス グラフにおける複数のメトリックの表示
1 つのパフォーマンス グラフに複数のメトリックを表示させるのが適切な場合もあります。た
とえば、CPU 使用率のスパイクを表示する際に、メモリ使用率をパフォーマンス グラフに追加
すると、CPU 使用率の変化によりメモリ使用率が影響を受けたかどうか確認できます。
1 つのパフォーマンス グラフに最大 10 個のメトリックを追加できます。
ステップ 1
ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [パフォーマンス グラフ
（Performance Graphs）] を選択します。
左フレームの上部にある次のいずれかのタブを選択します。
•

[デバイス（Devices）]：パフォーマンス グラフを作成する対象のデバイスを選択できます。

•

[インターフェイス（Interfaces）]：パフォーマンス グラフを作成する対象のインターフェイス
を選択できます。

選択内容に応じて、そのデバイス タイプまたはインターフェイス タイプで使用可能なメトリッ
クが [メトリック（Metrics）] パネルに表示されます。
ステップ 3

パフォーマンスを測定するメトリックの上にカーソルを移動し、メトリックをクリックして
ウィンドウの [グラフ（Graphs）] 部分にドラッグします。

ステップ 4

同じグラフに 2 番目のメトリックを追加するには、追加するメトリックの上にカーソルを移動
し、メトリックをクリックして、前のステップでメトリックを追加したのと同じグラフまでド
ラッグします。
1 つのグラフで複数のメトリックを使用しないようにするには、[グラフ（Graphs）] ウィンドウ下
部の [ここに項目をドロップ（Drop item here）] と表示されている個所にメトリックをドラッグす
ると、同じページに新しいグラフを作成できます。

ステップ 5

[デバイス 360° 表示（Device 360° View）] を起動するには、グラフの上部にある IP アドレス ハイ
パーリンクをクリックします。

関連項目
•

パフォーマンス グラフの作成

•

パフォーマンス グラフのオプション

パフォーマンス グラフのオプション
パフォーマンス チャートの上部にある [表示（Show）] メニューを使用して、次のグラフ表示オプ
ションを変更することができます。
•

[凡例オプション（Legend Options）]：凡例の表示または非表示を指定します。

•

[凡例の表示（Show Legends）]：凡例をパフォーマンス チャートの右側に表示するか、上部に
表示するかを指定します。

•

[アラームの表示（Show Alarms）]：アラームを表示するかどうかを指定します。色付きのフラ
グがパフォーマンス グラフに表示され、その時点でアラームが発生したことを示します。ア
ラームの詳細を表示するには、色付きのフラグをクリックします。

•

[設定変更の表示（Show Config Changes）]：設定変更を表示するかどうかを指定します。デバ
イスの設定がその時点で変更されたことを示す黒いフラグが、パフォーマンス グラフに表
示されます。設定変更の詳細を表示するには、フラグをクリックします。
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また、グラフの上部にある矢印をクリックすると、パフォーマンス グラフをエクスポートして印
刷できます。
パフォーマンス グラフ ページの右上にある [切り離し（Detach）] をクリックすると、新しいブラ
ウザ ウィンドウにパフォーマンス グラフが表示されます。これにより、1 つのウィンドウで操作
を実行しながら、別のウィンドウでパフォーマンス グラフを引き続きモニタできます。
関連項目
•

パフォーマンス グラフの作成

•

1 つのパフォーマンス グラフにおける複数のメトリックの表示
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トラブルシューティング
Cisco Prime Infrastructure は、エンドユーザのネットワーク アクセスをモニタリングしてトラブ
ルシューティングするために以下の高度な機能を備えています。
以下の項では、いくつかの一般的なトラブルシューティング タスクについて説明します。
•

シスコのヘルプの利用

•

エンドユーザのネットワーク セッションのステータスの確認

•

認証および許可に関するトラブルシューティング

•

ネットワーク接続のトラブルシューティング

•

ネットワーク接続デバイスのトラブルシューティング

•

サイト ネットワーク デバイスのトラブルシューティング

•

ユーザ アプリケーションとサイトの帯域幅利用率に関するトラブルシューティング

•

ユーザの問題に関するトラブルシューティング

•

ユーザ エクスペリエンスのトラブルシューティング

•

ブランチ オフィスへの音声/ビデオ配信のトラブルシューティング

•

未接続アクセス ポイントのトラブルシューティング

•

ワイヤレスのパフォーマンス問題に関するトラブルシューティング

シスコのヘルプの利用
Prime Infrastructure には、ネットワーク オペレータがシスコのエキスパートと連絡を取りながら
問題を診断して解決するための便利なツールが用意されています。Prime Infrastructure からサ
ポート ケースを開いたり、ケースを追跡したりできます。問題のトラブルシューティングで支援
が必要な場合は、Prime Infrastructure を通して次の操作が可能です。
•

シスコ サポート コミュニティに接続して、ディスカッション フォーラムを表示したり、参
加したりする。シスコ サポート コミュニティの起動を参照してください。

•

シスコ テクニカル サポートを利用してサポート ケースを開く。サポート ケースを開くを参
照してください。
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シスコ サポート コミュニティの起動
Prime Infrastructure を使用すれば、オンライン シスコ サポート コミュニティ内のディスカッ
ション フォーラムにアクセスしたり、参加したりできます。このフォーラムは、問題の診断と解
決に関する情報を見つけるのに役立ちます。
フォーラムにアクセスまたは参加するには、Cisco.com のユーザ名とパスワードを入力する必要
があります。
シスコ サポート コミュニティを起動するには、次の手順に従います。
ステップ 1

ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms & Events）] をクリックしてアラームを選択し、[トラブルシュート（Troubleshoot）] > [サ
ポート フォーラム（Support Forum）] の順に選択します。
シスコ サポート コミュニティ フォーラム ページで、表示されるディスカッションを絞り込むに
は、追加の検索パラメータを入力します。

サポート ケースを開く
Prime Infrastructure を使用すれば、サポート要求を開いたり、サポート ケースを追跡したりでき
ます。Prime Infrastructure では、サポート ケースに付加すべき重要なコンテキスト情報を容易に
収集できるため、サポート ケースの作成時間が短縮されます。
サポート ケースを開いたり、シスコ サポート コミュニティにアクセスしたりするには、次の要
件を満たす必要があります。
•

Prime Infrastructure サーバ上でインターネット直接接続を準備する

•

Cisco.com のユーザ名とパスワードを入力する

サポート ケースを開くには、次の手順に従います。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms & Events）] を選択し、アラームが発生したデバイスの IP アドレスの上にマウス カーソ
ルを移動します。

ステップ 2

デバイス 360 度ビューで、[アクション（Actions）] ドロップダウン メニューから [サポート リク
エスト（Support Request）] を選択します。

ステップ 3

Cisco.com ユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 4

[ログイン（Login）] をクリックします。

ステップ 5

[サポート ケースの更新または作成（Update or Create a Support Case）] ウィンドウで [作成
（Create）] をクリックします。
Prime Infrastructure がデバイスに関する情報を収集し、情報を取得できるフィールドにデータを
入れます。組織のトラブル チケット システムに対応したトラッキング番号を入力できます。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックして、問題の説明を入力します。
デフォルトで、デバイスから入手可能な情報が Prime Infrastructure によって入力されます。Prime
Infrastructure は、デバイスに関する技術的情報、設定の変更、過去 24 時間のすべてのデバイス イ
ベントなどの必要な支援文書を自動的に作成します。また、ローカル マシンからファイルをアッ
プロードすることもできます。
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ステップ 7

[サービス リクエストの作成（Create Service Request）] をクリックします。

エンドユーザのネットワーク セッションのステータスの
確認
エンドユーザがヘルプ デスクに電話する際、通常、その苦情はあまり具体的ではありません（「ロ
グインできない」とか「ネットワークがとても遅い」など）。そのため、担当者はユーザの現在の
ネットワーク セッションの状況を全体的に把握し、問題と関係のあるセッションを特定して、そ
の詳細を調べる必要があります。
たとえば、ユーザがどのようにネットワークに接続しているか、このユーザには複数のエンドポ
イントがあるか（エンドポイントとしてラップトップ、デスクトップ、iPad、iPhone、または
Android の可能性がある）などです。
はじめる前に

この機能を使用するための要件：
•

ISE サーバとの統合（エンドポイント情報にアクセスするため）。

•

LDAP との統合（エンドユーザに関する情報を表示するために）。

エンドユーザのセッション ステータスを確認するには：
ステップ 1

システム検索フィールド（検索方法を参照）に、問題が発生しているユーザ（またはクライアン
ト）の名前を入力します。一致する複数の名前がある場合は、結果リストから適切なユーザ名を
選択します。

ステップ 2

[ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] を起動します。
通常、このビューでは、エンドユーザの現在の情報と、そのユーザの現在の（または最近終了し
た）全ネットワーク セッションに関する情報を得ることができます。

認証および許可に関するトラブルシューティング
[ユーザ 360 ° ビュー（User 360° View）] を使用すると、ネットワーク アクセスに対するエンド
ユーザの認証や許可について可能性がある問題を特定できます。
たとえば認証の問題（ユーザ パスワードが拒否される場合など）が生じたり、許可の問題が生じ
たりすることがあります（「ゲスト」や「隔離」などのポリシー カテゴリにユーザが分類され、結果
として予期しない動作が発生する場合など）。
はじめる前に

この機能を使用するには、ISE サーバと統合する必要があります。
ネットワークをトラブルシューティングするには：
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ステップ 1

そのユーザの [ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] を開き、[認証プロファイル（Authorization
Profile）] の値を確認します。この値は顧客定義のニーモニック文字列であるため、明確な情報が
含まれていないことがあります（「standard_employee」、
「standard_BYOD」、
「Guest」など）。

ステップ 2

このフィールドがリンクである場合は、リンクをクリックして、ユーザの許可プロファイルに関
する情報を表示します。この情報に基づいて以下を実行します。

ステップ 3

•

エンドユーザが適切なポリシー カテゴリに関連付けられている場合、この手順は完了です。

•

エンドユーザが適切なポリシー カテゴリに関連付けられていない場合は、
（ ISE 管理者、ヘ
ルプ技術者などに）問題を引き継ぐか、Prime Infrastructure の外部でアクションを実行して、
ユーザが現在のポリシー カテゴリ（許可プロファイル）に分類されている理由を調査でき
ます。

認証エラーの兆候があるかどうかを調べます（認証の失敗は、パスワードの期限切れなど、さま
ざまな原因で発生します）。認証エラーは視覚的に表示されるので、認証エラーに関連する詳細
を確認できます。この時点で、
（ISE 管理者、ヘルプ技術者などに）問題を引き継ぐ必要が生じる場
合があります。

ネットワーク接続のトラブルシューティング
アクセス ポートのエラー（有線）や無線に関する問題（ワイヤレス）など、ネットワークに接続す
るエンドユーザに問題があるかどうかを調べるには、以下の手順を実行します。
ネットワーク接続をトラブルシューティングするには：
ステップ 1

そのユーザの [ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] を開き、[クライアントの詳細に移動（Go to
Client Details）] アイコンをクリックします。

ステップ 2

問題が検出済みであれば、問題のトラブルシューティングをそれ以上続ける必要はないかもし
れません。その場合、問題について記録して、次の段階のサポート担当者に引き継ぐだけで十分
でしょう。クライアントの詳細なトラブルシューティングを続行する場合は、[ユーザ 360 度
ビュー（User 360° View）] を終了し、クライアントとユーザの完全なトラブルシューティング
ページを起動します（[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [クライア
ントおよびユーザ（Clients and Users）] を選択）。

ネットワーク接続デバイスのトラブルシューティング
エンドユーザのネットワーク接続デバイスやポートがネットワーク セッションの問題を引き起
こしている可能性がある場合は、次の手順を実行して、関連するアクティブ アラームやエラー状
態をトラブルシューティングします。
ステップ 1

コントローラ、スイッチ、アクセス ポイント、サイトに関して入手可能な、エンドユーザのネット
ワーク接続デバイスやポートに関連する既存のアクティブ アラームやエラー状態を表示するに
は、ユーザの [ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] を開き、[アラーム（Alarms）] タブをクリック
します。

ステップ 2

問題が検出済みかどうかを確認するには、[クライアントの詳細に移動（Go to Client Details）] ア
イコンをクリックします。
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ステップ 3

問題が検出済みであれば、問題のトラブルシューティングをそれ以上続ける必要はないかもし
れません。その場合、現状を記録して、次の段階のサポート担当者に引き継ぐだけで十分でしょ
う。クライアントの詳細なトラブルシューティングを続行する場合は、[ユーザ 360 度ビュー
（User 360° View）] を終了し、クライアントとユーザの完全なトラブルシューティング ページを
起動します（[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよ
びユーザ（Clients and Users）] を選択）。

サイト ネットワーク デバイスのトラブルシューティング
エンドユーザのサイトに含まれるネットワーク接続デバイスがネットワーク セッションの問題
を引き起こしている可能性がある場合は、次の手順を実行して、関連するアクティブ アラームや
エラー状態が存在するかどうかを調べます。
ステップ 1

エンドユーザのサイトに含まれるネットワーク接続デバイスに関連する既存のアクティブ ア
ラームやエラー状態を表示するには、そのユーザの [ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] を開
き、[アラーム（Alarms）] タブをクリックします。

ステップ 2

次のいずれかを選択して表示できます。
•

サイトのアクティブ アラームのリスト

•

すべてのサイト デバイスのリスト（アラーム表示付き）

•

サイトのトポロジ マップ（アラーム表示付き）

ステップ 3

サイトの問題が検出済みの場合は、サイト ロケーションの横にアラーム アイコンが表示されま
す。そのサイトに関連するアラームをすべて表示するには、アイコンをクリックします。

ステップ 4

問題が検出済みであれば、問題のトラブルシューティングをそれ以上続ける必要はないかもし
れません。その場合、現状を記録して、次の段階のサポート担当者に引き継ぐだけで十分でしょ
う。クライアントの詳細なトラブルシューティングを続行する場合は、[ユーザ 360 度ビュー
（User 360° View）] を終了し、クライアントとユーザの完全なトラブルシューティング ページを
起動します（[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよ
びユーザ（Clients and Users）] を選択）。

ユーザ アプリケーションとサイトの帯域幅利用率に関す
るトラブルシューティング
インターフェイス ダッシュボードで、あるサイト エンドユーザの帯域幅使用率が高いことが示
される場合は、次の手順を実行して、そのユーザが消費しているアプリケーションと、ユーザ所
有の特定のエンドポイントで各アプリケーションが消費している帯域幅を特定します。
はじめる前に

この機能を使用するための要件：
•

ISE サーバとの統合（エンドポイント情報にアクセスするため）。

•

有線セッションの場合は、AAA アカウンティング情報が ISE に送信されること。

•

セッション情報（NetFlow/NAM データ、保証ライセンス）が使用可能であること。
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ユーザの問題に関するトラブルシューティング

ステップ 1

ステップ 2

エンド ユーザがアクセスしているアプリケーション、およびそのユーザのデバイスに対するア
プリケーションの応答時間を表示するには、ユーザの [ユーザの 360 度ビュー（User 360° View）]
を開き、[アプリケーション（Applications）] タブをクリックします。
[アプリケーション（Applications）] タブには、エンドユーザがアクセスするアプリケーションに
関する情報が表示されます（トラブルシューティングを参照）。エンドユーザが消費しているア
プリケーションの帯域幅使用率（カンバセーションで消費される帯域幅）など、アプリケーショ
ンに関する詳細情報を表示するには、[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス
（Performance）] > [アプリケーション（Application）] を選択します。

ユーザの問題に関するトラブルシューティング
[ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] を使用して、ユーザから報告された問題をトラブル
シューティングできます。

表 17-1

ステップ 1

任意のページの [検索（Search）] フィールドで、エンドユーザの名前を入力します。

ステップ 2

[検索結果（Search Results）] ウィンドウで、[ユーザ名（User Name）] 列のエンドユーザ名にマウス
カーソルを移動し、表示される [ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] アイコンをクリックしま
す（図 A-6 を参照）。

ステップ 3

表示された [ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] で、表 17-1 に示す情報を使って問題の発生個
所を特定します。

[ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] によるユーザの問題の診断

収集するデータ

[ユーザ 360 度ビュー
（User 360°
View）] でクリックする項目

ユーザが接続しているデバイスに
関する情報（エンドポイント、場
所、接続、セッション情報など）。

[ユーザ 360 度ビュー（User 360°
View）] の上部にあるデバイス アイ
コンをクリックします。

リンクをクリックすると追加情報が表示
されます。たとえば、ISE を起動するには
[認証プロファイル（Authorization Profile）]
リンクをクリックできます。認証および
許可に関するトラブルシューティングを
参照してください

ユーザが接続しているデバイスに
関連するアラーム

ユーザ 360 度ビューの上部にあるデ
バイス アイコンをクリックし、[ア
ラーム（Alarms）] タブをクリックし
ます。

[クライアントのトラブルシュート
（Troubleshoot Client）] アイコン（
）を
クリックして、クライアントのトラブル
シューティングに移動します。

ユーザが接続しているデバイスで
実行中のアプリケーション

ユーザ 360 度ビューの上部にあるデ
バイス アイコンをクリックし、[アプ
リケーション（Applications）] タブを
クリックします。

特定ユーザのエンドユーザ データを
フィルタリングして表示するには、アプ
リケーションをクリックします。ユーザ
エクスペリエンスのトラブルシューティ
ングを参照してください。

その他の情報
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ユーザ エクスペリエンスのトラブルシューティング
エンドユーザからアプリケーションへのアクセスに関する問題が報告された場合は、ユーザ
360 度ビューを使用して、ユーザ エクスペリエンスをトラブルシューティングします。
はじめる前に

この機能を使用するには、セッション情報（Netflow/NAM データ、保証ライセンス）が使用可能で
ある必要があります。
ステップ 1

ステップ 2

エンド ユーザがアクセスしているアプリケーション、およびそのユーザのデバイスに対するア
プリケーションの応答時間を表示するには、ユーザの [ユーザの 360 度ビュー（User 360° View）]
を開き、[アプリケーション（Applications）] タブをクリックします。
[アプリケーション（Applications）] タブには、エンドユーザがアクセスするアプリケーションに
関する情報が表示されます（ユーザの問題に関するトラブルシューティングを参照）。アプリ
ケーションの詳細情報を表示するには、[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス
（Performance）] > [アプリケーション（Application）] を選択します。

ブランチ オフィスへの音声/ビデオ配信のトラブル
シューティング
アプリケーション サービスの配信に関する問題を診断して解決するには、ネットワーク サービ
スにおけるユーザ エクスペリエンスと、これらのサービスを配信する基盤ハードウェア デバイ
ス、インターフェイス、デバイス構成との関係をネットワーク オペレータが突き止める必要があ
ります。これは、音声やビデオのような RTP ベースのサービスで特に難しくなります。サービス
停止などの重大な問題よりもむしろ、サービス品質に関して特別な要件が課されるためです。

（注）

この機能を使用するには、Prime Infrastructure の実装に保証ライセンスを含める必要があります。
Prime Infrastructure に保証機能がライセンス付与されている場合は、この種のトラブルシュー
ティングを簡単に行うことができます。次に標準的なシナリオに基づくワークフローを示しま
す。まずユーザがブランチ（支社）オフィスでの低品質な音声や途切れがちなビデオ再生につい
てネットワーク オペレーション デスクに苦情を訴えます。最初にオペレータは、RTP アプリ
ケーションのパフォーマンスに影響を与えるジッターやパケット損失の問題が実際に存在して
いることを確認します。さらにユーザは、同じブランチの他のユーザにも同じ問題が発生してい
ることを確認します。次にオペレータは、本社の音声/ビデオ中央サーバとローカル ブランチを
接続するエッジ ルータの WAN インターフェイスに輻輳が見られるかを確認します。調査を進
めるうちに、ある不明な HTTP アプリケーションが WAN インターフェイスの大部分の帯域幅を
占め、データ ドロップの原因になっていることが判明します。その場合、オペレータは不明なア
プリケーションの DSCP 分類を変更し、不適切な帯域幅の流用を防止できます。

ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [エンド ユーザ エクスペリエ
ンス（End User Experience）] の順に選択します。

ステップ 2

[フィルタ（Filters）] の横のセクションで次の項目を指定します。
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未接続アクセス ポイントのトラブルシューティング

•

低品質のサービスを訴えているユーザのクライアント マシンの IP アドレス。

•

問題が発生した期間。

•

問題のあるアプリケーションの ID。

[実行（Go）] をクリックすると、これらのパラメータに基づいて詳細ダッシュボード情報がフィ
ルタリングされます。
ステップ 3

[平均パケット損失（Average Packet Loss）] を表示して、問題が発生しているクライアントのジッ
ターとパケット損失の統計情報を確認します。

ステップ 4

[ユーザ サイトの概要（User Site Summary）] を表示して、同じサイトの他のユーザでも同じアプ
リケーションの同じ問題が発生していることを確認します。

ステップ 5

[ユーザ サイトの概要（User Site Summary）] の [デバイス到達可能性（Device Reachability）] で、ブ
ランチのエッジ ルータにマウス カーソルを移動します。Prime Assurance の [デバイス IP（Device
IP）] 列にデバイスの 360 度ビュー アイコンが表示されます。アイコンをクリックして、360 度
ビューを表示します。

ステップ 6

360 度ビューで、[アラーム（Alarms）] タブをクリックして WAN インターフェイスのアラームを
表示するか、[インターフェイス（Interfaces）] タブで、輻輳している WAN インターフェイスとそ
のインターフェイスで動作中の上位アプリケーションを表示します。

未接続アクセス ポイントのトラブルシューティング
Lightweight アクセス ポイントは、初回起動時に、ワイヤレス LAN コントローラを検出して接続
を試みます。ワイヤレス コントローラに接続した後、アクセス ポイントは必要に応じてそのソ
フトウェア イメージを更新し、デバイスとネットワークの構成の詳細をすべて受信します。アク
セス ポイントが正常にワイヤレス コントローラを接続するまで、Prime Infrastructure はそのアク
セス ポイントを管理できず、クライアント アクセスを可能にする適切な設定が含まれません。
Prime Infrastructure には、アクセス ポイントがコントローラに接続できない理由を診断し、対処
方法を一覧表示するツールがあります。

（注）

この機能を使用するには、Prime Infrastructure の実装に保証ライセンスを含める必要があります。
[未接続 AP（Unjoined AP）] ページには、ワイヤレス コントローラに接続していないアクセス ポ
イントが一覧表示されます。未接続アクセス ポイントについて収集されたすべての情報が、この
ページに含まれています。この情報には、名前、MAC アドレス、IP アドレス、コントローラの名前
と IP アドレス、アクセス ポイントの接続先のスイッチとポート、および接続に失敗した理由（判
明している場合）が含まれます。
未接続アクセス ポイントをトラブルシューティングするには：

ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [未接続アクセス ポイ
ント（Unjoined Access Points）] を選択します。

ステップ 2

[未接続 AP（Unjoined APs）] ページで、診断するアクセス ポイントを選択して [トラブルシュート
（Troubleshoot）] をクリックします。

ステップ 3

トラブルシューティング分析を実行した後、[未接続 AP（Unjoined APs）] ページで結果を確認し
ます。
アクセス ポイントが複数のワイヤレス コントローラへの接続を試みて失敗した場合には、それ
らのコントローラが左ペインに一覧表示されます。
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ステップ 4

ステップ 5

コントローラを選択し、中央のペインで以下を確認します。
•

問題の説明

•

エラー メッセージのリスト

•

コントローラ ログ情報

右側のペインで問題を解決するための推奨事項を確認し、推奨されている処置を実行します。

ステップ 6 （任意）
問題をさらに診断するには、テーブルの右側にある RTTS アイコン（

）をクリックし、[未
接続 AP（Unjoined AP）] ページから RTTS を実行します。テーブルに表示されたデバッグ メッセー
ジを調べて、アクセス ポイントがコントローラに接続できない原因を特定します。

未接続のアクセス ポイントをトラブルシューティングする場合の RTTS デバッグ コマンド
表 17-2 は、従来のコントローラと NGWC コントローラのための RTTS デバッグ コマンドを示し
ています。
表 17-2

従来のコントローラと NGWC コントローラの RTTS デバッグ コマンド

コントローラ
レガシー

NGWC

コマンド
•

debug capwap info enable

•

debug dot1x all enable

•

debug mobility directory enable

•

debug capwap ap error

•

debug dot1x events

•

debug capwap ios detail

ワイヤレスのパフォーマンス問題に関するトラブル
シューティング
エンドユーザからワイヤレス デバイスの問題が報告された場合は、[サイト（Site）] ダッシュボー
ドを使用して、問題が発生している AP を判別できます。
はじめる前に

この機能を使用するには、セッション情報（Netflow/NAM データ、保証ライセンス）が使用可能で
ある必要があります。
ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [サイト（Site）] を選択して、問
題が発生したクライアントが属するサイトを表示します。

ステップ 2

このサイトの問題が発生している AP を表示するには、[設定（Settings）] アイコンをクリック
し、[最もビジーなアクセス ポイント（Busiest Access Points）] の横にある [追加（Add）] をクリッ
クします。

ステップ 3

[最もビジーなアクセス ポイント（Busiest Access Points）] ダッシュレットまでスクロール ダウン
します。次の操作が可能です。
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物理および仮想データセンター コンポーネントの根本原因およびインパクト分析

•

デバイスの上にマウスを移動すると、デバイス情報が表示されます。[デバイス 360 度ビュー
（Device 360° View）] からのデバイスの詳細の取得を参照してください。

•

AP 名をクリックして [AP] ダッシュボードに移動すると、AP フィルタリング オプションを
使ってクライアント数やチャネル使用率などの AP の詳細を表示できます。さらに、保証ラ
イセンスを所有している場合は、上位 N 個のクライアントと上位 N 個のアプリケーション
も表示できます。

•

AP の SNMP ポーリングに基づく使用率。

•

Assurance NetFlow データに基づくボリューム情報（保証ライセンスがある場合）。たとえば、
AP ごとのトラフィック量を表示できます。

物理および仮想データセンター コンポーネントの根本原
因およびインパクト分析
物理サーバでは、Prime Infrastructure によって管理されている UCS B シリーズおよび C シリーズ
サーバのリストが表示されます。このテクニカル パックを適用すると、物理サーバで稼動してい
るホスト/ハイパーバイザも表示されます（対応する Vcenter が追加されている場合のみ）。
Cisco UCS Server Schematic では、UCS デバイスの完全なアーキテクチャが表示されます。[概略
図（Schematic）] タブに拡大可能なグラフが表示され、シャーシやブレードなど、UCS デバイスの
さまざまな要素が示されます。シャーシまたはブレードの横にある動作ステータス アイコンに
マウスを移動すると、要素の概要を表示できます。また、各要素（シャーシまたはブレード）を記
号化した動作ステータス アイコンをクリックすると、後続の接続が表示されます。ホストとその
VM が Prime Infrastructure によって管理されている場合は、動作ステータス アイコンをクリック
すると、それらとの接続を確認できます。[概略図（Schematic）] ビューには、データセンター コン
ポーネントの動作ステータスと関連アラームもまた表示されます。これらを使用してアプリ
ケーション配信エラーの根本原因をトレースし、Cisco UCS デバイスの UCS ハードウェア問題
を特定することができます。

UCS ハードウェアの問題のトラブルシューティング
アプリケーション配信エラーの根本原因をトレースして、Cisco UCS B シリーズや C シリーズ
サーバの UCS ハードウェアの問題を特定するには、次の手順を実行します。ファブリック イン
ターコネクト ポート、シャーシまたはブレードのいずれに問題があるかを特定できます。
UCS シャーシ、ブレード サーバ、ファブリック インターコネクト ポートにおける問題を特定す
るには：
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [コンピューティング デバイ
ス（Compute Devices）] を選択します。

ステップ 2

[コンピューティング デバイス（Compute Devices）] ペインで [Cisco UCS サーバ（Cisco UCS
Servers）] を選択します。

ステップ 3

[Cisco UCS サーバ（Cisco UCS Servers）] ペインで、障害がある UCS デバイスに対応する展開アイ
コンをクリックして [構造図（Schematic）] を開き、UCS シャーシとブレードの相互接続、シャー
シのアップ/ダウン ステータス、およびブレード サーバを表示します。
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ステップ 4

[シャーシ（Chassis）] タブをクリックして、障害があるシャーシの名前の上にマウス カーソルを
移動し、[シャーシの 360 度ビュー（Chassis 360° View）] アイコンをクリックして、電源モジュー
ルとファン モジュールのアップ/ダウン ステータスを表示します。

ステップ 5

[サーバ（Servers）] タブをクリックして、障害があるブレード サーバの名前の上にマウス カーソ
ルを移動し、[サーバの 360 度ビュー（Server 360° View）] アイコンをクリックします。
[サーバの 360 度ビュー（Server 360° View）] には、プロセッサの数、メモリ容量、アダプタのアッ
プ/ダウン ステータス、ネットワーク インターフェイス カード（NIC）、ホット バス アダプタ
（HBA）など、ブレード サーバの詳細情報が表示されます。

ステップ 6

[ネットワーク（Network）] タブをクリックし、ポート チャネル、イーサネット インターフェイス、
vEthernet、vFabric チャネルなど、ファブリック インターコネクトのネットワーク インターフェ
イス全体の詳細を表示します。

ステップ 7

[IO モジュール（IO Modules）] タブをクリックし、バックプレーン ポートとファブリック ポート
の動作ステータスを表示します。

ファブリック インターコネクト ポートの帯域幅問題を特定するには：
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

[すべてのデバイス（All Devices）] ペインで障害がある UCS デバイスをクリックします。

ステップ 3

ファブリック インターコネクト スイッチに対応する展開アイコンをクリックします。

ステップ 4

[固定モジュール（Fixed Modules）] をクリックし、ファブリック インターコネクト ポートの動作
ステータスを表示します。

ステップ 5

[インターフェイス（Interfaces）] をクリックし、ファブリック インターコネクト ポートとイン
ターフェイスの動作ステータスを表示します。これは、[コンピューティング デバイス（Compute
Devices）] ページの [ネットワーク（Network）] タブに表示されるファブリック インターコネクト
ポートとインターフェイスの動作ステータスと同じです。

ファブリック インターコネクト ポートの帯域幅の表示
[概要（Overview）] および [パフォーマンス（Performance）] ダッシュボードの [トップ N のイン
ターフェイス使用率（Top-N Interface Utilization）] ダッシュレットを使用すると、ファブリック イ
ンターコネクト ポートまたはファブリック インターコネクト ポート グループの詳細を表示で
きます。ファブリック インターコネクトを UCS シャーシに接続するポートでの過剰な帯域幅使
用が、Cisco UCS の低速化などのアプリケーション パフォーマンスの問題を引き起こしている
かどうかを確認するには、次の手順を実行します。
帯域幅使用率の詳細を表示するには、ファブリック インターコネクト ポート グループを作成
し、ダッシュレットでそのポート グループを選択することを推奨します。
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ファブリック インターコネクト ポートでの過剰な帯域幅使用を確認するには：
ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [インターフェイス（Interface）]
を選択し、[インターフェイス（Interface）] ドロップダウン リストから UCS デバイス インターフェ
イスを選択します。
または
[ダッシュボード（Dashboard）] > [概要（Overview）] > [ネットワーク インターフェイス（Network
Interface）] を選択します。

ステップ 2

[設定（Settings）] アイコン（ を参照）をクリックし、[ダッシュレットを追加（Add Dashlets）] を選択
します。

ステップ 3

[トップ N のインターフェイス使用率（Top N Interface Utilization）] ダッシュレットを選択し、[追
加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

ファブリック インターコネクト ポート グループが作成済みの場合は、以下を実行します。
a.

[トップ N のインターフェイス使用率（Top N Interface Utilization）] ダッシュレットで [ダッ
シュレット オプション（Dashlet Options）] アイコンをクリックします。

b.

[ポート グループ（Port Group）] でファブリック インターコネクト ポート グループを選択
し、[保存して閉じる（Save and Close）] をクリックします。

[トップ N のインターフェイス使用率（Top N Interface Utilization）] ダッシュレットに、使用率が
最大のインターフェイスのリストが表示されます。また、このダッシュレットには、ファブリッ
ク インターコネクト ポートの平均データ送受信と最大データ送受信の詳細も表示されます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

17-12

OL-32122-01-J

CHAPTER

18

複数の Prime Infrastructure インスタンスの
モニタリング
次の 3 つの状況では、複数の Cisco Prime Infrastructure インスタンスを使ってネットワークを適
切に管理することができます。
•

ネットワーク内のデバイスをいくつかの論理グループに分類して、それぞれのグループを異
なる Prime Infrastructure インスタンスで管理する場合。たとえば、1 つのインスタンスでネッ
トワーク内のすべての有線デバイスを管理し、別のインスタンスですべてのワイヤレス デ
バイスを管理することができます。

•

ネットワークを管理するには現在実行している 1 つの Prime Infrastructure インスタンスで十
分であるが、1 つ以上のインスタンスを追加すると、CPU とメモリの負荷が複数インスタン
ス間で分散し、Prime Infrastructure のパフォーマンスが向上すると考えられる場合。

•

世界中に存在するサイトからなるネットワークに、別の Prime Infrastructure インスタンスを
追加することで、各サイトを管理してデータを個別に保持する。

複数の Prime Infrastructure インスタンスがネットワークで動作している場合、オペレーション セ
ンターからそれらのインスタンスをモニタできます。この章では、オペレーション センターを使
用する場合の標準的なワークフローについて説明します。このワークフローは、次の作業からな
ります。
•

オペレーション センターのダッシュボードの表示

•

ネットワークのモニタリング

•

レポートの実行

これらのタスクおよび関連タスクの詳細については、関連項目を参照してください。
関連項目
•

オペレーション センターのセットアップ

•

オペレーション センターのダッシュボードの表示

•

オペレーション センターを使用したネットワークのモニタリング

•

オペレーション センターによるレポートの実行
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オペレーション センターのダッシュボードの表示
オペレーション センターには、オペレーティング センター固有の追加的なダッシュボードが備
わっており、それを使用するとネットワークのステータスを迅速に判断し、さらに注意を必要と
する問題を識別できます。オペレーション センターのダッシュレットには集約データが表示さ
れます。次のタイプのダッシュボードを使用できます。
•

ネットワークの主要な分野の現在のステータスをまとめた概要ダッシュボード。

•

ネットワーク全体で記録されたすべてのアラームおよびイベントをレポートするインシデ
ント ダッシュボード。

特定のダッシュボードとそれを構成するダッシュレットにアクセスするには、メインの [オペ
レーションセンター（Operations Center）] ページで該当するタブをクリックするか、または [ダッ
シュボード（Dashboard）] メニューからダッシュボードを選択します。
ダッシュボードとダッシュレットの使用およびカスタマイズに関する一般情報については、関
連項目「Prime Infrastructure ユーザ インターフェイスのリファレンス」を参照してください。
関連項目
•

オペレーション センターのセットアップ

•

オペレーション センターを使用したネットワークのモニタリング

•

付録 A「Prime Infrastructure ユーザ インターフェイスのリファレンス」

•

オペレーション センターに関してよく寄せられる質問

オペレーション センターを使用したネットワークのモニ
タリング
オペレーション センターで使用可能なさまざまなダッシュボードを表示した後、ネットワーク
の状況をより詳しく確認することができます。特に、以下の項目をモニタできます。
•

このネットワークに属するデバイス。

•

それらのデバイスを管理する Prime Infrastructure サーバ。

•

ネットワークで発生したアラーム、イベント、その他のインシデント。

•

ネットワークを使用するように設定されたクライアントおよびユーザ。

次の関連項目では、これらの項目についてさらに詳しく説明します。
関連項目
•

オペレーション センターを使用したデバイスのモニタリング

•

オペレーション センターでの仮想ドメインの使用

•

オペレーション センターを使用した Prime Infrastructure サーバの管理およびモニタリング

•

オペレーション センターでの Prime Infrastructure サーバのステータスの概要の表示

•

オペレーション センターを使用したアラームおよびイベントの表示

•

オペレーション センターを使用したクライアントおよびユーザの表示

•

オペレーション センターを使用した Prime Infrastructure の相互起動

•

オペレーション センターのダッシュボードの表示
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オペレーション センターを使用したデバイスのモニタリング
[モニタ（Monitor）] > [管理対象要素（Managed Elements）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）] の順に選択して、オペレーション センターの [ネットワークデバイス（Network
Devices）] ページを開きます。ここでは、Prime Infrastructure インスタンスが管理しているネット
ワークに属するすべてのデバイスの情報を表示できます。この情報には、デバイスのホスト名/IP
アドレス、現在の到達可能性ステータス、およびインベントリ データがそのデバイスから正常に
収集された最終時刻が含まれます。
最初に [ネットワークデバイス（Network Devices）] ページを開くと、すべてのネットワーク デバ
イスが表示されます。表示されるデバイスを絞り込むには、次のいずれかの操作を実行します。
•

[デバイスグループ（Device Group）] ペインから、該当するデバイス タイプ、ロケーション、ま
たはユーザ定義グループを選択します。

•

カスタム フィルタを適用するか、または [表示（Show）] ドロップダウン リストから定義済み
フィルタを 1 つ選択します。オペレーション センターに備わっているカスタム フィルタを
使用すると、管理対象インスタンス全体で重複するデバイスを表示できます。フィルタの使
用方法の詳細については、関連項目「クイック フィルタの実行」を参照してください。

•

特定のデバイスを検索します。詳細については、関連項目「検索方法」を参照してください。

オペレーション センターの [ネットワークデバイス（Network Devices）] ページからデバイスを削
除すると、そのデバイスをモニタしているすべての管理対象 Prime Infrastructure インスタンスか
らもデバイスが削除されます。
関連項目
•

クイック フィルタの実行

•

検索方法

•

オペレーション センターを使用したネットワークのモニタリング

•

オペレーション センターでの仮想ドメインの使用

オペレーション センターでの仮想ドメインの使用
関連項目「ユーザ アクセスの制御」で説明しているように、この機能を使用すると、オペレーショ
ン センターの管理者は管理対象 Prime Infrastructure インスタンスで仮想ドメインを定義するこ
とができます。[仮想ドメイン（Virtual Domains）] ページが変更されて、管理対象 Prime
Infrastructure インスタンスで定義された各仮想ドメインをオペレーション センター管理者が確
認できるようになります。ドメインのリストが統合されて、オペレーション センターに表示され
ます。
オペレーション センターで管理されているすべての Prime Infrastructure インスタンスで使用で
きるすべての仮想ドメインをオペレーション センターから表示できます。
また、オペレーション センター自体から仮想ドメインを作成または編集することもできます。同
じ仮想ドメインが複数の Prime Infrastructure インスタンスでアクティブな場合、オペレーション
センターには仮想ドメインが一度表示され、すべての管理対象 Prime Infrastructure インスタンス
上で同じ名前を持つすべてのアクティブな仮想ドメインのデータがそこに集約されます。
インスタンスが存在する場合（または到達可能な状態にある場合）にのみ、仮想ドメインを作成
できます。[仮想ドメイン（Virtual Domain）] には管理対象ネットワーク要素のみが表示されるた
め、[仮想ドメイン（Virtual Domains）] 内のネットワーク要素の数は、Prime Infrastructure に比べて
限定的です。
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オペレーション センターを使用して作成した仮想ドメインは、オペレーション センターが管理
する Prime Infrastructure のすべてのインスタンスで複製されることに注意してください。選択し
たネットワーク要素が特定のインスタンスに存在しない場合は、空の仮想ドメインが作成され
ます。
オペレーション センターの中から仮想ドメインを作成および編集する方法は、Prime
Infrastructure の 1 つのインスタンスで仮想ドメインを作成および編集する方法と同じです。仮想
ドメインの追加、編集および表示に関する詳細については、関連項目「仮想ドメインを使用した
アクセスの制御」を参照してください。
関連項目
•

ユーザ アクセスの制御

•

仮想ドメインを使用したアクセスの制御

•

オペレーション センターを使用したネットワークのモニタリング

•

オペレーション センターを使用したデバイスのモニタリング

•

オペレーション センターを使用した Prime Infrastructure サーバの管理およびモニタリング

•

新しいインスタンスでの既存の仮想ドメインの作成

•

オペレーション センターでサポートされる最大仮想ドメイン数

オペレーション センターでサポートされる最大仮想ドメイン数
Prime Infrastructure 3.0 のオペレーション センターには Express OVA を使用することを推奨し
ます。Express OVA では、オペレーション センターでサポートされる仮想ドメインの最大数は
100 です（Prime Infrastructure インスタンスの仮想ドメインを含む）。また、サポートされる仮想
ドメインの数に基づいて、オペレーション センターのサーバの CPU とメモリをより高度な設
定に強化することもできます。さらに詳しく理解するには、
『 Cisco Prime Infrastructure 3.0 Quick
Start Guide』を参照し、ハードウェア プロファイルのメトリックとそれぞれサポートされる仮
想ドメイン数を確認してください。
関連項目

オペレーション センターでの仮想ドメインの使用
新しいインスタンスでの既存の仮想ドメインの作成

新しいインスタンスでの既存の仮想ドメインの作成
オペレーション センターで、新しいインスタンスに既存の仮想ドメインを作成するには、次の手
順に従います。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [仮想ドメイン（Virtual Domains）] の順に選択します。

ステップ 2

[仮想ドメイン（Virtual Domains）] サイドバー メニューから、新しいインスタンスで作成する既存
の仮想ドメインをクリックします。

ステップ 3

[管理対象サーバ（Managed Servers）] タブをクリックします。

ステップ 4

[すべてのサーバに配布（Distribute to All Servers）] をクリックします。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。
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関連項目
•

ユーザ アクセスの制御

•

オペレーション センターでの仮想ドメインの使用

•

オペレーション センターでサポートされる最大仮想ドメイン数

オペレーション センターでのロールベース アクセス コントロールの
サポート
オペレーション センターでのロールベース アクセス コントロール（RBAC）のサポートにより、
複数の管理対象インスタンスからのデバイス コレクションを仮想ドメイン経由でユーザに関連
付けることができます。この機能によって、[サーバのモニタリングと管理（Monitor and Manage
server）] ページへのアクセス、管理対象インスタンスの追加、変更または削除、レポートを生成し
特定のダッシュレットに入力するための Nbi 権限の提供などの権限を、特定のユーザに割り当
てることができます。
オペレーション センターで RBAC（ロールベース アクセス コントロール）を有効にするには、次
の手順に従います。
ステップ 1

Prime Infrastructure に管理者としてログインします。

ステップ 2

[管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、およびAAA（Users, Roles, & AAA）] >
[ユーザグループ（User Groups）] の順に選択します。

ステップ 3

RBAC を提供する対象となるグループ名をクリックします。

ステップ 4

[タスク権限（Task Permissions）] タブをクリックします。

ステップ 5

オペレーション センター タスクで次のチェックボックスをオンにします。
•

サーバのモニタリングと管理ページのアクセス（Monitor and Manage Servers Page Access）

•

サーバの管理とモニタリング ページの管理権限（Administrative Privileges under Manage
and Monitor Server Pages）

•

Nbi セキュリティ例外（Nbi Security Exception）

これらのオプションは、管理者およびスーパー ユーザではデフォルトで有効になっています。
ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

ユーザ アクセスの制御

•

オペレーション センターでの仮想ドメインの使用

•

オペレーション センターでサポートされる最大仮想ドメイン数
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オペレーション センターを使用した Prime Infrastructure サーバの管
理およびモニタリング
[サーバの管理とモニタリング（Manage and Monitor Servers）] ページを開くには、[モニタ
（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [サーバの管理とモニタリング（Manage
and Monitor Servers）] の順に選択します。ここでは、次の操作が可能です。
•

新しい Prime Infrastructure サーバの追加（ライセンス制限まで）。

•

現在の Prime Infrastructure サーバの編集、削除、アクティブ化および非アクティブ化。

•

各サーバの到達可能性、ネットワーク遅延、CPU 使用率、メモリ使用率、ソフトウェア アップ
デートのステータスとセカンダリ サーバの詳細（設定されている場合）、ライセンスの数、お
よび Prime Infrastructure インスタンスに生成されたアラームの表示。

•

ダウンしているサーバの特定。

•

アラームとイベントの表示。

•

個々の Prime Infrastructure インスタンスへの相互起動

•

バックアップ サーバが実行中かどうかの確認。管理者は Prime Infrastructure の高可用性
（HA）フレームワークを使ってバックアップ Prime Infrastructure サーバを設定できます。こ
れにより、関連付けられているプライマリ サーバがダウンした際にこのサーバが自動的に
オンラインになり、操作を引き継ぎます。Prime Infrastructure の HA フレームワークの詳細に
ついては、関連項目の「ハイ アベイラビリティの設定」を参照してください。管理者は、
「ハイ
アベイラビリティをセットアップする前に」に記載されているオペレーション センターで
の HA の使用に関する制限事項に従う必要があります。

サーバの到達可能性ステータスとは別に、注目すべき 3 つのサーバ メトリックがあります。
•

ネットワーク遅延

•

CPU 使用率

•

メモリ使用率

サーバに 1 秒を超えるネットワーク遅延がある場合、または CPU やメモリの使用率が 80% を超
える場合は、そのサーバに問題が存在する可能性があります。
サーバのステータスが [到達不能（Unreachable）] と表示されている場合、[?] アイコンが到達可能
性ステータス メッセージの横に表示されます。マウス カーソルをアイコンの上に合わせると、
サーバのステータスに関して考えられる原因を示すポップアップ メッセージ表示されます（た
とえばサーバを ping できない、API 応答（遅延）が非常に遅い、SSO が正しく設定されないなど）。
関連項目
•

ハイ アベイラビリティの設定

•

ハイ アベイラビリティをセットアップする前に

•

オペレーション センターを使用したネットワークのモニタリング

•

オペレーション センターでの仮想ドメインの使用

•

オペレーション センターでの Prime Infrastructure サーバのステータスの概要の表示

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

18-6

OL-32122-01-J

第 18 章

複数の Prime Infrastructure インスタンスのモニタリング
オペレーション センターを使用したネットワークのモニタリング

オペレーション センターでの Prime Infrastructure サーバのステータ
スの概要の表示
開いているダッシュボードまたはページから移動することなく Prime Infrastructure サーバの現
在のステータスを表示するには、[サーバステータスの概要（Server Status Summary）] を使用しま
す。これを開くには、オペレーション センターのメイン ページの上部にある [サーバステータス
（Server Status）] 領域の任意の部分にカーソルを置きます。ここから、現在ダウンしているサーバ
があるかどうかをすぐに判断できます。また、選択したサーバ用に別の Prime Infrastructure イン
スタンスを起動することもできます。
関連項目
•

オペレーション センターを使用したネットワークのモニタリング

•

オペレーション センターを使用した Prime Infrastructure の相互起動

オペレーション センターを使用したアラームおよびイベントの表示
[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームとイベント（Alarms and
Events）] の順に選択して、[アラームとイベント（Alarms and Events）] ページを開きます。ここか
ら、ネットワークのアラーム、イベント、および syslog メッセージの包括的なリストを表示でき
ます。また、1 つまたは複数のアラームを選択すると、それらのアラームが確認済みであるかどう
か判断したり、それらをさらに詳細に記述するメモを追加したり、ページからそれらを削除した
りできます。
[アラームサマリー（Alarm Summary）] には、管理対象の Prime Infrastructure インスタンスから集
約されたクリティカル アラーム、メジャー アラーム、およびマイナー アラームの数が表示され
ます。
ここに表示されるアラーム、イベントおよび syslog メッセージを絞り込むには、以下のいずれか
を実行します。
•

[デバイスグループ（Device Group）] ペインから、該当するデバイス タイプ、ロケーション、ま
たはユーザ定義グループを選択します。

•

カスタム フィルタを適用するか、または [表示（Show）] ドロップダウン リストから定義済み
フィルタを 1 つ選択します。フィルタの使用方法の詳細については、関連項目「クイック
フィルタの実行」を参照してください。

•

特定のアラームまたはイベントを探します。詳細については、関連項目「検索方法」を参照し
てください。

•

[アラームブラウザ（Alarm Browser）] 画面にカーソルを合わせると、管理対象の Prime
Infrastructure インスタンスのアラームの合計数が表示されます。また、アラームの確認応答、
注釈付け、および削除を行うこともできます。そのアクションは、各 Prime Infrastructure イン
スタンスに複製されます。

関連項目
•

クイック フィルタの実行

•

検索方法

•

オペレーション センターを使用したネットワークのモニタリング

•

オペレーション センターを使用したクライアントおよびユーザの表示

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

18-7

第 18 章

複数の Prime Infrastructure インスタンスのモニタリング

オペレーション センターによるレポートの実行

オペレーション センターを使用したクライアントおよびユーザの表示
[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントとユーザ（Clients
and Users）] の順に選択して、[クライアントとユーザ（Clients and Users）] ページを開きます。こ
のページには、すべての管理対象 Prime Infrastructure インスタンスの集約されたクライアント
が含まれています。ここから、クライアントの MAC アドレス、クライアントに関連付けられて
いるユーザ、クライアントをホストするデバイスの名前など、ネットワーク上で設定されたク
ライアントの情報を表示できます。クライアントに対応するオプション ボタンをクリックする
と、[クライアントとユーザ（Clients and Users）] ページの下部で、そのクライアントの詳細情報
にアクセスできます。ここに表示されるクライアントのリストを絞り込むには、次のいずれか
を実行します。
•

カスタム フィルタを適用するか、または [表示（Show）] ドロップダウン リストから定義済み
フィルタを 1 つ選択します。フィルタの使用方法の詳細については、関連項目「クイック
フィルタの実行」を参照してください。

•

特定のクライアントを検索します。
詳細については、
関連項目
「検索方法」
を参照してください。

関連項目
•

クイック フィルタの実行

•

検索方法

•

オペレーション センターを使用したネットワークのモニタリング

オペレーション センターを使用した Prime Infrastructure の相互起動
オペレーション センターの 4 つの [モニタ（Monitor）] ページに共通する要素は [Prime Server] 列
です。ここには、特定のデバイス、アラーム、イベント、クライアント、またはユーザに関連付けら
れている Prime Infrastructure サーバが示されます。任意の [モニタ（Monitor）] ページまたはサー
バ ステータス概要の対応するリンクをクリックすると、別の Prime Infrastructure インスタンスを
起動して、オペレーション センターを閉じることなく必要な管理タスクを実行できます。
関連項目
•

オペレーション センターを使用したネットワークのモニタリング

オペレーション センターによるレポートの実行
オペレーション センターのダッシュボードとモニタ ページに加えて、オペレーション センター
には Prime Infrastructure レポートのサブセットがあります。これらのレポートは、Prime
Infrastructure のすべての管理対象インスタンスにおけるネットワーク管理データとパフォーマ
ンス データを組み合わせたものです。グローバル ネットワークの管理をセグメント化し合理化
するためにオペレーション センターを使用している場合は、ネットワーク全体をより正確に確
認したり、グローバルに健全性を監視したり、緊急問題をトラブルシューティングしたりするう
えで、これらの特殊なバージョンの標準レポートが役立ちます。
オペレーション センターのレポートには、すべての管理対象 Prime Infrastructure インスタンスか
らの集約データが含まれています。この集約を特定の管理対象インスタンスのサブセットに制
限する必要がある場合、最も良い方法は次のとおりです。
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•

集約されたオペレーション センターのレポート データに含めたくないデータを持つ Prime
Infrastructure 管理対象インスタンスを、一時的に非アクティブ化します。これを行うには、[モ
ニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [サーバの管理とモニタリング
（Manage and Monitor Servers）] の順に選択し、無視するサーバを非アクティブにすることを選
択します。

•

仮想ドメインを使用して、該当するインスタンスのデータを制限します。詳細については、関
連項目「オペレーション センターでの仮想ドメインの使用」を参照してください。

管理対象インスタンスでのデータの集約を除き、オペレーション センターでレポートを生成す
る方法は、Prime Infrastructure での方法と同じです。Prime Infrastructure レポートの詳細とレポー
トの作成方法については、関連項目「レポートの管理」を参照してください。
関連項目
•

レポートの管理

•

オペレーション センターのダッシュボードの表示

•

オペレーション センターを使用したネットワークのモニタリング

•

オペレーション センターでの仮想ドメインの使用

•

オペレーション センターを使用したアラームおよびイベントの表示

•

オペレーション センターを使用したクライアントおよびユーザの表示

•

オペレーション センターに関してよく寄せられる質問

オペレーション センターに関してよく寄せられる質問
Q. オペレーション センターのシステム要件、
および使用すべき OVA サイズは何ですか。
A. オペレーション センターでは、
Standard OVA で最大 100 個の仮想ドメインを管理する必要

があります。さらに多くの仮想ドメインを管理するには、より大きい OVA を使用する必要が
あります。システム要件の完全なリストについては、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Quick
Start Guide』の「Scaling for Operations Center」の項を参照してください。
Q. ライセンスはどのようにオペレーション センターで動作しますか。
A. オペレーション センターに適用する必要がある 2 つのライセンス ファイルがあります。
– 基本ライセンスは、
Prime Infrastructure インスタンスをオペレーション センター インス

タンスに変換します。
– 差分ライセンスは、
オペレーション センターで管理できるインスタンス数を示します。

両方のライセンスを適用し、変更内容を有効にするためにログアウトしてから再度ログイン
する必要があります。
Q. オペレーション センターと管理対象インスタンス間でどの通信ポートを開く必要がありま

すか。
A. オペレーション センターを設定するときに、
シングル サインオン（SSO）を有効にする必要

があります。SSO サーバおよび管理対象インスタンスは SSO クライアントとして設定され
ます。SSO では 2 つのポートを開く必要があります。
– 443
（HTTPS）
– 8082
（SSL 証明書の設定に使用）
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Q. [アラームの概要
（Alarm Summary）] のアラーム数とアラームの総数がオペレーション セン

ターと管理対象インスタンスで異なるのはなぜですか。
A. オペレーション センターと管理対象インスタンスでカスタマイズされている設定が異なっ

ている可能性があります。オペレーション センターと管理対象インスタンスの両方で以下
を確認し、同じ設定になっていることを確認します。
– ユーザの環境設定：右上隅のログイン名をクリックしてから、
[自分の環境設定（My

Preferences）] をクリックします。[アラーム（Alarms）] の設定が、オペレーション セン
ターと管理対象インスタンスで同じであることを確認します。
– システム設定：[管理
（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System

Settings）] の順に選択し、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] をクリックしま
す。[アラーム表示オプション（Alarm Display Options）] のすべての設定が、オペレーショ
ン センターと管理対象インスタンスで同じであることを確認します。デフォルトでは、
Prime Infrastructure およびオペレーション センターでは確認応答されたアラームとクリ
アされたアラームは非表示ですが、それらを表示させることができます。
詳細については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 User Guide』の「Customizing the Alarm
Summary」を参照してください。
Q. イベントおよび syslog を集約した数がオペレーション センターと管理対象インスタンスで

異なるのはなぜですか。
A. イベントおよび syslog は管理対象インスタンス上で常に変化しています。
5 秒間隔で [更新

（Refresh）] ボタンをクリックすると、常時変化を確認できます。オペレーション センター内
の対応する情報を更新するためにかかる時間が原因で、これらの 2 つの数値は必ずしも同期
しているとは限りません。個々の管理対象インスタンスに表示される数値をオペレーション
センターに表示される数値と比較しないでください。管理対象インスタンスに表示される情
報は、オペレーション センターに表示されるものより新しい情報です。
Q. [イベント
（Events）] ページに直接移動できないのはなぜですか。
A. この問題は、
将来のリリースで解決します。詳細については、CSCui47865 を参照してくださ

い。この問題を回避するには、表示された [アラーム（Alarms）] ページで [イベント（Events）]
タブをクリックし、次に [更新（Refresh）] をクリックしてイベント データを表示します。
Q. デバイスの詳細ページに、
選択したデバイスにフィルタリングされずに複数のデバイスが表

示されるのはなぜですか。
A. これはオペレーション センターの既知の制限であり、
各管理対象インスタンスのデバイス

名が類似していることが原因と考えられています。
Q. 生成されるレポート値に、
オペレーション センターと Prime Infrastructure の間で不一致があ

るのはなぜですか。
A. オペレーション センターと Prime Infrastructure での値の生成方法の違いにより、
軽微な不一

致が予期されます。Prime Infrastructure は小数値を使用して値を生成します。オペレーション
センターは丸めた数値のセットを使用してこれらの値を集約します。詳細については、
CSCui29279 を参照してください。
Q. オペレーション センターはサードパーティ製デバイスをサポートしますか。
A. いいえ。
サードパーティ製デバイスは直接照会されるため、そのデータを取得するための対

応する NBI API はありません。
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Q. [ネットワーク デバイスの概要
（Network Device Summary）] ダッシュレットからサードパー

ティ AP を相互起動できないのはなぜですか。
A. これは既知の問題です。
サードパーティ AP はいずれも表示されません。
Q. レポートの GZip 圧縮を有効にするにはどのようにしますか。
A. オペレーション センターで GZip 圧縮を有効にするには、
[管理（Administration）] > [設定

（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [一般（General）] > [レポート（Report）] の順に
移動し、[圧縮の有効化（Enable Compression）] をクリックし、[保存（Save）] をクリックします。
Q. オペレーション センターで、
[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] >

[アラームおよびイベント（Alarms and Events）] > [syslog（Syslogs）] タブから syslog に対して
管理対象インスタンスとフィルタを相互起動できないのはなぜですか。
A. Prime Infrastructure は、
syslog の instanceId 別フィルタリングをサポートしていません。した

がって、管理対象インスタンスに相互起動するときに、オペレーション センターは syslog の
フィルタリングをサポートしません。
A. デフォルトの文字エンコーディング方式を Western
（ISO-8859-1）に変更する必要がありま

す。FireFox ESR 17.0.6 では、デフォルトで文字エンコーディングは UTF8 に設定されていま
す。設定を変更した後、ブラウザを更新します。
Q. [現在関連付けられている有線クライアント
（Current Associated Wired Clients）] の表示がオペ

レーション センターと Prime Infrastructure で異なるのはなぜですか。
A. オペレーション センターのテーブルでは列が固定されていますが、
Prime Infrastructure では

カスタマイズ可能な列になっています。
Q. [クライアントとユーザ
（Clients and Users）] ページの VLAN ID とアソシエーション ID に、オ

ペレーション センターと管理対象インスタンスの間で不一致があるのはなぜですか。
A. このデータは頻繁に変更されます。
その結果、オペレーション センターが更新される前に、

管理対象インスタンスのデータがすでに変更されている可能性があります。
Q. デバイスの詳細ページで自律 AP の [CPU 使用率
（CPU Utilization）] フィールドと [メモリ使

用率（Memory Utilization）] フィールドに、オペレーション センターと管理対象インスタンス
の間で不一致があるのはなぜですか。
A. これらのフィールドは頻繁に変更されます。
オペレーション センターは、管理対象インスタ

ンスからのデータを収集、集約、および表示します。オペレーション センター内のこの情報
を更新するためにかかる時間が原因で、データは必ずしも同期しているとは限りません。管
理対象インスタンスに表示される情報は、オペレーション センターに表示されるものより
新しい情報です。
Q. ユーザが仮想ドメインにネットワーク デバイスを追加しようとするときに、
[ネットワーク

デバイス（Network Devices）] テーブルに表示されるネットワーク デバイス数（オペレーショ
ン センターと管理対象インスタンスの間）が一致しないのはなぜですか。
A. Prime Infrastructure で仮想ドメインにデバイスを追加する場合、
インベントリ収集が完了し

ていないため追加できないデバイスも含め、すべてのデバイスが表示されます。オペレー
ション センターでは、仮想ドメインに追加できないデバイスは表示されません。詳細につい
ては、CSCuu41360 を参照してください。
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Q. 一部の管理対象インスタンスが到達不能状態になるのはなぜですか。
A. これは、
管理対象インスタンスに対する複数の同時相互起動を開始すると発生する可能性が

あります。これにより、管理対象インスタンスに対する多くの SSO セッションが作成され、
セッション制限エラーが発生してオペレーション センターで管理対象インスタンスに到達
できなくなる可能性があります。
Q. オペレーション センターはハイ アベイラビリティ
（HA）をサポートしますか。
A. オペレーション センターは管理対象インスタンスの HA をサポートします。
管理対象インス

タンスで HA が有効になっているときにプライマリ サーバがダウンすると、オペレーション
センターはすべてのコールをセカンダリ サーバに自動的に再ルーティングし、[サーバの管
理とモニタリング（Manage and Monitor Server）] ページで [バックアップ（Backup）] とマーク
することでインスタンスのステータスを示します。
ただし、オペレーション センター自体のセカンダリ サーバを設定することはできません。
データは管理対象インスタンスに保持されており、ごくわずかなデータがオペレーション
センターのデータベースに保存されているため、オペレーション センターのハイ アベイラ
ビリティは不要です。
Q. オペレーション センターでの自動ログアウトを無効にするにはどのようにしますか。
A. 自動ログアウトを無効にする方法：
1.

右上隅のログイン名をクリックしてから、[自分の環境設定（My Preferences）] をクリックし
ます。

2.

[ユーザ アイドル タイムアウト（User Idle Timeout）] の下で、[アイドル ユーザのログアウト
（Logout idle user）] をオフにし、[保存（Save）] をクリックします。

3.

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [サーバ
（Server）] の順に選択し、[グローバル アイドル タイムアウト（Global Idle Timeout）] の下で [す
べてのアイドル ユーザをログアウト（Logout all idle users）] をオフにし、[保存（Save）] をク
リックします。

Q. どのようにオペレーション センターのシングル サインオン
（SSO）を設定しますか。
A. 次の手順に示されているように、
オペレーション センターが SSO サーバとして機能し、管理

対象インスタンスが SSO クライアントとして機能するように、シングル サインオン（SSO）
を設定する必要があります。
オペレーション センターで：
1.

[管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles &
AAA）] の順に選択し、左側のメニューから [SSO サーバ（SSO Servers）] を選択します。

2.

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン メニューから、[SSO サーバの追加
（Add SSO Server）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

3.

必須フィールドに入力して、[OK] をクリックします。

4.

左側のメニューから [AAA モード設定（AAA Mode Settings）] を選択します。

5.

[SSO] をクリックしてから [保存（Save）] をクリックします。

6.

オペレーション センターからログアウトします。
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各管理対象インスタンスで：
1.

[管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles &
AAA）] の順に選択し、左側のメニューから [SSO サーバ（SSO Servers）] を選択します。

2.

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン メニューから、[SSO サーバの追加
（Add SSO Server）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

3.

必須フィールドに入力して、[OK] をクリックします。

4.

左側のメニューから [AAA モード設定（AAA Mode Settings）] を選択します。

5.

[SSO] をクリックしてから [保存（Save）] をクリックします。

6.

管理対象インスタンスからログアウトします。

SSO が正しく動作していることを確認するには、オペレーション センターにログインし、新しい
ブラウザ タブを開いていずれかの管理対象インスタンスにアクセスします。再認証を必要とせ
ずに Prime Infrastructure インスタンスに自動的にログインする場合は、SSO は予期したとおりに
動作しています。
Q. オペレーション センターは TACACS をサポートしますか。
A. はい。
オペレーション センターで TACACS または別の中央認証サーバを設定するには、次の

手順を実行します。
1.

[管理（Administration）] > [ユーザ（Users）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles &
AAA）] の順に選択し、左側のメニューから [TACACS+ サーバ（TACACS+ Servers）] を選択し
ます。

2.

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン メニューから、[TACACS+ サーバの追
加（Add TACACS+ Server）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

3.

必須フィールドに入力して、[OK] をクリックします。

4.

左側のメニューから [SSO サーバ設定（SSO Server Settings）] を選択します。

5.

[TACACS+] をクリックしてから [保存（Save）] をクリックします。

Q. オペレーション センターでは
「シングル ポイント障害」をどのように回避しますか。
A. オペレーション センターでシングル ポイント障害を回避するには、
2 番目の Prime

Infrastructure インスタンスを SSO サーバとして設定します。TACACS の詳細がすべて含まれ
ていることを確認します（該当する場合）。このサーバを、すべての管理対象インスタンスの
2 番目の SSO サーバとして指定します。オペレーション センター サーバがダウンすると、
ユーザを認証するために、Prime Infrastructure インスタンスはこのインスタンスに再ルー
ティングします。
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•

テンプレートを使用したデバイスの設定
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19

ネットワーク デバイスの設定
[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
ページから、すべてのデバイスおよびデバイス設定情報を表示できます。[ネットワーク デバイ
ス（Network Devices）] ページには、表 19-1 で説明されている設定機能が含まれています。
表 19-1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] タスク

[設定（Configuration）] > [ネットワーク
（Network）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] の場所

タスク

説明

デバイスの管理

デバイスの追加、編集、削除、同期、エクス
ポート、グループやサイトに対するデバ
イスの追加または削除、および一括イン
ポートを実行できます。

基本的なデバイス情報と
収集ステータスの表示

基本的なデバイス情報（到達可能性ス
そのデバイスの 360 度ビューにアクセスす
テータス、IP アドレス、デバイス タイプ、 るには、IP アドレスの横にあるアイコンを
収集ステータスなど）が表示されます。
クリックします。

ボタンは、ページの上部にあります。

コントローラの場合に、コントローラの
Web UI を起動するには、矢印をクリックし
ます。
ステータスを表示するには、[到達可能性
（Reachability）] セルの上にマウスのカーソ
ルを移動します。
インベントリ収集に関連するエラーを表示
するには、[最終インベントリ収集（Last
Inventory Collection）] セルにあるアイコン
をクリックします。
デバイス グループの管理

デフォルトでは、Cisco Prime
ページの左側のペインに表示されます。
Infrastructure が動的デバイス グループを
作成して、デバイスを適切な [デバイス タ
イプ（Device Type）] フォルダに割り当て
ます。新しいデバイス グループを作成で
き、[ユーザ定義（User Defined）] フォルダ
に格納されます。
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[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] タスク（続き）

[設定（Configuration）] > [ネットワーク
（Network）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] の場所

タスク

説明

サイト グループへのデバ
イスの追加

サイト グループ プロファイルを設定後、 [グループとサイト（Groups & Sites）] ボタ
ンはページの上部にあります。
デバイスを追加できます。
[ネットワーク デバイス（Network
Devices）] ページでサイト グループにデ
バイスを追加するには、それらをグルー
プに追加してから、サイト グループを選
択します。
サイト マップにデバイスを追加するに
は、[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site
Map）] に移動します。
（注）

1 つのデバイスは 1 つのサイト グ
ループ階層だけに属することがで
きます。

（注）

このページのサイト グループに追
加されたデバイスは、[マップ
（Maps）] > [サイト マップ（Site
Map）] ページに追加されません。
同様に、[サイト マップ設計（Site
Map Design）] ページに追加された
デバイスは、このページのサイト
グループに追加されません。

デバイス詳細の表示

メモリ、ポート、環境、およびインター
フェイス情報などのデバイス詳細が表示
されます。

デバイス名をクリックすると、そのデバイ
スの詳細な設定情報が表示されます。

設定テンプレートの作成
と展開

選択したデバイスでデバイス機能を設定 デバイス名をクリックし、[設定
できます。また、デバイスに展開された適 （Configuration）] タブをクリックします。
用済みおよびスケジュール済みの機能テ
ンプレートのリストを表示できます。

デバイス設定の表示

アーカイブした設定を表示し、設定の
ロールバックをスケジュールし、アーカ
イブ収集をスケジュールします。

ソフトウェア イメージの
表示

デバイス名をクリックしてから、[イメージ
1 つのデバイスに対して推奨されるソフ
トウェア イメージを表示して、そのイ
（Image）] タブをクリックします。
メージをインポートまたは配布できます。
[推奨イメージ（Recommended Images）] ま
でスクロール ダウンして、選択したデバイ
スに推奨されるイメージを表示します。
Prime Infrastructure は、推奨されるイメージ
を Cisco.com とローカル リポジトリの両方
から収集します。

デバイス名をクリックしてから、[コンフィ
ギュレーション アーカイブ（Configuration
Archives）] タブをクリックします。
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[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] タスク（続き）

[設定（Configuration）] > [ネットワーク
（Network）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] の場所

タスク

説明

インターフェイス詳細の
表示

インターフェイスの説明、
管理ステータス、 インターフェイスの詳細を表示するには、
および動作ステータスを表示できます。
デバイス名をクリックして、[設定
（Configuration）] タブをクリックし、左側の
フレームで、[インターフェイス（Interfaces）]
をクリックします。

TrustSec 設定の表示および TrustSec ベースのデバイスの Cisco
デバイス名をクリックして、[設定
変更
TrustSec 設定を表示および変更できます。（Configuration）] タブをクリックし、左側の
フレームで [セキュリティ（Security）] >
[TrustSec] > [有線 802_1x（Wired 802_1x）]
の順にクリックします。
関連項目
•

ネットワーク デバイスの設定

•

テンプレートを使用したデバイスの設定

•

ワイヤレス デバイスの設定

•

コントローラ設定グループの作成

•

無線テクノロジーの設定

•

設定タスクのスケジュール

•

コンプライアンスを確保するためのデバイス設定の監査

•

プラグ アンド プレイの設定
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テンプレートを使用したデバイスの設定
Cisco Prime Infrastructure 設定テンプレートを使用して、ブランチ内でデバイスを設定するため
に必要な一連のデバイス構成を設計できます。類似したデバイスと設定のセットを使用するサ
イト、オフィス、またはブランチがある場合は、コンフィギュレーション テンプレートを使用し
て、ブランチ内の 1 台以上のデバイスに適用できる汎用設定を作成できます。新しいブランチの
多くのデバイスで共通の設定を迅速かつ正確にセットアップする場合にも、設定テンプレート
を使用できます。多数のデバイスにわたって設定を変更するには、時間と手間がかかることがあ
ります。テンプレートで必要な設定を適用し、デバイス間で一貫性を保つことにより、時間を節
約できます。
関連項目
•

ネットワーク設計を計画するためのガイドライン

•

機能レベルの設定テンプレートの作成

•

複合テンプレートの作成

•

共有ポリシー オブジェクト

•

設定テンプレートとデバイスのグループ化

•

コントローラ設定グループ

•

ワイヤレス設定テンプレートの作成

•

スイッチ位置設定テンプレートの作成

•

セキュリティ テンプレートの作成

•

テンプレートの展開

ネットワーク設計を計画するためのガイドライン
Prime Infrastructure を使用して、デバイス構成を簡略化するための再利用可能な設計パターンを
作成する際は、次の要素を考慮します。ネットワーク設計を計画し、その設計に基づいてテンプ
レートを作成すると、業務の効率化を高め、設定エラーを削減し、標準およびベスト プラクティ
スへのコンプライアンスを向上させることができます。
•

ネットワークのサイズ

•

サポートするデバイスおよびサービスの相違点

•

現在のネットワーク設計者の数

•

ネットワークの制御に必要な精度
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機能レベルの設定テンプレートの作成

1 人または 2 人の設計者による小規模ネットワークで、デバイス構成に大きな違いがない場合
は、
「良好である」とわかっているすべての CLI 設定を設定およびモニタリングのテンプレート
のセットにコピーすることで開始し、これらのテンプレートを含む複合テンプレートを作成で
きます。
多くの異なるデバイスを含む大規模ネットワークの場合は、標準化できる設定の識別を試行し
ます。これらの標準の例外として機能およびテクノロジー テンプレートを作成すると、必要に応
じて機能のオン/オフを切り替えることができます。
関連項目
•

機能レベルの設定テンプレートの作成

•

複合テンプレートの作成

•

共有ポリシー オブジェクト

•

コントローラ設定グループ

•

ワイヤレス設定テンプレートの作成

•

スイッチ位置設定テンプレートの作成

•

セキュリティ テンプレートの作成

機能レベルの設定テンプレートの作成
Prime Infrastructure には、次のタイプの機能レベルの設定テンプレートがあります。
•

機能およびテクノロジー テンプレート：デバイスの設定の機能またはテクノロジーに固有
な設定。

•

CLI テンプレート：独自のパラメータに基づいて作成されるユーザ定義テンプレート。CLI
テンプレートを使用すると、コンフィギュレーションの要素を選択できます。Prime
Infrastructure には、実際の値や論理ステートメントと置き換える変数が用意されています。
Cisco Prime LAN Management System からテンプレートをインポートすることもできます。

•

複合テンプレート：2 つ以上の機能テンプレートまたは CLI テンプレートを 1 つのテンプ
レートにグループ化したもの。複合テンプレートに含まれるテンプレートがデバイスに展開
される順序を指定してください。

関連項目
•

機能およびテクノロジー テンプレートの作成

•

複合テンプレートの作成

•

複合テンプレートの作成

•

ワイヤレス設定テンプレートの作成

•

スイッチ位置設定テンプレートの作成

•

CLI 設定テンプレートの作成

•

セキュリティ テンプレートの作成
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機能およびテクノロジー テンプレートの作成
機能およびテクノロジー テンプレートは、デバイスの設定内の特定の機能またはテクノロジー
に焦点を合わせるデバイス構成に基づくテンプレートです。
Prime Infrastructure にデバイスを追加した際に、Prime Infrastructure によって、追加したモデルの
デバイス設定が収集されます。Prime Infrastructure で、すべてのデバイス タイプに対するすべて
の設定オプションがサポートされているわけではありません。設定する特定の機能またはパラ
メータに対して、Prime Infrastructure に機能およびテクノロジー テンプレートがない場合は、CLI
テンプレートを作成します。
機能およびテクノロジー テンプレートは、設定変更の展開を単純化します。たとえば、SNMP の
機能およびテクノロジー テンプレートを作成してから、指定したデバイスにすばやく適用でき
ます。複合テンプレートにこの SNMP テンプレートを追加することもできます。その後、SNMP
テンプレートを更新した際に、その SNMP テンプレートが含まれる複合テンプレートには、最新
の変更が自動的に適用されます。
機能およびテクノロジー テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）] の順に選択します。

ステップ 2

左側の [機能およびテクノロジー（Features and Technologies）] メニューで、作成するテンプレー
トのタイプを選択します。

ステップ 3

そのテンプレートのフィールドに値を入力します。
特定のデバイス タイプだけに適用する機能テンプレートを作成している場合は、[デバイス タイ
プ（Device Type）] フィールドには、該当するデバイス タイプだけがリストされ、選択を変更する
ことはできません。デバイス タイプを指定することで、不一致を防止できます。つまり、設定を作
成して、間違ったデバイスにその設定を適用することはできません。

ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、デバイスに適用します。

ステップ 5

テンプレートの展開のステータスを確認するには、[管理（Administration）] > [ダッシュボード
（Dashboard）] > [ジョブ ダッシュボード（Jobs Dashboard）] の順に選択します。

ステップ 6

後続の設定テンプレートの導入に関する導入パラメータを変更するには、コンフィギュレー
ション ジョブを選択し、[スケジュールの編集（Edit Schedule）] をクリックします。

関連項目
•

複合テンプレートの作成

•

CLI 設定テンプレートの作成

•

機能およびテクノロジー テンプレートの作成

例：ACL テンプレートの作成
ACL テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [ACL] の順に選択します。

ステップ 2

必須フィールドに入力します。
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ステップ 3

[テンプレートの詳細（Template Detail）] で、[行の追加（Add Row）] をクリックします。

ステップ 4

ACL の詳細を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save As New Template）] をクリックし
ます。

ステップ 5

矢印をクリックして ACL を展開してから [行の追加（Add Row）] をクリックし、アクション、送信
元 IP アドレスおよびワイルドカード マスクなどの ACL に関する追加の情報を入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

テンプレートを保存した後、デバイス、値およびスケジュールの情報を指定して導入を調整でき
ます。

関連項目
•

機能およびテクノロジー テンプレートの作成

CLI テンプレートの作成
CLI テンプレートは、設定の選択要素をパラメータ化し、制御の論理ステートメントを追加する
機能が備わった再利用可能なデバイス設定コマンドのセットです。このテンプレートは、パラ
メータ化された要素（変数）を実際の値に置き換え、制御の論理ステートメントを評価すること
で、デバイスの展開可能な設定を生成するために使用されます。
システム CLI テンプレートのリストを表示するには、[設定（Configuration）] > [テンプレート
（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and Technologies）] > [CLI テンプレート（CLI
Templates）] > [システム テンプレート - CLI（System Templates - CLI）] の順に選択します。システ
ム テンプレートを削除することはできませんが、変更して新しいテンプレートとして保存する
ことはできます。このページで、任意のテンプレートをインポートまたはエクスポートできま
す。システム定義のフォルダの下にテンプレートをインポートすることはできません。CLI テン
プレートには展開解除のオプションがないため、[展開解除（Undeploy）] ボタンはこのページで
無効になっています。

CLI テンプレートを作成するための前提条件
CLI テンプレートを作成するには、次の条件を満たしている必要があります。
•

CLI の専門知識を持ち、CLI をよく理解し、Apache VTL で CLI を記述できる。Apache Velocity
Template Language の詳細については、
http://velocity.apache.org/engine/devel/vtl-reference-guide.html を参照してください。

•

作成する CLI を適用可能なデバイスについて理解している。

•

Prime Infrastructure でサポートされるデータ型を理解している。

•

テンプレート内の設定を理解し、手動でラベルを付けることができる。

•

変数およびデータ型の使用方法については、変数とデータ型を参照してください。
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CLI 設定テンプレートの作成
テンプレートを使用してデバイスのパラメータと設定を定義しておくと、それをデバイス タイ
プに基づいて、指定した数のデバイスにあとから展開できます。
はじめる前に

前提条件を満たしていることを確認します
（CLI テンプレートを作成するための前提条件を参照）
。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）] の順に選択します。

ステップ 2

[CLI テンプレート（CLI Templates）] フォルダを展開してから、[CLI] をクリックします。

ステップ 3

必要な情報を入力します。
a.

[OS バージョン（OS Version）] フィールドで、指定したデバイスより古いデバイスをフィルタ
リングできるように、OS イメージ バージョンを指定できます。

b.

[テンプレートの詳細（Template Detail）] セクションで、[変数の管理（Manage Variables）] アイ
コンをクリックします（[CLI コンテンツ（CLI Content）] フィールドの上にあります）。
これにより、テンプレートの適用時に値を定義する変数を指定できます。

c.

[行の追加（Add Row）] をクリックし、新しい変数のパラメータを入力してから（変数とデー
タ型を参照）、[保存（Save）] をクリックします。

d.

CLI 情報を入力します。[CLI] フィールドに、Apache VTL を使用してコードを入力する必要
があります（http://velocity.apache.org/engine/devel/vtl-reference-guide.html を参照）。さまざま
な CLI コマンド形式の詳細については、以下を参照してください。
– マルチライン コマンドの追加
– イネーブル モード コマンドの追加
– インタラクティブ コマンドの追加

e. （任意）
変数を変更するには、[変数の管理（Manage Variables）] アイコンをクリックし、変更を

行います（変数とデータ型を参照）。変数を表示するには、[フォーム ビュー（Form View）
（読
]
み取り専用ビュー）をクリックします。
ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save As New Template）] をクリックして、テンプレートを保存
するフォルダを指定し、[保存（Save）] をクリックします。
CLI テンプレートを複製するには、[システム テンプレート - CLI（System Templates - CLI）] を展
開し、マウスのカーソルを CLI の横にあるクイック ビュー ピッカー アイコンの上に置き、[複製
（Duplicate）] をクリックします。

変数とデータ型
値を保存するために変数をプレースホルダとして使用できます。変数には名前とデータ型があ
ります。表 20-1 に、[変数の管理（Manage Variables）] ページで設定できるデータ型を示します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

20-5

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定

機能レベルの設定テンプレートの作成

表 20-1

データ タ
イプ

データ型

説明

文字列
（Integer）

CLI テンプレートのテキスト ボックスを作成できます。検証式とデフォルト値を指定するには、行を
展開して [デフォルト値（Default Value）] および [検証式（Validation Expression）] フィールドを設定し
ます。

整数
（Integer）

数値のみを受け入れるテキスト ボックスを作成できます。整数の範囲を指定する場合は、行を展開し
て [範囲開始（Range From）] および [終了（To）] フィールドを設定します。検証式とデフォルト値を指
定するには、行を展開して [デフォルト値（Default Value）] および [検証式（Validation Expression）]
フィールドを設定します。

DB

データベース タイプを指定できます。CLI テンプレートのデータベース変数の管理

IPv4 アドレ
ス（IPv4
Address）

CLI テンプレートに IPv4 アドレスのみを受け入れるテキスト ボックスを作成できます。検証式とデ
フォルト値を指定するには、行を展開して [デフォルト値（Default Value）] および [検証式（Validation
Expression）] フィールドを設定します。

ドロップダ
CLI テンプレートにリストを作成できます。検証式とデフォルト値を指定するには、行を展開して [デ
ウン
フォルト値（Default Value）] フィールドを設定します（UI に表示される複数のリストにはコンマ区切
（Drop-down） り値を使用）。
チェック
CLI テンプレートのチェックボックスを作成できます。検証式とデフォルト値を指定するには、行を
ボックス
展開して [デフォルト値（Default Value）] フィールドを設定します。
（Check box）
オプション
ボタン
（Radio
Button）

CLI テンプレートのオプション ボタンを作成できます。検証式とデフォルト値を指定するには、行を
展開して [デフォルト値（Default Value）] フィールドを設定します。

テキスト領域 CLI テンプレートに複数の値を許可するテキスト領域を作成できます。検証式とデフォルト値を指定
（Text Area） するには、行を展開して [デフォルト値（Default Value）] および [検証式（Validation Expression）] フィー
ルドを設定します。

CLI テンプレートのデータベース変数の管理
次のような場合は、データベース（DB）変数を使用できます。
•

DB 変数が CLI テンプレートでデータ型の 1 つである場合。デバイス固有のコマンドを生成
するために DB 変数を使用できます。

•

DB 変数が事前定義された変数である場合。事前定義された DB 変数のリストを表示するに
は、次のフォルダ内の CLITemplateDbVariablesQuery.properties ファイルを参照してください。
/opt/CSCOlumos/conf/ifm/template/inventoryTagsInTemplate

•

たとえば、SysObjectID、IPAddress、ProductSeries、ImageVersion が DB 変数です。デバイスが
Prime Infrastructure に追加されると、デバイスの完全な詳細が DB 変数に収集されます。つま
り、デバイスの OID は SysObjectID に、製品シリーズは ProductSeries に、デバイスのイメージ
バージョンは ImageVersion にというように収集されます。

•

DB 変数によって収集されたデータを使用して、正確なコマンドをデバイスに生成できます。

•

[タイプ（Type）] フィールドで DB 変数を選択できます（[管理対象の変数（Managed Variables）]
ページを使用）。名前フィールドを展開して、使用する DB 変数のいずれかをデフォルト値の
フィールドに入力します。

•

デバイスが検出され、Prime Infrastructure に追加された際に、インベントリ収集中に集められ
たデータベース値を使用して、CLI テンプレートを作成できます。
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たとえば、ブランチ内のすべてのインターフェイスをシャットダウンする CLI テンプレートを
作成する場合は、次のコマンドを含む CLI テンプレートを作成します。
#foreach ($interfaceName in $interfaceNameList)
interface $interfaceName
shutdown
#end

ここで、$interfaceNameList は、データベースから値が取得されるデータベース変数タイプです。
$interfaceNameList のデフォルト値は IntfName です。interfaceNameList 変数を DB データ型とし
て作成し（[管理対象の変数（managed variable）] ダイアログボックスを使用）、IntfName にデフォ
ルト設定を追加する必要があります。デフォルト値を指定していない場合は、CLI テンプレート
を適用する際に指定できます。
データベースからの値を interfaceNameList に入力するには、クエリ文字列をキャプチャするた
めのプロパティ ファイルを作成し、/opt/CSCOlumos/conf/ifm/template/inventoryTagsInTemplate
フォルダに保存する必要があります。
事前定義された DB 変数を表示するには、次のパスに移動します。
cd /opt/CSCOlumos/conf/ifm/template/inventoryTagsInTemplate
CLI テンプレートとプロパティ ファイルを作成および適用すると、次の CLI がデバイスで設定
されます。この出力は、デバイスに 2 つのインターフェイス（Gigabitethernet0/1 と
Gigabitethernet0/0）があることを仮定しています。
interface GigabitEthernet0/0
shutdown
interface GigabitEthernet0/1
shutdown

（注）

Enterprise JavaBeans クエリ言語（EJB QL）を使用してカスタマイズされたクエリを作成すること
ができますが、これを試行できるのは高度な開発者のみです。
CLITemplateDbVariablesQuery.properties ファイルで定義された変数のみを使用することを推奨
します。

検証式の使用
[検証式（Validation Expression）] で定義した値は、関連付けられているコンポーネント値で検証
されます。たとえば、設計フローでデフォルト値と検証式の値を入力した場合、設計フロー中に
検証されます。つまり、デフォルト値が検証式に入力された値と一致しない場合、設計フローで
取得エラーが発生します。

（注）

検証式の値は、文字列データ型フィールドにのみ機能します。
例：
[設定（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features and Technologies）] > [CLI テンプレー
ト（CLI Templates）] > [CLI] > [変数の管理（Manage Variables）] > [行の追加（Add Row）] の順に選
択します。文字列データ型を選択し、その行を展開して、そのテキスト ボックスにスペースを許
可しない正規表現を設定します。
[式の検証（validating expression）] フィールドに、次の式を入力します。
^[\S]+$

デフォルト値（任意）
：ncs
この値は、[検証式（Validation Expression）] フィールドの正規表現と一致する必要があります。
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結果：
テンプレートを保存してからデバイスを選択します。テキスト フィールドにスペースを入力し
てみてください。正規表現のエラーが発生するはずです。

マルチライン コマンドの追加
[CLI コンテンツ（CLI Content）] 領域にマルチライン コマンドを入力するには、次の構文を使用
します。
<MLTCMD>First Line of Multiline Command
Second Line of Multiline Command
......
......
Last Line of Multiline Command</MLTCMD>

引数の説明
•

<MLTCMD> および </MLTCMD> タグは大文字と小文字が区別され、大文字で入力する必要
があります。

•

マルチライン コマンドは、<MLTCMD> タグと </MLTCMD> タグで囲む必要があります。

•

このタグはスペースで始めないでください。

•

単一行に <MLTCMD> と </MLTCMD> を使用しないでください。

例 1：
<MLTCMD>banner_motd ~ Welcome to
Cisco.You are using
Multi-line commands.
~</MLTCMD>

例 2：
<MLTCMD>banner motd ~ ${message}
~</MLTCMD>

message はマルチライン入力変数です。
マルチライン バナー コマンドを使用する場合の制限事項

Prime Infrastructure はマルチライン バナー コマンドをサポートしていません。
次の例に示すように、
「banner file xyz」形式を使用できます。
#conf t
Enter configuration commands, one per line.End with Ctrl-Z.
(config)#parameter-map type webauth global
(config-params-parameter-map)# type webauth
(config-params-parameter-map)#banner file tftp://192.168.0.0/banner.txt
(config-params-parameter-map)#^Z
#more tftp://192.168.0.0/banner.txt
Disclaimer:
Usage of this wireless network is restricted to authorized users only.
Unauthorized access is strictly forbidden.
All accesses are logged and can be monitored.
#
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イネーブル モード コマンドの追加
CLI テンプレートにイネーブル モード コマンドを追加する場合は、次の構文を使用します。
#MODE_ENABLE
<<commands >>
#MODE_END_ENABLE

インタラクティブ コマンドの追加
インタラクティブ コマンドには、コマンドの実行後に入力する必要がある入力が含まれています。
[CLI コンテンツ（CLI Content）] 領域にインタラクティブ コマンドを入力するには、次の構文を
使用します。
CLI Command<IQ>interactive question 1<R>command response 1 <IQ>interactive question
2<R>command response 2

<IQ> および <R> タグは大文字と小文字が区別され、大文字で入力される必要があります。
次に例を示します。
#INTERACTIVE
crypto key generate rsa general-keys <IQ>yes/no<R> no
#ENDS_INTERACTIVE

インタラクティブ イネーブル モード コマンドの組み合わせ

インタラクティブ イネーブル モード コマンドを組み合わせるには、次の構文を使用します。
#MODE_ENABLE
#INTERACTIVE
commands<IQ>interactive question<R>response
#ENDS_INTERACTIVE
#MODE_END_ENABLE

次に例を示します。
#MODE_ENABLE
#INTERACTIVE
mkdir <IQ>Create directory<R>xyz
#ENDS_INTERACTIVE
#MODE_END_ENABLE

インタラクティブ マルチライン コマンドの追加

以下は、複数行を含むインタラクティブ コマンドの例です。
#INTERACTIVE
macro name EgressQoS<IQ>Enter macro<R><MLTCMD>mls qos trust dscp
wrr-queue queue-limit 10 25 10 10 10 10 10
wrr-queue bandwidth 1 25 4 10 10 10 10
priority-queue queue-limit 15
wrr-queue random-detect 1
wrr-queue random-detect 2
wrr-queue random-detect 3
wrr-queue random-detect 4
wrr-queue random-detect 5
wrr-queue random-detect 6
wrr-queue random-detect 7
wrr-queue random-detect max-threshold 1 100 100 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 1 80 100 100 100
wrr-queue random-detect max-threshold 2 100 100 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 2 80 100 100 100
wrr-queue random-detect max-threshold 3 80 90 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 3 70 80 90 100
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wrr-queue random-detect
wrr-queue random-detect
wrr-queue random-detect
wrr-queue random-detect
wrr-queue random-detect
wrr-queue random-detect
wrr-queue random-detect
wrr-queue random-detect
@</MLTCMD>
#ENDS_INTERACTIVE

min-threshold
max-threshold
min-threshold
max-threshold
min-threshold
max-threshold
min-threshold
max-threshold

4
4
5
5
6
6
7
7

70
80
70
80
70
80
60
70

80
90
80
90
80
90
70
80

90 100
100 100
90 100
100 100
90 100
100 100
80 90
90 100

コピーされたコードからの CLI 設定テンプレートの作成
CLI 設定テンプレートを作成する手っ取り早い方法は、コマンドライン コンフィギュレーショ
ン セッション、CLI スクリプト、または他の保存された設定コマンドのセットからコードをコ
ピーすることです。Prime Infrastructure を使用して、コピーした CLI のすべての CLI パラメータ
をテンプレート変数に変えることができます。
コピーされたコードから CLI テンプレート変数を作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）] の順に選択します。

ステップ 2

[CLI テンプレート（CLI Templates）] フォルダを展開してから、[CLI] をクリックします。

ステップ 3

CLI テンプレートで、[CLI コンテンツ（CLI Content）] フィールドにコピーしたコードを貼り付け
ます。

ステップ 4

変数名にするテキストを選択し、[変数の管理（Manage Variables）] をクリックします（[CLI コン
テンツ（CLI Content）] フィールドの上にあるアイコン）。
同じ手順を使用して、コピーされたコードから作成された既存の変数を編集できます。

ステップ 5

必要な情報を入力し、[保存（Save）] > [追加（Add）] の順にクリックします。

ステップ 6

新しい変数を表示するには、[フォーム ビュー（Form View）] をクリックします。

CLI 設定テンプレートのエクスポート
他の Prime Infrastructure サーバに CLI テンプレートがある場合は、それらを XML ファイルとし
てエクスポートし、現在の Prime Infrastructure サーバにインポートできます。
ステップ 1
ステップ 2

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）] の順に選択します。
[CLI テンプレート（CLI Template）] フォルダを展開してから、[システム テンプレート - CLI
（System Templates - CLI）] をクリックします。

ステップ 3

エクスポートするテンプレートを選択します。

ステップ 4

[CLI テンプレート（CLI Template）] ページの右上にある、[エクスポート（Export）] アイコンをク
リックします。
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CLI 設定テンプレートのインポート
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）] の順に選択します。

ステップ 2

[CLI テンプレート（CLI Template）] フォルダを展開して、マウスのカーソルを CLI の横にあるク
イック ビュー ピッカー アイコンの上に置きます。

ステップ 3

[すべてのテンプレートの表示（Show All Templates）] をクリックします。

ステップ 4

[CLI テンプレート（CLI Template）] ページの右上で、[インポート（Import）] アイコンをクリック
します。

ステップ 5

[テンプレートの選択（Select Templates）] をクリックして自分のファイルの場所に移動し、[OK]
をクリックします。

CLI 変数のエクスポート
CLI 設定テンプレートを展開する際に、CSV ファイルに CLI 変数をエクスポートできます。CSV
ファイルを使用して変数設定に必要な変更を行い、それを後で Prime Infrastructure にインポート
できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）] > [CLI テンプレート（CLI Templates）] の順に選択します。

ステップ 2

[システム テンプレート - CLI（System Templates - CLI）] をクリックします。

ステップ 3

変数をエクスポートするテンプレートを選択します。

ステップ 4

[展開（Deploy）] をクリックします。

ステップ 5

[デバイスの選択（Device Selection）] 領域でデバイスを選択します。

ステップ 6

[値の割り当て（Value Assignment）] 領域の右上にある、[エクスポート（Export）] アイコンをク
リックします。

ステップ 7

[OK] をクリックします。
データを含まない変数をエクスポートすると、ブランク ファイルがエクスポートされます。

CLI 変数のインポート
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）] > [CLI テンプレート（CLI Templates）] の順に選択します。

ステップ 2

[システム テンプレート - CLI（System Templates - CLI）] をクリックします。

ステップ 3

変数をインポートするテンプレートを選択します。

ステップ 4

[CLI テンプレート（CLI Template）] ページの右上で、[インポート（Import）] アイコンをクリック
します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
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例：CLI テンプレートを使用したパスワードの更新
6 ヵ月ごとにネットワーク デバイスのパスワードを定期的に更新することをお勧めします。
ローリング方式で変更を行うには、3 ヵ月ごとに 1 回、2 つの地域で操作を実行するように計画し
ます。
この例では、North Region、South Region、East Region、および West Region の各地域の都市に基づ
いて各地域に対し 1 つずつ、合計 4 つのカスタム ダイナミック グループがあります。North およ
び South の地域のすべてのデバイスのイネーブル パスワードを更新する必要があります。それ
が完了した後、3 ヵ月後に West および East の地域のデバイスに対し実行する別のジョブを設定
するように計画します。
はじめる前に

これらの地域のデバイスには、ロケーション属性が割り当てられている必要があります。
ステップ 1

4 つのグループ（North Region、South Region、East Region、および West Region）が作成されていな
い場合は、次の手順を実行します。
a.

b.

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] の順に選択し、マウスのカーソルを [ユーザ定義（User Defined）] の上に置
いて、[サブグループを追加（Add SubGroup）] をクリックします。
[サブグループを作成（Create Sub-Group）] 領域で、以下のように入力します。
– グループ名：North Region
– グループの説明：North Region のデバイスのリスト
– フィルタ：[場所
（Location）] > [次を含む（Contains）] > [SJC-N]

デバイスの場所を決定するには、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] >（歯車アイコン）> [列
（Columns）] > [場所（Location）] の順に選択します。
新しいグループのデバイスが [デバイス ワーク センター（Device Work Center）] > [ユー
ザ定義（User Defined）] > [North] の下に表示されます。
c.
ステップ 2

ステップ 3

South、East、および West 地域についても同じ手順を実行します。

パスワード テンプレートを展開するには、次の手順を実行します。
a.

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）] > [CLI テンプレート（CLI Templates）] > [システム テンプレート - CLI（System
Templates-CLI）] の順に選択します。

b.

[イネーブル パスワード - IOS（Enable Password-IOS）] テンプレートを選択し、[展開（Deploy）]
をクリックします。

c.

[デバイスの選択（Device Selection）] 領域で、ユーザ定義グループを開き、[North Region] およ
び [South Region] グループを選択します。

d.

[値の選択（Value Selection）] 領域で、新しいイネーブル パスワードを入力して確認し、[適用
（Apply）] をクリックします。

e.

[スケジュール（Schedule）] 領域で、ジョブの名前、新しいテンプレートを適用する日時を入
力（または [現在（Now）] をクリック）し、[OK] をクリックします。

ジョブの実行後、[管理（Administration）] > [ジョブ（Jobs）] の順に選択し、ジョブのステータスを
確認します（ジョブのモニタリングを参照）。
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テンプレートのタギング
わかりやすい名前を指定して一連のテンプレートにラベルを付けて、テンプレートにタグを付
けることができます。タグ付けされたテンプレートを作成すると、そのテンプレートは [自分の
タグ（My Tags）] フォルダの下にリストされます。設定テンプレートにタグ付けすることで、以下
を行う際に役立ちます。
•

検索フィールドでタグ名を使用したテンプレートの検索

•

追加のデバイスを設定するための、参照としてのタグ付けされたテンプレートの使用

新しい設定テンプレートのタギング
新しい設定テンプレートにタグ付けし、タグ付けされたテンプレートを公開するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に選択します。

ステップ 2

[機能およびテクノロジー（Features and Technologies）] フォルダを展開し、適切なサブフォルダを
選択してから、テンプレート タイプを選択します。

ステップ 3

必要なフィールドに入力し、[タグ（Tags）] フィールドにタグ名を入力してから、[新しいテンプ
レートとして保存（Save As New Template）] をクリックします。

既存のテンプレートのタギング
既存のテンプレートにタグ付けするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に選択します。

ステップ 2

左側の [機能およびテクノロジー（Features and Technologies）] メニューで、[自分のテンプレート
（My Templates）] フォルダを展開し、更新するテンプレートを選択します。

ステップ 3

[タグ（Tag）] アイコンをクリックして、[次のタグを使用（Tag as）] テキスト ボックスにタグ名を
入力し、[保存（Save）] をクリックします。

複数のテンプレートへのタグの関連付け
新しいタグ名にタグ付けするか、または既存のタグを複数のテンプレートに関連付けることが
できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に選択します。

ステップ 2

[テンプレート（Templates）] 列のナビゲーション ツールバーにある [タグ（Tag）] アイコンをク
リックします。

ステップ 3

[次のタグを使用（Tag as）] フィールドにタグ名を入力します。
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ステップ 4

[自分のテンプレート（My Templates）] フォルダで、タグに関連付けるテンプレートをクリックし
ます。
フォルダ内のすべてのテンプレートをタグに関連付けるには、[自分のテンプレート（My
Templates）] フォルダの隣にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 5

[適用（Apply）] をクリックします。

複合テンプレートの作成
デバイスに対して一括して適用する既存の機能テンプレートまたは CLI テンプレートのコレク
ションがある場合は、複合テンプレートを作成します。たとえば、ブランチを展開する場合は、ブ
ランチ ルータ対して最小限の設定を指定する必要があります。複合テンプレートを作成すると、
次のような必要な機能のセットを作成できます。
•

イーサネット インターフェイスの機能テンプレート

•

必要な追加機能の CLI テンプレート

作成したすべてのテンプレートは、単一の複合テンプレートに追加できます。これは、ブランチ
ルータに必要なすべての個々の機能テンプレートを集約したものです。また、この複合テンプ
レートを使用して、ブランチ展開処理を実行し、他のブランチで設定を複製することができます。
ブランチ全体に複製される複数の類似したデバイスがある場合は、ブランチ内のすべてのデバ
イスに対してマスター（ゴールデン）複合テンプレートを作成し、適用できます。このマスター複
合テンプレートは次の目的で使用できます。
•

展開の簡略化、およびデバイス構成間での一貫性の確保。

•

不一致があるかどうかを判断するための、既存のデバイス設定との比較。

•

新しいブランチの作成。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [複合テンプレート（Composite Templates）] > [複合テンプレート（Composite
Templates）] の順に選択します。

ステップ 2

必要な情報を入力します。
•

[デバイス タイプ（Device Type）] ドロップダウン リストから、複合テンプレートに含まれる
すべてのテンプレートを適用するデバイスを選択します。たとえば、複合テンプレート内に、
Cisco 7200 シリーズ ルータに適用するテンプレート 1 つと、すべてのルータに適用する別の
テンプレートがある場合は、[デバイス タイプ（Device Type）] ドロップダウン リストで
[Cisco 7200 シリーズ ルータ（Cisco 7200 Series routers）] を選択します。
デバイス タイプが選択不可の場合、テンプレートをそのデバイス タイプに適用できません。

•

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、複合テンプレートに含めるテンプレートを
選択します。
矢印を使用し、複合テンプレート内のテンプレートを、デバイスに展開する順序で配置しま
す。たとえば、ACL を作成し、インターフェイスに関連付けるには、まず ACL テンプレートを
配置し、その後にインターフェイス テンプレートを続けます。

ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、デバイスに適用します（機能およびテクノロジー テンプレートの作成を参照）。
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関連項目
•

共有ポリシー オブジェクト

共有ポリシー オブジェクト
ポリシー オブジェクトを使用すると、要素の論理集合を定義できます。ポリシー オブジェクト
は再利用可能な名前付きコンポーネントであり、他のオブジェクトやポリシーで使用できます。
また、ポリシーを定義するたびにコンポーネントを定義する必要がなくなります。
オブジェクトはグローバルに定義されます。つまり、オブジェクトの定義は、そのオブジェクト
を参照しているすべてのオブジェクトおよびポリシーで同じになります。ただし、多くのオブ
ジェクト タイプ（インターフェイス ロールなど）は、デバイス レベルで上書きできます。これは、
ほとんどのデバイスに対して有効なオブジェクトを作成し、要件が若干異なる特定のデバイス
の設定にあうようにオブジェクトをカスタマイズできることを意味します。
設定テンプレートの効率性と精度を向上させるために、設定テンプレートに含める共有ポリ
シー オブジェクトを作成できます。インターフェイス ロール（インターフェイス ロールを参照）
またはネットワーク オブジェクト（ネットワーク オブジェクトの作成を参照）を作成し、設定テ
ンプレートに追加できます。
関連項目
•

インターフェイス ロール

•

ネットワーク オブジェクトの作成

インターフェイス ロール
インターフェイス ロールを使用すると、各インターフェイスの名前を手動で定義することなく、
複数のデバイス上の特定のインターフェイスにポリシーを定義できます。インターフェイス
ロールは、デバイス上の実際のインターフェイスのいずれかを参照できます。インターフェイス
には、物理インターフェイス、サブインターフェイス、仮想インターフェイス（ループバック イン
ターフェイスなど）があります。
All-Ethernets インターフェイス ロールを作成する場合は、1 つの定義だけでデバイス上のあらゆ
るイーサネット インターフェイスに対して同じ高度な設定を定義できます。設定テンプレート
にこのインターフェイス ロールを追加し、選択したデバイスにテンプレートを展開して、イーサ
ネット インターフェイスを設定します。
インターフェイス ロールは、新しいデバイスにポリシーを適用する際に特に役立ちます。追加す
るデバイスが既存のデバイスと同じインターフェイス命名方式を共有しているかぎり、インター
フェイス ロールを含む必要な設定テンプレートを新しいデバイスにすばやく展開できます。

インターフェイス ロールの作成
インターフェイス ロールを使用すると、各デバイスのインターフェイスを手動で定義すること
なく、インターフェイスのグループを動的に選択できます。たとえば、インターフェイス ロール
を使用して、ゾーンベースのファイアウォール設定テンプレートでゾーンを定義できます。
DMZ* という命名パターンでインターフェイス ロールを定義できます。このインターフェイス
ロールをテンプレートに含めると、その設定は、選択したデバイス上の名前が「DMZ」で始まるす
べてのインターフェイスに適用されます。その結果、すべての DMZ インターフェイスでアンチ
スプーフィング チェックを有効化するポリシーを、関連するすべてのデバイス インターフェイ
スに 1 回のアクションで適用できます。
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ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy
Objects）] の順に選択します。

ステップ 2

[共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy Objects）] ペインで、[共有（Shared）] > [インターフェ
イス ロール（Interface Role）] の順に選択します。

ステップ 3

[インターフェイス ロール（Interface Role）] ページから、[オブジェクトの追加（Add Object）] をク
リックします。

ステップ 4

[インターフェイス ロールの追加（Add Interface Role）] ページから、インターフェイス ロールに
対する一致ルールを作成します。
たとえば、ゾーンベースのテンプレートを定義すると、指定されたルールに一致するデバイス上
のすべてのインターフェイスがこのインターフェイス ロールによって表されるセキュリティ
ゾーンのメンバーになります。名前、説明、タイプおよび速度に応じてインターフェイスを照合
できます。

ステップ 5

[OK] をクリックして、設定を保存します。

ネットワーク オブジェクトの作成
ネットワーク オブジェクトは、ネットワークを表す IP アドレスまたはサブネットの論理集合で
す。ネットワーク オブジェクトによって、ポリシーの管理が簡単になります。
IPv4 および IPv6 アドレス用の別個のオブジェクトがあり、IPv4 オブジェクトは「ネットワーク/
ホスト」と呼ばれ、IPv6 オブジェクトは「ネットワーク/ホスト IPv6」と呼ばれます。アドレス表記
を除き、これらのオブジェクトは機能的に同じであり、多くの場合、名前のネットワーク/ホスト
はどちらかのオブジェクトのタイプに適用されます。特定のポリシーでは、ポリシーで想定され
ているアドレス タイプによって、いずれか 1 つのオブジェクト タイプの選択が必須になります。
次の設定テンプレートで使用される共有ポリシー オブジェクトを作成できます。
•

ゾーンベース ファイアウォール テンプレート：ゾーンベース ファイアウォールの作成を参
照してください

•

アプリケーションの可視性：アプリケーション可視性の設定を参照してください

ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy
Objects）] > [共有（Shared）] > [IPv4 ネットワーク オブジェクト（IPv4 Network Object）] の順に選
択します。

ステップ 2

[ネットワーク オブジェクト（Network Object）] ページから、[オブジェクトの追加（Add Object）]
をクリックして、IP アドレスまたはサブネットのグループを追加します。

ステップ 3

[OK] をクリックして、設定を保存します。
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セキュリティ ルール パラメータ マップの作成
ファイアウォール ルールにパラメータ マップ オブジェクトのセットを作成して使用するには、
次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy
Objects）] の順に選択します。

ステップ 2

[共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy Objects）] ペインで、[共有（Shared）] > [セキュリティ
ルール パラメータ マップ（Security Rule Parameter Map）] の順に選択します。

ステップ 3

[セキュリティ ルール パラメータ マップ（Security Rule Parameter Map）] ページから、[オブジェク
トの追加（Add Object）] をクリックします。

ステップ 4

作成中のパラメータ マップの名前と説明を指定します。

ステップ 5

パラメータ リストから、それぞれに対し値を適用して指定するパラメータを選択します。

ステップ 6

デバイス レベルのオーバーライドを指定するには、[デバイス レベルのオーバーライド（Device
Level Override）] > [デバイスの追加（Add Device）] の順に選択します。

ステップ 7

追加するデバイスを選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックして、設定を保存します。

セキュリティ サービス グループの作成
ファイアウォール ルールにパラメータ マップ オブジェクトのセットを作成して使用するには、
次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy
Objects）] の順に選択します。

ステップ 2

[共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy Objects）] ペインで、[共有（Shared）] > [セキュリティ
サービス（Security Service）] の順に選択します。

ステップ 3

[セキュリティ サービス（Security Service）] ページから、[オブジェクトの追加（Add Object）] をク
リックします。

ステップ 4

作成中のサービスの名前と説明を指定します。

ステップ 5

使用可能なリストからサービス データを選択します。[TCP] または [UDP] を選択した場合は、
ポート番号またはポート範囲のリストを提供します（カンマで区切る）。

ステップ 6

デバイス レベルのオーバーライドを指定するには、[デバイス レベルのオーバーライド（Device
Level Override）] > [デバイスの追加（Add Device）] の順に選択します。

ステップ 7

追加するデバイスを選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックして、設定を保存します。
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セキュリティ ゾーンの作成
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy
Objects）] の順に選択します。

ステップ 2

[共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy Objects）] ペインで、[共有（Shared）] > [セキュリティ
ゾーン（Security Zone）] の順に選択します。

ステップ 3

[セキュリティ ゾーン（Security Zone）] ページから、[オブジェクトの追加（Add Object）] をクリッ
クします。

ステップ 4

作成中のセキュリティ ゾーンの名前と説明を指定します。

ステップ 5

ゾーンにアタッチする必要があるインターフェイスを定義するルールのセットを指定します。

ステップ 6

デバイス レベルのオーバーライドを指定するには、[デバイス レベルのオーバーライド（Device
Level Override）] > [デバイスの追加（Add Device）] の順に選択します。

ステップ 7

追加するデバイスを選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックして、設定を保存します。

設定テンプレートとデバイスのグループ化
設定テンプレートのセットを特定のデバイスに関連付けることをお勧めします。同じ設定を必
要とするデバイスがある場合、設定テンプレートをデバイスに関連付ける設定グループを作成
できます。設定グループを作成することで、新しいテンプレートを展開するデバイスを覚えてい
なくても、新しいテンプレートをすぐに適用できます。
複合テンプレートを使用すると、小規模のテンプレートを一つにグループ化できますが、テンプ
レートとそのテンプレートが適用されるデバイスのグループとの関係を指定するのは設定グ
ループだけです。また、設定グループ内のテンプレートがデバイスに展開される順序を指定する
こともできます。
設定グループを作成する前に、以下を実行する必要があります。
•

設定グループでデバイス用の設定テンプレートを作成します。機能およびテクノロジー テ
ンプレートの作成を参照してください。

•

設定グループに含めるデバイスを決定します。

ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [設定グループ（Configuration Groups）] の順
に選択します。

ステップ 2

必要なフィールドに入力します。表示されるデバイス タイプは、[デバイス タイプ（Device Type）]
フィールドの選択内容によって異なります。

ステップ 3

必要に応じて、テンプレートを選択して上矢印または下矢印をクリックしてグループ内での順
序を変更します。

ステップ 4

[新しい設定グループとして保存（Save as a New Configuration Group）] をクリックします。
表 20-2 に、考えられる設定グループの状態を示します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

20-18

OL-32122-01-J

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定
コントローラ設定グループ

表 20-2

設定グループのステータスの説明

ステータス

説明

成功
（Success）

設定グループが正常に作成されたことを示します。

保留中
（Pending）

設定グループ内の 1 つ以上のデバイスに、まだ展開されていない変更があります。たとえば、設定グ
ループに新しいデバイスを追加した場合、新しいデバイスのステータスは [保留中（Pending）] となり
ます。設定グループが関連付けられている設定テンプレートを変更した場合、設定グループ内のすべ
てのデバイスのステータスは [保留中（Pending）] となります。

スケジュー 設定グループの展開が予定されていることを示します。設定グループが [スケジュール済み
ル済み
（Scheduled）] の場合、グループ内の [保留中（Pending）] または [失敗（Failed）] のデバイスは [スケ
（Scheduled） ジュール済み（Scheduled）] に変更されます。デバイスが [展開済み（Deployed）] の場合、そのデバイス
は [展開済み（Deployed）] のままとなり、そのステータスは [スケジュール済み（Scheduled）] に変更さ
れません。
失敗
(Failure)

展開が設定グループ内の 1 つ以上のデバイスで失敗しました。

コントローラ設定グループ
設定グループを作成することで、同じモビリティ グループ名および類似する設定を持つ必要の
あるコントローラをグループ化できます。テンプレートをグループに割り当てて、テンプレート
をグループ内のすべてのコントローラに適用できます。設定グループを追加、削除、または解除
することができ、ソフトウェア、IDS シグニチャ、またはカスタマイズした Web 認証ページを、選
択した設定グループのコントローラにダウンロードできます。また、現在の設定を、選択した設
定グループのコントローラの不揮発性（フラッシュ）メモリに保存することもできます。

（注）

コントローラは、複数のモビリティ グループのメンバーにはできません。コントローラをあるモ
ビリティ グループに追加すると、すでにメンバーとなっている別のモビリティ グループからそ
のコントローラが削除されます。
[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] を選択すると、Prime Infrastructure データベースのすべての設定グループ
の概要を表示できます。[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [設定
グループの追加（Add Configuration Groups）] を選択すると、次の列を持つ表が表示されます。
•

[グループ名（Group Name）]：設定グループの名前。

•

[テンプレート（Templates）]：設定グループに適用するテンプレートの数。

コントローラ設定グループの作成
設定グループを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[設定グループの追加（Add
Config Group）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
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ステップ 3

ステップ 4

新しい設定グループ名を入力します。これは全グループで一意である必要があります。
•

[バックグラウンド監査の有効化（Enable Background Audit）] を選択すると、この設定グルー
プのネットワークとコントローラの監査が発生します。

•

[適用の有効化（Enable Enforcement）] を選択すると、何らかの矛盾が見つかった場合、監査中
にテンプレートが自動的に適用されます。

Prime Infrastructure で作成されたその他のテンプレートを、設定グループに割り当てることがで
きます。同じ WLAN テンプレートを、複数の設定グループに割り当てることができます。次のオ
プションから選択します。
•

[選択して後で追加（Select and add later）]：後でテンプレートを追加するにはクリックします。

•

[コントローラからテンプレートをコピー（Copy templates from a controller）]：別のコントロー
ラからテンプレートをコピーするにはクリックします。現在のコントローラ一覧からコント
ローラを選択して、それに適用されているテンプレートを新しい設定グループにコピーしま
す。テンプレートだけがコピーされます。

（注）

ステップ 5

無線テンプレートを使用する場合、テンプレートの順序が重要になります。たとえ
ば、テンプレート リストに無線テンプレートが含まれ、無線パラメータを適用する前
に無線ネットワークを無効にする必要がある場合、まず無線ネットワークを無効に
するテンプレートをテンプレートに追加する必要があります。

[保存（Save）] をクリックします。[設定グループ（Configuration Groups）] ページが表示されます。
設定グループを作成後、Prime Infrastructure で、コントローラのグループにプッシュするテンプ
レートを選択することで、複数のコントローラを選択して設定することができます。
•

[一般（General）]：モビリティ グループを有効にできます。
[バックグラウンド監査（Background Audit）] オプションを有効にするには、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [監査の設定（Audit Settings）] でテンプレートベー
スの監査を設定します。

•

[コントローラ（Controllers）]：詳細については、設定グループでのコントローラの追加または
削除を参照してください。

•

[国/DCA（Country/DCA）]：詳細については、複数の国コードの設定を参照してください。

•

[テンプレート（Templates）]：作成済みの設定テンプレートを選択できます。

•

[適用/スケジュール（Apply/Schedule）]：詳細については、設定グループの適用またはスケ
ジューリングを参照してください。

•

[監査（Audit）]：詳細については、設定グループの監査を参照してください。

•

[再起動（Reboot）]：詳細については、設定グループのリブートを参照してください。

•

[レポート（Report）]：このグループの最新のレポートを表示できます。
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設定グループでのコントローラの追加または削除
設定グループのコントローラを追加または削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[グループ名（Group Name）] 列のグループ名をクリックして、[監査
（Audit）
] タブをクリックします。
このテーブルの列にはコントローラの IP アドレス、コントローラが含まれる設定グループの名
前、コントローラのモビリティ グループ名が表示されます。

ステップ 3

グループに追加したいコントローラの行をクリックして強調表示させ、[追加（Add）] をクリック
します。

ステップ 4

グループからコントローラを削除するには、[コントローラのグループ化（Group Controllers）] 領
域のコントローラを強調表示させ、[削除（Remove）] をクリックします。

ステップ 5

[適用/スケジュール（Apply/Schedule）] タブをクリックし、[適用（Apply）] をクリックして、設定
グループでコントローラを追加または削除し、[選択内容の保存（Save Selection）] をクリックし
ます。

複数の国コードの設定
1 つまたは複数の国をコントローラに設定できます。国をコントローラに設定すると、対応する
802.11a/n DCA チャネルが選択可能になります。少なくとも 1 つの DCA チャネルを、802.11a/n
ネットワークに対して選択する必要があります。国コードが変更されると、DCA チャネルも連携
して自動的に変更されます。

（注）

コントローラの 802.11a/n および 802.11b/n のネットワークとアクセス ポイントを無効にしてか
ら、コントローラ上で国を設定してください。802.11a/n または 802.11b/n のネットワークを無効
にするには、[設定（Configure）] > [コントローラ（Controllers）] の順に選択し、無効にする目的のコ
ントローラを選択し、[802.11a/n] または [802.11b/g/n] を左側のサイドバー メニューから選択し
て、[パラメータ（Parameters）] を選択します。[ネットワーク ステータス（Network Status）] が最初
のチェックボックスです。
設定グループで定義された複数のコントローラを追加して DCA チャネルを設定するには、次の
手順を実行します。

ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[設定グループの追加（Add
Config Groups）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

グループ名およびモビリティ グループ名を入力して、設定グループを作成します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックしてから、[コントローラ（Controllers）] タブをクリックします。

ステップ 5

追加するコントローラを強調表示して、[追加（Add）] をクリックします。コントローラが [グルー
プ コントローラ（Group Controllers）] ページに追加されます。
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ステップ 6

[国/DCA（Country/DCA）] タブをクリックします。[国/DCA（Country/DCA）] ページが表示されま
す。動的チャネル割り当て（DCA）により、コントローラに接続された管理対象デバイスの中から
妥当なチャネルの割り当てが自動的に選択されます。

ステップ 7

[国の更新/DCA（Update Country/DCA）] チェックボックスをオンにして、選択する国の一覧を表
示します。

ステップ 8

同じモビリティ グループのコントローラ上で現在設定されている DCA チャネルが、[国コード
の選択（Select Country Codes）] ページに表示されます。選択した国に割り当て可能な対応チャネ
ル（802.11a/n および 802.11b/n）も表示されます。一覧に記載されているチャネルを追加または削
除するには、チャネルを選択または選択解除して、[選択内容の保存（Save Selection）] をクリック
します。
最低 1 ヵ国および最高 20 ヵ国を、1 つのコントローラに設定できます。

設定グループの適用またはスケジューリング
スケジューリング機能を使用して、プロビジョニングの開始日および開始時刻をスケジューリ
ングできます。
モビリティ グループ、モビリティ メンバー、およびテンプレートを設定グループのすべてのコ
ントローラに適用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。
[グループ名（Group Name）] 列のグループ名をクリックして、[適用/スケジュール
（Apply/Schedule）] タブを選択します。
[適用（Apply）] をクリックして、モビリティ グループ、モビリティ メンバー、およびテンプレート
のプロビジョニングを、設定グループのすべてのコントローラに対して開始します。適用後に
は、このページを離れたり、Prime Infrastructure からログアウトすることができます。プロセスは
継続され、後でこのページに戻りレポートを表示できます。

（注）

プロビジョニングのプロセス中は、
その他の設定グループの機能は実行しないでください。

レポートが生成され、[最近適用したレポート（Recent Apply Report）] ページに表示されます。コ
ントローラのそれぞれに正常に適用されたモビリティ グループ、モビリティ メンバー、または
テンプレートが表示されます。
ステップ 4

テキスト ボックスに開始日を入力するか、カレンダーのアイコンを使用して開始日を選択します。

ステップ 5

開始時刻を、[時間（hours）] および [分（minutes）] ドロップダウン リストを使用して選択します。

ステップ 6

[スケジュール（Schedule）] をクリックすると、スケジューリングした時間にプロビジョニングを
開始します。
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設定グループの監査
[設定グループの監査（Configuration Groups Audit）] ページを使用して、コントローラの設定がグ
ループのテンプレートおよびモビリティ グループに従っているかどうかを確認できます。監査
中は、このウィンドウを離れたり、Prime Infrastructure からログアウトしたりできます。プロセス
は継続され、後でこのページに戻りレポートを表示できます。
監査中は、その他の設定グループの機能は実行しないでください。
設定グループ監査を実行するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[グループ名（Group Name）] 列のグループ名をクリックして、[監査
（Audit）
] タブをクリックします。

ステップ 3

[コントローラ（Controllers）] タブでコントローラをクリックして強調表示し、[>>（追加）
（>>
(Add)）] および [選択内容の保存（Save Selection）] を選択します。

ステップ 4

[テンプレート（Templates）] タブでテンプレートをクリックして強調表示し、[>>（追加）
（>>
(Add)）] および [選択内容の保存（Save Selection）] を選択します。

ステップ 5

[監査（Audit）] をクリックして、監査プロセスを開始します。
レポートが生成され、各コントローラの現在の設定が設定グループのテンプレートと比較され
ます。レポートには監査ステータス、同期テンプレートの数、非同期テンプレートの数が表示さ
れます。
この監査では、デバイスに対して Prime Infrastructure 設定は強制されません。矛盾の識別だけを
行います。

ステップ 6

[詳細（Details）] をクリックして、コントローラ監査レポートの詳細を表示します。

ステップ 7

項目をダブルクリックして、[属性の差異（Attribute Differences）] ページを開きます。このページ
には属性、Prime Infrastructure の属性値、コントローラの属性値が表示されます。

ステップ 8

[Prime Infrastructure Value の保持（Retain Prime Infrastructure Value）] をクリックして、[属性の相違
（Attribute Differences）] ページのすべての属性をデバイスに適用します。

ステップ 9

[閉じる（Close）] をクリックして、[コントローラ監査レポート（Controller Audit Report）] ページに
戻ります。

設定グループのリブート
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[グループ名（Group Name）] 列のグループ名をクリックし、[再起動（Reboot）] タブをクリックし
ます。

ステップ 3

一度に 1 つのコントローラをリブートして、そのコントローラが起動されるまで待ってから次
のコントローラをリブートする場合は、[カスケード リブート（Cascade Reboot）] チェックボック
スをオンにします。
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ステップ 4

[リブート（Reboot）] をクリックすると、設定グループのすべてのコントローラが同時にリブート
されます。リブート中は、このページを離れたり、Prime Infrastructure からログアウトしたりでき
ます。プロセスは継続され、後でこのページに戻りレポートを表示できます。
[最近のリブート レポート（Recent Reboot Report）] ページに、各コントローラがリブートされた
時間、リブート後のコントローラのステータスが表示されます。Prime Infrastructure がコント
ローラをリブートできない場合は、失敗が表示されます。

設定グループ レポートの取得
指定のグループ名で最近適用されたすべてのレポートを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[グループ名（Group Name）] 列のグループ名をクリックし、[レポート（Report）] タブをクリックし
ます。[最近適用したレポート（Recent Apply Report）] ページには、適用ステータス、適用が開始さ
れた日時、テンプレート数などを示す、最近適用されたレポートがすべて表示されます。各 IP ア
ドレスに関する次の情報が表示されます。

ステップ 3

•

[適用ステータス（Apply Status）]：成功（Success）、一部成功（Partial Success）、失敗（Failure）、未
開始（Not Initiated）を示します。

•

[正常なテンプレート（Successful Templates）]：該当する IP アドレスに関連する正常なテンプ
レートの数を示します。

•

[失敗（Failures）]：コントローラに対するモビリティ グループ、モビリティ メンバー、および
テンプレートのプロビジョニングの失敗数を示します。

•

[詳細（Details）]：[詳細（Details）] をクリックすると、それぞれの失敗と関連するエラー メッ
セージが表示されます。

スケジューリングされたタスク レポートを表示するには、ページ下部の [ここをクリック（click
here）] リンクをクリックします。

ワイヤレス設定テンプレートの作成
次の各項では、以下に対しワイヤレス設定テンプレートを作成する方法について説明します。
•

Lightweight アクセス ポイント

•

Autonomous アクセス ポイント

•

スイッチ

•

Autonomous アクセス ポイントの Lightweight アクセス ポイントへの変換
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Lightweight AP 設定テンプレートの作成
Lightweight アクセス ポイントのテンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Lightweight アクセス ポイント
（Lightweight Access Points）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウンリストから、[テンプレートの追加（Add
Template）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

テンプレートの名前と説明を入力し、[保存（Save）] をクリックします。既存のテンプレートを更
新している場合は、[テンプレート名（Template Name）] 列の該当するテンプレートをクリックし
ます。

ステップ 4

各タブをクリックして、必須フィールドに値を入力します。フィールドの説明については、
『Cisco
Prime Infrastructure 3.0 Reference Guide』を参照してください。

Autonomous AP 設定テンプレートの作成
Autonomous アクセス ポイントのテンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Autonomous アクセス ポイント
（Autonomous Access Points）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウンリストから、[テンプレートの追加（Add
Template）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。既存のテンプレートを更新している場合
は、[テンプレート名（Template Name）] 列の該当するテンプレートをクリックします。

ステップ 3

テンプレートの名前と適用できる CLI コマンドを入力します。
（注）

show コマンドは [CLI コマンド（CLI commands）] テキスト ボックスに含めないでくださ
い。show コマンドはサポートされていません。

コントローラの WLAN 設定ポリシー テンプレートの作成
[ポリシー設定テンプレート（Policy Configuration Templates）] ページでは、コントローラにデバイ
ス ベースのポリシーを設定することができます。ネットワーク上のユーザまたはデバイス用の
ポリシーを設定できます。
設定できるポリシーの最大数は 64 です。AAA オーバーライドがコントローラに設定されている
場合は、ポリシーは WLAN および AP グループに適用されません。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバー メニューから、[機能およびテクノロジー（Features and Technologies）] > [コン
トローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [ポリシー設定（Policy Configuration）] の順に選択し
ます。[ポリシー設定テンプレート（Policy Configuration Template）] ページが表示されます。
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ステップ 3

次のフィールドに入力します。
•

[名前（Name）]：ポリシー テンプレートの名前

•

[説明（Description）]：ポリシー テンプレートの説明。

•

[タグ（Tags）]：このテンプレートに適用する検索キーワード。

•

[デバイス タイプ（Device Type）
（検証基準）
]
：テンプレートを検証するのに使用されるデバイ
ス製品ファミリ、シリーズまたはタイプ（Cisco Unified Wireless Network の場合は CUWN が
デフォルトです）。

•

[ポリシー名（Policy Name）]：ポリシーの名前。

•

[ポリシーロール（Policy Role）]：ユーザの属するユーザ タイプまたはユーザ グループ。たと
えば、学生、従業員など。

•

[EAP の種類（EAP Type）]：クライアントが使用する EAP 認証方式。使用可能なタイプは次の
とおりです。
– LEAP
– EAP-FAST
– EAP-TLS
– PEAP

•

[デバイス タイプ（Device Type）]：このポリシーが適用されるデバイス タイプを選択します
（たとえば、Apple Laptop）。

•

[VLAN ID]：ポリシーに関連付けられる VLAN。

•

[IPv4 ACL]：リストからポリシーの IPv4 ACL を選択します。

•

[QoS]：リストからポリシーの Quality of Service レベルを選択します。次のいずれかを選択で
きます。
– [プラチナ
（音声）
（Platinum (Voice)）]：Voice over Wireless の高い QoS を保証します。
– [ゴールド
（ビデオ）
（Gold (Video)）]：高品質のビデオ アプリケーションをサポートします。
– [シルバー
（ベスト エフォート）
（Silver (Best Effort)）]：クライアントの通常の帯域幅をサ

ポートします。
– [ブロンズ/バックグラウンド
（Bronze (Background)）]：ゲスト サービスに最小の帯域幅を

提供します。

ステップ 4

•

[セッションのタイムアウト（Session Timeout）]：クライアントが強制的に再認証されるまで
の最大時間数（秒単位）。デフォルト値は 0 秒です。

•

[スリーピング クライアント タイムアウト（Sleeping Client Timeout）]：ゲスト クライアント
が強制的に再認証されるまでの最大時間数（時間単位）。デフォルト値は 12 時間です。範囲は
1 ～ 720 時間です。

終了したら、[新しいテンプレートとして保存（Save As New Template）] をクリックします。
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Autonomous AP 移行テンプレートの作成
Autonomous ソリューションから Unified アーキテクチャへ移行するには、Autonomous アクセス
ポイントを Lightweight アクセス ポイントへ変換する必要があります。
アクセス ポイントを Lightweight に変換した後は、アクセス ポイントの前のステータスまたは設
定は保持されません。
Autonomous AP 移行テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [Autonomous AP 移行（Autonomous AP Migration）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウンリストから、[テンプレートの追加（Add
Template）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。既存のテンプレートを更新している場合
は、[テンプレート名（Template Name）] 列の該当するテンプレートをクリックします。

ステップ 3

必要なフィールドに入力します。フィールドの説明については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0
Reference Guide』を参照してください。

ステップ 4

移行分析の概要を表示するには、[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [Autonomous AP 移行分
析（Autonomous AP Migration Analysis）] の順に選択します。

スイッチ位置設定テンプレートの作成
スイッチの位置テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [スイッチ位置（Switch Location）] の順に選
択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウンリストから、[テンプレートの追加（Add
Template）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

必要なフィールドに入力します。フィールドの説明については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0
Reference Guide』を参照してください。

ワイヤレス テンプレートの作成
この項では、ワイヤレス テンプレートを追加および適用する方法を説明します。テンプレートを
利用すると共通の情報をフィールドに設定しておくことができ、その後、複数のデバイスにパラ
メータを適用する際に再入力する必要がなくなります。
関連項目
•

コントローラ テンプレート

•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

AP 設定テンプレートの作成

•

スイッチ位置設定テンプレートの設定

•

Autonomous AP 移行テンプレートの作成
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コントローラ テンプレート
コントローラ テンプレートでは、1 つのページからすべての Cisco Prime Infrastructure テンプ
レートにアクセスできます。コントローラ テンプレートを追加および適用、テンプレートを表
示、または既存のテンプレートを変更できます。この項では、コントローラ テンプレートの適用
と削除、およびアクセス ポイント テンプレートの作成や変更の手順についても説明します。
コントローラ テンプレートにアクセスするには、[設定（Configuration）] > [テンプレート
（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ（Controller）]
の順に選択します。
関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

AP 設定テンプレートの作成

•

システム テンプレートの作成

•

WLAN テンプレートについて

•

セキュリティ アクセス コントロール テンプレートの作成

•

セキュリティ CPU アクセス コントロール リスト テンプレートの作成

•

セキュリティ不正テンプレートの作成

•

802.11 テンプレートの作成

•

802.11a/n 無線テンプレートの作成

•

802.11b/g/n 無線テンプレートの作成

•

メッシュ設定テンプレートの作成

•

管理テンプレートの作成

•

CLI テンプレートの作成

•

位置設定テンプレートの作成

•

IPv6 テンプレートの作成

•

プロキシ モバイル IPv6 テンプレートの作成

•

mDNS テンプレートの作成

•

AVC プロファイル テンプレートの作成

•

NetFlow テンプレートの作成

コントローラ テンプレートの追加
新しいコントローラ テンプレートを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] の順に選択します。
追加するテンプレートを選択します。
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ステップ 3

テンプレート名を入力します。
テンプレート名は、テンプレートを特定するために使用される一意のキーです。同じキー属性を
持つ 2 つのテンプレートを区別するため、テンプレート名は必須です。

ステップ 4

テンプレートの説明を入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

コントローラ テンプレートの削除
コントローラ テンプレートを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [自分のテンプ
レート（My Templates）] の順に選択します。

ステップ 2

削除するテンプレートを選択し、[削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 3

[OK] をクリックして削除を実行します。このテンプレートがコントローラにされている場合に
は、[テンプレートの削除の確定（Remove Template Confirmation）] ページが開き、このテンプレー
トを現在適用しているすべてのコントローラがリストされます。

ステップ 4

テンプレートを削除する各コントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[OK] をクリックして削除操作を確定するか、または [キャンセル（Cancel）] をクリックしてテン
プレートを削除せずにこのページを閉じます。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの適用

コントローラ テンプレートの適用
コントローラ テンプレートは、選択した設定グループの 1 つ以上のコントローラに直接適用で
きます。
コントローラ テンプレートを適用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーのメニューを使用して、適用するテンプレートのカテゴリを選択します。

ステップ 3

コントローラに適用するテンプレートのテンプレート名をクリックします。

ステップ 4

[コントローラに適用（Apply to Controllers）] をクリックして、[コントローラに適用（Apply to
Controllers）] ページを開きます。
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ステップ 5

テンプレートを適用する各コントローラのチェックボックスをオンにします。
すべてのコントローラを選択するには、コントローラ テーブルの左隅に表示されるチェック
ボックスをオンにします。
[テンプレートをコントローラに適用する際にエラーを無視（Ignore errors on Apply template to
Controllers）] チェックボックスをオンにすると、エラーを無視して、テンプレートのすべてのコ
マンドをコントローラに適用できます。このチェックボックスがオフの場合、テンプレートのコ
マンドをコントローラに適用する際にエラーが発生すると、残りのコマンドは適用されません。

ステップ 6

テンプレートを直接適用する対象として、選択した設定グループの 1 つまたはすべてのコント
ローラより選択ください。
テンプレートを 1 つのコントローラ（もしくは、すべてのコントローラ）に直接適用するには、次
の手順を実行します。
a.

[選択したコントローラに直接適用（Apply to controllers selected directly）] オプション ボタン
を選択します。[コントローラに適用（Apply to Controllers）] ページに、コントローラ名および
設定グループ名（該当する場合）とともに、使用できる各コントローラの IP アドレスがリス
トされます。

b.

テンプレートを適用する各コントローラのチェックボックスをオンにします。
[テンプレートをコントローラに適用するときにエラーを無視（Ignore errors on Apply
template to Controllers）] チェックボックスをオンにすると、エラーを無視して、テンプレート
のすべてのコマンドをコントローラに適用できます。このチェックボックスがオフの場合、
テンプレートのコマンドをコントローラに適用する際にエラーが発生すると、残りのコマン
ドは適用されません。

選択した設定グループのすべてのコントローラにテンプレートを適用するには、次の手順を実
行します。
a.

[選択した設定グループでコントローラを適用（Apply to controllers in the selected Config
Groups）] オプション ボタンを選択します。[コントローラに適用（Apply to Controllers）] ペー
ジに、モビリティ グループ名および含まれるコントローラ数とともに、各設定グループの名
前がリストされます。

b.

テンプレートを適用する各設定グループのチェックボックスをオンにします。
コントローラのない設定グループには、テンプレートを適用できません。

ステップ 7

次の追加操作を実行できます。
•

[適用後に設定をフラッシュに保存（Save Config to Flash after apply）] チェックボックスをオ
ンにした場合は、テンプレートが正常に適用されると、save config to Flash コマンドが実行さ
れます。

•

[適用後にコントローラをリブート（Reboot Controller after apply）] チェックボックスをオン
にした場合は、テンプレートが正常に適用されると、コントローラがリブートします。
この設定結果は、[保存設定/リブート結果の表示（View Save Config / Reboot Results）] オプ
ションを有効にして、[テンプレート結果（Template Results）] ページで表示できます。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
[テンプレート リスト（Template List）] ページから直接、テンプレートを適用できます。適用する
テンプレートのチェックボックスをオンにし、[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダ
ウン リストから [テンプレートを適用（Apply Templates）] を選択し、[実行（Go）] をクリックして、
[コントローラに適用（Apply to Controllers）] ページを開きます。このテンプレートを適用するコ
ントローラのチェックボックスをオンにして、[OK] をクリックします。
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関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの適用

システム テンプレートの作成
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] の順に選択します。次のコン
トローラ システム テンプレートを作成できます。
•

AP 802.1X サプリカント クレデンシャル

•

AP タイマー

•

AP ユーザ名パスワード

•

DHCP

•

動的インターフェイス

•

一般的なシステム

•

グローバル CDP 設定

•

インターフェイスグループ

•

ネットワーク タイム プロトコル

•

QoS プロファイル

•

SNMP コミュニティ

•

トラフィック ストリーム メトリック QoS

•

ユーザの役割

•

VLAN グループ

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [一般（General）]

•

汎用システム テンプレートの作成

•

SNMP コミュニティ コントローラ テンプレートの作成

•

ユーザ ロール コントローラ テンプレートの作成

•

AP ユーザ名パスワード コントローラ テンプレートの作成

•

DHCP テンプレートの作成

•

ダイナミック インターフェイス テンプレートの作成

•

トラフィック ストリーム メトリック QoS テンプレートの作成

AP 802.1X サプリカント クレデンシャルの作成
Lightweight アクセス ポイントとスイッチ間の 802.1X 認証を設定できます。アクセス ポイント
は 802.1X サプリカントとして動作し、EAP-FAST と匿名 PAC プロビジョニングを使用してス
イッチにより認証されます。すべてのアクセス ポイントがコントローラ接続時に継承するグ
ローバル認証を設定できます。これには、コントローラに現在接続されているすべてのアクセス
ポイント、および今後接続されるすべてのアクセス ポイントが含まれます。
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必要に応じて、このグローバル認証設定よりも優先される、独自の認証設定を特定のアクセス ポ
イントに割り当てることができます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [AP 802.1X サプリカント ク
レデンシャル（AP 802.1X Supplicant Credentials）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックしてテンプレートを作成します。

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [AP 802.1X サプリカント クレデンシャ
ル（AP 802.1X Supplicant Credentials）]

•

コントローラ テンプレートの適用

AP タイマー テンプレートの設定
FlexConnect の一部の拡張タイマー設定およびローカル モードは、Prime Infrastructure のコント
ローラで使用できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [AP 802.1X サプリカント ク
レデンシャル（AP 802.1X Supplicant Credentials）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックし、汎用システム テンプレートを作成します。

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [AP タイマー（AP Timers）]

•

コントローラ テンプレートの適用

AP ユーザ名パスワード コントローラ テンプレートの作成
アクセス ポイントのユーザ名およびパスワードを設定するテンプレートを作成または変更しま
す。すべてのアクセス ポイントは、コントローラに接続される際にパスワードを継承します。こ
れらのクレデンシャルは、コンソールまたは Telnet/SSH を介してアクセス ポイントにログイン
する際に使用されます。
[AP ユーザ名のパスワード
（AP Username Password）] ページでは、
すべてのアクセス ポイントがコン
トローラに接続する際に継承する、
グローバル パスワードを設定できます。
また、
アクセス ポイン
トを追加する際に、
このグローバル ユーザ名およびパスワードを受け入れるか、
アクセス ポイント
単位で上書きするかを選択できます。
グローバル パスワードが表示される場所、
およびアクセス ポ
イント単位でグローバル パスワードを上書きする方法を確認するには、
を参照してください。
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さらにコントローラ ソフトウェア リリース 5.0 では、アクセス ポイントをコントローラに接続
すると、そのアクセス ポイントのコンソール ポート セキュリティが有効になり、アクセス ポイ
ント コンソール ポートへログインするたびにユーザ名とパスワードの入力を要求されます。ロ
グインした時点では非特権モードのため、特権モードを使用するには、イネーブル パスワードを
入力する必要があります。
AP ユーザ名パスワード コントローラ テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [AP ユーザ名のパスワード
（AP Username Password）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックし、汎用システム テンプレートを作成します。

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [AP ユーザ名パスワード（AP Username
Password）]

•

AP 設定テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートの適用

DHCP テンプレートの作成
DHCP プロキシを WLAN ベースではなく、グローバルで有効または無効にできます。DHCP プロ
キシがコントローラ上で有効になっている場合は、コントローラによってクライアントから設
定済みサーバへ DHCP 要求がユニキャストされます。少なくとも 1 つの DHCP サーバが、WLAN
にアソシエートされたインターフェイスか WLAN 自体で設定されている必要があります。
DHCP プロキシは、デフォルトで有効になっています。
DHCP テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [DHCP テンプレート（DHCP
Templates）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックし、汎用システム テンプレートを作成します。

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [DHCP]

•

コントローラ テンプレートの適用
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ダイナミック インターフェイス テンプレートの作成
インターフェイス フィールドを変更する場合、WLAN が一時的に無効になるため、一部のクラ
イアントとの接続が切断されることがあります。インターフェイス フィールドの変更は、コント
ローラに正常に適用された後で保存されます。
ここでインターフェイスを削除すると、インターフェイスは、コントローラではなく、テンプ
レートからのみ削除されます。プライマリおよびセカンダリのポート番号は、Cisco 4400 シリー
ズ ワイヤレス LAN コントローラにのみ存在します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [ダイナミック インター
フェイス テンプレート（Dynamic Interface Templates）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックし、汎用システム テンプレートを作成します。

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

[コントローラ（Controllers）] > [システム（System）] > [ダイナミック インターフェイス
（Dynamic Interface）]

•

コントローラ テンプレートの適用

•

ダイナミック インターフェイス テンプレートのコントローラへの適用

ダイナミック インターフェイス テンプレートのコントローラへの適用
インターフェイス フィールドを変更すると、WLAN が一時的に無効になるため、一部のクライ
アントの接続が切断される場合があります。
このページから削除したインターフェイスは、コントローラではなく、このテンプレートからの
み削除されます。
ダイナミック インターフェイス テンプレートをコントローラに適用するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[ダイナミック インターフェイス コントローラのテンプレート（Dynamic Interface controller
template）] ページで、[コントローラに適用（Apply to Controllers）] をクリックします。

ステップ 2

[インターフェイスの管理（Manage Interfaces）] オプションを使用して、次のデバイス固有フィー
ルドを設定します。
•

[追加（Add）]：[追加（Add）] をクリックして、[インターフェイスの追加（Add Interface）] ダイア
ログボックスを開きます。インターフェイス名、VLAN 識別子、IP アドレス、ゲートウェイを
入力します。すべてのフィールドを入力したら、[完了（Done）] をクリックします。

•

[編集（Edit）]：[編集（Edit）] をクリックして、現在のインターフェイスを変更します。

•

[削除（Remove）]：[削除（Remove）] をクリックして、現在のインターフェイスを削除します。

ステップ 3

このテンプレートを適用する各コントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[適用（Apply）] をクリックします。インターフェイス フィールドの変更またはこのページでの設
定は、コントローラに正常に適用された場合のみ保存されます。
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関連項目
•

ダイナミック インターフェイス テンプレートの作成

汎用システム テンプレートの作成
汎用システム テンプレートを追加、または既存の汎用テンプレートを変更するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [一般 - システム（General System）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックし、汎用システム テンプレートを作成します。

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [一般（General）]

•

コントローラ テンプレートの適用

グローバル CDP 設定テンプレートの作成
Cisco Discovery Protocol（CDP）は、すべてのシスコ製ネットワーク機器で実行されるデバイス検
出プロトコルです。各デバイスはマルチキャスト アドレスに識別メッセージを送信し、他のデバ
イスから送信されたメッセージをモニタします。CDP は、デフォルトでイーサネットと、ブリッ
ジの無線ポートで有効です。
[イーサネット インターフェイス用の CDP（CDP for Ethernet Interfaces）] フィールドは、リリース
7.0.110.2 以降のコントローラでサポートされています。
グローバル インターフェイス CDP 設定は、AP レベルで CDP を有効にした AP のみに適用され
ます。
ステップ 1

ステップ 2

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [グローバル CDP 設定
（Global CDP Configuration）] の順に選択します。
テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックし、汎用システム テンプレートを作成します。
必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [グローバル CDP 設定（Global CDP
Configuration）]

•

コントローラ テンプレートの適用
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インターフェイス グループ テンプレートの作成
[インターフェイス グループ テンプレート（Interface Group Template）] ページでは、インターフェ
イスのリストを選択したり、グループを作成したりできます。このページを使用して、インター
フェイスを作成することはできません。
インターフェイス グループ機能はコントローラ ソフトウェア リリース 7.0.116.0 以降でサポー
トされます。
インターフェイス グループ テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [インターフェイス グルー
プ（Interface Group）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックし、汎用システム テンプレートを作成します。

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの適用

ネットワーク タイム プロトコル テンプレートの作成
NTP は、コンピュータのクロックをインターネット上で同期させる際に使用します。
NTP テンプレートを追加する、または既存の NTP テンプレートを変更するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [ネットワーク タイム プロ
トコル（Network Time Protocol）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックし、汎用システム テンプレートを作成します。

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの適用
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QoS プロファイル テンプレートの作成
無線 QoS 設定は、コントローラ リリース 7.0 以前のリリースに適用できます。
Quality of Service（QoS）プロファイルを変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [QoS プロファイル（QoS
Profiles）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックし、QoS プロファイル テンプレートを作成します。

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [QoS プロファイル テンプレート（QoS
Profiles Template）]

•

コントローラ テンプレートの適用

SNMP コミュニティ コントローラ テンプレートの作成
コントローラでの SNMP コミュニティの設定用のテンプレートを作成または変更します。コ
ミュニティは、SNMP v1、v2 または v3 を使用して、読み取り専用または読み取りと書き込み権限
を指定できます。
WLC（ワイヤレス LAN コントローラ）上に SNMP コミュニティを設定する場合、IP アドレスお
よびサブネットを指定するオプションが提供されます。指定したコミュニティ ストリングを使
用して任意のホストに SNMP アクセスを開く 0.0.0.0 が両方のデフォルトです。デフォルトの
0.0.0.0 以外を指定した場合、IP アドレスとサブネット マスクに指定した設定に SNMP アクセス
が限定されます。255.255.255.255 のサブネットによって IP アドレスで指定した特定のホスト ID
に制限されます。
[アクセス モード（Access Mode）] オプションを [読み取り専用（Read Only）] に設定すると、この
テンプレートの適用後、Prime Infrastructure のコントローラへのアクセス権は読み取り専用にな
ります。
コントローラの SNMP コミュニティ情報を含む新しいテンプレートを作成するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [SNMP コミュニティ（SNMP
Community）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックして SNMP コミュニティ テンプレートを作成します。
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ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。
テンプレートが [テンプレート一覧（Template List）] ページに表示されます。[テンプレート一覧
（Template List）] ページで、このテンプレートをコントローラに適用できます。テンプレートが正
常に適用され、[Discover コミュニティの更新（Update Discover Community）] オプションが有効に
されると、適用されるコミュニティ名が、その適用コントローラの Prime Infrastructure データ
ベースで更新されます。また、Prime Infrastructure は、コントローラとの今後の通信に、このコ
ミュニティ名を使用します。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [SNMP コミュニティ（SNMP
Community）]

•

コントローラ テンプレートの適用

トラフィック ストリーム メトリック QoS テンプレートの作成
トラフィック ストリーム メトリックは、ワイヤレス LAN での VoIP に関する一連の統計情報で、
ワイヤレス LAN の QoS を通知します。これらの統計は、VoIP システムにより提供されるエンド
ツーエンドの統計とは異なります。エンドツーエンドの統計は、コール パスからなるすべてのリ
ンクをカバーする、パケット損失および遅延に関する情報を提供します。しかし、トラフィック
ストリーム メトリックは、コールの WLAN セグメントだけの統計です。このためシステム管理
者は、音声の問題が WLAN によるものであるのか、コールに関与するその他のネットワーク要
素によるものであるのかを、迅速に判断できます。どのアクセス ポイントの QoS が低下してい
るかを監視することにより、システム管理者は問題の発生している物理領域を迅速に特定でき
ます。無線のカバレッジ不足または過度の干渉が根本的な問題である場合は、これが重要となり
ます。
音声コールの音声品質に影響を与える可能性のある 4 つの QoS の値（パケット遅延、パケット
ジッター、パケット損失、ローミング時間）がモニタされます。このプロセスには、すべての無線
LAN コンポーネントが関与しています。アクセス ポイントおよびクライアントでメトリックを
測定し、アクセス ポイントで計測結果を収集してこれらをコントローラに送信します。アクセス
ポイントでは、90 秒ごとにコントローラのトラフィック ストリーム メトリック情報を更新し、
一度に 10 分間分のデータが格納されます。Prime Infrastructure はコントローラにメトリックを
問い合わせ、[トラフィック ストリーム メトリックの QoS ステータス（Traffic Stream Metrics QoS
Status）] にこれらを表示します。これらのメトリックはしきい値と比較され、ステータス レベル
が決定されます。統計のいずれかのステータス レベルが可（黄色）または低下（赤）と表示された
場合には、管理者は無線 LAN の QoS を調査します。
アクセス ポイントで測定値を収集するには、トラフィック ストリーム メトリックがコントロー
ラで有効であることが必要です。
トラフィック ストリーム メトリック QoS テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [トラフィック ストリーム
メトリックの QoS（Traffic Stream Metrics QoS）] の順に選択します。
[トラフィック ストリーム メトリックの QoS のコントローラ コンフィギュレーション（Traffic
Stream Metrics QoS Controller Configuration）] ページにいくつかの QoS 値が示されます。管理者
は、音声およびビデオの次の品質をモニタできます。
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•

アップストリーム遅延

•

アップストリーム パケット損失率

•

ローミング時間

•

ダウンストリーム パケット損失率

•

ダウンストリーム遅延

パケット損失率（PLR）は音声の明瞭さに影響を与えます。パケット遅延は、明瞭さと接続におけ
るやり取りの品質の両方に影響を与える可能性があります。過度のローミング時間は音声に望
ましくないギャップが生じます。
測定レベルは 3 つあります。
•

Normal：正常な QoS（緑）

•

Fair：一応は満足できる QoS（黄色）

•

Degraded：低下した QoS（赤）

緑、黄色、および赤のアラーム レベルを設定する際、システム管理者は何らかの判断を採る必要
があります。考慮すべきファクタは次のとおりです。
•
•

PLR に影響を与える可能性のある干渉および無線のカバレッジを含む環境ファクタ。
モバイル デバイスでの音声品質に対するエンド ユーザの期待およびシステム管理者の要求
（音声品質が低いほど高い PLR が可能）。

•

電話により使用されるコーデックの種類が異なると、パケット損失の許容値は異なる。

•

すべてのコールがモバイル間のコールとは限らず、そのため、中には無線 LAN に関する PLR
要件があまり厳しくないものがある。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [トラフィック ストリーム メトリックの
QoS（Traffic Stream Metrics QoS）]

•

コントローラ テンプレートの適用

ユーザ ロール コントローラ テンプレートの作成
この項では、ユーザ ロール設定用のテンプレートを作成または変更する方法について説明しま
す。ユーザ ロールは、ネットワークが使用できる帯域幅の量を決定します。ゲスト ユーザに割り
当てる帯域幅には、4 つの QoS レベル（プラチナ、ブロンズ、ゴールドおよびシルバー）を使用で
きます。ゲスト ユーザには、ロール（契約者、顧客、代理店、ベンダー、ビジター、その他）が事前に
割り当てられます。また、それぞれの帯域幅は、管理者により設定されます。これらの役割は、新
しいゲスト ユーザを追加する際に適用できます。
コントローラのユーザ ロール情報を含む新しいテンプレートを追加するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [ユーザロール（User Roles）]
の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックしてユーザ ロール テンプレートを作成します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

20-39

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定

ワイヤレス テンプレートの作成

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [ユーザロール（User Roles）]

•

コントローラ テンプレートの適用

•

ゲスト ユーザ テンプレートの作成

WLAN テンプレートについて
WLAN テンプレートを利用すると、複数のコントローラに適用するためのさまざまな WLAN プ
ロファイルを定義できます。
同じ SSID の WLAN を複数設定できます。この機能によって、同じ無線 LAN 内で別のレイヤ 2
セキュリティ ポリシーを割り当てられます。プロファイル名が一意の識別名として使用されて
いた以前のリリースとは異なり、ソフトウェア リリース 5.1 の場合、テンプレート名が識別名と
なります。
次の制限は、同じ SSID で複数の WLAN を設定する場合に適用されます。
•

同じ SSID の WLAN は、クライアントがビーコンおよびプローブ内のアドバタイズされた情
報に基づいて WLAN を選択できるように、一意のレイヤ 2 セキュリティ ポリシーを持って
いる必要があります。利用できるレイヤ 2 セキュリティ ポリシーは次のとおりです。
– なし
（オープン WLAN）
– 静的 WEP または 802.1
– CKIP
– WPA/WPA2

•

SSID を共有する WLAN 上で Broadcast SSID を有効にする必要があります。これによって、
アクセス ポイントがこれらの WLAN のプローブ応答を生成できます。

•

FlexConnect アクセス ポイントは、複数の SSID をサポートしません。

関連項目
•

WLAN テンプレートについて

•

WLAN AP グループ テンプレートの作成

WLAN 設定テンプレートの作成
WLAN 設定テンプレートを追加、または既存の WLAN テンプレートを変更するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [WLAN の設定（WLAN
Configuration）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックします。
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ステップ 3

[一般（General）]、[セキュリティ（Security）]、[QoS]、[詳細設定（Advanced）]、[HotSpot]、[ポリシー
マッピング（Policy Mappings）] タブで必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして
保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [WLAN の設定（WLAN Configuration）]

クライアント プロファイル
クライアントが WLAN にアソシエートしようとする場合、プロセスで受信した情報からクライ
アント タイプを決定することができます。コントローラは情報のコレクタとして機能し、必要な
データとともに最適な形式で ISE を送信します。
クライアント プロファイルを設定する場合、次のガイドラインに従います。
デフォルトで、クライアントのプロファイルはすべての WLAN 上で無効です。
•

クライアント プロファイルは、ローカル モードと FlexConnect モードのアクセス ポイント
でサポートされます。

•

プロファイルは、次のシナリオのクライアントではサポートされません。
– スタンドアロン モードで FlexConnect モード AP とアソシエートしているクライアント。
– ローカル スイッチングが有効な状態でローカル認証が行われる場合に FlexConnect モー

ド AP とアソシエートしているクライアント。
•

コントローラでは DHCP プロキシと DHCP ブリッジ モードの両方がサポートされます。

•

WLAN のアカウンティング サーバの設定は、1.1 MnR 以降のリリースを実行する ISE を指
している必要があります。Cisco の ACS では、クライアント プロファイルはサポートされて
いません。

•

使用されている DHCP サーバのタイプは、クライアントのプロファイルに影響しません。

•

DHCP_REQUEST のパケットに ISE プロファイル済みデバイス リストで見つかった文字列
が含まれている場合、クライアントは自動的にプロファイルされます。

•

クライアントは、Accounting request パケットで送信される MAC アドレスに基づいて識別さ
れます。

•

プロファイルが有効になると MAC アドレスだけがアカウンティング パケットの発信側ス
テーション ID として送信されます。

•

ローカル スイッチングの FlexConnect モードの AP でプロファイルが有効である場合、
VLAN オーバーライドだけが AAA Override 属性としてサポートされます。

関連項目
•

クライアント プロファイル

•

[コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [WLAN の設定（WLAN Configuration）] >
[詳細設定（Advanced）]
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クライアント プロファイルの設定
クライアント プロファイルを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [WLAN の設定（WLAN
Configuration）] の順に選択します。

ステップ 2

[詳細（Advanced）] タブをクリックします。

ステップ 3

DHCP プロファイルを有効にするには、[DHCP プロファイル（DHCP Profiling）] チェックボック
スをオンにします。

ステップ 4

HTTP プロファイルを有効にするには、[HTTP プロファイル（HTTP Profiling）] チェックボックス
をオンにします。
HTTP クライアント プロファイルは、コントローラ バージョン 7.3.1.31 以降でサポートされます。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

クライアント プロファイル

•

WLAN 設定テンプレートの作成

モバイル コンシェルジュの設定
（802.11u）
モバイル コンシェルジュは、外部ネットワークで相互運用できるように 802.1X 対応クライアン
トを有効にするソリューションです。モバイル コンシェルジュ機能は、クライアントにサービス
のアベイラビリティに関する情報を提供し、使用可能なネットワークをアソシエートするのに
役立ちます。
ネットワークから提供されるサービスは、次の 2 つのプロトコルに大きく分類できます。
•

802.11u MSAP

•

802.11u HotSpot 2.0

モバイル コンシェルジュには、次のガイドラインと制限事項が適用されます。
•

モバイル コンシェルジュは FlexConnect アクセス ポイントではサポートされません。

•

802.11u 設定アップロードはサポートされません。設定のアップグレードを実行し、設定をコ
ントローラにアップロードすると、WLAN の HotSpot の設定は失われます。

モバイル コンシェルジュ（802.11u）グループを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [WLAN の設定（WLAN
Configuration）] の順に選択します。

ステップ 2

[ホット スポット（Hot Spot）] タブをクリックします。

ステップ 3

[一般（General）] タブで、次のフィールドを設定します。
•

[802.11u ステータス（802.11u Status）] チェックボックスをオンにして WLAN の 802.11u を有
効にします。

•

[インターネット アクセス（Internet Access）] チェックボックスをオンにして、この WLAN か
らインターネット サービスを提供できるようにします。
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•

[ネットワークタイプ（Network Type）] ドロップダウン リストから、この WLAN に設定する
802.11u を表すネットワーク タイプを選択します。次のオプションを使用できます。
– [プライベート ネットワーク
（Private Network）]
– [ゲスト アクセスでのプライベート ネットワーク
（Private Network with Guest Access）]
– [有料のパブリック ネットワーク
（Chargeable Public Network）]
– [無料のパブリック ネットワーク
（Free Public Network）]
– [緊急サービス専用ネットワーク
（Emergency Services Only Network）]
– [個人のデバイス ネットワーク
（Personal Device Network）]
– [テストまたは実験用
（Test or Experimental）]
– ワイルドカード

•

このネットワークの 802.11u パラメータ用に設定する認証タイプを選択します。
– [未設定
（Not configured）]
– [規約への同意
（Acceptance of Terms and Conditions）]
– [オンライン登録
（Online Enrollment）]
– [HTTP/HTTPS リダイレクト
（HTTP/HTTPS Redirection）]

•
ステップ 4

[HESSID] フィールドに、同種拡張サービスセット識別子の値を入力します。HESSID は、同
種 ESS を識別する 6 オクテットの MAC アドレスです。

[その他（Others）] タブで、次のフィールドを設定します。
•

[OUI 一覧（OUI List）] グループ ボックスで、次の詳細情報を入力します。
– [OUI 名
（OUI name）]
– [ビーコン
（Is Beacon）]
– [OUI インデックス
（OUI Index）]

[追加（Add）] をクリックして、OUI（組織固有識別子）エントリをこの WLAN に追加します。
•

[ドメイン一覧（Domain List）] グループ ボックスで、次の詳細情報を入力します。
– [ドメイン名
（Domain Name）]：802.11 アクセス ネットワークで稼働するドメイン名。
– [ドメイン インデックス
（Domain Index）]：ドロップダウン リストからドメイン インデッ

クスを選択します。
[追加（Add）] をクリックして、ドメイン エントリをこの WLAN に追加します。
ステップ 5

[レルム（Realm）] タブで、次のフィールドを設定します。
•

[OUI 一覧（OUI List）] セクションで、次の詳細情報を入力します。
– [レルム名
（Realm Name）]：レルム名。
– [レルム インデックス
（Realm Index）]：レルム インデックス。

[追加（Add）] をクリックして、ドメイン エントリをこの WLAN に追加します。
ステップ 6

[サービス アドバタイズメント（Service Advertisement）] タブで、次のフィールドを設定します。
•

[MSAP を有効にする（MSAP Enable）] チェックボックスをオンにし、サービス アドバタイズ
メントを有効にします。

•

前のステップで MSAP を有効にした場合は、サーバ インデックスを提供する必要がありま
す。この WLAN のサーバ インデックスを入力します。サーバ インデックス フィールドは、
BSSID を使用して到達可能である場所を提供する MSAP サーバ インスタンスを一意に識別
します。
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MSAP（Mobility Services Advertisement Protocol）は、ネットワーク接続を確立するためのポリ
シー セットを使用して設定されたモバイル デバイスで主に使用するために設計されていま
す。これらのサービスは、上位層サービスを提供するデバイス、つまりサービス プロバイ
ダー経由で有効にされるネットワーク サービス向けです。サービス アドバタイズメントは、
MSAP を使用して、Wi-Fi アクセス ネットワークへの関連付け前にサービスをモバイル デバ
イスに提供します。この情報はサービス アドバタイズメントで伝送されます。シングルモー
ドまたはデュアルモード モバイル デバイスは、関連付けの前にサービス ネットワークを
ネットワークにクエリします。デバイスによるネットワークの検出および選択機能では、
ネットワークへの参加に関する判断においてサービス アドバタイズメントを使用する場合
があります。
ステップ 7

[HotSpot 2.0] タブで、次のフィールドを設定します。
•

[ホットスポット 2.0 の有効化（HotSpot2 Enable）] ドロップダウン リストから [有効（Enable）]
オプションを選択します。

•

[WAM メトリック（WAM Metrics）] グループ ボックスで、次の項目を指定します。
– [WAN リンク ステータス
（WAN Link Status）]：リンク ステータス。
有効な範囲は 1 ～ 3 です。
– [WAN SIM リンク ステータス
（WAN SIM Link Status）]：対称リンク ステータス。たとえ

ば、アップリンクとダウンリンクに異なる速度または同じ速度を設定できます。
– [ダウンリンク速度
（Down Link Speed）]：ダウンリンク速度。最大値は 4,194,304 kbps です。
– [アップリンク速度
（Up Link Speed）]：アップリンク速度。最大値は 4,194,304 kbps です。
•

[オペレータ名リスト（Operator Name List）] グループ ボックスで、次の項目を指定します。
– [オペレータ名
（Operator Name）]：802.11 オペレータの名前を指定します。
– [オペレータ インデックス
（Operator Index）]：オペレータ インデックスを選択します。指

定できる範囲は 1 ～ 32 です。
– [言語コード
（Language Code）]：言語を定義する ISO-14962-1997 エンコード文字列。この

文字列は 3 文字の言語コードです。
[追加（Add）] をクリックして、オペレータの詳細を追加します。オペレータの詳細が表形式
で表示されます。
•

[ポート設定リスト（Port Config List）] で、次の項目を指定します。
– [IP プロトコル
（IP Protocol）]：有効にする IP プロトコル。オプションは、ESP、FTP、ICMP、

および IKEV2 です。
– [ポート番号
（Port No）]：この WLAN で有効になっているポート番号。
– [ステータス
（Status）]：ポートのステータス。
ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

WLAN テンプレートについて

•

[コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [WLAN の設定（WLAN Configuration）]
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WLAN AP グループ テンプレートの作成
サイト固有の VLAN または AP グループは、WLAN を異なるブロードキャスト ドメインにセグ
メント化することで、ブロードキャスト ドメインを最小に制限します。このようにすることで、
ロード バランシングおよび帯域幅割り当てを効果的に管理できるというメリットがあります。
WLAN AP グループを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [AP グループ（AP Groups）] の
順に選択します。
[WLAN] > [AP グループ（AP Groups）] ページが表示され、テンプレートが適用されるコントロー
ラおよび仮想ドメインの数が自動的に読み込まれます。最後の列は、テンプレートがいつ最後に
保存されたかを示します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。

ステップ 2

新しいテンプレートを追加する場合は、[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リ
ストから [テンプレートの追加（Add Template）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。既存の
テンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。[AP グループ テンプレート
（AP Groups template）] ページが表示されます。
このページには、ネットワーク上に設定されている AP グループのサマリーが表示されます。こ
のページで、AP グループの詳細を追加、削除、編集または表示できます。[編集（Edit）] 列をクリッ
クして、そのアクセス ポイントを編集します。[WLAN プロファイルの名前（WLAN Profile
Name）] 列のチェックボックスをオンにし、[削除（Remove）] をクリックして、WLAN プロファイ
ルを削除します。
[説明（Description）] テキスト ボックスに入力できる最大数は 256 文字です。

関連項目
•

WLAN テンプレートについて

アクセス ポイント グループの追加
•

[AP グループ（AP Groups）
（コントローラ
]
リリース 5.2 以降）は、リリース 5.2 よりも前のコ
ントローラでは [AP グループの VLAN（AP Group VLANs）] です。

•

使用可能なすべての WLAN プロファイル名を表示するには、テキスト ボックスから現在の
WLAN プロファイル名を削除します。テキスト ボックスから現在の WLAN プロファイルの
名前を削除すると、使用可能なすべての WLAN プロファイルがドロップダウン リストに表
示されます。

•

各アクセス ポイントは 16 個の WLAN プロファイルに限定されます。各アクセス ポイント
は、WLAN オーバーライド機能が有効にされない限り、すべての WLAN プロファイルをブ
ロードキャストします。WLAN オーバーライド機能によって、アクセス ポイントごとに 16 個
の任意の WLAN プロファイルを無効にできます。

•

WLAN オーバーライド機能は、512 個の WLAN 機能をサポートしていない（最大 512 個の
WLAN プロファイルをサポートできる）古いコントローラのみに適用されます。
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WLAN プロファイルを AP グループに分割するテンプレートを作成または変更できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [AP グループ（AP Groups）] の
順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [テンプレートの追加（Add
Template）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

アクセス ポイント グループの名前およびグループの説明を入力します。グループの説明はオプ
ションです。

ステップ 4

WLAN プロファイルを追加する場合は、[WLAN プロファイル（WLAN Profiles）] タブをクリック
し、次のフィールドを設定します。
a.

[追加（Add）] をクリックします。

b.

WLAN プロファイル名を入力するか、[WLAN プロファイル名（WLAN Profile Name）] ドロッ
プダウン リストからいずれか 1 つを選択します。

c.

インターフェイス/インターフェイス グループを入力するか、[インターフェイス/インター
フェイス グループ（Interface/Interface Group）] ドロップダウン リストからいずれか 1 つを選
択します。
使用できるすべてのインターフェイスを表示するには、[インターフェイス（Interface）] テキ
スト ボックスから現在のインターフェイスを削除します。[インターフェイス（Interface）] テ
キスト ボックスから現在のインターフェイスを削除すると、使用可能なすべてのインター
フェイスがドロップダウン リストに表示されます。

d.

該当する場合は、[NAC オーバーライド（NAC Override）] チェックボックスをオンにします。
NAC の上書き機能は、デフォルトでは無効です。

e.

[追加/編集（Add/Edit）] リンクをクリックして、ポリシー設定パラメータを指定します。
– [ポリシー名
（Policy Name）]：ポリシーの名前。
– [ポリシー プライオリティ
（Policy Priority）]：1 ～ 16 のポリシー プライオリティを設定し

ます。2 個のポリシーが同じプライオリティを持つことはできません。WLAN 1 つあたり
16 個までポリシー マッピングが許可されます。マッピングに選択されたポリシー テン
プレートは、コントローラにポリシーがない場合に最初に適用されます。
f.
ステップ 5

アクセス ポイントおよび WLAN プロファイルを追加したら、
[保存（Save）] をクリックします。

RF プロファイルを追加する場合は、[RF プロファイル（RF Profiles）] タブをクリックし、次の
フィールドを設定します。
•

[802.11a]：ドロップダウン リストから、802.11a 無線 AP の RF プロファイルを選択できます。

•

[802.11b]：ドロップダウン リストから、802.11b 無線 AP の RF プロファイルを選択できます。

•

RF プロファイルを追加したら、[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

WLAN テンプレートについて

•

RF プロファイル テンプレートの作成（802.11）

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

20-46

OL-32122-01-J

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定
ワイヤレス テンプレートの作成

アクセス ポイント グループの削除
アクセス ポイント グループを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバー メニューから、[コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [AP グルー
プ（AP Groups）] の順に選択します。

ステップ 3

[削除（Remove）] をクリックします。

関連項目
•

WLAN テンプレートについて

•

WLAN AP グループ テンプレートの作成

•

アクセス ポイント グループの追加

ポリシー設定テンプレートの作成
[ポリシー設定テンプレート（Policy Configuration Templates）] ページでは、コントローラにデバイ
ス ベースのポリシーを設定することができます。ネットワーク上のユーザまたはデバイス用の
ポリシーを設定できます。設定できるポリシーの最大数は 64 です。AAA オーバーライドがコン
トローラに設定されている場合は、ポリシーは WLAN および AP グループに適用されません。
ポリシー設定テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [ポリシー設定（Policy
Configuration）] の順に選択します。

ステップ 2

新しいテンプレートを追加する場合は、[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リ
ストから [テンプレートの追加（Add Template）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

必要なフィールドを設定します。

ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

FlexConnect テンプレートの作成
FlexConnect を使用すると、ブランチ オフィスまたはリモート オフィスにあるアクセス ポイン
トを本社のオフィスからワイドエリア ネットワーク（WAN）リンクを使用して、各オフィスでコ
ントローラを導入せずに、設定および制御できます。ロケーションごとに展開できる
FlexConnect のアクセス ポイント数は無制限ですが、ブランチ オフィスは同じ設定を共有してい
ることが多いため、フロアごとにアクセス ポイントを組織化してグループ化し、ビルディングご
とに 25 程度に制限できます。
関連項目
•

FlexConnect AP グループ テンプレートの作成

•

FlexConnect AP グループ テンプレートへの FlexConnect ユーザの追加
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FlexConnect AP グループ テンプレートの作成
FlexConnect AP グループを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバー メニューから、[FlexConnect] > [FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP
Groups）] の順に選択します。

ステップ 3

[FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP Groups）] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプ
レートの表示（Show All Templates）] を選択します。また、プライマリおよびセカンダリ RADIUS、
さらに、テンプレートが適用されるコントローラおよび仮想ドメインの数（自動的に読み込まれ
ます）が表示されます。最後の列は、テンプレートがいつ最後に保存されたかを示します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。既存のテンプレートを変更するには、
テンプレート名をクリックします。

ステップ 4

新しいテンプレートを追加する場合は、[FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP Groups）] の上
にマウスを移動し、[新規（New）] または [FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP Groups）] を選
択します。[FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP Groups）] ページの [一般（General）] タブが
表示されます。

ステップ 5

[テンプレート名（Template Name）] に FlexConnect アクセス ポイント グループに割り当てられた
グループ名が表示されます。

ステップ 6

各グループのプライマリ RADIUS 認証サーバを選択します。また、コントローラに存在しない
flexconnect グループ上（サイト レベルで）のローカル RADIUS サーバも設定できます。
FlexConnect グループは、グループあたり最大 100 の RADIUS サーバをサポートします。

ステップ 7

各グループのセカンダリ RADIUS 認証サーバを選択します。また、コントローラに存在しない
flexconnect グループ上（サイト レベルで）のローカル RADIUS サーバも設定できます。
FlexConnect グループは、グループあたり最大 100 の RADIUS サーバをサポートします。

ステップ 8

グループにアクセス ポイントを追加するには、[FlexConnect AP] タブをクリックします。

ステップ 9

アクセス ポイントのイーサネット MAC アドレスは、同じコントローラ上の複数の FlexConnect グ
ループに存在できません。複数のグループが同じコントローラに適用されている場合は、[イーサ
ネット MAC（Ethernet MAC）
] チェックボックスをオンにして、1 つのグループの 1 つのアクセス ポ
イントの選択を解除します。この変更を保存するか、コントローラに適用する必要があります。

ステップ 10

[AP の追加（Add AP）] をクリックします。該当するチェックボックスを選択し、[追加（Add）] をク
リックします。

ステップ 11

[ローカル認証（Local Authentication）] タブをクリックして、FlexConnect グループのローカル認
証を有効にします。このアクションを実行するには、[一般（General）] タブで、[プライマリ
RADIUS サーバ（Primary RADIUS Server）] フィールドと [セカンダリ RADIUS サーバ（Secondary
RADIUS Server）] フィールドが [なし（None）] に設定されていることを確認します。

ステップ 12

この FlexConnect グループのローカル認証を有効にするには、[ローカル認証（Local
Authentication）] FlexConnectチェックボックスをオンにします。このオプションを有効にすると、
[EAP-TLS 認証（EAP-TLS Authentication）] が有効になります。

ステップ 13

[EAP-TLS 認証（EAP-TLS Authentication）] チェックボックスを選択し、EAP-TLS 証明書のダウン
ロードを有効にします。
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ステップ 14

FlexConnect アクセス ポイントが LEAP を使用してクライアントを認証できるようにするには、
[LEAP 認証（LEAP Authentication）] チェックボックスを選択します。それ以外の場合は、
FlexConnect アクセス ポイントが EAP-FAST を使用してクライアントを認証できるようにする
には、[EAP-FAST 認証（EAP-FAST Authentication）] チェックボックスを選択します。

ステップ 15

Protected Access Credential（PAC）をプロビジョニングする方法に応じて、次のいずれかを実行し
ます。
•

手動の PAC プロビジョニングを使用するには、[EAP-FAST キー（EAP-FAST Key）] テキスト
ボックスと [EAP-FAST キーの確認（Confirm EAP-FAST Key）] テキスト ボックスに、PAC の暗
号化と復号に使用するキーを入力します。キーは 32 桁の 16 進数文字である必要があります。

•

PAC プロビジョニング中に、PAC を持たないクライアントに PAC を自動的に送信できるよ
うにするには、[キーの自動生成（Auto key generation）] チェックボックスを選択します。

次の EAP-FAST オプションを使用できるのは、ステップ 14 で [EAP-FAST] チェックボックスを
選択した場合だけです。
ステップ 16

[EAP-FAST キー（EAP-FAST Key）] テキスト ボックスに、EAP-FAST サーバの認証局 ID を入力し
ます。識別子は 32 桁の 16 進数文字である必要があります。

ステップ 17

[EAP-FAST の認証局 ID（EAP-FAST Authority ID）] テキスト ボックスに、EAP-FAST サーバの認
証局 ID をテキスト形式で入力します。32 桁までの 16 進数文字を入力できます。

ステップ 18

[EAP-FAST の認証局情報（EAP-FAST Authority Info）] テキスト ボックスに、EAP-FAST サーバの
認証局情報を入力します。

ステップ 19

[EAP-FAST の PAC タイムアウト（EAP-FAST PAC Timeout）] テキスト ボックスの編集ボックス
に PAC が表示され続ける秒数を入力することにより、PAC タイムアウト値を指定します。有効な
値の範囲は 2 ～ 4095 秒です。

ステップ 20

FlexConnect アクセス ポイントが PEAP を使用してクライアントを認証できるようにするには、
[PEAP 認証（PEAP Authentication）] チェックボックスを選択します。

ステップ 21

[イメージのアップグレード（Image Upgrade）] タブをクリックし、次の項目を設定します。

ステップ 22

•

[FlexConnect AP のアップグレード（FlexConnect AP Upgrade）]：FlexConnect アクセス ポイン
トをアップグレードする場合は、このチェックボックスをオンにします。

•

[スレーブの最大試行回数（Slave Maximum Retry Count）]：スレーブが FlexConnect グループ
内のマスターからのダウンロード開始を試行する最大回数を入力します。このオプション
は、[FlexConnect AP のアップグレード（FlexConnect AP Upgrade）] チェックボックスをオン
にした場合のみ使用できます。

•

[一般（General）] タブで [FlexConnect AP のアップグレード（FlexConnect AP Upgrade）] チェッ
クボックスが有効になっている場合に限り、アクセス ポイントをマスター アクセス ポイン
トとして追加できます。マスター AP としてアクセス ポイントを追加するには、[マスターの
追加（Add Master）] をクリックします。

[ACL マッピング（ACL Mapping）] タブをクリックします。
•

[VLAN ACL マッピング（VLAN-ACL Mapping）] タブをクリックして、VLAN ACL マッピン
グを表示、追加、編集、または削除します。

•

[WLAN ACL マッピング（WLAN-ACL Mapping）] タブをクリックして、WLAN ACL マッピン
グを表示、追加、編集、削除します。最大 16 個の Web 認証 ACL を追加できます。

•

[Local Split] をクリックして、Local Split ACL マッピングを表示、追加、編集、または削除しま
す。FlexConnect 中央スイッチング WLAN だけが [WLAN プロファイルの名前（WLAN Profile
Name）] ドロップダウン リストに表示されます。
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ステップ 23

ステップ 24

ステップ 25

ステップ 26

•

[ポリシー（Policies）] タブをクリックして、WebPolicy ACL マッピングを表示、追加、編集、削
除します。最大 16 個の Web ポリシー ACL を追加できます。

•

[保存（Save）] をクリックします。

[中央 DHCP（Central DHCP）] タブをクリックして、中央 DHCP の処理を表示、追加、編集、または
削除します。
a.

[行の追加（Add Row）] アイコンをクリックします。

b.

[WLAN プロファイルの名前（WLAN Profile Name）] ドロップダウン リストから、WLAN プ
ロファイルを選択します。FlexConnect ローカル スイッチング WLAN だけが [WLAN プロ
ファイルの名前（WLAN Profile Name）] ドロップダウン リストに表示されます。

c.

[中央 DHCP（Central DHCP）] ドロップダウン リストから、[有効（Enable）] または [無効
（Disable）] を選択します。この機能を有効にすると、AP から受信した DHCP パケットは、コ
ントローラに中央でスイッチされ、AP および SSID に基づいて対応する VLAN に転送され
ます。

d.

[DNS のオーバーライド（Override DNS）] ドロップダウン リストから、[有効（Enable）] または
[無効（Disable）] を選択します。ローカルでスイッチされる WLAN に割り当てられたイン
ターフェイス上での DNS サーバ アドレスのオーバーライドを有効または無効にできます。
中央でスイッチされる WLAN 上で DNS をオーバーライドすると、クライアントは、コント
ローラからではなく AP から DNS サーバの IP アドレスを取得します。

e.

[NAT-PAT（NAT-PAT）] ドロップダウン リストで、[有効（Enable）] または [無効（Disable）] を選
択します。ローカルでスイッチされる WLAN 上でのネットワーク アドレス変換（NAT）およ
びポート アドレス変換（PAT）を有効または無効にできます。NAT および PAT を有効にする
には、[中央 DHCP 処理（Central DHCP Processing）] を有効にする必要があります。

f.

[保存（Save）] をクリックします。

[WLAN-VLAN マッピング（WLAN-VLAN Mapping）] タブをクリックして、WLAN-VLAN マッピ
ングを表示、追加、編集、または削除します。
a.

[行の追加（Add Row）] アイコンをクリックします。

b.

[WLAN プロファイルの名前（WLAN Profile Name）] ドロップダウン リストから、WLAN プ
ロファイルを選択します。FlexConnect ローカル スイッチング WLAN だけが [WLAN プロ
ファイルの名前（WLAN Profile Name）] ドロップダウン リストに表示されます。

c.

指定した範囲内の VLAN ID を入力します。

d.

[保存（Save）] をクリックします。

[WLAN-AVC マッピング（WLAN-AVC Mapping）] タブをクリックして、WLAN-AVC マッピング
を表示、追加、編集、または削除します。
a.

[行の追加（Add Row）] アイコンをクリックします。

b.

[WLAN プロファイルの名前（WLAN Profile Name）] ドロップダウン リストから、WLAN プ
ロファイルを選択します。FlexConnect ローカル スイッチング WLAN だけが [WLAN プロ
ファイルの名前（WLAN Profile Name）] ドロップダウン リストに表示されます。

c.

[アプリケーションの可視性（Application Visibility）] ドロップダウン リストから、[有効
（Enable）]、[無効（Disable）] または [WLAN 固有（Wlan-specific）] を選択します。[WLAN 固有
（Wlan-specific）] を選択すると、Flex AVC プロファイルが無効になります。

d.

[Flex AVC プロファイル（Flex AVC Profile）] ドロップダウン リストから、特定の AVC プロ
ファイルを選択します。

e.

[保存（Save）] をクリックします。

[保存（Save）] をクリックします。
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関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [FlexConnect] > [FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP
Groups）]

FlexConnect AP グループ テンプレートへの FlexConnect ユーザの追加
[FlexConnect ローカル認証（FlexConnect Local Authentication）] チェックボックスが有効な場合に
表示される [グループ内の設定済みユーザ（Users configured in the group）] リンクをクリックし
て、FlexConnect ユーザのリストを表示できます。FlexConnect ユーザを作成できるのは、
FlexConnect AP グループを保存した後のみです。最大 100 の FlexConnect ユーザがコントローラ
のリリース 5.2.x.x 以降でサポートされています。コントローラ リリース 5.2.0.0 以前では、20 の
FlexConnect ユーザのみサポートされます。
FlexConnect ユーザを削除するには、[FlexConnect ユーザ（FlexConnect Users）] リストからユーザ
を選択して、[削除（Delete）] をクリックします。
FlexConnect ユーザを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [FlexConnect] > [FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP Groups）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP Groups）] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプ
レートの表示（Show All Templates）] を選択します。

ステップ 3

[ローカル認証（Local Authentication）] タブをクリックして、[FlexConnect ローカル認証
（FlexConnect Local Authentication）] チェックボックスをオンにして、この FlexConnect グループ
のローカル認証を有効にします。

ステップ 4

[グループで構成されるユーザ（Users configured in the group）] リンクをクリックします。
[FlexConnect ユーザ（FlexConnect Users）] ページが表示されます。

ステップ 5

新しいユーザを追加する場合は、[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストか
ら [ユーザの追加（Add User）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。[ユーザの追加（Add User）]
ページが表示されます。

ステップ 6

[ユーザ名（User Name）] テキスト ボックスに、FlexConnect ユーザ名を入力します。

ステップ 7

[パスワード（Password）] テキスト ボックスに、パスワードを入力します。

ステップ 8

[パスワードの確認（Confirm Password）] テキスト ボックスにパスワードを再入力します。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

FlexConnect AP グループ テンプレートの作成

•

FlexConnect テンプレートの作成

•

[コントローラ（Controller）] > [FlexConnect] > [FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP
Groups）]
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セキュリティ テンプレートの作成
ここでは、次の項目について説明します。
•

汎用セキュリティ コントローラ テンプレートの作成

•

ファイル暗号化テンプレートの作成

•

RADIUS 認証テンプレート

•

RADIUS アカウンティング テンプレートの作成

•

RADIUS フォールバック テンプレートの作成

•

LDAP サーバ テンプレート

•

TACACS+ サーバ テンプレート

•

ローカル EAP 汎用テンプレート

•

ローカル EAP プロファイル テンプレート

•

EAP-FAST テンプレート

•

ネットワーク ユーザ プライオリティ テンプレートの作成

•

ローカル ネットワーク ユーザ テンプレート

•

ゲスト ユーザ テンプレート

•

ユーザ ログイン ポリシー テンプレート

•

MAC フィルタ テンプレートの作成

•

アクセス ポイントまたは MSE 認可テンプレート

•

手動による無効化クライアント テンプレートの作成

•

アクセス ポイント認証および MFP テンプレート

•

Web 認証テンプレート

•

外部 Web 認証サーバ テンプレートの作成

•

セキュリティ パスワード ポリシー テンプレートの作成

汎用セキュリティ コントローラ テンプレートの作成
コントローラの汎用セキュリティ情報を含む新しいテンプレートを追加するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] の順に選択します。

ステップ 2

追加するテンプレートを選択します。

ステップ 3

次のフィールドに値を入力します。
•

[テンプレート名（Template Name）]：テンプレート名は、テンプレートを特定するために使用
される一意のキーです。同じキー属性を持つ 2 つのテンプレートを区別するため、テンプ
レート名は必須です。

•

[ローカル データベース エントリの最大数（次回リブート時）
（Maximum Local Database
Entries (on next reboot)）]：許可されるデータベース エントリの最大数を入力します。この数
は、次回リブート時に有効になります。
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ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
テンプレートが [テンプレート リスト（Template List）] ページに表示されます。[テンプレート リ
スト（Template List）] ページで、このテンプレートをコントローラに適用できます。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

ファイル暗号化テンプレートの作成
ファイル暗号化テンプレートを追加および設定したり、既存のファイル暗号化テンプレートを
変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ファイル暗号化（File
Encryption）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [テンプレートの追加（Add
Template）] を選択し、[実行（Go）] をクリックして新しいテンプレートを追加します。既存のテン
プレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。[ファイル暗号化テンプレート
（File Encryption template）] ページが表示されます。

ステップ 3

ファイル暗号化を有効にする場合、[ファイル暗号化（File Encryption）] をオンにします。

ステップ 4

ちょうど 16 個の ASCII 文字から成る暗号キー テキスト文字列を入力します。

ステップ 5

暗号化キーを再入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

RADIUS 認証テンプレート
RADIUS 認証テンプレートを追加したり、既存のテンプレートを変更することができます。これ
らのサーバ テンプレートを設定した後、CLI または GUI を経由してコントローラにログインし
ているコントローラ ユーザが認証されます。
関連項目
•

RADIUS 認証テンプレートの作成
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RADIUS 認証テンプレートの作成
RADIUS 認証テンプレートを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

ステップ 2

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS 認
証サーバ（RADIUS Auth Servers）] の順に選択します。
[共有秘密の形式（Shared Secret Format）] ドロップダウン リストから、[ASCII] または [16 進数
（hex）] を選択します。
選択した形式に関係なく、セキュリティ上の理由で、ASCII のみが WLC（および Prime
Infrastructure）に表示されます。そのため、自動プロビジョニング時にテンプレートを使用して
も、別のコントローラの設定を複製できません。検出されたテンプレートが別のデバイスに適用
される場合、テンプレートでもう一度キー形式を設定する必要があります。

ステップ 3

指定のサーバで使用する RADIUS 共有秘密を入力します。

ステップ 4

キー ラップを有効にする場合は、[キー ラップ（Key Wrap）] チェックボックスをオンにします。
このチェックボックスが有効な場合、認証要求はキー暗号化キー（KEK）およびメッセージ オー
センティケータ コード キー（MACK）が設定されている RADIUS サーバに送信されます。次の
フィールドに入力します。
•

[共有秘密の形式（Shared Secret Format）]：ASCII または 16 進数を入力します。
選択した形式に関係なく、セキュリティ上の理由で、ASCII のみが WLC（および Prime
Infrastructure）に表示されます。そのため、自動プロビジョニング時にテンプレートを使用し
ても、別のコントローラの設定を複製できません。検出されたテンプレートが別のデバイス
に適用される場合、テンプレートでもう一度キー形式を設定する必要があります。

•

[KEK 共有秘密（KEK Shared Secret）]

•

[MACK 共有秘密（MACK Shared Secret）]
コントローラが共有秘密の通知を受けるたびに、既存の共有秘密は新しい共有秘密に上書き
されます。

ステップ 5

[管理ステータス（Admin Status）] チェックボックスをオンにして、管理権限を有効にします。

ステップ 6

[RFC 3576 のサポート（Support for RFC 3576）] チェックボックスをオンにして、RFC 3576 のサ
ポートを有効にします。
RFC 3576 は、Remote Authentication Dial In User Service
（RADIUS）プロトコルの拡張版です。これ
は、ユーザ セッションに対する動的な変更を可能とし、ユーザの接続解除やユーザ セッション
に適用できる認可の変更に対するサポートを含みます。これらの認可と共に、[切断（Disconnect）]
および [Change-of-Authorization（Change-of-Authorization）
（CoA）
]
メッセージのサポートが提供
されます。[切断（Disconnect）] メッセージはユーザ セッションをただちに終了させ、CoA メッ
セージはデータ フィルタなどセッションの認可属性を変更します。

ステップ 7

[ネットワーク ユーザ（Network User）] をオンにして、ネットワーク ユーザ認証を有効にします。
このオプションが有効な場合、このエントリがネットワーク ユーザの RADIUS 認証サーバと見
なされます。

ステップ 8

[管理ユーザ（Management User）] をオンにして、管理認証を有効にします。このオプションが有効
な場合、このエントリが管理ユーザの RADIUS 認証サーバと見なされます。

ステップ 9

[再転送タイムアウト（Retransmit Timeout）] テキスト ボックスに再転送までの時間を秒単位で入
力します。有効な値の範囲は 2 ～ 30 秒で、デフォルト値は 2 秒です。

ステップ 10

IP セキュリティ メカニズムである IP Sec を有効にすると、追加の IP セキュリティ フィールド
がページに追加され、ステップ 13 からステップ 19 までの操作が必要になります。これを無効に
する場合は、[保存（Save）] をクリックします。ステップ 13 ～ 19 までの操作は必要ありません。
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ステップ 11

ドロップダウン リストを使用して、使用する IP セキュリティ認証プロトコルを選択します。次
のオプションを使用できます。
•

HMAC-SHA1

•

HMAC-MD5

•

なし

秘密キーを共有する 2 者間では、やり取りされる情報を検証するために、メッセージ認証コード
（MAC）が使用されます。HMAC（ハッシュ MAC）は、暗号ハッシュ関数に基づいたメカニズムで、
反復された任意の暗号ハッシュ関数の組み合わせで使用できます。HMAC-MD5 と HMAC-SHA1
は、MD5 ハッシュ関数と SHA1 ハッシュ関数を使用した HMAC の 2 つの構造です。また、HMAC
では、メッセージ認証値の計算と検証に秘密キーを使用します。
ステップ 12

使用する IP セキュリティ暗号化メカニズムを設定します。オプションは次のとおりです。
•

[DES]：Data Encryption Standard（DES; データ暗号化規格）は、プライベート（秘密）キーを使用
するデータ暗号化の方法です。DES では、56 ビットのキーを 64 ビットのデータ ブロックご
とに適用します。

•

[Triple DES]：連続して 3 つのキーを適用するデータ暗号化規格です。

•

[AES 128 CBC]：Advanced Encryption Standard は 128、192、または 256 ビットの長さのキーを
使用して 128、192、または 256 ビットの長さのブロックを暗号化します。AES 128 CBC では、
暗号ブロック連鎖（CBC）モードで 128 ビットのデータ パスを使用します。

•

[なし（None）]：IP セキュリティ暗号化メカニズムがありません。

ステップ 13

[IKE phase 1] ドロップダウン リストから、[アグレッシブ（aggressive）] または [メイン（main）] を
選択して、IKE プロトコルを設定します。IKE phase 1 は、IKE の保護方法をネゴシエートするた
めに使用されます。Aggressive モードは、少ないパケットでより多くの情報を渡し、若干高速の接
続になる利点がありますが、セキュリティ ゲートウェイの ID を暗号化せずに転送する欠点があ
ります。

ステップ 14

[ライフタイム（Lifetime）] フィールドに、タイムアウト間隔を秒単位で入力し、セッションの有
効期限を定義します。

ステップ 15

IKE Diffie Hellman グループを設定します。オプションは、[グループ 1（ group 1）
（768
]
ビット）、
[グループ 2（ group 2）
（1024
]
ビット）、または [グループ 5（ group 5）
（1536
]
ビット）です。
Diffie-Hellman 技術は、対称キーを生成するために 2 つのデバイスによって使用されます。これ
によって、値を公に交換し、同じ対称キーを生成できます。
3 つのグループのすべてで従来の攻撃に対するセキュリティが確保されますが、キーのサイズが
大きいことから、Group 5 の安全性がより高くなります。ただし、Group 1 および Group 2 のキーを
使用した計算は、素数サイズがより小さいために、多少高速に実行される可能性があります。

ステップ 16

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

RADIUS 認証テンプレート

•

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS 認証サーバ
（RADIUS Auth Servers）]
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RADIUS アカウンティング テンプレートの作成
RADIUS アカウンティング テンプレートを追加および設定したり、既存のテンプレートを変更
するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS ア
カウント サーバ（RADIUS Acct Servers）] の順に選択します。

ステップ 2

[共有秘密の形式（Shared Secret Format）] ドロップダウン リストを使用し、[ASCII] または [16 進
数（hexadecimal）] を選択します。
選択した形式に関係なく、セキュリティ上の理由で、ASCII のみが WLC（および Prime
Infrastructure）に表示されます。そのため、自動プロビジョニング時にテンプレートを使用して
も、別のコントローラの設定を複製できません。検出されたテンプレートが別のデバイスに適用
される場合、テンプレートでもう一度キー形式を設定する必要があります。

ステップ 3

指定のサーバで使用する RADIUS 共有秘密を入力します。

ステップ 4

共有秘密を再入力します。

ステップ 5

サーバの管理権限を確立する場合は、[管理ステータス（Admin Status）] をオンにします。

ステップ 6

ネットワーク ユーザ認証を有効にする場合は、[ネットワーク ユーザ（Network User）] チェック
ボックスをオンにします。このオプションが有効な場合、このエントリがネットワーク ユーザの
RADIUS 認証サーバと見なされます。

ステップ 7

RADIUS 認証要求がタイムアウトし、コントローラが再送信を試みるまでの時間を秒単位で指
定します。2 ～ 30 秒の値を指定できます。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

RADIUS フォールバック テンプレートの作成
RADIUS フォールバック テンプレートを追加および設定したり、既存のテンプレートを変更す
るには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS
フォールバック（RADIUS Fallback）] の順に選択します。

ステップ 2

[RADIUS フォールバック モード（RADIUS Fallback Mode）] ドロップダウン リストから、次のい
ずれかを選択します。
•

[オフ（Off）]：フォールバックを無効にします。

•

[パッシブ（Passive）]：時間間隔を入力する必要があります。

•

[アクティブ（Active）]：ユーザ名および時間間隔を入力する必要があります。
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ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

LDAP サーバ テンプレート
この項では、Lightweight Directory Access Protocol
（LDAP）サーバを、RADIUS データベースや
ローカル ユーザ データベースに類似したバックエンド データベースとして設定する方法につ
いて説明します。LDAP バックエンド データベースを使用すると、コントローラで、特定のユー
ザの資格情報（ユーザ名およびパスワード）を LDAP サーバから検索できるようになります。こ
れらの資格情報は、ユーザの認証に使用されます。たとえば、ローカル EAP では、ユーザ クレデ
ンシャルを取得するために、バックエンド データベースとして LDAP サーバを使用する場合が
あります。
関連項目
•

LDAP サーバ テンプレートの作成

LDAP サーバ テンプレートの作成
LDAP サーバ テンプレートを追加する、または既存の LDAP サーバ テンプレートを変更するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [LDAP サーバ
（LDAP Servers）] の順に選択します。

ステップ 2

アクセス ポイントが接続されているコントローラのポート番号を入力します。

ステップ 3

[バインド タイプ（Bind Type）] ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
•

[認証（Authenticated）]：バインドのユーザ名とパスワードを入力します。

•

[匿名（Anonymous）]

ステップ 4

[サーバ ユーザ ベース DN（Server User Base DN）] テキスト ボックスに、ユーザすべてのリストを
含む LDAP サーバ内のサブツリーの識別名を入力します。

ステップ 5

[サーバ ユーザ属性（Server User Attribute）] テキスト ボックスに LDAP サーバのユーザ名を含む
属性を入力します。

ステップ 6

[サーバ ユーザ タイプ（Server User Type）] テキスト ボックスにユーザを識別する ObjectType 属
性を入力します。

ステップ 7

[再転送タイムアウト（Retransmit Timeout）] テキスト ボックスに再転送までの時間を秒単位で入
力します。有効な値の範囲は 2 ～ 30 秒で、デフォルト値は 2 秒です。

ステップ 8

LDAP サーバに管理権限を持たせる場合は、[管理ステータス（Admin Status）] チェックボックス
をオンにします。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。
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関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

LDAP サーバ テンプレート

TACACS+ サーバ テンプレート
このページでは、TACACS+ サーバ テンプレートの追加、または既存の TACACS+ サーバ テンプ
レートの変更が可能です。これらのサーバ テンプレートを設定した後、CLI または GUI を経由し
てコントローラにログインしているコントローラ ユーザが認証されます。
関連項目
•

TACACS+ サーバ テンプレートの作成

TACACS+ サーバ テンプレートの作成
TACACS+ Server テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [TACACS+
サーバ（TACACS+ Servers）] の順に選択します。

ステップ 2

チェックボックスをオンにして、1 つ以上のサーバ タイプを選択します。次のサーバ タイプが使
用可能です。
•

[認証（authentication）]：ユーザ認証/認可サーバ

•

[認可（authorization）]：ユーザ認可専用サーバ

•

[アカウンティング（accounting）]：RADIUS ユーザ アカウンティング サーバ

ステップ 3

サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 4

サーバのポート番号を入力します。デフォルトは 49 です。

ステップ 5

ドロップダウン リストから、[ASCII] または [16 進数（hex）] を選択します。
選択した形式に関係なく、セキュリティ上の理由で、ASCII のみが WLC（および Prime
Infrastructure）に表示されます。そのため、自動プロビジョニング時にテンプレートを使用して
も、別のコントローラの設定を複製できません。検出されたテンプレートが別のデバイスに適用
される場合、テンプレートでもう一度キー形式を設定します。

ステップ 6

[共有秘密（Shared Secret）] テキスト ボックスに、指定サーバにより使用される TACACS+ 共有秘
密を入力します。

ステップ 7

[共有秘密の確認（Confirm Shared Secret）] テキスト ボックスに共有秘密をもう一度入力します。

ステップ 8

TACACS+ サーバに管理権限を持たせる場合は、[管理ステータス（Admin Status）] チェックボッ
クスをオンにします。

ステップ 9

[再送信のタイムアウト（Retransmit Timeout）] テキスト ボックスに、TACACS+ 認証要求がタイム
アウトになり、コントローラにより再送信が試行されるまでの時間を秒数で入力します。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。
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関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

TACACS+ サーバ テンプレート

•

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [TACACS+ サーバ
（TACACS+ Servers）]

ローカル EAP 汎用テンプレート
このページでは、ローカル EAP のタイムアウト値を指定できます。次に、既存のローカル EAP 汎
用テンプレートに変更を追加すること、またはこのテンプレートを変更することができます。
コントローラ上で RADIUS サーバが設定されている場合は、コントローラはまず RADIUS サー
バを使用してワイヤレス クライアントを認証しようとします。ローカル EAP は、RADIUS サー
バがタイムアウトしていたり、RADIUS サーバが設定されていなかったりした場合など、
RADIUS サーバが見つからない場合にのみ試行されます。4 台の RADIUS サーバが設定されて
いる場合、コントローラは最初の RADIUS サーバを使用してクライアントの認証を試行し、次
に 2 番目の RADIUS サーバ、その次にローカル EAP を試行します。その後クライアントが手動
で再認証を試みると、コントローラは 3 番めの RADIUS サーバを試行し、次に 4 番めの
RADIUS サーバ、その次にローカル EAP を試行します。
関連項目
•

ローカル EAP 汎用テンプレートの作成

ローカル EAP 汎用テンプレートの作成
ローカル EAP テンプレートを追加する、または既存のテンプレートを変更するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカル EAP（Local
EAP）] > [全般 - ローカル EAP（General - Local EAP）] の順に選択します。
[ローカル EAP 汎用（Local EAP General）] ページが表示されます。

ステップ 2

[ローカル認証のアクティブのタイムアウト（Local Auth Active Timeout）] テキスト ボックスに、
設定された RADIUS サーバのペアが失敗した後、コントローラがローカル EAP を使用して無線
クライアントを認証しようとする時間を秒単位で入力します。有効な範囲は 1 ～ 3600 秒で、デ
フォルト設定は 1000 秒です。
EAP-FAST、手動パスワード入力、ワンタイム パスワード、または 7920/7921 電話を使用する際
は、次の値を調整する必要があります。
•

[ローカル EAP 識別要求タイムアウト（Local EAP Identify Request Timeout）] = 1

•

[ローカル EAP 識別要求最大試行回数（Local EAP Identity Request Maximum Retries）] = 20

•

[ローカル EAP 動的 Wep キー インデックス（Local EAP Dynamic Wep Key Index）] = 0

•

[ローカル EAP 要求タイムアウト（Local EAP Request Timeout）] = 20

•

[ローカル EAP 要求最大試行回数（Local EAP Request Maximum Retries）] = 2
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自動プロビジョニングを使用している PAC をクライアントで取得する場合、コントローラで
802.1X のタイムアウト値を大きくする必要があります（デフォルトは 2 秒）。Cisco ACS サーバで
の推奨およびデフォルトのタイムアウトは 20 秒です。
複数のコントローラで次の値が同じに設定されていないと、ローミングが失敗します。
ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

ローカル EAP 汎用テンプレート

•

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカル EAP（ Local EAP）] > [全
般 - ローカル EAP（ General - Local EAP）]

ローカル EAP プロファイル テンプレート
ローカル EAP は、ユーザおよびワイヤレス クライアントのローカル認証を可能にする認証方式
です。この方式は、バックエンド システムが妨害されたり、外部認証サーバがダウンしたりした
場合でも、ワイヤレス クライアントへの接続を維持できるように、リモート オフィスで使用す
る目的で設計されています。ローカル EAP を有効にすると、コントローラは認証サーバおよび
ローカル ユーザ データベースとして機能するため、外部認証サーバへの依存が排除されます。
ローカル EAP は、ローカル ユーザ データベースまたは LDAP バックエンド データベースから
ユーザの資格情報を取得して、ユーザを認証します。
LDAP バックエンド データベースは、次のローカル EAP メソッドだけをサポートします。
•

EAP-TLS

•

証明書付きの EAP-FAST

LDAP バックエンド データベースでは、LEAP および PAC による EAP-FAST はサポートされま
せん。
関連項目
•

ローカル EAP プロファイル テンプレートの作成

ローカル EAP プロファイル テンプレートの作成
ローカル EAP プロファイル テンプレートを追加する、または既存のテンプレートを変更するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカル EAP（Local
EAP）] > [ローカル EAP プロファイル（Local EAP Profiles）] の順に選択します。

ステップ 2

次の認証タイプから目的のタイプを選択します。
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•

[LEAP]：この認証の種類は Cisco Key Integrity Protocol（CKIP）と MMH メッセージ整合性
チェック（MIC）を使用してデータを保護します。ユーザ名とパスワードを使用し、アクセス
ポイントを介して RADIUS サーバと相互認証を行います。

•

[EAP-FAST]：この認証の種類（Flexible Authentication via Secure Tunneling）は、3 段階のトンネ
ル認証プロセスを使用して高度な 802.1X EAP 相互認証を実行します。ユーザ名、パスワー
ド、および PAC（保護されたアクセス クレデンシャル）を使用し、アクセス ポイントを介して
RADIUS サーバと相互認証を行います。

•

[TLS]：この認証の種類は、クライアント アダプタおよび RADIUS サーバの動的セッション
ベースの WEP キーを使用してデータを暗号化します。認証のためにクライアント証明書を
必要とします。

•

[PEAP]：この認証のタイプは EAP-TLS 認証に基づいていますが、認証にクライアント証明
書ではなくパスワードを使用します。PEAP は、クライアント アダプタおよび RADIUS サー
バの動的セッション ベースの WEP キーを使用してデータを暗号化します。

ステップ 3

[証明書の発行者（Certificate Issuer）] ドロップダウン リストから認証用の証明書を選択し、認証
のための証明書を発行したのがシスコであるか他のベンダーであるかを指定します。証明書が
必要なのは、EAP-FAST と TLS だけです。

ステップ 4

クライアントからの受信証明書をコントローラ上の認証局（CA）証明書と照合して検証する場
合は、[CA 証明書を確認する（Check Against CA Certificates）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

受信証明書を CA 証明書の共通名と照合して検証する場合は、[証明書の CN ID を確認する
（Verify Certificate CN Identity）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

受信デバイス証明書がその時点でも有効で、期限が切れていないことをコントローラに確認さ
せる場合は、[日付の有効性を確認する（Check Against Date Validity）] チェックボックスをオンに
します。

ステップ 7

ローカル証明書が必要な場合は、[ローカル証明書が必要（Local Certificate Required）] チェック
ボックスをオンにします。

ステップ 8

クライアント証明書が必要な場合は、[クライアント証明書が必要（Client Certificate Required）]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 10

ローカル EAP を有効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 11

a.

左側のサイドバーのメニューから、[WLAN] > [WLAN の設定（WLAN Configuration）] の順に
選択します。

b.

目的の WLAN のプロファイル名をクリックします。

c.

[セキュリティ（Security）] > [AAA サーバ（AAA Servers）] タブを選択して [AAA サーバ（AAA
Servers）] ページにアクセスします。

d.

[ローカル EAP 認証（Local EAP Authentication）] チェックボックスをオンにして、この
WLAN に対してローカル EAP を有効にします。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

20-61

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定

セキュリティ テンプレートの作成

•

ローカル EAP プロファイル テンプレート

•

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカル EAP（Local EAP）] > [ロー
カル EAP のプロファイル（Local EAP Profiles）]

EAP-FAST テンプレート
この認証のタイプ（Flexible Authentication via Secure Tunneling）は、3 段階のトンネル認証プロセ
スを使用して高度な 802.1X EAP 相互認証を実行します。ユーザ名、パスワード、および PAC を使
用し、アクセス ポイントを介して RADIUS サーバと相互認証を行います。
関連項目
•

EAP-FAST テンプレートの作成

EAP-FAST テンプレートの作成
EAP-FAST テンプレートを追加する、または既存のテンプレートを変更するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカル EAP（Local
EAP）] > [EAP-FAST パラメータ（EAP-FAST Parameters）] の順に選択します。

ステップ 2

[PAC の存続時間（Time to Live for the PAC）] テキスト ボックスに、PAC の有効日数を入力します。
有効な範囲は 1 ～ 1000 日で、デフォルトの設定は 10 日です。

ステップ 3

[認証局 ID（Authority ID）] テキスト ボックスに、ローカル EAP-FAST サーバの認証局 ID を 16 進
数文字で入力します。最大 32 文字の 16 進数文字を入力できますが、文字数は偶数である必要が
あります。

ステップ 4

[認証局情報（Authority Info）] テキスト ボックスにローカル EAP-FAST サーバの認証局 ID をテ
キスト形式で入力します。

ステップ 5

[サーバ キー（Server Key）] テキスト ボックスおよび [サーバ キーの確認（Confirm Server Key）] テ
キスト ボックスに、PAC の暗号化と復号に使用するキー（16 進数文字）を入力します。

ステップ 6

匿名プロビジョニングを有効にするには、[匿名プロビジョニング（Anonymous Provision）]
チェックボックスをオンにします。
この機能を使用すると、PAC プロビジョニング中に、PAC がないクライアントに PAC が自動的に
送信されるようになります。この機能を無効にすると、PAC を手動でプロビジョニングする必要
があります。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

EAP-FAST テンプレート
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ネットワーク ユーザ プライオリティ テンプレートの作成
LDAP とローカル データベースがユーザ クレデンシャル情報を取得するために使用する順序を
指定できます。このページでは、ネットワーク ユーザ クレデンシャル取得優先度テンプレート
を追加、または既存のテンプレートを変更できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカル EAP（Local
EAP）] > [ネットワーク ユーザの優先度（Network Users Priority）] の順に選択します。

ステップ 2

左右の矢印キーを使用して、右側のページにネットワーク ユーザ クレデンシャルを入れたり、
除外したりすることができます。

ステップ 3

上下のキーを使用してクレデンシャルを試行する順序を指定します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

ローカル ネットワーク ユーザ テンプレート
このテンプレートでは、ローカル ネットワーク ユーザ全員のクレデンシャル（ユーザ名とパス
ワード）を保存できます。これらの資格情報は、ユーザの認証に使用されます。たとえば、ローカル
EAP では、ユーザ クレデンシャルを取得するために、バックエンド データベースとしてローカル
ユーザ データベースを使用する場合があります。このページでは、ローカル ネットワーク ユーザ
テンプレートを追加、または既存のテンプレートを変更できます。Web 認証クライアントとして
ログインする際は、ローカル ネット ユーザを作成し、パスワードを定義する必要があります。
関連項目
•

ローカル ネットワーク ユーザ テンプレートの作成

ローカル ネットワーク ユーザ テンプレートの作成
ローカル ネットワーク ユーザ テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [ローカル
ネットユーザ（Local Net Users）] の順に選択します。

ステップ 2

[CSV をインポートする（Import CSV）] をクリックしてファイルからインポートし、[参照
（Browse）] をクリックしてファイルに移動します。次にステップ 6 に進みます。インポートを無
効にする場合はステップ 3 に進みます。
CSV ファイル形式だけがサポートされます。
Prime Infrastructure は 2 行目以降のデータを読み取ります。ファイルの最初の行はヘッダーとし
て扱われ、データは Prime Infrastructure によって読み取られません。ヘッダーは空白でも入力し
てもかまいません。
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ステップ 3

次の詳細を入力します。
•

[ユーザ名（Username）]

•

[パスワード（Password）]

•

[プロファイル（Profile）]

•

[説明（Description）]
[プロファイル（Profile）] 列が空白（または「任意のプロファイル（Any Profile）」と表示）の場
合、任意のプロファイルのクライアントがこのアカウントを使用できることを示します。

ステップ 4

ドロップダウン リストを使用してこのローカル ユーザに適用される SSID を選択するか、[任意
の SSID（any SSID）] オプションを選択します。

ステップ 5

ユーザが定義したこのインターフェイスの説明を入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

ローカル ネットワーク ユーザ テンプレート

ゲスト ユーザ テンプレート
ゲスト ユーザ アカウントの目的は、一定の時間だけ有効なユーザ アカウントを用意することで
す。Lobby Ambassador は、ゲスト ユーザ アカウントがアクティブとなる特定の時間フレームを
設定できます。指定した時間が経過すると、ゲスト ユーザ アカウントは自動的に失効します。[設
定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプレート（CLI Templates）] > [システム テンプレート - CLI（System
Templates - CLI）] > [ゲスト ユーザ（Guest Users）] の順に選択し、[ゲスト ユーザ テンプレート
（Guest Users template）] ページにアクセスします。
関連項目
•

ゲスト ユーザ テンプレートの作成

ゲスト ユーザ テンプレートの作成
ゲスト ユーザ テンプレートを追加する、または既存のテンプレートを変更するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプレート（CLI Templates）] > [システム テンプレート - CLI（System
Templates - CLI）] > [ゲスト ユーザ（Guest Users）] の順に選択します。

ステップ 2

ゲスト ユーザ名を [ユーザ名（User Name）] テキスト ボックスに入力します。最大長は 24 文字
です。

ステップ 3

このユーザ名のパスワードを [パスワード（Password）] テキスト ボックスに入力します。

ステップ 4

[詳細設定（Advanced）] タブから、[プロファイル（Profile）] ドロップダウン リストから接続する
ゲスト ユーザを選択します。
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ステップ 5

ドロップダウン リストから、ゲスト ユーザのユーザ ロールを選択します。ユーザ ロールは、管理
者により事前に定義され、ゲストのアクセスに関連付けられています。
ユーザ ロールを使用して、ネットワーク内の特定のユーザに割り当てられた帯域幅の量を管理
します。

ステップ 6

ステップ 7

次のオプション ボタンのいずれかを選択して、ゲスト アカウントのライフタイムを指定します。
•

[制限（Limited）]：時間および分のドロップダウン リストを使用した、ゲスト ユーザ アカウン
トをアクティブにする期間。[制限（Limited）] のデフォルト値は、1 日（8 時間）です。

•

[無制限のライフタイム（Unlimited Lifetime）]：ゲスト アカウントの有効期限はありません。

ゲスト ユーザのトラフィックが制限される領域（屋内、屋外）、コントローラの一覧、または設定
グループを [次に適用（Apply to）] ドロップダウン リストから選択します。
コントローラ一覧のオプションを選択すると、
コントローラの IP アドレスの一覧が表示されます。

ステップ 8

必要に応じて、[一般（General）] タブでデフォルトのゲスト ユーザの説明を変更します。これは必
須ではありません。

ステップ 9

必要に応じて、[一般（General）] タブで [免責事項（Disclaimer）] のテキストを変更します。入力さ
れたテキストをデフォルトにする場合は、[この免責事項をデフォルトにする（Make this
Disclaimer default）] チェックボックスをオンにします。これは必須ではありません。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

ゲスト ユーザ テンプレート

ユーザ ログイン ポリシー テンプレート
ユーザ 1 人あたりの同時ログインの最大数を設定できます。
関連項目
•

ユーザ ログイン ポリシー テンプレートの作成

ユーザ ログイン ポリシー テンプレートの作成
ユーザ ログイン テンプレートを追加する、または既存のテンプレートを変更するには、次の手
順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ユーザ ログイン ポリ
シー（User Login Policies）] の順に選択します。

ステップ 2

ユーザ 1 人あたりの同時ログインの最大数を入力します。

ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
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関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

ユーザ ログイン ポリシー テンプレート

MAC フィルタ テンプレートの作成
MAC フィルタ テンプレートを追加する、または既存のテンプレートを変更するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [MAC フィル
タリング（MAC Filtering）] の順、または [セキュリティ（Security）] > [MAC フィルタリング（MAC
Filtering）] の順に選択します。

ステップ 2

[CSV をインポートする（Import CSV）] をクリックして、アクセス ポイント MAC アドレスを含む
ファイルをインポートします。

ステップ 3

目的のファイルのパスを入力するか、または [参照（Browse）] をクリックしてファイルをイン
ポートします。
インポート ファイルは MAC アドレス、プロファイル名、インターフェイス、および説明を示した
CSV ファイルである必要があります（例：00:11:22:33:44:55,Profile1,management,test filter）。[ファ
イルからインポート（Import from File）] チェックボックスを無効にした場合は、ステップ 4 に進
みます。
クライアントの MAC アドレスが表示されます。

ステップ 4

この MAC フィルタが適用されるプロファイル名を選択するか、または [任意のプロファイル
（Any Profile）] オプションを選択します。

ステップ 5

ドロップダウン リストを使用して、使用可能なインターフェイス名から選択します。

ステップ 6

ユーザが定義したこのインターフェイスの説明を入力します。

ステップ 7

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
ブロードキャスト範囲では MAC アドレスを使用できません。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用
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アクセス ポイントまたは MSE 認可テンプレート
これらのテンプレートは、Cisco IOS から Lightweight アクセス ポイントに変換された Cisco
11xx/12xx シリーズのアクセス ポイント、またはブリッジ モードで接続される 1030 アクセス ポ
イント用に考案されています。詳細については、
『Cisco Mobility Services Engine Configuration
Guide』を参照してください。
関連項目
•

アクセス ポイントまたは MSE 認可テンプレートの作成

アクセス ポイントまたは MSE 認可テンプレートの作成
MSE 認可テンプレートを追加する、または既存のテンプレートを変更するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [AP または
MSE 認可（AP or MSE Authorization）] の順に選択します。

ステップ 2

[CSV をインポートする（Import CSV）] をクリックして、アクセス ポイント MAC アドレスを含む
ファイルをインポートします。
インポートできるのは CSV ファイルだけです。ファイル形式は GUI のフィールドに対応してお
り、したがってアクセス ポイントのベース無線 MAC、種類、証明書タイプ（MIC または SSC）、お
よびキー ハッシュが含まれます（例：00:00:00:00:00:00, AP, SSC,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx）。その他のファイル形式はサポートされていま
せん。

ステップ 3

目的のファイルのパスを入力するか、または [参照（Browse）] をクリックしてファイルをイン
ポートします。

ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
ブロードキャスト範囲では MAC アドレスを使用できません。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

アクセス ポイントまたは MSE 認可テンプレート
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手動による無効化クライアント テンプレートの作成
このページでは、新しい手動による無効化クライアント テンプレートの追加、または既存の無効
化クライアント テンプレートの変更が可能です。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [手動による無効化ク
ライアント（Manually Disable Clients）] の順に選択します。

ステップ 2

無効にするクライアントの MAC アドレスを入力します。

ステップ 3

無効に設定するクライアントの説明を入力します。

ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
ブロードキャスト範囲では MAC アドレスを使用できません。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

クライアント除外ポリシー テンプレートの作成
クライアント除外ポリシー テンプレートを追加するか、既存のクライアント除外ポリシー テン
プレートを変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリ
シー（Wireless Protection Policies）] > [クライアント除外ポリシー（Client Exclusion Policies）] の順
に選択します。

ステップ 2

次のフィールドに入力します。

ステップ 3

•

[テンプレート名（Template Name）]：クライアント除外ポリシーの名前を入力します。

•

[過剰な 802.11 のアソシエーションの失敗（Excessive 802.11 Association Failures）]：過剰な
802.11 のアソシエーションの失敗によるクライアントの除外を有効にします。

•

[過剰な 802.11 認証の失敗（Excessive 802.11 Authentication Failures）]：過剰な 802.11 認証の失
敗によるクライアントの除外を有効にします。

•

[過剰な 802.1X 認証の失敗（Excessive 802.1X Authentication Failures）]：過剰な 802.1X 認証の
失敗によるクライアントの除外を有効にします。

•

[過剰な 802.11 Web 認証の失敗（Excessive 802.11 Web Authentication Failures）]：過剰な 802.11
Web 認証の失敗によるクライアントの除外を有効にします。

•

[IP の盗難または再使用（IP Theft or Reuse）]：IP の盗難または再使用の症状を示すクライアン
トの除外を有効にします。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
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関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

アクセス ポイント認証および MFP テンプレート
管理フレーム保護（MFP）は、無線ネットワーク インフラストラクチャによる 802.11 管理フレー
ムの認証を提供します。DoS 攻撃を引き起こし、アソシエーションおよびプローブでネットワー
クをフラッディングさせ、不正アクセス ポイントをさしはさみ、QoS および無線測定フレームの
攻撃によりネットワーク パフォーマンスに影響を与える敵対者を検出するため、管理フレーム
を保護できます。
有効にすると、アクセス ポイントは Message Integrity Check Information Element（MIC IE）を各フ
レームに追加することにより、送信する管理フレームを保護します。フレームのコピー、変更、再
送が試みられた場合、MIC は無効となり、MFP フレームを検出するよう設定された受信アクセス
ポイントは不具合を報告します。MFP フレームを送信するには、アクセス ポイントは WDS のメ
ンバーであることが必要です。
MFP 検出が有効な場合、アクセス ポイントは、ネットワーク内の他のアクセス ポイントから受信
するすべての管理フレームを検証します。MIC IE が存在しており（送信側が MFP フレームを送信
するよう設定されている場合）、管理フレームの中身に一致していることを確認します。MFP フ
レームを送信するよう設定されているアクセス ポイントに属する BSSID からの正当な MIC IE
が含まれていないフレームを受信した場合、不具合をネットワーク管理システムに報告します。
関連項目
•

アクセス ポイント認証および MFP テンプレートの作成

アクセス ポイント認証および MFP テンプレートの作成
アクセス ポイント認証および管理フレーム保護（MFP）テンプレートを追加または変更するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリ
シー（Wireless Protection Policies）] > [AP 認証および MFP（AP Authentication and MFP）] の順に選
択します。

ステップ 2

[保護タイプ（Protection Type）] ドロップダウン リストから、次の認証ポリシーのいずれかを選択
します。
•

[なし（None）]：アクセス ポイント認証ポリシーなし。

•

[AP 認証（AP Authentication）]：認証ポリシーを適用します。

•

[MFP]：管理フレーム保護を適用します。

アラームが生成されるしきい値は、保護の種類として AP 認証が選択されている場合にだけ表示
されます。アラームを発生させるまでに無視する、未知のアクセス ポイントからのヒット数を設
定します。
値の範囲は 1 ～ 255 です。デフォルト値は 255 です。
ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
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セキュリティ テンプレートの作成

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

アクセス ポイント認証および MFP テンプレート

Web 認証テンプレート
Web 認証により、ゲストはブラウザを起動すると自動的に Web 認証ページにリダイレクトされ
ます。ゲストは、この Web ポータルから WLAN にアクセスできます。この認証メカニズムを使用
している無線 LAN 管理者は、ゲスト ユーザによるアクセスに対して、暗号化通信と非暗号化通
信のどちらを設定するかを選択できます。ゲスト ユーザは、SSL で暗号化される有効なユーザ名
とパスワードを使用して無線ネットワークにログインできます。Web 認証アカウントはローカ
ルに作成するか、RADIUS サーバで管理できます。Cisco Wireless LAN Controller は Web 認証クラ
イアントをサポートするように設定できます。このテンプレートを使用して、コントローラで提
供される Web 認証ページを置き換えることができます。
関連項目
•

Web 認証テンプレートの作成

Web 認証テンプレートの作成
Web 認証テンプレートを追加、または既存の Web 認証テンプレートを変更するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [Web 認証設
定（Web Auth Configuration）] の順に選択します。

ステップ 2

ドロップダウン リストから、次の Web 認証タイプのうち 1 つを選択します。
•

[デフォルトの内部（default internal）]：引き続き、ページ タイトル、メッセージ、リダイレクト
URL、およびロゴを表示するかどうかを変更できます。ステップ 5 に進みます。

•

[カスタマイズされたウェブ認証（customized web authentication）]：[保存（Save）] をクリック
してこのテンプレートをコントローラに適用します。Web 認証バンドルをダウンロードする
プロンプトが表示されます。
カスタマイズされた Web 認証を選択する前に、まず [構成（Config）] > [コントローラ
（Controller）] の順にクリックし、[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リス
トから [カスタマイズされたウェブ認証のダウンロード（Download Customized Web
Authentication）] を選択して [実行（Go）] をクリックすることにより、バンドルをダウンロー
ドする必要があります。

•

[外部（external）]：認証に成功した後でリダイレクトする URL を入力する必要があります。た
とえば、このテキスト ボックスに入力した値が http://www.example.com の場合、ユーザはこ
の会社のホーム ページに接続されます。

ステップ 3

会社のロゴを表示する場合は、[ロゴの表示（Logo Display）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

Web 認証ページに表示するタイトルを入力します。

ステップ 5

Web 認証ページに表示するメッセージを入力します。
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ステップ 6

認証に成功した後でユーザがリダイレクトされる URL を指定します。たとえば、このテキスト
ボックスに入力した値が http://www.example.com の場合、ユーザはこの会社のホーム ページに
接続されます。

ステップ 7

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

Web 認証テンプレート

•

カスタマイズされた Web 認証ページ

カスタマイズされた Web 認証ページ
カスタマイズされた Web 認証ページをコントローラにダウンロードできます。カスタマイズ
Web ページでは、ユーザ Web アクセス用のユーザ名とパスワードを設定できます。
カスタマイズ Web 認証をダウンロードする際は、次のガイドラインに従う必要があります。
•

ユーザ名を提供する。

•

パスワードを提供する。

•

リダイレクト URL は、元の URL から引用した後、非表示の入力項目として保持する。

•

操作 URL は、元の URL から引用および設定する。

•

リターン ステータス コードをデコードするスクリプトを提供する。

関連項目
•

カスタマイズされた Web 認証ページのダウンロード

カスタマイズされた Web 認証ページのダウンロード
ダウンロード前に、次の手順を実行します。
ステップ 1

サーバからサンプルの login.html バンドル ファイルをダウンロードします。次の図は .html ファ
イルを示しています。Web 認証がオンの場合、最初に WLAN にアクセスすると、ログイン ページ
が Web ユーザに表示されます。
図 20-1

Login.html
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ステップ 2

Login.html を編集し、これを .tar または .zip ファイルとして保存します。
[送信（Submit）] ボタンのテキストを「条件を承諾して送信（Accept terms and conditions and
Submit）」と変更できます。

ステップ 3

ダウンロードに Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバを使用できることを確認します。TFTP
サーバをセットアップする際の注意事項は次のとおりです。
•

ステップ 4

サービス ポート経由でダウンロードする場合、サービス ポートはルーティングできないた
め、TFTP サーバはサービス ポートと同じサブネット上になければなりません。ただし、管理
ポートがダウンしている間、TFTP サーバを別のネットワークに配置する場合は、サービス
ポートのあるサブネットにゲートウェイがあれば、スタティック ルートを追加します
（config route add IP address of TFTP server）。

•

ディストリビューション システム ネットワーク ポートを経由してダウンロードする場合、
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なので、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。

•

Prime Infrastructure の組み込み TFTP サーバとサードパーティの TFTP サーバは同じ通信
ポートを使用するため、サードパーティの TFTP サーバを Prime Infrastructure と同じコン
ピュータ上で実行することはできません。

.tar または .zip ファイルをコントローラにダウンロードします。
コントローラでは、Web 認証の表示に必要なページおよびイメージ ファイルを含む、1 MB まで
の .tar ファイルをダウンロードできます。1 MB の制限には、バンドル内の非圧縮ファイルの合計
サイズが含まれます。
これでダウンロードを続行できます。

ステップ 5

ファイルを TFTP サーバ上のデフォルト ディレクトリにコピーします。

ステップ 6

[構成（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] >
[ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] の順に選択します。

ステップ 7

デバイス名をクリックします。複数のデバイスを選択すると、カスタマイズされた Web 認証ペー
ジが複数のコントローラにダウンロードされます。

ステップ 8

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [コマンド（Commands）] の順に選択し
ます。

ステップ 9

[アップロード/ダウンロード コマンド（Upload/Download Commands）] ドロップダウン リスト
から、[カスタマイズされた Web 認証のダウンロード（Download Customized Web Auth）] を選択
し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 10

バンドルを受け取るコントローラの IP アドレスとその現在のステータスが表示されます。

ステップ 11

[ファイルの場所（File is Located On）] フィールドから [ローカル マシン（local machine）] を選択し
ます。ファイル名および、サーバのルート ディレクトリに対して相対的なパスがわかる場合は、
TFTP サーバを選択することもできます。
ローカル マシンのダウンロードには、.zip または .tar のファイル オプションがありますが、Prime
Infrastructure では自動的に .zip を .tar に変換します。TFTP サーバのダウンロードを選択した場
合は、.tar ファイルのみを指定します。

ステップ 12

[最大試行回数（Maximum Retries）] フィールドに、コントローラがファイルのダウンロードを試
みる最大回数を入力します。

ステップ 13

[タイムアウト（Timeout）] フィールドに、ファイルをダウンロードする際、コントローラがタイム
アウトするまでの最大時間を秒単位で入力します。

ステップ 14

ファイルは c:\tftp ディレクトリにアップロードされます。そのディレクトリ内のローカル ファ
イル名を指定するか、[参照（Browse）] をクリックしてナビゲートします。
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ステップ 15

[OK] をクリックします。
転送がタイムアウトした場合には、[ファイルの格納場所（File is Located On）] フィールドの
TFTP サーバ オプションを選択すると、サーバ ファイル名が読み込まれます。ローカル マシン
オプションでは 2 段階の動作が起動されます。最初に、ローカル ファイルが管理者のワークス
テーションから Prime Infrastructure の組み込み TFTP サーバにコピーされます。次にコントロー
ラがそのファイルを取得します。後の操作では、ファイルはすでに Prime Infrastructure サーバの
TFTP ディレクトリにあるため、[Web のダウンロード（download web）] ページには、自動的に
ファイル名が入力されます。

ステップ 16

[サンプルの tar ファイルをダウンロードするにはここをクリック（Click here to download a
sample tar file）] リンクをクリックし、login.tar ファイルを開くか、保存するオプションを選択し
ます。

ステップ 17

ダウンロードが完了すると、新しいページに接続され、認証できます。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

Web 認証テンプレートの作成

外部 Web 認証サーバ テンプレートの作成
外部 Web 認証サーバ テンプレートを作成するか、既存の外部 Web 認証サーバ テンプレートを変
更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [外部 Web 認証サーバ
（External Web Auth Server）] の順、または [セキュリティ（Security）] > [外部 Web 認証サーバ
（External Web Auth Server）] の順に選択します。

ステップ 2

外部 Web 認証サーバのサーバ アドレスを入力します。

ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用
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セキュリティ パスワード ポリシー テンプレートの作成
パスワード ポリシー テンプレートを追加、または既存のパスワード ポリシー テンプレートを変
更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [パスワード ポリシー
（Password Policy）] の順に選択します。
次の設定を有効または無効にできます。
•

パスワードには、大文字、小文字、数字、特殊文字など、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。

•

同じ文字を 4 回以上連続して使用することはできません。

•

パスワードには、cisco や admin などのデフォルトの単語は使用できません。
パスワードに「cisco」、
「ocsic」、
「admin」、
「nimda」を使用することはできません。また、これら
の文字のいくつかを大文字にしたり、i を「1」、
「|」、または「!」に、
「o」を「0」に、または「s」を「$」
に置き換えたりすることもできません。

•
ステップ 3

パスワードには、ユーザ名やユーザ名を逆にしたものを使用できません。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

セキュリティ アクセス コントロール テンプレートの作成
ここでは、次の項目について説明します。
•

アクセス コントロール リスト テンプレートの作成

•

FlexConnect アクセス コントロール リスト テンプレートの作成

•

ACL IP グループ テンプレートの作成

•

ACL プロトコル グループ テンプレートの作成

アクセス コントロール リスト テンプレートの作成
アクセス コントロール リスト（ACL）は、特定のインターフェイスへのアクセスを制限するため
に使用される一連のルールです（たとえば、無線クライアントからコントローラの管理インター
フェイスに ping が実行されるのを制限する場合などに使用されます）。ACL は無線クライアン
トとのデータ トラフィックとコントローラの中央処理装置（CPU）へのすべてのトラフィックに
適用でき、再使用可能な IP アドレス グループと再使用可能なプロトコルをサポートできるよう
になりました。テンプレートで ACL が設定された後、これらを管理インターフェイス、
AP-manager インターフェイス、またはクライアント データ トラフィックのための任意の動的イ
ンターフェイス、コントローラ CPU へのトラフィックのためのネットワーク処理装置（NPU）イ
ンターフェイス、または WAN に適用できます。
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プロトコル、方向、トラフィックの送信元や宛先ごとに ACL テンプレートを作成または変更で
きます。
ここで、定義済みの IP アドレス グループとプロトコル グループから新しいマッピングを作成
できます。また、作成したルール マッピングから自動的にルールを生成できます。これらのルー
ルは、連続した順序で生成されます。つまり、すでにルール 1 ～ 4 が定義されている場合は、最大
29 のルールを追加します。
既存の ACL テンプレートは新しい ACL テンプレートに複製されます。この複製は、ソース ACL
テンプレートで定義した ACL ルールとマッピングをすべてコピーします。
このリリースの Prime Infrastructure は、IPv6 ACL をサポートします。
関連項目
•

ACL テンプレートの追加または変更

•

ACL IP グループ テンプレートの作成

•

ACL プロトコル グループ テンプレートの作成

ACL テンプレートの追加または変更
ACL テンプレートを追加、または既存の ACL テンプレートを変更するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [アクセス コントロー
ル リスト（Access Control Lists）] の順に選択します。

ステップ 2

次のフィールドに入力します。
•

[アクセス コントロール リストの名前（Access Control List Name）]：テンプレートのユーザ定
義名。

•

[ACL の種類（ACL Type）]：[IPv4] または [IPv6] を選択します。IPv6 ACL は、コントローラ リ
リース 7.2.x からサポートされます。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [IP グループ（IP Groups）] を選択し、再利用可能なグループ化さ
れた IP アドレスおよびプロトコルを作成します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [IP グループの追加（Add IP
Group）] を選択し、[実行（Go）] をクリックして新しい IP アドレス グループを定義します。
IP アドレス グループ 1 つで最高 128 の IP アドレスとネットマスクの組み合わせを格納できま
す。既存の IP アドレス グループを表示または変更するには、IP アドレス グループの URL をク
リックします。[IP アドレス グループ（IP address group）] ページが開きます。IP アドレスが任意の
場合用に、
「任意（any）」グループが事前定義されています。

ステップ 5

必要に応じて、[ACL IP グループ（ACL IP Groups）] 詳細ページで次の現在の IP グループ フィー
ルドを編集します。
•

[IP Group Name（IP グループ ネーム）]

•

[IPアドレス（IP Address）]

•

[Netmask OR CIDR Notation（ネットマスクまたは CIDR 表記）]
ネットマスクまたは CIDR 表記を入力して、[追加（Add）] をクリックします。IP アドレスまた
はネットマスクのリストが、[IP アドレス/ネットマスク（IP Address/Netmasks）] テキスト
ボックスに表示されます。
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CIDR（クラスレス ドメイン間ルーティング）は、複数の連続するブロックでのクラス C IP ア
ドレスの割り当てを可能にするプロトコルです。CIDR 表記を入力すると、1 つのクライアン
ト オブジェクトを設定するだけで、サブネット範囲に存在する大量のクライアントを追加
できます。
ネットマスクを入力すると、IP アドレス プロパティの CIDR 表記ではなく、ドット区切り
10 進数表記でサブネット マスクを設定できます。
•

[BroadCast/Network]

•

[IP アドレス/ネットマスクのリスト（List of IP Addresses/Netmasks）]
[上に移動（Move Up）] ボタンおよび [下に移動（Move Down）] ボタンを使用して、リスト項目
の順序を変更します。[削除（Delete）] ボタンを使用すると、IP アドレスまたはネットマスク
を削除できます。

ステップ 6

左側のサイドバー メニューから [アクセス コントロール（Access Control）] > [プロトコル グルー
プ（Protocol Groups）] の順に選択して、標準の事前定義済みプロトコルではない追加のプロトコ
ルを定義します。
プロトコル グループとその送信元ポートおよび宛先ポートと DSCP の一覧が表示されます。

ステップ 7

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プロトコル グループの追加
（Add Protocol Group）] を選択し、[実行（Go）] をクリックして新しいプロトコル グループを作成
します。既存のプロトコル グループを表示または変更するには、グループの URL をクリックし
ます。
[プロトコル グループ（Protocol Groups）] ページが表示されます。

ステップ 8

新しいルールの名前を入力します。ルールを定義するために ACL は必要ありません。パケット
がルールのすべてのパラメータに一致すると、このルールに対する動作が実行されます。

ステップ 9

ドロップダウン リストから、次のいずれかのプロトコルを選択します。
•

[すべて（Any）]：すべてのプロトコル

•

[TCP]：トランスミッション コントロール プロトコル

•

[UDP]：ユーザ データグラム プロトコル

•

[ICMP]：インターネット制御メッセージ プロトコル

•

[ESP]：IP Encapsulating Security Payload

•

[AH]：認証ヘッダー

•

[GRE]：Generic Routing Encapsulation

•

[IP]：インターネット プロトコル

•

[Eth Over IP]：Ethernet over Internet Protocol

•

[その他のポート OSPF（Other Port OSPF）]：Open Shortest Path First

•

[その他（Other）]：その他の任意の IANA プロトコル（http://www.iana.org/）

一部のプロトコル（TCP または UDP など）を選択すると、追加の送信元ポートおよび宛先ポート
GUI エレメントが表示されます。
•

[送信元ポート（Source Port）]：この ACL が適用されるパケットの送信元を指定します。[任
意（Any）]、[HTTP]、[HTTPS]、[Telnet]、[RADIUS]、[DHCP サーバ（DHCP Server）]、[DHCP ク
ライアント（DHCP Client）]、[DNS]、[L2TP]、[PPTP 制御（PPTP control）]、[FTP 制御（FTP
control）]、[SMTP]、[SNMP]、[LDAP]、[Kerberos]、[NetBIOS NS]、[NetBIOS DS]、[NetBIOS
SS]、[MS ディレクトリ サーバ（MS Dir Server）]、[その他（Other）]、[ポート範囲（Port Range）]
を選択できます。
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•

ステップ 10

[宛先ポート（Dest Port）]：この ACL が適用されるパケットの宛先を指定します。[任意（Any）]、
[HTTP]、[HTTPS]、[Telnet]、[RADIUS]、[DHCP サーバ（DHCP Server）]、[DHCP クライアント
（DHCP Client）]、[DNS]、[L2TP]、[PPTP 制御（PPTP control）]、[FTP 制御（FTP control）]、[SMTP]、
[SNMP]、[LDAP]、[Kerberos]、[NetBIOS NS]、[NetBIOS DS]、[NetBIOS SS]、[MS ディレクトリ
サーバ（MS Dir Server）]、[その他（Other）]、[ポート範囲（Port Range）] を選択できます。

[DSCP（Differentiated Services Code Point）] ドロップダウン リストから、[任意（Any）] または [特
定（specific）] を選択します。[特定（specific）] を選択した場合、DSCP（0 ～ 255）を入力します。
DSCP は、インターネットでのサービスの質を定義するために使用できるパケット ヘッダー
コードです。

ステップ 11

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 12

新しいマッピングを定義するために新しいグループをマップする ACL テンプレートを選択し
ます。すべての ACL マッピングがページの最上部に表示され、すべての ACL ルールが下部に表
示されます。

ステップ 13

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [ルール マッピングの追加
（Add Rule Mappings）] を選択します。[ルール マッピングの追加（Add Rule Mapping）] ページが表
示されます。

ステップ 14

次のフィールドを設定します。
•

[送信元 IP グループ（Source IP Group）]：IPv4 および IPv6 の事前定義グループ。

•

[接続先 IP グループ（Destination IP Group）]：IPv4 および IPv6 の事前定義グループ。

•

[プロトコル グループ（Protocol Group）]：ACL で使用するプロトコル グループ。

•

[方向（Direction）]：[任意（Any）]、[インバウンド（クライアントから）
（Inbound（from client））]、
または [アウトバウンド（クライアントへ）
（Outbound（to client））]。

•

[アクション（Action）]：[拒否（Deny）] または [許可（Permit）]。デフォルトのフィルタでは、
ルールで明示的に許可されていない限り、すべてのアクセスを拒否します。

ステップ 15

[追加（Add）] をクリックします。新しいマッピングによって下部のテーブルにデータが表示され
ます。

ステップ 16

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 17

ルールを生成するマッピングを選択して、[生成（Generate）] をクリックします。これによって、
ルールが自動的に作成されます。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

FlexConnect アクセス コントロール リスト テンプレートの作成
許可されるトラフィックのタイプを、プロトコル、トラフィックの送信元や宛先により設定する
FlexConnect ACL ACL テンプレートを作成または変更できます。FlexConnect ACL は、IPv6 アド
レスをサポートしません。
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FlexConnect アクセス コントロール リストの作成および適用
アクセス コントロール リスト テンプレートを設定およびコントローラに適用するには、次の手
順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [FlexConnect ACL
（FlexConnect ACLs）] の順に選択します。

ステップ 2

新しい FlexConnect ACL の名前を入力します。

ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
FlexConnect ACL テンプレートが作成されます。ここで、定義済みの IP アドレス グループとプロ
トコル グループから新しいマッピングを作成できます。新しいマッピングを定義するには、新し
いグループをマップする ACL テンプレートを選択します。すべての FlexConnect ACL マッピン
グがページ上部に表示され、すべての FlexConnect ACL ルールがページ下部に表示されます。

ステップ 4

[ルール マッピングの追加（Add Rule Mappings）] をクリックして、[FlexConnect ACL IP プロトコ
ル マップ（FlexConnect ACL IP Protocol Map）] ページで次のフィールドを設定します。
•

[送信元 IP グループ（Source IP Group）]：IPv4 および IPv6 の事前定義グループ。

•

[接続先 IP グループ（Destination IP Group）]：IPv4 および IPv6 の事前定義グループ。

•

[プロトコル グループ（Protocol Group）]：ACL で使用するプロトコル グループ。

•

[アクション（Action）]：[拒否（Deny）] または [許可（Permit）]。デフォルトのフィルタでは、
ルールで明示的に許可されていない限り、すべてのアクセスを拒否します。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。新しいマッピングによって下部のテーブルにデータが表示され
ます。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

ルールを生成するマッピングを選択して、[生成（Generate）] をクリックします。これによって、
ルールが自動的に作成されます。

ステップ 8

[FlexConnect ACL] ページの [コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、
[テンプレートを適用（Apply Templates）] を選択します。
[コントローラに適用（Apply to Controllers）] ページが表示されます。

ステップ 9

[適用後に設定をフラッシュに保存（Save Config to Flash after apply）] チェックボックスをオンに
して、FlexConnect ACL をコントローラに適用した後で設定を Flash に保存します。

ステップ 10

[適用後にコントローラをリブート（Reboot Controller after apply）] チェックボックスをオンにし
て、FlexConnect ACL が適用された後でコントローラをリブートします。このチェックボックス
を使用できるのは、[適用後に設定をフラッシュに保存（Save Config to Flash after apply）] チェック
ボックスをオンにしている場合のみです。

ステップ 11

1 つ以上のコントローラを選択し、[OK] をクリックして、FlexConnect ACL テンプレートを適用
します。
作成した FlexConnect ACL は、[設定（Configure）] > [コントローラ テンプレート起動パッド
（Controller Template Launch Pad）] > IP アドレス > [セキュリティ（Security）] > [アクセス コント
ロール（Access Control）] > [FlexConnect ACL（FlexConnect ACLs）] に表示されます。
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関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

FlexConnect アクセス コントロール リストの削除
FlexConnect ACL を削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] >
[コントローラ（Controllers）] の順に選択します。

ステップ 2

コントローラ デバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [FlexConnect ACL（FlexConnect
ACLs）] の順に選択します。

ステップ 4

[FlexConnect ACL（FlexConnect ACLs）] ページから、削除する FlexConnect ACL を 1 つ以上選択し
ます。

ステップ 5
ステップ 6

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [FlexConnect ACL の削除
（Delete FlexConnect ACLs）] を選択します。
[移動（Go）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

ACL IP グループ テンプレートの作成
再使用可能な IP アドレス グループを作成するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [IP グループ（IP
Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

次のフィールドを設定します。
•

[名前（Name）]

•

[IP アドレス（IP Address）]：[IP グループ（IP Group）] に IPv4 アドレス形式を入力します。IPv6
グループの場合、IPv6 アドレス形式を入力します。

•

[ネットマスクまたは CIDR 表記（Netmask OR CIDR Notation）]：ネットマスクまたは CIDR 表
記を入力して、[追加（Add）] をクリックします。
IP アドレスまたはネットマスクのリストが、[IP アドレス/ネットマスクのリスト（List of IP
Addresses/Netmasks）] テキスト ボックスに表示されます。
これらのフィールドは、IPv6 グループでは使用できません。
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•

[BroadCast/Network]
これらのフィールドは、IPv6 グループでは使用できません。

•
•

ステップ 3

[プレフィックスの長さ（Prefix Length）]：IPv6 アドレスのプレフィクス（0 ～ 128）。
[IP アドレス/ネットマスクのリスト（List of IP Addresses/Netmasks）]：[上に移動（Move Up）]
および [下に移動（Move Down）] ボタンを使用して、リスト項目の順序を変更します。[削除
（Delete）] ボタンを使用すると、IP アドレスまたはネットマスクを削除できます。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
ここで、定義済みの IP アドレス グループとプロトコル グループから新しいマッピングを作成で
きます。新しいマッピングを定義するには、新しいグループをマップする ACL テンプレートを
選択します。ACL マッピングがすべてページの最上部に表示され、ACL ルールがすべて下部に
表示されます。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

•

コントローラ設定グループの作成

•

ACL プロトコル グループ テンプレートの作成

ACL プロトコル グループ テンプレートの作成
標準の事前定義プロトコルではない別のプロトコルを定義するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [プロトコル グループ
（Protocol Groups）] の順に選択します。
次のフィールドを設定します。
•

[名前（Name）]：既存のルールの場合はルール名が表示され、新しいルールの場合は名前を入
力できます。ルールを定義するために ACL は必要ありません。パケットがルールのすべての
フィールドに一致すると、このルールに対する動作が実行されます。

•

[プロトコル（Protocol）]：ドロップダウン リストからプロトコルを選択します。
– [すべて
（Any）]：すべてのプロトコル
– [TCP]：トランスミッション コントロール プロトコル
– [UDP]：ユーザ データグラム プロトコル
– [ICMP]：インターネット制御メッセージ プロトコル
– [ESP]：IP Encapsulating Security Payload
– [AH]：認証ヘッダー
– [GRE]：Generic Routing Encapsulation
– [IP]：インターネット プロトコル
– [Eth Over IP]：Ethernet over Internet Protocol
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– [その他のポート OSPF
（Other Port OSPF）]：Open Shortest Path First
– [その他
（Other）]：その他の任意の IANA プロトコル（http://www.iana.org/）
•

[送信元ポート（Source Port）]：[任意（Any）]、[HTTP]、[HTTPS]、[Telnet]、[RADIUS]、[DHCP
サーバ（DHCP Server）]、[DHCP クライアント（DHCP Client）]、[DNS]、[L2TP]、[PPTP 制御
（PPTP control）]、[FTP 制御（FTP control）]、[SMTP]、[SNMP]、[LDAP]、[Kerberos]、[NetBIOS
NS]、[NetBIOS DS]、[NetBIOS SS]、[MS ディレクトリ サーバ（MS Dir Server）]、[その他
（Other）]、[ポート範囲（Port Range）] を選択できます。

•

[宛先ポート（Dest Port）]：宛先ポート。[TCP] または [UDP] が選択されている場合、[すべて
（Any）]、[HTTP]、[HTTPS]、[Telnet]、[RADIUS]、[DHCP サーバ（DHCP Server）]、[DHCP クライ
アント（DHCP Client）]、[DNS]、[L2TP]、[PPTP コントロール（PPTP control）]、[FTP コントロー
ル（FTP control）]、[SMTP]、[SNMP]、[LDAP]、[Kerberos]、[NetBIOS NS]、[NetBIOS DS]、
[NetBIOS SS]、[MS Dir Server]、[その他（Other）]、[ポート範囲（Port Range）] を選択できます。

•

[DSCP（ Differentiated Services Code Point）]：ドロップダウン リストから [任意（Any）] または
[特定（specific）] を選択します。[特定（specific）] を選択した場合、DSCP（ 0 ～ 255）を入力し
ます。
DSCP は、インターネットでのサービスの質を定義するために使用できるパケット ヘッダー
コードです。

ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ設定グループの作成

•

ACL IP グループ テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

セキュリティ CPU アクセス コントロール リスト テンプ
レートの作成
IPv6 での CPU ACL 設定は、このリリースではサポートされません。これは、仮想インターフェイ
スを除き、インターフェイスのコントローラのすべての IP アドレスが IPv4 を使用するためで
す。既存の ACL は、中央処理装置（CPU）とネットワーク プロセッサ ユニット（NPU）間のトラ
フィック制御を設定するために使用されます。
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CPU アクセス コントロール リスト
（ACL）
テンプレートの作成
既存の CPU ACL テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [CPU アクセス コント
ロール リスト（CPU Access Control List）] の順に選択します。

ステップ 2

CPU ACL を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。CPU ACL が有効になり、コ
ントローラに適用されると、Prime Infrastructure はそのコントローラに対する CPU ACL の詳細
を表示します。

ステップ 3

[ACL 名（ACL Name）] ドロップダウン リストから、定義済みの名前のリストから名前を選択し
ます。

ステップ 4

[CPU ACL モード（CPU ACL Mode）] ドロップダウン リストから、この CPU ACL リストが制御す
るデータ トラフィックの方向を選択します。選択肢は、データ トラフィックの有線サイド、デー
タ トラフィックの無線サイド、または有線と無線の両方です。

ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

セキュリティ不正テンプレートの作成
不正テンプレートでは、コントローラに適用される（アクセス ポイントとクライアントに対す
る）不正ポリシーを設定できます。また、不正ロケーション検出プロトコル（RLDP）が企業の有線
ネットワークに接続されているかどうかも判断されます。RLDP を使用すると、コントローラは
管理対象のアクセス ポイントに対して、不正アクセス ポイントをアソシエートし、特殊なパ
ケットをコントローラへ送信するよう指示します。コントローラがこのパケットを受信すると、
不正アクセス ポイントが企業ネットワークに接続されます。この方法は、暗号化を有効にしてい
ない不正アクセス ポイントに対して機能します。
RSSI 値が非常に低く、不正解析にとって有益な情報とならない不正が多く存在する可能性があ
ります。そのため、このオプションを使用して AP が不正を検出する最小 RSSI 値を指定すること
で、不正をフィルタできます。
不正アクセス ポイントのルールを使用すると、不正アクセス ポイントを自動的に分類するルー
ルを定義できます。Prime Infrastructure では、不正アクセス ポイントの分類ルールをコントロー
ラに適用します。これらのルールでは、RSSI レベル（それよりも弱い不正アクセス ポイントは無
視）、または時間制限（指定された時間内に表示されない不正アクセス ポイントにはフラグを立
てない）に基づいて、マップ上の不正表示を制限できます。不正アクセス ポイントのルールは、誤
アラームを減らすのにも役立ちます。
ロール分類ルールへの新しい拡張機能は、Cisco WLC 7.4 以降に適用されます。この拡張は、
Catalyst 3850、Catalyst 3650、Catalyst 4500 スイッチ、および Cisco 5760 WLAN コントローラ
（WLC）には適用されません。
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現在の分類ルール テンプレート、ルールの種類、適用されているコントローラ数を表示するに
は、[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリ
シー（Wireless Protection Policies）] > [不正 AP のルール（Rogue AP Rules）] の順に選択します。
不正クラスには以下の種類があります。
•

Malicious Rogue：検出されたアクセス ポイントのうち、ユーザが定義した Malicious ルール
に一致したアクセス ポイント、または危険性のない AP カテゴリから手動で移動されたアク
セス ポイント。

•

Friendly Rogue：既知、認識済み、または信頼できるアクセス ポイント、または検出されたアク
セス ポイントのうち、ユーザが定義した Friendly ルールに該当するアクセス ポイント。

•

Unclassified Rogue：検出されたアクセス ポイントのうち、Malicious ルールにも Friendly ルー
ルにも該当しないアクセス ポイント。

関連項目
•

不正ポリシー テンプレートの作成

•

不正 AP ルール テンプレートの作成

•

不正 AP ルール グループ テンプレートの作成

不正ポリシー テンプレートの作成
コントローラに適用された（アクセス ポイントとクライアントに対する）不正ポリシー テンプ
レートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリ
シー（Wireless Protection Policies）] > [不正ポリシー（Rogue Policies）] の順に選択します。

ステップ 2

ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
•

[無効（Disable）]：すべてのアクセス ポイント上で RLDP を無効にします。

•

[すべての AP（All APs）]：すべてのアクセス ポイント上で RLDP を有効にします。

•

[モニタ モード AP（Monitor Mode APs）]：モニタ モードのアクセス ポイント上でのみ RLDP
を有効にします。

ステップ 3

不正アクセス ポイント エントリの失効タイムアウトを秒単位で設定します。

ステップ 4

[不正検出レポートの間隔（Rogue Detection Report Interval）] テキスト ボックスに、AP からコント
ローラに不正検出レポートを送信する間隔を秒単位で入力します。
有効な範囲は 10 ～ 300 秒で、デフォルト値は 10 秒です。この機能は、モニタ モードの AP のみに
適用されます。

ステップ 5

[不正を検出する最小 RSSI（Rogue Detection Minimum RSSI）] テキスト ボックスに、不正を AP で
検出するために必要であり、かつコントローラで不正エントリが作成されるために必要な最小
RSSI 値を入力します。
有効な範囲は -70 ～ -128 dBm で、デフォルト値は -128 dBm です。この機能は、すべての AP モー
ドに適用できます。
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ステップ 6

[不正を検出する一時的な間隔（Rogue Detection Transient Interval）] テキスト ボックスに、最初に不
正がスキャンされた後、AP が継続的に不正をスキャンする必要のある時間間隔を入力します。
一時的な間隔を入力することで、AP が不正をスキャンする間隔を制御できます。AP は、一時的
な間隔の値に基づいて、不正をフィルタできます。有効な範囲は 120 ～ 1800 秒で、デフォルト値
は 0 秒です。この機能は、モニタ モードの AP のみに適用されます。

ステップ 7

[不正クライアントの AAA の検証（Validate rogue clients against AAA）] チェックボックスをオン
にして、不正クライアントの AAA 検証を有効にします。

ステップ 8

[アドホック ネットワークの検出とレポート（Detect and report Adhoc networks）] チェックボック
スをオンにして、アドホック ネットワーキングに参加している不正クライアントの検出とレ
ポートを有効にします。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

不正 AP ルール
Prime Infrastructure で不正ルールを設定するには、次の手順を実行します。
1.

不正 AP ルールを作成する：不正 AP ルール テンプレートの作成を参照してください。

2.

適用するすべてのルールを含む不正 AP ルール グループを作成する：不正 AP ルール グルー
プ テンプレートの作成を参照してください。

3.

コントローラに不正 AP ルール グループを展開する：不正 AP ルール グループ テンプレート
の展開を参照してください。

不正 AP ルール テンプレートの作成
不正アクセス ポイントの新しい分類ルール テンプレートを追加または作成するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリ
シー（Wireless Protection Policies）] > [不正 AP のルール（Rogue AP Rules）] の順に選択します。

ステップ 2

次のフィールドを設定します。
•

[テンプレート名（Template Name）]

•

[ルールタイプ（Rule Type）]：ドロップダウン リストから [悪意のある（Malicious）]、[危険性の
ない（Friendly）] または [カスタム（Custom）] を選択します。

•

[通知（Notify）]：ドロップダウンリストから、[グローバル（Global）]、[ローカル（Local）]、[なし
（None）]、または [すべて（All）] を選択します。
– [グローバル
（Global）]：トラップ情報は Prime Infrastructure のみに送信されます。
– [ローカル
（Local）]：トラップ情報はコントローラのみに送信されます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

20-84

OL-32122-01-J

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定
セキュリティ不正テンプレートの作成

– [なし
（None）]：トラップ情報は送信されません。
– [すべて
（All）]：トラップ情報は Prime Infrastructure とコントローラに送信されます。
•

[状態（State）]：ドロップダウン リストを使用して、[含む（Contain）]、[アラート（Alert）]、また
は [削除（Delete）] から選択します。

•

[一致の種類（Match Type）]：ドロップダウン リストから [すべての条件に一致（Match All
Conditions）] または [いずれかの条件に一致（Match Any Condition）] を選択します。

•

[重大度スコア（Severity Score）
（カスタム
]
ルール タイプのみ）
：重大度スコアを指定します。
カスタムの不正 AP 重大度は、指定した重大度スコア値に基づいています。
– [クリティカル
（Critical）]：80 ～ 100
– [メジャー
（Major）]：60 ～ 79
– [マイナー
（Minor）]：1 ～ 59

•
ステップ 3

[分類名（Classification Name）
（カスタム
]
ルール タイプの場合のみ）。

ページの [不正の分類ルール（Rogue Classification Rule）] グループ ボックスで、次のフィールド
を設定します。
•

[オープン認証（Open Authentication）]：オープン認証を有効にするには、このチェックボック
スをオンにします。

•

[管理対象 AP の SSID に一致（Match Managed AP SSID）]：管理対象 AP の SSID との一致を有
効にするには、このチェックボックスをオンにします。
管理対象 SSID は、WLAN に対して設定された SSID で、システムが既知のものです。

•

[ユーザ設定の SSID に一致（Match User Configured SSID）]：ユーザが設定した SSID との一致
を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
ユーザが設定した SSID は、手動で追加された SSID です。[ユーザ設定の SSID に一致（Match
User Configured SSID）] テキスト ボックスに、ユーザ設定の SSID を（1 行に 1 つずつ）入力し
ます。

•

[ワイルドカードが設定した SSID に一致（Match Wildcard Configured SSID）]：ワイルドカー
ドが設定した SSID との一致を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。ワ
イルドカード（*）を使用できます。

•

[最小 RSSI（Minimum RSSI）]：最小 RSSI しきい値制限を有効にするには、このチェックボッ
クスをオンにします。
テキスト ボックスに RSSI しきい値の最小レベル（dBm 単位）を入力します。検出されたアク
セス ポイントがここで指定した RSSI しきい値を超えていると、そのアクセス ポイントは
ユーザが指定したルール タイプに分類されます。

•

[継続時間（Time Duration）]：時間制限を有効にするには、このチェックボックスをオンにし
ます。
テキスト ボックスに制限時間（秒単位）を入力します。指定された時間制限より長い期間表
示される場合、検出されたアクセス ポイントはユーザが指定したルール タイプに分類され
ます。

•

ステップ 4

[不正クライアントの最小数（Minimum Number Rogue Clients）]：悪意のあるクライアントの
最小数の制限を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。悪意のあるクライ
アントを許可する最小数を入力します。検出されたアクセス ポイントに関連付けられてい
るクライアントの数が指定した値以上の場合、検出されたアクセス ポイントはユーザが指
定したルール タイプに分類されます。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
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関連項目
•

不正 AP ルール グループ テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

不正 AP ルール グループ テンプレートの作成
不正アクセス ポイント ルール グループ テンプレートを使用すると、複数の不正アクセス ポイ
ント ルールをコントローラに統合できます。現在の不正アクセス ポイント ルール グループ テ
ンプレートを表示するか、新しいルール グループを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリ
シー（Wireless Protection Policies）] > [不正 AP ルール グループ（Rogue AP Rule Groups）] の順に選
択します。

ステップ 2

テンプレート名を入力します。

ステップ 3

Rogue AP ルールを追加するには、左の列のルールをクリックして強調表示します。[追加（Add）]
をクリックして、強調表示したルールを右側の列に移動します。
不正アクセス ポイント ルールは、[不正アクセス ポイント ルール（Rogue Access Point Rules）] セ
クションから追加できます。

ステップ 4

不正アクセス ポイント ルールを削除するには、右の列のルールをクリックして強調表示しま
す。[削除（Remove）] をクリックして、強調表示したルールを左側の列に移動します。

ステップ 5

[上に移動（Move Up）]/[下に移動（Move Down）] ボタンをクリックして、ルールが適用される順序
を指定します。任意のルールを強調表示し、[上に移動（Move Up）] または [下に移動（Move Down）]
をクリックして、現在のリストで上下に移動させます。

ステップ 6

不正アクセス ポイント ルール リストを保存するには、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

[展開（Deploy）] をクリックして、コントローラにルール グループを適用します。不正 AP ルール
グループ テンプレートの展開を参照してください。

関連項目
•

不正 AP ルール テンプレートの作成

•

不正 AP ルール グループ テンプレートの展開

•

展開された不正 AP ルールの表示
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不正 AP ルール グループ テンプレートの展開
不正 AP ルール グループ テンプレートを作成して保存すると、それをコントローラに展開でき
ます。
ステップ 1

以前に作成した不正 AP ルール グループに移動します。デフォルトでは、[構成（Configuration）] >
[テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [自分のテン
プレート（My Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection
Policies）] に保存されます。

ステップ 2

[展開（Deploy）] をクリックして、コントローラにルール グループを適用します。

ステップ 3

AP ルール グループを適用するコントローラを選択し、[OK] をクリックします。
Prime Infrastructure によって、指定したコントローラにルールを展開するためのジョブが作成さ
れます。

ステップ 4

[管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job
Dashboard）] > [ユーザジョブ（User Jobs）] > [展開の構成 - 展開表示（Config Deploy - Deploy
View）] の順に選択し、ジョブのステータスを確認します。

関連項目
•

不正 AP ルール テンプレートの作成

•

不正 AP ルール グループ テンプレートの作成

•

展開された不正 AP ルールの表示

展開された不正 AP ルールの表示
以前に展開した不正 AP ルールを表示および編集できます。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [ワ
イヤレス コントローラ（Wireless Controllers）] の順に選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックし、[セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless
Protection Policies）] > [不正 AP のルール（Rogue AP Rules）] の順に選択します。

ステップ 3

ルールを編集する不正 AP ルールの名前をクリックします。

ステップ 4

不正 AP アラームを表示するには、ページの右上にある [アラームの概要（Alarm Summary）] をク
リックし、[不正 AP（Rogue AP）] を選択します。また、[ダッシュボード（Dashboard）] > [ワイヤレ
ス（Wireless）] > [セキュリティ（Security）] の順に選択して、不正 AP 情報を表示することもでき
ます。

関連項目
•

アラームのモニタリング

•

アラームの確認場所
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危険性のないアクセス ポイント テンプレート
このテンプレートを使用すると、危険性のない内部アクセス ポイントをインポートできます。危
険性のないアクセス ポイントをインポートすると、非 Lightweight アクセス ポイントが不正アク
セス ポイントとして識別されるのを防ぐことができます。危険性のない内部アクセス ポイント
は、以前は既知の AP と呼ばれていました。[危険性のない AP（Friendly AP）] ページでは、アクセ
ス ポイントの MAC アドレス、ステータス、コメント、このアクセス ポイントに対するアラーム
の抑制有無が確認できます。

危険性のないアクセス ポイント テンプレートの作成
危険性のないアクセス ポイントの現在のリストを表示または編集するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリ
シー（Wireless Protection Policies）] > [危険性のない AP（Friendly AP）] の順に選択します。

ステップ 2

アクセス ポイントをインポートするには、[CSV をインポートする（Import CSV）] をクリックし
ます。その後、ファイル パスを入力するか、または [参照（Browse）] をクリックして、MAC アドレ
スを含む CSV ファイルに移動します。
MAC アドレスを区切るには改行してください。たとえば、次のように、MAC アドレスを入力し
ます。
00:00:11:22:33:44
00:00:11:22:33:45
00:00:11:22:33:46

ステップ 3

手動でアクセス ポイントを追加するには、アクセス ポイントの MAC アドレスを入力します。

ステップ 4

[ステータス（Status）] ドロップダウン リストから [内部（Internal）] アクセス ポイントを選択し
ます。

ステップ 5

このアクセス ポイントに関するコメントを必要に応じて入力します。

ステップ 6

[アラームを抑制（Suppress Alarms）] チェックボックスをオンにして、このアクセス ポイントの
すべてのアラームを抑制します。

ステップ 7

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
既存の危険性のないアクセス ポイントを変更するには、[構成（Configuration）] > [ネットワーク
（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [コントローラ（Controller）] の順に
選択し、コントローラのデバイス名をクリックしてから、[セキュリティ（Security）] > [不正
（Rogue）] > [危険性のない内部（Friendly Internal）] の順に選択して、アクセス ポイントの MAC
アドレスをクリックします。アクセス ポイントに必要な変更を加えて、[保存（Save）] をクリッ
クします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用
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無視される不正 AP テンプレート
[無視される不正 AP テンプレート（Ignored Rogue AP Template）] ページでは、無視されるアクセ
ス ポイントをインポートするテンプレートを作成または変更できます。[無視される AP（Ignored
AP）] リストのアクセス ポイントは、不正アクセス ポイントと識別されません。特定の MAC ア
ドレスまたは CSV ファイル内の MAC アドレスのセットを使用して、無視される不正 AP テンプ
レートを作成します。無視される不正 AP テンプレートは、即座にコントローラに適用されませ
ん。次回コントローラが不正 MAC アドレスを検出し、それについて Prime Infrastructure に通知す
ると、Prime Infrastructure はそのデータベースから不正 AP/Adhoc アラームを削除し、この MAC
アドレスはコントローラの不正 AP 無視リストに追加されます。

無視される不正 AP テンプレートの作成
無視される不正アクセス ポイントを追加または編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリ
シー（Wireless Protection Policies）] > [無視される不正 AP（Ignored Rogue AP）] の順に選択します。

ステップ 2

無視される不正アクセス ポイントをインポートするには、[CSV をインポートする（Import CSV）]
をクリックします。その後、ファイル パスを入力するか、または [参照（Browse）] をクリックして、
MAC アドレスを含む CSV ファイルに移動します。
MAC アドレスを区切るには改行してください。たとえば、次のように、MAC アドレスを入力し
ます。
00:00:11:22:33:44
00:00:11:22:33:45
00:00:11:22:33:46

ステップ 3

無視される不正アクセス ポイントを手動で追加するには、[ファイルからインポート（Import
from File）] チェックボックスをオフにします。

ステップ 4

不正アクセス ポイントの MAC アドレスおよびコメントを入力します。

ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as a New Template）] をクリックします。
MAC アドレスを [無視される AP（Ignored AP）] リストから削除すると、MAC アドレスは、コント
ローラの不正 AP 無視リストから削除されます。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

802.11 テンプレートの作成
次の 802.11 テンプレートを作成できます。
•

ロード バランシング テンプレートの作成

•

帯域選択テンプレートの作成

•

メディア パラメータ コントローラ テンプレート（802.11a/n）の作成
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関連項目
•

ロード バランシング テンプレートの作成

•

帯域選択テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートのメディア ストリームの作成（802.11）

ロード バランシング テンプレートの作成
ロード バランシング テンプレートを設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [ロード バランシング（Load Balancing）]
の順に選択します。

ステップ 2

クライアントのウィンドウ サイズとして 1 ～ 20 までの値を入力します。
このページ サイズは、アクセス ポイントの負荷が高すぎてそれ以上はクライアント アソシエー
ションを受け付けることができないかどうかを判断する次のアルゴリズムの一部となります。
ロード バランシング ページ + 最も負荷が低い AP 上のクライアント関連付け数 = ロード バラン
シングしきい値
特定のクライアント デバイスからアクセス可能なアクセス ポイントが複数ある場合に、アクセ
ス ポイントはそれぞれ、関連付けしているクライアントの数が異なります。クライアントの数が
最も少ないアクセス ポイントは、負荷が最も低くなります。クライアントのページ サイズと、負
荷が最も低いアクセス ポイント上のクライアント数の合計がしきい値となります。クライアン
ト関連付けの数がこのしきい値を超えるアクセス ポイントはビジー状態であるとみなされ、ク
ライアントが関連付けできるのは、クライアント数がしきい値を下回るアクセス ポイントのみ
となります。

ステップ 3

拒否の最大数として 0 ～ 10 までの値を入力します。拒否数は、ロード バランシング中の関連付
け拒否の最大数を設定します。

ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11 テンプレートの作成

•

帯域選択テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートのメディア ストリームの作成（802.11）

帯域選択テンプレートの作成
帯域選択テンプレートを設定するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [帯域選択（Band Select）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

プローブ サイクル回数として 1 ～ 10 までの値を入力します。
サイクル回数は、新しいクライアントの抑制サイクルの回数を設定します。デフォルトのサイク
ル回数は 2 です。
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ステップ 3

スキャン サイクル期間のしきい値として 1 ～ 1000 ミリ秒までの値を入力します。
この設定は、クライアントからの新しいプルーブ要求が新しいスキャン サイクルから送信され
る間の時間しきい値を決定します。デフォルトのサイクルしきい値は 200 ミリ秒です。

ステップ 4

[エージング アウト抑制（age out suppression）] フィールドに 10 ～ 200 秒までの値を入力します。
エージング アウト抑制は、以前に認識されていた 802.11b/g クライアントをプルーニングするた
めの期限切れ時間を設定します。デフォルト値は 20 秒です。この時間が経過すると、クライアン
トは新規とみなされて、プローブ応答抑制の対象となります。

ステップ 5

[エージング アウト デュアル バンド（age out dual band）] フィールドに 10 ～ 300 秒までの値を入
力します。
エージング アウト期間は、以前に認識されていたデュアルバンド クライアントをプルーニング
するための期限切れ時間を設定します。デフォルト値は 60 秒です。この時間が経過すると、クラ
イアントは新規とみなされて、プローブ応答抑制の対象となります。

ステップ 6

[許容されるクライアント RSSI（acceptable client RSSI）] フィールドに –20 ～ –90 dBm までの値
を入力します。
このフィールドは、クライアントがプローブに応答するための最小 RSSI を設定します。デフォ
ルト値は -80 dBm です。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11 テンプレートの作成

•

ロード バランシング テンプレートの作成

•

優先コール テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートのメディア ストリームの作成（802.11）

優先コール テンプレートの作成
優先コール テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [優先コール（Preferred Call）] の順に選択
します。

ステップ 2

次の優先コール パラメータを設定します。

ステップ 3

•

[テンプレート名（Template Name）]：テンプレートを特定するために使用される一意のキー
であるテンプレート名を入力します。同じキー属性を持つ 2 つのテンプレートを区別するた
め、テンプレート名は必須です。

•

[番号 ID（Number Id）]：優先番号を識別する値を入力します。優先コール番号は最大 6 つまで
入力できます。値の範囲は 1 ～ 6 です。デフォルト値は 1 です。

•

[優先番号（Preferred Number）]：優先コール番号を入力します。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
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関連項目
•

802.11 テンプレートの作成

•

ロード バランシング テンプレートの作成

•

帯域選択テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートのメディア ストリームの作成（802.11）

コントローラ テンプレートのメディア ストリームの作成
（802.11）
802.11 無線のコントローラ テンプレートのメディア ストリームを設定するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [メディア ストリーム（Mediat Stream）]
の順に選択します。

ステップ 2

テンプレートの名前を入力します。
テンプレート名は、テンプレートを特定するために使用される一意のキーです。同じキー属性を
持つ 2 つのテンプレートを区別するため、テンプレート名は必須です。

ステップ 3

ステップ 4

ステップ 5

[メディア ストリームの構成（Media Stream Configuration）] グループ ボックスで、次のフィール
ドを指定します。
•

[メディア ストリーム名（Media Stream Name）]

•

[マルチキャスト接続先開始 IP（Multicast Destination StartIP）]：マルチキャストまでのメディ
ア ストリームの開始 IP アドレス。

•

[マルチキャスト接続先終了 IP（Multicast Destination End IP）]：マルチキャストまでのメディ
ア ストリームの終了 IP アドレス。

•

IPv4 または IPv6 マルチキャスト アドレスは、コントローラ リリース 7.2.x. 以降でサポート
されています。

•

[最大想定帯域幅（Maximum Expected Bandwidth）]：メディア ストリームが使用できる最大帯
域幅。

[リソース予約コントロール（RRC）パラメータ（Resource Reservation Control (RRC) Parameters）]
グループ ボックスで、次のフィールドを指定します。
•

[平均パケット サイズ（Average Packet Size）]：メディア ストリームが使用できる平均パケッ
ト サイズ。

•

[RRC 定期更新（RRC Periodical Update）]：定期的に更新されるリソース予約コントロールの計
算。無効にすると、RRC の計算は、クライアントがメディア ストリームに加入した際に、1 回
のみ行われます。

•

[RRC 優先度（RRC Priority）]：最高が 1、最低が 8 の RRC の優先度。

•

[トラフィック プロファイル違反（Traffic Profile Violation）]：ストリームが QoS ビデオ プロ
ファイルに違反した際に、ストリームがドロップされるか、ベスト エフォート キューに入れ
られる場合に表示されます。

•

[ポリシー（Policy）]：メディア ストリームが許可されるか拒否される場合に表示されます。

[保存（Save）] をクリックします。
保存後に、テンプレートが [テンプレート一覧（Template List）] ページに表示されます。[テンプ
レート一覧（Template List）] ページで、このテンプレートをコントローラに適用できます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

20-92

OL-32122-01-J

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定
802.11 テンプレートの作成

関連項目
•

802.11 テンプレートの作成

•

ロード バランシング テンプレートの作成

•

帯域選択テンプレートの作成

•

優先コール テンプレートの作成

•

RF プロファイル テンプレートの作成（802.11）

RF プロファイル テンプレートの作成
（802.11）
802.11 無線のコントローラ テンプレートの RF プロファイルを設定するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [RF プロファイル（RF Profiles）] の順に
選択します。

ステップ 2

次の情報を設定します。
•

一般
– [テンプレート名
（Template Name）]：テンプレートのユーザ定義の名前。
– [プロファイル名
（Profile Name）]：現在のプロファイルのユーザ定義の名前。
– [説明
（Description）]：テンプレートの説明。
– [無線タイプ
（Radio Type）]：アクセス ポイントの無線タイプ。これは、802.11a または

802.11b 無線がある AP の RF プロファイルを選択できるドロップダウン リストです。
•

TPC（送信電力コントロール）
– [最小電力レベルの割り当て
（-10 ～ 30 dBm）
（Minimum Power Level Assignment (-10 to

30 dBm)）]：割り当てられている最小電力を示します。範囲は -10 ～ 30 dBm で、デフォル
トは -10 dBm です。
– [最大電力レベルの割り当て
（-10 ～ 30 dBm）
（Maximum Power Level Assignment (-10 to

30 dBm)）]：割り当てられている最大電力を示します。範囲は -10 ～ 30 dBm で、デフォル
トは 30 dBm です。
– [電力しきい値 v1
（-80 ～ -50 dBm）
（Power Threshold v1(-80 to -50 dBm)）]：送信電力しきい

値を示します。
– [電力しきい値 v2
（-80 ～ -50 dBm）
（Power Threshold v2(-80 to -50 dBm)）]：送信電力しきい

値を示します。
•

[データ レート（Data Rates）]：アクセス ポイントとクライアント間でデータを送信できる
レートを指定するには、[データ レート（Data Rates）] ドロップダウン リストを使用します。
次のデータ レートが使用可能です。
– [802.11a]：6、
9、12、18、24、36、48、および 54 Mbps。
– [802.11b/g]：1、
2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、または 54 Mbps

各データ レートに対して、次のオプションのいずれかを選択します。
– [必須
（Mandatory）]：このコントローラ上のアクセス ポイントに関連付けるには、クライ

アントがこのデータ レートをサポートしている必要があります。
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– [サポート
（Supported）]：関連付けられたクライアントは、このデータ レートをサポート

していれば、このレートを使用してアクセス ポイントと通信できます。ただし、クライア
ントがこのレートを使用できなくても、関連付けは可能です。
– [無効
（Disabled）]：通信に使用するデータ レートは、クライアントが指定します。
•

[帯域選択（Band Select）]：帯域選択機能により、混雑した講堂または競技場内の数百のクライ
アントに AP がサービスする場合に、クライアントへの無線サービスの分配のバランスを取
ることができます。帯域選択により、クライアント機能が検出され、2.4 GHz と 5 GHz の両方
の周波数帯にクライアントを関連付けることができるかどうかが確認されます。WLAN で
帯域選択を有効にすると、AP は 2.4GHz でのプローブ抑制の実行を強制され、最終的にデュ
アル バンド クライアントは 5Ghz 周波数帯に移行します。[帯域選択（Band Select）] グループ
ボックスで、以下を指定します。
– [プローブ応答
（Probe Response）]
– [サイクル回数
（1 ～ 10 サイクル）
（Cycle Count（1 to 10 Cycles））]
– [サイクルしきい値
（1 ～ 1000 ミリ秒）
（Cycle Threshold（1 to 1000 msecs））]
– [失効抑制期間
（10 ～ 200 秒）
（Suppression Expire（10 to 200 secs））]
– [デュアル バンドの失効
（10 ～ 300 秒）
（Dual Band Expire（10 to 300 secs））]
– [クライアント RSSI
（-90 ～ -20 dBm）
（Client RSSI（-90 to -20 dBm））]

•

高密度設定（High Density Configurations）
– [クライアントの最大数
（Maximum Clients）]：クライアントの最大数を指定します

•

マルチキャスト設定（Multicast Configurations）
– [マルチキャスト データ レート
（Multicast Data Rate）]：[マルチキャスト データ レート

（Multicast Data Rate）] ドロップダウン リストから、データ レートを選択します。値 [自動
（auto）] は、AP が自動的にクライアントのデータ レートを調整することを示します。
•

カバレッジ ホールの検出（Coverage Hole Detection）
– [データの RSSI
（-90 ～ -60 dBm）
（Data RSSI
（-90 to -60 dBm））]：アクセス ポイントが受信

するデータ パケットの最小受信信号強度インジケータ（RSSI）値を入力します。入力す
る値は、ネットワーク内のカバレッジ ホール（またはカバレッジが不完全な領域）を特定
するのに使用されます。アクセス ポイントによって、ここで入力する値より RSSI 値が小
さいパケットがデータ キューに受信される場合、潜在的なカバレッジ ホールが検出さ
れています。有効な値の範囲は –90 ～ –60 dBm で、デフォルト値は –80 dBm です。アクセ
ス ポイントでは、データ RSSI が 5 秒おきに測定され、それらが 90 秒間隔でコントロー
ラにレポートされます。
– [音声の RSSI
（-90 ～ -60 dBm）
（Voice RSSI（-90 to -60 dBm））]：アクセス ポイントが受信す

る音声パケットの最小受信信号強度インジケータ（RSSI）値を入力します。入力する値は、
ネットワーク内のカバレッジ ホールを特定するのに使用されます。アクセス ポイントに
よって、ここで入力する値より RSSI 値が小さいパケットが音声キューに受信される場
合、潜在的なカバレッジ ホールが検出されています。有効な値の範囲は –90 ～ –60 dBm
で、デフォルト値は -75 dBm です。アクセス ポイントでは、音声 RSSI が 5 秒おきに測定さ
れ、それらが 90 秒間隔でコントローラにレポートされます。
– [カバレッジの例外
（1 ～ 75 クライアント）
（CoverageException（1 to 75 Clients））] ：データ

以下の RSSI 値または音声 RSSI しきい値を使用するアクセス ポイントのクライアント
の最小数を入力します。有効な範囲は 1 ～ 75 で、デフォルト値は 3 です。
– [カバレッジ レベル
（0 ～ 100 %）
（Coverage Level（0 to 100%））]：[AP あたりのカバレッジ

例外レベル（Coverage Exception Level per AP）] テキスト ボックスに、信号レベルが低い
一方で、他のアクセス ポイントにローミングできないアクセス ポイントのクライアン
トの割合を入力します。有効な値の範囲は 0 ～ 100% で、デフォルト値は 25% です。
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•

ロード バランシング
– [ウィンドウ
（0 ～ 20 クライアント）
（Window（0 to 20 Clients））]：1 ～ 20 までの値を入力し

ます。このウィンドウ サイズは、アクセス ポイントの負荷が高すぎてそれ以上はクライ
アント アソシエーションを受け付けることができないかどうかを判断するアルゴリズ
ムの一部になります。
– [拒否
（1 ～ 10）
（Denial（1 to 10））]：0 ～ 10 までの値を入力します。拒否数は、ロード バラ

ンシング中の関連付け拒否の最大数を設定します。
ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11 テンプレートの作成

•

ロード バランシング テンプレートの作成

•

帯域選択テンプレートの作成

•

優先コール テンプレートの作成

SIP スヌーピング
SIP スヌーピングを使用する際は、次のガイドラインを考慮します。
•

SIP は、Cisco 5500 シリーズ コントローラ、1240、1130、および 11n アクセス ポイント上での
み使用できます。

•

SIP CAC は、ステータス コード 17 をサポートし、TSPEC ベースのアドミッション制御をサ
ポートしない電話に対してのみ使用してください。

•

SIP CAC は、[SIP スヌーピング（SIP Snooping）] が有効になっている場合にのみサポートされ
ます。

SIP スヌーピングの作成
コントローラの SIP スヌーピングを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [SIP スヌーピング（SIP Snooping）] の順
に選択します。

ステップ 2

次のフィールドを設定します。
•

[ポート開始（Port Start）]

•

[ポート終了（Port End）]

単一ポートを使用する場合は、開始ポートおよび終了ポートのフィールドを同じ番号で設定し
ます。
ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
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関連項目
•

802.11 テンプレートの作成

•

ロード バランシング テンプレートの作成

•

帯域選択テンプレートの作成

•

優先コール テンプレートの作成

•

RF プロファイル テンプレートの作成（802.11）

802.11a/n 無線テンプレートの作成
ワイヤレス コントローラの 802.11a/n 無線テンプレートを作成または変更、および/またはコン
トローラに特定の設定を適用できます。
関連項目
•

802.11a/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11a/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートを介した 802.11a/n EDCA パラメータの作成

•

802.11a/n ローミング パラメータ テンプレートの作成

•

802.11h テンプレートの作成

•

802.11a/n ハイ スループット テンプレートの作成

•

802.11a/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM テンプレートの作成

802.11a/n パラメータ テンプレートの作成
無線テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11a/n/ac（802.11a or n or ac）] > [パラメータ
（Parameters）] の順に選択します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。

ステップ 2

802.11a/n ネットワーク ステータスを有効にする場合は、チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[ビーコン周期（Beacon Period）] フィールドに、ビーコン間の時間をキロマイクロ秒で入力しま
す。有効な値の範囲は 20 ～ 1000 ミリ秒です。

ステップ 4

[DTIM 期間（DTIM Period）] フィールドに、配送数テキスト ボックスが 0 のトラフィック インジ
ケータ メッセージ（TIM）要素を含むビーコン フレームの送信間に経過する可能性のあるビーコ
ン間隔を入力します。この値は、ビーコン フレームの DTIM Period フィールドで送信されます。
DTIM の間隔が短くなるとパケットの受信の遅延を抑えられますが、クライアントが頻繁に起動
するためバッテリ残量が消費されます。
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ステップ 5

[フラグメンテーションしきい値（Fragmentation Threshold）] フィールドで、パケットを断片化す
る（1 ブロックではなく、いくつかの断片として送信する）サイズを指定します。通信状態の悪い
エリアや電波干渉が非常に多いエリアでは、低い数値を設定します。

ステップ 6

[802.11e の最大帯域幅（802.11e Maximum Bandwidth）] にパーセンテージを入力します。

ステップ 7

クライアントおよびコントローラは、データ レートをネゴシエートします。6 Mbps ～ 54 Gbps の
範囲にできます。

ステップ 8

ステップ 9

ステップ 10

•

データ レートが [必須（Mandatory）] に設定されている場合、クライアントがネットワークを
使用するには、そのデータ レートをサポートしている必要があります。

•

データ レートがコントローラにより [サポート（Supported）] として設定されている場合、同
じレートをサポートする、アソシエートされているクライアントは、そのレートを使用して
アクセス ポイントと通信できます。

•

各データ レートは、[無効（Disabled）] に設定し、クライアントの設定に合わせることもでき
ます。

[ノイズ/干渉/不正モニタ チャネル（Noise/Interference/Rogue Monitoring Channels）] セクションの
[チャネル リスト（Channel List）] ドロップダウン リストから、必要なモニタリング レベルに基づ
いて、[すべてのチャネル（all channels）]、[国チャネル（country channels）]、または [DCA チャネル
（DCA channels）] から選択します。動的チャネル割り当て（DCA）により、コントローラに接続さ
れた管理対象デバイスの中から妥当なチャネルの割り当てが自動的に選択されます。
[CCX 位置測定（CCX Location Measurement）] パラメータを設定します。
•

ブロードキャスト無線測定要求を有効にするには、[モード（Mode）] チェックボックスを選
択します。有効な場合、これによってクライアントの位置の正確さが向上します。

•

[モード（Mode）] チェックボックスを有効にすると、[間隔（Interval）] フィールドに、要求の間
隔を秒単位で入力できます。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートを介した 802.11a/n EDCA パラメータの作成

•

802.11a/n ローミング パラメータ テンプレートの作成

•

802.11h テンプレートの作成

•

802.11a/n ハイ スループット テンプレートの作成

•

802.11a/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM テンプレートの作成

802.11a/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成
このページでは、コール アドミッション制御およびトラフィック ストリーム メトリックなど、
802.11a/n 音声フィールドを設定するテンプレートを作成または変更できます。
コントローラの 802.11a/n 音声フィールド情報（コール アドミッション制御およびトラフィック
ストリーム メトリック）を含む新しいテンプレートを追加するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11a/n/ac（802.11a or n or ac）] > [メディア パラ
メータ（Media Parameters）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレートに適切な名前を指定します。

ステップ 3

[音声（Voice）] タブで、次のフィールドを設定します。
•

アドミッション制御を有効にするには、[アドミッション制御（ACM）
（Admission Control
(ACM)）] チェックボックスを選択します。
VoIP 通話中にエンド ユーザが許容できる音声品質と感じるよう、パケットはエンドポイント
から別のエンドポイントまで低遅延、低パケット損失で配送される必要があります。異なる
ネットワーク負荷の下で QoS を維持するには、コール アドミッション制御（CAC）が必要です。
アクセス ポイントでの CAC により、アクセス ポイントは、ネットワークの輻輳時でも QoS が
制御された状態を維持し、許容する最大の通話数を許容できる数に保つことができます。

•

[アドミッション制御（ACM）
（Admission Control (ACM)）] が有効な場合は、[CAC メソッド
（CAC method）] ドロップダウン リストから [負荷ベース（load-based）] または [静的（static）]
を選択します。
負荷ベースの CAC で取り入れられている測定方式では、それ自体からのすべてのトラ
フィック タイプによって同一チャネル アクセス ポイントで消費される帯域幅や、同一チャ
ネルの干渉によって消費される帯域幅が考慮されています。負荷ベース CAC では、PHY お
よびチャネル欠陥の結果発生する追加の帯域幅消費も対象となります。

•

[許可される最大帯域幅（Maximum Bandwidth Allowed）] フィールドで、許可される最大帯域
幅の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。コント
ローラのバージョンが 6.0.188.0 以前の場合、有効な範囲は 40 ～ 85 です。コントローラの
バージョンが 6.0.188.1 以降の場合、有効な範囲は 5 ～ 85 で、デフォルトは 75 です。

•

[予約済みローミング帯域幅（Reserved Roaming Bandwidth）] フィールドで、予約済みローミ
ング帯域幅の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。
有効な範囲は 0 ～ 25 で、デフォルトは 6 です。

•

緊急コール用に CAC の拡張として優先帯域幅を有効にするには、[優先帯域幅（Expedited
Bandwidth）] チェックボックスを選択します。
より高い優先度が TSPEC 要求に与えられるように、CCXv5 準拠の優先帯域幅の IE が必要と
なります。

•

SIP CAC を有効にするには、[SIP CAC] チェックボックスをオンにします。

•

[SIP コーデック（SIP Codec）] ドロップダウン リストから適切なオプションを選択します。使
用可能なオプションは、[G.711]、[G.729]、および [ユーザ定義（User Defined）] です。

•

[SIP コールの帯域幅（SIP Call Bandwidth）] フィールドで、ネットワークで SIP コールごとに
割り当てる帯域幅（キロビット/秒単位）を指定します。このフィールドは、選択されている
[SIP コーデック（SIP Codec）] が [ユーザ定義（User Defined）] である場合のみ設定できます。

•

[SIP のサンプルの間隔（SIP Sample Interval）] フィールドで、コーデックを動作させる必要が
あるサンプルの間隔（ミリ秒）を指定します。

•

メトリック収集を有効にするには、[メトリック収集（Metric Collection）] チェックボックス
をオンにします。
トラフィック ストリーム メトリックは、ワイヤレス LAN での VoIP に関する一連の統計情
報で、ワイヤレス LAN の QoS を通知します。アクセス ポイントで測定値を収集するには、ト
ラフィック ストリーム メトリックが有効であることが必要です。これを有効にすると、コン
トローラは、関連付けられたすべてのアクセス ポイントから、90 秒ごとに 802.11a/n イン
ターフェイスに関する統計情報データの収集を開始します。VoIP またはビデオを使用して
いる場合は、この機能を有効にする必要があります。
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ステップ 4

[ビデオ（Video）] タブで、次のフィールドを設定します。
•

アドミッション制御を有効にするには、[アドミッション制御（ACM）
（Admission Control
(ACM)）] チェックボックスを選択します。

•

[許可される最大帯域幅（Maximum Bandwidth Allowed）] フィールドで、許可される最大帯域
幅の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。

•

[予約済みローミング帯域幅（Reserved Roaming Bandwidth）] フィールドで、予約済みローミ
ング帯域幅の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。
有効な範囲は 0 ～ 25 です。

•

[SIP コーデック（SIP Codec）] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択
して CAC メソッドを設定します。

•

スタティック CAC のサポートを有効にするには、[SIP CAC] チェックボックスを選択しま
す。SIP CAC は、[SIP スヌーピング（SIP Snooping）] が有効になっている場合にのみサポート
されます。

•

ビデオ キュー内のすべての非メディア ストリーム パケットがベスト エフォート キューに
リダイレクトされるようにするには、[ユニキャスト ビデオ リダイレクト（Unicast Video
Redirect）] チェックボックスをオンにします。無効にすると、ビデオ マーキングのあるパ
ケットはすべてのビデオ キューに保持されます。

•

クライアントがメディア ストリームに加入するために必要な物理データ レートを [クライア
ントの最小物理レート（Client Minimum Phy Rate）] ドロップダウン リストから指定します。

•

ステップ 5

•

[無線ごとのストリームの最大数（Maximum Number of Streams per Radio）] フィールドで、許
可される無線ごとのストリームの最大数を指定します。

•

[クライアントごとのストリームの最大数（Maximum Number of Streams per Client）] フィール
ドで、許可されるクライアントごとのストリームの最大数を指定します。

•

新しいクライアント要求をベスト エフォート キューにリダイレクトするには、[ベスト エ
フォートの QoS アドミッション（Best Effort QOS Admission）] チェックボックスをオンにし
ます。これは、すべてのビデオ帯域幅が使用されている場合のみ発生します。無効になってお
り、最大のビデオ帯域幅が使用されている場合、新しいクライアント要求は拒否されます。

•

[最大再試行の割合（Maximum Retry Percentage）] フィールドで、最大再試行の割合値を指定
します。

[一般（General）] タブで、次のフィールドを指定します。
•

ステップ 6

この無線でどの WLAN でも Media Direct を有効にするには、[Multicast Direct の有効化
（Multicast Direct Enable）] チェックボックスを選択します。

[メディアの最大帯域幅（Maximum Media Bandwidth）] フィールドで、許可される最大帯域幅
の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートを介した 802.11a/n EDCA パラメータの作成

•

802.11a/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11a/n ローミング パラメータ テンプレートの作成

•

802.11h テンプレートの作成

•

802.11a/n ハイ スループット テンプレートの作成
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•

802.11a/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM テンプレートの作成

コントローラ テンプレートを介した 802.11a/n EDCA パラメータの作成
Enhanced Distributed Channel Access（EDCA; 拡張型分散チャネル アクセス）パラメータは、音声、
ビデオ、およびその他の Quality of Service（QoS）トラフィックに優先的な無線チャネル アクセス
を提供するように設計されています。
EDCA パラメータを設定する前に、無線インターフェイスをシャットダウンする必要があります。
コントローラ テンプレートを介して 802.11a/n EDCA パラメータを追加または設定するには、次
の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11a/n/ac（802.11a or n or ac）] > [EDCA パラ
メータ（EDCA Parameters）] の順に選択します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。.

ステップ 2

ステップ 3

[EDCA プロファイル（EDCA Profile）] ドロップダウン リストで、次のいずれかのオプションを選
択します。
•

[WMM]：Wi-Fi Multimedia（WMM）のデフォルト パラメータを有効にします。これがデフォ
ルト値です。音声サービスまたはビデオ サービスがネットワーク上に展開されていない場
合に、このオプションを選択します。

•

[Spectralink 音声優先（Spectralink Voice Priority）]：Spectralink 音声優先パラメータを有効にし
ます。通話の質を向上するため、ネットワークに Spectralink 電話技術を実装している場合に、
このオプションを選択します。

•

[音声用に最適化（Voice Optimized）]：音声用に最適化された EDCA プロファイル パラメータ
を有効にします。Spectralink 以外の音声サービスをネットワーク上で展開している場合に、
このオプションを選択します。

•

[音声とビデオの最適化（Voice & Video Optimized）]：音声およびビデオを最適化した EDCA
プロファイル パラメータを有効にします。ネットワーク上で音声サービスとビデオ サービ
スを両方とも展開する場合に、このオプションを選択します。ビデオ サービスは、アドミッ
ション コントロール（ACM）によって展開される必要があります。ACM なしのビデオ サー
ビスはサポートされていません。

この機能を有効にするには、[低遅延 MAC（Low Latency MAC）] チェックボックスをオンにしま
す。ネットワーク上のすべてのクライアントが WMM 準拠の場合にのみ、低遅延 MAC を有効に
してください。

関連項目
•

802.11a/n ローミング パラメータ テンプレートの作成

•

802.11a/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11a/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成
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•

802.11h テンプレートの作成

•

802.11a/n ハイ スループット テンプレートの作成

•

802.11a/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM テンプレートの作成

802.11a/n ローミング パラメータ テンプレートの作成
既存のローミング パラメータ テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11a/n/ac（802.11a or n or ac）] > [ローミングパ
ラメータ（Roaming Parameters）] の順に選択します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。

ステップ 2

[モード（Mode）] ドロップダウン リストを使用して、構成可能なモードを 1 つ選択します。
•

[デフォルト値（Default values）]：このオプションを選択すると、ローミング パラメータは使
用不可になり、テキスト ボックスにデフォルト値が表示されます。

•

[カスタム値（Custom values）]：このオプションを選択すると、テキスト ボックスでローミン
グ パラメータを編集できます。パラメータを編集するには、ステップ 6 に進みます。

ステップ 3

[最小 RSSI（Minimum RSSI）] フィールドに、クライアントがアクセス ポイントにアソシエートす
る際に必要な受信信号強度インジケータ（RSSI）の最小値を入力します。クライアントの平均の
受信信号の強度がこのしきい値より低い場合、通常、信頼できる通信はできません。したがって、
最小の RSSI 値に達する前に、クライアントはより強い信号のある別のアクセス ポイントをすで
に見つけてローミングしている必要があります。

ステップ 4

[ローミングのヒステリシス（Roaming Hysteresis）] フィールドに、クライアントがローミングす
るために必要なネイバー アクセス ポイントの信号強度を示す値を入力します。このフィールド
は、クライアントが物理的に 2 つのアクセス ポイントの境界上やその近くにある場合に、アクセ
ス ポイント間の ping の量を減らすためのものです。

ステップ 5

[アダプティブ スキャンのしきい値（Adaptive Scan Threshold）] フィールドに、クライアントのア
ソシエートされたアクセス ポイントの RSSI 値を入力します。これ以下の場合、クライアントは
指定された移行時間内にネイバー アクセス ポイントにローミングできる必要があります。この
フィールドはまた、クライアントがアクティブまたはパッシブ スキャンで費やす時間を最小限
に抑えるための節電方法も提供します。たとえば、クライアントは RSSI がしきい値よりも高い
ときにはゆっくりとスキャンし、しきい値よりも低いときにはより速くスキャンすることがで
きます。

ステップ 6

[遷移時間（Transition Time）] フィールドに、クライアントがアソシエートしているアクセス ポイ
ントからの RSSI がスキャンしきい値を下回った際に、適切なネイバー アクセス ポイントを検
出してローミングを完了するまでの最大許容時間を入力します。
[スキャンのしきい値（Scan Threshold）] パラメータと [遷移時間（Transition Time）] パラメータは、
クライアントのローミング パフォーマンスの最低レベルを保証します。これらのパラメータを
使用すると、最も高いクライアント速度とローミング ヒステリシスが得られるだけでなく、アク
セス ポイント間の一定の最小オーバーラップ距離を確保することにより、ローミングをサポー
トする無線 LAN ネットワークを設計することが可能となります。
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ステップ 7

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11h テンプレートの作成

•

802.11a/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11a/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートを介した 802.11a/n EDCA パラメータの作成

•

802.11a/n ハイ スループット テンプレートの作成

•

802.11a/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM テンプレートの作成

802.11h テンプレートの作成
802.11h では、チャネルの変更がクライアント デバイスに通知されます。また、クライアント デ
バイスの送信電力を制限できるようになっています。802.11h パラメータ（電力制限やチャネル
コントローラ通知など）を設定するテンプレートを作成または変更し、これらの設定を複数のコ
ントローラに適用できます。
802.11h テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11a/n/ac（802.11a or n or ac）] > [802.11h] の順
に選択します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。

ステップ 2

アクセス ポイントによる現在のチャネルでの転送を停止する場合、[電力制限（Power Constraint）]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[チャネル通知（Channel Announcement）] チェックボックスをオンにして、チャネル通知を有効に
します。チャネル通知は、新しいチャネルや新しいチャネル番号に切り替わった場合に、アクセ
ス ポイントが通知するメソッドです。

ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n ハイ スループット テンプレートの作成

•

802.11a/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11a/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートを介した 802.11a/n EDCA パラメータの作成

•

802.11a/n ローミング パラメータ テンプレートの作成
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•

802.11a/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM テンプレートの作成

802.11a/n ハイ スループット テンプレートの作成
802.11a/n ハイ スループット テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11a/n/ac（802.11a or n or ac）] > [ハイ スループット（High Throughput（802.11n
or ac））] の順に選択します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。

ステップ 2

[802.11n ネットワーク ステータス（802.11n Network Status）] チェックボックスを選択し、ハイ ス
ループットを有効にします。

ステップ 3

[802.11ac ネットワーク ステータス（802.11ac Network Status）] チェックボックスは有効にでき、
WLC バージョン 7.5 以降でサポートされます。

ステップ 4

[MCS（データ レート）設定（MCS (Data Rate) Settings）] 列で、サポートするデータ レートのレベ
ルを選択します。変調符号化方式（MCS）は 802.11a データ レートと類似しています。デフォルト
では、20MHz およびショート ガード インターバルが使用されます。[サポート（Supported）]
チェックボックスをオンにすると、選択した数値が [選択した MCS インデックス（Selected MCS
Indexes）] ページに表示されます。

ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11a/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11a/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートを介した 802.11a/n EDCA パラメータの作成

•

802.11a/n ローミング パラメータ テンプレートの作成

•

802.11h テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM テンプレートの作成

802.11a/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成
テンプレートを設定して、コントローラの 802.11a/n 無線の CleanAir、レポーティングおよびア
ラームを有効または無効にできます。また、レポートおよびアラームに含める干渉デバイスのタ
イプを設定できます。
コントローラの 802.11a/n CleanAir 情報を含む新しいテンプレートを追加するには、次の手順を
実行します。
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ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11a/n/ac（802.11a or n or ac）] > [CleanAir] の順に選択します。
次のフィールドを設定します。
•

802.11 b/g/n ネットワークで CleanAir 機能を有効にするには [CleanAir] チェックボックスを
オンにします。または、コントローラによるスペクトラム干渉の検出を停止するにはオフに
します。[CleanAir] を有効にした場合、[レポートの構成（Reporting Configuration）] および [ア
ラームの構成（Alarm Configuration）] グループ ボックスが表示されます。

•

[レポートの構成（Reporting Configuration）]：このグループ ボックスのフィールドを使用し
て、レポートに含める干渉デバイスを設定します。
– [レポートの干渉源
（Report Interferers）] チェックボックスをオンにして、CleanAir システ

ムで干渉源を検出してレポートできるようにします。
CleanAir システムで検出および報告する必要がある干渉源が、[レポートに選択された干
渉源（Interferences Selected for Reporting）] ボックスに表示され、検出する必要がない干渉
源が [レポートで無視する干渉源（Interferences Ignored for Reporting）] ボックスに表示さ
れることを確認します。[>] および [<] ボタンを使用して、これらの 2 つのボックス間で
干渉源を移動します。デフォルトでは、すべての干渉源が無視されます。
– CleanAir で検出できる永続型デバイスに関する情報を伝播できるようにするには、
[永続

型デバイスの伝搬（Persistent Device Propagation）] チェックボックスをオンにします。永
続型デバイスの伝播によって、干渉タイプに関する情報を指定して、この情報を近隣の
アクセス ポイントに伝播できます。ある場所には持続的な干渉源が存在し、常に検出可
能ではない場合でも WLAN の動作に干渉します。
•

[アラーム設定（Alarm Configuration）]：このグループ ボックスでは、電波品質アラームのトリ
ガーを設定できます。
– [電波品質アラーム
（Air Quality Alarm）] チェックボックスをオンにして、電波品質ア

ラームのトリガーを有効にします。
– [電波品質アラーム
（Air Quality Alarm）] チェックボックスをオンにした場合は、[電波品

質アラームのしきい値（Air Quality Alarm Threshold）] フィールドに 1 ～ 100 の範囲の値
（1 と 100 を含む）を入力して、電波品質アラームがトリガーされるしきい値を指定しま
す。電波品質がしきい値レベルを下回ると、アラームがトリガーされます。
– 未分類の干渉カテゴリについてアラームを生成できるようにするには、
[電波品質の未

分類のカテゴリ アラーム（Air Quality Unclassified category Alarm）] チェックボックスを
オンにします。CleanAir は、未分類の干渉源を検出してモニタできます。未分類の干渉源
は、検出はされるものの、既知のいずれの干渉タイプにも対応しない干渉源です。
未分類カテゴリのアラームは、未分類の重大度が設定済みのしきい値を上回るか、電波
品質の指標が設定済みのしきい値を下回ると生成されます。
– [電波品質の未分類のカテゴリ アラーム
（Air Quality Unclassified category Alarm）] チェッ

クボックスをオンにした場合、[電波品質の未分類の重大度しきい値（Air Quality
Unclassified Severity Threshold）] テキスト ボックスに 1 ～ 99 の範囲の値（1 と 99 を含む）
を入力して、未分類カテゴリのアラームをトリガーするしきい値を指定します。デフォ
ルトは 20 です。
– [セキュリティ アラームの干渉源
（Interferers For Security Alarm）] チェックボックスをオ

ンにして、コントローラが指定したデバイス タイプを検出した際に干渉源アラームをト
リガーするようにします。
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– 干渉源アラームを生成する必要のある干渉源が [セキュリティ アラームに選択した干渉

源（Interferers Selected for Security Alarms）] ボックスに表示され、干渉源アラームを生成
する必要のない干渉源が [セキュリティ アラームで無視する干渉源（Interferers Ignored
for Security Alarms）] ボックスに表示されていることを確認してください。[>] および [<]
ボタンを使用して、これらの 2 つのボックス間で干渉源を移動します。デフォルトでは、
セキュリティ アラームに対してすべての干渉源が無視されます。
ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n RRM テンプレートの作成

•

802.11a/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11a/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートを介した 802.11a/n EDCA パラメータの作成

•

802.11a/n ローミング パラメータ テンプレートの作成

•

802.11h テンプレートの作成

•

802.11a/n ハイ スループット テンプレートの作成

802.11a/n RRM テンプレートの作成
802.11a/n 無線リソース管理（RRM）テンプレートのしきい値、間隔、DCA、TPC などのパラメータ
を作成または変更できます。
関連項目
•

802.11a/n RRM しきい値テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM 間隔テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当てテンプレートの作成

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロール テンプレートの作成

802.11a/n RRM しきい値テンプレートの作成
RRM しきい値フィールドを適用する前に、802.11a/n ネットワークを無効にする必要があります。
802.11a/n RRM しきい値テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11a/n/ac（802.11a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [しきい値（Thresholds）] の順
に選択します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。
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ステップ 2

ステップ 3

ステップ 4

ステップ 5

[カバレッジ ホール アルゴリズム（Coverage Hole Algorithm）]：次のパラメータの値を入力します。
•

[最小失敗クライアント（Min Failed Clients）] フィールドに、現在コントローラに関連付けら
れている失敗したクライアントの最小数を入力します。

•

[カバレッジ レベル（Coverage Level）] フィールドに、カバレッジしきい値の対象範囲を入力
します。

•

[データ RSSI（Data RSSI）] フィールドに、指定した範囲の値を入力します。この数値は、クラ
イアントがアクセス ポイントに関連付けるために必要なデータの最小受信信号強度インジ
ケータ（RSSI）の値を示します。

•

[音声 RSSI（Voice RSSI）] フィールドに、指定した範囲の値を入力します。この数値は、クライ
アントがアクセス ポイントに関連付けるために必要な音声の最小受信信号強度インジケー
タ（RSSI）の値を示します。

[ローカルしきい値（Local Thresholds）]：次のパラメータの値を入力します。
•

[最大クライアント（Max Clients）] フィールドに、現在コントローラに関連付けられている失
敗したクライアントの最大数を入力します。

•

[RF 使用率（RF Utilization）] フィールドに、802.11a/n のしきい値の割合を入力します。

[トラップのしきい値（Threshold for Traps）]：次のパラメータの値を入力します。
•

[干渉しきい値の割合（Interference Threshold Percentage）] フィールドに、干渉しきい値の割合
を入力します。

•

[ノイズしきい値（Noise Threshold）] フィールドに、-127 ～ 0 dBm の間のノイズしきい値を入
力します。このしきい値を超えると、コントローラは Prime Infrastructure にアラームを送信
します。

•

[AP ごとのカバレッジ例外レベル（Coverage Exception Level per AP）] フィールドに、カバ
レッジ例外レベルの割合の値を入力します。最小クライアント数に設定されたカバレッジか
ら、この割合分減少した場合、カバレッジ ホールが生成されます。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n RRM 間隔テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当てテンプレートの作成

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロール テンプレートの作成

802.11a/n RRM 間隔テンプレートの作成
802.11a/n RRM 間隔テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11a/n/ac（802.11a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [間隔（Intervals）] の順に選択
します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。
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ステップ 2

[ネイバー パケットの頻度（Neighbor Packet Frequency）] フィールドに、各アクセス ポイントで信
号強度が測定される間隔を入力します。デフォルトは 300 秒です。

ステップ 3

[チャネルのスキャン期間（Channel Scan Duration）] フィールドに、各アクセス ポイントのチャネ
ルをスキャンする間隔を入力します。デフォルトは 300 秒です。

ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当てテンプレートの作成

•

802.11a/n RRM しきい値テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロール テンプレートの作成

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当てテンプレートの作成
[RRM 動的チャネル割り当て（DCA）
（RRM Dynamic Channel Assignment（DCA））] ページを使用
して、このコントローラのチャネル幅のほか、DCA チャネルを選択できます。
RRM DCA は、5 GHz 帯域で 802.11n 40 MHz チャネルをサポートします。より高い帯域幅を使用
すると、瞬間的データ レートが高くなります。
大きい帯域幅を選択すると、オーバーラッピングしないチャネルが減少するため、展開によって
は全体のネットワーク スループットが低下することがあります。
802.11 a/n RRM DCA テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11a/n/ac（802.11a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [DCA] の順に選択します。
[DCA] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプレートの表示（Show All Templates）] を選択し
ます。[802.11a/n RRM DCA テンプレート（802.11a/n RRM DCA Template）] ページが表示され、既
存のテンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。テンプレートが適用され
るコントローラと仮想ドメインの数が自動的に読み込まれます。最後の列は、テンプレートがい
つ最後に保存されたかを示します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。

ステップ 3

新しいテンプレートを追加する場合は、[DCA] の上にマウスを移動して、[新規（New）] を選択す
るか、または [DCA] をクリックします。[802.11a/n DCA テンプレート（802.11a/n DCA template）]
ページが表示されます。

ステップ 4

動的チャネル割り当てアルゴリズム：次のフィールドを設定します。
•

[割り当てモード（Assignment Mode）] ドロップダウン リストから、次の 3 つのモードのいず
れかを選択します。
– [自動
（Automatic）]：送信電力は、この操作を許可するすべてのアクセス ポイントで定期

的に更新されます。
– [オンデマンド
（On Demand）]：送信電力は、[今すぐ割り当てる（Assign Now）] をクリック

すると更新されます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

20-107

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定

802.11 テンプレートの作成

– [無効
（Disabled）]：動的な送信電力割り当ては発生せず、値はグローバル デフォルトに設

定されます。
•

[外部 AP の干渉を回避（Avoid Foreign AP Interference）] チェックボックスをオンにすると、
チャネルを割り当てる際に、RRM が外部 Cisco アクセス ポイント（RF/モビリティ ドメイン
外の Cisco 以外のアクセス ポイント）からの干渉を考慮します。RRM でこの干渉を無視する
には、このチェックボックスをオフにします。
外部アクセス ポイントからの干渉エネルギー（dB）および負荷（使用率）が著しい特定の状況
では、RRM は、この外部アクセス ポイントの近くのアクセス ポイントのこれらのチャネル
（および場合により隣接チャネル）を回避するために、チャネル割り当てを調整することがあ
ります。これによって、キャパシティが増加し、Cisco WLAN ソリューションの変動性が減少
します。

•

[Cisco AP の負荷を回避（Avoid Cisco AP Load）] チェックボックスをオンにすると、この帯域
幅認識フィールドが有効になり、チャネルをアクセス ポイントに割り当てる際に、コント
ローラが各アクセス ポイントで使用されるトラフィック帯域幅を考慮します。RRM でこの
値を無視するには、このチェックボックスをオフにします。
特定の状況でより高密度に展開されている場合、完全なチャネルの再使用を適切に作成する
には、チャネルが十分に存在しないことがあります。このような状況で、RRM は、より大きな
トラフィック負荷を伝送するアクセス ポイントに、より良い再使用パターンを割り当てる
ことができます。

•

[802.11 以外のノイズを回避（Avoid non 802.11 Noise）] チェックボックスをオンにすると、こ
のノイズ モニタリング フィールドが有効になり、アクセス ポイントは、電子レンジや
Bluetooth デバイスなど、アクセス ポイントでないソースからの干渉があるチャネルを回避
します。RRM でこの干渉を無視するには、このチェックボックスをオフにします。
非 802.11 ノイズ源からの干渉エネルギー（dB）が著しい特定の状況では、このノイズ源の近
くのアクセス ポイントのこれらのチャネル（および場合により隣接チャネル）を回避するた
め、RRM がチャネル割り当てを調整することがあります。これによって、キャパシティが増
加し、Cisco WLAN ソリューションの変動性が減少します。

•

[Wi-Fi 以外の持続的な干渉を回避（Avoid Persistent Non-WiFi Interference）] チェックボック
スをオンにすると、このフィールドが有効になり、アクセス ポイントは WiFi 以外からの持
続的な干渉を回避します。

•

[信号強度の貢献（Signal Strength Contribution）] チェックボックスは常にオンです（設定不
可）。これは常に、RF/モビリティ ドメイン内のすべてのアクセス ポイントの相対位置をモニ
タし、最適に近いチャネルの再使用を保証します。その結果、Cisco WLAN ソリューション
キャパシティについては増加、共通チャネル間および隣接チャネルとの干渉については減少
となります。

•

[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）]：次のフィールドを使用して、イベント駆動型
RRM を有効または無効にします。CleanAir 対応アクセス ポイントが重大なレベルの干渉を
検出すると、イベント駆動型 RRM が使用されます。
– 有効にするには、
[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）] チェックボックスをオンに

します。
– [イベント駆動型 RRM
（Event Driven RRM）] が有効の場合、[感度のしきい値（Sensitivity

Threshold）] フィールドには、イベント駆動型 RRM が生成されるしきい値レベルが表示
されます。値は、[低（Low）]、[中（Medium）]、または [高（High）] のいずれかになります。ア
クセス ポイントの干渉がしきい値レベルを上回ると、RRM はローカルの動的チャネル
割り当て（DCA）の実行を開始し、ネットワークのパフォーマンスを改善するために可能
な場合は影響を受けるアクセス ポイント無線のチャネルを変更します。
[低（Low）] は、環境の変更に対する感度を下げることを表すのに対して、[高（High）] は、
感度を上げることを表します。
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– 不正アクセス ポイントからの貢献を有効にするには、
[不正コントリビューション

（Rogue Contribution）] チェックボックスをオンにします。
– [不正の貢献
（Rogue Contribution）] が有効の場合、[不正のデューティサイクル（Rogue

Duty-Cycle）] フィールドには、不正アクセス ポイントが干渉される間隔が表示されま
す。範囲は 1 ～ 99 です。
ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n RRM 送信電力コントロール テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM しきい値テンプレートの作成

•

802.11a/n RRM 間隔テンプレートの作成

802.11a/n RRM 送信電力コントロール テンプレートの作成
コントローラは、リアルタイムの無線 LAN 状況に基づいて、アクセス ポイントの送信電力を動
的に制御します。通常は、送信電力を低く維持することでキャパシティを増やし、干渉を減らし
ます。コントローラは、3 番めに送信電力の強いネイバーによるアクセス ポイントの認識に応じ
て、アクセス ポイントの送信電力の調整を試行します。
送信電力コントロール（TPC）アルゴリズムは、RF 環境での変更に応じてアクセス ポイントの電
力を増減します。ほとんどの場合、TPC は干渉を減らすためにアクセス ポイントの電力を下げよ
うとします。しかし、RF カバレッジで急な変更が発生した場合（アクセス ポイントで障害が発生
する、またはアクセス ポイントが無効になるなど）、TPC は周辺のアクセス ポイントで電力を増
大することもあります。この機能は、カバレッジ ホール検出とは異なります。カバレッジ ホール
の検出は主にクライアントと関係がありますが、TPC はアクセス ポイント間におけるチャネル
の干渉を最小限に抑えながら、必要なカバレッジ レベルを達成するため、十分な RF 電力を提供
する必要があります。
802.11a/n RRM TPC テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11a/n/ac（802.11a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [TPC] の順に選択します。
[TPC] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプレートの表示（Show All Templates）] を選択しま
す。[802.11a/n RRM TPC テンプレート（802.11a/n RRM TPC Template）] ページが表示され、既存の
テンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。テンプレートが適用されるコ
ントローラと仮想ドメインの数が自動的に読み込まれます。最後の列は、テンプレートがいつ最
後に保存されたかを示します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。

ステップ 3

新しいテンプレートを追加する場合は、[TPC] の上にマウスを移動して、[新規（New）] を選択す
るか、または [TPC] をクリックします。[802.11a/n TPC テンプレート（802.11a/n TPC template）]
ページが表示されます。
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ステップ 4

次のフィールドを設定します。
•

[TPC のバージョン（TPC Version）] フィールドで、[TPCv1] または [TPCv2] オプション ボタン
を選択します。[TPCv2] オプションは、リリース 7.2.x 以降で動作するコントローラのみで使
用できます。

•

[ダイナミック割り当て（Dynamic Assignment）] ドロップダウン リストから、次の 3 つのモー
ドのいずれかを選択します。
– [自動
（Automatic）]：送信電力は、この操作を許可するすべてのアクセス ポイントで定期

的に更新されます。
– [オンデマンド
（On Demand）]：送信電力は、[今すぐ割り当てる（Assign Now）] をクリック

すると更新されます。
– [無効
（Disabled）]：動的な送信電力割り当ては発生せず、値はグローバル デフォルトに設

定されます。
•

[最大電力割り当て（Maximum Power Assignment）] フィールドに、割り当てる最大電力を示す
値を入力します。
– 範囲：-10 ～ 30 dB
– デフォルト：30 dB

•

[最小電力割り当て（Minimum Power Assignment）] フィールドに、割り当てる最小電力を示す
値を入力します。
– 範囲：-10 ～ 30 dB
– デフォルト：30 dB

ステップ 5

•

[動的な送信電力コントロール（Dynamic Tx Power Control）] チェックボックスを有効にする
かどうかを決定します。

•

[送信電力のしきい値（Transmitted Power Threshold）] フィールドに、値を -50 ～ -80 の範囲で
入力します。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n RRM テンプレートの作成

•

802.11a/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11a/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

コントローラ テンプレートを介した 802.11a/n EDCA パラメータの作成

•

802.11a/n ローミング パラメータ テンプレートの作成

•

802.11h テンプレートの作成

•

802.11a/n ハイ スループット テンプレートの作成

•

802.11a/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成
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802.11b/g/n 無線テンプレートの作成
ワイヤレス コントローラの 802.11b/g/n 無線テンプレートを作成または変更、および/またはコン
トローラに特定の設定を適用できます。
関連項目
•

802.11b/g/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n EDCA パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ローミング パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ハイ スループット コントローラ テンプレートの作成

•

802.11 b/g/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM テンプレートの作成

802.11b/g/n パラメータ テンプレートの作成
802.11b/g/n パラメータ（電源およびチャネル ステータス、データ レート、チャネル リストおよび
CCX 位置測定など）を設定して、これらの設定をコントローラに適用するためのテンプレートを
作成または変更できます。
コントローラの 802.11b/g/n パラメータに関する情報を含む新しいテンプレートを追加するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [パラメータ（Parameters）] の順に選択します。
次の一般パラメータを設定します。
•

[802.11b/g ネットワーク ステータス（802.11b/g Network Status）] チェックボックスをオンに
して、コントローラで 802.11b/g ネットワーク ステータスを有効にします。

•

[ビーコン周期（Beacon Period）] フィールドに、SSID がアクセス ポイントによりブロード
キャストされるレート（ビーコン間隔）を入力します。有効な値の範囲は 100 ～ 600 ミリ秒
です。

•

[DTIM 期間（DTIM Period）] フィールドに、配送数フィールドが 0 のトラフィック インジ
ケータ メッセージ（TIM）要素を含むビーコン フレームの送信間に経過する可能性のある
ビーコン間隔を入力します。この値は、ビーコン フレームの DTIM Period フィールドで送信
されます。
DTIM の間隔は、コントローラ リリース 5.0.0.0 以降では使用できません。
DTIM を追加したビーコンをクライアント デバイスが受信すると、通常は、保留中のパケッ
トをチェックするためにクライアント デバイスが「再起動」します。DTIM の間隔が長くなる
と、クライアントのスリープ時間が長くなり、電力を節約できます。反対に、DTIM の間隔が
短くなるとパケットの受信の遅延を抑えられますが、クライアントが頻繁に起動するため
バッテリ残量が消費されます。

•

[フラグメンテーションしきい値（Fragmentation Threshold）] フィールドに、パケットを断片
化する（1 ブロックではなく、いくつかの断片として送信する）サイズを指定する値を入力し
ます。通信状態の悪いエリアや電波干渉が非常に多いエリアでは、低い数値を設定します。デ
フォルト値は 2346 です。
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ステップ 3

ステップ 4

•

[802.11e の最大帯域幅（802.11e Max Bandwidth）] フィールドに、802.11e の最大帯域幅のパー
セント値を入力します。デフォルト値は 100 です。

•

[短いプリアンブル（Short Preamble）] チェックボックスをオンにして、短いプリアンブルを
有効にします。

クライアントと コントローラ の間でネゴシエートされるデータ レート パラメータを設定しま
す。それぞれのレートについて、[必須（Mandatory）]、[サポート（Supported）] および [無効
（Disabled）] のドロップダウン リスト選択が可能です。
•

データ レートが [必須（Mandatory）] に設定されている場合、クライアントがネットワークを
使用するには、そのデータ レートをサポートしている必要があります。

•

データ レートがコントローラにより [サポート（Supported）] として設定されている場合、同
じレートをサポートする、アソシエートされているクライアントは、そのレートを使用して
アクセス ポイントと通信できます。しかし、6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps をアソシエートす
るために、[サポート（Supported）] のマークが付けられたすべてのレートをクライアントが
使用する必要はありません。

•

各データ レートは、[無効（Disabled）] に設定し、クライアントの設定に合わせることもでき
ます。

[ノイズ/干渉/不正モニタリング チャネル（Noise/Interference/Rogue Monitoring Channels）] パラ
メータを設定します。
•

ステップ 5

ステップ 6

[チャネル リスト（Channel List）] ドロップダウン リストから、必要なモニタリング レベルに
基づいて、[すべてのチャネル（all channels）]、[国のチャネル（Country Channels）]、または
[DCA チャネル（DCA Channels）] から選択します。Dynamic Channel Allocation（DCA）により、
コントローラに接続された管理対象デバイスの中から妥当なチャネルの割り当てが自動的
に選択されます。

[CCX 位置測定（CCX Location Measurement）] パラメータを設定します。
•

ブロードキャスト無線測定要求を有効にするには、[モード（Mode）] チェックボックスを選
択します。有効な場合、これによってクライアントの位置の正確さが向上します。

•

[モード（Mode）] チェックボックスを有効にすると、[間隔（Interval）] フィールドに、要求の間
隔を秒単位で入力できます。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n EDCA パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ローミング パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ハイ スループット コントローラ テンプレートの作成

•

802.11 b/g/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM テンプレートの作成
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802.11b/g/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成
コール アドミッション制御およびトラフィック ストリーム メトリックなど 802.11b/g/n ボイス
パラメータを設定するテンプレートを作成または変更できます。
コントローラの 802.11b/g/n ボイス パラメータ情報（コール アドミッション制御およびトラ
フィック ストリーム メトリックなど）を含む新しいテンプレートを追加するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [メディア パラメータ（Media Parameters）] の順
に選択します。
[音声（Voice）] タブで、次のパラメータを設定します。
•

アドミッション制御を有効にするには、[アドミッション制御（ACM）
（Admission Control
(ACM)）] チェックボックスを選択します。
VoIP 通話中にエンド ユーザが許容できる音声品質と感じるよう、パケットはエンドポイント
から別のエンドポイントまで低遅延、低パケット損失で配送される必要があります。異なる
ネットワーク負荷の下で QoS を維持するには、コール アドミッション制御（CAC）
が必要です。
アクセス ポイントでの CAC により、アクセス ポイントは、ネットワークの輻輳時でも QoS が
制御された状態を維持し、許容する最大の通話数を許容できる数に保つことができます。

•

[アドミッション制御（ACM）
（Admission Control (ACM)）] が有効な場合は、[CAC メソッド
（CAC method）] ドロップダウン リストから [負荷ベース（load-based）] または [静的（static）]
を選択します。
負荷ベースの CAC で取り入れられている測定方式では、それ自体からのすべてのトラ
フィック タイプによって同一チャネル アクセス ポイントで消費される帯域幅や、同一チャ
ネルの干渉によって消費される帯域幅が考慮されています。負荷ベース CAC では、PHY お
よびチャネル欠陥の結果発生する追加の帯域幅消費も対象となります。

•

[許可される最大帯域幅（Maximum Bandwidth Allowed）] フィールドで、許可される最大帯域
幅の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。コント
ローラのバージョンが 6.0.188.0 以前の場合、有効な範囲は 40 ～ 85 です。コントローラの
バージョンが 6.0.188.1 以降の場合、有効な範囲は 5 ～ 85 で、デフォルトは 75 です。

•

[予約済みローミング帯域幅（Reserved Roaming Bandwidth）] フィールドで、予約済みローミ
ング帯域幅の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。
有効な範囲は 0 ～ 25 で、デフォルトは 6 です。

•

緊急コール用に CAC の拡張として優先帯域幅を有効にするには、[優先帯域幅（Expedited
Bandwidth）] チェックボックスを選択します。
より高い優先度が TSPEC 要求に与えられるように、CCXv5 準拠の優先帯域幅の IE が必要と
なります。

•

SIP CAC を有効にするには、[SIP CAC] チェックボックスをオンにします。SIP CAC は、ス
テータス コード 17 をサポートし、TSPEC ベースのアドミッション制御をサポートしない電
話のみに使用する必要があります。

•

[SIP コーデック（SIP Codec）] ドロップダウン リストから適切なオプションを選択します。使
用可能なオプションは、[G.711]、[G.729]、および [ユーザ定義（User Defined）] です。

•

[SIP コールの帯域幅（SIP Call Bandwidth）] フィールドで、ネットワークで SIP コールごとに
割り当てる帯域幅（キロビット/秒単位）を指定します。このフィールドは、選択されている
[SIP コーデック（SIP Codec）] が [ユーザ定義（User Defined）] である場合のみ設定できます。

•

[SIP のサンプルの間隔（SIP Sample Interval）] フィールドで、コーデックを動作させる必要が
あるサンプルの間隔（ミリ秒）を指定します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

20-113

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定

802.11 テンプレートの作成

•

メトリック収集を有効にするには、[メトリック収集（Metric Collection）] チェックボックス
をオンにします。
トラフィック ストリーム メトリックは、ワイヤレス LAN での VoIP に関する一連の統計情
報で、ワイヤレス LAN の QoS を通知します。アクセス ポイントで測定値を収集するには、ト
ラフィック ストリーム メトリックが有効であることが必要です。これを有効にすると、コン
トローラは、関連付けられたすべてのアクセス ポイントから、90 秒ごとに 802.11b/g イン
ターフェイスに関する統計情報データの収集を開始します。VoIP またはビデオを使用して
いる場合は、この機能を有効にする必要があります。

ステップ 3

[ビデオ（Video）] タブで、次のパラメータを設定します。
•

アドミッション制御を有効にするには、[アドミッション制御（ACM）
（Admission Control
(ACM)）] チェックボックスを選択します。

•

[許可される最大帯域幅（Maximum Bandwidth Allowed）] フィールドで、許可される最大帯域
幅の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。

•

[予約済みローミング帯域幅（Reserved Roaming Bandwidth）] フィールドで、予約済みローミ
ング帯域幅の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。
有効な範囲は 0 ～ 25 です。

•

[SIP コーデック（SIP Codec）] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプションを選択
して CAC メソッドを設定します。

•

スタティック CAC のサポートを有効にするには、[SIP CAC] チェックボックスを選択しま
す。SIP CAC は、[SIP スヌーピング（SIP Snooping）] が有効になっている場合にのみサポート
されます。

•

ビデオ キュー内のすべての非メディア ストリーム パケットがベスト エフォート キューに
リダイレクトされるようにするには、[ユニキャスト ビデオ リダイレクト（Unicast Video
Redirect）] チェックボックスをオンにします。無効にすると、ビデオ マーキングのあるパ
ケットはすべてのビデオ キューに保持されます。

•

クライアントがメディア ストリームに加入するために必要な物理データ レートを [クライア
ントの最小物理レート（Client Minimum Phy Rate）] ドロップダウン リストから指定します。

•

ステップ 4

•

[無線ごとのストリームの最大数（Maximum Number of Streams per Radio）] フィールドで、許
可される無線ごとのストリームの最大数を指定します。

•

[クライアントごとのストリームの最大数（Maximum Number of Streams per Client）] フィール
ドで、許可されるクライアントごとのストリームの最大数を指定します。

•

新しいクライアント要求をベスト エフォート キューにリダイレクトするには、[ベスト エ
フォートの QoS アドミッション（Best Effort QOS Admission）] チェックボックスをオンにし
ます。これは、すべてのビデオ帯域幅が使用されている場合のみ発生します。無効になってお
り、最大のビデオ帯域幅が使用されている場合、新しいクライアント要求は拒否されます。

•

[最大再試行の割合（Maximum Retry Percentage）] フィールドで、最大再試行の割合値を指定
します。

[一般（General）] タブで、次のフィールドを指定します。
•

ステップ 5

この無線でどの WLAN でも Media Direct を有効にするには、[Multicast Direct の有効化
（Multicast Direct Enable）] チェックボックスを選択します。

[メディアの最大帯域幅（Maximum Media Bandwidth）] フィールドで、許可される最大帯域幅
の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
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関連項目
•

802.11b/g/n EDCA パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ローミング パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ハイ スループット コントローラ テンプレートの作成

•

802.11 b/g/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM テンプレートの作成

802.11b/g/n EDCA パラメータ コントローラ テンプレートの作成
802.11b/g/n EDCA パラメータを設定するテンプレートを作成または変更できます。EDCA パラ
メータは、ボイスおよびビデオの MAC 層で事前設定プロファイルを指定します。
EDCA パラメータを設定する前に、無線インターフェイスをシャットダウンする必要があります。
コントローラの 802.11b/g/n EDCA パラメータ情報を含む新しいテンプレートを追加するには、
次の手順を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [EDCA パラメータ（EDCA Parameters）] の順に
選択します。
[EDCA プロファイル（EDCA Profile）] ドロップダウン リストで、次のいずれかのオプションを選
択します。
•

[WMM]：Wi-Fi Multimedia（WMM）のデフォルト パラメータを有効にします。これがデフォ
ルト値です。音声サービスまたはビデオ サービスがネットワーク上に展開されていない場
合に、このオプションを選択します。

•

[Spectralink 音声優先（Spectralink Voice Priority）]：Spectralink 音声優先パラメータを有効にし
ます。通話の質を向上するため、ネットワークに Spectralink 電話技術を実装している場合に、
このオプションを選択します。

•

[音声用に最適化（Voice Optimized）]：音声用に最適化された EDCA プロファイル パラメータ
を有効にします。Spectralink 以外の音声サービスをネットワーク上で展開している場合に、
このオプションを選択します。

•

[音声とビデオの最適化（Voice & Video Optimized）]：音声およびビデオを最適化した EDCA
プロファイル パラメータを有効にします。ネットワーク上で音声サービスとビデオ サービ
スを両方とも展開する場合に、このオプションを選択します。ビデオ サービスは、アドミッ
ション コントロール（ACM）によって展開される必要があります。ACM なしのビデオ サー
ビスはサポートされていません。

ステップ 3

この機能を有効にするには、[低遅延 MAC（Low Latency MAC）] チェックボックスをオンにしま
す。ネットワーク上のすべてのクライアントが WMM 準拠の場合にのみ、低遅延 MAC を有効に
してください。

ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n ローミング パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n パラメータ テンプレートの作成
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•

802.11b/g/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ハイ スループット コントローラ テンプレートの作成

•

802.11 b/g/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM テンプレートの作成

802.11b/g/n ローミング パラメータ コントローラ テンプレートの作成
802.11b/g/n 無線のローミング パラメータを設定するテンプレートを作成または変更できます。
コントローラの 802.11b/g/n ローミング パラメータ情報を含む新しいテンプレートを追加する
には、次の手順を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [ローミングパラメータ（Roaming Parameters）] の
順に選択します。
次のパラメータを設定します。
•

[モード（Mode）] ドロップダウン リストから、構成可能なモードを 1 つ選択します。
– [デフォルト値
（Default Values）]：ローミング パラメータは使用できません。デフォルト

値が表示されます。
– [カスタム値
（Custom Values）]：次のローミング パラメータを編集できます。
•

[最小 RSSI（Minimum RSSI）] フィールドに、クライアントがアクセス ポイントにアソシエー
トする際に必要な受信信号強度インジケータ（RSSI）の最小値を入力します。
クライアントの平均の受信信号の強度がこのしきい値より低い場合、通常、信頼できる通信
はできません。したがって、最小の RSSI 値に達する前に、クライアントはより強い信号のあ
る別のアクセス ポイントをすでに見つけてローミングしている必要があります。
– 範囲：-80 ～ -90 dBm
– デフォルト：-85 dBm

•

[ローミングのヒステリシス（Roaming Hysteresis）] フィールドに、クライアントがローミン
グするために必要なネイバー アクセス ポイントの信号強度を示す値を入力します。この
フィールドは、クライアントが物理的に 2 つのアクセス ポイントの境界上やその近くにあ
る場合に、アクセス ポイント間の「ピンポン」の量を減らすためのものです。
– 範囲：2 ～ 4 dB
– デフォルト：2 dB

•

[アダプティブ スキャンのしきい値（Adaptive Scan Threshold）] フィールドに、クライアント
がアソシエートしたアクセス ポイントの RSSI 値を入力します。これよりも小さい場合、ク
ライアントは指定された移行時間内に隣接するアクセス ポイントにローミングできる必要
があります。
このフィールドはまた、クライアントがアクティブまたはパッシブ スキャンで費やす時間
を最小限に抑えるための節電方法も提供します。たとえば、クライアントは RSSI がしきい値
よりも高いときにはゆっくりとスキャンし、しきい値よりも低いときにはより速くスキャン
することができます。
– 範囲：-70 ～ -77 dB
– デフォルト：-72 dB
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•

[遷移時間（Transition Time）] フィールドに、クライアントがアソシエートしているアクセス
ポイントからの RSSI がスキャンしきい値を下回ったときに、近隣の適切なアクセス ポイン
トを見つけてローミングを完了するまでの最大許容時間を入力します。
– 範囲：1 ～ 10 秒
– デフォルトは 5 秒です。

[スキャンのしきい値（Scan Threshold）] パラメータと [遷移時間（Transition Time）] パラメー
タは、クライアントのローミング パフォーマンスの最低レベルを保証します。これらのパラ
メータを使用すると、最も高いクライアント速度とローミング ヒステリシスが得られるだ
けでなく、アクセス ポイント間の一定の最小オーバーラップ距離を確保することにより、
ローミングをサポートする無線 LAN ネットワークを設計することが可能となります。
ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n ハイ スループット コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n EDCA パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11 b/g/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM テンプレートの作成

802.11b/g/n ハイ スループット コントローラ テンプレートの作成
MCS（データ レート）設定およびインデックスなどのハイ スループット パラメータを設定し、こ
れらの 802.11n 設定を複数のコントローラに適用するテンプレートを作成または変更できます。
コントローラのハイ スループット（802.11n）情報を含む新しいテンプレートを追加するには、次
の手順を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [ハイ スループット（802.11n）パラメータ（High
Throughput(802.11n) Parameters）] の順に選択します。
次のフィールドを設定します。
•

[802.11n ネットワーク ステータス（802.11n Network Status）] チェックボックスを選択し、ハ
イ スループットを有効にします。

•

[HT MCS（データ レート）SS VHT MCS インデックス（HT MCS (Data Rate) SS VHT MCS
Index）] で、サポートするデータ レートのレベルを選択します。MCS は、802.11a データ レー
トと似た変調符号化方式です。
デフォルトでは、20 MHz のショート ガード インターバルが使用されます。
– [サポート
（Supported）] チェックボックスをオンにすると、選択した数値が [選択した

MCS インデックス（Selected MCS Indexes）] ページに表示されます。
ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
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関連項目
•

802.11 b/g/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM テンプレートの作成

•

802.11b/g/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n EDCA パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ローミング パラメータ コントローラ テンプレートの作成

802.11 b/g/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成
802.11 b/g/n 無線の CleanAir パラメータを設定し、コントローラの CleanAir、レポートおよびア
ラームを有効または無効にするテンプレートを作成または変更できます。また、レポートおよび
アラームに含める干渉デバイスのタイプを設定できます。
コントローラの 802.11b/g/n CleanAir 情報を含む新しいテンプレートを追加するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [CleanAir パラメータ（CleanAir Parameters）] の
順に選択します。
次のフィールドを設定します。
•

802.11 b/g/n ネットワークで CleanAir 機能を有効にするには [CleanAir] チェックボックスを
オンにします。または、コントローラによるスペクトラム干渉の検出を停止するにはオフに
します。デフォルト値はオンです。
[CleanAir] を有効にした場合、[レポートの構成（Reporting Configuration）] および [アラーム
の構成（Alarm Configuration）] グループ ボックスが表示されます。

•

[レポートの構成（Reporting Configuration）]：このグループ ボックスのパラメータを使用し
て、レポートに含める干渉デバイスを設定します。
– [干渉源のレポート
（Report Interferers）] チェックボックスをオンにして、CleanAir システ

ムで干渉源を検出してレポートできるようにします。コントローラが干渉源をレポート
しないようにするには、これを選択解除します。
– CleanAir システムで検出および報告する必要がある干渉源が、
[レポートに選択した干渉

源（Interferers Selected for Reporting）] ボックスに表示され、検出する必要がない干渉源が
[レポートで無視する干渉源（Interferers Ignored for Reporting）] ボックスに表示されるこ
とを確認します。[>] および [<] ボタンを使用して、これらの 2 つのボックス間で干渉源
を移動します。デフォルトでは、すべての干渉源が無視されます。
– CleanAir で検出できる永続型デバイスに関する情報を伝播できるようにするには、
[永続

型デバイスの伝搬（Persistent Device Propagation）] チェックボックスをオンにします。永
続型デバイスの伝播によって、干渉タイプに関する情報を指定して、この情報を近隣の
アクセス ポイントに伝播できます。ある場所には持続的な干渉源が存在し、常に検出可
能ではない場合でも WLAN の動作に干渉します。
•

[アラーム設定（Alarm Configuration）]：このグループ ボックスでは、電波品質アラームのトリ
ガーを設定できます。
– [電波品質アラーム
（Air Quality Alarm）] チェックボックスをオンにして、電波品質ア

ラームのトリガーを有効にします。この機能を無効にするには、このボックスを選択解
除します。
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– [電波品質アラーム
（Air Quality Alarm）] チェックボックスをオンにした場合は、[電波品

質アラームのしきい値（Air Quality Alarm Threshold）] テキスト ボックスに 1 ～ 100 の範
囲の値（1 と 100 を含む）を入力して、電波品質アラームがトリガーされるしきい値を指
定します。電波品質がしきい値レベルを下回ると、アラームがトリガーされます。値 1 は
最低の電波品質を表し、100 は最高を表します。デフォルト値は 1 です。
– 未分類の干渉カテゴリについてアラームを生成できるようにするには、
[電波品質の未

分類のカテゴリ アラーム（Air Quality Unclassified category Alarm）] チェックボックスを
オンにします。CleanAir は、未分類の干渉源を検出してモニタできます。未分類の干渉源
は、検出はされるものの、既知のいずれの干渉タイプにも対応しない干渉源です。
未分類カテゴリのアラームは、未分類の重大度が設定済みのしきい値を上回るか、電波
品質の指標が設定済みのしきい値を下回ると生成されます。
– [電波品質の未分類のカテゴリ アラーム
（Air Quality Unclassified category Alarm）] チェッ

クボックスをオンにした場合、[電波品質の未分類の重大度しきい値（Air Quality
Unclassified Severity Threshold）] テキスト ボックスに 1 ～ 99 の範囲の値（1 と 99 を含む）
を入力して、未分類カテゴリのアラームをトリガーするしきい値を指定します。デフォ
ルトは 20 です。
– [セキュリティ アラームの干渉源
（Interferers For Security Alarm）] チェックボックスをオ

ンにして、コントローラが指定したデバイス タイプを検出した際に干渉源アラームをト
リガーするようにします。この機能を無効にするには、このボックスを選択解除します。
デフォルト値はオフです。
– 干渉源アラームを生成する必要のある干渉源が [セキュリティ アラームに選択した干渉

源（Interferers Selected for Security Alarms）] ボックスに表示され、干渉源アラームを生成
する必要のない干渉源が [セキュリティ アラームで無視する干渉源（Interferers Ignored
for Security Alarms）] ボックスに表示されていることを確認してください。[>] および [<]
ボタンを使用して、これらの 2 つのボックス間で干渉源を移動します。デフォルトでは、
セキュリティ アラームに対してすべての干渉源が無視されます。
ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n RRM テンプレートの作成

•

802.11b/g/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n EDCA パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ローミング パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ハイ スループット コントローラ テンプレートの作成

802.11b/g/n RRM テンプレートの作成
802.11b/g/n 無線リソース管理（RRM）テンプレートのしきい値、間隔、DCA、TPC などのパラメー
タを作成または変更できます。
関連項目
•

802.11b/g/n RRM しきい値コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM 間隔コントローラ テンプレートの作成
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•

802.11b/g/n RRM 動的チャネル割り当てテンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロール テンプレートの作成

802.11b/g/n RRM しきい値コントローラ テンプレートの作成
負荷、干渉、ノイズおよびカバレッジなど、さまざまな RRM しきい値を設定するテンプレートを
作成または変更できます。
コントローラの 802.11b/g/n RRM しきい値情報を含む新しいテンプレートを追加するには、次の
手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [しきい値（Thresholds）] の順に
選択します。

ステップ 2

次の [カバレッジ ホールのアルゴリズム（Coverage Hole Algorithm）] パラメータを設定します。

ステップ 3

ステップ 4

ステップ 5

•

[失敗したクライアントの最小数（Min. Failed Clients）] フィールドに、現在コントローラに関
連付けられている失敗したクライアントの最小数を入力します。

•

[カバレッジ レベル（Coverage Level）] フィールドに、カバレッジしきい値（dB）の対象範囲を
入力します。

•

[カバレッジ レベル（Coverage Level）] フィールドを調整すると、[信号強度（dBm）
（Signal
Strength (dBm)）] フィールドの値にこの変更が自動的に反映されます。[信号強度（Signal
Strength）] フィールドにより、カバレッジ レベルを調整する際の信号強度に関する情報が提
供されます。

•

[データ RSSI（Data RSSI）] フィールドに、データ RSSI 値を入力します（- 60 ～ -90 dBm）。こ
の数値は、クライアントがアクセス ポイントに関連付けるために必要なデータの最小受信
信号強度インジケータ（RSSI）の値を示します。

•

[音声の RSSI（Voice RSSI）] フィールドに、音声 RSSI 値を入力します（- 60 ～ -90 dBm）。この
数値は、クライアントがアクセス ポイントに関連付けるために必要な音声の最小受信信号
強度インジケータ（RSSI）の値を示します。

次の [ロードのしきい値（Load Thresholds）] パラメータを設定します。
•

[クライアントの最大数（Max Clients）] フィールドに、コントローラに関連付けることができ
るクライアントの最大数を入力します。

•

[RF の使用率（RF Utilization）] フィールドに、この無線タイプのしきい値の割合を入力します。

次の [トラップのしきい値（Threshold for Traps）] パラメータを設定します。
•

[干渉しきい値（Interference Threshold）] フィールドに、0 ～ 100 パーセントの間の干渉しきい
値を入力します。

•

[ノイズしきい値（Noise Threshold）] フィールドに、-127 ～ 0 dBm の間のノイズしきい値を入
力します。このしきい値を超えると、コントローラは Prime Infrastructure にアラームを送信
します。

•

[AP あたりのカバレッジ例外レベル（Coverage Exception Level per AP）] フィールドに、カバ
レッジ例外レベルの割合を入力します。最小クライアント数に設定されたカバレッジから、
この割合分減少した場合、カバレッジ ホールが生成されます。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
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関連項目
•

802.11b/g/n RRM 間隔コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM 動的チャネル割り当てテンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロール テンプレートの作成

802.11b/g/n RRM 間隔コントローラ テンプレートの作成
802.11b/g/n 無線の RRM 間隔を設定するテンプレートを作成または変更できます。
コントローラの 802.11b/g/n RRM 間隔情報を含む新しいテンプレートを追加するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [間隔（Intervals）] の順に選択し
ます。
次のパラメータを設定します。
•

[ネイバー パケットの頻度（Neighbor Packet Frequency）] フィールドに、各アクセス ポイント
で信号強度が測定される間隔を入力します。デフォルトは 300 秒です。

•

[チャネルのスキャン期間（Channel Scan Duration）] フィールドに、各アクセス ポイントでカ
バレッジが測定される間隔を入力します。デフォルトは 300 秒です。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n RRM 動的チャネル割り当てテンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM しきい値コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロール テンプレートの作成

802.11b/g/n RRM 動的チャネル割り当てテンプレートの作成
[RRM 動的チャネル割り当て（DCA）
（RRM Dynamic Channel Assignment（DCA））] ページを使用
して、このコントローラのチャネル幅のほか、DCA チャネルを選択できます。
RRM DCA は、5 GHz 帯域で 802.11n 40 MHz チャネルをサポートします。より高い帯域幅を使用
すると、瞬間的データ レートが高くなります。
大きい帯域幅を選択すると、オーバーラッピングしないチャネルが減少するため、展開によって
は全体のネットワーク スループットが低下することがあります。
802.11b/g/n RRM DCA テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [DCA] の順に選択します。
動的チャネル割り当てアルゴリズムの次のパラメータを設定します。
•

[割り当てモード（Assignment Mode）] ドロップダウン リストから、次の 3 つのモードのいず
れかを選択します。
– [自動
（Automatic）]：送信電力は、この操作を許可するすべてのアクセス ポイントで定期

的に更新されます。
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– [オンデマンド
（On Demand）]：送信電力は、[今すぐ割り当てる（Assign Now）] をクリック

すると更新されます。
– [無効
（Disabled）]：動的な送信電力割り当ては発生せず、値はグローバル デフォルトに設

定されます。
•

[外部 AP の干渉を回避（Avoid Foreign AP Interference）] チェックボックスをオンにすると、こ
のフィールドが有効になり、チャネルを割り当てる際に、RRM が外部 Cisco アクセス ポイン
ト（RF/モビリティ ドメイン外の Cisco 以外のアクセス ポイント）からの干渉を考慮します。
この外部 802.11 は干渉しています。RRM でこの干渉を無視するには、このチェックボック
スをオフにします。
外部アクセス ポイントからの干渉エネルギー
（dB）
および負荷
（使用率）
が著しい特定の状況で
は、
RRM は、
この外部アクセス ポイントの近くのアクセス ポイントのこれらのチャネル
（およ
び場合により隣接チャネル）
を回避するために、
チャネル割り当てを調整することがあります。
これによって、
キャパシティが増加し、
Cisco WLAN ソリューションの変動性が減少します。

•

[Cisco AP の負荷を回避（Avoid Cisco AP Load）] チェックボックスをオンにすると、この帯域
幅認識フィールドが有効になり、チャネルをアクセス ポイントに割り当てる際に、コント
ローラが各アクセス ポイントで使用されるトラフィック帯域幅を考慮します。RRM でこの
値を無視するには、このチェックボックスをオフにします。
特定の状況でより高密度に展開されている場合、完全なチャネルの再使用を適切に作成する
には、チャネルが十分に存在しないことがあります。このような状況で、RRM は、より大きな
トラフィック負荷を伝送するアクセス ポイントに、より良い再使用パターンを割り当てる
ことができます。

•

[802.11 以外のノイズを回避（Avoid non 802.11 Noise）] チェックボックスをオンにすると、こ
のノイズ モニタリング フィールドが有効になり、アクセス ポイントは、電子レンジや
Bluetooth デバイスなど、アクセス ポイントでないソースからの干渉があるチャネルを回避
します。RRM でこの干渉を無視するには、このチェックボックスをオフにします。
非 802.11 ノイズ源からの干渉エネルギー（dB）が著しい特定の状況では、このノイズ源の近
くのアクセス ポイントのこれらのチャネル（および場合により隣接チャネル）を回避するた
め、RRM がチャネル割り当てを調整することがあります。これによって、キャパシティが増
加し、Cisco WLAN ソリューションの変動性が減少します。

•

[Wi-Fi 以外の持続的な干渉を回避（Avoid Persistent Non-WiFi Interference）] チェックボック
スをオンにすると、このフィールドが有効になり、アクセス ポイントは WiFi 以外からの持
続的な干渉を回避します。

•

[信号強度の貢献（Signal Strength Contribution）] チェックボックスは常に有効になっていま
す（設定不可）。RF/モビリティ ドメイン内のすべてのアクセス ポイントの相対位置が常にモ
ニタされ、最適に近いチャネルの再使用が保証されます。その結果、Cisco WLAN ソリュー
ション キャパシティについては増加、共通チャネル間および隣接チャネルとの干渉につい
ては減少となります。

•

[イベント駆動型 RRM（Event-driven RRM）]：次のパラメータを使用してイベント駆動型
RRM を有効または無効にします。CleanAir 対応アクセス ポイントが重大なレベルの干渉を
検出すると、イベント駆動型 RRM が使用されます。
– 有効にするには、
[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）] チェックボックスをオンに

します。
– [イベント駆動型 RRM
（Event Driven RRM）] が有効の場合、[感度のしきい値（Sensitivity

Threshold）] フィールドには、イベント駆動型 RRM が生成されるしきい値レベルが表示
されます。値は、[低（Low）]、[中（Medium）]、または [高（High）] のいずれかになります。ア
クセス ポイントの干渉がしきい値レベルを上回ると、RRM はローカルの動的チャネル
割り当て（DCA）の実行を開始し、ネットワークのパフォーマンスを改善するために可能
な場合は影響を受けるアクセス ポイント無線のチャネルを変更します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

20-122

OL-32122-01-J

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定
802.11 テンプレートの作成

[低（Low）] は、環境の変更に対する感度を下げることを表すのに対して、[高（High）] は、
感度を上げることを表します。
– 不正アクセス ポイントからの貢献を有効にするには、
[不正コントリビューション

（Rogue Contribution）] チェックボックスをオンにします。
– [不正の貢献
（Rogue Contribution）] が有効の場合、[不正のデューティサイクル（Rogue

Duty-Cycle）] フィールドには、不正アクセス ポイントが干渉される間隔が表示されま
す。範囲は 1 ～ 99 です。
ステップ 3

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロール テンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM しきい値コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n RRM 間隔コントローラ テンプレートの作成

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロール テンプレートの作成
コントローラは、リアルタイムの無線 LAN 状況に基づいて、アクセス ポイントの送信電力を動
的に制御します。通常は、送信電力を低く維持することでキャパシティを増やし、干渉を減らし
ます。コントローラは、3 番目に送信電力の強いネイバーによるアクセス ポイントの認識に応じ
て、アクセス ポイントの送信電力のバランスを取ろうとします。
送信電力コントロール（TPC）アルゴリズムは、RF 環境での変更に応じてアクセス ポイントの電
力を増減します。ほとんどの場合、TPC は干渉を減らすためにアクセス ポイントの電力を下げよ
うとします。しかし、RF カバレッジで急な変更が発生した場合（アクセス ポイントで障害が発生
する、またはアクセス ポイントが無効になるなど）、TPC は周辺のアクセス ポイントで電力を増
大することもあります。この機能は、カバレッジ ホール検出とは異なります。カバレッジ ホール
の検出は主にクライアントと関係がありますが、TPC はアクセス ポイント間におけるチャネル
の干渉を最小限に抑えながら、必要なカバレッジ レベルを達成するため、十分な RF 電力を提供
する必要があります。
802.11b/g/n RRM TPC テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [TPC] の順に選択します。
次のパラメータを設定します。
•

[TPC のバージョン（TPC Version）] フィールドで、[TPCv1] または [TPCv2] オプション ボタン
を選択します。[TPCv2] オプションは、リリース 7.2.x 以降で動作するコントローラのみで使
用できます。

•

[ダイナミック割り当て（Dynamic Assignment）] ドロップダウン リストから、次の 3 つのモー
ドのいずれかを選択します。
– [自動
（Automatic）]：送信電力は、この操作を許可するすべてのアクセス ポイントで定期

的に更新されます。
– [オンデマンド
（On Demand）]：送信電力は、[今すぐ割り当てる（Assign Now）] をクリック

すると更新されます。
– [無効
（Disabled）]：動的な送信電力割り当ては発生せず、値はグローバル デフォルトに設

定されます。
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•

[最大電力割り当て（Maximum Power Assignment）] フィールドに、割り当てる最大電力を示す
値を入力します。
– 範囲：-10 ～ 30 dB
– デフォルト：30 dB

•

[最小電力割り当て（Minimum Power Assignment）] フィールドに、割り当てる最小電力を示す
値を入力します。
– 範囲：-10 ～ 30 dB
– デフォルト：30 dB

ステップ 3

•

[動的な送信電力コントロール（Dynamic Tx Power Control）] チェックボックスを有効にする
かどうかを決定します。

•

[送信電力のしきい値（Transmitted Power Threshold）] フィールドに、値を -50 ～ -80 の範囲で
入力します。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n RRM テンプレートの作成

•

802.11b/g/n パラメータ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n メディア パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n EDCA パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ローミング パラメータ コントローラ テンプレートの作成

•

802.11b/g/n ハイ スループット コントローラ テンプレートの作成

•

802.11 b/g/n CleanAir コントローラ テンプレートの作成

メッシュ設定テンプレートの作成
アクセス ポイントを設定してコントローラとの接続を確立できます。
メッシュ テンプレートを追加、または既存のメッシュ テンプレートを変更するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [メッシュ（Mesh）] > [メッシュ設定（Mesh Settings）] の順に選択します。
[メッシュ設定（Mesh Settings）] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプレートの表示（Show All
Templates）] を選択します。[メッシュ設定テンプレート（Mesh Configuration Template）] ページが表
示され、既存のテンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。テンプレートが
適用されるコントローラと仮想ドメインの数が自動的に読み込まれます。この初期ページには、
rootAP から MeshAP の範囲、バックホール リンクでのクライアント アクセスおよびセキュリ
ティ モードも表示されます。最後の列は、テンプレートがいつ最後に保存されたかを示します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。
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ステップ 3

[ルート AP からメッシュ AP までの範囲（Root AP to Mesh AP Range）] フィールドには、デフォル
トで 12,000 フィートの値が入っています。ルート アクセス ポイントとメッシュ アクセス ポイ
ント間の適切な距離をフィート単位で入力します。このグローバル フィールドは、コントローラ
にアクセス ポイントが接続されるとすべてのアクセス ポイントに適用され、ネットワーク内に
存在するすべての既存のアクセス ポイントにも適用されます。

ステップ 4

[バックホール リンクのクライアント アクセス（Client Access on Backhaul Link）] チェックボック
スが有効の場合、メッシュ アクセス ポイントは 802.11a/n バックホールを介して 802.11a/n 無線
クライアントとアソシエートできます。このクライアント アソシエーションは、ルートとメッ
シュ アクセス ポイント間の 802.11a/n バックホール上の既存の通信に追加されます。
この機能は 2 つの無線のあるアクセス ポイントのみに適用されます。

ステップ 5

[メッシュ DCA チャネル（Mesh DCA Channels）] チェックボックスを選択して、コントローラで
設定されている DCA チャネル リストを使用したコントローラでのバックホール チャネル選択
解除を有効にします。コントローラ DCA リスト内のチャネルに対する変更はすべて、関連付け
られたアクセス ポイントに適用されます。この機能は、1524SB メッシュ アクセス ポイントのみ
に適用されます。

ステップ 6

[バックグラウンド スキャン（Background Scanning）] チェックボックスを選択して、Cisco Aironet
1510 アクセス ポイントが、より最適なパスと親を探すために、能動的に連続してネイバー チャ
ネルをモニタできるようにします。

ステップ 7

[グローバル治安（Global Public Safety）] チェックボックスを有効にすることは、802.11a バック
ホール無線でチャネルを選択することで、4.9 GHz をバックホール リンクで使用できることを示
しています。公共安全帯域と見なされる 4.9Ghz は、一部のサービス プロバイダーに制限されま
す。この設定は、コントローラ レベルで適用されます。

ステップ 8

[セキュリティ モード（Security Mode）] ドロップダウン リストから、[EAP]（Extensible
Authentication Protocol）または [PSK]（事前共有キー）を選択します。

ステップ 9

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

管理テンプレートの作成
コントローラの次の管理パラメータに対するテンプレートを作成または変更できます。
•

[トラップ レシーバ（Trap Receivers）]

•

[トラップ コントロール（Trap Control）]

•

[Telnet および SSH（Telnet and SSH）]

•

[複数の Syslog サーバ（Multiple Syslog servers）]

•

[ローカル管理ユーザ（Local Management Users）]

•

[認証優先度（Authentication Priority）]

関連項目
•

トラップ レシーバ テンプレートの作成

•

トラップ制御テンプレートの作成

•

Telnet SSH テンプレートの作成

•

ローカル管理ユーザ テンプレートの作成

•

ユーザ認証優先度テンプレートの作成
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トラップ レシーバ テンプレートの作成
ネットワーク上に SNMP トラップを受信するモニタリング デバイスがある場合、トラップ レ
シーバ テンプレートを追加できます。
トラップ レシーバ テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [管理（Management）] > [トラップの受信者（Trap Receiver）] の順に選択します。

ステップ 2

[トラップの受信者（Trap Receiver）] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプレートの表示
（Show All Templates）] を選択します。[管理（Management）] > [トラップの受信者（Trap Receiver）]
ページが表示され、既存のテンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。テ
ンプレートが適用されるコントローラと仮想ドメインの数が自動的に読み込まれます。この初
期ページでは、IP アドレスおよび管理ステータスも表示されます。最後の列は、テンプレートが
いつ最後に保存されたかを示します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。
トラップ レシーバ テンプレート名にはスペースを含めることはできません。

ステップ 3

[IP アドレス（IP Address）] テキスト ボックスにサーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 4

SNMP トラップをレシーバに送信する場合は、[管理ステータス（Admin Status）] チェックボック
スをオンにして、管理者ステータスを有効にします。

ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

トラップ制御テンプレートの作成

•

Telnet SSH テンプレートの作成

•

ローカル管理ユーザ テンプレートの作成

•

ユーザ認証優先度テンプレートの作成

トラップ制御テンプレートの作成
トラップ制御テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [管理（Management）] > [トラップ制御（Trap Control）] の順に選択します。
[トラップ制御（Trap Control）] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプレートの表示（Show All
Templates）] を選択します。[管理（Management）] > [トラップ制御（Trap Control）] ページが表示さ
れ、既存のテンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。テンプレートが適
用されるコントローラと仮想ドメインの数が自動的に読み込まれます。この初期ページには、リ
ンク ポート アップまたはダウンおよび不正 AP も表示されます。最後の列は、テンプレートがい
つ最後に保存されたかを示します。
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[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。
ステップ 3

新しいテンプレートを追加する場合は、[トラップ制御（Trap Control）] の上にマウスを移動して、
[新規（New）] を選択するか、または [トラップ制御（Trap Control）] をクリックします。[トラップ
制御テンプレート（Trap Control template）] ページが表示されます。

ステップ 4

適切なチェックボックスをオンにして、次のその他のトラップを有効にします。

ステップ 5

•

[SNMP 認証（SNMP Authentication）]：SNMPv2 エンティティが、適切に認証されていないプ
ロトコル メッセージを受信しました。SNMP V3 モードで設定されているユーザが正しくな
いパスワードでコントローラにアクセスを試みると、認証は失敗し、エラー メッセージが表
示されます。ただし、認証エラーの場合、トラップ ログは生成されません。

•

[リンク（ポート）アップ/ダウン（Link (Port) Up/Down）]：リンクの状態がアップまたはダウン
から変わります。

•

[複数のユーザ（Multiple Users）]：2 人のユーザが同じログイン ID でログインします。

•

[スパニング ツリー（Spanning Tree）]：スパニング ツリー トラップ。個々のパラメータの説明
については、STP の仕様を参照してください。

•

[不正 AP（Rogue AP）]：不正アクセス ポイントが検出されるたび、または以前検出された不正
アクセス ポイントが存在しなくなると、このトラップがその MAC アドレスとともに送信さ
れます。

•

[新しいテンプレートとしてコントローラ設定を保存（Controller Config Save as New
Template）]：設定が変更されると送信される通知です。

•

[RFID 制限到達しきい値（RFID Limit Reached Threshold）]：RFID 制限の最大許容値です。

適切なチェックボックスをオンにして、次のクライアントに関するトラップを有効にします。
•

[802.11 アソシエーション（802.11 Association）]：クライアントが WLAN にアソシエートされ
るとトラップが送信されます。このトラップは、クライアントが認証されることを保証しま
せん。

•

[802.11 関連付け解除（802.11 Disassociation）]：クライアントが関連付け解除フレームを送信
すると、関連付け解除通知が送信されます。

•

[802.11 認証解除（802.11 Deauthentication）]：クライアントが認証解除フレームを送信する
と、認証解除通知が送信されます。

•

[802.11 認証失敗（802.11 Failed Authentication）]：クライアントが成功以外のステータス コー
ドの認証フレームを送信すると、認証エラー通知が送信されます。

•

[802.11 アソシエーション失敗（802.11 Failed Association）]：クライアントが成功以外のス
テータス コードのアソシエーション フレームを送信すると、アソシエーション エラー通知
が送信されます。

•

[除外（Excluded）]：クライアントが除外されると、関連付けエラー通知が送信されます。

•
•

[802.11 認証済み（802.11 Authenticated）]：クライアントがステータス コード「成功
（successful）」で認証フレームを送信すると、認証通知が送信されます。
[最大クライアント制限到達しきい値（MaxClients Limit Reached Threshold）]：許可されるクラ
イアントの最大許容数です。
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ステップ 6

ステップ 7

ステップ 8

ステップ 9

ステップ 10

ステップ 11

適切なチェックボックスをオンにして、次の Cisco AP トラップを有効にします。
•

[AP 登録（AP Register）]：アクセス ポイントがコントローラとアソシエートまたはアソシ
エート解除すると送信される通知です。

•

[AP インターフェイスのアップ/ダウン（AP Interface Up/Down）]：アクセス ポイント イン
ターフェイス（802.11a/n または 802.11b/g/n）のステータスがアップまたはダウンになると送
信される通知です。

適切なチェックボックスをオンにして、次の自動 RF プロファイル トラップを有効にします。
•

[ロード プロファイル（Load Profile）]：ロード プロファイルの状態が PASS と FAIL の間で変
更されると送信される通知。

•

[ノイズ プロファイル（Noise Profile）]：ノイズ プロファイルの状態が PASS と FAIL の間で変
更されると送信される通知。

•

[干渉プロファイル（Interference Profile）]：干渉プロファイルの状態が PASS と FAIL の間で変
更されると送信される通知。

•

[カバレッジ プロファイル（Coverage Profile）]：カバレッジ プロファイルの状態が PASS と
FAIL の間で変更されると送信される通知。

適切なチェックボックスをオンにして、次の自動 RF 更新トラップを有効にします。
•

[チャネルの更新（Channel Update）]：アクセス ポイントの動的チャネル アルゴリズムが更新
されると送信される通知です。

•

[送信電力の更新（Tx Power Update）]：アクセス ポイントの動的送信電力アルゴリズムが更新
されると送信される通知です。

適切なチェックボックスをオンにして、次の AAA トラップを有効にします。
•

[ユーザ認証の失敗（User Auth Failure）]：このトラップは、クライアント RADIUS 認証エラー
が発生したことを通知します。

•

[RADIUS サーバの応答なし（RADIUS Server No Response）]：このトラップは、RADIUS クラ
イアントが送信した認証要求に応答する RADIUS サーバがないことを示します。

適切なチェックボックスをオンにして、次の 802.11 セキュリティ トラップを有効にします。
•

[WEP 復号エラー（WEP Decrypt Error）]：コントローラが WEP 復号エラーを検出すると送信
される通知です。

•

[シグネチャ攻撃（Signature Attack）]：シグネチャ攻撃が RADIUS 認証を使用するワイヤレス
コントローラで検出されると送信される通知です。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

Telnet SSH テンプレートの作成

•

トラップ レシーバ テンプレートの作成

•

ローカル管理ユーザ テンプレートの作成

•

ユーザ認証優先度テンプレートの作成
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Telnet SSH テンプレートの作成
Telnet SSH 設定テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [管理（Management）] > [Telnet SSH] の順に選択します。
[Telnet SSH] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプレートの表示（Show All Templates）] を選
択します。[管理（Management）] > [Telnet SSH] ページが表示され、既存のテンプレートを変更す
るには、テンプレート名をクリックします。テンプレートが適用されるコントローラと仮想ドメ
インの数が自動的に読み込まれます。この初期ページでは、セッション タイムアウト、最大セッ
ション数、および Telnet または SSH セッションが許可されているかどうかも表示されます。最後
の列は、テンプレートがいつ最後に保存されたかを示します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。

ステップ 3

新しいテンプレートを追加する場合は、[Telnet SSH] の上にマウスを移動して、[新規（New）] を選
択するか、または [Telnet SSH] をクリックします。[Telnet SSH テンプレート（Telnet SSH template）]
ページが表示されます。

ステップ 4

[セッション タイムアウト（Session Timeout）] フィールドに、ログオフされるまでに Telnet セッ
ションが非アクティブの状態を継続できる分数を入力します。0 は、タイムアウトしないことを
意味します。有効な範囲は 0 ～ 160 で、デフォルトは 5 です。

ステップ 5

[最大セッション数（Maximum Sessions）] フィールドに、許容される Telnet の同時セッション数を
入力します。有効な範囲は 0 ～ 5 で、デフォルトは 5 です。DS（ネットワーク）ポートでは、新しい
Telnet セッションを許可または禁止できます。サービス ポートでは、新しい Telnet セッションは
常に許可されます。

ステップ 6

[新しい Telnet セッションの許可（Allow New Telnet Session）] ドロップダウン リストを使用して、
DS ポートで新しい Telnet セッションを許可するかどうかを指定します。DS（ネットワーク）ポー
トでは、新しい Telnet セッションを許可または禁止できます。サービス ポートでは、新しい
Telnet セッションは常に許可されます。デフォルトは [いいえ（no）] です。

ステップ 7

[新しい SSH セッションの許可（Allow New SSH Session）] ドロップダウン リストを使用して、
Secure Shell Telnet セッションを許可するかどうかを指定します。デフォルトは [はい（yes）] です。

ステップ 8

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

トラップ レシーバ テンプレートの作成

•

トラップ制御テンプレートの作成

•

ローカル管理ユーザ テンプレートの作成

•

ユーザ認証優先度テンプレートの作成
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マルチ Syslog テンプレートの作成
syslog サーバ テンプレートは最大 3 つ入力できます。マルチ syslog 設定テンプレートを追加ま
たは変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[設定（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [管理（Management）] > [複数の Syslog（Multiple Syslog）] の順に選択します。
[複数の Syslog（Multiple Syslog）] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプレートの表示（Show
All Templates）] を選択します。[管理（Management）] > [複数の Syslog（Multiple Syslog）] ページが
表示され、既存のテンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。テンプレー
トが適用されるコントローラと仮想ドメインの数が自動的に読み込まれます。この初期ページ
では、syslog サーバ アドレスも表示されます。最後の列は、テンプレートがいつ最後に保存され
たかを示します。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。

ステップ 3

新しいテンプレートを追加する場合は、[複数の Syslog（Multiple Syslog）] の上にマウスを移動し
て、[新規（New）] を選択するか、または [複数の Syslog（Multiple Syslog）] をクリックします。[複数
の Syslog テンプレート（Multiple Syslog template）] ページが表示されます。

ステップ 4

[Syslog サーバの IP アドレス（Syslog Server IP Address）] フィールドに、適切な syslog サーバの IP
アドレスを入力します。

ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

ローカル管理ユーザ テンプレートの作成

•

トラップ レシーバ テンプレートの作成

•

トラップ制御テンプレートの作成

•

Telnet SSH テンプレートの作成

•

ユーザ認証優先度テンプレートの作成

ローカル管理ユーザ テンプレートの作成
ローカル管理ユーザ テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [管理（Management）] > [ローカル管理ユーザ（Local Management Users）] の順に選
択します。

ステップ 2

[ローカル管理ユーザ（Local Management Users）] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプレー
トの表示（Show All Templates）] を選択します。[管理（Management）] > [ローカル管理ユーザ
（Local Management Users）] ページが表示され、既存のテンプレートを変更するには、テンプレー
ト名をクリックします。テンプレートが適用されるコントローラと仮想ドメインの数が自動的
に読み込まれます。この初期ページでは、ユーザ名およびアクセス レベルも表示されます。最後
の列は、テンプレートがいつ最後に保存されたかを示します。
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[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。
ステップ 3

新しいテンプレートを追加する場合は、[ローカル管理ユーザ（Local Management Users）] の上に
マウスを移動して、[新規（New）] を選択するか、または [ローカル管理ユーザ（Local Management
Users）] をクリックします。[ローカル管理ユーザ テンプレート（Local Management Users
template）] ページが表示されます。

ステップ 4

[ユーザ名（User Name）] テキスト ボックスに、テンプレートのユーザ名を入力します。

ステップ 5

[パスワード（Password）] テキスト ボックスに、このローカル管理ユーザ テンプレートのパス
ワードを入力します。

ステップ 6

[パスワードの確認（Confirm Password）] テキスト ボックスに、パスワードを再入力します。

ステップ 7

[アクセス レベル（Access Level）] ドロップダウン リストから、[読み取り専用（Read Only）] また
は [読み書き（Read Write）] を選択します。

ステップ 8

[Telnet のクレデンシャルの更新（Update Telnet Credentials）] チェックボックスをオンにして、
Telnet/SSH アクセスの Prime Infrastructure のユーザ クレデンシャルを更新します。
テンプレートが正常に適用され、[Telnet のクレデンシャルの更新（Update Telnet Credentials）] オ
プションが有効な場合、適用される管理ユーザ クレデンシャルが、その適用対象コントローラへ
の Telnet/SSH クレデンシャルの Prime Infrastructure で使用されます。

ステップ 9

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

ユーザ認証優先度テンプレートの作成

•

トラップ レシーバ テンプレートの作成

•

トラップ制御テンプレートの作成

•

Telnet SSH テンプレートの作成

ユーザ認証優先度テンプレートの作成
管理ユーザ認証優先度テンプレートは、認証サーバがコントローラの管理ユーザの認証に使用
される順序を制御します。
ユーザ認証優先度テンプレートを追加したり、既存のテンプレートを変更するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [管理（Management）] > [認証の優先度（Authentication Priority）] の順に選択します。

ステップ 2

[認証優先度（Authentication Priority）] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプレートの表示
（Show All Templates）] を選択します。[管理（Management）] > [認証の優先度（Authentication
Priority）] ページが表示され、既存のテンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックし
ます。テンプレートが適用されるコントローラと仮想ドメインの数が自動的に読み込まれます。
この初期ページには、認証優先度リストも表示されます。最後の列は、テンプレートがいつ最後
に保存されたかを示します。
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[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。
ステップ 3

新しいテンプレートを追加する場合は、[認証の優先度（Authentication Priority）] の上にマウスを
移動して、[新規（New）] を選択するか、または [認証の優先度（Authentication Priority）] をクリック
します。[ローカル管理ユーザ テンプレート（Local Management Users template）] ページが表示さ
れます。

ステップ 4

[最初（First）] または [2 番目（Second）] オプション ボタンを選択し、ローカル サーバの認証を優
先させます。

ステップ 5

[RADIUS] または [TACACS+] オプション ボタンを選択し、ローカル認証が失敗した場合にどち
らを試行するか選択します。

ステップ 6

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

トラップ レシーバ テンプレートの作成

•

トラップ制御テンプレートの作成

•

Telnet SSH テンプレートの作成

•

ローカル管理ユーザ テンプレートの作成

CLI テンプレートの作成
CLI コマンドのセットを含むテンプレートを作成し、Prime Infrastructure から 1 つ以上のコント
ローラにこれらを適用できます。これらのテンプレートは、SNMP サポートまたはカスタム
Prime Infrastructure ユーザ インターフェイスがない複数のコントローラに機能をプロビジョニ
ングします。テンプレート コンテンツは、コマンド配列の文字列です。置換変数、条件式などはサ
ポートされていません。
デバイスの CLI セッションは、ユーザ プリファレンスに基づいて確立されます。デフォルト プ
ロトコルは SSH です。
CLI テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [CLI] > [一般 -CLI（General -CLI）] の順に選択します。
[一般 -CLI（General -CLI）] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプレートの表示（Show All
Templates）] を選択します。[一般 -CLI（General -CLI）] ページが表示され、既存のテンプレートを
変更するには、テンプレート名をクリックします。テンプレートが適用されるコントローラの数
が自動的に読み込まれます。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

20-132

OL-32122-01-J

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定
802.11 テンプレートの作成

ステップ 3

新しいテンプレートを追加する場合は、[一般 -CLI（General -CLI）] の上にマウスを移動して、[新
規（New）] を選択するか、または [一般 -CLI（General -CLI）] をクリックします。[コマンドライン
インターフェイス汎用テンプレート（Command-Line Interface General template）] ページが表示さ
れます。

ステップ 4

[コマンド（Commands）] ボックスに、一連の CLI コマンドを入力します。

ステップ 5

[適用後に構成を更新（Refresh Config after Apply）] チェックボックスをオンにして、CLI テンプ
レートが正常に適用されたら、コントローラで refresh config を実行します。

ステップ 6

[適用後に新しいテンプレート構成としてフラッシュに保存（Save as New Template Config to
Flash after apply）] チェックボックスをオンにし、CLI テンプレートが正常に適用された後に設定
をフラッシュに保存します。

ステップ 7

[適用後に新しいテンプレート構成としてフラッシュに保存（Save as New Template Config to
Flash after apply）] チェックボックスが有効な場合、[適用後にコントローラをリブート（Reboot
Controller after apply）] チェックボックスを選択でき、CLI テンプレートが正常に適用された後に
コントローラのリブートを実行できます。

ステップ 8

[テンプレートをコントローラに適用するときにエラーを無視（Ignore errors on Apply template to
Controllers）] チェックボックスをオンにして、テンプレートがコントローラに適用されたときの
エラーを無視します。

ステップ 9

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
テンプレートが選択コントローラに適用されると、ステータス画面が表示されます。テンプレー
トを適用する際にエラーが発生した場合、エラー メッセージが表示されます。[セッションの出
力（Session Output）] 列のアイコンをクリックして、セッション全体を出力します。
コントローラで正しいユーザ名およびパスワードが設定されているが、ユーザ名およびパス
ワードが無効なため、Controller Telnet クレデンシャル チェックが失敗するか、コントローラ CLI
テンプレートが失敗した場合、コントローラが CLI 接続の最大数を超えていないか確認してく
ださい。接続数が最大数を超えている場合、CLI セッションの最大数を増やすか、コントローラの
既存の CLI セッションを終了してから、操作を再試行してください。

位置設定テンプレートの作成
位置設定テンプレートを追加または変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [場所（Location）] > [場所の構成（Location Configuration）] の順に選択します。

ステップ 2

[位置設定（Location Configuration）] の上にマウスを移動して、[すべてのテンプレートの表示
（Show All Templates）] を選択します。[場所の構成（Location Configuration）] が表示され、既存のテ
ンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。テンプレートが適用されるコン
トローラの数が自動的に読み込まれます。
[コントローラに適用（Applied to Controllers）] の数字はリンクになっています。数字をクリック
すると、[コントローラに適用（Applied to Controllers）] ページが開きます。このページには、その
テンプレートが適用されているコントローラ名と IP アドレス、および適用された時刻とステー
タスが表示されます。[仮想ドメインに適用（Applied to Virtual Domains）] の数字もリンクになっ
ています。このリンクをクリックすると、すべてのパーティション名が表示された [仮想ドメイ
ンに適用（Applied to Virtual Domains）] ページが開きます。
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ステップ 3

新しいテンプレートを追加する場合は、[場所の構成（Location Configuration）] の上にマウスを移
動して、[新規（New）] を選択するか、または [場所の構成（Location Configuration）] をクリックし
ます。[場所の構成テンプレート（Location Configuration template）] ページの [一般（General）] タブ
が表示されます。

ステップ 4

[RFID タグ データ収集（RFID Tag Data Collection）] チェックボックスをオンにして、タグ コレク
ションを有効にします。Mobility Services Engine がコントローラからアセット タグ データを収
集する前に、コントローラで CLI コマンド config rfid status enable を使用して、アクティブ RFID
タグの検出を有効にする必要があります。

ステップ 5

次のロケーション パス損失設定パラメータを設定します。
•

[校正クライアント（Calibrating Client）] チェックボックスをオンにして、クライアントの校正
を有効にします。コントローラは、アクセス ポイントから校正クライアントに（クライアント
の機能に応じて）通常の S36 または S60 要求を送信します。パケットは、すべてのチャネルで
送信されます。チャネルに関係なくすべてのアクセス ポイント（チャネル変更なし）が、RSSI
データを各位置のクライアントから収集します。これらの追加送信およびチャネル変更に
よって、同時に発生する音声またはビデオ トラフィックの質が低下する場合があります。

•

[通常のクライアント（Normal Client）] チェックボックスをオンにして、非校正クライアント
を使用します。S36 要求はクライアントに送信されません。

（注）

S36 および S60 は、特定の Cisco Compatible Extensions との互換性があるクライアント ド
ライバです。S36 には CCXv2 以降との互換性があります。S60 には CCXv4 以降との互換
性があります。詳細については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9806/products_qanda_item09186a0080af9513.shtml

ステップ 6

測定通知間隔：[タグ、クライアント、および不正 AP/クライアント（Tags, Clients and Rogue
APs/Clients）] フィールドで、検出要素（タグ、クライアント、不正 AP/クライアント）を通知するま
での時間を秒単位で指定します。

ステップ 7

次の RSSI 有効期限パラメータを設定します。
•

[クライアント用（For Clients）] フィールドに、クライアントの RSSI 測定が廃棄されるまでの
時間を秒単位で入力します。

•

[校正クライアント用（For Calibrating Clients）] フィールドに、校正クライアントの RSSI 測定
が廃棄されるまでの時間を秒単位で入力します。

•

[タグ用（For Tags）] フィールドに、タグの RSSI 測定が廃棄されるまでの時間を秒単位で入力
します。

•

[不正 AP 用（For Rogue APs）] フィールドに、不正アクセス ポイントの RSSI 測定が廃棄され
るまでの時間を秒単位で入力します。

ステップ 8

[詳細（Advanced）] タブをクリックします。

ステップ 9

[RFID タグ データ タイムアウト（RFID Tag Data Timeout）] フィールドに、RFID タグ データ タイ
ムアウトを設定するための値（秒単位）を入力します。

ステップ 10

ロケーション パス損失設定：[校正クライアント マルチバンド
（Calibrating Client Multiband）
]
チェックボックスをオンにして、
すべてのチャネルで S36 および S60 パケット
（該当する場合）
を送
信します。
校正クライアントは、
[一般
（General）
] グループ ボックスで有効にする必要があります。

ステップ 11

Hyperlocation 設定パラメータを設定します。
•
•

そのコントローラに関連付けられた Hyperlocation モジュールがあるすべての AP が有効に
なるように、[Hyperlocation] チェックボックスをオンにします。
位置計算から精度の低い RSSI 測定値を除外するように、[パケット検出の RSSI の最小値
（Packet Detection RSSI Minimum）] フィールドの値を調整します。
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ステップ 12

•

[アイドル クライアントのスキャン数のしきい値（Scan Count Threshold for Idle Client
Detection）] フィールドに、スキャン中に検出されたアイドル クライアントの最大許容数を
入力します。

•

[NTP サーバの IP アドレス（NTP Server IP Address）] フィールドに、有効な NTP サーバの IP ア
ドレスを入力します。この IP アドレスは時間の同期のためにすべての AP で使用されます。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

LyncSDN テンプレートの作成
LyncSDN の設定は、仮想および Cisco 2500 シリーズおよび仮想コントローラではサポートされ
ません。
次の LyncSDN テンプレートを作成できます。
•

LyncSDN グローバル設定機能テンプレート。

•

LyncSDN PolicyFeature テンプレート。

•

LyncSDN ProfileFeature テンプレート

関連項目
•

LyncSDN グローバル設定テンプレートの作成

•

LyncSDN ポリシー テンプレートの作成

•

LyncSDN プロファイル テンプレートの作成

LyncSDN グローバル設定テンプレートの作成
パラメータを作成して、LyncSDN グローバル設定機能を使用してデバイスに適用するには、次の
手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [LyncSDN] > [LyncSDN グローバル コンフィギュレーション（LyncSDN Global
Config）] の順に選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、該当するテキスト ボックスにテンプレート
の名前、説明、およびタグを入力します。

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、ドロップダウン リストからデバイス タイプを選択し、OS
バージョンを入力します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、次の情報を設定します。
•

[LyncServer] チェックボックスを選択して、PI の LYNC アプリケーションを有効または無効
にします。

•

ポート番号を入力します。
LYNC サーバの PI での HTTP/HTTPS 通信へのサポートを設定できます。PI は http のみをサ
ポートします。https 証明書の場合は、Lync サービスが Prime Infrastructure から準備完了にな
ると実行する Lync サーバで提供して承認される必要があります。

ステップ 5

終了したら、[テンプレートとして保存（Save as Template）] をクリックします。
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関連項目
•

LyncSDN ポリシー テンプレートの作成

•

LyncSDN プロファイル テンプレートの作成

LyncSDN ポリシー テンプレートの作成
パラメータを作成して、LyncSDN ポリシー機能を使用してデバイスに適用するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [LyncSDN] > [LyncSDN ポリシー（LyncSDN Policy）] の順に選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、該当するテキスト ボックスにテンプレート
の名前、説明、およびタグを入力します。

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、ドロップダウン リストからデバイス タイプを選択し、OS
バージョンを入力します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、次の情報を設定します。

ステップ 5

•

[音声（Audio）] ドロップダウン リストから、WLAN での音声 lync コールのポリシーを選択し
ます。選択可能なポリシー タイプは、[シルバー（Silver）]、[ゴールド（Gold）]、[プラチナ
（Platinum）]、または [ブロンズ（Bronze）] です。

•

[ビデオ（Video）] ドロップダウン リストから、WLAN でのビデオ lync コールのポリシーを選
択します。選択可能なポリシー タイプは、[シルバー（Silver）]、[ゴールド（Gold）]、[プラチナ
（Platinum）]、または [ブロンズ（Bronze）] です。

•

[アプリケーション - 共有（Application-Sharing）] ドロップダウン リストから、WLAN でのデ
スクトップ共有 lync コールのポリシーを選択します。選択可能なポリシー タイプは、[シル
バー（Silver）]、[ゴールド（Gold）]、[プラチナ（Platinum）]、または [ブロンズ（Bronze）] です。

•

[ファイル - 転送（File-Transfer）] ドロップダウン リストから、WLAN でのファイル転送 lync
コールのポリシーを選択します。選択可能なポリシー タイプは、[シルバー（Silver）]、[ゴール
ド（Gold）]、[プラチナ（Platinum）]、または [ブロンズ（Bronze）] です。

終了したら、[テンプレートとして保存（Save as Template）] をクリックします。

関連項目
•

LyncSDN グローバル設定テンプレートの作成

•

LyncSDN プロファイル テンプレートの作成

LyncSDN プロファイル テンプレートの作成
パラメータを作成して、LyncSDN プロファイル機能を使用してデバイスに適用するには、次の手
順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [LyncSDN] > [LyncSDN ポリシー（LyncSDN Policy）] の順に選択します。
[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、該当するテキスト ボックスにテンプレート
の名前、説明、およびタグを入力します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

20-136

OL-32122-01-J

第 20 章

テンプレートを使用したデバイスの設定
802.11 テンプレートの作成

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、ドロップダウン リストからデバイス タイプを選択し、OS
バージョンを入力します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、[WLAN プロファイル（Wlan Profile）] チェック
ボックスをクリックし、[LyncSDN ポリシー（LyncSDN Policy）] ドロップダウン リストからポリ
シーを選択します。

ステップ 5

終了したら、[テンプレートとして保存（Save as Template）] をクリックします。

関連項目
•

LyncSDN グローバル設定テンプレートの作成

•

LyncSDN ポリシー テンプレートの作成

IPv6 テンプレートの作成
ネイバー バインディング タイマーやルータ アドバタイズメント（RA）などのパラメータを使用
して IPv6 テンプレートを作成または変更できます。
関連項目
•

ネイバー バインディング タイマー テンプレートの作成

•

RA スロット ポリシー テンプレートの作成

•

RA ガード テンプレートの作成

ネイバー バインディング タイマー テンプレートの作成
ダウン ライフタイム、到達可能ライフタイム、ステイル ライフタイムおよび対応する間隔など、
IPv6 ルータ ネイバー バインディング タイマーを設定するテンプレートを作成または変更でき
ます。
ネイバー バインディング タイマー テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [IPv6] > [ネイバー バインディング タイマー（Neighbor Binding Timers）] の順に選
択します。

ステップ 2

[ダウン ライフタイム間隔（Down Lifetime Interval）] テキスト ボックスで、エントリが削除される
まで、またはエントリが到達可能であることの証明を受け取るまでに、ダウン インターフェイス
から学習されたエントリがバインディング テーブルで保持される最大時間（秒単位）を示す値を
指定します。範囲は 0 ～ 86,400 秒で、デフォルト値は 0 秒です。

ステップ 3

[到達可能なライフタイム間隔（Reachable Lifetime Interval）] テキスト ボックスで、到達可能と
いう証明（トラッキングを介した直接的な到達可能性、またはネイバー探索プロトコル（NDP）
検査を介した間接的な到達可能性）を受け取らずにエントリが到達可能と見なされる最大時間
（秒単位）を示す値を指定します。この時間が経過すると、エントリはステイルに移行します。範
囲は 0 ～ 86,400 秒で、デフォルト値は 0 秒です。
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ステップ 4

[ステイル ライフタイム間隔（Stale Lifetime Interval）] テキスト ボックスで、エントリが削除され
るまで、またはエントリが到達可能であることの証明を受け取るまでに、ステイル エントリがバ
インディング テーブルで保持される最大時間（秒単位）を示す値を指定します。範囲は 0 ～
86,400 秒で、デフォルト値は 0 秒です。

ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

RA スロット ポリシー テンプレートの作成

•

RA ガード テンプレートの作成

RA スロット ポリシー テンプレートの作成
[RA スロットル ポリシー（RA Throttle Policy）] を使用すると、ワイヤレス ネットワークで循環す
るマルチキャスト ルータ アドバタイズメント（RA）の量を制限できます。RA スロット ポリ
シー、スロット期間およびその他のオプションなど IPv6 ルータ アドバタイズメント パラメータ
を設定するテンプレートを作成または変更できます。
RA スロット ポリシー テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [IPv6] > [RA スロットル ポリシー（RA Throttle Policy）] の順に選択します。

ステップ 2

新しいテンプレートを追加する場合は、[RA スロットル ポリシー（RA Throttle Policy）] の上にマ
ウスを移動して、[新規（New）] を選択するか、または [RA スロットル ポリシー（RA Throttle
Policy）] をクリックします。既存のテンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックし
ます。[IPv6] > [RA スロットル ポリシー（RA Throttle Policy）] ページが表示されます。

ステップ 3

RA スロットル ポリシーを有効にするには、[有効（Enable）] チェックボックスをオンにし、次の
パラメータを設定します。
•

[スロットル期間（Throttle Period）] フィールドに、秒単位でスロットル期間を入力します。範
囲は 10 ～ 86,400 秒です。

•

[通過の最大数（Max Through）] フィールドに、秒単位で一定期間で通過する RA の数を入力
します。[制限なし（No Limit）] チェックボックスをオフにすると、最大パススルー数を指定
できます。

•

ステップ 4

[間隔オプション（Interval Option）] ドロップダウン リストから、間隔オプション付きの RA
の場合の動作を示すオプション（[無視（Ignore）]、[パススルー（Passthrough）]、[スロットル
（Throttle）]）を選択します。

•

[許可される最小数（Allow At-least）] フィールドで、ルータ単位で抑制されない RA の最小数
を示す値を指定します。

•

[許可される最大数（Allow At-most）] フィールドで、ルータ単位で抑制されない RA の最大数
を示す値を指定します。[制限なし（No Limit）] チェックボックスをオフにすると、ルータ単
位で抑制されない RA の最大数を指定できます。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

RA ガード テンプレートの作成

•

ネイバー バインディング タイマー テンプレートの作成
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RA ガード テンプレートの作成
RA ガードは、RA をワイヤレス クライアントからドロップする際に使用されるユニファイド ワ
イヤレス ソリューションです。これはグローバルに設定され、デフォルトで有効です。IPv6 ルー
タ アドバタイズメント パラメータを設定するテンプレートを作成または変更できます。
RA ガード テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [IPv6] > [RA ガード（RA Guard）] の順に選択します。

ステップ 2

新しいテンプレートを追加する場合は、[RA ガード（RA Guard）] の上にマウスを移動して、[新規
（New）] を選択するか、または [RA ガード（RA Guard）] をクリックします。既存のテンプレートを
変更するには、テンプレート名をクリックします。[RA ガード テンプレート（RA Guard template）]
ページが表示されます。

ステップ 3

AP の RA ガードを有効にするには、[有効（Enable）] チェックボックスを選択します。

ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

プロキシ モバイル IPv6 テンプレートの作成
プロキシ モバイル IPv6 は、任意の IP モビリティ関連シグナリングでモバイル ノードのプロキ
シとして動作することによってモバイル ノードをサポートする、ネットワーク ベースのモバイ
ル管理プロトコルです。ネットワークのモビリティ エンティティは、モバイル ノードの移動を
追跡し、モビリティ シグナリングを起動して必要なルーティング状態を設定します。
主要な機能エンティティはローカル モビリティ アンカー（LMA）とモバイル アクセス ゲート
ウェイ（MAG）です。LMA はモバイル ノードの到達可能性状態を維持し、モバイル ノードの IP
アドレス用のトポロジ アンカー ポイントになります。MAG はモバイル ノードの代わりにモビ
リティ管理を行います。MAG はモバイル ノードがアンカーされているアクセス リンクに存在
します。コントローラは MAG 機能を実装します。
関連項目
•

PMIP グローバル設定の作成

•

LMA 設定の作成

•

PMIP プロファイルの作成

PMIP グローバル設定の作成
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [PMIP] > [グローバル コンフィギュレーション（Global Config）] の順に選択します。

ステップ 2

新しいテンプレートを追加する場合は、[グローバル コンフィギュレーション（Global Config）]
の上にマウスを移動して、[新規（New）] を選択するか、または [グローバル コンフィギュレー
ション（Global Config）] をクリックします。既存のテンプレートを変更するには、テンプレート名
をクリックします。

ステップ 3

テキスト ボックスにテンプレート名を入力します。
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ステップ 4

ステップ 5

次のフィールドを設定します。
•

[ドメイン名（Domain Name）] テキスト ボックスに、ドメイン名を入力します。

•

[許可されるバインディングの最大数（Maximum Bindings Allowed）] フィールドに、コント
ローラが MAG に送信できるバインディング アップデートの最大数を入力します。有効な範
囲は 0 ～ 40000 です。

•

[バインディングのライフタイム（Binding Lifetime）] フィールドに、コントローラのバイン
ディング エントリのライフタイム値を入力します。有効な範囲は 10 ～ 65535 秒です。デフォ
ルト値は 65535 です。バインディング ライフタイムは 4 秒の倍数であることが必要です。

•

[バインディングの更新時間（Binding Refresh Time）] フィールドに、コントローラのバイン
ディング エントリの更新時間を入力します。有効な範囲は 4 ～ 65535 秒です。デフォルト値
は 300 秒です。バインディング リフレッシュ時間は 4 秒の倍数であることが必要です。

•

[バインディングの初期再試行タイムアウト（Binding Initial Retry Timeout）] フィールドで、コ
ントローラがプロキシ バインディング確認（PBA）を受信しない場合のプロキシ バインディ
ング アップデート（PBU）間の初期タイムアウトを指定します。有効な範囲は 100 ～ 65535 秒
です。デフォルト値は 1000 秒です。

•

[バインディングの最大再試行タイムアウト（Binding Maximum Retry Timeout）] フィールド
に、コントローラがプロキシ バインディング確認（PBA）を受信しない場合のプロキシ バイ
ンディング アップデート（PBU）間の最大タイムアウト値を入力します。有効な範囲は
100 ～ 65535 秒です。デフォルト値は 32000 秒です。

•

[リプレイ保護のタイムスタンプ（Replay Protection Timestamp）] フィールドで、受信したプロ
キシ バインディング確認のタイムスタンプと現在の日時との時間差の上限を指定します。
有効範囲は 1 ～ 255 ミリ秒です。デフォルト値は、7 ミリ秒です。

•

[BRI 再送信の最小タイムアウト（Minimum BRI Retransmit Timeout）] フィールドで、コント
ローラが BRI メッセージを再送信するまでに待機する時間の最小値を指定します。有効な
範囲は 500 ～ 65535 秒です。

•

[BRI 再送信の最大タイムアウト（Maximum BRI Retransmit Timeout）] フィールドで、コント
ローラが Binding Revocation Indication（BRI）メッセージを再送信するまでに待機する時間の
最大値を指定します。有効な範囲は 500 ～ 65535 秒です。デフォルト値は 2000 秒です。

•

[BRI 再試行（BRI Retries）] で、BRI 再試行数を指定します。

•

[MAG APN] テキスト ボックスで、MAG のアクセス ポイント ノードの名前を指定します。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

LMA 設定の作成

•

PMIP プロファイルの作成

LMA 設定の作成
ステップ 1
ステップ 2

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [PMIP] > [LMA の構成（LMA Config）] の順に選択します。
新しいテンプレートを追加する場合は、[LMA の構成（LMA Config）] の上にマウスを移動して、
[新規（New）] を選択するか、または [LMA の構成（LMA Config）] をクリックします。既存のテン
プレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。
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ステップ 3

ステップ 4

次のフィールドを設定します。
•

[LMA の名前（LMA Name）] テキスト ボックスに、コントローラに接続されている LMA の名
前を入力します。

•

[LMA の IP アドレス（LMA IP Address）] に、コントローラに接続されている LMA の IP アド
レスを入力します。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

PMIP プロファイルの作成

•

PMIP グローバル設定の作成

PMIP プロファイルの作成
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [PMIP] > [PMIP プロファイル（PMIP Profile）] の順に選択します。

ステップ 2

新しいテンプレートを追加する場合は、[PMIP プロファイル（PMIP Profile）] の上にマウスを移動
して、[新規（New）] を選択するか、または [PMIP プロファイル（PMIP Profile）] をクリックします。
既存のテンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。

ステップ 3

[PMIP プロファイル（PMIP Profile）] テキスト ボックスに、プロファイル名を入力します。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックし、次のフィールドを設定します。

ステップ 5

•

[ネットワーク アクセス識別子（Network Access Identifier）] テキスト ボックスに、プロファイ
ルに関連付けられたネットワーク アクセス識別子（NAI）の名前を入力します。

•

[LMA] フィールドに、プロファイルを関連付ける LMA の名前を入力します。

•

[アクセス ポイント ノード（Access Point Node）] テキスト ボックスに、コントローラに接続
されているアクセス ポイント ノードの名前を入力します。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

PMIP グローバル設定の作成

•

LMA 設定の作成

mDNS テンプレートの作成
マルチキャスト DNS（mDNS）サービス検出では、ローカル ネットワーク上のサービスをアナウ
ンスし、検出するための手段を提供します。mDNS は、IP マルチキャストで DNS クエリを実行し
ます。mDNS はゼロ コンフィギュレーション IP ネットワーキングをサポートします。
以下は、mDNS のテンプレートに関する注意事項および制約事項です。
•

mDNS サービスが 1 つ以上のプロファイルにマップされている場合、その mDNS サービス
は削除できません。

•

プロファイル名およびサービス名の長さは最大 31 文字です。
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•

サービス文字列の長さは最大 255 文字です。

•

デフォルト プロファイル（default-mdns-profile）は削除できません。

•

プロファイルがインターフェイス、インターフェイス グループ、または WLAN にマップさ
れている場合、それらのプロファイルは削除できません。

•

mDNS サービスがインターフェイス、インターフェイス グループ、または WLAN にマップ
されている場合、プロファイルからそれらの mDNS サービスを削除できません。新しいサー
ビスを追加できます。

•

mDNS テンプレートを作成して適用すると、コントローラの現在の設定が上書きされます。

•

FlexConnect ローカル スイッチングがオンの場合、WLAN の mDNS スヌーピングを有効にで
きません。

•

[AP 管理（AP Management）] が有効の場合、インターフェイスに mDNS プロファイルをア
タッチできません。

コントローラが mDNS サービスを認識し、すべてのクライアントにこれらのサービスをアドバ
タイズできるようにするために mDNS テンプレートを作成できます。
[サービス（Services）] と [プロファイル（Profiles）] の 2 個のタブがあります。

ステップ 1

•

[サービス（Services）] タブ：このタブでは、グローバル mDNS パラメータを設定し、Master
Services データベースを更新できます。

•

[プロファイル（Profiles）] タブ：このタブでは、コントローラに設定されている mDNS プロ
ファイルを表示し、新しい mDNS プロファイルを作成できます。新しいプロファイルを作成
した後、インターフェイス グループ、インターフェイス、または WLAN にプロファイルを
マッピングする必要があります。クライアントはプロファイルに関連付けられたサービスの
みのサービス アドバタイズメントを受信します。コントローラはインターフェイス グルー
プに関連付けられたプロファイルに最高の優先順位を与えます。次にインターフェイス プ
ロファイル、WLAN プロファイルが続きます。各クライアントは、優先順位に従ってプロ
ファイルにマッピングされます。デフォルトでは、コントローラに mDNS プロファイル、デ
フォルト mdns プロファイルがあります。このデフォルト プロファイルは削除できません。

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [mDNS] > [mDNS] の順に選択します。

ステップ 2

新しいテンプレートを追加する場合は、[mDNS] の上にマウスを移動して、[新規（New）] を選択
するか、または [mDNS] をクリックします。既存のテンプレートを変更するには、テンプレート
名をクリックします。

ステップ 3

[サービス（Services）] タブで、次のパラメータを設定します。
•

[mDNS グローバル スヌーピング（mDNS Global Snooping）] チェックボックスをオンにして、
mDNS パケットのスヌーピングを有効にします。mDNS スヌーピングを有効にしても、コン
トローラは IPv6 mDNS パケットをサポートしません。

•

[クエリ間隔（10 ～ 120）
（Query Interval（10-120））] フィールドで、ユーザが設定できる mDNS
クエリ間隔（分単位）を指定します。この間隔は、WLC によって、サービス アドバタイズメン
トを自動的に送信しないサービスに対して、そのサービスが開始された後に定期的な mDNS
クエリ メッセージを送信するために使用されます。デフォルト値は 15 分です。

•

[マスター サービス（Master Services）]：[行の追加（Add Row）] をクリックし、次のフィールド
を設定します。新しいサービスを追加するには、サービス名を入力または選択し、そのサービ
ス文字列を入力して、サービス ステータスを選択します。
– [マスター サービス名
（Master Service Name）] ドロップダウン リストから、照会可能なサ

ポートされているサービスを選択します。次のサービスを使用できます。
– AirTunes
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– AirPrint
– AppleTV
– HP Photosmart Printer1
– HP Photosmart Printer2
– Apple File Sharing Protocol
（AFP）
– スキャナ
– プリンタ
– FTP
– iTunes Music Sharing
– iTunes Home Sharing
– iTunes Wireless Device Syncing
– Apple Remote Desktop
– Apple CD/DVD Sharing
– Time Capsule Backup

ステップ 4

•

[サービス文字列（Service String）] テキスト ボックスで、mDNS サービスに関連付けられる一
意の文字列を指定します。たとえば、_airplay._tcp.local. は、AppleTV に関連付けられたサー
ビス文字列です。

•

[クエリ ステータス（Query Status）] ドロップダウン リストから、[有効（Enabled）] または [無
効（Disabled）] を選択し、サービスの mDNS クエリを指定します。定期的な mDNS クエリ
メッセージは、クエリのステータスが有効な場合のみ、WLC によって、サービスに対して設
定されたクエリ間隔で送信されます。それ以外の場合、サービスは、クエリのステータスが無
効になっているその他のサービス（たとえば AppleTV）に自動的にアドバタイズする場合が
あります。

[プロファイル（Profiles）] タブで、次のパラメータを設定します。
•

[プロファイル（Profiles）]：[プロファイルの追加（Add Profile）] をクリックし、次のフィールド
を設定します。
– [プロファイル名
（Profile Name）] テキスト ボックスに、mDNS プロファイルの名前を入

力します。最大 16 個のプロファイルを作成できます。
– mDNS プロファイルにマップするサービスを選択します
（チェックボックスを使用）。
– [OK] をクリックします。
ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

AVC プロファイル テンプレートの作成
Application Visibility and Control（AVC）は、Network Based Application Recognition（NBAR）ディー
プ パケット インスペクション テクノロジーを使用して、使用するプロトコルに基づいてアプリ
ケーションを分類します。AVC を使用して、コントローラはレイヤ 4 ～レイヤ 7 の 1400 を超え
るプロトコルを検出できます。AVC により、リアルタイム分析を実施し、ネットワークの輻輳、コ
ストの掛かるネットワーク リンクの使用、およびインフラストラクチャの更新を削減するため
のポリシーを作成することができるようになります。
AVC は次のコントローラでのみサポートされます。
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•

Cisco 2500 および 5500 シリーズ コントローラ

•

WiSM 2 コントローラ

•

Cisco FLEX 7500 および Cisco 8500 シリーズ コントローラ

AVC プロファイル テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [Application Visibility And Control] > [AVC プロファイル（AVC Profiles）] の順に選
択します。

ステップ 2

新しいテンプレートを追加する場合は、[AVC プロファイル（AVC Profiles）] の上にマウスを移動
して、[新規（New）] を選択するか、または [AVC プロファイル（AVC Profiles）] をクリックします。
既存のテンプレートを変更するには、テンプレート名をクリックします。

ステップ 3

[AVC プロファイル名（AVC Profile Name）] テキストボックスに、AVC プロファイル名を入力し
ます。

（注）

ステップ 4

1 つの WLAN には AVC プロファイルを 1 つのみ設定できます。また各 AVC プロファイル
に最大 32 のルールを設定できます。各ルールでは、アプリケーションのマーキング アク
ションまたはドロップ アクションを示します。これにより、WLAN ごとに最大 32 のアプ
リケーション アクションを設定できます。コントローラ 1 台に最大 16 の AVC プロファイ
ルを設定し、AVC プロファイル 1 つを複数の WLAN に関連付けることができます。

[AVC ルールリスト（AVC Rule List）] で、[行の追加（Add Row）] をクリックして AVC ルールを作
成します。
•

[アプリケーション名（Application Name）] フィールドに、アプリケーションの名前を入力し
ます。

•

[アプリケーション グループ名（Application Group Name）] フィールドに、アプリケーション
が属するアプリケーション グループの名前を入力します。

•

[アクション（Action）] ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
– [ドロップ
（Drop）]：選択されたアプリケーションに対応するアップストリームおよびダ

ウンストリーム パケットをドロップします。
– [マーク
（Mark）]：[DiffServ コード ポイント（DSCP）
（Differentiated Services Code Point

(DSCP)）] ドロップダウン リストで指定する DSCP 値と選択されたアプリケーションに
対応するアップストリームおよびダウンストリーム パケットをマークします。DSCP 値
を使用して、QoS レベルに基づいて差別化サービスを提供できます。
– [レート制限
（Rate Limit）]：アクションとして [レート制限（Rate Limit）] を選択すると、ク

ライアント 1 台あたりの平均レート制限とバースト データ レート制限を指定できます。
レート制限アプリケーションの数は 3 に制限されています。
デフォルト アクションは、すべてのアプリケーションを許可します。
•

アクションとして [マーキング（Mark）] を選択した場合は、[DSCP] ドロップダウン リストか
ら QoS レベルを選択します。DSCP は、インターネットでの QoS を定義するために使用され
るパケット ヘッダー コードです。DSCP 値は次の QoS レベルにマッピングされます。
– [プラチナ
（音声）
（Platinum (Voice)）]：Voice over Wireless の高い QoS を保証します。
– [ゴールド
（ビデオ）
（Gold (Video)）]：高品質のビデオ アプリケーションをサポートします。
– [シルバー
（ベスト エフォート）
（Silver (Best Effort)）]：クライアントの通常の帯域幅をサ

ポートします。
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– [ブロンズ
（バックグラウンド）
（Bronze (Background)）]：ゲスト サービス用の最小の帯域

幅を提供します。
– [カスタム
（Custom）]：DSCP 値を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。

ステップ 5

•

[DSCP 値（DSCP Value）] フィールドに、[カスタム（Custom）] が [DSCP] ドロップダウン リス
トで選択されている場合のみ入力できる値を入力します。

•

アクションとして [レート制限（Rate Limit）] を選択した場合、[平均（Avg）] に値を指定できま
す。[レート制限（Kbps 単位）
（Rate Limit（in Kbps））] は、そのアプリケーションの平均帯域幅
の制限です。

•

アクションとして [レート制限（Rate Limit）] を選択した場合は、そのアプリケーションの最大
制限である [バーストレート制限（Kbps 単位）
（Burst Rate Limit（in Kbps））] を指定できます。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの追加

•

コントローラ テンプレートの削除

•

コントローラ テンプレートの適用

NetFlow テンプレートの作成
NetFlow は、ネットワーク ユーザとアプリケーション、ピーク時の使用時間、およびトラフィッ
ク ルーティングに関する貴重な情報を提供するプロトコルです。このプロトコルは、トラフィッ
クをモニタするためにネットワーク デバイスから IP トラフィック情報を収集します。NetFlow
アーキテクチャは、次のコンポーネントで構成されています。
•

コレクタ：さまざまなネットワーク要素から IP トラフィック情報をすべて収集するエン
ティティ。

•

エクスポータ：IP トラフィック情報を使用してテンプレートをエクスポートするネット
ワーク エンティティ。コントローラは、エクスポータとして機能します。

関連項目
•

NetFlow モニタ テンプレートの作成

•

NetFlow エクスポータ テンプレートの作成

NetFlow モニタ テンプレートの作成
NetFlow モニタ テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [Netflow] > [モニタ（Monitor）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックして作成します。

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。
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関連項目
•

NetFlow テンプレートの作成

NetFlow エクスポータ テンプレートの作成
コントローラあたり 1 つの NetFlow エクスポータのみ設定できます。NetFlow エクスポータ テン
プレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [Netflow] > [モニタ（Monitor）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックして作成します。

ステップ 3

必須フィールドに値を入力し、[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をク
リックします。

関連項目
•

NetFlow テンプレートの作成

AP 設定テンプレートの作成
このメニューは、アクセス ポイント テンプレート概要の詳細へのアクセスを提供します。セレ
クタ グループ ボックスを使用して、個々のテンプレートの詳細にアクセスし設定します。
•

新しい Lightweight アクセス ポイント テンプレートの設定

•

Autonomous アクセス ポイント テンプレートの作成

新しい Lightweight アクセス ポイント テンプレートの設定
新しい Lightweight アクセス ポイント テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Lightweight アクセス ポイント
（Lightweight Access Points）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [テンプレートの追加（Add
Template）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

テキスト ボックスにテンプレート名を入力します。

ステップ 4

テキスト ボックスにテンプレートの説明を入力します。

ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。
[Lightweight AP テンプレートの詳細（Lightweight AP Template Detail）] ページには次のタブがあ
ります。
•

[AP パラメータ（AP Parameters）]

•

[メッシュ（Mesh）]

•

[802.11a/n/ac]

•

[802.11a SubBand]
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•

[802.11b/g/n]

•

[CDP]

•

[FlexConnect]

テンプレートの展開のためのアクセス ポイントの選択
テンプレートは [AP の選択（AP Selection）] タブまたは [スケジュール（Schedule）] タブを使用し
て展開できます。
アクセス ポイント テンプレートを展開するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Lightweight アクセス ポイント
（Lightweight Access Points）] の順に選択します。

ステップ 2

[Lightweight アクセス ポイント（Lightweight Access Points）] ページで、該当するテンプレート名
のリンクをクリックします。

ステップ 3

[AP の選択（AP Selection）] タブをクリックし、該当するチェックボックスを選択して、1 つ以上
のアクセス ポイントを選択します。特定のアクセス ポイントを検索するには、フィルタ機能を
使用できます。

ステップ 4

[展開（Deploy）] をクリックして、関連するアクセス ポイントにテンプレートを保存および展開
します。

ステップ 5

[適用（Apply）] をクリックして、検索から選択したアクセス ポイントに [AP/無線（AP/Radio）] パ
ラメータを保存および適用します。

関連項目
•

新しい Lightweight アクセス ポイント テンプレートの設定

テンプレート展開のスケジューリング
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Lightweight アクセス ポイント
（Lightweight Access Points）] の順に選択します。

ステップ 2

[Lightweight アクセス ポイント（Lightweight Access Points）] ページで、該当するテンプレート名
のリンクをクリックします。

ステップ 3

[スケジュール（Schedule）] タブをクリックします。
現在のテンプレートを保存、現在のテンプレートをすぐに適用、または適切な時間にプロビジョ
ニングを開始するように現在のテンプレートをスケジュールできます。
•

[開始時間（Start Time）]：スケジュールした時間にテンプレートの展開を設定し、開始できます。
– [現在
（Now）]：テンプレートを直ちに展開します。
– [日付
（Date）]：テキスト ボックスに日付を入力するか、カレンダーのアイコンを使用して

開始日を選択します。
•

[繰り返し（Recurrence）]：[なし（None）]、[毎時（hourly）]、[毎日（daily）] または [毎週（weekly）]
から選択して、スケジュールの発生頻度を指定します。
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関連項目
•

新しい Lightweight アクセス ポイント テンプレートの設定

テンプレート展開のステータスの表示
AP に最大 6000 のテンプレートを導入できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Lightweight アクセス ポイント
（Lightweight Access Points）] の順に選択します。

ステップ 2

[Lightweight アクセス ポイント（Lightweight Access Points）] ページで、該当するテンプレート名
のリンクをクリックします。

ステップ 3

[展開ステータス（Deploy Status）] タブをクリックすると、最近適用されたすべてのレポートが、
適用ステータスと適用が開始された日時とともに表示されます。展開ステータス情報を表示す
るには、アクセス ポイントの数で使用可能なリンク（[AP に展開されるテンプレート（Template
Deployed to APs）] フィールドの横にある）をクリックします。
•

グラフには、[成功（Success）] または [一部成功（Partial Success）] のステータスが示されます。
ステータス情報を表示するには、グラフをクリックします。

•

[展開のステータス（Deploy Status）] セクションには、次の情報が表示されます。
– [AP 名
（AP Name）]
– [ステータス
（Status）]：Success（成功）、Partial Success（一部成功）、Failure（失敗）、Not

Initiated（未開始）を示します。失敗した、または一部成功したプロビジョニングでは、[詳
細（Details）] をクリックして失敗の詳細（失敗したプロビジョニングおよび失敗した理
由など）を表示できます。
– [イーサネット MAC
（Ethernet MAC）]：該当するアクセス ポイントのイーサネット MAC

アドレスを示します。
– [コントローラ IP
（Controller IP）]：該当するアクセス ポイントのコントローラ IP アドレ

スを示します。
– [AP IP]
– [コントローラ名
（Controller Name）]
– [AP モデル
（AP Model）]
– [キャンパス
（Campus）]
– [建物
（Building）]
– [フロア
（Floor）]
– [屋外エリア
（Outdoor Area）]
– [FlexConnect グループ
（FlexConnect Group）]

関連項目
•

新しい Lightweight アクセス ポイント テンプレートの設定
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Lightweight アクセス ポイント テンプレートの編集
既存の Lightweight アクセス ポイント テンプレートを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [Lightweight アクセス ポイント（Lightweight Access Points）] の順に選択
します。

ステップ 2

[テンプレート名（Template Name）] 列で該当するテンプレートをクリックします。

ステップ 3

現在の Lightweight アクセス ポイント テンプレートまたはスケジュールに必要な変更を行います。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

新しい Lightweight アクセス ポイント テンプレートの設定

Autonomous アクセス ポイント テンプレートの作成
[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Autonomous アクセス ポイント テンプ
レート（Autonomous Access Point templates）] ページでは、Autonomous アクセス ポイントの CLI
テンプレートを設定できます。
•

新しい Autonomous アクセス ポイント テンプレートの設定（20-149 ページ）

•

ワイヤレス設定テンプレートの作成（20-24 ページ）

•

現在の Autonomous AP 移行テンプレートの編集（20-153 ページ）

新しい Autonomous アクセス ポイント テンプレートの設定
新しい Autonomous アクセス ポイント テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Autonomous アクセス ポイント
（Autonomous Access Points）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[テンプレートの追加（Add
Template）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

テンプレート名を入力します。

ステップ 5

該当する CLI コマンドを入力します。
show コマンドは [CLI コマンド（CLI commands）] テキスト ボックスに含めないでください。show
コマンドはサポートされていません。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

Autonomous アクセス ポイント テンプレートの作成
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AP 設定テンプレートの Autonomous アクセス ポイントへの適用
AP 設定テンプレートを Autonomous アクセス ポイントに適用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Autonomous アクセス ポイント
（Autonomous Access Points）] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート名リンクをクリックして、テンプレートを選択して、Autonomous アクセス ポイン
トに適用します。[新しい Autonomous AP 設定テンプレート（New Autonomous AP Configuration
template）] ページが表示されます。

ステップ 3

[テンプレート名（Template Name）] を入力します。

ステップ 4

該当する CLI コマンドを入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 6

[Autonomous アクセス ポイントに適用（Apply to Autonomous Access Points）] をクリックします。
[Autonomous アクセス ポイントに適用（Apply to Autonomous Access Points）] ページが表示され
ます。

ステップ 7

目的の Autonomous アクセス ポイントを選択します。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
[テンプレートをコントローラに適用するときにエラーを無視（Ignore errors on Apply template to
Controllers）] チェックボックスをオンにすると、エラーを無視して、テンプレートのすべてのコ
マンドを Autonomous AP に適用できます。このチェックボックスがオフの場合、テンプレートの
コマンドを Autonomous AP に適用する際にエラーが発生すると、残りのコマンドは適用されま
せん。

関連項目
•

Autonomous アクセス ポイント テンプレートの作成

テンプレート結果の表示
Autonomous AP 設定テンプレートをアクセス ポイントに適用する際の結果を表示するには、次
の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Autonomous AP] の順に選択します。

ステップ 2

テンプレート名リンクをクリックして、テンプレートを選択して、Autonomous アクセス ポイン
トに適用します。[Autonomous AP 設定テンプレート（Autonomous AP Configuration template）]
ページが表示されます。

ステップ 3

[テンプレート名（Template Name）] を入力します。

ステップ 4

該当する CLI コマンドを入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 6

[Autonomous アクセス ポイントに適用（Apply to Autonomous Access Points）] をクリックします。
[Autonomous アクセス ポイントに適用（Apply to Autonomous Access Points）] ページが表示され
ます。

ステップ 7

目的の Autonomous アクセス ポイントを選択します。

ステップ 8

[OK] をクリックします。[テンプレート結果（Template Results）] ページが表示されます。次のパラ
メータが表示されます。
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•

[IP アドレス（IP Address）]：アクセス ポイントの IP アドレス。

•

[AP の名前（AP Name）]：アクセス ポイントの名前。

•

[適用ステータス（Apply Status）]：成功（Success）、一部成功（Partial Success）、失敗（Failure）、未
開始（Not Initiated）を示します。

•

[動作ステータス（Operation Status）]：動作ステータス、[成功（Success）] または [失敗（Failure）]
を表示します。

•

[理由（Reason）]：失敗した理由を示します。

•

[セッションの出力（Session Output）]

関連項目
•

Autonomous アクセス ポイント テンプレートの作成

スイッチ位置設定テンプレートの設定
スイッチ位置設定テンプレートを使用して、スイッチの位置テンプレートを設定できます。
スイッチの位置テンプレートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [スイッチ位置（Switch Location）] の順に選
択します。
[スイッチ位置設定テンプレート（Switch Location Configuration template）] ページが表示されます。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウンリストから、[テンプレートの追加（Add
Template）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

[新規テンプレート（New Template）] ページの必須フィールドに値を入力します。

関連項目
•

スイッチ位置設定テンプレート

Autonomous AP 移行テンプレートの作成
すでに管理されている Autonomous アクセス ポイントを LWAPP へ移行する場合には、その位置
とアンテナの情報も移行されます。情報を再入力する必要はありません。Prime Infrastructure で
は、移行後に Autonomous アクセス ポイントは自動的に削除されます。
[移行分析（Migration Analysis）] オプションは、デフォルトでは、検出中に実行されません。検出中
に移行分析を実行する場合、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [CLI セッション（CLI
Session）] の順に選択して、このオプションを有効にします。
Prime Infrastructure は、CAPWAP アクセス ポイントへの Autonomous アクセス ポイントの移行も
サポートしています。
このページにアクセスするには、[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] >
[Autonomous AP 移行（Autonomous AP Migration）] の順に選択します。
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関連項目
•

Autonomous アクセス ポイントの Lightweight アクセス ポイントへの移行

•

Cisco IOS アクセス ポイントの現在のステータスの表示

Autonomous アクセス ポイントの Lightweight アクセス ポイントへ
の移行
Autonomous ソリューションから Unified アーキテクチャへ移行するには、Autonomous アクセス
ポイントを Lightweight アクセス ポイントへ変換する必要があります。[構成（Configuration）] >
[Autonomous AP 移行（Autonomous AP Migration）] の順に選択します。
[Autonomous AP 移行テンプレート（Autonomous AP Migration Templates）] リスト ページには、次
の情報が表示されます。
•

[名前（Name）]：テンプレート名。

•

[説明（Description）]：テンプレートの説明。

•

[AP の数（AP Count）]：移行に選択された Autonomous アクセス ポイントの数。

•

[実行スケジュール（Schedule Run）]：タスクの実行スケジュール時刻。

•

[ステータス（Status）]：次のいずれかのタスク ステータスを示します。
– [未開始
（Not initiated）]：テンプレートの移行が未開始ですが、スケジュールされた時刻に

開始します。
– [無効
（Disabled）]：テンプレートが無効で、スケジュールされた時刻に実行しません。こ

れは、Autonomous アクセス ポイントを選択せずに作成された場合のテンプレートのデ
フォルト状態です。
– [期限切れ
（Expired）]：テンプレートは、スケジュールされた時刻に実行しませんでした

（Prime Infrastructure サーバがダウンしていた可能性があります）。
– [有効
（Enabled）]：テンプレートの移行が未開始ですが、スケジュールされた時刻に開始

します。
– [進行中
（In progress）]：テンプレートは、現在、選択した Autonomous アクセス ポイントを

CAPWAP に変換しています。
– [成功
（Success）]：テンプレートは、Autonomous アクセス ポイントの CAPWAP への移行

を正常に完了しました。
– [失敗
（Failure）]：テンプレートは、選択された Autonomous アクセス ポイントから

CAPWAP へのすべての移行に失敗しました。[移行ステータスの表示（View Migration
Status）] ページを使用して、失敗の詳細ステータスを確認できます。
– [一部成功
（Partial Success）]：テンプレートは、選択された Autonomous アクセス ポイント

から CAPWAP へのサブセットの移行に失敗しました。[移行ステータスの表示（View
Migration Status）] ページを使用して、失敗の詳細ステータスを確認できます。
アクセス ポイントを Lightweight に変換すると、アクセス ポイントの前のステータスまたは設定
は保持されません。
[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、次の機能を実行できます。
•

[テンプレートの追加（Add Template）]：移行に関する必要な情報を提供できます。

•

[テンプレートの削除（Delete Templates）]：現在のテンプレートを削除できます。

•

[移行レポートの表示（View Migration Report）]：AP アドレス、移行ステータス（進行中または
失敗）、タイムスタンプ、詳細なログへのリンクなどの情報を表示できます。
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•

[現在のステータスの表示（View Current Status）]：現在の移行の進捗状況を表示できます（3 秒
ごとに更新）。

•

[移行分析概要の表示（View Migration Analysis Summary）]：アクセス ポイント変換に応じて、
成功または失敗を一覧で示します。変換できるのは、すべての基準が成功であるアクセス ポ
イントのみです。

関連項目
•

[Autonomous AP 移行テンプレート（Autonomous AP Migration Templates）] > [テンプレートの
追加（Add Template）]

•

現在の Autonomous AP 移行テンプレートの編集

現在の Autonomous AP 移行テンプレートの編集
現在の移行テンプレートを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Autonomous AP 移行（Autonomous AP
Migration）] の順に選択します。

ステップ 2

[名前（Name）] 列で移行テンプレートをクリックします。

ステップ 3

必要なパラメータを編集します。
•

一般
– [名前
（Name）]：移行テンプレートのユーザ定義名を示します。
– [説明
（Description）]：移行テンプレートを識別できるような簡単な説明を入力します。

•

アップグレード オプション
– [DHCP のサポート
（DHCP Support）]：クリックして、Dynamic Host Configuration Protocol

サポートを有効にします。変換後にすべてのアクセス ポイントが DHCP サーバから IP
を取得したことを確認します。
– [AP ホスト名の保持
（Retain AP HostName）]：クリックすると、このアクセス ポイントに

対して同じホスト名を保持できます。
AP から CAPWAP に初めて移行する場合のみ、ホスト名が CAPWAP で維持されます。AP
のアップグレードを複数回行っている場合、ホスト名が維持されない場合があります。
Autonomous アクセス ポイントのホスト名が 32 文字を超えると、CAPWAP アクセス ポ
イントのホスト名は default に設定されます。
アクセス ポイントを 12.3(11)JA、12.3(11)JA1、12.3(11)JA2、12.3(11)JA3 Autonomous イ
メージから LWAPP にアップグレードする場合、変換されるアクセス ポイントは、スタ
ティック IP アドレス、ネットマスク、ホスト名およびデフォルト ゲートウェイを維持し
ない場合があります。
– [WANLink で移行
（Migrate over WANLink）]：このオプションを有効にする場合、env_vars

ファイルにリモート TFTP サーバ位置が保存されます。この情報は、AP にコピーされま
す。このオプションが選択されていない場合、Prime Infrastructure の内部 TFTP サーバを
使用して、env_vars ファイルが AP にコピーされます。
– [DNS アドレス
（DNS address）]：DNS アドレスを入力します。
– [ドメイン名
（Domain Name）]：ドメイン名を入力します。
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•

コントローラの詳細
アクセス ポイントの認可情報（SSC）をこのコントローラ上で設定でき、変換されたアクセス
ポイントが接続できることを確認してください。
– [コントローラ IP
（Controller IP）]
– [AP マネージャ IP
（AP Manager IP）]
– [ユーザ名
（User Name）]
– [パスワード
（Password）]

•

TFTP 詳細
– [TFTP サーバ IP
（TFTP Server IP）]
– [ファイル パス
（File Path）]
– [ファイル名
（File Name）]

•

スケジュールの詳細
– [テンプレートの適用
（Apply Template）]
– [通知
（Notification）
（任意）
]

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

Autonomous AP 移行テンプレートの作成

移行分析概要の表示
移行分析概要を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Autonomous AP 移行（Autonomous AP
Migration）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [移行分析概要の表示（View
Migration Analysis Summary）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。[移行分析の概要
（Migration Analysis Summary）] ページが表示されます。
Autonomous アクセス ポイントは、すべての基準が成功ステータスの場合のみ移行できます。赤
の X マークは移行できないことを示し、緑のチェックマークは移行できることを示します。これ
らの列は次のものを表しています。
•

[権限 15 基準（Privilege 15 Criteria）]：Autonomous アクセス ポイントの検出の一部として指定
された Telnet クレデンシャルは、権限 15 であることが必要です。

•

[ソフトウェア バージョンの基準（Software Version Criteria）]：変換は、12.3(11)JA、
12.3(11)JA1、12.3(11)JA2 および 12.3(11)JA3 を除く Cisco IOS リリース 12.3(7)JA だけでサ
ポートされます。

•

[ロール基準（Role Criteria）]：アソシエーション要求を送信するには、アクセス ポイントとコ
ントローラの間の有線接続が必要です。そのため、次の Autonomous アクセス ポイント ロー
ルが必要です。
– [ルート
（root）]
– [ルート アクセス ポイント
（root access point）]
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– [ルート フォールバック リピータ
（root fallback repeater）]
– [ルート フォールバック シャットダウン
（root fallback shutdown）]
– [ルート アクセス ポイントのみ
（root access point only）]
•

[無線基準（Radio Criteria）]：デュアル無線アクセス ポイントの場合、1 つの無線の種類のみが
サポートされている場合でも変換を実行できます。

関連項目
•

Autonomous AP 移行テンプレートの作成

移行テンプレートの追加と変更
移行テンプレートを追加する場合は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Autonomous AP 移行（Autonomous AP
Migration）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [テンプレートの追加（Add
Template）] を選択します。

ステップ 3

既存テンプレートを変更するには、概要リストのテンプレート名をクリックします。

ステップ 4

必要な移行パラメータを追加または変更します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
テンプレートを Prime Infrastructure に追加すると、次の追加ボタンが表示されます。
•

[AP の選択（Select APs）]：このオプションを選択すると、変換のためのアクセス ポイントを
選択する Prime Infrastructure の Autonomous アクセス ポイントの一覧が表示されます。変換
できるのは、移行基準が成功であるアクセス ポイントのみです。

•

[ファイルの選択（Select File）]：変換用のアクセス ポイントの CSV 情報が表示されます。

関連項目
•

Autonomous AP Migration Templates

移行テンプレートのコピー
移行テンプレートをコピーするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Autonomous AP 移行（Autonomous AP
Migration）] の順に選択します。

ステップ 2

コピーするテンプレートのチェックボックスをオンにして、[コマンドの選択（Select a command）]
ドロップダウン リストから [テンプレートのコピー（Copy Template）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

現在のテンプレートのコピー先となる新しいテンプレートの名前を入力します。
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関連項目
•

Autonomous AP Migration Templates

移行テンプレートの削除
移行テンプレートを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Autonomous AP 移行（Autonomous AP
Migration）] の順に選択します。

ステップ 2

削除するテンプレートのチェックボックスをオンにして、[コマンドの選択（Select a command）]
ドロップダウン リストから [テンプレートの削除（Delete Templates）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[OK] をクリックして削除操作を確定するか、または [キャンセル（Cancel）] をクリックしてテン
プレートを削除せずにこのページを閉じます。

関連項目
•

Autonomous AP Migration Templates

Cisco IOS アクセス ポイントの現在のステータスの表示
Cisco IOS アクセス ポイントの現在のステータスを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [Autonomous AP 移行（Autonomous AP
Migration）] の順に選択します。

ステップ 2

[Autonomous AP 移行テンプレート（Autonomous AP Migration Templates）] ページの [コマンドの
選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [現在のステータスの表示（View Current
Status）] を選択して、Cisco IOS アクセス ポイント移行のステータスを表示します。
次の情報が表示されます。
•

[IP アドレス（IP Address）]：アクセス ポイントの IP アドレス。

•

[ステータス（Status）]：移行の現在のステータス。

•

[進捗状況（Progress）]：移行の進捗状況の概要。

関連項目
•

Autonomous AP Migration Templates

対象外のアクセス ポイントの無効化
変換できないことを示すラベルが付いている Autonomous アクセス ポイントは無効にすること
ができます。
関連項目
•

Autonomous AP Migration Templates
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テンプレートの展開
設定テンプレートを作成して、[展開（Deploy）] をクリックすると、表 20-3 に示すようにさまざま
な展開オプションを指定できます。
表 20-3

テンプレート展開オプション

オプション

説明

デバイスの選択

テンプレートを適用するデバイスのリストを表示します。

値の割り当て

コンフィギュレーション テンプレートで事前に定義された変数以外の変数を指定できます。名
前をクリックすると、事前に定義された変数が表示されます。いずれかの値を変更するには、変
更する変数をクリックし、新しい値を入力して、[適用（Apply）] をクリックします。
選択したすべてのデバイスで変数を更新することもできます。選択したすべてのデバイスで同
時に変更を適用するには、[選択したすべてのデバイス（All Selected Devices）] をクリックして
変数を更新します。他のデバイスに適用される必要がないリスト内の特定のデバイスの変数を
更新する場合は、デバイスを選択し、その変数を更新します。変数が更新されたデバイスを除
き、他のすべてのデバイスは、以前に定義された変数を引き続き使用します。
（注）

スケジュール

変更は、展開する特定の設定のみに適用されます。今後のすべての展開に対して設定テ
ンプレートを変更するには、[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能
およびテクノロジー（Features & Technologies）] の順に選択して、テンプレートを変更し
ます。

わかりやすい展開ジョブ名を付けてから、ただちにジョブを実行するか、後で実行するかを指
定できます。
また、時間単位、日次、週次、月次、または年次単位で定期的にジョブを実行するようにスケ
ジュールできます。

ジョブ オプション 次のジョブ オプションを使用できます。
•

[障害ポリシー（Failure Policy）]：
– [失敗を無視して続行
（Ignore failure and continue）]：これはデフォルトのオプションで

す。デバイスは、テンプレートの展開にランダムに選択されます。ジョブを実行できな
いデバイスがあった場合、そのデバイスをスキップし、引き続き残りのデバイスでジョ
ブを実行します。ジョブ結果には、選択したすべてのデバイスの成功/失敗情報が表示
されます。
– [失敗で停止
（Stop on failure）]：ジョブがデバイスでの実行に失敗した場合、そのジョブは

停止します。ジョブ結果は、ジョブが正常に実行されたデバイスと、テンプレートの展開
が行われなかった他のデバイスについてのみ更新されます。
「未試行（Not Attempted）」
メッセージが表示されます。展開のために選択されたデバイスの順序は、[値の割り当て
（Value assignment）] ペインのデバイスの順序と同じです。

要約

•

[実行コンフィギュレーションをスタートアップにコピー（Copy Running Config to Startup）]：
テンプレートの展開ジョブが成功すると、デバイスの実行コンフィギュレーションがス
タートアップ コンフィギュレーションにコピーされます。

•

[展開後にコンフィギュレーションをアーカイブ（Archive Config after deploy）]：新しい設定
アーカイブ ジョブを作成し、テンプレートを正常に展開した後で、デバイスのコンフィ
ギュレーションをアーカイブします。

ユーザが選択した展開オプションを要約します。
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ワイヤレス デバイスの設定
ここでは、Prime Infrastructure でのワイヤレス デバイスの設定方法について説明します。内容は
次のとおりです。
•

コントローラの設定

•

コントローラ WLAN の設定

•

AP での FlexConnect の設定

•

コントローラ セキュリティ パラメータの設定

•

サードパーティのコントローラおよびアクセス ポイントの設定

•

スイッチの設定

•

有線クライアントの検出のためのスイッチでのトラップと Syslog の有効化

•

ユニファイド アクセス ポイントの設定

•

コントローラの冗長性の設定

•

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定

•

Prime Infrastructure を使用した MSE ハイ アベイラビリティの管理

コントローラの設定
続く各項では、Prime Infrastructure を使用したコントローラの設定方法について説明します。
•

すべてのコントローラの表示

•

ワイヤレス コントローラのサマリ情報

•

コントローラ固有のコマンド

•

コントローラの監査

•

コントローラ クレデンシャルの更新

•

コントローラ クレデンシャルの一括更新

•

コントローラのリブート

•

コントローラへのソフトウェアのダウンロード

•

コントローラからの IPaddr アップロード設定およびログの設定

•

コントローラへの IDS シグネチャのダウンロード

•

コントローラへのカスタマイズ Web 認証バンドルのダウンロード
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•

コントローラへのベンダー デバイス証明書のダウンロード

•

コントローラへのベンダー CA 証明書のダウンロード

•

フラッシュへのコントローラ設定の保存

•

コントローラからの設定の更新

•

コントローラ テンプレートの管理

•

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え

•

コントローラ プロパティの変更

•

コントローラ システム パラメータの設定

•

コントローラからの設定およびログのアップロード

•

コントローラへの設定のダウンロード

すべてのコントローラの表示
Prime Infrastructure データベースのすべてのコントローラの概要を表示できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
の順に選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ
（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] の順に選択します。

ステップ 2

ページ上部のコマンド ボタンを使用するには、1 つ以上のコントローラの横にあるチェック
ボックスをオンにします。

ステップ 3

コントローラに関する特定の情報を表示するには、デバイス名をクリックします。

関連項目
•

ワイヤレス コントローラのサマリ情報

•

コントローラ固有のコマンド

ワイヤレス コントローラのサマリ情報
[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択してから、1 つ以上のコントローラのチェックボックスをオンにすると、サマリ情報が表示
されます。
表 21-1

ワイヤレス コントローラのサマリ情報

フィールド

説明

デバイス名（Device コントローラの名前。デバイスの詳細の表示、コントローラの設定、テンプレートの適用、設定
Name）
アーカイブの表示およびスケジュール設定、コントローラ ソフトウェア イメージの表示およ
び更新を行うには、デバイス名をクリックします。
到達可能性
（Reachability）

デバイス ステータスのバックグラウンド タスクの最後の実行情報に基づいて、到達可能性ス
テータスが更新されます。
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表 21-1

ワイヤレス コントローラのサマリ情報（続き）

フィールド

説明

IP アドレス/DNS
コントローラ管理インターフェイスのローカル ネットワーク IP アドレス。IP アドレスの下の
（IP Address/DNS） アイコンをクリックすると、コントローラの Web ユーザ インターフェイスが新しいブラウザ
ウィンドウで表示されます。
デバイスタイプ
（Device Type）

AP ディスカバリ
ステータス（AP
Discovery Status）

デバイス タイプは、シリーズ別にグループ化されています。次に例を示します。
•

[WLC2100]：21xx シリーズ ワイヤレス LAN コントローラ

•

[2500]：25xx シリーズ ワイヤレス LAN コントローラ

•

[4400]：44xx シリーズ ワイヤレス LAN コントローラ

•

[5500]：55xx シリーズ ワイヤレス LAN コントローラ

•

[7500]：75xx シリーズ ワイヤレス LAN コントローラ

•

[WiSM]：WiSM（スロット番号、ポート番号）

•

[WiSM2]：WiSM2（スロット番号、ポート番号）

AP ディスカバリが完了したかどうかを示します。

ソフトウェア バー 現在コントローラで実行されているコードのオペレーティング システムの
ジョン（Software
release.version.dot.maintenance 番号。
Version）
モビリティ グルー モビリティ グループまたは WPS グループの名前。
プ名
関連項目
•

コントローラ固有のコマンド

コントローラ固有のコマンド
[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択してから、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューで [デバイス タイプ
（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択し、1 つ以上のデバイス
のチェックボックスをオンにすると、ページ上部に次のボタンが表示されます。
•

[削除（Delete）]：コントローラを削除できます。

•

[編集（Edit）]：一般パラメータ、SNMP パラメータ、Telnet/SSH パラメータ、HTTP パラメータ、
および IPSec パラメータを編集できます。

•

[同期（Sync）]：

•

[グループとサイト（Groups & Sites）]：場所グループおよびサイトでコントローラを追加また
は削除できます。

•

[リブート（Reboot）]：設定変更を保存した後にコントローラを再起動するように設定できま
す。選択できるリブート オプションは次のとおりです。
– [フラッシュへの設定の保存
（Save Config to Flash）]：データはコントローラの不揮発性

RAM（NVRAM）に保存され、電源の再投入時にも保持されます。コントローラをリブー
トした場合、設定が保存されていないと、適用した変更はすべて失われます。
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– [Reboot APs
（AP のリブート）]
– [AP イメージのスワップ
（Swap AP Image）]
•

[ダウンロード（Download）]：次のオプションを選択して、コントローラにソフトウェアをダウ
ンロードできます。
– [ソフトウェアのダウンロード
（Download Software）]：[TFTP]、[FTP]、[SFTP] のいずれか

を選択して、選択したコントローラ、または設定グループの構築後に選択したグループ
のすべてのコントローラにソフトウェアをダウンロードします。
– [IDS シグニチャのダウンロード
（Download IDS Signatures）]
– [カスタマイズされた Web 認証のダウンロード
（Download Customized Web Auth）]
– [ベンダーのデバイス証明書のダウンロード
（Download Vendor Device Certificate）]
– [ベンダーの CA 証明書のダウンロード
（Download Vendor CA Certificate）]
– [コントローラの一括更新
（Bulk Update Controllers）]
•

[設定（Configure）]
– [フラッシュへの設定の保存
（Save Config to Flash）]
– [コントローラからのテンプレートの検出
（Discover Templates from Controller）]
– [コントローラに適用されているテンプレート
（Templates Applied to Controller）]
– [今すぐ監査する
（Audit Now）]
– [資格情報の更新
（Update Credentials）]

関連項目
•

すべてのコントローラの表示

•

ワイヤレス コントローラのサマリ情報

•

コントローラの監査

•

コントローラ クレデンシャルの一括更新

•

コントローラのリブート

•

コントローラへのソフトウェアのダウンロード

コントローラの監査
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[設定（Configure）] > [今すぐ監査する（Audit Now）] をクリックします。

ステップ 4

ポップアップ ダイアログ ボックスで [OK] をクリックすると、データベース内の設定オブジェ
クトからテンプレートの関連付けが削除され、関連付けられている設定グループからもこのコ
ントローラのテンプレートの関連付けが削除されます（これはテンプレート ベースの監査のみ
です）。
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関連項目
•

コントローラ監査レポート

•

コントローラに適用されているテンプレートの表示

コントローラ監査レポート
コントローラで監査を実行すると、監査レポートに次の情報が表示されます。
•

デバイス名

•

監査の時刻

•

監査ステータス

•

適用テンプレートと設定グループ テンプレートの矛盾の情報には、次の内容が含まれます。
– テンプレートの種類
（テンプレート名）
– テンプレート適用方法
– 監査ステータス
（不一致、同一など）
– テンプレートの属性
– Prime Infrastructure の値
– コントローラの値

•

その他の Prime Infrastructure の矛盾の情報には、次の内容が含まれます。
– 設定の種類
（名前）
– 監査ステータス
（不一致、同一など）
– 属性
– Prime Infrastructure の値
– コントローラの値
– バックグラウンド監査が有効な設定グループの合計施行数。
バックグラウンド監査が有

効な設定グループに関する監査で矛盾が検出され、施行が有効である場合、このセク
ションにコントローラの監査中に行われた施行のリストが表示されます。全体の施行数
が 0 より大きい場合、この数値はリンクとして表示されます。このリンクをクリックす
ると、Prime Infrastructure から行われた施行のリストが表示されます。
•

[バックグラウンド監査が有効な設定グループの失敗施行数（Failed Enforcements for
Configuration Groups with background audit enabled）]：失敗した施行数が 0 より大きい場合、こ
の数値はリンクとして表示されます。このリンクをクリックすると、デバイスによって返さ
れた失敗の詳細（失敗の理由など）のリストが表示されます。

•

[コントローラへの Prime Infrastructure 値の復元（Restore Prime Infrastructure Values to
Controller）] または [コントローラからの設定の更新（Refresh Configuration from Controller）]：
監査の結果として設定の相違が見つかった場合は、[コントローラへの Prime Infrastructure 値
の復元（Restore Prime Infrastructure Values to Controller）] または [コントローラからの設定の
更新（Refresh Config from Controller）] をクリックして、Prime Infrastructure 設定をコントロー
ラと同期することができます。
– 矛盾をデバイスにプッシュする場合は、
[コントローラへの Prime Infrastructure 値の復元

（Restore Prime Infrastructure Values to Controller）] を選択します。
関連項目
•

コントローラの監査
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コントローラ クレデンシャルの更新
SNMP および Telnet クレデンシャルの更新は、各コントローラで実行する必要があります。複数
のコントローラの SNMP/Telnet クレデンシャルの詳細を同時に更新することはできません。
コントローラの設定を変更するには、SNMP 書き込みアクセス パラメータが必要です。読み取り
専用アクセス パラメータでは、設定を表示することはできますが、変更することはできません。
SNMP/Telnet クレデンシャルを更新するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[設定（Configure）] > [資格情報の更新（Update Credentials）] をクリックします。

ステップ 4

必須フィールドに入力して、[OK] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ クレデンシャルの一括更新

コントローラ クレデンシャルの一括更新
CSV ファイルをインポートすることで、複数のコントローラのクレデンシャルを更新できます。
コントローラの情報を一括更新するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[接続（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[ワイヤレス コントローラ（Wireless Controllers）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[ダウンロード（Download）] > [コントローラの一括更新（Bulk Update Controllers）] をクリックし
ます。

ステップ 4

[CSV ファイルの選択（Select CSV File）] テキスト ボックスに CSV ファイル名を入力するか、ま
たは [参照（Browse）] をクリックして目的のファイルを特定します。

ステップ 5

[更新と同期（Update and Sync）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ クレデンシャルの更新

•

コントローラのリブート

•

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え

•

コントローラ プロパティの変更
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コントローラのリブート
再起動する前に、現在のコントローラの設定を保存する必要があります。コントローラを再起動
するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択して、[再起動（Reboot）] > [コン
トローラの再起動（Reboot Controllers）] をクリックします。

ステップ 2

必要に応じた [コントローラの再起動（Reboot Controllers）] オプションを選択します。

ステップ 3

•

[フラッシュへの設定の保存（Save Config to Flash）]：データはコントローラの不揮発性 RAM
（NVRAM）に保存され、電源の再投入時にも保持されます。コントローラを再起動した場合、
設定が保存されていないと、適用した変更はすべて失われます。

•

[AP の再起動（Reboot APs）]：他の更新を行った後のアクセス ポイントの再起動を有効にす
るには、このチェックボックスをオンにします。

•

[AP イメージの切り替え（Swap AP Image）]：AP イメージをスワップした際に、コントローラ
および AP を再起動するかどうかを示します。[はい（Yes）] または [いいえ（No）] のいずれか
になります。

[OK] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ クレデンシャルの更新

•

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え

•

コントローラ プロパティの変更

コントローラへのソフトウェアのダウンロード
コントローラにソフトウェアをダウンロードするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controllers）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[ダウンロード（Download）] をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
•

[ソフトウェアのダウンロード（TFTP）
（Download Software TFTP）]

•

[ソフトウェアのダウンロード（FTP）
（Download Software FTP）]

•

[ソフトウェアのダウンロード（SFTP）
（Download Software SFTP）]

ステップ 4

必要なフィールドに入力します。

ステップ 5

ダウンロード タイプを選択します。事前ダウンロード オプションは、選択したすべてのコント
ローラがリリース 7.0.x.x 以降を使用している場合のみ表示されます。
•

[今すぐ（Now）]：ソフトウェアのダウンロードをただちに開始します。このオプションを選
択した場合は、ステップ 7 に進みます。

•

[スケジュール（Scheduled）]：スケジュール設定するダウンロード オプションを指定します。
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– [コントローラへのダウンロードのスケジュール
（Schedule download to controller）]：ソフ

トウェアをコントローラにダウンロードするようにスケジュール設定するには、この
チェックボックスをオンにします。
– [AP へのソフトウェアの事前ダウンロード
（Pre-download software to APs）]：ソフトウェア

を AP に事前ダウンロードするようにスケジュール設定するには、このチェックボックス
をオンにします。AP にイメージがダウンロードされ、コントローラの再起動時に、AP も
再起動されます。AP ごとの [イメージの事前ダウンロード（Image Predownload）] ステータ
スを確認するには、[管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッ
シュボード（Job Dashboard）] > [システム ジョブ（System Jobs）] > [ワイヤレス ポーラー
（Wireless Poller）] > [AP イメージの事前ダウンロード ステータス（AP Image Pre-Download
Status）] でタスクを有効にして、[レポート起動パッド（Report Launch Pad）] から [AP イ
メージ事前ダウンロード（AP Image Predownload）] レポートを実行します。
– [FlexConnect AP アップグレード
（FlexConnect AP Upgrade）]：ローカル ネットワークのモ

デルごとに 1 つのアクセス ポイントでイメージをダウンロードできるようにするには、
このオプションを選択します。残りのアクセス ポイントは、ローカル ネットワークを介
してプリイメージ ダウンロード機能を使用して、マスター アクセス ポイントからイ
メージをダウンロードします。これにより、WAN の遅延時間が短縮されます。
ステップ 6

[スケジュール（Schedule）] オプションを選択します。
すべての AP がソフトウェアの事前ダウンロードを完了できるように、ダウンロードと再起動の
間に十分な時間（少なくとも 30 分）をスケジュール設定します。スケジュール設定された再起動
時刻に、いずれかの AP で事前ダウンロードが進行中の場合、コントローラは再起動しません。す
べての AP の事前ダウンロードが終了するまで待ってから、コントローラを手動で再起動する必
要があります。

ステップ 7

ユーザ名、パスワード、およびポートを含めて、FTP クレデンシャルを入力します。
特殊文字の @、#、^、*、~、_、-、+、=、{、}、[、]、:、.、および / をパスワードに使用できます。$、'、\、%、&、
(、)、;、"、<、>、,、?、および | のような特殊文字は FTP パスワードに使用できません。特殊文字「!」
（感嘆符）は、パスワード ポリシーが無効の場合に使用できます。

ステップ 8

ファイルの格納場所として [ローカル マシン（Local machine）] または [FTP サーバ（FTP Server）]
を選択します。[FTP サーバ（FTP Server）] を選択すると、インストール中に指定した FTP ディレ
クトリにソフトウェア ファイルがアップロードされます。

ステップ 9

[ダウンロード（Download）] をクリックします。
転送がタイムアウトした場合は、[ファイルの場所（File is Located On）] フィールドで [FTP サーバ
（FTP server）] オプションを選択すると、サーバ ファイル名が読み込まれて Prime Infrastructure に
よって転送操作が再試行されます。

コントローラからの IPaddr アップロード設定およびログの設定
指定した TFP または TFTP サーバに、コントローラ システム設定をファイルとしてアップロー
ドできます。Prime Infrastructure では、ファイルのアップロードおよびダウンロードに、ファイル
FTP および TFTP の両方がサポートされています。コントローラからファイルをアップロードす
るには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。
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ステップ 3
ステップ 4
ステップ 5

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [コマンド（Commands）] の順に選択し
ます。
[FTP] または [TFTP] オプション ボタンを選択し、[コントローラからファイルをアップロード
（Upload File from Controller）] を選択して [実行（Go）] をクリックします。
必要なフィールドに入力します。
Prime Infrastructure は統合 TFTP および FTP サーバを使用します。これは、サードパーティ製の
TFTP および FTP サーバを Prime Infrastructure と同じワークステーション上で実行できないこと
を意味します。Prime Infrastructure とサードパーティ製サーバが、同一の通信ポートを使用する
ためです。

ステップ 6

[OK] をクリックします。選択したファイルが、[ファイル名（File Name）] テキスト ボックスに入
力した名前で、TFTP または FTP サーバにアップロードされます。

コントローラへの IDS シグネチャのダウンロード
Prime Infrastructure では、コントローラに侵入検知システム（IDS）シグネチャ ファイルをダウン
ロードできます。ローカル マシンから IDS シグネチャ ファイルをダウンロードするように指定
すると、Prime Infrastructure は次の 2 段階動作を開始します。
1.

管理者ワークステーションから Prime Infrastructure の組み込みの TFTP サーバにローカル
ファイルがコピーされます。

2.

コントローラがそのファイルを取得します。

IDS シグネチャ ファイルが、すでに Prime Infrastructure サーバの TFTP ディレクトリにある場
合、ダウンロードした Web ページで自動的にそのファイル名が読み込まれます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[ダウンロード（Download）] > [IDS シグニチャのダウンロード（Download IDS Signatures）] をク
リックします。

ステップ 4

必要なフィールドに入力します。

ステップ 5

[ダウンロード（Download）] をクリックします。
転送がタイムアウトした場合は、[ファイルの格納場所（File is located on）] フィールドで [FTP
サーバ（FTP Server）] オプションを選択すると、サーバ ファイル名が読み込まれて Prime
Infrastructure によって再試行されます。

関連項目
•

すべてのコントローラの表示

•

コントローラのリブート

•

コントローラへのソフトウェアのダウンロード

•

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え

•

コントローラ プロパティの変更
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コントローラへのカスタマイズ Web 認証バンドルのダウンロード
Web 認証ログイン ページの表示に使用するページおよびイメージ ファイルを圧縮して、Web 認
証バンドルと呼ばれるファイルをコントローラにダウンロードできます。
コントローラでは、サイズが 1 MB 以下の .tar または .zip ファイルを受け入れます。1 MB の制限
には、バンドル内の非圧縮ファイルの合計サイズが含まれます。
カスタマイズ Web 認証バンドルをコントローラにダウンロードするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[ダウンロード（Download）] > [カスタマイズされた WebAuth のダウンロード（Download
Customized WebAuth）] をクリックします。

ステップ 4

サンプルの login.tar バンドル ファイルをダウンロードするには、表示されたプレビュー イメー
ジをクリックして login.html ファイルを編集し、.tar または .zip ファイルとして保存します。この
ファイルには、Web 認証の表示に必要なページおよびイメージ ファイルが含まれています。

ステップ 5

.tar または .zip ファイルをコントローラにダウンロードします。

ステップ 6

ファイルが置かれている場所を選択します。
ローカル マシンを選択した場合は、.zip または .tar のファイル タイプでアップロードできます。
Prime Infrastructure は .zip ファイルを .tar ファイルに変換します。TFTP サーバのダウンロードを
選択した場合は、.tar ファイル以外は指定できません。

ステップ 7

必須フィールドに入力して [ダウンロード（Download）] をクリックします。
転送がタイムアウトした場合は、[ファイルの格納場所（File is located on）] フィールドで [FTP
サーバ（FTP Server）] オプションを選択すると、サーバ ファイル名が読み込まれて Prime
Infrastructure によって再試行されます。
Prime Infrastructure によってダウンロードが完了すると、新しいページが表示され、認証が可能
になります。

関連項目
•

すべてのコントローラの表示

•

コントローラへのソフトウェアのダウンロード

•

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え

•

コントローラ プロパティの変更

コントローラへのベンダー デバイス証明書のダウンロード
各ワイヤレス デバイス（コントローラ、アクセス ポイント、およびクライアント）には独自のデ
バイスの証明書があります。ご自身のベンダー固有のデバイス証明書を使用する場合は、その証
明書をコントローラにダウンロードする必要があります。
ベンダー デバイス証明書をコントローラにダウンロードするには、次の手順を実行します。
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ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[ダウンロード（Download）] > [ベンダー デバイス証明書のダウンロード（Download Vendor Device
Certificate）] をクリックします。

ステップ 4

必須フィールドに入力して [ダウンロード（Download）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラへのベンダー CA 証明書のダウンロード

•

コントローラへのソフトウェアのダウンロード

•

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え

•

コントローラ プロパティの変更

コントローラへのベンダー CA 証明書のダウンロード
コントローラとアクセス ポイントには、デバイス証明書の署名と確認に使用される認証局（CA）
証明書があります。コントローラには、シスコによりインストールされた CA 証明書が付属して
います。この証明書は、ローカル EAP 認証時にワイヤレス クライアントを認証するために、
（PAC
を使用していない場合）EAP-TLS と EAP-FAST により使用される場合があります。ただし、ご自
身のベンダー固有の CA 証明書を使用する場合は、その証明書をコントローラにダウンロードす
る必要があります。
ベンダー CA 証明書をコントローラにダウンロードするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[ダウンロード（Download）] > [ベンダー デバイス証明書のダウンロード（Download Vendor Device
Certificate）] をクリックします。

ステップ 4

必須フィールドに入力して [ダウンロード（Download）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラへのベンダー デバイス証明書のダウンロード

•

すべてのコントローラの表示

•

コントローラのリブート

•

コントローラへのソフトウェアのダウンロード

•

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え

•

コントローラ プロパティの変更
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フラッシュへのコントローラ設定の保存
設定をフラッシュ メモリに保存するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[設定（Configure）] > [フラッシュへの設定の保存（Save Config to Flash）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラからの設定の更新

•

コントローラのリブート

•

コントローラへのソフトウェアのダウンロード

•

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え

•

コントローラ プロパティの変更

コントローラからの設定の更新
コントローラから設定を同期するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[同期（Sync）] をクリックします。

ステップ 4

[はい（Yes）] をクリックして次に進みます。

関連項目
•

フラッシュへのコントローラ設定の保存

•

コントローラのリブート

•

コントローラへのソフトウェアのダウンロード

•

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え

•

コントローラ プロパティの変更
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コントローラ テンプレートの管理
テンプレートを関連付ける Prime Infrastructure 設定を指定できます。
検出されたテンプレートは、管理またはローカル ユーザ パスワードを取得しません。
テンプレート検出には次のルールが適用されます。
•

テンプレート検出では、Prime Infrastructure で見つからないテンプレートが検出されます。

•

既存のテンプレートは検出されません。

•

テンプレート検出では、コントローラの動的インターフェイスの設定を取得しません。コン
トローラで動的インターフェイスの設定を適用するには、新しいテンプレートを作成する必
要があります。

関連項目
•

コントローラ テンプレートの検出

•

コントローラのリブート

•

コントローラへのソフトウェアのダウンロード

•

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え

•

コントローラ プロパティの変更

コントローラ テンプレートの検出
現在のテンプレートを検出するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[設定（Configure）] > [コントローラからのテンプレートの検出（Discover Templates from
Controller）] をクリックします。
[テンプレートの検出（Discover Templates）] ページには、検出されたテンプレートの数、各テンプ
レートのタイプ、および各テンプレートの名前が表示されます。

ステップ 4

[検出されたテンプレートと上記のデバイスとの関連付けを作成する（Enabling this option will
create association between discovered templates and the device listed above）] チェックボックスをオ
ンにすると、検出されたテンプレートがデバイスの設定に関連付けられ、当該のコントローラに
適用されていることが表示されます。
テンプレートの検出を実行した場合、実際に検出が実行される前に、コントローラから設定が更
新されます。

ステップ 5

検出を続行するには、警告ダイアログボックスで [OK] をクリックします。
TACACS+ サーバ テンプレートの場合、サーバ IP アドレスおよびポート番号が同じで、サーバ タ
イプが異なるコントローラの設定は、単一のテンプレートに集約されます。このとき、対応する
サーバ タイプが検出されたテンプレートに設定されます。TACACS+ サーバ テンプレートの場
合、検出されたテンプレートの管理ステータスには、最初に見つかったサーバ IP アドレスおよび
ポート番号が同じコントローラの設定の管理ステータスが反映されます。
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関連項目
•

コントローラ テンプレートの管理

コントローラに適用されているテンプレートの表示
特定のコントローラに現在適用されているすべてのテンプレートを表示できます。Prime
Infrastructure では、パーティション内に適用されているテンプレートのみが表示されます。
適用されているテンプレートを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[設定（Configure）] > [コントローラに適用されているテンプレート（Templates Applied to a
Controller）] をクリックします。
このページに、適用されている各テンプレート名、テンプレート タイプ、テンプレートの最終保
存日、およびテンプレートの最終適用日が表示されます。

ステップ 4

テンプレート名のリンクをクリックして、テンプレートの詳細を表示します。詳細については、
コントローラ テンプレートの管理を参照してください。

関連項目
•

コントローラの監査

•

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え

古いコントローラ モデルと新しいモデルの置き換え
IP アドレスを変更せずに古いコントローラ モデルを新しいモデルに置き換える場合は、次の手
順を実行します。
1.

Prime Infrastructure から古いコントローラを削除して、デバイスが削除されたことを示す確
認メッセージを待ちます。

2.

同じ IP アドレスの設定でコントローラを新しいモデルに置き換えます。

3.

IP アドレスを Prime Infrastructure に再度追加します。

関連項目
•

コントローラ プロパティの変更
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コントローラ プロパティの変更
デバイス名、場所、SNMP パラメータ、Telnet/SSH パラメータなどのコントローラ プロパティを
変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

ワイヤレス コントローラを選択して [編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

必要に応じてフィールドを変更し、次のいずれかのボタンをクリックします。
•

[更新（Update）]

•

[更新と同期（Update & Sync）]

•

[クレデンシャルの確認（Verify Credentials）]

•

[キャンセル（Cancel）
（以前またはデフォルトの設定に戻す場合）
]

関連項目
•

コントローラ システム パラメータの設定

コントローラ システム パラメータの設定
ここでは、コントローラ システム パラメータの設定方法について説明します。内容は次のとお
りです。
•

コントローラの一般システム プロパティの変更

•

関連項目

•

コントローラの日時の設定

コントローラの一般システム プロパティの変更
現在のコントローラの一般システム パラメータを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [汎用 - システム（General - System）] の
順に選択します。一般システム パラメータが表示されます。

ステップ 4

必要な変更を行い、[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

[ワイヤレス コントローラ（Wireless Controllers）] > [システム（System）] > [汎用 - システム
（General - System）] フィールドの説明
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AP フェールオーバー優先度の有効化
コントローラに障害が発生すると、アクセス ポイントに設定されたバックアップ コントローラ
は、非常に多くの検出と接続要求を急に受信することになります。コントローラが過負荷になっ
た場合、一部のアクセス ポイントが拒否される場合があります。
フェールオーバーの優先順位をアクセス ポイントに割り当てることによって、拒否されるアク
セス ポイントを制御できます。バックアップ コントローラが過負荷になった場合、優先度が高
く設定されているアクセス ポイントの接続リクエストの方が、優先度の低いアクセス ポイント
よりも優先されます。
アクセス ポイントのフェールオーバー優先度設定を設定するには、まず AP Failover Priority 機能
を有効にする必要があります。
AP Failover Priority 機能を有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[汎用 - システム（General - System）] を選択します。

ステップ 4

[AP フェールオーバー優先度（AP Failover Priority）] ドロップダウン リストから、[有効（Enabled）]
を選択します。

AP フェールオーバー優先度の設定
アクセス ポイント フェールオーバーの優先度を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、AP 名を選択します。

ステップ 2

[AP フェールオーバー優先度（AP Failover Priority）] ドロップダウン リストから、適切な優先度（[低
（Low）]、[中
（Medium）
]、[高（High）]、[重要（Critical）]）を選択します。デフォルトの優先度は [低
（Low）] です。

802.3 ブリッジの設定
コントローラは、一般的にレジやレジ サーバで使用されるような 802.3 フレームおよびそれら
を使用するアプリケーションをサポートしています。ただし、これらのアプリケーションをコン
トローラとともに使用するには、802.3 のフレームがコントローラ上でブリッジされている必要
があります。
未加工の 802.3 フレームのサポートにより、コントローラは、IP 上で実行していないアプリケー
ション用の IP 以外のフレームをブリッジできるようになります。この未加工の 802.3 フレーム
の形式のみが、現在サポートされています。
Prime Infrastructure を使用して 802.3 ブリッジを設定するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

[システム（System）] > [汎用 - システム（General - System）] の順に選択して、[一般（General）] ペー
ジにアクセスします。

ステップ 4

802.3 ブリッジをコントローラ上で有効にする場合は、[802.3 ブリッジ（802.3 Bridging）] ドロッ
プダウン リストから [有効（Enable）] を選択し、無効にする場合は [無効（Disable）] を選択します。
デフォルト値は [無効（Disable）] です。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして変更を確定します。

802.3x フロー制御
フロー制御は、モデムなどの送信エンティティにより、データを持つ受信エンティティが過負荷
にならないようにする手法です。受信側デバイスのバッファに空きがない場合、メッセージが送
信側デバイスに送信され、バッファ内のデータが処理されるまで伝送は一時停止されます。
デフォルトでは、フロー制御は無効に設定されています。ポーズ フレームを受信するように
Cisco スイッチを設定できますが、送信はできません。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

[システム（System）] > [一般 - システム（General - System）] の順に選択して、[一般（General）] ペー
ジにアクセスします。

ステップ 4

[802.3x フロー制御（802.3x Flow Control）] フィールドで [有効（Enable）] をクリックします。

Lightweight アクセス ポイント プロトコル転送モードの設定
Lightweight Access Point Protocol 転送モードは、コントローラとアクセス ポイント間の通信レイ
ヤを示します。Cisco IOS ベースの Lightweight アクセス ポイントは、レイヤ 2 Lightweight アクセ
ス ポイント モードはサポートしていません。これらのアクセス ポイントは、レイヤ 3 でしか実
行できません。
Prime Infrastructure ユーザ インターフェイスを使用して Cisco Unified Wireless Network ソリューショ
ンをレイヤ 3 からレイヤ 2 Lightweight アクセス ポイント転送モードに変換するには、
次の手順を実
行します。
この手順を実行すると、
コントローラが再起動して、
関連付けられていたアクセス ポイ
ントがコントローラと再度関連付けられるまで、
アクセス ポイントはオフラインになります。
ステップ 1

コントローラとアクセス ポイントはすべて同じサブネット上に配置するようにします。
変換を実行する前に、コントローラおよび関連付けられるアクセス ポイントをレイヤ 2 モード
で動作するように設定する必要があります。

ステップ 2

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。
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ステップ 3

デバイス名をクリックし、[設定（Configuration）] タブをクリックしてから、[システム（System）] >
[一般 - システム（General - System）] を選択して [一般（General）] ページにアクセスします。
a.

Lightweight アクセス ポイント転送モードを [レイヤ 2（Layer2）] に変更し、[保存（Save）] をク
リックします。

b.

Prime Infrastructure で次のメッセージが表示された場合、[OK] をクリックします。
Please reboot the system for the CAPWAP Mode change to take effect.

ステップ 4

コントローラを選択し、[再起動（Reboot）] > [コントローラの再起動（Reboot Controllers）] をク
リックします。

ステップ 5

[フラッシュへの設定の保存（Save Config to Flash）] オプションを選択します。

ステップ 6

コントローラが再起動したら、次の手順に従って CAPWAP 転送モードがレイヤ 2 になっている
ことを確認します。
a.

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless
Controller）] を選択します。

b.

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

c.

[システム（System）] > [一般 - システム（General - System）] ページで、現在の CAPWAP 転送
モードが [レイヤ 2（Layer2）] であることを確認します。

これで、レイヤ 3 からレイヤ 2 への CAPWAP 転送モードの変換が完了しました。オペレーティン
グ システムのソフトウェアによって、同じサブネット上のコントローラとアクセス ポイント間
のすべての通信が制御されます。

アグレッシブ ロード バランシング
ルーティングでは、ロード バランシングとは、宛先アドレスからの距離が同じすべてのネット
ワーク ポートを介してトラフィックを分配するルータの機能のことです。優れたロードバラン
シング アルゴリズムでは、回線速度と信頼性の両方の情報を使用します。ロード バランシング
を行うと、ネットワーク セグメントの使用率が増加するため、実質的にネットワーク帯域幅が増
加します。
アグレッシブ ロード バランシングは、モバイル クライアントと関連付けられたアクセス ポイン
トの間で負荷をアクティブに分散させます。

リンク アグリゲーション
リンク集約によって、物理ポートをすべてグループ化してリンク集約グループ（LAG）を作成し、
コントローラ上のポートを構成するために必要な IP アドレスの数を削減できます。4402 モデル
では、LAG を形成するために 2 つのポートが組み合わされます。4404 モデルでは、4 つのポート
すべてが LAG を形成するため組み合わされます。
コントローラ上では、複数の LAG を作成できません。
LAG がコントローラ上で有効な場合、次の設定が変更されます。
•

インターフェイス データベース内での設定の矛盾を避けるため、作成した動的インター
フェイスが削除されます。

•

インターフェイスは [動的 AP マネージャ（Dynamic AP Manager）] フラグを設定した状態で
は作成できません。
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LAG の作成には、次のようなメリットがあります。
•

リンクの 1 つがダウンした場合に、常にトラフィックが LAG 内の他のリンクに移動します。
物理ポートの 1 つが動作している限り、システムは機能し続けます。

•

各インターフェイスに対して個別にバックアップ ポートを設定する必要がありません。

•

アプリケーションは論理ポートを 1 つしか認識しないため、複数の AP-manager インター
フェイスは必要ありません。

LAG 設定に変更を加えると、
変更を有効にするためにコントローラを再起動する必要があります。

ワイヤレス管理
IPsec 動作により、ワイヤレスによる管理は WPA、静的 WEP、または VPN パススルー WLAN で
ログインしているオペレータのみが実行できます。ワイヤレス管理は、IPsec WLAN を経由してロ
グインしようとしているクライアントでは実行できません。

モビリティ アンカー グループのキープ アライブ インターバル
クライアントが別のアクセス ポイントへの接続を試みるまでの遅延時間を指定できます。この
機能を使用することで、エラーがすばやく特定され、クライアントが問題のあるコントローラか
ら移動し、別のコントローラに接続されるので、コントローラのエラー後にクライアントが別の
アクセス ポイントに接続するためにかかる時間が短縮されます。
関連項目
•

コントローラの出荷時の初期状態への復元

•

コントローラの日時の設定

•

コントローラへの設定のダウンロード

コントローラの出荷時の初期状態への復元
コントローラの設定を工場出荷時の初期状態にリセットできます。この操作により、すべての適
用および保存されている設定パラメータが上書きされます。コントローラの再初期化を確認す
るプロンプトが表示されます。
すべての設定データ ファイルが削除され、再起動時にコントローラが元の未設定状態に復元さ
れます。これにより、すべての IP 設定が削除されるため、シリアル接続で基本設定を復元する必
要があります。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

このページにアクセスするには、左側のサイドバーのメニューから [システム（System）] > [コマ
ンド（Commands）] の順に選択し、[管理コマンド（Administrative Commands）] ドロップダウン リ
ストから [工場出荷時にリセット（Reset to Factory Default）] を選択して、[実行（Go）] をクリック
します。

ステップ 4

設定の削除を確定した後に、コントローラを再起動し、[保存せずに再起動（Reboot Without
Saving）] オプションを選択する必要があります。
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関連項目
•

コントローラのリブート

•

コントローラの日時の設定

•

コントローラへの設定のダウンロード

コントローラの日時の設定
手動でコントローラの現在の時刻および日付を設定できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

ステップ 4

左側のサイドバーのメニューから [システム（System）] > [コマンド（Commands）] の順に選択
し、[設定コマンド（Configuration Commands）] ドロップダウン リストから [システム時刻の設定
（Set System Time）] を選択して、[実行（Go）] をクリックします。
必須パラメータを変更します。
•

[現在時刻（Current Time）]：システムで現在使用されている時刻を表示します。

•

[月/日/年（Month/Day/Year）]：ドロップダウンリストから、月、日、年を選択します。

•

[時/分/秒（Hour/Minutes/Seconds）]：ドロップダウンリストから、時、分、秒を選択します。

•

[デルタ（時間）
（Delta (hours)）]：GMT（グリニッジ標準時）からのオフセットをプラスまたは
マイナスの時間単位で入力します。

•

[デルタ（分）
（Delta (minutes)）]：GMT（グリニッジ標準時）からのオフセットをプラスまたは
マイナスの分単位で入力します。

•

[夏時間（Daylight Savings）]：夏時間を有効にする場合は、選択します。

コントローラからの設定およびログのアップロード
コントローラからローカル TFTP（Trivial File Transfer Protocol）サーバにファイルをアップロー
ドできます。[管理システム設定（Administration System Settings）] > [サーバ設定（Server Settings）]
ページで、TFTP を有効にして [デフォルト サーバ（Default Server）] オプションを使用する必要が
あります。
Prime Infrastructure は統合 TFTP サーバを使用します。これは、サードパーティ製の TFTP サー
バは Prime Infrastructure と同じワークステーション上では実行できないことを意味します。
Cisco Prime Infrastructure とサードパーティ製の TFTP サーバが、同一の通信ポートを使用する
ためです。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [コマンド（Commands）] の順に選択し
ます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

21-20

OL-32122-01-J

第 21 章

ワイヤレス デバイスの設定
コントローラの設定

ステップ 4

[アップロード/ダウンロード コマンド（Upload/Download Commands）] ドロップダウン リストか
ら、[Controller からファイルをアップロード（Upload File from Controller）] を選択して [実行（Go）]
をクリックします。
デフォルトでは、コンフィギュレーション ファイルの暗号化は無効になっています。コンフィ
ギュレーション ファイルは暗号化なしでアップロードされるため、安全ではありません。

ステップ 5

ファイルをアップロードする前に暗号化を有効にするには、[コントローラからのファイルの
アップロード（Upload File from Controller）] ページの下部にあるリンクをクリックします。

ステップ 6

必須フィールドに入力して [OK] をクリックします。選択したファイルが指定した名前の TFTP
サーバにアップロードされます。

関連項目
•

コントローラへの設定のダウンロード

•

コントローラの出荷時の初期状態への復元

•

コントローラの日時の設定

•

コントローラへの設定のダウンロード

コントローラへの設定のダウンロード
ローカル TFTP（Trivial File Transfer Protocol）サーバからコントローラにコンフィギュレーショ
ン ファイルをダウンロードできます。
Prime Infrastructure は統合 TFTP サーバを使用します。これは、サードパーティ製の TFTP サー
バは Prime Infrastructure と同じワークステーション上では実行できないことを意味します。
Cisco Prime Infrastructure とサードパーティ製の TFTP サーバが、同一の通信ポートを使用する
ためです。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [コマンド（Commands）] の順に選択し
ます。

ステップ 4

[アップロード/ダウンロード コマンド（Upload/Download Commands）] ドロップダウン リストか
ら、[設定のダウンロード（Download Config）] を選択して、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

必須フィールドに入力して [OK] をクリックします。

関連項目
•

コントローラからの設定およびログのアップロード

•

コントローラの出荷時の初期状態への復元

•

コントローラの日時の設定
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コントローラ システム インターフェイスの設定
コントローラ システム インターフェイスを設定するには、[設定（Configuration）] > [ネットワー
ク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択し、[デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。
関連項目
•

コントローラへのインターフェイスの追加

•

コントローラ インターフェイスの詳細の表示または変更

•

動的インターフェイスの削除

•

NAC 統合

•

有線ゲスト アクセス

コントローラへのインターフェイスの追加
インターフェイスを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [インターフェイス（Interfaces）] の順に
選択します。

ステップ 4
ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[インターフェイスの追加
（Add Interface）] > [実行（Go）] を選択します。
必要なフィールドに入力したら、[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ インターフェイスの詳細の表示または変更

•

動的インターフェイスの削除

コントローラ インターフェイスの詳細の表示または変更
既存のインターフェイスを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [インターフェイス（Interfaces）] の順に
選択します。次のパラメータが表示されます。
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•

[チェックボックス（Check box）]：削除する動的インターフェイスを選択するチェックボック
ス。[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [動的インターフェイス
の削除（Delete Dynamic Interfaces）] を選択します。

•

[インターフェイス名（Interface Name）]：インターフェイスのユーザ定義名（例：Management、
Service-Port、Virtual）。

•

[VLAN ID（VLAN Id）]：0（タグなし）～ 4096 の VLAN 識別子、または [N/A]。

•

[検疫（Quarantine）]：インターフェイスに検疫 VLAN ID が設定されている場合は、この
チェックボックスをオンにします。

•

[IP アドレス（IP Address）]：インターフェイスの IP アドレス。

•

[インターフェイス タイプ（Interface Type）]：[静的（Static）
（管理、
]
AP-Manager、サービス
ポート、および仮想インターフェイス）または [動的（Dynamic）
（オペレータ定義インター
]
フェイス）。

•

[AP 管理ステータス（AP Management Status）]：AP 管理インターフェイスのステータス。パラ
メータには [有効（Enabled）]、[無効（Disabled）]、および [N/A] があります。管理ポートのみが
リダンダンシー マネジメント インターフェイスのポートとして設定できます。

関連項目
•

コントローラへのインターフェイスの追加

•

動的インターフェイスの削除

動的インターフェイスの削除
インターフェイス グループに割り当てられている動的インターフェイスは削除できません。動
的インターフェイスを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [インターフェイス（Interfaces）] の順に
選択します。

ステップ 4

削除する動的インターフェイスのチェックボックスをオンにして、[コマンドの選択（Select a
command）] ドロップダウン リストから [動的インターフェイスの削除（Delete Dynamic
Interfaces）] を選択します。

ステップ 5

[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

インターフェイス グループの追加

•

コントローラ インターフェイスの詳細の表示または変更
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コントローラ システム インターフェイス グループの設定
インターフェイス グループは、インターフェイスの論理的なグループです。インターフェイス
グループを使用すると、同じインターフェイス グループを複数の WLAN で設定するユーザ設定
や、AP グループごとに WLAN インターフェイスをオーバーライドすることが容易になります。
インターフェイス グループには検疫済みまたは検疫済みでないインターフェイスを排他的に含
めることができます。1 つのインターフェイスを複数のインターフェイス グループに含めるこ
とができます。
コントローラ システム インターフェイス グループを設定する場合は、次の推奨事項に従ってく
ださい。
•

インターフェイス グループ名とインターフェイス名が異なることを確認します。

•

ゲスト LAN インターフェイスは、インターフェイス グループに含めることはできません。

インターフェイス グループ機能は、シスコ ワイヤレス コントローラ ソフトウェア リリース
7.0.116.0 以降でサポートされます。
関連項目
•

インターフェイス グループの追加

•

インターフェイス グループの削除

•

インターフェイス グループの表示

インターフェイス グループの追加
インターフェイス グループを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [インターフェイス グループ（Interface
Groups）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[インターフェイス グループ
の追加（Add Interface Group）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

必須フィールドに入力し、[追加（Add）] をクリックします。
[インターフェイス（Interface）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

グループに追加するインターフェイスを選択して、[選択（Select）] をクリックします。

ステップ 7

[インターフェイス グループ（Interface Group）] ページからインターフェイスを削除するには、イ
ンターフェイスを選択して [削除（Remove）] をクリックします。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックして、変更を確定します。

関連項目
•

コントローラ システム インターフェイス グループの設定

•

インターフェイス グループの削除
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インターフェイス グループの削除
次のものに対して割り当てられているインターフェイス グループは削除できません。
•

WLAN

•

AP グループ

•

WLAN の外部コントローラ マッピング

•

WLAN テンプレート

•

AP グループ テンプレート

インターフェイス グループを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして、[コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 4

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [インターフェイス グループ（Interface
Groups）] の順に選択します。

ステップ 5

削除するインターフェイス グループのチェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[インターフェイス グループ
の削除（Delete Interface Group）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

コントローラ システム インターフェイス グループの設定

インターフェイス グループの表示
既存のインターフェイス グループを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして [コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [インターフェイス グループ（Interface
Groups）] の順に選択します。次のパラメータが表示されます。
•

[名前（Name）]：インターフェイス グループのユーザ定義名（例：group1、group2）。

•

[説明（Description）]：
（任意）インターフェイス グループの説明。

•

[インターフェイス（Interfaces）]：グループに属しているインターフェイスの数。
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ステップ 4

[インターフェイス グループ名（Interface Group Name）] リンクをクリックします。
[インターフェイス グループの詳細（Interface Groups Details）] ページが表示され、インターフェ
イス グループの詳細と、特定のインターフェイス グループの一部を構成するインターフェイス
の詳細が示されます。

関連項目
•

コントローラ システム インターフェイス グループの設定

NAC 統合
Cisco Network Admission Control（NAC）アプライアンス（Cisco Clean Access（CCA）とも呼ばれま
す）は、ネットワーク管理者がユーザにネットワークへの接続を許可する前に、有線、無線、およ
びリモート ユーザとそのマシンを認証、承認、評価、修復できる、ネットワーク アドミッション
コントロール（NAC）製品です。Cisco NAC アプライアンスは、マシンがセキュリティ ポリシーに
準拠しているかどうかを判別し、脆弱性を修復してから、ネットワークへのアクセスを許可しま
す。NAC アプライアンスは、インバンド モードとアウトオブバンド モードの 2 つのモードで利
用できます。顧客は、必要に応じて特定の種類のアクセスを対象にし、2 つのモードを展開できま
す（例：無線ユーザをサポートする場合はインバンド、有線ユーザをサポートする場合はアウト
オブバンド）。
関連項目
•

SNMP NAC を使用する際のガイドライン

•

NAC アウトオブバンド統合（SNMP NAC）の設定：ワークフロー

SNMP NAC を使用する際のガイドライン
SNMP NAC アウトオブバンド統合を使用する場合は、次のガイドラインに従ってください。
•

NAC アプライアンスは最大 3,500 のユーザをサポートし、コントローラは最大 5,000 のユー
ザをサポートします。したがって、複数の NAC アプライアンスの導入を必要とする場合があ
ります。

•

NAC アプライアンスでは静的な VLAN マッピングがサポートされているため、コントロー
ラ上で設定されているインターフェイスごとに一意の検疫 VLAN を設定する必要がありま
す。たとえば、コントローラ 1 で 110 という検疫 VLAN を設定し、コントローラ 2 で 120 とい
う検疫 VLAN を設定します。ただし、2 つの WLAN またはゲスト LAN が同一の分散システ
ム インターフェイスを使用している場合、ネットワーク内に導入された NAC アプライアン
スが 1 つならば、同じ検疫 VLAN を使用する必要があります。NAC アプライアンスは、検疫
とアクセスの一意の VLAN マッピングをサポートします。

•

セッションの失効に基づくポスチャ再評価の場合、NAC アプライアンスと WLAN の両方に
セッション タイムアウトを設定し、WLAN でのセッションの失効の値が NAC アプライアン
スでの失効の値より大きいことを確認します。

•

オープン WLAN でセッション タイムアウトが設定されると、[検疫（Quarantine）] 状態にある
クライアントのタイムアウトは NAC アプライアンスのタイマーによって判定されます。
Web 認証を使用する WLAN においてセッションがタイムアウトすると、クライアントはコ
ントローラから認証解除されるので、ポスチャ検証を再度実行する必要があります。
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•

NAC アウトオブバンド統合がサポートされるのは、WLAN が FlexConnect の中央スイッチン
グを行うように設定されている場合だけです。FlexConnect のローカル スイッチングを行う
ように設定されている WLAN での使用はサポートされていません。

•

アクセス ポイント グループ VLAN 上で NAC を有効にする場合は、WLAN で NAC をまず有
効にする必要があります。アクセス ポイント グループ VLAN では、NAC を有効または無効
にすることができます。WLAN で NAC を無効にすることに決めた場合は、アクセス ポイン
ト グループ VLAN でも NAC を必ず無効にします。

•

NAC アウトオブバンド統合は、WLAN AAA オーバーライド機能では使用できません。

•

レイヤ 2 およびレイヤ 3 認証はすべて、検疫 VLAN で実行されます。外部 Web 認証を使用す
るには、外部 Web サーバからの HTTP トラフィックおよび外部 Web サーバへの HTTP トラ
フィックを許可するとともに、検疫 VLAN でのリダイレクト URL を許可するように NAC ア
プライアンスを設定する必要があります。

関連項目
•

Cisco NAC アプライアンスの設定

RADIUS NAC を使用する際のガイドライン
RADIUS NAC を使用する場合には、次のガイドラインに従ってください。
•

RADIUS NAC は、802.1x/WPA/WPA2 レイヤ 2 セキュリティを備えた WLAN でのみ使用でき
ます。

•

RADIUS NAC は、FlexConnect ローカル スイッチングが有効の場合は有効にできません。

•

RADIUS NAC を設定する場合は、AAA オーバーライドを有効にしてください。

関連項目
•

NAC 統合

NAC アウトオブバンド統合
（SNMP NAC）
の設定：ワークフロー
SNMP NAC アウトオブバンド統合を設定するには、次のワークフローを実行します。
1.

動的インターフェイスに対して検疫 VLAN を設定します。NAC アプライアンスでは静的な
VLAN マッピングがサポートされているため、コントローラ上で設定されているインター
フェイスごとに一意の検疫 VLAN を設定する必要があります。

2.

WLAN またはゲスト LAN に NAC アウトオブバンド サポートを設定します。アクセス ポイ
ント グループ VLAN で NAC サポートを有効にする場合は、先に WLAN またはゲスト LAN
で NAC を有効にする必要があります。

3.

特定の AP グループに対して NAC アウトオブバンド サポートを設定します。特定のアクセ
ス ポイント グループに NAC アウトオブバンド サポートを設定するためです。

関連項目
•

動的インターフェイスの隔離 VLAN の設定

•

WLAN またはゲスト LAN での NAC アウトオブバンド サポートの設定

•

特定の AP グループの NAC アウトオブバンド サポートの設定
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動的インターフェイスの隔離 VLAN の設定
動的インターフェイスに対して検疫 VLAN を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

[IP アドレス（IP Address）] 列でアウトオブバンド統合の設定を行うコントローラをクリックし
て選択します。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [インターフェイス（Interfaces）] の順に
選択します。

ステップ 4

[インターフェイス名（Interface Name）] をクリックします。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [インターフェイスの追加（Add
Interface）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 6

[インターフェイス名（Interface Name）] テキスト ボックスに、
「quarantine」など、このインター
フェイスの名前を入力します。

ステップ 7

[VLAN ID] テキスト ボックスに、アクセス VLAN ID としてゼロ以外の値（「10」など）を入力し
ます。

ステップ 8

インターフェイスに検疫 VLAN ID が設定されている場合は、[検疫（Quarantine）] チェックボッ
クスをオンにします。

ステップ 9

このインターフェイスの残りのフィールド（[IP アドレス（IP address）]、[ネットマスク（netmask）]、
[デフォルト ゲートウェイ（default gateway）] など）を設定します。
（注）

ワイヤレス コントローラを Prime Infrastructure に追加する際の問題を避けるため、動的
インターフェイスを Prime Infrastructure と同じサブネットに配置しないでください。

ステップ 10

プライマリおよびセカンダリ DHCP サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 11

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

WLAN またはゲスト LAN での NAC アウトオブバンド サポートの設定

•

特定の AP グループの NAC アウトオブバンド サポートの設定

WLAN またはゲスト LAN での NAC アウトオブバンド サポートの設定
WLAN またはゲスト LAN で NAC アウトオブバンド サポートを設定するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[WLANs] > [WLAN] の順に選択します。
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ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [WLAN の追加（Add a WLAN）]
を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

このコントローラに適用する作成済みのテンプレートがある場合には、ドロップダウン リスト
からゲスト LAN テンプレート名を選択します。そうでない場合には、[ここをクリック（click
here）] リンクをクリックして新しいテンプレートを作成します。

ステップ 6

[詳細設定（Advanced）] タブをクリックします。

ステップ 7

この WLAN またはゲスト LAN に SNMP NAC サポートを設定するには、[NAC の状態（NAC
State）] ドロップダウン リストから [SNMP NAC] を選択します。SNMP NAC サポートを無効にす
るには、[NAC の状態（NAC State）] ドロップダウン リストから [なし（None）
（デフォルト値）
]
を選
択します。

ステップ 8

[適用（Apply）] をクリックして、変更を確定します。

関連項目
•

特定の AP グループの NAC アウトオブバンド サポートの設定

•

有線ゲスト アクセス

特定の AP グループの NAC アウトオブバンド サポートの設定
特定の AP グループに NAC アウトオブバンド サポートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして、[コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[WLANs] > [AP グループ VLAN（AP Groups VLAN）] の順に
選択し、[AP グループ（AP Groups）] ページを表示します。

ステップ 4

目的の AP グループの名前をクリックします。

ステップ 5

[インターフェイス名（Interface Name）] ドロップダウン リストから、検疫を有効にしたインター
フェイスを選択します。

ステップ 6

この AP グループに SNMP NAC サポートを設定するには、[NAC の状態（Nac State）] ドロップダ
ウン リストから [SNMP NAC] を選択します。NAC アウトオブバンドのサポートを無効にするに
は、[NAC の状態（NAC State）] ドロップダウン リストから [なし（None）
（デフォルト値）
]
を選択し
ます。

ステップ 7

[適用（Apply）] をクリックして、変更を確定します。

関連項目
•

動的インターフェイスの隔離 VLAN の設定

•

WLAN またはゲスト LAN での NAC アウトオブバンド サポートの設定

•

有線ゲスト アクセス
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クライアントの状態の表示
クライアントの現在の状態（[検疫（Quarantine）] または [アクセス（Access）]）を表示するには、次
の手順を実行します。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] を選択して、[クライアント
（Clients）] を開きます。クライアントの検索を実行します。

ステップ 2

目的のクライアントの MAC アドレスをクリックして、[クライアント（Clients）] > [詳細（Detail）]
ページを開きます。[セキュリティ情報（Security Information）] セクションの下に NAC の状態が [ア
クセス（Access）]、[無効（Invalid）]、または [検疫（Quarantine）] と表示されます。

関連項目
•

NAC アウトオブバンド統合（SNMP NAC）の設定：ワークフロー

有線ゲスト アクセス
有線ゲスト アクセスでは、ゲスト ユーザがゲスト アクセス用に指定および設定された有線イー
サネット接続からゲスト アクセス ネットワークへ接続できます。有線ゲスト アクセス ポート
は、ゲストのオフィスまたは会議室の特定のポートで使用できます。
無線ゲスト ユーザ アカウントのように、有線ゲスト アクセス ポートが Lobby Ambassador 機能
を使用するネットワークに追加されます。有線ゲスト アクセスは、スタンドアロン設定、または
アンカーおよび外部のコントローラを配置したデュアル コントローラ設定で設定することがで
きます。この後者の設定は、有線ゲスト アクセス トラフィックをさらに分離するために使用さ
れますが、有線ゲスト アクセスの展開には必須ではありません。
有線ゲスト アクセス ポートは、最初、レイヤ 2 アクセス スイッチか、有線ゲストのアクセス トラ
フィック用 VLAN インターフェイスで設定されたスイッチ ポートで終端します。有線ゲスト ト
ラフィックは、その後、アクセス スイッチからワイヤレス LAN コントローラにトランキングさ
れます。このコントローラは、アクセス スイッチ上で有線ゲスト アクセス VLAN にマップされ
ているインターフェイスを使用して設定されます。
2 つのコントローラが使用されている場合、外部コントローラがスイッチから有線ゲスト トラ
フィックを受信し、次に有線ゲスト トラフィックをアンカーコントローラに転送します。アン
カーコントローラも有線ゲストのアクセスに対して設定されています。有線ゲスト トラフィッ
クがアンカー コントローラに正常に渡されると、外部コントローラとアンカー コントローラ間
に双方向の Ethernet over IP（EoIP）トンネルが確立され、このトラフィックを処理します。
2 つのコントローラが展開される際、有線ゲスト アクセスはアンカーと外部アンカーによって管
理されますが、有線ゲスト アクセス クライアントではモビリティはサポートされません。この場
合、DHCP およびクライアントの Web 認証は、アンカー コントローラによって処理されます。
ロールと帯域幅コントラクトを設定して割り当てることで、ネットワーク内の有線ゲスト ユー
ザに割り当てる帯域幅の量を指定できます。
関連項目
•

有線ゲスト ユーザ アクセスの設定と有効化：ワークフロー
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有線ゲスト ユーザ アクセスの設定と有効化：ワークフロー
有線ゲスト ユーザ アクセスを設定して有効にするには、次のワークフローを実行します。
1.

有線ゲスト アクセス用の動的インターフェイス（VLAN）を設定する。動的インターフェイス
を作成して、有線ゲスト ユーザ アクセスを有効にします。

2.

ゲスト ユーザ アクセス用の有線 LAN を設定する。新しい LAN（ゲスト LAN）を設定します。

関連項目
•

有線ゲスト ユーザ アクセス用の動的インターフェイスの設定

•

ゲスト ユーザ アクセス用の有線 LAN の設定

有線ゲスト ユーザ アクセス用の動的インターフェイスの設定
ネットワークの有線ゲスト ユーザ アクセス用に動的インターフェイス（VLAN）を設定して有効
にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして、[コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [インターフェイス（Interfaces）] の順に
選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [インターフェイスの追加（Add
Interface）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

必要なフィールドに入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

有線ゲスト ユーザ アクセスの設定と有効化：ワークフロー

ゲスト ユーザ アクセス用の有線 LAN の設定
ゲスト ユーザ アクセス用の有線 LAN を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックします。

ステップ 3

ゲスト ユーザ アクセス用の有線 LAN を設定するには、左側のサイドバーのメニューから
[WLANs] > [WLAN 設定（WLAN configuration）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [WLAN の追加（Add a WLAN）]
を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

このコントローラに適用する作成済みのテンプレートがある場合には、ドロップダウン リスト
からゲスト LAN テンプレート名を選択します。そうでない場合には、[ここをクリック（click
here）] リンクをクリックして新しいテンプレートを作成します。
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ステップ 6

[WLAN] > [新規テンプレート（New Template）] の [一般（General）] ページで、[プロファイル名
（Profile Name）] テキスト ボックスにゲスト LAN を示す名前を入力します。入力する名前には、
スペースを使用しないでください。

ステップ 7

[WLAN ステータス（WLAN Status）] フィールドの [有効（Enabled）] チェックボックスをオンにし
ます。

ステップ 8

[入力インターフェイス（Ingress Interface）] ドロップダウン リストから、ステップ 3 で作成した
VLAN を選択します。この VLAN は、レイヤ 2 アクセス スイッチを経由して、有線ゲスト クライ
アントとコントローラとの間のパスを提供します。

ステップ 9

[出力インターフェイス（Egress Interface）] ドロップダウン リストから、インターフェイスの名前
を選択します。この WLAN は、有線ゲスト クライアント トラフィック用にコントローラから外部
へのパスを提供します。設定にコントローラが 1 つしかない場合は、[出力インターフェイス
（Egress Interface）] ドロップダウン リストから [管理（management）] を選択します。

ステップ 10

[セキュリティ（Security）] > [レイヤ 3（Layer 3）] タブをクリックして、デフォルトのセキュリティ
ポリシー（Web 認証）を変更するか、または WLAN 固有の Web 認証（ログイン、ログアウト、ログ
イン失敗）ページとサーバ ソースを割り当てます。
a.

セキュリティ ポリシーをパススルーに変更するには、[Web ポリシー（Web Policy）] チェック
ボックスをオンにして、[パススルー（Passthrough）] オプション ボタンを選択します。これで
ユーザは、ユーザ名やパスワードを入力しなくてもネットワークにアクセスできます。
[電子メールの入力（Email Input）] チェックボックスが表示されます。ユーザがネットワーク
に接続しようとした際に、電子メール アドレスの入力を求める場合は、このチェックボック
スをオンにします。

b.

カスタム Web 認証ページを指定するには、[グローバル Web 認証設定（Global WebAuth
Configuration）] の [有効（Enabled）] チェックボックスをオフにします。
[Web 認証タイプ（Web Auth Type）] ドロップダウン リストが表示されたら、次のいずれかの
オプションを選択して、無線ゲスト ユーザ用の Web ログイン ページを定義します。
[デフォルト内部（Default Internal）]：コントローラのデフォルト Web ログイン ページを表示
します。これがデフォルト値です。
[カスタマイズされた Web 認証（Customized Web Auth）]：カスタム Web ログイン ページ、ログ
イン失敗ページ、およびログアウト ページを表示します。カスタマイズ オプションを選択し
た場合は、ログイン ページ、ログイン失敗ページ、およびログアウト ページを選択するため
の 3 つのドロップダウン リストが表示されます。これら 3 つすべてのオプションについてカ
スタマイズ ページを定義する必要はありません。カスタマイズしたページを表示しないオ
プションに対しては、該当するドロップダウン リストで [なし（None）] を選択します。
[外部（External）]：認証のためにユーザを外部サーバにリダイレクトします。このオプション
を選択する場合、[URL] テキスト ボックスに外部サーバの URL も入力する必要があります。
外部認証を行う場合は、[セキュリティ（Security）] > [AAA] ペインで特定の RADIUS サーバ
または LDAP サーバを選択できます。[セキュリティ（Security）] > [AAA] ペインで選択でき
るように、RADIUS 外部サーバと LDAP 外部サーバを事前に設定しておく必要があります。
[RADIUS 認証サーバ（RADIUS Authentication Servers）]、[TACACS+ 認証サーバ（TACACS+
Authentication Servers）]、および [LDAP サーバ（LDAP Servers）] ページでこれらのサーバを設
定できます。

ステップ 11

[Web 認証タイプ（Web Authentication Type）] で [外部（External）] を選択した場合は、[セキュリ
ティ（Security）] > [AAA] を選択し、ドロップダウン リストから RADIUS サーバと LDAP サーバ
を 3 つまで選択します。

ステップ 12

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 13

2 番めの
（アンカー）
コントローラがネットワークで使用中の場合は、
このプロセスを繰り返します。
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関連項目
•

有線ゲスト ユーザ アクセスの設定と有効化：ワークフロー

入力インターフェイスの作成
入力インターフェイスを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして、[コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [インターフェイス（Interfaces）] の順に
選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [インターフェイスの追加（Add
Interface）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

[インターフェイス名（Interface Name）] テキスト ボックスに、guestinterface など、このインター
フェイスの名前を入力します。

ステップ 6

新しいインターフェイスの VLAN ID を入力します。

ステップ 7

[ゲスト LAN（Guest LAN）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8

プライマリ ポート番号とセカンダリ ポート番号を入力します。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

出力インターフェイスの作成

出力インターフェイスの作成
出力インターフェイスを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして、[コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [インターフェイス（Interfaces）] の順に
選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [インターフェイスの追加（Add
Interface）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

[インターフェイス名（Interface Name）] テキスト ボックスに、quarantine など、このインター
フェイスの名前を入力します。

ステップ 6

[VLAN ID] テキスト ボックスに、アクセス VLAN ID としてゼロ以外の値（「10」など）を入力し
ます。
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ステップ 7

[検疫（Quarantine）] チェックボックスをオンにして、検疫 VLAN 識別子としてゼロ以外の値
（「110」など）を入力します。
[検疫（Quarantine）] が有効なインターフェイスの場合、WLAN またはゲスト WLAN テンプレー
トの [詳細設定（Advanced）] タブで NAC サポートを有効にできます。

ステップ 8

IP アドレス、ネットマスク、およびゲートウェイの情報を入力します。

ステップ 9

プライマリ ポート番号とセカンダリ ポート番号を入力します。

ステップ 10

プライマリおよびセカンダリ DHCP サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 11

このインターフェイスの残りのフィールドを設定し、[保存（Save）] をクリックします。
これで、ゲスト アクセス用の有線 LAN を作成できるようになりました。

関連項目
•

入力インターフェイスの作成

コントローラのネットワーク ルートの設定
[ネットワーク ルート（Network Route）] ページでは、コントローラのサービス ポートにルートを
追加できます。このルートを使用することで、すべてのサービス ポート トラフィックを指定し
た管理 IP アドレスに送ることができます。
関連項目
•

既存のネットワーク ルートの表示

•

ネットワーク ルートの追加

既存のネットワーク ルートの表示
既存のネットワーク ルートを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして、[コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [ネットワーク ルート（Network Route）]
の順に選択します。次のパラメータが表示されます。
•

[IP アドレス（IP Address）]：ネットワーク ルートの IP アドレス。

•

[IP ネットマスク（IP Netmask）]：ルートのネットワーク マスク。

•

[ゲートウェイ IP アドレス（Gateway IP Address）]：ネットワーク ルートのゲートウェイ IP ア
ドレス。

関連項目
•

コントローラのネットワーク ルートの設定

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

21-34

OL-32122-01-J

第 21 章

ワイヤレス デバイスの設定
コントローラの設定

ネットワーク ルートの追加
ネットワーク ルートを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして、[コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [ネットワーク ルート（Network Route）]
の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[ネットワーク ルートの追加
（Add Network Route）] を選択します。

ステップ 5

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 6

必須フィールドに入力し、[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラのネットワーク ルートの設定

コントローラのスパニングツリー プロトコル パラメータの表示
スパニング ツリー プロトコル（STP）は、ネットワーク内の不要なループを防止しながら、パスの
冗長性を実現するリンク管理プロトコルです。
現在の STP パラメータを表示または管理するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして、[コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [スパニング ツリー プロトコル
（Spanning Tree Protocol）] の順に選択します。[スパニングツリー プロトコル（Spanning Tree
Protocol）] ページに、次のパラメータが表示されます。
•

[プロトコル仕様（Protocol Spec）]：現在のプロトコル仕様。

•

[管理ステータス（Admin Status）]：有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。

•

[優先度（Priority）]：最適なスイッチのプライオリティ番号。

•

[最大保存期間（秒単位）
（Maximum Age (seconds)）]：ポートに対して記録された受信プロトコ
ル情報が廃棄されるまでの時間（秒単位）。

•

[Hello 時間間隔（秒単位）
（ Hello Time (seconds)）]：スイッチが hello メッセージをその他のス
イッチにブロードキャストする頻度（秒単位）を特定します。

•

[転送遅延（Forward Delay (seconds)）]：ポートによるスイッチのラーニング/リスニング ス
テートでの経過時間（秒単位）。
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関連項目
•

コントローラのネットワーク ルートの設定

•

コントローラ システム パラメータの設定

コントローラのモビリティ グループの設定
モビリティ グループを作成することにより、コントローラ間またはサブネット間のローミング
が発生した際に、複数のネットワーク コントローラで情報を動的に共有したり、データ トラ
フィックを転送したりできます。コントローラは、クライアント デバイスのコンテキストと状態
およびコントローラのロード情報を共有できます。この情報を使用して、ネットワークはコント
ローラ間のワイヤレス LAN ローミングとコントローラの冗長性をサポートできます。
ネットワーク内のワイヤレス クライアントをあるコントローラに接続されたアクセス ポイン
トから別のコントローラに接続されたアクセス ポイントにローミング可能な場合は、両方のコ
ントローラは同じモビリティ グループ内に存在する必要があります。
関連項目
•

モビリティ グループ間でのメッセージング

•

モビリティ グループの前提条件

•

現在のモビリティ グループ メンバーの表示

•

コントローラのリストからのモビリティ グループ メンバーの追加

•

モビリティ グループ メンバーの手動追加

•

モビリティ スケーラビリティ パラメータの設定

モビリティ グループ間でのメッセージング
コントローラでは、モビリティ メッセージを他のメンバー コントローラに送信することによ
り、クライアントにサブネット間モビリティが提供されます。
•

モビリティ リストで最大 72 のメンバーをサポートします（同じモビリティ グループでは最
大 24 まで）。

•

コントローラは、新しいクライアントが関連付けられるたびに、モビリティ リスト内のメン
バーに Mobile Announce メッセージを送信します。

•

Prime Infrastructure およびワイヤレス コントローラ ソフトウェア リリース 5.0 以降では、コ
ントローラでマルチキャスト モードを使用して Mobile Announce メッセージを送信します。
これにより、コントローラからネットワークに送られるメッセージのコピーは 1 つのみにな
ります。このコピーはモビリティ メンバーすべてを含むマルチキャスト グループに配信さ
れます。

関連グループ
•

コントローラのモビリティ グループの設定
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モビリティ グループの前提条件
コントローラをモビリティ グループに追加する前に、グループに追加するコントローラすべて
について、次の前提条件が満たされていることを確認する必要があります。
•

すべてのコントローラには同じ CAPWAP 転送モードを設定する必要があります（レイヤ 2 ま
たはレイヤ 3）。

•

すべてのコントローラの管理インターフェイス間に IP 接続が存在する必要があります。

•

すべてのコントローラは、同じモビリティ グループ名で設定する必要があります。

•

すべてのコントローラは、同じ仮想インターフェイス IP アドレスで設定する必要があります。

•

モビリティ グループに追加するコントローラごとに、MAC アドレスと IP アドレスを収集し
ておく必要があります。この情報が必要となるのは、他のすべてのモビリティ グループ メン
バーの MAC アドレスと IP アドレスを使用してすべてのコントローラを設定するからです。

関連グループ
•

コントローラのモビリティ グループの設定

現在のモビリティ グループ メンバーの表示
現在のモビリティ グループ メンバーを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして、[コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [モビリティ グループ（Mobility
Groups）] の順に選択します。

関連グループ
•

コントローラのリストからのモビリティ グループ メンバーの追加

•

モビリティ グループ メンバーの手動追加

コントローラのリストからのモビリティ グループ メンバーの追加
既存のコントローラのリストからモビリティ グループ メンバーを追加するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

デバイス名をクリックして、[コントローラ（Controller）] タブをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [モビリティ グループ（Mobility
Groups）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [グループ メンバーの追加
（Add Group Members）] を選択します。
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ステップ 5

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 6

モビリティ グループに追加するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

関連グループ
•

現在のモビリティ グループ メンバーの表示

•

モビリティ グループ メンバーの手動追加

モビリティ グループ メンバーの手動追加
モビリティ グループに追加するコントローラが見つからない場合は、手動でメンバーを追加で
きます。モビリティ グループに手動でメンバーを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[モビリティ グループ メンバーの詳細（Mobility Group Member details）] ページで [ここをクリッ
ク（click here）] リンクをクリックします。

ステップ 2

[メンバーの MAC アドレス（Member MAC Address）] テキスト ボックスに、追加するコントロー
ラの MAC アドレスを入力します。

ステップ 3

[メンバーの IP アドレス（Member IP Address）] テキスト ボックスに、追加するコントローラの管
理インターフェイス IP アドレスを入力します。
ネットワーク アドレス変換（NAT）が有効になっているネットワークのモビリティ グループを設
定する場合は、コントローラの管理インターフェイス IP アドレスではなく、NAT デバイスから
コントローラに送信される IP アドレスを入力します。そうしないと、モビリティ グループ内の
コントローラ間でのモビリティが失敗します。

ステップ 4

マルチキャスト モビリティ メッセージに使用するマルチキャスト グループ IP アドレスを [マ
ルチキャスト アドレス（Multicast Address）] テキスト ボックスに入力します。ローカル モビリ
ティ メンバーのグループ アドレスは、ローカル コントローラのグループ アドレスと同じである
必要があります。

ステップ 5

[グループ名（Group Name）] テキスト ボックスに、モビリティ グループ名を入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

残りのシスコ ワイヤレス コントローラ デバイスに対して、ステップ 1 ～ 6 を繰り返します。

関連項目
•

コントローラのリストからのモビリティ グループ メンバーの追加

•

現在のモビリティ グループ メンバーの表示

モビリティ スケーラビリティ パラメータの設定
はじめる前に

モビリティ スケーラビリティ パラメータを設定するには、事前にモビリティ グループを設定し
ておく必要があります。
モビリティ メッセージ パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

ソフトウェア バージョンが 5.0 以降のコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [一般（General）] の順に選択します。

ステップ 4

[マルチキャスト モビリティ モード（Multicast Mobility Mode）] ドロップダウン リストで、マルチ
キャスト モードを使用してモビリティ メンバーに Mobile Announce メッセージを送信する機能
を、このコントローラに対して有効または無効にするかを指定します。

ステップ 5

マルチキャスト モビリティ モードを有効に設定してマルチキャスト メッセージングを有効に
した場合は、[モビリティ グループ マルチキャスト アドレス（Mobility Group Multicast-address）]
フィールドにグループ IP アドレスを入力してマルチキャスト モビリティ メッセージングを開
始する必要があります。この IP アドレスの設定はローカル モビリティ グループに対しては必須
ですが、モビリティ リスト内のその他のグループに対してはオプションです。その他の（非ロー
カル）グループに IP アドレスを設定しない場合、コントローラはユニキャスト モードを使用し
てこれらのメンバーにモビリティ メッセージを送信します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラのマルチキャスト モードの設定

•

コントローラ システム パラメータの設定

コントローラのネットワーク タイム プロトコルの設定
新しい NTP サーバを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [ネットワーク タイム プロトコル
（Network Time Protocol）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [NTP サーバの追加（Add NTP
Server）] を選択します。

ステップ 5

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 6

[このコントローラに適用するテンプレートの選択（Select a template to apply to this controller）] ド
ロップダウン リストから、このコントローラに適用する適切なテンプレートを選択します。

関連項目
•

NTP サーバ テンプレートの設定

•

コントローラ システム パラメータの設定

•

コントローラのネットワーク タイム プロトコルの設定
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メッシュ ネットワークの 1510 でのバックグラウンド スキャン
バックグラウンド スキャンにより、Cisco Aironet 1510 アクセス ポイントは、より最適なパスと
親を探すために、アクティブかつ継続的にネイバー チャネルをモニタできます。アクセス ポイ
ントは現在のチャネルだけでなくネイバー チャネル上でも検索を実行するため、最適な代替パ
スおよび親のリストは大きくなります。
親を喪失する前にこの情報を特定すると、より高速な転送速度およびそのアクセス ポイントに
とって最適なリンクが実現します。さらに、新しいチャネル上のリンクが、ホップの少なさ、信号
対雑音比（SNR）の強さなどの点で、現在のチャネルよりも良好であると判明した場合は、アクセ
ス ポイントはそのチャネルに切り替わる場合があります。
その他のチャネル上でのバックグラウンド スキャンおよびそれらのチャネル上のネイバーから
のデータ収集は、2 つのアクセス ポイント間のプライマリ バックホール上で実行されます。
1510 のプライマリ バックホールは、802.11a リンク上で動作します。
バックグラウンド スキャンは、アクセス ポイントの関連付けされたコントローラ上でグローバ
ルに有効にされます。音声コールが新しいチャネルに切り替わると、遅延が大きくなる場合があ
ります。
EMEA 規制ドメインでは、DFS 要件が前提となるため、その他のチャネル上でのネイバーの検索
に時間がかかる場合があります。
関連項目
•

バックグラウンド スキャンのシナリオ

•

バックグラウンド スキャンの有効化

バックグラウンド スキャンのシナリオ
バックグラウンド スキャンの動作をより詳しく説明するために、いくつかのシナリオを示します。
図 21-1 では、メッシュ アクセス ポイント（MAP1）は、初回のアップ時に、ルート アクセス ポイン
ト（RAP1 および RAP2）の両方に親になる可能性があると認識しています。ここでは、ホップ、
SNR などの点で RAP2 を経由したルートの方が良好であるため、RAP2 が親として選択されてい
ます。リンクの確立後、バックグラウンド スキャン（有効にした場合）は、すべてのチャネルを継
続的にモニタし、より最適なパスおよび親を検索します。RAP2 は、リンクがダウンするか、より
最適なパスが別のチャネルで見つかるまで、MAP1 の親としての動作を継続し、チャネル 2 上で
通信を続けます。
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図 21-1

メッシュ アクセス ポイント（MAP1）による親の選択

RAP1
Channel 1 = 153

MAP1

Channel 2 = 161
230615

RAP2

図 21-2 では、MAP1 と RAP2 間のリンクが失われています。現在実行中のバックグラウンド ス
キャンからのデータにより、RAP1 とチャネル 1 が、MAP1 にとって 2 番目に最適な親および通
信パスであると識別されるため、RAP2 とのリンクがダウンすると、追加のスキャンなしでリン
クがただちに確立されます。
図 21-2

バックグラウンド スキャンによる新しい親の識別

RAP1
Channel 1 = 153

MAP1

RAP2

230614

Channel 2 = 161

関連項目
•

バックグラウンド スキャンの有効化
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バックグラウンド スキャンの有効化
AP1510 RAP または MAP でバックグラウンド スキャンを有効にするには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラの IP アドレスをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[メッシュ（Mesh）] > [メッシュ設定（Mesh Settings）] の順に選
択します。

ステップ 4

バックグラウンド スキャンを有効にする場合は [バックグラウンド スキャン（Background
Scanning）] チェックボックスをオンにし、この機能を無効にする場合はオフにします。デフォル
トでは、無効に設定されています。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

バックグラウンド スキャンのシナリオ

コントローラ QoS プロファイルの設定
QoS プロファイルを変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラの IP アドレスをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [QoS プロファイル（QoS Profiles）] の順
に選択します。次のパラメータが表示されます。
•

[ブロンズ（Bronze）]：バックグラウンド用

•

[ゴールド（Gold）]：ビデオ アプリケーション用

•

[プラチナ（Platinum）]：音声アプリケーション用

•

[シルバー（Silver）]：ベスト エフォート用

ステップ 4

該当するプロファイルをクリックして、プロファイル パラメータを表示または編集します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ システム パラメータの設定
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コントローラ DHCP スコープの設定
コントローラには組み込みの DHCP リレー エージェントがあります。ただし、別個の DHCP
サーバを持たないネットワーク セグメントを求められる場合、コントローラに IP アドレスとサ
ブネット マスクをワイヤレス クライアントに割り当てる組み込みの DHCP スコープを設定で
きます。一般に、1 つのコントローラには、それぞれある範囲の IP アドレスを指定する複数の
DHCP スコープを設定できます。
関連項目
•

現在の DHCP スコープの表示

•

新しい DHCP スコープの追加

現在の DHCP スコープの表示
現在の DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）スコープを表示するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [DHCP スコープ（DHCP Scopes）] の順
に選択します。

関連項目
•

コントローラ DHCP スコープの設定

新しい DHCP スコープの追加
新しい DHCP スコープを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [DHCP スコープ（DHCP Scopes）] の順
に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[DHCP スコープの追加（Add
DHCP Scope）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

必須フィールドを設定して [保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ DHCP スコープの設定

•

コントローラ システム パラメータの設定
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コントローラのユーザ ロールの設定
コントローラの現在のローカル ネット ユーザ ロールを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [ユーザ ロール（User Roles）] の順に選
択します。
ローカル ネット ユーザ ロールのパラメータが表示されます。

ステップ 4

テンプレート名をクリックして、ユーザ ロールの詳細を表示します。

関連項目
•

コントローラへの新しいローカル ネット ユーザ ロールの追加

コントローラへの新しいローカル ネット ユーザ ロールの追加
新しいローカル ネット ユーザ ロールをコントローラに追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [ユーザ ロール（User Roles）] の順に選
択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[ユーザ ロールの追加（Add
User Role）] を選択します。

ステップ 5

[このコントローラに適用するテンプレートを選択する（Select a template to apply to this
controller）] ドロップダウン リストからテンプレートを選択します。

ステップ 6

[適用（Apply）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラへの新しいローカル ネット ユーザ ロールの追加

•

コントローラ システム パラメータの設定
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グローバル アクセス ポイント パスワードの設定
[AP ユーザ名のパスワード（AP Username Password）] ページでは、すべてのアクセス ポイントが
コントローラに接続する際に継承する、グローバル パスワードを設定できます。また、アクセス
ポイントを追加する際に、このグローバル ユーザ名およびパスワードを受け入れるか、アクセス
ポイント単位で上書きするかを選択できます。
さらにコントローラ ソフトウェア リリース 5.0 では、アクセス ポイントをコントローラに接続
すると、そのアクセス ポイントのコンソール ポート セキュリティが有効になり、アクセス ポイ
ントのコンソール ポートへログインするたびにユーザ名とパスワードの入力を要求されます。
ログインした時点では非特権モードのため、特権モードを使用するには、イネーブル パスワード
を入力する必要があります。
グローバル ユーザ名とパスワードを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

リリース 5.0 以降のコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [AP ユーザ名のパスワード（AP
Username Password）] の順に選択します。

ステップ 4

コントローラに接続するすべてのアクセス ポイントで継承されるユーザ名およびパスワードを
入力します。
Cisco IOS アクセス ポイントの場合は、イネーブル パスワードも入力して確認する必要があり
ます。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

グローバル CDP の設定
Cisco Discovery Protocol（CDP）は、すべてのシスコ製ネットワーク機器で実行されるデバイス検
出プロトコルです。各デバイスはマルチキャスト アドレスに識別メッセージを送信し、他のデバ
イスから送信されたメッセージをモニタします。
CDP は、ブリッジのイーサネット ポートおよび無線ポート上で、デフォルトで有効になってい
ます。
グローバル インターフェイス CDP 設定は、AP レベルで CDP を有効にした AP のみに適用され
ます。
グローバル CDP を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

目的のコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [グローバル CDP 設定（Global CDP
Configuration）] の順に選択します。[グローバル CDP 設定（Global CDP Configuration）] ページが
表示されます。
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ステップ 4

ステップ 5

[グローバル CDP 設定（Global CDP Configuration）] ページで必須フィールドを設定します。[グ
ローバル CDP（Global CDP）] グループ ボックスで、次のパラメータを設定します。
•

[コントローラ上の CDP（CDP on controller）]：コントローラで CDP を有効にするか、無効に
するかを選択します。この設定は、WiSM2 コントローラには適用できません。

•

[AP 上のグローバル CDP（Global CDP on APs）]：アクセス ポイントで CDP を有効にするか、
無効にするかを選択します。

•

[リフレッシュ時間間隔（秒単位）
（Refresh-time Interval (seconds)）]：[リフレッシュ時間間隔
（Refresh Time Interval）] フィールドに、CDP メッセージが生成される時間を秒単位で入力し
ます。デフォルトは 60 です。

•

[保持時間（秒）
（Holdtime (seconds)）]：CDP ネイバー エントリの期限が切れるまでの時間を秒
単位で入力します。デフォルトは 180 です。

•

[CDP アドバタイズメントのバージョン（CDP Advertisement Version）]：使用する CDP プロト
コルのバージョンを入力します。デフォルトは v1 です。

[イーサネット インターフェイスの CDP（CDP for Ethernet Interfaces）] グループ ボックスで、CDP
を有効にするイーサネット インターフェイスのスロットを選択します。
[イーサネット インターフェイス用の CDP（CDP for Ethernet Interfaces）] フィールドは、リリース
7.0.110.2 以降のコントローラでサポートされています。

ステップ 6

[無線インターフェイスの CDP（CDP for Radio Interfaces）] グループ ボックスで、CDP を有効にす
る無線インターフェイスのスロットを選択します。
[無線インターフェイスの CDP（CDP for Radio Interfaces）] フィールドは、リリース 7.0.110.2 以降
のコントローラでサポートされています。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ システム パラメータの設定

AP 802.1X サプリカント クレデンシャルの設定
Lightweight アクセス ポイントとスイッチ間の 802.1X 認証を設定できます。アクセス ポイント
は 802.1X サプリカントとして動作し、EAP-FAST と匿名 PAC プロビジョニングを使用してス
イッチにより認証されます。すべてのアクセス ポイントがコントローラ接続時に継承するグ
ローバル認証を設定できます。これには、コントローラに現在接続されているすべてのアクセス
ポイント、および今後接続されるすべてのアクセス ポイントが含まれます。
必要に応じて、このグローバル認証設定よりも優先される、独自の認証設定を特定のアクセス ポ
イントに割り当てることができます。
グローバル サプリカント クレデンシャルを有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

目的のコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [AP 802.1X サプリカント クレデン
シャル（AP 802.1X Supplicant Credentials）] の順に選択します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

21-46

OL-32122-01-J

第 21 章

ワイヤレス デバイスの設定
コントローラの設定

ステップ 4

[グローバル サプリカント クレデンシャル（Global Supplicant Credentials）] チェックボックスを
オンにします。

ステップ 5

サプリカント ユーザ名を入力します。

ステップ 6

適切なパスワードを入力して確定します。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。保存後に、[監査（Audit）] をクリックして、このコントローラで
監査を実行できます。

関連項目
•

コントローラ システム パラメータの設定

•

802.11 パラメータ

コントローラ DHCP の設定
コントローラの DHCP（ Dynamic Host Configuration Protocol）情報を設定するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

目的のコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [DHCP] の順に選択します。

ステップ 4

次のパラメータを追加または変更します。
•

[DHCP オプション 82 リモート ID フィールドのフォーマット（DHCP Option 82 Remote Id
Field Format）]：ドロップダウン リストから [AP-MAC]、[AP-MAC-SSID]、[AP-ETHMAC]、ま
たは [AP-NAME-SSID] を選択します。
DHCP オプション 82 の RemoteID フィールドのフォーマットを設定する場合
[AP-MAC] を選択した場合、RemoteID のフォーマットは「AP-Mac」として設定されます。
[AP-MAC-SSID] を選択した場合、RemoteID のフォーマットは「AP-Mac:SSID」として設定さ
れます。

•

[DHCP プロキシ（DHCP Proxy）]：プロキシで DHCP を有効にする場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。
DHCP プロキシがコントローラ上で有効になっている場合は、コントローラによってクライ
アントから設定済みサーバへ DHCP 要求がユニキャストされます。そのため、少なくとも 1 つ
の DHCP サーバが、WLAN に関連付けられたインターフェイスか WLAN 自体で設定されて
いる必要があります。

ステップ 5

[DHCP タイムアウト（DHCP Timeout）] を秒単位で入力します。この時間を過ぎると DHCP 要求
がタイムアウトします。デフォルト設定は 5 です。有効値の範囲は 5 ～ 120 秒です。DHCP タイム
アウトは、リリース 7.0.114.74 以降のコントローラで適用されます。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
保存後に、[監査（Audit）] をクリックして、このコントローラで監査を実行できます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

21-47

第 21 章

ワイヤレス デバイスの設定

コントローラの設定

関連項目
•

コントローラ システム パラメータの設定

コントローラのマルチキャスト モードの設定
Prime Infrastructure では、コントローラ上の IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）ス
ヌーピングおよびタイムアウト値を設定するオプションが提供されています。
IGMP
コントローラのマルチキャスト モードおよび IGMP スヌーピングを設定するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

目的のコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [マルチキャスト（Multicast）] の順に選
択します。

ステップ 4

[イーサネット マルチキャスト サポート（Ethernet Multicast Support）] ドロップダウン リストか
ら、該当するイーサネット マルチキャスト サポート（[ユニキャスト（Unicast）] または [マルチ
キャスト（Multicast）]）を選択します。

ステップ 5

[マルチキャスト（Multicast）] を選択した場合は、マルチキャスト グループ IP アドレスを入力し
ます。

ステップ 6

マルチキャスト モードをグローバルに使用可能にするには、[グローバル マルチキャスト モー
ド（Global Multicast Mode）] チェックボックスをオンにします。
IGMP スヌーピングおよびタイムアウトは、イーサネット マルチキャスト モードが有効の場合
のみ設定できます。IGMP スヌーピングを選択して有効にします。

ステップ 7

[マルチキャスト モビリティ モード（Multicast Mobility Mode）] ドロップダウン リストから [有効
（Enable）] を選択して、IGMP スヌーピング ステータスを変更するか、または IGMP タイムアウト
を設定します。IGMP スヌーピングが有効の場合、コントローラはクライアントから IGMP レ
ポートを収集した後、いずれかのマルチキャスト グループをリッスンしているクライアントの
リストをアクセス ポイントに送信します。その後、アクセス ポイントはこれらのクライアント
のみにマルチキャスト パケットを転送します。
タイムアウト間隔の範囲は 3 ～ 300 で、デフォルト値は 60 です。タイムアウトが経過すると、コ
ントローラはすべての WLAN に対してクエリを送信します。その後、マルチキャスト グループ
内でリッスンしているクライアントは、コントローラにパケットを送り返します。

ステップ 8

マルチキャスト モビリティ モードを有効にしている場合は、モビリティ グループ マルチキャス
ト アドレスを入力します。

ステップ 9

ワイヤレス ネットワークを介したビデオ ストリームを有効にするには、[マルチキャスト ダイ
レクト（Multicast Direct）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 10

[マルチキャスト モビリティ モード（Multicast Mobility Mode）] ドロップダウン リストから [有効
（Enable）] を選択して、MLD 設定を変更します。
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ステップ 11

IPv6 MLD スヌーピングを有効にする場合は、[MLD スヌーピングの有効化（Enable MLD
Snooping）] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにした場合は、次の
パラメータを設定します。
•

[MLD タイムアウト（MLD Timeout）]：MLD タイムアウト値を秒単位で入力します。タイムア
ウトの範囲は 3 ～ 7200 で、デフォルト値は 60 です。

•

[MLD クエリ間隔（MLD Query Interval）]：MLD クエリ間隔のタイムアウト値を秒単位で入力
します。間隔の範囲は 15 ～ 2400 で、デフォルト値は 20 です。

インターネット グループ管理プロトコル（IGMP）スヌーピングを使用することにより、IPv4 の
マルチキャスト トラフィックのフラッディングを抑制できます。IPv6 の場合は、マルチキャスト
リスナー検出（MLD）スヌーピングが使用されます。
ステップ 12

セッション バナー情報を設定します。これは、クライアントがメディア ストリームから拒否ま
たはドロップされた場合に、クライアントに送信されるエラー情報です。

ステップ 13

[保存（Save）] をクリックします。
保存後に、[監査（Audit）] をクリックして、このコントローラで監査を実行できます。

関連項目
•

コントローラ システム パラメータの設定

アクセス ポイント タイマーの設定
Prime Infrastructure のコントローラでは、FlexConnect およびローカル モードの拡張タイマーが
設定できます。
この機能は、リリース 6.0 以降のコントローラのみでサポートされています。
関連項目
•

拡張タイマーの設定

拡張タイマーの設定
拡張タイマーを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Devices Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

タイマーを設定するコントローラを選択します。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [AP タイマー（AP Timers）] の順に選択
します。

ステップ 4

[AP タイマー（AP Timers）] ページで、該当するアクセス ポイント モードのリンク（[ローカル
モード（Local Mode）] または [FlexConnect モード（FlexConnect Mode）]）をクリックします。

ステップ 5

この選択に応じて、[ローカル モード AP タイマー設定（Local Mode AP Timer Settings）] ページま
たは [FlexConnect モード AP タイマー設定（FlexConnect Mode AP Timer Settings）] ページで必要
なパラメータを設定します。
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ステップ 6

•

[ローカル モード AP タイマー設定（Local Mode AP Timer Settings）]：障害検出時間を短縮する
には、高速ハートビート間隔（コントローラとアクセス ポイントの間）に設定するタイムアウ
ト値をより小さくします。高速ハートビート タイマーの期限（ハートビート間隔ごと）を過ぎ
ると、アクセス ポイントは最後のインターバルでコントローラからデータ パケットを受信し
たかどうかを判断します。パケットが何も受信されていない場合、アクセス ポイントは高速
エコー要求をコントローラに送信します。この場合、10 ～ 15 秒の値を入力できます。

•

[FlexConnect の AP タイマー設定（AP timer settings for FlexConnect）]：これを選択すると、
FlexConnect のタイムアウト値を設定できます。[AP プライム検出タイムアウト（AP Primary
Discovery Timeout）] チェックボックスをオンにして、タイムアウト値を有効にします。30 ～
3600 秒の値を入力します。5500 シリーズ コントローラは、1 ～ 10 の範囲のアクセス ポイン
ト高速ハートビート タイマー値を受け入れます。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

アクセス ポイント タイマーの設定

コントローラ WLAN の設定
コントローラは 512 個の WLAN 設定をサポートできるため、Prime Infrastructure は特定のコント
ローラに対して、指定した時刻に複数の WLAN を有効または無効にする効率的な方法を提供し
ています。
ネットワーク上に設定した Wireless Local Access Network（WLAN）のサマリーを表示するには、
次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configure）] > [コントローラ（Controllers）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[WLANs] > [WLAN 設定（WLAN Configuration）] の順に選択
します。

ステップ 4

表示される [WLAN サマリーの設定（Configure WLAN Summary）] ページの必須フィールドを設
定します。

関連項目
•

コントローラ WLAN の設定

コントローラ WLAN の設定
コントローラは 512 個の WLAN 設定をサポートできるため、Prime Infrastructure は、コントロー
ラで WLAN を作成し、特定のコントローラに対して、指定した時刻に複数の WLAN を有効また
は無効にする効率的な方法を提供しています。
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関連項目
•

コントローラの WLAN 設定の表示

•

コントローラ WLAN へのポリシーの追加

•

WLAN でのモバイル コンシェルジュの設定（802.11u）

•

コントローラへの WLAN の追加

•

コントローラ WLAN の削除

•

複数のコントローラ WLAN のステータス変更のスケジュール設定

•

WLAN モビリティ アンカーの表示

•

WLAN AP グループの使用

コントローラの WLAN 設定の表示
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

WLAN 設定を表示するワイヤレス コントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

[設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 4

[機能（Features）] で [WLANs] > [WLAN 設定（WLAN Configuration）] を選択します。[WLAN 設定
のサマリー（WLAN Configuration Summary）] ページに、コントローラで現在設定されている
WLAN のリストが表示されます。リストには次の各項目が含まれます。
•

WLAN ID

•

WLAN 設定プロファイルの名前

•

WLAN SSID

•

アクティブなセキュリティ ポリシーの名前

•

WLAN の現在の管理ステータス（有効または無効）

•

現在スケジュール設定されているすべての WLAN 設定タスクのリストへのリンク

ステップ 5

WLAN 設定の詳細を表示するには、WLAN ID をクリックします。[WLAN 設定の詳細（WLAN
Configuration Details）] ページが表示されます。

ステップ 6

タブ（[一般（General）]、[セキュリティ（Security）]、[QoS]、[詳細設定（Advanced）]）を使用して、
WLAN のパラメータを表示または編集します。パラメータを変更した場合は、[保存（Save）] をク
リックします。

.

関連項目
•

[設定（Configure）] > [コントローラ（Controllers）] > [WLANs] > [WLAN 設定（WLAN
Configuration）]

•

コントローラ WLAN へのポリシーの追加

•

WLAN でのモバイル コンシェルジュの設定（802.11u）

•

コントローラへの WLAN の追加

•

コントローラ WLAN の削除
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•

複数のコントローラ WLAN のステータス変更のスケジュール設定

•

WLAN モビリティ アンカーの表示

コントローラ WLAN へのポリシーの追加
ステップ 1

[行の追加（Add Row）] をクリックします。

ステップ 2

ドロップダウン リストから、WLAN にマッピングするポリシー名を選択します。

ステップ 3

プライオリティを入力します。プライオリティの範囲は、1 ～ 16 です。
2 つのポリシーに同じプライオリティを設定することはできません。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
ポリシーを削除するには、削除するポリシーに対応するチェックボックスをオンにして、[削除
（Delete）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラの WLAN 設定の表示

•

WLAN でのモバイル コンシェルジュの設定（802.11u）

•

コントローラへの WLAN の追加

•

コントローラ WLAN の削除

•

複数のコントローラ WLAN のステータス変更のスケジュール設定

•

WLAN モビリティ アンカーの表示

WLAN でのモバイル コンシェルジュの設定
（802.11u）
シスコ モバイル コンシェルジュは、事前認証を行わずに外部ネットワークで相互運用できるよ
うに 802.1X 対応クライアントを有効にするソリューションです。モバイル コンシェルジュは、
クライアントにサービスのアベイラビリティに関する情報を提供します。これにより、クライア
ントは使用可能なネットワークに、よりすばやく、簡単かつ安全に関連付けできます。
ネットワークから提供されるサービスは、次の 2 つのプロトコルに大きく分類できます。
•

802.11u MSAP

•

802.11u HotSpot 2.0

モバイル コンシェルジュには、次のガイドラインと制限事項が適用されます。
•

モバイル コンシェルジュは FlexConnect アクセス ポイントではサポートされません。

•

802.11u 設定アップロードはサポートされません。設定のアップグレードを実行し、設定をコ
ントローラにアップロードすると、WLAN の HotSpot の設定は失われます。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

モバイル コンシェルジュを設定するワイヤレス コントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

[設定（Configuration）] タブをクリックします。
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ステップ 4

[機能（Features）] で [WLANs] > [WLAN 設定（WLAN Configuration）] を選択します。[WLAN 設定
（WLAN Configuration）] 要約ページに、コントローラで現在設定されている WLAN のリストが
表示されます。

ステップ 5

モバイル コンシェルジュを設定する WLAN の WLAN ID をクリックします。

ステップ 6

[ホット スポット（Hot Spot）] タブをクリックします。

ステップ 7

[802.11u 設定（802.11u Configuration）] サブタブをクリックし、次のようにフィールドを設定し
ます。
a.

[802.11u ステータス（802.11u Status）] チェックボックスをオンにして WLAN の 802.11u を有
効にします。

b.

[インターネット アクセス（Internet Access）] チェックボックスをオンにして、この WLAN か
らインターネット サービスを提供できるようにします。

c.

[ネットワーク タイプ（Network Type）] ドロップダウン リストから、この WLAN に設定する
802.11u サービスに適した説明を選択します。次のオプションを使用できます。
– [プライベート ネットワーク
（Private Network）]
– [ゲスト アクセスでのプライベート ネットワーク
（Private Network with Guest Access）]
– [有料のパブリック ネットワーク
（Chargeable Public Network）]
– [無料のパブリック ネットワーク
（Free Public Network）]
– [緊急サービス専用ネットワーク
（Emergency Services Only Network）]
– [個人のデバイス ネットワーク
（Personal Device Network）]
– [テストまたは実験用
（Test or Experimental）]
– [ワイルドカード
（Wildcard）]

d.

このネットワークの 802.11u パラメータ用に設定する認証タイプを選択します。
– [未設定
（Not configured）]
– [規約への同意
（Acceptance of Terms and Conditions）]
– [オンライン登録
（Online Enrollment）]
– [DNS リダイレクト
（DNS Redirection）]
– [HTTP/HTTPS リダイレクト
（HTTP/HTTPS Redirection）]

e.

[HESSID] フィールドに、同種拡張サービスセット識別子の値を入力します。HESSID は、同
種 ESS を識別する 6 オクテットの MAC アドレスです。

f.

[IPv4 アドレス タイプ（IPv4 Address Type）] フィールドで、IPv4 アドレスの割り当て方式を選
択します。
– [使用不可
（Not Available）]
– [パブリック
（Public）]
– [制限付きポート
（Port Restricted）]
– [シングル NAT プライベート
（Single NAT Private）]
– [ダブル NAT プライベート
（Double NAT Private）]
– [制限付きポートおよびシングル NAT プライベート
（Port Restricted and Single NAT

Private）]
– [制限付きポートおよびダブル NAT プライベート
（Port Restricted and Double NAT Private）]
– [不明
（Unknown）]
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g.

[IPv6 アドレス タイプ（IPv6 Address Type）] フィールドで、IPv6 アドレスの割り当て方式を選
択します。
– [使用不可
（Not Available）]
– [応対可
（Available）]
– [不明
（Unknown）]

ステップ 8

[その他（Others）] サブタブをクリックし、次のようにフィールドを設定します。
a.

[OUI リスト（OUI List）] グループ ボックスで、[行の追加（Add Row）] をクリックして次の詳
細情報を入力します。
– [OUI 名
（OUI name）]
– [ビーコン
（Is Beacon）]
– [OUI インデックス
（OUI Index）]

[保存（Save）] をクリックすると、OUI（組織固有識別子）エントリがこの WLAN に追加され
ます。
b.

[ドメイン リスト（Domain List）] グループ ボックスで、[行の追加（Add Row）] をクリックして
次の詳細情報を入力します。
– [ドメイン名
（Domain Name）]：802.11 アクセス ネットワークで稼働するドメイン名。
– [ドメイン インデックス
（Domain Index）]：ドロップダウン リストからドメイン インデッ

クスを選択します。
[保存（Save）] をクリックすると、ドメイン エントリがこの WLAN に追加されます。
c.

[セルラー（Cellular）] セクションで、[行の追加（Add Row）] をクリックして次の詳細情報を入
力します。
– [国コード
（Country Code）]：3 文字のセルラー国コード。
– [ネットワーク コード
（Network Code）]：3 文字のセルラー ネットワーク コード。

[保存（Save）] をクリックすると、セルラー エントリがこの WLAN に追加されます。
ステップ 9

ステップ 10

[レルム（Realm）] サブタブをクリックし、次のようにフィールドを設定します。
a.

[行の追加（Add Row）] をクリックしてレルム名を入力します。

b.

[保存（Save）] をクリックすると、レルム エントリがこの WLAN に追加されます。

[サービス アドバタイズメント（Service Advertisements）] サブタブをクリックし、次のように
フィールドを設定します。
a.

[MSAP を有効にする（MSAP Enable）] チェックボックスをオンにし、サービス アドバタイズ
メントを有効にします。

b.

MSAP を有効にする場合は、この WLAN のサーバ インデックスを入力します。サーバ イン
デックス フィールドは、BSSID を使用して到達可能である場所を提供する MSAP サーバ イ
ンスタンスを一意に識別します。
MSAP（Mobility Services Advertisement Protocol）は、ネットワーク接続を確立するためのポリ
シー セットを使用して設定されたモバイル デバイスで主に使用するために設計されていま
す。これらのサービスは、上位層サービスを提供するデバイス、つまりサービス プロバイ
ダー経由で有効にされるネットワーク サービス向けです。サービス アドバタイズメントは、
MSAP を使用して、Wi-Fi アクセス ネットワークへの関連付け前にサービスをモバイル デバ
イスに提供します。この情報はサービス アドバタイズメントで伝送されます。シングルモー
ドまたはデュアルモード モバイル デバイスは、関連付けの前にサービス ネットワークを
ネットワークにクエリします。デバイスによるネットワークの検出および選択機能では、
ネットワークへの参加に関する判断においてサービス アドバタイズメントを使用する場合
があります。
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ステップ 11

[Hotspot 2.0] サブタブをクリックし、次のようにフィールドを設定します。
a.

[HotSpot2 の有効化（HotSpot2 Enable）] ドロップダウン リストから [有効（Enable）] オプショ
ンを選択します。

b.

[WAM メトリック（WAM Metrics）] グループ ボックスで、次の項目を指定します。
– [WAN リンク ステータス
（WAN Link Status）]：リンク ステータス。
有効な範囲は 1 ～ 3 です。
– [WAN SIM リンク ステータス
（WAN SIM Link Status）]：対称リンク ステータス。たとえ

ば、アップリンクとダウンリンクに異なる速度または同じ速度を設定できます。
– [ダウンリンク速度
（Down Link Speed）]：ダウンリンク速度。最大値は 4,194,304 kbps です。
– [アップリンク速度
（Up Link Speed）]：アップリンク速度。最大値は 4,194,304 kbps です。
c.

[オペレータ名リスト（Operator Name List）] で、[行の追加（Add Row）] をクリックして次の詳
細情報を入力します。
– [オペレータ名
（Operator Name）]：802.11 オペレータの名前を指定します。
– [オペレータ インデックス
（Operator Index）]：オペレータ インデックスを選択します。指

定できる範囲は 1 ～ 32 です。
– [言語コード
（Language Code）]：言語を定義する ISO-14962-1997 エンコード文字列。この

文字列は 3 文字の言語コードです。
[保存（Save）] をクリックすると、オペレータがリストに追加されます。
•

[ポート設定リスト（Port Config List）] で、[行の追加（Add Row）] をクリックして次の詳細情
報を入力します。
– [IP プロトコル
（IP Protocol）]：有効にする IP プロトコルを選択します。オプションは、

ESP、FTP、ICMP、および IKEV2 です。
– [ポート番号
（Port No）]：この WLAN で有効になっているポート番号。
– [ステータス
（Status）]：ポートのステータス。

[保存（Save）] をクリックすると、ポート設定がリストに追加されます。
ステップ 12

[保存（Save）] をクリックして、モバイル コンシェルジュ設定を保存します。

関連項目
•

コントローラの WLAN 設定の表示

•

コントローラ WLAN へのポリシーの追加

•

コントローラへの WLAN の追加

•

コントローラ WLAN の削除

•

複数のコントローラ WLAN のステータス変更のスケジュール設定

•

WLAN モビリティ アンカーの表示
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コントローラへの WLAN の追加
テンプレート設定によって WLAN をコントローラに追加することができます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLANs] > [WLAN 設定（WLAN Configuration）] の
順に選択します。

ステップ 2

テンプレート タイプの横にあるツール チップにマウスのカーソルを合わせ、[新規（New）] をク
リックします。

ステップ 3

[一般（General）]、[セキュリティ（Security）]、[QoS]、[詳細（Advanced）]、[ホットスポット（HotSpot）]、
[ポリシー マッピング（Policy Mappings）] タブで必須フィールドに値を入力し、[新規テンプレート
として保存（Save as New Template）] をクリックします。

ステップ 4

[展開（Deploy）] をクリックして、テンプレートの展開を続行します。

関連項目
•

[コントローラ（Controller）] > [WLANs] > [WLAN 設定（WLAN Configuration）]

•

コントローラの WLAN 設定の表示

•

コントローラ WLAN へのポリシーの追加

•

WLAN でのモバイル コンシェルジュの設定（802.11u）

•

コントローラ WLAN の削除

•

複数のコントローラ WLAN のステータス変更のスケジュール設定

•

WLAN モビリティ アンカーの表示

コントローラ WLAN の削除
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[WLANs] > [WLAN 設定（WLAN Configuration）] の順に選択
します。

ステップ 4

削除する WLAN のチェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a Command）] > [WLAN の削除（Delete a WLAN）] > [実行（Go）] を選択し
ます。

ステップ 6

[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

コントローラの WLAN 設定の表示

•

コントローラ WLAN へのポリシーの追加

•

WLAN でのモバイル コンシェルジュの設定（802.11u）
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•

コントローラへの WLAN の追加

•

複数のコントローラ WLAN のステータス変更のスケジュール設定

•

WLAN モビリティ アンカーの表示

複数のコントローラ WLAN のステータス変更のスケジュール設定
Prime Infrastructure では、特定のコントローラ上で、複数の WLAN のステータスを一度に変更で
きます。複数の WLAN を選択して、そのステータスが変更される日時を選択できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[WLANs] > [WLAN 設定（WLAN Configuration）] の順に選択
します。

ステップ 4

ステータス変更をスケジュールする WLAN のチェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[ステータスのスケジュール
（Schedule Status）] を選択して [WLAN スケジュールのタスク詳細（WLAN Schedule Task Detail）]
ページを開きます。
選択した WLAN は、ページの上部にリストされます。

ステップ 6

スケジュール設定済みタスク名を入力して、このステータス変更スケジュールを特定します。

ステップ 7

ドロップダウン リストから、新しい管理ステータス（[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）]）
を選択します。

ステップ 8

スケジュール時刻を、[時（hours）] および [分（minutes）] ドロップダウン リストを使用して選択し
ます。

ステップ 9

カレンダー アイコンをクリックしてスケジュール日を選択するか、テキスト ボックスに日付を
入力します（MM/DD/YYYY 形式）。

ステップ 10

適切な [繰り返し（Recurrence）] オプション ボタンを選択して、ステータス変更の頻度を決めま
す（[毎日（Daily）]、[毎週（Weekly）]、または [繰り返しなし（No Recurrence）]）。

ステップ 11

[送信（Submit）] をクリックしてステータス変更スケジュールを開始します。

関連項目
•

WLAN 設定のスケジュール設定されたタスク結果の表示（ユーザ ガイドの項）

•

コントローラの WLAN 設定の表示

•

コントローラ WLAN へのポリシーの追加

•

WLAN でのモバイル コンシェルジュの設定（802.11u）

•

コントローラへの WLAN の追加

•

コントローラ WLAN の削除

•

WLAN モビリティ アンカーの表示
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WLAN モビリティ アンカーの表示
モビリティ アンカーは WLAN のアンカーとして定義されたコントローラです。クライアント
（ラップトップなどの 802.11 モバイル ステーション）は、常にいずれかのアンカーに接続してい
ます。
モビリティ アンカーを使用すると、クライアントのネットワーク エントリ ポイントに関係な
く、WLAN を単一のサブネットに制限できます。ユーザは企業全体にわたりパブリック WLAN
やゲスト WLAN にアクセスできますが、引き続き特定のサブネットに制限されます。また、
WLAN は建物の特定のセクション（ロビー、レストランなど）を表すことができるため、ゲスト
WLAN で地理的ロード バランシングを実現できます。
クライアントが WLAN のモビリティ アンカーとして事前設定されているモビリティ グループ
のコントローラに最初に関連付けると、クライアントはローカルでそのコントローラに関連付
けし、クライアントのローカル セッションが作成されます。クライアントは、WLAN の事前設定
されたアンカー コントローラにのみアンカーできます。指定された WLAN の場合、モビリティ
グループのすべてのコントローラ上で同じセットのアンカー コントローラを設定する必要があ
ります。
クライアントが、WLAN のモビリティ アンカーとして設定されていないモビリティ グループの
コントローラに最初に関連付けすると、クライアントはローカルでそのコントローラに関連付
けし、ローカル セッションがクライアントのために作成され、コントローラは同じモビリティ
グループの別のコントローラへ通知されます。その通知に対する回答がない場合、コントローラ
は WLAN に設定されたいずれかのアンカー コントローラに連絡をとり、ローカル スイッチ上の
クライアントに対する外部セッションを作成します。クライアントからのパケットは暗号化さ
れ、有線ネットワークに配信されます。クライアントへのパケットは、アンカー コントローラで
受信され、EtherIP を使用してモビリティ トンネルを介して外部コントローラへ転送されます。
外部コントローラはパケットをカプセル化してクライアントへ転送します。
2000 シリーズ コントローラを WLAN のアンカーとして指定することはできません。ただし、
2000 シリーズ コントローラ上に作成された WLAN に 4100 シリーズ コントローラまたは
4400 シリーズ コントローラをアンカーとして指定できます。
L2TP レイヤ 3 セキュリティ ポリシーは、モビリティ アンカーで設定された WLAN には使用で
きません。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[WLANs] > [WLAN 設定（WLAN Configuration）] の順に選択
します。

ステップ 4

[WLAN ID] をクリックして、特定の WLAN のパラメータを表示します。

ステップ 5

[詳細（Advanced）] タブをクリックします。

ステップ 6

[モビリティ アンカー（Mobility Anchors）] リンクをクリックします。Prime Infrastructure に各アン
カーの IP アドレスおよび現在のステータス（到達可能など）が表示されます。

関連項目
•

コントローラの WLAN 設定の表示

•

コントローラ WLAN へのポリシーの追加
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•

WLAN でのモバイル コンシェルジュの設定（802.11u）

•

コントローラへの WLAN の追加

•

コントローラ WLAN の削除

•

複数のコントローラ WLAN のステータス変更のスケジュール設定

WLAN AP グループの使用
サイト固有の VLAN または AP（アクセス ポイント）グループを使用すると、WLAN を異なるブ
ロードキャスト ドメインにセグメント化することができます。これにより、ブロードキャスト
ドメインの総数を最小限に抑えられ、より効率的なロード バランシングおよび帯域幅割り当て
が可能になります。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[WLAN] > [AP グループ（AP Groups）] の順に選択します。[AP
グループのサマリー（AP groups summary）] ページが表示されます。
このページには、ネットワーク上に設定されている AP グループのサマリーが表示されます。
ここで、AP グループの追加、削除、詳細の表示が可能です。

ステップ 4

[アクセス ポイント（Access Points）] タブで AP グループ名をクリックして、そのアクセス ポイン
トを表示または編集します。

ステップ 5

[WLAN プロファイル（WLAN Profiles）] タブをクリックして、WLAN プロファイルを表示、編集、
追加、または削除します。

関連項目
•

コントローラの WLAN AP グループの作成

•

コントローラの WLAN AP グループの削除

•

コントローラの WLAN AP グループの削除

•

コントローラ WLAN の設定

•

コントローラの WLAN AP グループの監査

コントローラの WLAN AP グループの作成
AP（アクセス ポイント）グループを追加するには、[AP グループの詳細（AP Groups detail）] ペー
ジを使用します。バージョン 5.2 より前のターゲット コントローラでは、AP グループが AP グ
ループ VLAN と呼ばれることに注意してください。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。
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ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[WLAN] > [AP グループ（AP Groups）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] > [AP グループの追加（Add AP Groups）] > [実行（Go）] の順
に選択します。[AP グループの詳細（AP Groups detail）] ページが表示されます。

ステップ 5

次のように、新しい AP グループを作成します。

ステップ 6

ステップ 7

a.

AP グループの名前を入力します。

b.

新しい AP グループの説明を入力します（このグループの説明は任意です）。

次のように、新しい AP グループにアクセス ポイントを追加します。
a.

[アクセス ポイント（Access Points）] タブをクリックします。

b.

[追加（Add）] をクリックします。[アクセス ポイント（Access Point）] ページに、使用できるア
クセス ポイントのリストが表示されます。

c.

追加するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。

d.

[選択（Select）] をクリックします。

次のように、WLAN プロファイルを追加します。
a.

[WLAN プロファイル（WLAN Profiles）] タブをクリックします。

b.

[追加（Add）] をクリックします。
使用可能なすべての WLAN プロファイル名を表示するには、テキスト ボックスから現在の
WLAN プロファイル名を削除します。テキスト ボックスから現在の WLAN プロファイルの
名前を削除すると、使用可能なすべての WLAN プロファイルがドロップダウン リストに表
示されます。
各アクセス ポイントは 16 個の WLAN プロファイルに限定されます。各アクセス ポイント
は、WLAN オーバーライド機能が有効にされない限り、すべての WLAN プロファイルをブ
ロードキャストします。WLAN オーバーライド機能によって、アクセス ポイントごとに 16 個
の任意の WLAN プロファイルを無効にできます。
WLAN オーバーライド機能は、512 個の WLAN 機能をサポートしていない（最大 512 個の
WLAN プロファイルをサポートできる）古いコントローラのみに適用されます。

c.

WLAN プロファイル名を入力するか、[WLAN プロファイル名（WLAN Profile Name）] ドロッ
プダウン リストからいずれか 1 つを選択します。

d.

インターフェイス/インターフェイス グループを入力するか、[インターフェイス/インター
フェイス グループ（Interface/Interface Group）] ドロップダウン リストからいずれか 1 つを選
択します。
使用できるすべてのインターフェイスを表示するには、[インターフェイス（Interface）] テキ
スト ボックスから現在のインターフェイスを削除します。[インターフェイス（Interface）] テ
キスト ボックスから現在のインターフェイスを削除すると、使用可能なすべてのインター
フェイスがドロップダウン リストに表示されます。

e.

該当する場合は、[NAC オーバーライド（NAC Override）] チェックボックスをオンにします。
デフォルトでは、NAC オーバーライドは無効になっています。

f.

[追加/編集（Add/Edit）] リンクをクリックして、ポリシー設定パラメータを指定します。
– [ポリシー名
（Policy Name）]：ポリシーの名前。
– [ポリシー プライオリティ
（Policy Priority）]：1 ～ 16 のポリシー プライオリティを設定し

ます。2 個のポリシーが同じプライオリティを持つことはできません。
WLAN 1 つあたり 16 個までポリシー マッピングが許可されます。マッピングに選択された
ポリシー テンプレートは、コントローラにポリシーがない場合に最初に適用されます。
g.

アクセス ポイントおよび WLAN プロファイルを追加したら、
[保存（Save）] をクリックします。
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ステップ 8 （任意）
次のように、RF プロファイルを追加します。

ステップ 9

a.

[RF プロファイル（RF Profiles）] タブをクリックします。

b.

次のようにフィールドに入力します。

•

[802.11a]：802.11a 無線の AP 用の RF プロファイルを選択します。

•

[802.11b]：802.11b 無線の AP 用の RF プロファイルを選択します。

新しい AP グループへの AP、WLAN プロファイル、RF プロファイルの追加が終了したら、[保存
（Save）] をクリックします。
AP グループの WLAN インターフェイス マッピングを変更すると、このグループの FlexConnect
AP のローカル VLAN マッピングが削除されます。これらのマッピングは、この変更を適用した
後に再度設定する必要があります。

関連項目
•

RF プロファイル テンプレートの作成（802.11）

•

WLAN AP グループの使用

•

コントローラの WLAN AP グループの削除

•

コントローラの WLAN AP グループの監査

コントローラの WLAN AP グループの削除
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[WLAN] > [AP グループ（AP Groups）] の順に選択します。

ステップ 4

削除する AP グループのチェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a Command）] > [AP グループの削除（Delete AP Groups）] > [実行（Go）] の
順に選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

WLAN AP グループの使用

•

コントローラの WLAN AP グループの作成

•

コントローラの WLAN AP グループの監査
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コントローラの WLAN AP グループの監査
Prime Infrastructure に保存された AP グループの値と、現在のコントローラおよびアクセス ポイ
ント デバイスの設定に保存されている実際の値には、相違が生じる場合があります。AP グルー
プを監査することで、相違が生じているかどうかを特定して解決することができます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[WLAN] > [AP グループ（AP Groups）] の順に選択します。

ステップ 4

監査するアクセス ポイント グループの名前をクリックします。

ステップ 5

[監査（Audit）] をクリックします。
[監査（Audit）] ボタンは、ページ下部の [保存（Save）] ボタンと [キャンセル（Cancel）] ボタンの横
にあります。

関連項目
•

WLAN AP グループの使用

•

コントローラの WLAN AP グループの作成

•

コントローラの WLAN AP グループの削除

AP での FlexConnect の設定
FlexConnect により、各オフィスにコントローラを導入しなくても、本社オフィスからワイドエ
リア ネットワーク（WAN）リンク経由で、リモート ロケーションの AP を設定および制御できる
ようになります。FlexConnect AP は、コントローラへの接続を失うと、クライアント データ トラ
フィックを切り替えてクライアント認証をローカルで実行します。コントローラに接続されて
いるときには、トラフィックをコントローラに送り返すこともできます。
次の図に、一般的な FlexConnect の導入を示します。
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図 21-3

FlexConnect の導入

関連項目
•

FlexConnect がサポートされるプラットフォーム

•

FlexConnect のガイドラインと制限事項

•

FlexConnect 認証プロセス

•

FlexConnect の動作モード

•

FlexConnect の状態

FlexConnect がサポートされるプラットフォーム
FlexConnect は次のコンポーネントでのみサポートされます。
•

1130AG、1240AG、1142、および 1252 の AP

•

Cisco 2000 および 4400 シリーズ コントローラ

•

Catalyst 3750G 統合型ワイヤレス LAN コントローラ スイッチ

•

Cisco Wireless Services Module（WiSM）

•

サービス統合型ルータ用のコントローラ ネットワーク モジュール

関連項目
•

FlexConnect のガイドラインと制限事項

•

FlexConnect 認証プロセス

•

FlexConnect の動作モード

•

FlexConnect の状態
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FlexConnect のガイドラインと制限事項
FlexConnect を設定する際は、次のガイドラインに従ってください。
•

静的 IP アドレスまたは DHCP アドレスのいずれかを持つ FlexConnect を導入することがで
きます。DHCP サーバがローカルで使用可能になっており、ブート時に AP に IP アドレスを
提供できる必要があります。

•

最大伝送ユニット（MTU）は、500 バイト以上にする必要があります。

•

ラウンドトリップ遅延は、AP とコントローラ間で 300 ミリ秒を超えないようにする必要が
あります。ラウンドトリップ遅延を 300 ミリ秒以下に抑えられない場合は、ローカル認証を
実行するよう AP を設定します。

•

コントローラは、ユニキャスト パケットまたはマルチキャスト パケットの形式でマルチ
キャスト パケットを AP に送信できます。FlexConnect モードでは、AP はユニキャスト形式
でのみマルチキャスト パケットを受信できます。

•

FlexConnect は CCKM 完全認証をサポートしますが、CCKM 高速ローミングをサポートしま
せん。

•

FlexConnect は、真のマルチキャストを除くすべての機能に対して、1 対 1 ネットワーク アド
レス変換（NAT）設定とポート アドレス変換（PAT）をサポートします。NAT 境界を越えるマル
チキャストもサポートされます（ユニキャスト オプションを使用して設定されている場合）。

•

VPN、IPsec、L2TP、PPTP、Fortress 認証、および Cranite 認証は、これらのセキュリティ タイプ
が AP でローカルにアクセス可能である場合、ローカル スイッチングのトラフィックに対し
てサポートされます。

•

NAC アウトオブバンド統合がサポートされるのは、WLAN が FlexConnect の中央スイッチン
グを行うように設定されている場合だけです。FlexConnect のローカル スイッチングを行う
ように設定されている WLAN での使用はサポートされていません。

•

FlexConnect AP の場合、FlexConnect ローカル スイッチングが設定されている WLAN のコン
トローラでのインターフェイス マッピングは、デフォルト VLAN タギングとして AP で継承
されます。これは SSID ごと、FlexConnect AP ごとに簡単に変更できます。FlexConnect 以外の
AP では、すべてのトラフィックがトンネルを通じてコントローラに戻され、VLAN タギング
は WLAN の各インターフェイス マッピングによって決定されます。

•

デフォルトでは、FlexConnect AP で VLAN は有効化されていません。FlexConnect を有効にす
ると、AP は WLAN に関連付けられた VLAN ID を継承します。この設定は AP で保存され、
接続応答が成功した後に受信されます。デフォルトでは、ネイティブ VLAN は 1 です。VLAN
が有効化されているドメインの FlexConnect AP ごとに、ネイティブ VLAN を 1 つ設定する
必要があります。設定しないと、AP はコントローラとの間でパケットを送受信できません。
クライアントが RADIUS サーバから VLAN を割り当てられている場合、その VLAN はロー
カル スイッチングの WLAN に関連付けられます。

関連項目
•

FlexConnect 認証プロセス
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FlexConnect 認証プロセス
FlexConnect AP は、ブート時にコントローラを検索します。AP はそのコントローラに接続し、コ
ントローラから最新のソフトウェア イメージと設定情報をダウンロードして、無線を初期化し
ます。スタンドアロン モードで使用するために、ダウンロードした設定を不揮発性メモリに保存
します。
FlexConnect AP は、次のいずれかの方法でコントローラの IP アドレスを識別します。
•

AP が IP アドレスを DHCP サーバから割り当てられている場合、通常の CAPWAP 検出プロセ
ス（レイヤ 3 ブロードキャスト、無線プロビジョニング（OTAP）、DNS、または DHCP オプショ
ン 43）によりコントローラを検出します。OTAP は AP の初回ブート時には動作しません。

•

AP が静的 IP アドレスを割り当てられている場合、DHCP オプション 43 を除く CAPWAP 検
出プロセスのいずれかのメソッドを使用してコントローラを検出します。AP がレイヤ 3 ブ
ロードキャストでも OTAP でもコントローラを検出できない場合は、DNS 解決を使用する
ことを推奨します。DNS を使用すれば、静的 IP アドレスを持ち DNS サーバを認識している
AP は、最低 1 つのコントローラを見つけることができます。

•

AP で CAPWAP 検出メカニズムを使用できないリモート ネットワークからコントローラを
検出させる場合には、プライミングを使用できます。この方法を使用すると、AP の接続先の
コントローラを（AP のコマンドライン インターフェイスにより）指定できます。

関連項目
•

FlexConnect がサポートされるプラットフォーム

•

FlexConnect のガイドラインと制限事項

•

FlexConnect の動作モード

•

FlexConnect の状態

FlexConnect の動作モード
FlexConnect AP の動作モードは次の 2 種類です。
•

接続モード：このモードでは、FlexConnect AP とコントローラが CAPWAP 接続されます。

•

スタンドアロン モード：コントローラが到達不能な場合、FlexConnect AP はスタンドアロン
モードになり、独自にクライアントを認証します。
FlexConnect AP がスタンドアロン モードになると、以下が実行されます。
– 中央でスイッチされる WLAN 上のすべてのクライアントが関連付けを解除されます。
– 802.1X または Web 認証 WLAN の場合、
既存クライアントは関連付けを解除されません

が、FlexConnect AP は関連付けされたクライアントの数がゼロになると、ビーコンの送
信を停止します。
– 802.1X または Web 認証 WLAN に関連付けしている新規クライアントに関連付け解除

のメッセージが送信されます。
– 802.1X 認証、
NAC、および Web 認証（ゲスト アクセス）などのコントローラ依存アクティ

ビティが無効になり、AP はコントローラに侵入検知システム（IDS）レポートを送信しま
せん。
– 無線リソース管理
（RRM）機能（ネイバー ディスカバリ、ノイズ、干渉、ロード、およびカ

バレッジ測定、ネイバー リストの使用、不正阻止および検出など）が無効にされます。た
だし、FlexConnect AP ではスタンドアロン モードで動的周波数選択がサポートされてい
ます。
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FlexConnect AP は、スタンドアロン モードになった後も、クライアントの接続を維持しま
す。ただし、AP がコントローラとの接続を再確立すると、すべてのクライアントを関連付け
解除して、コントローラからの新しい設定情報を適用し、クライアントの接続を再度許可し
ます。
AP 上の LED は、デバイスが異なる FlexConnect モードになると変化します。
関連項目
•

FlexConnect がサポートされるプラットフォーム

•

FlexConnect のガイドラインと制限事項

•

FlexConnect 認証プロセス

•

FlexConnect の状態

FlexConnect の状態
FlexConnect WLAN は、コントローラ接続の設定と状態に応じて、次のいずれかの状態になります。
•

中央認証、中央スイッチング：この状態では、コントローラがクライアント認証を処理し、す
べてのクライアント データはトンネルを通じてコントローラに戻されます。この状態は、接
続済みモードの場合にだけ有効です。

•

中央認証、ローカル スイッチング：この状態では、コントローラがクライアント認証を処理
し、FlexConnect AP がデータ パケットをローカルにスイッチします。この状態は、
FlexConnect AP が接続モードの場合にのみサポートされます。

•

ローカル認証、ローカル スイッチング：この状態では、FlexConnect AP がクライアント認証
を処理し、クライアント データ パケットをローカルにスイッチします。AP 自体で認証でき
るため、遅延要件が軽減されます。ローカル認証は、ローカル スイッチング モードの
FlexConnect AP の WLAN でのみ有効にできます。この状態はスタンドアロン モードおよび
接続モードで有効です。
ローカル認証は、次の条件を満たすことができない場合に役立ちます。
– 128 kbps の最小帯域幅。
– 100 ms 以下のラウンドトリップ遅延。
– 500 バイト以上の最大伝送ユニット
（MTU）。

ローカル認証は次をサポートしません。
– ゲスト認証。
– RRM 情報。
– ローカル RADIUS。
– グループ内の WLC およびその他の FlexConnect AP でクライアント情報が更新される前

のローミング。
•

認証ダウン、スイッチング ダウン：この状態になると、WLAN は既存クライアントの関連付
けを解除し、ビーコン応答とプローブ応答の送信を停止します。この状態はスタンドアロン
モードでのみ有効です。

•

認証ダウン、ローカル スイッチング：この状態では、WLAN は新しいクライアントからの認
証の試行をすべて拒否しますが、既存クライアントを保持するために、ビーコン応答とプ
ローブ応答の送信は続けます。この状態はスタンドアロン モードでのみ有効です。
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FlexConnect AP がスタンドアロン モードになると、WLAN は次の状態になります。
•

WLAN がオープン、共有、WPA-PSK、または WPA2-PSK 認証として設定されており、新しい
クライアントの認証を続行する場合は、ローカル認証、ローカル スイッチングの状態。

•

WLAN が中央スイッチングを行うように設定されている場合は、認証ダウン、スイッチング
ダウンの状態。

•

WLAN がローカル スイッチングを行うように設定されている場合は、認証ダウン、ローカル
スイッチングの状態。

関連項目
•

FlexConnect がサポートされるプラットフォーム

•

FlexConnect のガイドラインと制限事項

•

FlexConnect 認証プロセス

•

FlexConnect の動作モード

•

FlexConnect の設定：ワークフロー

FlexConnect の設定：ワークフロー
FlexConnect を設定するには、この項の手順を次の順序で実行する必要があります。
1.

リモート サイトでのスイッチの設定。

2.

コントローラの設定。

3.

FlexConnect の AP の設定。

4.

クライアント デバイスの WLAN への接続。

リモート サイトでのスイッチの設定
リモート サイトでスイッチを準備するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

FlexConnect が有効になっている AP を、スイッチ上のトランクまたはアクセス ポートに接続し
ます。

ステップ 2

FlexConnect AP をサポートするようにスイッチを設定します。

関連項目
•

例：リモート サイトでのスイッチの FlexConnect の設定

•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定

•

ローカルでスイッチされる WLAN のコントローラの設定

•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定（ゲスト アクセス用）
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例：リモート サイトでのスイッチの FlexConnect の設定
この設定例の場合：
•

FlexConnect AP は、トランク インターフェイス FastEthernet 1/0/2 に接続され、ネイティブ
VLAN 100 を使用します。AP は、このネイティブ VLAN 上での IP 接続を必要とします。

•

リモート サイトのローカル サーバとリソースは、VLAN 101 上にあります。

•

DHCP プールがスイッチの両 VLAN のローカル スイッチ内に作成されます。

•

最初の DHCP プール（ネイティブ）は FlexConnect AP により使用され、2 つ目の DHCP プール
（ローカル スイッチング）は、クライアントがローカルでスイッチされる WLAN に関連付け
る場合、クライアントにより使用されます。

この設定例のアドレスは、図示のみを目的としています。使用するアドレスは、アップストリー
ム ネットワークに適合している必要があります。
ip dhcp pool NATIVE
network 10.10.100.0 255.255.255.0
default-router 10.10.100.1
!
ip dhcp pool LOCAL-SWITCH
network 10.10.101.0 255.255.255.0
default-router 10.10.101.1
!
interface FastEthernet1/0/1
description Uplink port
no switchport
ip address 10.10.98.2 255.255.255.0
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet1/0/2
description the Access Point port
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 100
switchport trunk allowed vlan 100,101
switchport mode trunk
spanning-tree portfast
!
interface Vlan100
ip address 10.10.100.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.10.100.1
!
interface Vlan101
ip address 10.10.101.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.10.101.1
end

関連項目
•

リモート サイトでのスイッチの設定

•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定

•

ローカルでスイッチされる WLAN のコントローラの設定

•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定（ゲスト アクセス用）
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中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定
中央でスイッチされる WLAN を作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] >
[ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[WLAN] > [WLAN 設定（WLAN Configuration）] を選択して
[WLAN 設定（WLAN Configuration）] ページにアクセスします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [WLAN の追加（Add a WLAN）]
を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
Cisco AP はコントローラごとに最大 16 の WLAN をサポートできます。ただし Cisco AP の中に
は、WLAN ID が 9 以上の WLAN をサポートしないものがあります。この場合、WLAN を作成し
ようとすると次のメッセージが表示されます。
AP のすべてのタイプが 8 個より多い WLAN ID をサポートするとは限りませんが、続行します
か。
（Not all types of AP support WLAN ID greater than 8, do you wish to continue? ）
[OK] をクリックすると、次に使用可能な WLAN ID を持つ WLAN が作成されます。
WLAN ID が 8 未満の WLAN が削除されている場合、次に作成する WLAN にその ID が適用され
ます。

ステップ 5

コントローラに適用するテンプレートをドロップダウン リストから選択します。
新しい WLAN テンプレートを作成する場合は、[ここをクリック（Click here）] リンクをクリック
するとテンプレート作成ページにリダイレクトされます。

ステップ 6

[レイヤ 2 セキュリティ（Layer 2 Security）] ドロップダウン リストから [WPA1+WPA2] を選択し
ます。

ステップ 7

[一般ポリシー（General Policies）] の下にある [ステータス（Status）] チェックボックスをオンにし
て WLAN を有効にします。
NAC が有効で、これで使用する検疫 VLAN を作成済みである場合は、[一般ポリシー（General
Policies）] の下にある [インターフェイス（Interface）] ドロップダウン リストから選択してくださ
い。また、[AAA オーバーライドを許可する（Allow AAA Override）] チェックボックスをオンにし
て、コントローラが確実に検疫 VLAN 割り当てを検証するようにします。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

リモート サイトでのスイッチの設定

•

ローカルでスイッチされる WLAN のコントローラの設定

•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定（ゲスト アクセス用）
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ローカルでスイッチされる WLAN のコントローラの設定
ローカルでスイッチされる WLAN を作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1 「中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定 」
のステップ 1 からステップ 5 の説明に

従って、新しい WLAN を作成します。
ステップ 2

WLAN ID をクリックして設定パラメータを変更します。
[レイヤ 2 セキュリティ（Layer 2 Security）] ドロップダウン リストから [WPA1+WPA2] を選択し
ます。必ず [PSK 認証キーの管理（PSK authentication key management）] を選択して、事前共有キー
を入力します。

ステップ 3

この WLAN の [管理ステータス（Admin Status）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[FlexConnect ローカル スイッチング（FlexConnect Local Switching）] チェックボックスをオンに
して、ローカル スイッチングを有効にします。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして、変更内容を確定します。

関連項目
•

リモート サイトでのスイッチの設定

•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定

•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定（ゲスト アクセス用）

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定
（ゲスト アクセス用）
ゲスト アクセス用に中央でスイッチされる WLAN を作成し、トンネルを通じてゲスト トラ
フィックがコントローラに渡されるようにするには、次の手順を実行します。
ステップ 1 「中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定 」
のステップ 1 からステップ 5 の説明に

従って、新しい WLAN を作成します。
ステップ 2

WLAN をクリックして次の設定パラメータを変更します。
a.

[セキュリティ（Security）] タブの [レイヤ 2 セキュリティ（Layer 2 Security）] および [レイヤ 3
セキュリティ（Layer 3 Security）] ドロップダウン リストから [なし（None）] を選択します。

b.

[Web ポリシー（Web Policy）] チェックボックスをオンにします。

c.

[認証（Authentication）] を選択します。

d.

外部 Web サーバを使用する場合は、WLAN で事前認証アクセス コントロール リスト（ACL）
を設定し、WLAN 事前認証 ACL としてこの ACL を選択します。

ステップ 3

[一般ポリシー（General Policies）] の下にある [ステータス（Status）] チェックボックスをオンにし
て WLAN を有効にします。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックして、変更内容を確定します。

関連項目
•

リモート サイトでのスイッチの設定

•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定
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•

ローカルでスイッチされる WLAN のコントローラの設定

•

中央でスイッチされる WLAN へのゲスト ユーザの追加（ゲスト アクセス用）

•

Web 認証テンプレート

中央でスイッチされる WLAN へのゲスト ユーザの追加
（ゲスト アクセス用）
ローカル ユーザを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configure）] > [コントローラ テンプレート起動パッド（Controller Template Launch Pad）] を
選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ローカル ネット ユーザ（Local
Net Users）] を選択します。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a Command）] ドロップダウン リストから [テンプレートの追加（Add
Template）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[ファイルからインポートする（Import from File）] チェックボックスをオフにします。

ステップ 5

ローカル ユーザのユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 6

[プロファイル（Profile）] ドロップダウン リストから、適切な SSID を選択します。

ステップ 7

ゲスト ユーザ アカウントの説明を入力します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定（ゲスト アクセス用）

FlexConnect の AP の設定
FlexConnect の AP を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

AP をネットワークに物理的に追加します。

ステップ 2

[設定（Configure）] > [アクセス ポイント（Access Points）] の順に選択します。

ステップ 3

[AP 名（AP Name）] リストから、AP を選択します。

ステップ 4

[AP モード（AP Mode）] フィールドに [FlexConnect] が表示されない場合は、[設定（Configure）] >
[AP 設定テンプレート（AP Configuration Templates）] > [Lightweight AP] または [Autonomous AP]
を選択します。
[AP モード（AP Mode）] フィールドに [FlexConnect] が表示される場合は、ステップ 8 に進みます。

ステップ 5
ステップ 6

[AP 名（AP Name）] リストから、AP を選択します。[Lightweight AP テンプレートの詳細
（Lightweight AP Template Detail）] ページが表示されます。
[FlexConnect モードをサポート（FlexConnect Mode supported）] チェックボックスをオンにして、
すべてのプロファイル マッピングを表示します。
モードを FlexConnect に変更する際に、AP がまだ FlexConnect モードでない場合、他のすべての
FlexConnect パラメータはその AP に適用されません。
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ステップ 7

[VLAN サポート（VLAN Support）] チェックボックスをオンにして、[ネイティブ VLAN ID
（Native VLAN ID）] テキスト ボックスにリモート ネットワーク上のネイティブ VLAN の番号を
入力します。

ステップ 8

[適用/スケジュール（Apply/Schedule）] タブをクリックして変更を保存します。

ステップ 9

[ローカルでスイッチされる VLAN（Locally Switched VLANs）] セクションの [編集（Edit）] リンク
をクリックして、クライアント IP アドレスの取得元となる VLAN の数を変更します。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックして変更内容を保存します。
リモート サイトで、FlexConnect に対して設定が必要なすべての追加 AP に対して、この手順を繰
り返します。

関連項目
•

リモート サイトでのスイッチの設定

•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定

•

ローカルでスイッチされる WLAN のコントローラの設定

クライアント デバイスの WLAN への接続
コントローラの設定中に作成した WLAN に接続するプロファイルを作成するには、お使いのク
ライアント デバイスの手順に従ってください。
この例では、クライアント上で 3 つのプロファイルを作成します。
1.

中央でスイッチされる WLAN に接続するには、WPA/WPA2 と PEAP-MSCHAPV2 認証を使
用するクライアント プロファイルを作成します。クライアントが認証されると、コントロー
ラの管理 VLAN から IP アドレスが取得されます。

2.

ローカルでスイッチされる WLAN に接続するには、WPA/WPA2 認証を使用するクライアン
ト プロファイルを作成します。クライアントが認証されると、ローカル スイッチの VLAN
101 から IP アドレスが取得されます。

3.

ゲスト アクセス用の中央でスイッチされる WLAN に接続するには、オープン認証を使用す
るプロファイルを作成します。クライアントが認証されると、AP へのネットワーク ローカ
ル上の VLAN 101 から IP アドレスが取得されます。クライアントが接続されると、ローカル
ユーザは任意の HTTP アドレスを Web ブラウザに入力します。Web 認証プロセスを完了す
るため、コントローラに自動的に誘導されます。Web ログイン ページが表示されたら、ユー
ザ名とパスワードを入力します。

クライアントのデータ トラフィックがローカル スイッチングか中央スイッチングかを確認す
るには、[モニタ（Monitor）] > [デバイス（Devices）] > [クライアント（Clients）] の順に選択します。
関連項目
•

リモート サイトでのスイッチの設定

•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定

•

ローカルでスイッチされる WLAN のコントローラの設定

•

中央でスイッチされる WLAN のコントローラの設定（ゲスト アクセス用）
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FlexConnect AP グループ
FlexConnect により、各ロケーションにコントローラを導入しなくても、ワイドエリア ネット
ワーク（WAN）リンク経由でリモート ロケーションの AP を設定および制御できるようになりま
す。ロケーションごとの FlexConnect AP の導入数に制限はありませんが、AP を分類してグルー
プ化することもできます。
同じ設定で AP グループを作成することによって、個別にコントローラにアクセスするよりも
CCKM 高速ローミングなどをより速く処理できます。
たとえば、CCKM 高速ローミングを起動するには、FlexConnect AP が関連付けられるすべてのデ
バイスの CCKM キャッシュを認識している必要があります。300 の AP と 1000 のデバイスに接
続できるコントローラがある場合、1000 のデバイスすべてではなく FlexConnect グループの
CCKM キャッシュを処理して送信する方が迅速で実用的です。特定の 1 つの FlexConnect グルー
プで少数の AP に焦点を絞ることができるため、そのグループのデバイスはこの限られた数の
AP 間で接続およびローミングできます。確立されたグループがある場合、CCKM キャッシュや
バックアップ RADIUS などの機能は、各 AP で設定されるのではなく、FlexConnect グループ全体
に対して設定されます。
グループ内のすべての FlexConnect AP は、同じ WLAN、バックアップ RADIUS サーバ、CCKM、
およびローカル認証の設定情報を共有します。この機能は、リモート オフィス内や建物のフロア
上に複数の FlexConnect AP があり、すべてを一度に設定する場合に役立ちます。たとえば、
FlexConnect グループに対してバックアップ RADIUS サーバを 1 つ設定しておけば、個々の AP
上で同じサーバを設定する必要はありません。
次の図は、ブランチ オフィスでのバックアップ RADIUS サーバを使用した FlexConnect グルー
プの一般的な導入です。
図 21-4

FlexConnect グループの導入

関連項目
•

FlexConnect グループおよびバックアップ RADIUS サーバ

•

FlexConnect グループおよび CCKM

•

FlexConnect グループおよびローカル認証

•

FlexConnect グループの監査
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FlexConnect グループおよびバックアップ RADIUS サーバ
スタンドアロン モードの FlexConnect AP がバックアップ RADIUS サーバに対して完全な
802.1x 認証を実行できるように、コントローラを設定することができます。プライマリ RADIUS
サーバを設定することも、プライマリとセカンダリの両方の RADIUS サーバを設定することも
できます。
関連項目
•

FlexConnect グループおよび CCKM

•

FlexConnect グループおよびローカル認証

•

FlexConnect グループの監査

FlexConnect グループおよび CCKM
CCKM 高速ローミングには FlexConnect グループが必要です。CCKM 高速セキュア ローミング
用に WLAN を設定した場合、EAP が有効になっているクライアントは、RADIUS サーバで再認
証せずに、あるアクセス ポイントから別のアクセス ポイントに安全にローミングを行います。
CCKM を使用すると、アクセス ポイントは高速キー再生成技術を使用します。これによりシス
コのクライアント デバイスは、アクセス ポイント間のローミングを通常 150 ミリ秒未満で行え
ます。CCKM 高速セキュア ローミングでは、遅延に敏感なアプリケーションで認識できるほど
の遅延は発生しません。FlexConnect アクセス ポイントは、関連付けられる可能性のあるすべて
のクライアントに対する CCKM キャッシュ情報を取得します。それにより、CCKM キャッシュ
情報をコントローラに送り返さずに、すばやく処理できます。
たとえば、AP が 300 あるコントローラで、関連付けえられる可能性のあるクライアントが 100 台
ある場合、100 台すべてのクライアントに対して CCKM キャッシュを送信することは現実的で
はありません。限られた数（たとえば 4 つ）の AP からなる FlexConnect グループを作成すれば、ク
ライアントはこれらの 4 つの AP 間でのみローミングし、クライアントがいずれかの AP に関連
付けられる場合にのみ、CCKM キャッシュがその 4 つの AP 間で配布されます。
FlexConnect AP と FlexConnect 以外の AP 間の CCKM 高速ローミングはサポートされていません。
関連項目
•

FlexConnect グループおよびバックアップ RADIUS サーバ

•

FlexConnect グループおよびローカル認証

•

FlexConnect グループの監査

FlexConnect グループおよびローカル認証
スタンドアロン モードの FlexConnect AP が最大 20 人の静的に設定されたユーザに対して
LEAP または EAP-FAST 認証を実行できるようにコントローラを設定できます。コントローラ
は、各 FlexConnect AP がコントローラに接続した際に、ユーザ名とパスワードの静的リストをそ
の AP に送信します。グループ内の各 AP は、そのアクセス ポイントに関連付けられたクライア
ントのみを認証します。
この機能は、Autonomous AP ネットワークから Lightweight FlexConnect AP ネットワークに移行
する際に、大きなユーザ データベースを保持したくない場合や、Autonomous AP で利用可能な
RADIUS サーバ機能を置き換える際に別のハードウェア デバイスを追加したくない場合に適し
ています。
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LEAP または EAP-FAST 認証は、FlexConnect バックアップ RADIUS サーバと組み合わせて使用
できます。FlexConnect グループがバックアップ RADIUS サーバとローカル認証の両方で設定さ
れている場合、FlexConnect AP は常に、まずプライマリ バックアップ RADIUS サーバを使用して
クライアントの認証を試行します。その後、セカンダリ バックアップ RADIUS サーバで試行し
（プライマリに到達できない場合）、最後に FlexConnect AP 自身で試行します（プライマリおよび
セカンダリの RADIUS サーバに到達できない場合）。
関連項目
•

FlexConnect グループおよびバックアップ RADIUS サーバ

•

FlexConnect グループおよび CCKM

•

FlexConnect AP グループの設定

•

FlexConnect グループの監査

FlexConnect AP グループの表示
既存の FlexConnect AP グループのリストを表示できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[FlexConnect] > [FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP
Groups）] の順に選択します。[FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP Groups）] ページが開き
ます。

ステップ 4

FlexConnect AP グループに関する詳細を表示するグループ名をクリックします。

FlexConnect AP グループの設定
FlexConnect AP グループを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[FlexConnect] > [FlexConnect AP グループ（FlexConnect AP
Groups）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[FlexConnect AP グループの追
加（Add FlexConnect AP Group）] をクリックして [FlexConnect グループ（FlexConnect AP Group）] >
[テンプレートから追加（Add From Template）] ペインを開きます。

ステップ 5

[このコントローラに適用するテンプレートを選択する（Select a template to apply to this
controller）] ドロップダウン リストからテンプレートを選択します。

ステップ 6

[適用（Apply）] をクリックします。
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ステップ 7

FlexConnect AP グループの必須パラメータを設定します。必要なタブをクリックして、次のマッ
ピングを追加、編集、または削除できます。
•

[VLAN-ACL マッピング（VLAN-ACL Mapping）]：有効な VLAN ID の範囲は 1 ～ 4094 です。

•

[WLAN-ACL マッピング（WLAN-ACL Mapping）]：外部 Web 認証用の FlexConnect アクセス
コントロール リストを選択します。最大 16 個の Web 認証 ACL を追加できます。

•

[Web ポリシー ACL（WebPolicy ACL）]：Web ポリシーとして追加する FlexConnect アクセス
コントロール リストを選択します。最大 16 個の Web ポリシー ACL を追加できます。

•

[ローカル分割（Local Split）]

•

[中央 DHCP（Central DHCP）]
– [中央 DHCP
（Central DHCP）]：この機能を有効にすると、AP から受信した DHCP パケッ

トは、コントローラに中央でスイッチされ、AP および SSID に基づいて対応する VLAN
に転送されます。
– [DNS のオーバーライド
（Override DNS）]：ローカルでスイッチされる WLAN に割り当

てられたインターフェイス上での DNS サーバ アドレスのオーバーライドを有効また
は無効にできます。中央でスイッチされる WLAN 上で DNS をオーバーライドすると、
クライアントは、コントローラからではなく AP から DNS サーバの IP アドレスを取得
します。
– [NAT-PAT]：ローカルでスイッチされる WLAN 上でのネットワーク アドレス変換
（NAT）

およびポート アドレス変換（PAT）を有効または無効にできます。NAT および PAT を有効
にするには、[中央 DHCP 処理（Central DHCP Processing）] を有効にする必要があります。
ステップ 8

個々のアクセス ポイントが FlexConnect グループに属していることを確認するには、[グループ
に設定されているユーザ（Users configured in the group）] リンクをクリックします。[FlexConnect
AP グループ（FlexConnect AP Group）] ページに、グループの名前と、そのグループに属している
アクセス ポイントが表示されます。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 10

既存の FlexConnect AP グループを削除するには、削除するグループのチェックボックスをオン
にして、[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [FlexConnect AP グ
ループの削除（Delete FlexConnect AP Group）] を選択します。

関連項目

リファレンス ガイドに xref を追加します。
•

FlexConnect グループの AP の確認

FlexConnect グループの AP の確認
個々の AP が FlexConnect グループに属していることを確認するには、[グループで設定されてい
るユーザ（Users configured in the group）] リンクをクリックします。[FlexConnect AP グループ
（FlexConnect AP Group）] ページが開き、グループの名前と、そのグループに属している AP が表
示されます。
関連項目
•

FlexConnect グループの監査
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FlexConnect グループの監査
FlexConnect 設定が Prime Infrastructure またはコントローラ上で時間の経過により変化した場合
は、設定を監査できます。変化は、後続の画面に表示されます。Prime Infrastructure またはコント
ローラを更新することによって、設定を同期することもできます。
関連項目
•

FlexConnect AP グループの設定

•

FlexConnect AP グループの表示

コントローラ セキュリティ パラメータの設定
•

コントローラのファイル暗号化の設定

•

コントローラ AAA セキュリティの設定

•

コントローラのローカル EAP

•

コントローラの Web 認証証明書の設定

•

コントローラのユーザ ログイン ポリシーの設定

•

手動で無効にしたクライアントの管理

•

コントローラのアクセス コントロール リストの設定

•

CPU アクセス コントロール リストの設定

•

IDS センサー リストの設定

•

認証局（CA）証明書

•

ID 証明書

•

コントローラの Web 認証証明書の設定

•

ワイヤレス保護ポリシーの設定

•

不正ポリシーの設定

•

不正 AP ルールの設定

•

クライアント除外ポリシーの設定

•

コントローラの標準シグネチャ パラメータの表示

•

カスタム シグネチャの設定

•

AP 認証および MFP の設定

コントローラのファイル暗号化の設定
TFTP サーバへのコントローラ コンフィギュレーション ファイルのアップロードまたはダウン
ロードの際に、データが暗号化されるように、ファイル暗号化を設定できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。
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ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ファイル暗号化（File Encryption）]
の順に選択します。

ステップ 4

[ファイル暗号化（File Encryption）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5
ステップ 6

[暗号キー（Encryption Key）] フィールドに、16 文字の文字列を入力します。[暗号キーの確認
（Confirm Encryption Key）] フィールドにキーを再入力します。
[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ セキュリティ パラメータの設定

コントローラ AAA セキュリティの設定
ここでは、コントローラのセキュリティ AAA パラメータの設定方法について説明します。内容
は次のとおりです。
•

AAA の一般パラメータの設定

•

AAA RADIUS 認証サーバの表示

•

AAA RADIUS Acct サーバの表示

•

AAA RADIUS フォールバック パラメータの設定

•

AAA LDAP サーバの設定

•

AAA TACACS+ サーバの設定

•

AAA ローカル ネット ユーザの表示

•

AAA MAC フィルタリングの設定

•

AAA AP/MSE 認可の設定

•

AAA Web 認証の設定

•

AAA Web 認証の設定

AAA の一般パラメータの設定
[一般（General）] ページでは、コントローラ上のローカル データベース エントリを設定できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [一般 - AAA（General AAA）] の順に選択します。

ステップ 4

許可されるデータベース エントリの最大数を入力します。有効な範囲は 512 ～ 2048 です。

ステップ 5

サーバをリブートして変更を適用します。
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関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

AAA RADIUS 認証サーバの表示
既存の RADIUS 認証サーバのサマリーを表示できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS 認証サーバ
（RADIUS Auth Servers）] の順に選択します。次の RADIUS 認証サーバのパラメータが表示され
ます。
•

[サーバ インデックス（Server Index）]：RADIUS サーバのアクセス プライオリティ番号（表示
のみ）。[IP アドレスの設定（Configure IPaddr）] > [RADIUS 認証サーバ（RADIUS
Authentication Server）] の順にクリックして移動します。

•

[サーバ アドレス（Server Address）]：RADIUS サーバの IP アドレス（読み取り専用）。

•

[ポート番号（Port Number）]：Controller ポート番号（読み取り専用）。

•

[管理ステータス（Admin Status）]：[有効（Enable）] または [無効（Disable）]。

•

[ネットワーク ユーザ（Network User）]：[有効（Enable）] または [無効（Disable）]。

•

[管理ユーザ（Management User）]：[有効（Enable）] または [無効（Disable）]。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

•

認証サーバの追加

認証サーバの追加
認証サーバを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS 認証サーバ
（RADIUS Auth Servers）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [認証サーバの追加（Add Auth
Server）] 選択して、[Radius 認証サーバ（Radius Authentication Server）] > [テンプレートから追加
（Add From Template）] ページを開きます。

ステップ 5

[このコントローラに適用するテンプレートを選択する（Select a template to apply to this
controller）] ドロップダウン リストからテンプレートを選択します。
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ステップ 6

[適用（Apply）] をクリックします。
RADIUS 認証サーバの新しいテンプレートを作成するには、[設定（Configuration）] > [テンプレー
ト（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and Technologies）] > [コントローラ
（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS 認証サーバ（RADIUS Auth Servers）]
を選択します。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

•

AAA RADIUS 認証サーバの表示

AAA RADIUS Acct サーバの表示
既存の RADIUS アカウンティング サーバのサマリーを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS アカウンティ
ング サーバ（RADIUS Acct Servers）] の順に選択します。RADIUS アカウンティング サーバのパ
ラメータには、次のようなものがあります。
•

[サーバ インデックス（Server Index）]：RADIUS サーバのアクセス プライオリティ番号（読み
取り専用）。クリックして [RADIUS アカウンティング サーバの詳細（Radius Acct Servers
Details）] ページを開きます。
現在のアカウンティング サーバのパラメータを編集または監査するには、該当するアカウ
ンティング サーバのサーバ インデックスをクリックします。

•

[サーバ アドレス（Server Address）]：RADIUS サーバの IP アドレス（読み取り専用）。

•

[ポート番号（Port Number）]：Controller ポート番号（読み取り専用）。

•

[管理ステータス（Admin Status）]：[有効（Enable）] または [無効（Disable）]。

•

[ネットワーク ユーザ（Network User）]：[有効（Enable）] または [無効（Disable）]。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

•

アカウンティング サーバの追加
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アカウンティング サーバの追加
アカウンティング サーバを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS アカウンティ
ング サーバ（RADIUS Acct Servers）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Acct サーバの追加（Add Acct
Server）] 選択して、[Radius Acct サーバの詳細（Radius Acct Servers Details）] > [テンプレートから
追加（Add From Template）] ページを開きます。

ステップ 5

[このコントローラに適用するテンプレートを選択する（Select a template to apply to this
controller）] ドロップダウン リストからテンプレートを選択します。

ステップ 6

ドロップダウン リストから、このテンプレートに適用するコントローラを選択します。

ステップ 7

[適用（Apply）] をクリックします。
RADIUS アカウンティング サーバの新しいテンプレートを作成するには、[設定（Configuration）] >
[テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and Technologies）] > [コント
ローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS Acct サーバ（RADIUS Acct
Servers）] を選択します。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

•

AAA RADIUS Acct サーバの表示

アカウンティング サーバの削除
アカウンティング サーバを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS アカウンティ
ング サーバ（RADIUS Acct Servers）] の順に選択します。

ステップ 4

該当するアカウンティング サーバのチェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [アカウンティング サーバの削
除（Delete Acct Server）] を選択します。

ステップ 6

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 7

ポップアップ ダイアログボックスで [OK] をクリックして、削除を確定します。
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関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

•

AAA RADIUS Acct サーバの表示

AAA RADIUS フォールバック パラメータの設定
RADIUS フォールバック パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS フォールバッ
ク（RADIUS Fallback）] の順に選択します。

ステップ 4

必要な変更を行い、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 5

[監査（Audit）] をクリックして、Prime Infrastructure およびコントローラの現在の設定ステータス
をチェックします。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

AAA LDAP サーバの設定
コントローラに対して LDAP サーバを追加および削除できます。Prime Infrastructure では匿名バ
インドおよび認証済みバインドの両方の LDAP 設定がサポートされています。
[LDAP サーバ（LDAP Servers）] ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [LDAP サーバ（LDAP
Servers）] の順に選択します。
このページには、現在このコントローラが使用している LDAP サーバが表示されます。次のパラ
メータが含まれます。
•

[チェックボックス（Check box）]：チェックボックスをオンにして、削除する LDAP サーバを
選択します。

•

[サーバ インデックス（Server Index）]：LDAP サーバを識別するために割り当てられた番号。
LDAP サーバの設定ページに移動するには、インデックス番号をクリックします。

•

[サーバ アドレス（Server Address）]：LDAP サーバの IP アドレス。
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•

[ポート番号（Port Number）]：LDAP サーバとの通信に使用されるポート番号。

•

[管理ステータス（Admin Status）]：サーバ テンプレートのステータス。
LDAP サーバ テンプレートの使用が有効か無効かを示します。

ステップ 4

情報を昇順または降順に並べ替えるには、列のタイトルをクリックします。

関連項目
•

新しい LDAP バインド要求の設定

•

コントローラ AAA セキュリティの設定

LDAP サーバの追加
LDAP サーバを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [LDAP サーバ（LDAP
Servers）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [LDAP サーバの追加（Add
LDAP Server）] を選択します。

ステップ 5

[実行（Go）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

LDAP サーバの削除
LDAP サーバを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [LDAP サーバ（LDAP
Servers）] の順に選択します。

ステップ 4

削除する LDAP サーバのチェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [LDAP サーバの削除（Delete
LDAP Servers）] を選択します。

ステップ 6

[実行（Go）] をクリックします。
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関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

新しい LDAP バインド要求の設定
Prime Infrastructure では、匿名バインドおよび認証済みバインドの両方の LDAP 設定がサポート
されています。バインドは、検索処理を実行する空きソケットです。
LDAP バインド要求を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [LDAP サーバ（LDAP
Servers）] の順に選択します。

ステップ 4

[サーバ インデックス（Server Index）] 列の下の値をクリックします。

ステップ 5

[バインド タイプ（Bind Type）] ドロップダウン リストから、[認証済み（Authenticated）] または [匿
名（Anonymous）] を選択します。[認証済み（Authenticated）] を選択した場合、バインド ユーザ名お
よびパスワードも入力する必要があります。

ステップ 6

[サーバ ユーザ ベース DN（Server User Base DN）] テキスト ボックスに、ユーザすべてのリストを
含む LDAP サーバ内のサブツリーの識別名を入力します。

ステップ 7

[サーバ ユーザ属性（Server User Attribute）] テキスト ボックスに LDAP サーバのユーザ名を含む
属性を入力します。

ステップ 8

[サーバ ユーザ タイプ（Server User Type）] テキスト ボックスにユーザを識別する ObjectType 属
性を入力します。

ステップ 9

[再転送タイムアウト（Retransmit Timeout）] テキスト ボックスに再転送までの時間を秒単位で入
力します。有効な値の範囲は 2 ～ 30 秒で、デフォルト値は 2 秒です。

ステップ 10

LDAP サーバに管理権限を付与する場合は、[管理ステータス（Admin Status）] チェックボックス
をオンにします。

ステップ 11

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

AAA TACACS+ サーバの設定
コントローラに対して TACACS+ サーバを追加および削除できます。[TACACS+ サーバ
（TACACS+ Servers）] ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。
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ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [TACACS+ サーバ
（TACACS+ Servers）] の順に選択します。
このページには、現在このコントローラが使用している TACACS+ サーバが表示されます。次の
パラメータが含まれます。
•

[チェックボックス（Check box）]：チェックボックスをオンにして、削除する TACACS+ サー
バを選択します。

•

[サーバ タイプ（Server Type）]：TACACS+ のサーバ タイプ（アカウンティング、許可、または
認証）。

•

[サーバ インデックス（Server Index）]：TACACS+ サーバを識別し、使用プライオリティを設
定するために割り当てられた番号。TACACS+ サーバの設定ページに移動するには、インデッ
クス番号をクリックします。

•

[サーバ アドレス（Server Address）]：TACACS+ サーバの IP アドレス。

•

[ポート番号（Port Number）]：TACACS+ サーバとの通信に使用されるポート番号。

•

[管理ステータス（Admin Status）]：サーバ テンプレートのステータス。TACACS+ サーバ テン
プレートの使用が有効かを示します。

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから次のいずれかのオプションを
選択できます。

ステップ 4

•

[TACACS+ サーバの追加（Add TACACS+ Server）]：このオプションを選択して [実行（Go）] を
クリックすると、TACACS+ サーバがコントローラに追加されます。

•

[TACACS+ サーバの削除（Delete TACACS+ Servers）]：このオプションを選択して [実行（Go）]
をクリックすると、チェックボックスがオンになっているすべての TACACS+ サーバがコン
トローラから削除されます。

情報を昇順または降順に並べ替えるには、列のタイトルをクリックします。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

AAA ローカル ネット ユーザの表示
特定の WLAN へのアクセスが許可されているクライアントの、既存のローカル ネットワーク
ユーザ コントローラのサマリーを表示できます。これは、RADIUS 認証プロセスの管理バイパス
です。レイヤ 3 Web 認証を有効にする必要があります。クライアント情報は、まず RADIUS 認証
サーバに渡され、クライアント情報が RADIUS データベースのエントリと一致しない場合は、こ
のローカル データベースに対してポーリングが実行されます。RADIUS 認証が失敗した場合、ま
たは存在しない場合は、このデータベースで見つかったクライアントがネットワーク サービス
へのアクセスを付与されます。
既存のローカル ネットワーク ユーザを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。
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ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [ローカル ネット ユーザ
（Local Net Users）] の順に選択します。[ローカル ネット ユーザ（Local Net Users）] ページには、次
のローカル ネット ユーザ パラメータが表示されます。
•

[ユーザ名（Username）]：ユーザ定義の ID。

•

[WLAN ID]：任意の WLAN ID（1 ～ 16）。すべての WLAN の場合は 0、このローカル ネット
ユーザがアクセスできるサードパーティ製 WLAN の場合は 17。

•

[説明（Description）]：オプションのユーザが定義した説明。

関連項目
•

ローカル ネット ユーザの削除

•

コントローラ AAA セキュリティの設定

ローカル ネット ユーザの削除
ローカル ネット ユーザを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [ローカル ネット ユーザ
（Local Net Users）] の順に選択します。

ステップ 4

該当するローカル ネット ユーザのチェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[ローカル ネット ユーザの削
除（Delete Local Net Users）] を選択します。

ステップ 6

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 7

ダイアログボックスで [OK] をクリックして、削除を確定します。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

AAA MAC フィルタリングの設定
MAC フィルタ情報を表示できます。ブロードキャスト範囲では MAC アドレスを使用できません。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [MAC フィルタリング
（MAC Filtering）] の順に選択します。[MAC フィルタリング（MAC Filtering）] ページには、次のパ
ラメータが表示されます。
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•

[MAC フィルタ パラメータ（MAC Filter Parameters）]
– [RADIUS 互換性モード
（RADIUS Compatibility Mode）]：ユーザ定義の RADIUS サーバの

互換性（[Cisco ACS]、[FreeRADIUS]、または [その他（Other）]）。
– [MAC デリミタ
（MAC Delimiter）]：MAC デリミタは、RADIUS サーバの要件に応じて、コ

ロン（xx:xx:xx:xx:xx:xx）、ハイフン（xx-xx-xx-xx-xx-xx）、シングル ハイフン
（xxxxxx-xxxxxx）、またはデリミタなし（xxxxxxxxxxxx）に設定できます。
•

[MAC フィルタ（MAC Filters）]
– [MAC アドレス
（MAC Address）]：クライアント MAC アドレス。クリックして [IPaddr の

設定（Configure IPaddr）] > [MAC フィルタ（MAC Filter）] を開きます。
– [WLAN ID]：1 ～ 16
（17 = サードパーティ製 AP WLAN、0 = すべての WLAN）。
– [インターフェイス
（Interface）]：関連付けられるインターフェイス名を表示します。
– [説明
（Description）]：オプションのユーザ定義の説明を表示します。
ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [MAC フィルタの追加（Add
MAC Filters）] を選択して MAC フィルタを追加するか、[MAC フィルタの削除（Delete MAC
Filters）] を選択してテンプレートを削除するか、[MAC フィルタ パラメータの編集（Edit MAC
Filter Parameters）] を選択して MAC フィルタを編集します。

ステップ 5

[実行（Go）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

AAA AP/MSE 認可の設定
[AP/MSE 認可（AP/MSE Authorization）] ページには、アクセス ポイント ポリシーおよび認可され
たアクセス ポイントのリストが表示されます。このリストには、アクセス ポイントで認可に使
用する証明書のタイプも示されます。
ブロードキャスト範囲では MAC アドレスを使用できません。
[AP/MSE 認可（AP/MSE Authorization）] ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [AP または MSE 認可
（AP or MSE Authorization）] の順に選択します。[AP/MSE 認可（AP/MSE Authorization）] ページに
次のパラメータが表示されます。
•

[AP ポリシー（AP Policies）]
– [AP の認可
（Authorize APs）]：有効または無効。
– [SSC-AP の受け入れ
（Accept SSC-APs）]：有効または無効。
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•

[AP/MSE 認可（AP/MSE Authorization）]
– [AP/MSE ベース無線の MAC アドレス
（AP/MSE Base Radio MAC Address）]：認可された

アクセス ポイントの MAC アドレス。[AP/MSE ベース無線の MAC アドレス（AP/MSE
Base Radio MAC Address）] をクリックすると、AP/MSE 認可の詳細が表示されます。
– [タイプ
（Type）]
– [証明書タイプ
（Certificate Type）]：MIC または SSC。
– [キー ハッシュ
（Key Hash）]：40 文字の長さの 16 進数 SHA1 キー ハッシュ。キー ハッシュ

は、証明書のタイプが SSC の場合のみ表示されます。

関連項目
•

AP/MSE ポリシーの編集

•

コントローラ AAA セキュリティの設定

AP/MSE ポリシーの編集
AP/MSE 認可アクセス ポイント ポリシーを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [AP または MSE 認可
（AP or MSE Authorization）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [AP ポリシーの編集（Edit AP
Policies）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

必要に応じて、次のパラメータを編集します。

ステップ 6

•

[AP の認可（Authorize APs）]：アクセス ポイント認可を有効にする場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。

•

[SSC-AP の受け入れ（Accept SSC-APs）]：SSE アクセス ポイントの承認を有効にする場合は、
このチェックボックスをオンにします。

[保存（Save）] をクリックして変更を確定するか、[監査（Audit）] をクリックしてこれらのデバイ
ス値の監査を実行するか、[キャンセル（Cancel）] をクリックしてこのページを変更せずに閉じ
ます。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定
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AAA Web 認証の設定
[Web 認証設定（Web Auth Configuration）] ページでは、Web 認証の設定タイプを設定できます。こ
のタイプをカスタマイズに設定した場合は、コントローラにより提供された内部 Web 認証ペー
ジが、ユーザのダウンロードした Web 認証に置き換わります。
[Web 認証設定（Web Auth Configuration）] ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [Web 認証設定（Web
Auth Configuration）] の順に選択します。

ステップ 4

ドロップダウンリストから Web 認証タイプを選択します。

ステップ 5

選択したタイプに応じて、Web 認証パラメータを設定します。
•

[デフォルト内部（Default Internal）]
– [カスタム リダイレクト URL
（Custom Redirect URL）]：認証が成功した後にユーザがリダ

イレクトされる URL。たとえば、このテキスト ボックスに入力した値が
http://www.example.com の場合、ユーザはこの会社のホーム ページに接続されます。
– [ロゴの表示
（Logo Display）]：ロゴの表示を有効または無効にします。
– [Web 認証ページ タイトル
（Web Auth Page Title）]：Web 認証ページに表示されるタイトル。
– [Web 認証ページのメッセージ
（Web Auth Page Message）]：認証ページに表示されるメッ

セージ。
•

[カスタマイズ Web 認証（Customized Web Auth）]
サンプルのログイン ページをダウンロードして、そのページをカスタマイズできます。カス
タマイズ Web 認証ページを使用する場合は、サーバからサンプルの login.tar バンドル ファ
イルをダウンロードし、login.html ファイルを編集して .tar または .zip ファイルとして保存
してから、.tar または .zip ファイルをコントローラにダウンロードする必要があります。
プレビュー イメージをクリックして、このサンプル ログイン ページを TAR としてダウン
ロードします。HTML の編集後にここをクリックすると [Web 認証のダウンロード
（Download Web Auth）] ページにリダイレクトされます。詳細については、コントローラへの
カスタマイズ Web 認証バンドルのダウンロードを参照してください。

•

[外部（External）]
– [拡張リダイレクト URL
（External Redirect URL）]：ネットワーク上の外部サーバにある

login.html の場所。
外部 Web 認証サーバが設定されていない場合は、外部 Web 認証サーバを設定するオプ
ションがあります。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

•

コントローラへのカスタマイズ Web 認証バンドルのダウンロード
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AAA パスワード ポリシーの設定
このページでは、パスワード ポリシーを決定できます。
既存のパスワード ポリシーを変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [AAA] > [パスワード ポリシー
（Password Policy）] の順に選択します。

ステップ 4

パスワード ポリシーのパラメータを必要に応じて変更します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
パスワード ポリシー オプションを無効にすると、
「強いパスワード検査を無効にすると弱いパ
スワードが許可されるため、セキュリティ上のリスクが発生します（Disabling the strong password
check(s) will be a security risk as it allows weak passwords）」というメッセージが表示されます。

関連項目
•

コントローラ AAA セキュリティの設定

コントローラのローカル EAP
ローカル EAP は、ユーザおよびワイヤレス クライアントのローカル認証を可能にする認証方式
です。この方式は、バックエンド システムが妨害されたり、外部認証サーバがダウンしたりした
場合でも、ワイヤレス クライアントへの接続を維持できるように、リモート オフィスで使用す
る目的で設計されています。
ローカル EAP を有効にすると、コントローラは認証サーバおよびローカル ユーザ データベース
として機能するため、外部認証サーバから独立します。ローカル EAP は、ローカル ユーザ データ
ベースまたは LDAP バックエンド データベースからユーザの資格情報を取得して、ユーザを認
証します。
関連項目
•

ローカル EAP の一般パラメータの設定

•

ローカル EAP プロファイル

•

ローカル EAP の一般 EAP-FAST パラメータの設定

•

ローカル EAP の一般ネットワーク ユーザ優先度の設定
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ローカル EAP の一般パラメータの設定
ローカル EAP のタイムアウト値を指定できます。その後、このタイムアウト値を持つテンプレー
トを追加したり、既存のテンプレートを変更したりできます。
コントローラ上で RADIUS サーバが設定されている場合は、コントローラはまず RADIUS サー
バを使用してワイヤレス クライアントを認証しようとします。ローカル EAP は、RADIUS サー
バがタイムアウトしていたり、RADIUS サーバが設定されていなかったりした場合など、
RADIUS サーバが見つからない場合にのみ試行されます。4 台の RADIUS サーバが設定されて
いる場合、コントローラは最初の RADIUS サーバを使用してクライアントの認証を試行し、次
に 2 番目の RADIUS サーバ、その次にローカル EAP を試行します。その後クライアントで手動
で再認証を試みると、コントローラは 3 番目の RADIUS サーバを試行し、次に 4 番目の
RADIUS サーバ、その次にローカル EAP を試行します。
ローカル EAP のタイムアウト値を指定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ローカル EAP（Local EAP）] > [一
般 - ローカル EAP（General - Local EAP）] の順に選択します。

ステップ 4

[ローカル認証アクティブ タイムアウト（Local Auth Active Timeout）] テキスト ボックスにロー
カル認証アクティブ タイムアウトを入力します（秒単位）。ローカル認証アクティブ タイムアウ
トは、すべての RADIUS サーバが失敗した後、ローカル EAP が必ず使用されるタイムアウト時
間を指します。

ステップ 5

EAP-FAST、手動パスワード入力、ワンタイム パスワード、または 7920/7921 電話を使用する際
は、次の値を調整する必要があります。
自動プロビジョニングを使用している PAC をクライアントで取得する場合、コントローラで
802.1x のタイムアウト値を大きくする必要があります（デフォルトは 2 秒）。Cisco ACS サーバで
は、デフォルトの 20 秒を推奨します。
•

[ローカル EAP 識別要求タイムアウト（Local EAP Identify Request Timeout）] = 1（秒単位）

•

[ローカル EAP ID 要求最大試行（Local EAP Identity Request Maximum Retries）] = 20（秒単位）

•

[ローカル EAP 動的 Wep キー インデックス（Local EAP Dynamic Wep Key Index）] = 0

•

[ローカル EAP 要求タイムアウト（Local EAP Request Timeout）] = 20（秒単位）

•

[ローカル EAP 要求最大試行回数（Local EAP Request Maximum Retries）] = 2

•

[EAPOL キー タイムアウト（EAPOL-Key Timeout）] = 1000（ミリ秒単位）

•

[EAPOL キー最大試行回数（EAPOL-Key Max Retries）] = 2

•

[最大ログイン無視 ID 応答（Max-Login Ignore Identity Response）]

複数のコントローラで次の値が同じに設定されていないと、ローミングが失敗します。
ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラのローカル EAP

•

ローカル EAP プロファイル
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•

ローカル EAP の一般 EAP-FAST パラメータの設定

•

ローカル EAP の一般ネットワーク ユーザ優先度の設定

ローカル EAP プロファイル
ローカル EAP プロファイルのテンプレートを適用したり、既存のテンプレートを変更したりす
ることができます。
LDAP バックエンド データベースは、証明書による EAP-TLS および EAP-FAST のローカル EAP
メソッドだけをサポートします。LDAP バックエンド データベースでは、LEAP および PAC によ
る EAP-FAST はサポートされません。
関連項目
•

既存のローカル EAP プロファイルの表示

•

ローカル EAP プロファイルの追加

•

コントローラのローカル EAP

既存のローカル EAP プロファイルの表示
既存のローカル EAP プロファイルを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ローカル EAP（Local EAP）
] > [ロー
カル EAP プロファイル（Local EAP Profiles）
] の順に選択します。[ローカル EAP プロファイル
（Local EAP Profiles）] ページには、次のパラメータが表示されます。
•

[EAP プロファイル名（EAP Profile Name）]：ユーザ定義の ID。

•

[LEAP]：Cisco Key Integrity Protocol（CKIP）と MMH Message Integrity Check（MIC）を使用して
データを保護する認証タイプ。ユーザ名とパスワードを使用し、アクセス ポイントを介して
RADIUS サーバと相互認証を行います。

•

[EAP-FAST]：3 段階のトンネル認証プロセスを使用して高度な 802.1x EAP 相互認証を実行
する認証タイプ（Flexible Authentication via Secure Tunneling）。ユーザ名、パスワード、および
PAC（保護されたアクセス クレデンシャル）を使用し、アクセス ポイントを介して RADIUS
サーバと相互認証を行います。

•

[TLS]：クライアント アダプタと RADIUS サーバから生成した動的なセッション ベースの
WEP キーを使用してデータを暗号化する認証タイプ。認証のためにクライアント証明書を
必要とします。

•

[PEAP]：保護拡張認証プロトコル。

関連項目
•

コントローラのローカル EAP

•

ローカル EAP プロファイル
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ローカル EAP プロファイルの追加
ローカル EAP プロファイルを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ローカル EAP（Local EAP）
] > [ロー
カル EAP プロファイル（Local EAP Profile）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [ローカル EAP プロファイルの
追加（Add Local EAP Profile）] を選択します。

ステップ 5

[このコントローラに適用するテンプレートを選択する（Select a template to apply to this
controller）] ドロップダウン リストからテンプレートを選択します。

ステップ 6

[適用（Apply）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラのローカル EAP

•

ローカル EAP プロファイル

•

ローカル EAP の一般パラメータの設定

•

ローカル EAP の一般 EAP-FAST パラメータの設定

•

ローカル EAP の一般ネットワーク ユーザ優先度の設定

ローカル EAP の一般 EAP-FAST パラメータの設定
EAP-FAST 認証タイプ（Flexible Authentication via Secure Tunneling）は、3 段階のトンネル認証プ
ロセスを使用して高度な 802.1x EAP 相互認証を実行します。ユーザ名、パスワード、および PAC
を使用し、アクセス ポイントを介して RADIUS サーバと相互認証を行います。
EAP-FAST パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ローカル EAP（Local EAP）] >
[EAP-FAST パラメータ（EAP-FAST Parameters）] の順に選択します。

ステップ 4

次のパラメータを入力します。
•

[PAC の有効期間（Time to live for the PAC）]：PAC の有効日数。有効な範囲は 1 ～ 1000 日で、デ
フォルトの設定は 10 日です。

•

[権限識別子（Authority ID）]：16 進数文字で表したローカル EAP-FAST サーバの権限識別子。
最大 32 文字の 16 進数文字を入力できますが、文字数は偶数である必要があります。

•

[権限情報（Authority Info）]：テキスト形式で表したローカル EAP-FAST サーバの権限識別子
に関する情報。
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ステップ 5

•

[サーバ キー（Server Key）]：PAC の暗号化と暗号化解除に使用するキー（16 進数文字）。

•

[サーバ キーの確認（Confirm Server Key）]：再度入力して、サーバ キーが正しいことを確認し
ます。

•

[匿名プロビジョニング（Anonymous Provision）]：匿名プロビジョニングを有効にするには、
このチェックボックスをオンにします。この機能を使用すると、PAC プロビジョニング中に、
PAC のないクライアントに自動的に PAC が送信されます。この機能を無効にすると、PAC を
手動でプロビジョニングする必要があります。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラのローカル EAP

•

ローカル EAP プロファイル

•

ローカル EAP の一般パラメータの設定

•

ローカル EAP プロファイル

•

ローカル EAP の一般ネットワーク ユーザ優先度の設定

ローカル EAP の一般ネットワーク ユーザ優先度の設定
LDAP とローカル データベースがユーザ クレデンシャル情報を取得するために使用する順序を
指定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ローカル EAP（Local EAP）
] > [ネッ
トワーク ユーザ優先度（Network Users Priority）] の順に選択します。

ステップ 4

左右の矢印を使用して、右端のリストにネットワーク クレデンシャルを含めたり、除外したりす
ることができます。

ステップ 5

上下のボタンを使用してクレデンシャルを試行する順序を決定します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラのローカル EAP

•

ローカル EAP プロファイル

•

認証局（CA）証明書

•

コントローラの Web 認証証明書の設定
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コントローラの Web 認証証明書の設定
Web 認証証明書をダウンロードしたり、内部生成 Web 認証証明書を再生成したりすることがで
きます。

注意

各証明書には、可変長 RSA キーが組み込まれています。RSA キーは、比較的安全性の低い
512 ビットから、非常に安全性の高い数千ビットまでさまざまです。認証局（Microsoft CA など）
から新しい証明書を取得する場合は、証明書に組み込まれている RSA キーが 768 ビット以上で
あることを確認してください。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [Web 認証証明書（Web Auth
Certificate）] の順に選択します。

ステップ 4

[Web 認証証明書のダウンロード（Download Web Auth Certificate）] をクリックして [Web 認証証
明書のコントローラへのダウンロード（Download Web Auth Certificate to Controller）] ページにア
クセスします。

関連項目
•

コントローラのローカル EAP

•

ローカル EAP の一般パラメータの設定

•

ローカル EAP プロファイル

•

ローカル EAP の一般 EAP-FAST パラメータの設定

コントローラのユーザ ログイン ポリシーの設定
コントローラのユーザ ログイン ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから [セキュリティ（Security）] > [ユーザ ログイン ポリシー（User
Login Policies）] の順に選択します。

ステップ 4

1 つのユーザ名で同時にログインできる最大数を入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
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手動で無効にしたクライアントの管理
[無効にされたクライアント（Disabled Clients）] ページでは、除外された（ブラックリストに掲載
された）クライアントの情報を表示できます。
関連付けを試行した際に、3 回認証に失敗したクライアントはオペレータが定義したタイムアウ
トの間、再度関連付けを試行できないように、自動的にブロック（または除外）されます。除外タ
イムアウトが経過すると、クライアントは認証の再試行を許可され、関連付けることができま
す。このとき、認証に失敗すると再び除外されます。
ブロードキャスト範囲では MAC アドレスを使用できません。
[手動で無効にされたクライアント（Manually Disabled Clients）] ページにアクセスするには、次の
手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [手動で無効にされたクライアン
ト（Manually Disabled Clients）] の順に選択します。[手動で無効にされたクライアント（Manually
Disabled Clients）] ページには、次のパラメータが表示されます。
•

[MAC アドレス（MAC Address）]：無効にされたクライアントの MAC アドレス。リスト項目
をクリックして、無効にされたクライアントの説明を編集します。

•

[説明（Description）]：無効にされたクライアントのオプションの説明。

コントローラのアクセス コントロール リストの設定
コントローラの新しいアクセス コントロール リスト（ACL）を表示、編集、または追加できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [アクセス コントロール リスト
（Access Control Lists）] の順に選択します。
•

[チェックボックス（Check box）]：チェックボックスを使用して、削除する ACL を 1 つ以上選
択します。

•

[ACL 名（ACL Name）]：このテンプレートのユーザ定義名。ACL 項目をクリックすると、その
パラメータを表示できます。

関連項目
•

アクセス コントロール リスト ルールの設定

•

CPU アクセス コントロール リストの設定
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アクセス コントロール リスト ルールの設定
コントローラに適用するアクセス コントロール リスト（ACL）のルールを作成および変更でき
ます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3
ステップ 4

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [アクセス コントロール リスト
（Access Control Lists）] の順に選択します。
ACL 名をクリックします。
•

[チェックボックス（Check box）]：アクセス コントロール リストのルールを選択して削除し
ます。

•

[連番（Seq#）]：各 ACL に対して最大 64 個のルールを定義できます。各 ACL のルールは、
1 ～ 64 の連続した順序で一覧表示されます。つまり、ルール 29 を追加する際にすでにルー
ル 1 ～ 4 が定義されている場合、このルールはルール 5 となります。
連番を追加または変更する場合、Prime Infrastructure は連続した順序が維持されるようその
他のルールの連番を調整します。たとえば、連番 1 ～ 7 が定義されていて、7 番を 5 番に変更
する場合、オペレーティング システムは自動的に 6 番を 7 番に、5 番を 6 番に割り当て直し
ます。

•

[アクション（Action）]：許可、拒否。

•

[送信元 IP/マスク（Source IP/Mask）]：送信元 IP アドレスおよびマスク。

•

[宛先 IP/マスク（Destination IP/Mask）]：宛先 IP アドレスおよびマスク。

•

[プロトコル（Protocol）]：この ACL を使用するプロトコル。
– [すべて
（Any）]：すべてのプロトコル
– [TCP]：トランスミッション コントロール プロトコル
– [UDP]：ユーザ データグラム プロトコル
– [ICMP]：インターネット制御メッセージ プロトコル
– [ESP]：IP Encapsulating Security Payload
– [AH]：認証ヘッダー
– [GRE]：Generic Routing Encapsulation
– [IP]：インターネット プロトコル
– [Eth Over IP]：Ethernet over Internet Protocol
– [その他のポート OSPF
（Other Port OSPF）]：Open Shortest Path First
– [その他
（Other）]：その他の任意の IANA プロトコル（http://www.iana.org/）

TCP または UDP を選択すると、[送信元ポート（Source Port）] および [宛先ポート（Dest Port）]
パラメータが表示されます。
– [送信元ポート
（Source Port）]：送信元ポート。[すべて（Any）]、[HTTP]、[HTTPS]、[Telnet]、

[RADIUS]、[DHCP サーバ（DHCP Server）]、[DHCP クライアント（DHCP Client）]、[DNS]、
[L2TP]、[PPTP コントロール（PPTP control）]、[FTP コントロール（FTP control）]、[SMTP]、
[SNMP]、[LDAP]、[Kerberos]、[NetBIOS NS]、[NetBIOS DS]、[NetBIOS SS]、[MS Dir
Server]、[その他（Other）]、[ポート範囲（Port Range）] を指定できます。
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– [宛先ポート
（Dest Port）]：宛先ポート。[TCP] または [UDP] が選択されている場合、[すべ

て（Any）]、[HTTP]、[HTTPS]、[Telnet]、[RADIUS]、[DHCP サーバ（DHCP Server）]、[DHCP
クライアント（DHCP Client）]、[DNS]、[L2TP]、[PPTP コントロール（PPTP control）]、[FTP
コントロール（FTP control）]、[SMTP]、[SNMP]、[LDAP]、[Kerberos]、[NetBIOS NS]、
[NetBIOS DS]、[NetBIOS SS]、[MS Dir Server]、[その他（Other）]、[ポート範囲（Port Range）]
を選択できます。
•

[DSCP（DiffServ コード ポイント）
（DSCP (Differentiated Services Code Point)）]：[すべて（Any）]、
または 0 ～ 255。

新しい ACL ルールの追加
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [アクセス コントロール リスト
（Access Control Lists）] の順に選択します。

ステップ 4

ACL 名をクリックします。

ステップ 5

該当する [連番（Seq#）] をクリックするか、[新規ルールの追加（Add New Rule）] を選択してこの
ページにアクセスします。

関連項目
•

コントローラのアクセス コントロール リストの設定

•

CPU アクセス コントロール リストの設定

FlexConnect アクセス コントロール リスト
FlexConnect 上の ACL は、ローカルでスイッチされた、アクセス ポイントからのデータ トラ
フィックの保護および完全性のために、FlexConnect アクセス ポイントで必要とされるアクセス
コントロールを提供するメカニズムを提供します。
関連項目
•

FlexConnect アクセス コントロール リストの追加

•

FlexConnect アクセス コントロール リストの削除
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FlexConnect アクセス コントロール リストの追加
FlexConnect アクセス ポイントのアクセス コントロール リストを追加するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [FlexConnect ACL（FlexConnect
ACLs）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[FlexConnect ACL の追加（Add
FlexConnect ACLs）] を選択します。

ステップ 5

[実行（Go）] をクリックします。
テンプレートが作成されていない場合は、FlexConnect ACL は追加できません。使用できるテン
プレートが存在しない状態で FlexConnect ACL の作成を試行した場合は、[新規コントローラ テ
ンプレート（New Controller Templates）] ページにリダイレクトされます。ここで、FlexConnect
ACL 用のテンプレートを作成できます。

ステップ 6

ドロップダウン リストからコントローラに適用するテンプレートを選択して、[適用（Apply）] を
クリックします。
作成した FlexConnect ACL が、[設定（Configure）] > [コントローラ（Controllers）] > [IP アドレス] >
[セキュリティ（Security）] > [FlexConnect ACLs] に表示されます。

関連項目
•

FlexConnect アクセス コントロール リスト

FlexConnect アクセス コントロール リストの削除
FlexConnect ACL を削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [FlexConnect ACL（FlexConnect
ACLs）] の順に選択します。

ステップ 4

[FlexConnect ACLs] ページから、削除する FlexConnect ACL を 1 つ以上選択します。

ステップ 5
ステップ 6

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [FlexConnect ACL の削除
（Delete FlexConnect ACLs）] を選択します。
[実行（Go）] をクリックします。

関連項目
•

FlexConnect アクセス コントロール リスト
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CPU アクセス コントロール リストの設定
アクセス コントロール リスト（ACL）は、コントローラの CPU に適用して、その CPU へのトラ
フィックを制御できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [CPU アクセス コントロール リ
スト（CPU Access Control Lists）] の順に選択します。

ステップ 4

[CPU ACL の有効化（Enable CPU ACL）] チェックボックスをオンにして、CPU ACL を有効にしま
す。次のパラメータを使用できます。
•

[ACL 名（ACL Name）]：[ACL 名（ACL Name）] ドロップダウン リストから使用する ACL を選
択します。

•

[CPU ACL モード（CPU ACL Mode）]：この CPU ACL リストで制御するデータ トラフィック
の方向を選択します。

関連項目
•

FlexConnect アクセス コントロール リスト

•

コントローラのアクセス コントロール リストの設定

•

アクセス コントロール リスト ルールの設定

IDS センサー リストの設定
センサーが攻撃を識別した場合は、攻撃しているクライアントを回避するようにコントローラ
に警告します。新しい IDS（侵入検知システム）センサーを追加した場合は、回避したクライアン
トのレポートをセンサーがコントローラに送信できるように、コントローラをその IDS セン
サーに登録します。また、コントローラは定期的にセンサーをポーリングします。
IDS センサーを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [IDS センサー リスト（IDS Sensor
Lists）] の順に選択します。
[IDS センサー（IDS Sensor）] ページには、このコントローラに設定されているすべての IDS セン
サーのリストが表示されます。IP アドレスをクリックして、特定の IDS センサーの詳細を表示し
ます。
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認証局
（CA）
証明書
認証局（CA）証明書は、1 つの認証局（CA）から別の認定 CA に対して発行されるデジタル証明書
です。
関連項目
•

CA 証明書のインポート

•

CA 証明書の直接貼り付け

CA 証明書のインポート
ファイルから CA 証明書をインポートするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [IP Sec 証明書（IP Sec
Certificates）] > [CA 証明書（CA Certificate）] の順に選択します。

ステップ 4

[参照（Browse）] をクリックして該当する証明書ファイルにナビゲートします。

ステップ 5

[開く（Open）] をクリックしてから [保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

認証局（CA）証明書

CA 証明書の直接貼り付け
CA 証明書を直接貼り付けるには、次の手順を実行します。
ステップ 1

コンピュータのクリップボードに CA 証明書をコピーします。

ステップ 2

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 3

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 4

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [IP Sec 証明書（IP Sec
Certificates）] > [CA 証明書（CA Certificate）] の順に選択します。

ステップ 5

[貼り付け（Paste）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

証明書をテキスト ボックスに直接貼り付けます。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。
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関連項目
•

認証局（CA）証明書

•

ID 証明書

•

コントローラの Web 認証証明書の設定

ID 証明書
このページには、既存のネットワーク ID 証明書が、証明書の名前順にリストされます。ID 証明書
は、Web サーバのオペレータが、安全なサーバの動作を確保するために使用します。ID 証明書は、
コントローラが Cisco Unified Wireless Network のソフトウェア バージョン 3.2 以降を実行して
いる場合のみ、使用できます。
•

ID 証明書のインポート

•

ID 証明書の貼り付け

ID 証明書のインポート
ファイルから ID 証明書をインポートするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [IP Sec 証明書（IP Sec
Certificates）] > [ID 証明書（ID Certificate）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [証明書の追加（Add
Certificate）] を選択します。

ステップ 5

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 6

名前とパスワードを入力します。

ステップ 7

[参照（Browse）] をクリックして該当する証明書ファイルにナビゲートします。

ステップ 8

[開く（Open）] をクリックしてから [保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

ID 証明書

ID 証明書の貼り付け
ID 証明書を直接貼り付けるには、次の手順を実行します。
ステップ 1

コンピュータのクリップボードに ID 証明書をコピーします。

ステップ 2

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 3

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。
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ステップ 4

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [IP Sec 証明書（IP Sec
Certificates）] > [ID 証明書（ID Certificate）] の順に選択します。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [証明書の追加（Add
Certificate）] を選択します。

ステップ 6

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 7

名前とパスワードを入力します。

ステップ 8

[貼り付け（Paste）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 9

証明書をテキスト ボックスに直接貼り付けます。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

ID 証明書

•

認証局（CA）証明書

•

ID 証明書

ワイヤレス保護ポリシーの設定
ここでは、ワイヤレス保護ポリシーの設定について説明します。内容は次のとおりです。
•

不正ポリシーの設定

•

不正 AP ルールの設定

•

クライアント除外ポリシーの設定

•

コントローラの標準シグネチャ パラメータの表示

•

カスタム シグネチャの設定

•

AP 認証および MFP の設定

不正ポリシーの設定
不正アクセス ポイントのポリシーを設定できます。必要なアクセス ポイントで不正検出が有効
になっていることを確認します。コントローラに接続されたすべてのアクセス ポイントに対し、
不正の検出がデフォルトで有効化されます（OfficeExtend アクセス ポイントを除く）。ただし、
Prime Infrastructure ソフトウェア リリース 6.0 以降では、[アクセス ポイントの詳細（Access Point
Details）] ページで [不正検出（Rogue Detection）] チェックボックスをオンまたはオフにすること
により、アクセス ポイントごとに不正検出を有効または無効にできます。
家庭の環境で展開されるアクセス ポイントは大量の不正デバイスを検出する可能性が高いた
め、OfficeExtend アクセス ポイントでは不正検出はデフォルトでは無効です。
[不正ポリシー（Rogue Policies）] ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。
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ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [不正ポリシー（Rogue Policies）] の順に選択します。次のパラメー
タが表示されます。
•

[不正ロケーション検出プロトコル（Rogue Location Discovery Protocol）]：RLDP は、企業の有
線ネットワークへの不正な接続の有無を判断します。ドロップダウン リストから、次のいず
れかを選択します。
– [無効
（Disable）]：すべてのアクセス ポイント上で RLDP を無効にします。これがデフォ

ルト値です。
– [すべての AP
（All APs）]：すべてのアクセス ポイント上で RLDP を有効にします。
– [モニタ モード AP
（Monitor Mode APs）]：モニタ モードのアクセス ポイント上でのみ

RLDP を有効にします。
•

[不正 AP（Rogue APs）]
– [不正 AP および不正クライアント エントリの有効期限タイムアウト
（秒単位）

（Expiration Timeout for Rogue AP and Rogue Client Entries (seconds)）]：不正なアクセス ポ
イントおよびクライアントのエントリがリストから削除されるまでの秒数を入力しま
す。有効な値の範囲は 240 ～ 3600 秒で、デフォルト値は 1200 秒です。
不正なアクセス ポイントまたはクライアントのエントリがタイムアウトすると、その不
正の状態がいずれの分類タイプに対しても [警告（Alert）] または [脅威（Threat）] である
場合には、コントローラから削除されます。
– [不正検出レポート間隔
（Rogue Detection Report Interval）]：AP からコントローラに不正

検出レポートを送信する間隔を秒数で入力します。有効な範囲は 10 ～ 300 秒で、デフォ
ルト値は 10 秒です。この機能は、モニタ モードの AP のみに適用されます。
– [不正検出最小 RSSI
（Rogue Detection Minimum RSSI）]：AP で不正が検出され、コント

ローラで不正エントリが作成されるために必要な最小 RSSI 値を入力します。有効な範
囲は -70 ～ -128 dBm で、デフォルト値は -128 dBm です。この機能は、すべての AP モー
ドに適用できます。
RSSI 値が非常に低く、不正解析にとって有益な情報とならない不正が多く存在する可
能性があります。そのため、このオプションを使用して AP が不正を検出する最小 RSSI
値を指定することで、不正をフィルタできます。
– [不正検出の一時的な間隔
（Rogue Detection Transient Interval）]：最初に不正がスキャンさ

れた後、AP が継続的に不正をスキャンする必要のある間隔を入力します。一時的な間隔
を入力することで、AP が不正をスキャンする間隔を制御できます。AP は、一時的な間隔
の値に基づいて、不正をフィルタできます。有効な範囲は 120 ～ 1800 秒で、デフォルト
値は 0 です。この機能は、モニタ モードの AP のみに適用されます。
•

[不正クライアント（Rogue Clients）]
– [AAA に対する不正クライアントの検証
（Validate rogue clients against AAA）]：AAA サーバ

またはローカル データベースを使用して、不正なクライアントが有効なクライアントか
どうかを検証するには、このチェックボックスをオンにします。デフォルト値はオフです。
– [アドホック ネットワークの検出とレポート
（Detect and report Adhoc networks）]：アド

ホック不正検出およびレポートを有効にするには、このチェックボックスをオンにしま
す。デフォルト値はオンです。

関連項目
•

ワイヤレス保護ポリシーの設定

•

不正 AP ルールの設定
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•

クライアント除外ポリシーの設定

•

コントローラの標準シグネチャ パラメータの表示

•

カスタム シグネチャの設定

•

AP 認証および MFP の設定

不正 AP ルールの設定
このページでは、現在の不正 AP ルールを表示および編集できます。
[不正 AP ルール（Rogue AP Rules）] ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

ステップ 4

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [不正 AP ルール（Rogue AP Rules）] の順に選択します。[不正 AP
ルール（Rogue AP Rules）] に、不正 AP ルール、ルール タイプ（[悪意のある（Malicious）] または [危
険性のない（Friendly）]）、およびルールの順序が表示されます。
ルールの詳細を表示または編集するには、[不正 AP ルール（Rogue AP Rule）] をクリックします。

関連項目
•

ワイヤレス保護ポリシーの設定

•

不正ポリシーの設定

•

クライアント除外ポリシーの設定

•

コントローラの標準シグネチャ パラメータの表示

•

カスタム シグネチャの設定

•

AP 認証および MFP の設定

クライアント除外ポリシーの設定
このページでは、コントローラに適用されているクライアント除外ポリシーを設定、有効化、ま
たは無効化できます。
[クライアント除外ポリシー（Client Exclusion Policies）] ページにアクセスするには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [クライアント除外ポリシー（Client Exclusion Policies）] の順に選
択します。次のパラメータが表示されます。
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ステップ 4

•

[802.11a 関連付けの過剰な失敗（Excessive 802.11a Association Failures）]：有効にした場合、
クライアントは 802.11 関連付けの試行に 5 回連続して失敗すると、6 回目の試行で除外さ
れます。

•

[802.11a 認証の過剰な失敗（Excessive 802.11a Authentication Failures）]：有効にした場合、クラ
イアントは 802.11 認証の試行に 5 回連続して失敗すると、6 回目の試行で除外されます。

•

[802.11x 認証の過剰な失敗（Excessive 802.11x Authentication Failures）]：有効にした場合、クラ
イアントは 802.1X 認証の試行に 3 回連続して失敗すると、4 回目の試行で除外されます。

•

[802.11 Web 認証の過剰な失敗（Excessive 802.11 Web Authentication Failures）]：有効にした
場合、クライアントは Web 認証の試行に 3 回連続して失敗すると、4 回目の試行で除外され
ます。

•

[IP の盗難または再使用（IP Theft Or Reuse）]：有効にした場合、IP アドレスがすでに別のデバ
イスに割り当てられていると、クライアントが除外されます。

[保存（Save）] をクリックし、クライアント除外ポリシーに対する変更を保存して前のページに戻
るか、[監査（Audit）] をクリックしてコントローラで使用された値と Prime Infrastructure の値を
比較します。

関連項目
•

ワイヤレス保護ポリシーの設定

•

不正ポリシーの設定

•

不正 AP ルールの設定

•

IDS シグネチャの設定

•

コントローラの標準シグネチャ パラメータの表示

•

カスタム シグネチャの設定

•

AP 認証および MFP の設定

IDS シグネチャの設定
コントローラ上で、IDS シグネチャ、つまり、受信 802.11 パケットにおけるさまざまなタイプの
攻撃を特定するのに使用されるビット パターンのマッチング ルールを設定することができま
す。シグネチャが有効にされると、コントローラに接続されたアクセス ポイントでは、受信した
802.11 データまたは管理フレームに対してシグネチャ分析が行われ、整合性がない場合はコン
トローラに報告されます。攻撃が検出されると、適切な緩和措置が取られます。
シスコではコントローラの 17 の標準シグネチャをサポートしています。
関連項目
•

コントローラの標準シグネチャ パラメータの表示

•

カスタム シグネチャの設定

•

AP 認証および MFP の設定
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コントローラの標準シグネチャ パラメータの表示
[標準シグネチャ パラメータ（Standard Signature Parameters）] ページには、現在コントローラ上に
あるシスコ提供のシグネチャの一覧が表示されます。
[標準シグネチャ（Standard Signatures）] ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [標準シグネチャ（Standard Signatures）] の順に選択します。この
ページには、次のパラメータが表示されます。
•

[優先度（Precedence）]：コントローラがシグネチャ チェックを実行する順序。

•

[名前（Name）]：シグネチャによって検出を試みる攻撃の種類。

•

[フレームの種類（Frame Type）]：シグネチャによってセキュリティ攻撃の調査が行われる管
理フレームまたはデータ フレームの種類。

•

[アクション（Action）]：シグネチャによって攻撃が検出された際に実行する、コントローラへ
の指示。次に例を示します。
– [なし
（None）]：アクションが実行されません。
– [報告
（Report）]：検出を報告します。

ステップ 4

•

[状態（State）]：有効または無効。

•

[説明（Description）]：シグネチャによって検出を試みる攻撃の種類の詳細説明。

シグネチャの名前をクリックして各パラメータを表示し、シグネチャを有効または無効にします。

関連項目
•

IDS シグネチャの設定

•

シグネチャ ファイルのアップロード

•

標準シグネチャおよびカスタム シグネチャのグローバル設定

シグネチャ ファイルのダウンロード
シグネチャ ファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [標準シグネチャ（Standard Signatures）] または [セキュリティ
（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] > [カスタム シグネチャ
（Custom Signatures）] の順に選択します。
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ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[シグネチャ ファイルのダウ
ンロード（Download Signature Files）] を選択します。

ステップ 5

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 6

シグネチャ ファイル（*.sig）を TFTP サーバ上のデフォルト ディレクトリにコピーします。

ステップ 7

[ファイルの格納場所（File is located on）] から [ローカル マシン（Local machine）] を選択します。
ファイル名および、サーバのルート ディレクトリに対して相対的なパスがわかる場合は、[TFTP
サーバ（TFTP server）] を選択することもできます。

ステップ 8

[最大回数（Maximum Retries）] に、コントローラがシグネチャ ファイルのダウンロードを試みる
最大回数を入力します。

ステップ 9

[タイムアウト（Timeout）] に、シグネチャ ファイルのダウンロードを試行する際、コントローラ
がタイムアウトになるまでの最大時間を秒単位で入力します。

ステップ 10

ファイルは c:\tftp ディレクトリにアップロードされます。そのディレクトリ内のローカル ファ
イル名を指定するか、[参照（Browse）] をクリックしてナビゲートします。シグネチャ ファイルの
「revision」行で、ファイルがシスコ提供の標準のシグネチャ ファイルか、またはサイトに合わせ
たカスタム シグネチャ ファイルかを指定します（カスタム シグネチャ ファイルには
revision=custom が必須）。
何らかの理由で転送がタイムアウトになった場合、[ファイルの格納場所（File is located on）]
フィールドで [TFTP サーバ（TFTP server）] オプションを選択すると、サーバ ファイル名が自動
的に入力され、再試行されます。ローカル マシン オプションでは 2 段階の動作が起動されます。
最初に、ローカル ファイルが管理者のワークステーションから Prime Infrastructure 独自の組み込
みの TFTP サーバにコピーされます。次にコントローラがそのファイルを取得します。後の操作
では、ファイルはすでに Prime Infrastructure サーバの TFTP ディレクトリにあるため、ダウン
ロードした Web ページで自動的にそのファイル名が読み込まれます。

ステップ 11

[OK] をクリックします。

関連項目
•

IDS シグネチャの設定

シグネチャ ファイルのアップロード
コントローラからシグネチャ ファイルをアップロードできます。シグネチャのダウンロードに
Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバを使用できることを確認します。TFTP サーバをセット
アップする際の注意事項は次のとおりです。
•

サービス ポート経由でダウンロードする場合、サービス ポートはルーティングできないた
め、TFTP サーバはサービス ポートと同じサブネット上になければなりません。

•

ディストリビューション システム ネットワーク ポートを経由してダウンロードする場合、
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できないため、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。

•

Prime Infrastructure の組み込み TFTP サーバとサードパーティの TFTP サーバは同じ通信
ポートを使用するため、サードパーティの TFTP サーバは Prime Infrastructure と同じコン
ピュータ上で実行できません。
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ステップ 1

シスコからシグネチャ ファイルを入手します（標準シグネチャ ファイル）。

ステップ 2

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 3

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 4

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [標準シグネチャ（Standard Signatures）] または [セキュリティ
（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] > [カスタム シグネチャ
（Custom Signatures）] の順に選択します。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[コントローラからのシグネ
チャ ファイルのアップロード（Upload Signature Files from controller）] を選択します。

ステップ 6

転送に使用している TFTP サーバ名を指定します。

ステップ 7

TFTP サーバが新しい場合は、[サーバ IP アドレス（Server IP Address）] フィールドで TFTP IP ア
ドレスを入力します。

ステップ 8

[ファイル タイプ（File Type）] ドロップダウン リストから [シグネチャ ファイル（Signature Files）]
を選択します。
このシグネチャ ファイルは、TFTP サーバによる使用に対して設定されたルート ディレクトリ
にアップロードされます。[ファイルのアップロード先（Upload to File）] フィールドで別のディレ
クトリに変更できます（このフィールドは、[サーバ名（Server Name）] がデフォルト サーバの場
合のみ表示）。コントローラはベース ネームとしてこのローカル ファイル名を使用し、標準シグ
ネチャ ファイルのサフィクスとして _std.sig を、カスタム シグネチャ ファイルのサフィクスと
して _custom.sig を追加します。

ステップ 9

[OK] をクリックします。

関連項目
•

シグネチャ ファイルのダウンロード

•

IDS シグネチャの設定

標準シグネチャおよびカスタム シグネチャのグローバル設定
このコマンドは、個々に選択して有効にしたシグネチャすべてを有効にします。このチェック
ボックスをオフのままにすると、以前に有効にしていても、すべてのファイルは無効になりま
す。シグネチャが有効にされると、コントローラに接続されたアクセス ポイントでは、受信した
802.11 データまたは管理フレームに対してシグネチャ分析が行われ、整合性がない場合はコン
トローラに報告されます。
現在コントローラ上にあるすべての標準シグネチャおよびカスタム シグネチャを有効にするに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [シグネチャ パラメータの編集
（Edit Signature Parameters）] を選択します。
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ステップ 4

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

[すべての標準シグネチャおよびカスタム シグネチャのチェックを有効にする（Enable Check for
All Standard and Custom Signatures）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

IDS シグネチャの設定

個々のシグネチャの有効化または無効化
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3
ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [シグネチャ パラメータの編集
（Edit Signature Parameters）] を選択します。
有効または無効にする攻撃のタイプの、該当する名前をクリックします。
[標準シグネチャ パラメータ（Standard Signature Parameters）] ページには、現在コントローラ上に
あるシスコ提供のシグネチャの一覧が表示されます。[カスタム シグネチャ（Custom Signatures）]
ページには、現在コントローラ上に存在する、ユーザ提供のシグネチャのリストが表示されま
す。次のパラメータは、シグネチャ ページと詳細シグネチャ ページの両方に表示されます。
•

[優先度（Precedence）]：コントローラがシグネチャ チェックを行う順序、または優先順位。

•

[名前（Name）]：シグネチャによって検出を試みる攻撃の種類。

•

[説明（Description）]：シグネチャによって検出を試みる攻撃の種類の詳細説明。

•

[フレームの種類（Frame Type）]：シグネチャによってセキュリティ攻撃の調査が行われる管
理フレームまたはデータ フレームの種類。

•

[アクション（Action）]：シグネチャによって攻撃が検出された際に実行する、コントローラへ
の指示。何も処置をとらない場合は [なし（None）]、検出を報告する場合は [報告（Report）] と
なります。

•

[頻度（Frequency）]：シグネチャの頻度。攻撃が検出される前に、アクセス ポイント レベルの
検出において識別する必要のある、間隔ごとのシグネチャと一致するパケット数です。有効
な範囲は間隔あたり 1 ～ 32,000 パケットです。デフォルト値は間隔あたり 50 パケットです。

•

[停止時間（Quiet Time）]：各アクセス ポイント レベルで攻撃が検出されなくなってから、ア
ラームを停止するまでの時間の長さ（秒単位）。この設定は、[MAC 情報（MAC Information）]
の設定が [すべて（all）] もしくは [両方（both）] の場合にのみ表示されます。有効な範囲は
60 ～ 32,000 秒で、デフォルト値は 300 秒です。

•

[MAC 情報（MAC Information）]：アクセス ポイント レベルの検出においてシグネチャをネッ
トワークごとまたは MAC アドレスごと、または両方で追跡するどうか。

•

[MAC の頻度（MAC Frequency）]：シグネチャ MAC の頻度。攻撃が検出される前に、コント
ローラ レベルにおいて識別する必要のある、間隔ごとのシグネチャと一致するパケット数
です。有効な範囲は間隔あたり 1 ～ 32,000 パケットです。デフォルト値は間隔あたり 30 パ
ケットです。
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•

[間隔（Interval）]：設定した間隔内でシグネチャの頻度しきい値に達するまでに経過する必要
のある秒数を入力します。有効な範囲は 1 ～ 3600 秒で、デフォルト値は 1 秒です。

•

[有効（Enable）]：このシグネチャによりセキュリティ攻撃が検出されるようにする場合はこ
のチェックボックスをオンにし、このシグネチャを無効にする場合はオフにします。

•

[シグネチャ パターン（Signature Patterns）]：セキュリティ攻撃の検出に使用されるパターン。

ステップ 5

[有効（Enable）] ドロップダウン リストから、[はい（Yes）] を選択します。カスタマイズされたシグ
ネチャをダウンロードしているため、_custom.sgi という名前の付いたファイルを有効にし、同じ
名前で異なる拡張子を持つ標準シグネチャを無効にする必要があります。たとえば、ブロード
キャスト プローブ フラッドをカスタマイズしている場合に、ブロードキャスト プローブ フラッ
ドを標準シグネチャでは無効にし、カスタム シグネチャでは有効にします。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

IDS シグネチャの設定

•

不正ポリシーの設定

•

不正 AP ルールの設定

•

IDS シグネチャの設定

•

カスタム シグネチャの設定

•

AP 認証および MFP の設定

カスタム シグネチャの設定
[カスタム シグネチャ（Custom Signature）] ページには、現在コントローラ上に存在する、ユーザ
提供のシグネチャのリストが表示されます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [カスタム シグネチャ（Custom Signatures）] の順に選択します。こ
のページには、次のパラメータが表示されます。
•

[優先度（Precedence）]：コントローラがシグネチャ チェックを実行する順序。

•

[名前（Name）]：シグネチャによって検出を試みる攻撃の種類。

•

[フレームの種類（Frame Type）]：シグネチャによってセキュリティ攻撃の調査が行われる管
理フレームまたはデータ フレームの種類。

•

[アクション（Action）]：シグネチャによって攻撃が検出された際に実行する、コントローラへ
の指示。次に例を示します。
– [なし
（None）]：アクションが実行されません。
– [報告
（Report）]：検出を報告します。

•

[状態（State）]：有効または無効。

•

[説明（Description）]：シグネチャによって検出を試みる攻撃の種類の詳細説明。
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ステップ 4

シグネチャの名前をクリックして各パラメータを表示し、シグネチャを有効または無効にします。

関連項目
•

IDS シグネチャの設定

•

シグネチャ ファイルのダウンロード

•

シグネチャ ファイルのアップロード

•

標準シグネチャおよびカスタム シグネチャのグローバル設定

•

IDS シグネチャの設定

•

コントローラの標準シグネチャ パラメータの表示

•

AP 認証および MFP の設定

AP 認証および MFP の設定
アクセス ポイント認証ポリシーおよび MFP（管理フレーム保護）を設定できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [AP 認証および MFP（AP Authentication and MFP）] の順に選択し
ます。
このページには、次のフィールドが表示されます。
•

[RF ネットワーク名（RF Network Name）]：このテキスト ボックスは編集できません。[一般パ
ラメータ（General parameters）] ページで入力した RF ネットワーク名
がここに表示されます。

•

[保護タイプ（Protection Type）]：ドロップダウン リストから、次のいずれかの認証ポリシーを
選択します。
– [なし
（None）]：アクセス ポイント認証ポリシーなし。
– [AP 認証
（AP Authentication）]：認証ポリシーを適用します。
– [MFP]：管理フレーム保護を適用します。

•

[アラームがトリガーされるしきい値（Alarm Trigger Threshold）]：
（[保護タイプ（Protection
Type）] で [AP 認証（AP Authentication）] を選択した場合のみ表示）。アラームを発生させるま
でに無視する、未知のアクセス ポイントからのヒット数を設定します。
値の範囲は 1 ～ 255 です。デフォルト値は 255 です。

関連項目
•

不正ポリシーの設定

•

不正 AP ルールの設定

•

IDS シグネチャの設定
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•

コントローラの標準シグネチャ パラメータの表示

•

カスタム シグネチャの設定

802.11 パラメータ
•

802.11 コントローラの一般パラメータの設定

•

アグレッシブ ロード バランシングの設定

•

帯域選択の設定

•

802.11 のメディア パラメータの設定

•

RF プロファイル（802.11）の設定

802.11 コントローラの一般パラメータの設定
802.11 コントローラでの国選択およびタイマー情報を編集できます。このページにアクセスす
るには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[802.11] > [一般 - 802.11（General - 802.11）] の順に選択しま
す。ページが開き、次のパラメータが表示されます。
•

国（Country）
– [国
（Country）]：許可される国およびプロトコル。選択できる国の最大数は 20 です。
– [選択されている国
（Selected Countries）]：現在選択されている国を表示します。

•

[タイマー（Timers）]
– [認証応答タイムアウト
（Authentication Response Timeout）]：802.11 認証応答タイムアウ

ト（秒単位）を設定します。

関連項目
•

複数の国コードの設定

•

アグレッシブ ロード バランシングの設定

•

帯域選択の設定

•

802.11 のメディア パラメータの設定

•

RF プロファイル（802.11）の設定
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複数の国コードの設定
モビリティ グループに属していない単一のコントローラを、複数の国をサポートするように設
定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11] > [一般（General）] の順に選択します。

ステップ 4

チェックボックスをオンにして追加する国を選択します。アクセス ポイントは規制基準の異な
るさまざまな国で使用できるように設計されています。国コードを設定して、国の規制に準拠す
るようにすることができます。
運用する国向けに設計されていない場合、アクセス ポイントは正しく動作しない可能性があり
ます。たとえば、部品番号が AIR-AP1030-A-K9（米国の規制ドメインに含まれている）のアクセス
ポイントは、オーストラリアでは使用できません。必ず自国の規制ドメインに合ったアクセス ポ
イントを購入するようにしてください。製品ごとのサポートされる国コードの完全なリストに
ついては、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/wireless/approvals.html [英語]。

ステップ 5

認証応答がタイムアウトになるまでの時間（秒単位）を入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11 コントローラの一般パラメータの設定

•

アグレッシブ ロード バランシングの設定

•

帯域選択の設定

•

802.11 のメディア パラメータの設定

•

RF プロファイル（802.11）の設定

アグレッシブ ロード バランシングの設定
コントローラ上でアグレッシブ ロード バランシングを有効にすると、Lightweight アクセス ポイ
ント間で、アクセス ポイント全体のワイヤレス クライアントのロード バランスを行うことがで
きます。クライアントのロード バランスは、同じコントローラ上のアクセス ポイント間で行わ
れます。別のコントローラ上のアクセス ポイントとの間では、ロード バランシングは行われま
せん。
ワイヤレス クライアントが Lightweight アクセス ポイントへの関連付けを試みると、関連付け応
答パケットとともに 802.11 応答パケットがクライアントに送信されます。この 802.11 応答パ
ケットの中にステータス コード 17 があります。このコードは、アクセス ポイントがそれ以上関
連付けを受け付けることが可能かどうかを示します。アクセス ポイントへの負荷が高すぎる場
合は、クライアントはそのエリア内の別のアクセス ポイントへの関連付けを試みます。アクセス
ポイントの負荷が高いかどうかは、そのクライアントからアクセス可能な、近隣の他のアクセス
ポイントと比べて相対的に判断されます。
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たとえば、AP1 上のクライアント数が、AP2 のクライアント数とロード バランシング ウィンド
ウの和を上回っている場合は、AP1 の負荷は AP2 よりも高いと判断されます。クライアントが
AP1 に関連付けようとすると、ステータス コード 17 が含まれている 802.11 応答パケットがクラ
イアントに送信されます。アクセス ポイントの負荷が高いことがこのステータス コードからわ
かるので、クライアントは別のアクセス ポイントへの関連付けを試みます。
10 回までクライアント関連付けを拒否するようコントローラを設定できます（クライアントが
11 回関連付けを試行した場合、11 回目の試行では関連付けが許可されます）。また、特定の
WLAN 上でロード バランシングを有効にするか、無効にするかも指定できます。これは、特定の
クライアント グループ（遅延に敏感な音声クライアントなど）に対してロード バランシングを
無効にする場合に便利です。
アグレッシブ ロード バランシングを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11] > [ロード バランシング（Load Balancing）] の順に選択
します。[ロード バランシング（Load Balancing）] ページが表示されます。

ステップ 4

クライアントのウィンドウ サイズとして 1 ～ 20 までの値を入力します。このページ サイズは、
アクセス ポイントの負荷が高すぎてそれ以上はクライアント関連付けを受け付けることができ
ないかどうかを判断するアルゴリズムで使用されます。
ロード バランシング ページ + 最も負荷が低い AP 上のクライアント関連付け数 = ロード バラン
シングしきい値
特定のクライアント デバイスからアクセス可能なアクセス ポイントが複数ある場合に、アクセ
ス ポイントはそれぞれ、関連付けしているクライアントの数が異なります。クライアントの数が
最も少ないアクセス ポイントは、負荷が最も低くなります。クライアントのページ サイズと、負
荷が最も低いアクセス ポイント上のクライアント数の合計がしきい値となります。クライアン
ト関連付けの数がこのしきい値を超えるアクセス ポイントはビジー状態であるとみなされ、ク
ライアントが関連付けできるのは、クライアント数がしきい値を下回るアクセス ポイントのみ
となります。

ステップ 5

拒否の最大数として 0 ～ 10 までの値を入力します。拒否数は、ロード バランシング中の関連付
け拒否の最大数を設定します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

特定の WLAN でアグレッシブ ロード バランシングを有効または無効にするには、[WLAN 設定
（WLAN Configuration）] ページを参照して、[詳細設定（Advanced）] タブをクリックします。
[WLAN 設定（WLAN Configuration）] ページの使用方法については、
「関連項目」の「コントローラ
WLAN の設定」を参照してください。

関連項目
•

802.11 コントローラの一般パラメータの設定

•

アグレッシブ ロード バランシングの設定

•

帯域選択の設定

•

802.11 のメディア パラメータの設定

•

RF プロファイル（802.11）の設定

•

コントローラ WLAN の設定
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帯域選択の設定
帯域選択によって、デュアルバンド（2.4 GHz および 5 GHz）動作が可能なクライアントの無線
を、混雑の少ない 5 GHz アクセス ポイントに移動できます。2.4 GHz 帯域は、混雑していることが
よくあります。この帯域のクライアントは一般に、Bluetooth デバイス、電子レンジ、およびコード
レス電話機からの干渉を受けるだけでなく、他のアクセス ポイントからの同一チャネル干渉も
発生します。802.11b/g では、重複しないチャネルが 3 つしかないからです。これらの干渉の原因
を緩和して、ネットワーク全体のパフォーマンスを向上させるには、コントローラで帯域選択を
設定できます。
帯域選択のしくみは、クライアントへのプローブ応答を規制するというものです。5 GHz チャネ
ルへクライアントを誘導するために、2.4 GHz チャネルでのクライアントへのプローブ応答を遅
らせます。
帯域選択をコントローラ上でグローバルに有効にすることも、特定の WLAN 上の帯域選択を有
効または無効にすることもできます。後者は、特定のクライアントのグループ（遅延に敏感な音
声クライアントなど）に対して帯域選択を無効にする場合に便利です。
帯域選択が有効になっている WLAN では、ローミングの遅延が発生するので、音声や映像のよ
うな、遅延に敏感なアプリケーションはサポートされません。
帯域選択の使用に関するガイドライン

帯域選択を使用する際には、次のガイドラインに従ってください。
•

帯域選択を使用できるのは、アクセス ポイントが Cisco Aironet 1140 または 1250 シリーズで
ある場合だけです。

•

帯域選択が動作するのは、コントローラに接続されたアクセス ポイントに対してのみです。
コントローラに接続しない FlexConnect アクセス ポイントは、再起動後に帯域選択を実行し
ません。

•

帯域選択アルゴリズムによるデュアル バンド クライアントの誘導は、同じアクセス ポイン
トの 2.4 GHz 無線から 5 GHz 無線に限られます。このアルゴリズムが機能するのは、アクセ
ス ポイントで 2.4 GHz と 5 GHz の両方の無線が稼働している場合のみです。

•

コントローラ上で帯域選択とアグレッシブ ロード バランシングの両方を有効にすることが
できます。これらは独立して動作し、相互に影響を与えることはありません。

設定手順

帯域選択を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11] > [帯域選択（Band Select）] の順に選択します。[帯域選
択（Band Select）] ページが表示されます。

ステップ 4

プローブ サイクル回数として 1 ～ 10 までの値を入力します。サイクル回数は、新しいクライア
ントの抑制サイクルの回数を設定します。デフォルトのサイクル回数は 2 です。

ステップ 5

スキャン サイクル期間のしきい値として 1 ～ 1000 ミリ秒までの値を入力します。この設定は、
クライアントからの新しいプルーブ要求が新しいスキャン サイクルから送信される間の時間し
きい値を決定します。デフォルトのサイクルしきい値は 200 ミリ秒です。
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ステップ 6

[エージング アウト抑制（age out suppression）] フィールドに 10 ～ 200 秒までの値を入力します。
エージング アウト抑制は、以前に認識されていた 802.11b/g クライアントをプルーニングするた
めの期限切れ時間を設定します。デフォルト値は 20 秒です。この時間が経過すると、クライアン
トは新規とみなされて、プローブ応答抑制の対象となります。

ステップ 7

[エージング アウト デュアル バンド（age out dual band）] フィールドに 10 ～ 300 秒までの値を入
力します。エージング アウト期間は、以前に認識されていたデュアルバンド クライアントをプ
ルーニングするための期限切れ時間を設定します。デフォルト値は 60 秒です。この時間が経過
すると、クライアントは新規とみなされて、プローブ応答抑制の対象となります。

ステップ 8

[許容されるクライアント RSSI（acceptable client RSSI）] フィールドに –20 ～ –90 dBm までの値
を入力します。このフィールドは、クライアントがプローブに応答するための最小 RSSI を設定
します。デフォルト値は -80 dBm です。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 10

特定の WLAN で帯域選択を有効または無効にするには、[WLAN 設定（WLAN Configuration）]
ページを参照して、[詳細設定（Advanced）] タブをクリックします。[WLAN 設定（WLAN
Configuration）] ページの使用方法については、
「関連項目」の「コントローラ WLAN の設定」を参
照してください。

関連項目
•

802.11 コントローラの一般パラメータの設定

•

アグレッシブ ロード バランシングの設定

•

802.11 のメディア パラメータの設定

•

RF プロファイル（802.11）の設定

•

コントローラ WLAN の設定

優先コールの設定
優先コール機能を使用すると、特定の番号に対して行う SIP コールに最高の優先度を指定でき
ます。高い優先度を設定するには、設定済みの音声プールに使用可能な音声帯域幅がない場合で
も、そのような優先 SIP コールに帯域幅を割り当てます。この機能は、WCS または WLC で帯域
幅割り当てに SIP ベースの CAC を使用するクライアントのみでサポートされます。
コントローラごとに最大 6 個の番号を設定できます。
優先コール サポートを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11] > [優先コール（Preferred Call）] の順に選択します。既存
の優先コールがある場合は、次のフィールドが表示されます。
•

[説明（Description）]：優先コールの説明。

•

[番号 ID（Number Id）]：コントローラの固有識別子を示し、コントローラに割り当てられてい
る 6 個の優先コール番号の 1 つを示します。

•

[優先番号（Preferred Number）]：優先コール番号を示します。
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ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[番号の追加（Add Number）] を
選択します。

ステップ 5

このコントローラに適用するテンプレートを選択します。
選択したコントローラに適用するテンプレートを選択する必要があります。優先コール番号用
の新しいテンプレートを作成するには、
「関連項目」の「優先コール テンプレートの設定」を参照
してください。

ステップ 6

[適用（Apply）] をクリックします。
優先コールを削除するには、該当する優先コール番号のチェックボックスをオンにして、[コマン
ドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [削除（Delete）] を選択します。[実行
（Go）] をクリックし、[OK] をクリックして削除を確認します。

関連項目
•

802.11 コントローラの一般パラメータの設定

•

アグレッシブ ロード バランシングの設定

•

帯域選択の設定

•

RF プロファイル（802.11）の設定

802.11 のメディア パラメータの設定
802.11 のメディア パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11] > [メディア ストリーム（Media Stream）] の順に選択し
ます。

ステップ 4

[メディア ストリームの設定（Media Stream Configuration）] セクションで、次のパラメータを設定
します。

ステップ 5

•

[メディア ストリーム名（Media Stream Name）]

•

[マルチキャストの宛先開始 IP（Multicast Destination Start IP）]：マルチキャストまでのメディ
ア ストリームの開始 IP アドレス

•

[マルチキャストの宛先終了 IP（Multicast Destination End IP）]：マルチキャストまでのメディ
ア ストリームの終了 IP アドレス

•

[最大期待帯域幅（Maximum Expected Bandwidth）]：メディア ストリームが使用できる最大帯
域幅

[リソース予約コントロール（RRC）パラメータ（Resource Reservation Control (RRC) Parameters）]
グループ ボックスで、次のパラメータを設定します。
•

[平均パケット サイズ（Average Packet Size）]：メディア ストリームが使用できる平均パケッ
ト サイズ。

•

[RRC 定期更新（RRC Periodical Update）]：定期的に更新されるリソース予約コントロールの計
算。無効にすると、RRC の計算は、クライアントがメディア ストリームに加入した際に、1 回
のみ行われます。
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ステップ 6

•

[RRC 優先度（RRC Priority）]：最高が 1、最低が 8 の RRC の優先度。

•

[トラフィック プロファイル違反（Traffic Profile Violation）]：ストリームが QoS ビデオ プロ
ファイルに違反した際に、ストリームがドロップされるか、ベスト エフォート キューに入れ
られる場合に表示されます。

•

[ポリシー（Policy）]：メディア ストリームが許可されるか拒否される場合に表示されます。

[保存（Save）] をクリックします。

RF プロファイル
（802.11）
の設定
[RF プロファイル（RF Profiles）] ページでは、AP グループに関連付けられる RF プロファイルを
作成または変更できます。
コントローラの RF プロファイルを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

[RF プロファイル（RF Profiles）] をクリックするか、左側のサイドバー メニューから [802.11] >
[RF プロファイル（RF Profiles）] を選択します。[RF プロファイル（RF Profiles）] ページが表示さ
れます。このページには、既存の RF プロファイル テンプレートがリストされます。

ステップ 4

RF プロファイルを追加する場合は、[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リス
トから [RF プロファイルの追加（Add RF Profile）] を選択します。

ステップ 5

[実行（Go）] をクリックします。[新規コントローラ テンプレート（New Controller Template）] ペー
ジが表示されます。

ステップ 6

次の情報を設定します。
•

[一般（General）]
– [テンプレート名
（Template Name）]：テンプレートのユーザ定義の名前。
– [プロファイル名
（Profile Name）]：現在のプロファイルのユーザ定義の名前。
– [説明
（Description）]：テンプレートの説明。
– [無線タイプ
（Radio Type）]：アクセス ポイントの無線タイプ。これは、802.11a または

802.11b 無線がある AP の RF プロファイルを選択できるドロップダウン リストです。
•

[TCP（送信電力制御）
（TCP (Transmit Power Control)）]
– [最小電力レベルの割り当て
（-10 ～ 30 dBm）
（ Minimum Power Level Assignment (-10 to

30 dBm)）]：割り当てられている最小電力を示します。範囲は -10 ～ 30 dB で、デフォル
ト値は 30 dB です。
– [最大電力レベルの割り当て
（-10 ～ 30 dBm）
（ Maximum Power Level Assignment (-10 to

30 dBm)）]：割り当てられている最大電力を示します。範囲は -10 ～ 30 dB で、デフォル
ト値は 30 dB です。
– [電力しきい値 v1
（-80 から -50 dBm）
（Power Threshold v1(-80 to -50 dBm)）]：送信電力しき

い値を示します。
– [電力しきい値 v2
（-80 から -50 dBm）
（Power Threshold v2(-80 to -50 dBm)）]：送信電力しき

い値を示します。
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•

[データ レート（Data Rates）]：アクセス ポイントとクライアント間でデータを送信できる
レートを指定するには、[データ レート（Data Rates）] ドロップダウン リストを使用します。
次のデータ レートが使用可能です。
– [802.11a]：6、
9、12、18、24、36、48、および 54 Mbps。
– [802.11b/g]：1、
2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、または 54 Mbps。

各データ レートに対して、次のオプションのいずれかを選択します。
– [必須
（Mandatory）]：このコントローラ上のアクセス ポイントに関連付けるには、クライ

アントがこのデータ レートをサポートしている必要があります。
– [サポート
（Supported）]：関連付けられたクライアントは、このデータ レートをサポート

していれば、このレートを使用してアクセス ポイントと通信できます。ただし、クライア
ントがこのレートを使用できなくても、関連付けは可能です。
– [無効
（Disabled）]：通信に使用するデータ レートは、クライアントが指定します。
ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11 コントローラの一般パラメータの設定

•

アグレッシブ ロード バランシングの設定

•

帯域選択の設定

•

802.11 のメディア パラメータの設定

SIP スヌーピングの設定
SIP スヌーピングを使用する際は、次のガイドラインを考慮します。
•

SIP は、Cisco 5500 シリーズ コントローラ、1240、1130、および 11n アクセス ポイント上での
み使用できます。

•

SIP CAC は、ステータス コード 17 をサポートし、TSPEC ベースのアドミッション制御をサ
ポートしない電話に対してのみ使用してください。

•

SIP CAC は、[SIP スヌーピング（SIP Snooping）] が有効になっている場合にのみサポートされ
ます。

コントローラの SIP スヌーピングを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 4

左側のサイドバーのメニューから、[802.11] > [SIP スヌーピング（SIP Snooping）] の順に選択し
ます。

ステップ 5

次のフィールドを設定します。
•

[ポート開始（Port Start）]

•

[ポート終了（Port End）]
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単一ポートを使用する場合は、開始ポートおよび終了ポートのフィールドを同じ番号で設定し
ます。
ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11 コントローラの一般パラメータの設定

•

アグレッシブ ロード バランシングの設定

•

帯域選択の設定

•

802.11 のメディア パラメータの設定

•

RF プロファイル（802.11）の設定

802.11a/n パラメータの設定
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定

•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定

802.11a/n の一般パラメータの設定
特定のコントローラの 802.11a/n パラメータを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [パラメータ（Parameters）] を選択して、次のパラ
メータを表示します。
•

[一般（General）]
– [802.11a/n ネットワーク ステータス
（802.11a/n Network Status）]：有効にするには、この

チェックボックスをオンにします。
– [ビーコン周期
（Beacon Period）]：ビーコン間の時間。有効な値の範囲は 100 ～ 600 ミリ秒

です。
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– [フラグメンテーションしきい値
（バイト単位）
（Fragmentation Threshold (in bytes)）]：パ

ケットを断片化するサイズ。通信状態の悪いエリアや電波干渉が非常に多いエリアで
は、低い数値を設定します。
– [適用済みテンプレート
（Template Applied）]
•

[802.11a/n 帯域ステータス（802.11a/n Band Status）]
– [低
（Low）]、[中（Medium）]、および [高（High）] 帯域（読み取り専用）。

•

[802.11a/n 電力ステータス（802.11a/n Power Status）]
– [動的評価
（Dynamic Assessment）]：[自動（Automatic）]、[オンデマンド（On Demand）]、また

は [無効（Disabled）]。
– [現在の Tx レベル
（Current Tx Level）]：範囲には、1（国コード設定別に許可される最大電

力）、2（50 % の電力）、3（25 % の電力）、4（6.25 ～ 12.5 % の電力）、および 5（0.195 ～ 6.25 %
の電力）が指定されます。電力レベルおよび使用可能なチャネルは国コード設定によっ
て定義されており、国別に規制されています。
– [制御間隔
（Control Interval）]：秒単位（読み取り専用）。
– [動的処理電力制御
（Dynamic Treatment Power Control）]：有効にするには、このチェック

ボックスをオンにします。
•

[802.11a/n チャネル ステータス（802.11a/n Channel Status）]
– [割り当てモード
（Assignment Mode）]：[自動（Automatic）]、[オンデマンド（On Demand）]、

または [無効（Disabled）]。
– [更新間隔
（Update Interval）]：秒単位。
– [外部 AP 干渉の回避
（Avoid Foreign AP Interference）]：有効にすると、RRM がチャネルを

割り当てる際に、外部 Cisco アクセス ポイント（RF/モビリティ ドメイン外の Cisco 以外
のアクセス ポイント）からの干渉が考慮されます。
– [Cisco AP ロードの回避
（Avoid Cisco AP load）]：有効にすると、コントローラがアクセス

ポイントにチャネルを割り当てる際に、各アクセス ポイントによって使用されるトラ
フィック帯域幅が考慮されます。
– [非 802.11 ノイズの回避
（Avoid non 802.11 Noise）]：有効にすると、アクセス ポイントは、

アクセス ポイント以外のソース（電子レンジや Bluetooth デバイスなど）からの干渉があ
るチャネルを回避します。RRM にこの干渉を無視させるには、このフィールドを無効に
します。
– [信号強度コントリビューション
（Signal Strength Contribution）]：設定不可。
– [固定的 Non-WiFi 干渉の回避
（Avoid Persistent Non-WiFi Interference）]
•

[データ レート（Data Rates）]
– [6 Mbps と 54 Mbps の間の範囲
（Ranges between 6 Mbps and 54 Mbps）]：[サポート

（Supported）]、[必須（Mandatory）]、または [無効（Disabled）]。
•

[ノイズ/干渉/不正モニタリング チャネル（Noise/Interference/Rogue Monitoring Channels）]。
– [チャネル リスト
（Channel List）]：[すべてのチャネル（All Channels）]、[国チャネル

（Country Channels）]、[DCA チャネル（DCA Channels）]。動的チャネル割り当て（DCA）に
より、コントローラに接続された管理対象デバイス セットの中から妥当なチャネルの割
り当てが自動的に選択されます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

21-122

OL-32122-01-J

第 21 章

ワイヤレス デバイスの設定
コントローラ セキュリティ パラメータの設定

•

[CCX 位置測定（CCX Location Measurement）]：有効にすると、クライアントの位置精度が向
上します。
– [モード
（Mode）]：有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
– [間隔
（Interval）]：秒単位。[CCX 位置測定（CCX Location Measurement）] の [間隔（Interval）]

は、測定モードが有効の場合のみ変更できます。
ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定

•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定

802.11a/n RRM しきい値の設定
802.11a/n RRM しきい値コントローラを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
の順に選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ
（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [RRM しきい値（RRM Thresholds）] の順に選択し
ます。

ステップ 4

[カバレッジ レベル（Coverage Level）]、[ロードしきい値（Load Thresholds）]、[その他のしきい値
（Other Thresholds）]、および [ノイズ/干渉/不正モニタ チャネル（Noise/Interference/Rogue
Monitoring Channels）] に対して変更が必要な場合には、変更します。
[カバレッジしきい値最小 SNR レベル（dB）
（Coverage Thresholds Min SNR Level (dB)）] フィール
ドを調整すると、[信号強度（dB）
（Signal Strength (dB)）] の値にこの変更が自動的に反映されま
す。[信号強度（dB）
（Signal Strength (dB)）] フィールドにより、SNR 値を調整する際のカバレッジ
しきい値の対象範囲に関する情報が提供されます。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
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関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定

•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定

802.11a/n RRM 間隔の設定
個々のコントローラに対する 802.11a/n または 802.11b/g/n RRM 間隔を設定するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [RRM 間隔（RRM Intervals）] または [802.11b/g/n] >
[RRM 間隔（RRM Intervals）] を選択します。
（注）

次の 4 つの RRM 間隔パラメータのデフォルトは 300 秒です。

ステップ 4

各アクセス ポイントに対して強度測定を行う間隔を入力します。

ステップ 5

各アクセス ポイントに対してノイズおよび干渉測定を行う間隔を入力します。

ステップ 6

各アクセス ポイントに対して負荷測定を行う間隔を入力します。

ステップ 7

各アクセス ポイントに対してカバレッジ測定を行う間隔を入力します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM しきい値の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定
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•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定
コントローラは、リアルタイムの無線 LAN 状況に基づいて、アクセス ポイントの送信電力を動
的に制御します。通常は、送信電力を低く維持することでキャパシティを増やし、干渉を減らし
ます。コントローラは、3 番目に送信電力の強いネイバーによるアクセス ポイントの認識に応じ
て、アクセス ポイントの送信電力のバランスを取ろうとします。
送信電力コントロール（TPC）アルゴリズムは、RF 環境での変更に応じてアクセス ポイントの電
力を増減します。ほとんどの場合、TPC は干渉を減らすためにアクセス ポイントの電力を下げよ
うとします。しかし、RF カバレッジで急な変更が発生した場合（アクセス ポイントで障害が発生
する、またはアクセス ポイントが無効になるなど）、TPC は周辺のアクセス ポイントで電力を増
大することもあります。この機能は、カバレッジ ホール検出とは異なります。カバレッジ ホール
の検出は主にクライアントと関係がありますが、TPC はアクセス ポイント間におけるチャネル
の干渉を最小限に抑えながら、必要なカバレッジ レベルを達成するため、十分な RF 電力を提供
する必要があります。
送信電力コントロール バージョン 2（TPCv2）は、Cisco AP ネットワークからの同一チャネルの干
渉を減らそうとします。前のバージョンの TPC は、より大きい送信電力を使用する傾向のある強
い信号カバレッジを提供するよう設計されています。その結果、密に展開されたネットワークで
電波が強すぎる状態が発生していました。
802.11a/n または 802.11b/g/n RRM TPC を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n-RRM] > [TPC] の順に選択します。

ステップ 4

次の TPC パラメータを設定します。
•

[適用されるテンプレート（Template Applied）]：このコントローラに適用されるテンプレート
の名前。

•

[テンプレート バージョン（Template Version）]：TPC バージョンを示します。
[TPCv2] オプションは、リリース 7.2.x 以降を実行するコントローラのみで適用できます。

•

[動的割り当て（Dynamic Assignment）]：[動的割り当て（Dynamic Assignment）] ドロップダウ
ン リストで、次の 3 つのモードのうち 1 つを選択します。
– [自動
（Automatic）]：この動作を許可するすべてのアクセス ポイントに対し、送信電力が

定期的に更新されます。
– [オンデマンド
（On Demand）]：[今すぐ割り当てる（Assign Now）] ボタンが選択されると

送信電力が更新されます。
– [無効
（Disabled）]：動的な送信電力割り当ては発生せず、値はグローバル デフォルトに設

定されます。
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•

[最大電力の割り当て（Maximum Power Assignment）]：割り当てられている最大電力を示し
ます。
– 範囲：-10 ～ 30 dB
– デフォルト：30 dB

•

[最小電力の割り当て（Minimum Power Assignment）]：割り当てられている最小電力を示し
ます。
– 範囲：-10 ～ 30 dB
– デフォルト：30 dB

ステップ 5

•

[動的な送信電力コントロール（Dynamic Tx Power Control）]：動的な送信電力コントロールを
有効にするかどうかを決定します。

•

[送信電力しきい値（Transmitted Power Threshold）]：送信電力しきい値を -50 ～ -80 の間で入
力します。

•

[制御間隔（Control Interval）]：秒単位（読み取り専用）。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM しきい値の設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定

•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定
[無線リソース管理（RRM）動的チャネル割り当て（Radio Resource Management (RRM) Dynamic
Channel Assignment (DCA)）] ページを使用して、このコントローラのチャネル幅のほか、DCA
チャネルを選択できます。
RRM DCA は、
5 GHz 帯域で 802.11n 40 MHz チャネルをサポートします。より高い帯域幅を使用す
ると、瞬間的データ レートが高くなります。大きい帯域幅を選択すると、オーバーラッピングしな
いチャネルが減少するため、展開によっては全体のネットワーク スループットが低下することが
あります。アクセス ポイントの無線のチャネル幅を表示するには、[モニタ（Monitor）] > [ネット
ワーク デバイス（Network Devices）] > [アクセス ポイント（Access Points）] > [名前（Name）
] > [イン
ターフェイス（Interfaces）] タブに移動します。[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] >
[ネットワーク デバイス（Network Devices）
] > [アクセス ポイント（Access Points）] の順に選択し、[無
線（Radio）
] 列で該当する無線をクリックして、チャネル幅とアンテナの選択肢を表示することも
できます。
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各コントローラに 802.11 a/n RRM DCA チャネルを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[802.11a/n] > [RRM DCA] の順に選択します。[802.11a/n RRM
DCA] ページが表示されます。
[設定（Configure）] > [アクセス ポイント（Access Points）] の順に選択し、[無線（Radio）] 列で
[802.11a/n] リンクをクリックし、アクセス ポイントのページでチャネル幅を設定することもで
きます。[現在の RF チャネル割り当て（Current RF Channel Assignment）] が表示され、[グローバル
（Global）] 割り当て方式を選択するか、または [カスタム（Custom）] を選択してチャネルを指定で
きます。

ステップ 4

[チャネル幅（Channel Width）] ドロップダウン リストから、[20 MHz] または [40 MHz] を選択しま
す。リリース 5.1 よりも前のソフトウェアの場合、40 MHz のチャネルだけが静的に設定可能でし
た。DCA がサポートしているのは 20 MHz チャネルの無線だけでした。40 MHz の場合、無線の瞬
間データ レートが高くなる場合がありますが、帯域幅が大きいとオーバーラップしないチャネ
ル数が少なくなるため、展開によっては全体のネットワーク スループットが低下することがあ
ります。

（注）

20 MHz デバイスと 40 MHz デバイスが混在する展開の場合は注意が必要です。40 MHz
デバイスのチャネル アクセス ルールが若干異なるため、20 MHz デバイスに悪影響を与
える場合があります。

ステップ 5

該当する DCA チャネルのチェックボックスをオンにします。選択したチャネルが、[選択された
DCA チャネル（Selected DCA channels）] リストにリストされます。

ステップ 6

次のパラメータを使用して、イベント駆動型無線リソース管理（RRM）を有効または無効にしま
す。CleanAir 対応アクセス ポイントが重大なレベルの干渉を検出すると、イベント駆動型 RRM
が使用されます。

ステップ 7

•

[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）]：スペクトル イベント駆動型 RRM を有効または
無効にします。デフォルトでは、[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）] は有効です。

•

[感度しきい値（Sensitivity Threshold）]：[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）] が有効の
場合、このフィールドには、イベント駆動型 RRM がトリガーされるしきい値レベルが表示
されます。値は、[低（Low）]、[中（Medium）]、または [高（High）] のいずれかになります。アクセ
ス ポイントの干渉がしきい値レベルを上回ると、RRM はローカルの動的チャネル割り当て
（DCA）の実行を開始し、ネットワークのパフォーマンスを改善するために可能な場合は影
響を受けるアクセス ポイント無線のチャネルを変更します。[低（Low）] は、環境の変更に対
する感度を下げることを表し、[高（High）] は、感度を上げることを表します。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM しきい値の設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定
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•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定

•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定
個々のコントローラに対する 802.11a/n または 802.11b/g/n RRM 無線のグループ化を設定するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [RRM] > [RF グループ化（RF Grouping）] の順に選
択します。

ステップ 4

ドロップダウン リストからグループ化モードを選択します。次のパラメータが表示されます。
•

[自動（Automatic）]：自動的な RRM グループ化アルゴリズムをアクティブ化できます。これ
はデフォルト モードです。

•

[オフ（Off）]：自動グループ化を非アクティブ化できます。

•

[リーダー（Leader）]：グループにメンバーを割り当てることができます。

ステップ 5

ドロップダウン リストからグループ更新間隔（秒）を選択します。グループ化がオンになってい
る場合、この間隔（秒単位）は、グループ化アルゴリズムがグループ リーダーによって実行される
期間を表します。グループ化アルゴリズムは、グループの内容が変更され、自動グループ化が有
効であるときも実行されます。動的グループ化は、システム管理者からの要求時に開始できま
す。デフォルト値は 600 秒です。

ステップ 6

[グループ メンバー（Group Members）] グループ ボックスで、[追加 >（Add >）] をクリックします。
選択したコントローラは、[使用可能なコントローラ（Available Controllers）] から [RF グループ メ
ンバー（RF Group Members）] リストに移動されます。
[RF グループ メンバー（RF Group Members）] グループ ボックスは、グループ化モードが [リー
ダー（Leader）] に設定されている場合のみ表示されます。RF グループに追加できるコントローラ
の最大数は 20 です。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM しきい値の設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定
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•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定

•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定

802.11a/n のメディア パラメータの設定
802.11a/n のメディア パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [メディア パラメータ（Media Parameters）] の順に
選択します。

ステップ 4

[音声（Voice）] タブで、次のパラメータを設定します。
•

[アドミッション コントロール（ACM）
（Admission Control (ACM)）]：アドミッション コント
ロールを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
VoIP 通話中にエンド ユーザが許容できる音声品質と感じるよう、パケットはエンドポイン
トから別のエンドポイントまで低遅延、低パケット損失で配送される必要があります。異な
るネットワーク負荷の下で QoS を維持するには、コール アドミッション制御（CAC）が必要
です。アクセス ポイントでの CAC により、アクセス ポイントは、ネットワークの輻輳時で
も QoS が制御された状態を維持し、許容する最大の通話数を許容できる数に保つことがで
きます。

•

[CAC 方式（CAC Method）]：[アドミッション コントロール（ACM）
（Admission Control (ACM)）]
が有効になっている場合、CAC 方式を負荷ベースまたは静的に指定します。
負荷ベースの CAC で取り入れられている測定方式では、それ自体からのすべてのトラ
フィック タイプによって同一チャネル アクセス ポイントで消費される帯域幅や、同一チャ
ネルの干渉によって消費される帯域幅が考慮されています。負荷ベース CAC では、PHY お
よびチャネル欠陥の結果発生する追加の帯域幅消費も対象となります。
負荷ベース CAC では、RF チャネル、チャネル干渉、およびアクセス ポイントが許容できるそ
の他のコールが、アクセス ポイントによって定期的に測定および更新されます。アクセス ポ
イントは、コールをサポートするのに十分なだけの未使用帯域幅がチャネルにある場合に限
り、新規のコールを許可します。このようにすることで、負荷ベースの CAC は、チャネルの
オーバーサブスクリプションを防ぎ、WLAN の負荷および干渉のあらゆる状況下で QoS を
維持します。

•

[許容される最大帯域幅（Maximum Bandwidth Allowed）]：許容される最大帯域幅の割合を指定
します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。有効な範囲は 5 ～ 85 です。

•

[予約済みローミング帯域幅（Reserved Roaming Bandwidth）]：予約済みのローミング帯域幅
の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。有効な範囲
は 0 ～ 25 です。
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•

[優先帯域幅（Expedited Bandwidth）]：緊急コール用に CAC の拡張として緊急帯域幅を有効に
するには、このチェックボックスをオンにします。
より高い優先度が TSPEC 要求に与えられるように、CCXv5 準拠の優先帯域幅が必要となり
ます。

•

[SIP CAC]：SIP CAC を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
SIP CAC は、ステータス コード 17 をサポートし、TSPEC ベースのアドミッション制御をサ
ポートしない電話のみに使用する必要があります。

•

[SIP コーデック（SIP Codec）]：この無線で使用するコーデック名を指定します。使用可能な
オプションは、[G.711]、[G.729]、および [ユーザ定義（User Defined）] です。

•

[SIP コール帯域幅（SIP Call Bandwidth）]：ネットワークで SIP コールごとに割り当てる帯域
幅（キロビット/秒単位）を指定します。このフィールドは、選択されている [SIP コーデック
（SIP Codec）] が [ユーザ定義（User Defined）] である場合のみ設定できます。

•

[SIP サンプルの間隔（SIP Sample Interval）]：コーデックを動作させる必要があるサンプルの
間隔（ミリ秒）を指定します。

•

[無線ごとの最大ボイス コール（Max Voice Calls per Radio）]：無線ごとに行うことができるボ
イス コールの最大数を指定します。

•

[無線ごとの最大ローミング予約済みコール（Max Roaming Reserved Calls per Radio）]：無線
ごとに予約できるローミング コールの最大数を指定します。[無線ごとの最大ボイス コー
ル（Max Voice Calls per Radio）] および [無線ごとの最大ローミング予約済みコール（Max
Roaming Reserved Calls per Radio）] オプションは、[CAC 方式（CAC Method）] が [静的
（Static）] として指定され、SIP CAC が有効になっている場合にだけ使用できます。

•

[メトリック収集（Metric Collection）]：メトリック収集を有効にするには、このチェックボッ
クスをオンにします。
トラフィック ストリーム メトリックは、ワイヤレス LAN での VoIP に関する一連の統計
情報で、ワイヤレス LAN の QoS を通知します。アクセス ポイントで測定値を収集する
には、トラフィック ストリーム メトリックが有効であることが必要です。これを有効に
すると、コントローラは、関連付けられたすべてのアクセス ポイントから、90 秒ごとに
802.11b/g インターフェイスに関する統計情報データの収集を開始します。VoIP または
ビデオを使用している場合は、この機能を有効にする必要があります。

ステップ 5

[ビデオ（Video）] タブで、次のパラメータを設定します。
•

[アドミッション コントロール（ACM）
（Admission Control (ACM)）]：アドミッション コント
ロールを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

•

[許容される最大帯域幅（Maximum Bandwidth Allowed）]：許容される最大帯域幅の割合を指
定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。コントローラのバー
ジョンが 6.0.188.0 以前の場合、有効な範囲は 0 ～ 100 です。コントローラ バージョン
6.0.188.1 以降の場合、有効な範囲は 5 ～ 85 です。

•

[予約済みローミング帯域幅（Reserved Roaming Bandwidth）]：予約済みのローミング帯域幅
の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。有効な範囲
は 0 ～ 25 で、デフォルトは 0 です。

•

[静的 CAC 方式（Static CAC method）]：[SIP コーデック（SIP Codec）] ドロップダウン リストか
ら、次のいずれかのオプションを選択して CAC 方式を設定します。デフォルト値は [G.711]
です。オプションは次のとおりです。
– [ロードベース
（Load-Based）]
– [静的
（Static）]

静的 CAC 方式は無線ベースで、負荷ベースの CAC 方式はチャネル ベースです。
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ステップ 6

•

[SIP CAC]：静的 CAC のサポートを有効にするには、[SIP CAC] チェックボックスをオンにし
ます。デフォルトでは、このチェックボックスは無効になっています。SIP CAC は、[SIP ス
ヌーピング（SIP Snooping）] が有効になっている場合にのみサポートされます。SIP は、コン
トローラ 4400 および 5500 のみで使用可能です。また、SIP は、アクセス ポイント 1240、1130、
および 11n のみで使用可能です。

•

[ユニキャスト ビデオ リダイレクト（Unicast Video Redirect）]：ビデオ キュー内のすべての非
メディア ストリーム パケットがベスト エフォート キューにリダイレクトされるようにす
るには、[ユニキャスト ビデオ リダイレクト（Unicast Video Redirect）] チェックボックスをオ
ンにします。無効にすると、ビデオ マーキングのあるパケットはすべてのビデオ キューに保
持されます。

•

[クライアント最小物理レート（Client Minimum Phy Rate）]：クライアントがメディア スト
リームに加入するために必要な物理データ レートを [クライアント最小物理レート（Client
Minimum Phy Rate）] ドロップダウン リストから選択します。

•

[マルチキャスト ダイレクトを有効にする（Multicast Direct Enable）]：この無線でどの WLAN
でも Media Direct を有効にするには、[マルチキャスト ダイレクトを有効にする（Multicast
Direct Enable）] チェックボックスをオンにします。

•

[無線ごとのストリームの最大数（Maximum Number of Streams per Radio）]：許可される無線
ごとのストリームの最大数を指定します。

•

[クライアントごとのストリームの最大数（Maximum Number of Streams per Client）]：許可さ
れるクライアントごとのストリームの最大数を指定します。

•

[ベスト エフォート QOS アドミッション（Best Effort QOS Admission）]：新しいクライアント
要求をベスト エフォート キューにリダイレクトするには、[ベスト エフォート QOS アド
ミッション（Best Effort QOS Admission）] チェックボックスをオンにします。これは、すべて
のビデオ帯域幅が使用されている場合のみ発生します。無効になっており、最大のビデオ帯
域幅が使用されている場合、新しいクライアント要求は拒否されます。

[一般（General）] タブで、次のフィールドを設定します。
•

ステップ 7

[最大メディア帯域幅（0 ～ 85 %）
（Maximum Media Bandwidth (0 to 85 %)）]：許可される最大
帯域幅の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM しきい値の設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定
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802.11a/n の EDCA パラメータの設定
802.11a/n および 802.11b/g/n に対する EDCA パラメータ（[EDCA プロファイル（EDCA Profile）]
設定と [ストリーミング MAC の有効化（Streaming MAC Enable）] 設定）を、個々のコントローラ
またはコントローラ テンプレートのいずれかを使用して設定し、音声 QoS サポートを向上させ
られます。
個々のコントローラの 802.11a/n または 802.11b/g/n の EDCA パラメータを設定するには、次の
手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [EDCA パラメータ（EDCA Parameters）] または
[802.11b/g/n] > [EDCA パラメータ（EDCA Parameters）] を選択します。

ステップ 4

ドロップダウン リストから [EDCA プロファイル（EDCA Profile）] を選択します。
プロファイルには、[Wi-Fi マルチメディア（WMM）
（Wi-Fi Multimedia (WMM)）]、[Spectralink 音声
優先度 (SVP)（Spectralink Voice Priority (SVP)）]、[音声最適化（Voice Optimized）]、および [音声と
ビデオの最適化（Voice & Video Optimized）] が含まれます。WMM がデフォルトの EDCA プロ
ファイルです。EDCA パラメータを設定する前に、無線インターフェイスをシャットダウンする
必要があります。

ステップ 5

[ストリーミング MAC の有効化（Enable Streaming MAC）] チェックボックスをオンにして、この
機能を有効にします。
ネットワーク上のすべてのクライアントが WMM 準拠の場合にだけ、Streaming MAC を有効に
してください。

関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM しきい値の設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定
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802.11a/n のローミング パラメータの設定
個々のコントローラの 802.11a/n または 802.11b/g/n の EDCA パラメータを設定するには、次の
手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [ローミング パラメータ（Roaming Parameters）] の
順に選択します。

ステップ 4

[モード（Mode）] ドロップダウン リストから、[デフォルト値（Default values）] または [カスタム値
（Custom values）] を選択します。

ステップ 5

•

[デフォルト値（Default values）]：テキスト ボックスにデフォルト値（読み取り専用）が自動的
に表示されます。

•

[カスタム値（Custom values）]：ローミング パラメータの編集を可能にするには、テキスト
ボックスをアクティブ化します。

[最小 RSSI（Minimum RSSI）] テキスト ボックスには、クライアントがアクセス ポイントに関連
付けられる際に必要な受信信号強度インジケータ（RSSI）の最小値を入力します。
•

範囲：-80 ～ -90 dBm

•

デフォルト：-85 dBm

クライアントの平均の受信信号の強度がこのしきい値よりも低い場合、通常信頼できる通信は
不可能です。RSSI の最小値に達する前に、クライアントはより強い信号のある別のアクセス ポ
イントをすでに見つけてローミングしている必要があります。
ステップ 6

[ヒステリシス（Hysteresis）] テキスト ボックスに、クライアントがローミングするために必要な
隣接するアクセス ポイントの信号強度を示す値を入力します。
このフィールドは、クライアントが物理的に 2 つのアクセス ポイントの境界上やその近くにあ
る場合に、アクセス ポイント間の「ピンポン」の量を減らすためのものです。

ステップ 7

•

範囲：2 ～ 4 dB

•

デフォルト：3 dB

[適応型スキャンしきい値（Adaptive Scan Threshold）] テキスト ボックスに、クライアントが関連
付けたアクセス ポイントの RSSI 値を入力します。これよりも小さい場合、クライアントは指定
された移行時間内に隣接するアクセス ポイントにローミングできる必要があります。
このフィールドは、クライアントがアクティブまたはパッシブ スキャンで費やす時間を最小限
に抑えるための節電方法を提供します。たとえば、クライアントは RSSI がしきい値よりも高い
ときにはゆっくりとスキャンし、しきい値よりも低いときにはより速くスキャンすることがで
きます。

ステップ 8

•

範囲：-70 ～ -77 dB

•

デフォルト：-72 dB

[移行時間（Transition Time）] テキスト ボックスには、関連付けられているアクセス ポイントから
の RSSI がスキャンしきい値を下回った場合に、クライアントがローミングに適した近隣のアク
セス ポイントを検出してローミングを完了するまでの最大許容時間を入力します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

21-133

第 21 章

ワイヤレス デバイスの設定

コントローラ セキュリティ パラメータの設定

[スキャンのしきい値（Scan Threshold）] パラメータと [遷移時間（Transition Time）] パラメータは、
クライアントのローミング パフォーマンスの最低レベルを保証します。これらのパラメータを
使用すると、最も高いクライアント速度とローミング ヒステリシスが得られるだけでなく、アク
セス ポイント間の一定の最小オーバーラップ距離を確保することにより、ローミングをサポー
トする無線 LAN ネットワークを設計することが可能となります。

ステップ 9

•

範囲：1 ～ 10 秒

•

デフォルトは 5 秒です。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM しきい値の設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定

•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定
個々のコントローラの 802.11h パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [802.11h] または [802.11b/g/n] > [802.11h] を選択
します。

ステップ 4

[電力の制約（Power Constraint）] チェックボックスをオンにして TPC を有効にします。

ステップ 5

[チャネル通知（Channel Announcement）] チェックボックスをオンにして、チャネル通知を有効に
します。チャネル通知は、新しいチャネルや新しいチャネル番号に切り替わった場合に、アクセ
ス ポイントが通知するメソッドです。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
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関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM しきい値の設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定

•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定

802.11a/n のハイ スループット
（802.11n）
パラメータの設定
802.11a/n または 802.11b/g/n のハイ スループット パラメータを設定するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [802.11a/n] > [ハイ スループット（High Throughput）] または
[802.11b/g/n] > [ハイ スループット（High Throughput）] を選択します。

ステップ 4

ハイ スループットを可能にするには、[802.11n ネットワーク ステータスを有効にする（802.11n
Network Status Enabled）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[MCS（データ レート）設定（MCS (Data Rate) Settings）] で、サポートするデータ レートのレベルを
選択します。MCS は、802.11a データ レートと似た変調符号化方式です。デフォルトでは、20 MHz
のショート ガード インターバルが使用されます。[サポート（Supported）] チェックボックスをオ
ンにすると、選択した数値が [選択した MCS インデックス（Selected MCS Indexes）] ページに表示
されます。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM しきい値の設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定
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•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定

802.11a/n の CleanAir パラメータの設定
802.11a/n の CleanAir パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [CleanAir] を選択して、次の情報を表示します。
•

[CleanAir]：このチェックボックスをオンにして 802.11 a/n ネットワークで CleanAir 機能を
有効にするか、オフにして CleanAir 機能を無効にします。デフォルト値はオンです。

•

[報告設定（Reporting Configuration）]：レポートで含める干渉デバイスを設定するには、この
セクションのパラメータを使用します。
– [報告
（Report）]：[干渉を報告する（report interferers）] チェックボックスをオンにして、

CleanAir システムが干渉源を報告して検出できるようにするか、オフにして、コント
ローラが干渉を報告しないようにします。デフォルト値はオンです。
– CleanAir システムで検出および報告する必要がある干渉源が、
[検出する干渉

（Interferences to Detect）] テキスト ボックスに表示され、検出する必要がない干渉源が [無
視する干渉（Interferers to Ignore）] テキスト ボックスに表示されることを確認します。[>]
および [<] ボタンを使用して、これらの 2 つのテキスト ボックス間で干渉源を移動しま
す。デフォルトでは、すべての干渉源が検出されます。
– CleanAir で検出できる永続型デバイスに関する情報を伝播できるようにするには、
[永続

型デバイスの伝搬（Persistent Device Propagation）] チェックボックスをオンにします。永
続型デバイスの伝播によって、干渉タイプに関する情報を指定して、この情報を近隣の
アクセス ポイントに伝播できます。ある場所には持続的な干渉源が存在し、常に検出可
能ではない場合でも WLAN の動作に干渉します。
•

[アラーム設定（Alarm Configuration）]：このセクションでは、電波品質アラームのトリガーを
設定できます。
– [電波品質アラーム
（Air Quality Alarm）]：[電波品質アラーム（Air Quality Alarm）] チェッ

クボックスをオンにして電波品質アラームのトリガーを有効にするか、このチェック
ボックスをオフにしてこの機能を無効にします。デフォルト値はオンです。
– [電波品質アラームのしきい値
（Air Quality Alarm Threshold）]：[電波品質アラーム（Air

Quality Alarm）] チェックボックスをオンにした場合は、[電波品質アラームのしきい値
（Air Quality Alarm Threshold）] テキスト ボックスに 1 ～ 100 までの値を入力して、電波
品質アラームがトリガーされるしきい値を指定します。電波品質がしきい値レベルを下
回ると、アラームがトリガーされます。値 1 は最低の電波品質を表し、100 は最高を表し
ます。デフォルト値は 35 です。
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– [電波品質の未分類カテゴリ アラーム
（Air Quality Unclassified category Alarm）]：未分類

の干渉源カテゴリについてアラームを生成できるようにするには、[電波品質の未分類
カテゴリ アラーム（Air Quality Unclassified category Alarm）] チェックボックスをオンに
します。CleanAir は、未分類の干渉源を検出してモニタできます。未分類の干渉源は、検
出はされるものの、既知のいずれの干渉タイプにも対応しない干渉源です。
未分類カテゴリのアラームは、未分類の重大度が設定済みのしきい値を上回るか、電波
品質の指標が設定済みのしきい値を下回ると生成されます。
– [電波品質の未分類カテゴリの重大度しきい値
（Air Quality Unclassified Category Severity

Threshold）]：[電波品質の未分類カテゴリ アラーム（Air Quality Unclassified category
Alarm）] チェックボックスをオンにした場合、[電波品質の未分類カテゴリの重大度しき
い値（Air Quality Unclassified Category Severity Threshold）] テキスト ボックスに 1 ～ 99 ま
での間の値を入力して、未分類カテゴリのアラームをトリガーするしきい値を指定しま
す。デフォルトは 20 です。
– [セキュリティ アラームの干渉
（Interferers For Security Alarm）]：[セキュリティ アラーム

の干渉（Interferers For Security Alarm）] チェックボックスをオンにして、コントローラが
指定されたデバイス タイプを検出した際に干渉アラームをトリガーするか、オフにして
この機能を無効にします。デフォルト値はオンです。
– 干渉アラームを生成する必要があるすべての干渉源が [セキュリティ アラームに対して

選択された干渉（Interferers Selected for Security Alarms）] テキスト ボックスに表示され、
干渉アラームをトリガーする必要がないすべての干渉源が [セキュリティ アラームに対
して無視される干渉（Interferers Ignored for Security Alarms）] テキスト ボックスに表示さ
れることを確認してください。[>] および [<] ボタンを使用して、これらの 2 つのボック
ス間で干渉源を移動します。デフォルトでは、すべての干渉源が干渉アラームをトリ
ガーします。
•

[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）]：CleanAir 対応アクセス ポイントが重大なレベル
の干渉を検出した際に実行するスペクトル イベント駆動型無線リソース管理（RRM）をトリ
ガーするには、次の手順を実行します。
– [イベント駆動型 RRM
（Event Driven RRM）]：スペクトル イベント駆動型 RRM の現在の

ステータスを表示します。
– [感度しきい値
（Sensitivity Threshold）]：[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）] が有

効の場合、このテキスト ボックスには、イベント駆動型 RRM がトリガーされるしきい
値レベルが表示されます。値は、[低（Low）]、[中（Medium）]、または [高（High）] のいずれ
かになります。アクセス ポイントの干渉がしきい値レベルを上回ると、RRM はローカ
ルの動的チャネル割り当て（DCA）の実行を開始し、ネットワークのパフォーマンスを
改善するために可能な場合は影響を受けるアクセス ポイント無線のチャネルを変更し
ます。[低（Low）] は、環境の変更に対する感度を下げることを表すのに対して、[高
（High）] は、感度を上げることを表します。

関連項目
•

802.11a/n の一般パラメータの設定

•

802.11a/n RRM しきい値の設定

•

802.11a/n RRM 間隔の設定

•

802.11a/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11a/n RRM 動的チャネル割り当ての設定

•

802.11a/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11a/n のメディア パラメータの設定
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•

802.11a/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11a/n のローミング パラメータの設定

•

802.11a/n の 802.11h パラメータの設定

•

802.11a/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定

802.11b/g/n の一般パラメータの設定
特定のコントローラの 802.11b/g/n パラメータを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [802.11b/g/n パラメータ（802.11b/g/n Parameters）] を選択して、
次のパラメータを表示します。
•

[一般（General）]
– [802.11b/g ネットワーク ステータス
（802.11b/g Network Status）]：有効にするには、この

チェックボックスをオンにします。
– [802.11g のサポート
（802.11g Support）]：有効にするには、このチェックボックスをオン

にします。
– [ビーコン周期
（Beacon Period）]：ミリ秒単位。
– [DTIM 周期
（DTIM Period）]：配送数フィールドが 0 のトラフィック インジケータ メッ

セージ（TIM）要素を含むビーコン フレームの送信間に経過したビーコン間隔。
– [フラグメンテーションしきい値
（Fragmentation Threshold）]：バイト単位。
– [ショート プリアンブル
（Short Preamble）]：有効にするには、チェックボックスをオンに

します。
– [適用済みテンプレート
（Template Applied）]。
•

[802.11a/n 電力ステータス（802.11a/n Power Status）]
– [動的評価
（Dynamic Assessment）]：[自動（Automatic）]、[オンデマンド（On Demand）]、また

は [無効（Disabled）]。
– [現在の Tx レベル
（Current Tx Level）]。
– [制御間隔
（Control Interval）]：秒単位（読み取り専用）。
– [動的処理電力制御
（Dynamic Treatment Power Control）]：有効にするには、このチェック

ボックスをオンにします。
•

[802.11a/n チャネル ステータス（802.11a/n Channel Status）]
– [割り当てモード
（Assignment Mode）]：[自動（Automatic）]、[オンデマンド（On Demand）]、

または [無効（Disabled）]。
– [更新間隔
（Update Interval）]：秒単位。
– [外部 AP 干渉の回避
（Avoid Foreign AP Interference）]：有効にするには、このチェック

ボックスをオンにします。
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– [Cisco AP ロードの回避
（Avoid Cisco AP load）]：有効にするには、このチェックボックス

をオンにします。
– [非 802.11 ノイズの回避
（Avoid non 802.11 Noise）]：有効にするには、このチェックボック

スをオンにします。
– [信号強度コントリビューション
（Signal Strength Contribution）]：有効にするには、この

チェックボックスをオンにします。
•

[データ レート（Data Rates）]
– [1 Mbps と 54 Mbps の間の範囲
（Ranges between 1 Mbps and 54 Mbps）]：[サポート

（Supported）]、[必須（Mandatory）]、または [無効（Disabled）]。
•

[ノイズ/干渉/不正モニタリング チャネル（Noise/Interference/Rogue Monitoring Channels）]
– [チャネル リスト
（Channel List）]：[すべてのチャネル（All Channels）]、[国チャネル

（Country Channels）]、[DCA チャネル（DCA Channels）]。
•

[CCX ロケーション測定（CCX Location Measurement）]
– [モード
（Mode）]：有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
– [間隔
（Interval）]：秒単位。

[CCX 位置測定（CCX Location Measurement）] の [間隔（Interval）] は、測定モードが有効の場合の
み変更できます。
ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n RRM しきい値の設定

•

802.11b/g/n RRM 間隔の設定

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11b/g/n RRM DCA の設定

•

802.11b/g/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11b/g/n のメディア パラメータの設定

•

802.11b/g/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11b/g/n のローミング パラメータの設定

•

802.11b/g/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定

802.11b/g/n RRM しきい値の設定
802.11b/g/n RRM しきい値コントローラを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[802.11b/g/n] > [RRM しきい値（RRM Thresholds）] の順に選
択します。
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ステップ 4

ステップ 5

[カバレッジ レベル（Coverage Level）]、[ロードしきい値（Load Thresholds）]、[その他のしきい値
（Other Thresholds）]、および [ノイズ/干渉/不正モニタ チャネル（Noise/Interference/Rogue
Monitoring Channels）] に対して変更が必要な場合には、変更します。[カバレッジしきい値最小
SNR レベル（dB）
（Coverage Thresholds Min SNR Level (dB)）] フィールドを調整すると、[信号強度
（dB）
（Signal Strength (dB)）] の値にこの変更が自動的に反映されます。[信号強度（dB）
（Signal
Strength (dB)）] フィールドにより、SNR 値を調整する際のカバレッジしきい値の対象範囲に関す
る情報が提供されます。
[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n の一般パラメータの設定

•

802.11b/g/n RRM 間隔の設定

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11b/g/n RRM DCA の設定

•

802.11b/g/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11b/g/n のメディア パラメータの設定

•

802.11b/g/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11b/g/n のローミング パラメータの設定

•

802.11b/g/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定

802.11b/g/n RRM 間隔の設定
個々のコントローラに対する 802.11a/n または 802.11b/g/n RRM 間隔を設定するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [RRM 間隔（RRM Intervals）] または [802.11b/g/n] >
[RRM 間隔（RRM Intervals）] を選択します。
（注）

次の 4 つの RRM 間隔パラメータのデフォルトは 300 秒です。

ステップ 4

各アクセス ポイントに対して強度測定を行う間隔を入力します。

ステップ 5

各アクセス ポイントに対してノイズおよび干渉測定を行う間隔を入力します。

ステップ 6

各アクセス ポイントに対して負荷測定を行う間隔を入力します。

ステップ 7

各アクセス ポイントに対してカバレッジ測定を行う間隔を入力します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
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関連項目
•

802.11b/g/n の一般パラメータの設定

•

802.11b/g/n RRM しきい値の設定

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11b/g/n RRM DCA の設定

•

802.11b/g/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11b/g/n のメディア パラメータの設定

•

802.11b/g/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11b/g/n のローミング パラメータの設定

•

802.11b/g/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロールの設定
コントローラは、リアルタイムの無線 LAN 状況に基づいて、アクセス ポイントの送信電力を動
的に制御します。通常は、送信電力を低く維持することでキャパシティを増やし、干渉を減らし
ます。コントローラは、3 番目に送信電力の強いネイバーによるアクセス ポイントの認識に応じ
て、アクセス ポイントの送信電力のバランスを取ろうとします。
送信電力コントロール（TPC）アルゴリズムは、RF 環境での変更に応じてアクセス ポイントの電
力を増減します。ほとんどの場合、TPC は干渉を減らすためにアクセス ポイントの電力を下げよ
うとします。しかし、RF カバレッジで急な変更が発生した場合（アクセス ポイントで障害が発生
する、またはアクセス ポイントが無効になるなど）、TPC は周辺のアクセス ポイントで電力を増
大することもあります。この機能は、カバレッジ ホール検出とは異なります。カバレッジ ホール
の検出は主にクライアントと関係がありますが、TPC はアクセス ポイント間におけるチャネル
の干渉を最小限に抑えながら、必要なカバレッジ レベルを達成するため、十分な RF 電力を提供
する必要があります。
802.11b/g/n RRM TPC を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[802.11b/g/n-RRM] > [TPC] の順に選択します。

ステップ 4

次の TPC パラメータを設定します。
•

[適用されるテンプレート（Template Applied）]：このコントローラに適用されるテンプレート
の名前。

•

[動的割り当て（Dynamic Assignment）]：[動的割り当て（Dynamic Assignment）] ドロップダウ
ン リストで、次の 3 つのモードのうち 1 つを選択します。
– [自動
（Automatic）]：送信電力は、この操作を許可するすべてのアクセス ポイントで定期

的に更新されます。
– [オンデマンド
（On Demand）]：[今すぐ割り当てる（Assign Now）] ボタンが選択されると

送信電力が更新されます。
– [無効
（Disabled）]：動的な送信電力割り当ては発生せず、値はグローバル デフォルトに設

定されます。
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•

[最大電力の割り当て（Maximum Power Assignment）]：割り当てられている最大電力を示し
ます。
– 範囲：-10 ～ 30 dB
– デフォルト：30 dB

•

[最小電力の割り当て（Minimum Power Assignment）]：割り当てられている最小電力を示し
ます。
– 範囲：-10 ～ 30 dB
– デフォルト：30 dB

ステップ 5

•

[動的な送信電力コントロール（Dynamic Tx Power Control）]：動的な送信電力コントロールを
有効にするかどうかを決定します。

•

[送信電力しきい値（Transmitted Power Threshold）]：送信電力しきい値を -50 ～ -80 の間で入
力します。

•

[制御間隔（Control Interval）]：秒単位（読み取り専用）。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n の一般パラメータの設定

•

802.11b/g/n RRM しきい値の設定

•

802.11b/g/n RRM 間隔の設定

•

802.11b/g/n RRM DCA の設定

•

802.11b/g/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11b/g/n のメディア パラメータの設定

•

802.11b/g/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11b/g/n のローミング パラメータの設定

•

802.11b/g/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定

802.11b/g/n RRM DCA の設定
個々のコントローラに対する 802.11a/n または 802.11b/g/n RRM DCA チャネルを設定するには、
次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[802.11b/g/n-RRM] > [DCA] の順に選択します。

ステップ 4

該当する DCA チャネルのチェックボックスを選択します。選択したチャネルが、[選択された
DCA チャネル（Selected DCA channels）] テキスト ボックスにリストされます。
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ステップ 5

イベント駆動型無線リソース管理（RRM）を有効または無効にします。CleanAir 対応アクセス ポ
イントが重大なレベルの干渉を検出すると、イベント駆動型 RRM が使用されます。次の手順を
実行します。
– [イベント駆動型 RRM
（Event Driven RRM）]：スペクトル イベント駆動型 RRM を有効また

は無効にします。デフォルトでは、[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）
] は有効です。
– [感度しきい値
（Sensitivity Threshold）]：[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）] が有

効の場合、このテキスト ボックスには、イベント駆動型 RRM がトリガーされるしきい
値レベルが表示されます。値は、[低（Low）]、[中（Medium）]、または [高（High）] のいずれ
かになります。アクセス ポイントの干渉がしきい値レベルを上回ると、RRM はローカ
ルの動的チャネル割り当て（DCA）の実行を開始し、ネットワークのパフォーマンスを
改善するために可能な場合は影響を受けるアクセス ポイント無線のチャネルを変更し
ます。[低（Low）] は、環境の変更に対する感度を下げることを表し、[高（High）] は、感度
を上げることを表します。
ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n の一般パラメータの設定

•

802.11b/g/n RRM しきい値の設定

•

802.11b/g/n RRM 間隔の設定

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11b/g/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11b/g/n のメディア パラメータの設定

•

802.11b/g/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11b/g/n のローミング パラメータの設定

•

802.11b/g/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定

802.11b/g/n RRM 無線のグループ化の設定
個々のコントローラに対する 802.11a/n または 802.11b/g/n RRM 無線のグループ化を設定するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[802.11b/g/n] > [RRM] > [RRM グループ化（RF Grouping）] の
順に選択します。

ステップ 4

ドロップダウン リストからグループ化モードを選択します。次のパラメータが表示されます。
•

[自動（Automatic）]：自動的な RRM グループ化アルゴリズムをアクティブ化できます。これ
はデフォルト モードです。

•

[オフ（Off）]：自動グループ化を非アクティブ化できます。

•

[リーダー（Leader）]：グループにメンバーを割り当てることができます。
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ステップ 5

ドロップダウン リストからグループ更新間隔（秒）を選択します。グループ化がオンになってい
る場合、この間隔（秒単位）は、グループ化アルゴリズムがグループ リーダーによって実行される
期間を表します。グループ化アルゴリズムは、グループの内容が変更され、自動グループ化が有
効であるときも実行されます。動的グループ化は、システム管理者からの要求時に開始できま
す。デフォルト値は 600 秒です。

ステップ 6

[グループ メンバー（Group Members）] グループ ボックスで、[追加 >（Add >）] をクリックします。
選択したコントローラは、[使用可能なコントローラ（Available Controllers）] から [RF グループ メ
ンバー（RF Group Members）] リストに移動されます。
[RF グループ メンバー（RF Group Members）] グループ ボックスは、グループ化モードが [リー
ダー（Leader）] に設定されている場合のみ表示されます。RF グループに追加できるコントローラ
の最大数は 20 です。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n の一般パラメータの設定

•

802.11b/g/n RRM しきい値の設定

•

802.11b/g/n RRM 間隔の設定

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11b/g/n RRM DCA の設定

•

802.11b/g/n のメディア パラメータの設定

•

802.11b/g/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11b/g/n のローミング パラメータの設定

•

802.11b/g/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定

802.11b/g/n のメディア パラメータの設定
802.11b/g/n のメディア パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11b/g/n] > [メディア パラメータ（Media Parameters）] の順
に選択します。

ステップ 4

[音声（Voice）] タブで、次のパラメータを設定します。
•

[アドミッション コントロール（ACM）
（Admission Control (ACM)）]：アドミッション コント
ロールを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
VoIP 通話中にエンド ユーザが許容できる音声品質と感じるよう、パケットはエンドポイント
から別のエンドポイントまで低遅延、低パケット損失で配送される必要があります。異なる
ネットワーク負荷の下で QoS を維持するには、コール アドミッション制御（CAC）が必要です。
アクセス ポイントでの CAC により、アクセス ポイントは、ネットワークの輻輳時でも QoS が
制御された状態を維持し、許容する最大の通話数を許容できる数に保つことができます。
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•

[CAC 方式（CAC Method）]：[アドミッション コントロール（ACM）
（Admission Control (ACM)）]
が有効になっている場合、CAC 方式を負荷ベースまたは静的に指定します。
負荷ベースの CAC で取り入れられている測定方式では、それ自体からのすべてのトラ
フィック タイプによって同一チャネル アクセス ポイントで消費される帯域幅や、同一チャ
ネルの干渉によって消費される帯域幅が考慮されています。負荷ベース CAC では、PHY お
よびチャネル欠陥の結果発生する追加の帯域幅消費も対象となります。
負荷ベース CAC では、RF チャネル、チャネル干渉、およびアクセス ポイントが許容できるそ
の他のコールが、アクセス ポイントによって定期的に測定および更新されます。アクセス ポ
イントは、コールをサポートするのに十分なだけの未使用帯域幅がチャネルにある場合に限
り、新規のコールを許可します。このようにすることで、負荷ベースの CAC は、チャネルの
オーバーサブスクリプションを防ぎ、WLAN の負荷および干渉のあらゆる状況下で QoS を
維持します。

•

[許容される最大帯域幅（Maximum Bandwidth Allowed）]：許容される最大帯域幅の割合を指定
します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。有効な範囲は 5 ～ 85 です。

•

[予約済みローミング帯域幅（Reserved Roaming Bandwidth）]：予約済みのローミング帯域幅
の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。有効な範囲
は 0 ～ 25 です。

•

[優先帯域幅（Expedited Bandwidth）]：緊急コール用に CAC の拡張として緊急帯域幅を有効に
するには、このチェックボックスをオンにします。
より高い優先度が TSPEC 要求に与えられるように、CCXv5 準拠の優先帯域幅が必要となり
ます。

•

[SIP CAC]：SIP CAC を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
SIP CAC は、ステータス コード 17 をサポートし、TSPEC ベースのアドミッション制御をサ
ポートしない電話のみに使用する必要があります。

•

[SIP コーデック（SIP Codec）]：この無線で使用するコーデック名を指定します。使用可能な
オプションは、[G.711]、[G.729]、および [ユーザ定義（User Defined）] です。

•

[SIP コール帯域幅（SIP Call Bandwidth）]：ネットワークで SIP コールごとに割り当てる帯域
幅（キロビット/秒単位）を指定します。このフィールドは、選択されている [SIP コーデック
（SIP Codec）] が [ユーザ定義（User Defined）] である場合のみ設定できます。

•

[SIP サンプルの間隔（SIP Sample Interval）]：コーデックを動作させる必要があるサンプルの
間隔（ミリ秒）を指定します。

•

[無線ごとの最大ボイス コール（Max Voice Calls per Radio）]：無線ごとに行うことができるボ
イスコールの最大数を示します。[無線ごとの最大ボイス コール（Max Voice Calls per Radio）]
の値は設定できません。これは、選択された CAC 方式、許容される最大帯域幅、ローミング帯
域幅に基づいて自動的に計算されます。

•

[無線ごとの最大ローミング予約済みコール（Max Roaming Reserved Calls per Radio）]：無線ご
とに予約できるローミング コールの最大数を示します。[無線ごとの最大ボイス コール（Max
Voice Calls per Radio）] および [無線ごとの最大ローミング予約済みコール（Max Roaming
Reserved Calls per Radio）] オプションは、[CAC 方式（CAC Method）] が [静的（Static）] として指
定され、SIP CAC が有効になっている場合にだけ使用できます。

•

[メトリック収集（Metric Collection）]：メトリック収集を有効にするには、このチェックボッ
クスをオンにします。
トラフィック ストリーム メトリックは、ワイヤレス LAN での VoIP に関する一連の統計情
報で、ワイヤレス LAN の QoS を通知します。アクセス ポイントで測定値を収集するには、ト
ラフィック ストリーム メトリックが有効であることが必要です。これを有効にすると、コン
トローラは、関連付けられたすべてのアクセス ポイントから、90 秒ごとに 802.11b/g イン
ターフェイスに関する統計情報データの収集を開始します。VoIP またはビデオを使用して
いる場合は、この機能を有効にする必要があります。
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

OL-32122-01-J

21-145

第 21 章

ワイヤレス デバイスの設定

コントローラ セキュリティ パラメータの設定

ステップ 5

ステップ 6

[ビデオ（Video）] タブで、次のパラメータを設定します。
•

[アドミッション コントロール（ACM）
（Admission Control (ACM)）]：アドミッション コント
ロールを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

•

[最大帯域幅（Maximum Bandwidth）]：許可される最大帯域幅の割合を指定します。このオプ
ションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。コントローラのバージョンが 6.0.188.0 以前
の場合、有効な範囲は 0 ～ 100 です。コントローラ バージョン 6.0.188.1 以降の場合、有効な
範囲は 5 ～ 85 です。

•

[予約済みローミング帯域幅（Reserved Roaming Bandwidth）]：予約済みのローミング帯域幅
の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。有効な範囲
は 0 ～ 25 です。

•

[ユニキャスト ビデオ リダイレクト（Unicast Video Redirect）]：ビデオ キュー内のすべての非
メディア ストリーム パケットがベスト エフォート キューにリダイレクトされるようにす
るには、[ユニキャスト ビデオ リダイレクト（Unicast Video Redirect）] チェックボックスをオ
ンにします。無効にすると、ビデオ マーキングのあるパケットはすべてのビデオ キューに保
持されます。

•

[クライアント最小物理レート（Client Minimum Phy Rate）]：クライアントがメディア スト
リームに加入するために必要な物理データ レートを [クライアント最小物理レート（Client
Minimum Phy Rate）] ドロップダウン リストから指定します。

•

[マルチキャスト ダイレクトを有効にする（Multicast Direct Enable）]：この無線でどの WLAN
でも Media Direct を有効にするには、[マルチキャスト ダイレクトを有効にする（Multicast
Direct Enable）] チェックボックスをオンにします。

•

[無線ごとのストリームの最大数（Maximum Number of Streams per Radio）]：許可される無線
ごとのストリームの最大数を指定します。

•

[クライアントごとのストリームの最大数（Maximum Number of Streams per Client）]：許可さ
れるクライアントごとのストリームの最大数を指定します。

•

[ベスト エフォート QOS アドミッション（Best Effort QOS Admission）]：新しいクライアント
要求をベスト エフォート キューにリダイレクトするには、[ベスト エフォート QOS アド
ミッション（Best Effort QOS Admission）] チェックボックスをオンにします。これは、すべて
のビデオ帯域幅が使用されている場合のみ発生します。無効になっており、最大のビデオ帯
域幅が使用されている場合、新しいクライアント要求は拒否されます。

[一般（General）] タブで、次のフィールドを設定します。
•

ステップ 7

[最大メディア帯域幅（0 ～ 85 %）
（Maximum Media Bandwidth (0 to 85 %)）]：許可される最大
帯域幅の割合を指定します。このオプションは、CAC が有効の場合のみ使用可能です。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n の一般パラメータの設定

•

802.11b/g/n RRM しきい値の設定

•

802.11b/g/n RRM 間隔の設定

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11b/g/n RRM DCA の設定

•

802.11b/g/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11b/g/n の EDCA パラメータの設定
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•

802.11b/g/n のローミング パラメータの設定

•

802.11b/g/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定

802.11b/g/n の EDCA パラメータの設定
802.11a/n および 802.11b/g/n に対する EDCA パラメータ（[EDCA プロファイル（EDCA Profile）]
設定と [ストリーミング MAC の有効化（Streaming MAC Enable）] 設定）を、個々のコントローラ
またはコントローラ テンプレートのいずれかを使用して設定し、音声 QoS サポートを向上させ
られます。
個々のコントローラの 802.11a/n または 802.11b/g/n の EDCA パラメータを設定するには、次の
手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [EDCA パラメータ（EDCA Parameters）] または
[802.11b/g/n] > [EDCA パラメータ（EDCA Parameters）] を選択します。

ステップ 4

ドロップダウン リストから [EDCA プロファイル（EDCA Profile）] を選択します。
プロファイルには、[Wi-Fi マルチメディア（WMM）
（Wi-Fi Multimedia (WMM)）]、[Spectralink 音声
優先度 (SVP)（Spectralink Voice Priority (SVP)）]、[音声最適化（Voice Optimized）]、および [音声と
ビデオの最適化（Voice & Video Optimized）] が含まれます。WMM がデフォルトの EDCA プロ
ファイルです。EDCA パラメータを設定する前に、無線インターフェイスをシャットダウンする
必要があります。

ステップ 5

[ストリーミング MAC の有効化（Enable Streaming MAC）] チェックボックスをオンにして、この
機能を有効にします。
ネットワーク上のすべてのクライアントが WMM 準拠の場合にだけ、Streaming MAC を有効に
してください。

関連項目
•

802.11b/g/n の一般パラメータの設定

•

802.11b/g/n RRM しきい値の設定

•

802.11b/g/n RRM 間隔の設定

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11b/g/n RRM DCA の設定

•

802.11b/g/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11b/g/n のメディア パラメータの設定

•

802.11b/g/n のローミング パラメータの設定

•

802.11b/g/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定
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802.11b/g/n のローミング パラメータの設定
個々のコントローラの 802.11a/n または 802.11b/g/n の EDCA パラメータを設定するには、次の
手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11a/n] > [ローミング パラメータ（Roaming Parameters）] ま
たは [802.11b/g/n] > [ローミング パラメータ（Roaming Parameters）] を選択します。

ステップ 4

[モード（Mode）] ドロップダウン リストから、[デフォルト値（Default values）] または [カスタム値
（Custom values）] を選択します。

ステップ 5

•

[デフォルト値（Default values）]：テキスト ボックスにデフォルト値（読み取り専用）が自動的
に表示されます。

•

[カスタム値（Custom values）]：ローミング パラメータの編集を可能にするには、テキスト
ボックスをアクティブ化します。

[最小 RSSI（Minimum RSSI）] テキスト ボックスには、クライアントがアクセス ポイントに関連
付けられる際に必要な受信信号強度インジケータ（RSSI）の最小値を入力します。
•

範囲：-80 ～ -90 dBm

•

デフォルト：-85 dBm

（注）

ステップ 6

クライアントの平均の受信信号の強度がこのしきい値よりも低い場合、通常信頼できる
通信は不可能です。RSSI の最小値に達する前に、クライアントはより強い信号のある別
のアクセス ポイントをすでに見つけてローミングしている必要があります。

[ヒステリシス（Hysteresis）] テキスト ボックスに、クライアントが近隣のアクセス ポイントに
ローミングするために必要なアクセス ポイントの信号強度を示す値を入力します。
このフィールドは、クライアントが物理的に 2 つのアクセス ポイントの境界上やその近くにあ
る場合に、アクセス ポイント間の「ピンポン」の量を減らすためのものです。

ステップ 7

•

範囲：2 ～ 4 dB

•

デフォルト：3 dB

[適応型スキャンしきい値（Adaptive Scan Threshold）] テキスト ボックスに、クライアントが関連
付けたアクセス ポイントの RSSI 値を入力します。これよりも小さい場合、クライアントは指定
された移行時間内に隣接するアクセス ポイントにローミングできる必要があります。
このフィールドは、クライアントがアクティブまたはパッシブ スキャンで費やす時間を最小限
に抑えるための節電方法を提供します。たとえば、クライアントは RSSI がしきい値よりも高い
ときにはゆっくりとスキャンし、しきい値よりも低いときにはより速くスキャンすることがで
きます。

ステップ 8

•

範囲：-70 ～ -77 dB

•

デフォルト：-72 dB

[移行時間（Transition Time）] テキスト ボックスには、関連付けられているアクセス ポイントから
の RSSI がスキャンしきい値を下回った場合に、クライアントがローミングに適した近隣のアク
セス ポイントを検出してローミングを完了するまでの最大許容時間を入力します。
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[スキャンのしきい値（Scan Threshold）] パラメータと [遷移時間（Transition Time）] パラメータは、
クライアントのローミング パフォーマンスの最低レベルを保証します。これらのパラメータを
使用すると、最も高いクライアント速度とローミング ヒステリシスが得られるだけでなく、アク
セス ポイント間の一定の最小オーバーラップ距離を確保することにより、ローミングをサポー
トする無線 LAN ネットワークを設計することが可能となります。

ステップ 9

•

範囲：1 ～ 10 秒

•

デフォルトは 5 秒です。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

802.11b/g/n の一般パラメータの設定

•

802.11b/g/n RRM しきい値の設定

•

802.11b/g/n RRM 間隔の設定

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11b/g/n RRM DCA の設定

•

802.11b/g/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11b/g/n のメディア パラメータの設定

•

802.11b/g/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11b/g/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

•

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定

802.11b/g/n のハイ スループット
（802.11n）
パラメータの設定
802.11a/n または 802.11b/g/n のハイ スループット パラメータを設定するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [802.11a/n] > [ハイ スループット（High Throughput）] または
[802.11b/g/n] > [ハイ スループット（High Throughput）] を選択します。

ステップ 4

ハイ スループットを可能にするには、[802.11n ネットワーク ステータスを有効にする（802.11n
Network Status Enabled）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[MCS（データ レート）設定（MCS (Data Rate) Settings）] で、サポートするデータ レートのレベル
を選択します。MCS は、802.11a データ レートと似た変調符号化方式です。デフォルトでは、
20MHz およびショート ガード インターバルが使用されます。
[サポート（Supported）] チェックボックスをオンにすると、選択した数値が [選択した MCS イン
デックス（Selected MCS Indexes）] ページに表示されます。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
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関連項目
•

802.11b/g/n の一般パラメータの設定

•

802.11b/g/n RRM しきい値の設定

•

802.11b/g/n RRM 間隔の設定

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11b/g/n RRM DCA の設定

•

802.11b/g/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11b/g/n のメディア パラメータの設定

•

802.11b/g/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11b/g/n のローミング パラメータの設定

•

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定

802.11b/g/n の CleanAir パラメータの設定
802.11b/g/n の CleanAir パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[802.11b/g/n] > [CleanAir] を選択して、次の情報を表示します。
•

[CleanAir]：このチェックボックスをオンにして 802.11b/g/n ネットワークで CleanAir 機能を
有効にするか、オフにしてコントローラがスペクトラム干渉を検出しないようにします。デ
フォルト値はオンです。

•

[報告設定（Reporting Configuration）]：レポートで含める干渉デバイスを設定するには、この
セクションのパラメータを使用します。
– [報告
（Report）]：[干渉を報告する（report interferers）] チェックボックスをオンにして、

CleanAir システムが干渉源を報告して検出できるようにするか、オフにして、コント
ローラが干渉を報告しないようにします。デフォルト値はオンです。
– CleanAir システムで検出および報告する必要がある干渉源が、
[検出する干渉

（Interferences to Detect）] テキスト ボックスに表示され、検出する必要がない干渉源が [無
視する干渉（Interferers to Ignore）] テキスト ボックスに表示されることを確認します。[>]
および [<] ボタンを使用して、これらの 2 つのテキスト ボックス間で干渉源を移動しま
す。デフォルトでは、すべての干渉源が検出されます。
– CleanAir で検出できる永続型デバイスに関する情報を伝播できるようにするには、
[永続

型デバイスの伝搬（Persistent Device Propagation）] チェックボックスをオンにします。永
続型デバイスの伝播によって、干渉タイプに関する情報を指定して、この情報を近隣の
アクセス ポイントに伝播できます。永続型の干渉源は、検出されない場合でも、常にいず
れかに存在し、WLAN の動作に干渉しています。
•

[アラーム設定（Alarm Configuration）]：このグループ ボックスでは、電波品質アラームのトリ
ガーを設定できます。
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– [電波品質アラーム
（Air Quality Alarm）]：[電波品質アラーム（Air Quality Alarm）] チェッ

クボックスをオンにして電波品質アラームのトリガーを有効にするか、このチェック
ボックスをオフにしてこの機能を無効にします。デフォルト値はオンです。
– [電波品質アラームのしきい値
（Air Quality Alarm Threshold）]：[電波品質アラーム（Air

Quality Alarm）] チェックボックスをオンにした場合は、[電波品質アラームのしきい値
（Air Quality Alarm Threshold）] テキスト ボックスに 1 ～ 100 までの値を入力して、電波
品質アラームがトリガーされるしきい値を指定します。電波品質がしきい値レベルを下
回ると、アラームがトリガーされます。値 1 は最低の電波品質を表し、100 は最高を表し
ます。デフォルト値は 35 です。
– [電波品質の未分類カテゴリ アラーム
（Air Quality Unclassified category Alarm）]：未分類

の干渉源カテゴリについてアラームを生成できるようにするには、[電波品質の未分類
カテゴリ アラーム（Air Quality Unclassified category Alarm）] チェックボックスをオンに
します。Cisco CleanAir は、未分類の干渉源を検出してモニタできます。未分類の干渉源
は、検出はされるものの、既知のいずれの干渉タイプにも対応しない干渉源です。
未分類カテゴリのアラームは、未分類の重大度が設定済みのしきい値を上回るか、電波
品質の指標が設定済みのしきい値を下回ると生成されます。
– [電波品質の未分類カテゴリの重大度しきい値
（Air Quality Unclassified Category Severity

Threshold）]：[電波品質の未分類カテゴリ アラーム（Air Quality Unclassified category
Alarm）] チェックボックスをオンにした場合、[電波品質の未分類カテゴリの重大度しき
い値（Air Quality Unclassified Category Severity Threshold）] テキスト ボックスに 1 ～ 99 ま
での間の値を入力して、未分類カテゴリのアラームをトリガーするしきい値を指定しま
す。デフォルトは 20 です。
– [セキュリティ アラームの干渉
（Interferers For Security Alarm）]：[セキュリティ アラーム

の干渉（Interferers For Security Alarm）] チェックボックスをオンにして、コントローラが
指定されたデバイス タイプを検出した際に干渉アラームをトリガーするか、オフにして
この機能を無効にします。デフォルト値はオンです。
– 干渉アラームを生成する必要があるすべての干渉源が [セキュリティ アラームに対して

選択された干渉（Interferers Selected for Security Alarms）] テキスト ボックスに表示され、
干渉アラームをトリガーする必要がないすべての干渉源が [セキュリティ アラームに対
して無視される干渉（Interferers Ignored for Security Alarms）] テキスト ボックスに表示さ
れることを確認してください。[>] および [<] ボタンを使用して、これらの 2 つのテキス
ト ボックス間で干渉源を移動します。デフォルトでは、すべての干渉源が干渉アラーム
をトリガーします。
•

[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）]：CleanAir 対応アクセス ポイントが重大なレベル
の干渉を検出した際に実行するスペクトル イベント駆動型無線リソース管理（RRM）をトリ
ガーするには、次のパラメータを使用します。
– [イベント駆動型 RRM
（Event Driven RRM）]：スペクトル イベント駆動型 RRM の現在の

ステータスを表示します。
– [感度しきい値
（Sensitivity Threshold）]：[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）] が有

効の場合、このテキスト ボックスには、イベント駆動型 RRM がトリガーされるしきい
値レベルが表示されます。値は、[低（Low）]、[中（Medium）]、または [高（High）] のいずれ
かになります。アクセス ポイントの干渉がしきい値レベルを上回ると、RRM はローカ
ルの動的チャネル割り当て（DCA）の実行を開始し、ネットワークのパフォーマンスを
改善するために可能な場合は影響を受けるアクセス ポイント無線のチャネルを変更し
ます。[低（Low）] は、環境の変更に対する感度を下げることを表すのに対して、[高
（High）] は、感度を上げることを表します。
ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
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関連項目
•

802.11b/g/n の一般パラメータの設定

•

802.11b/g/n RRM しきい値の設定

•

802.11b/g/n RRM 間隔の設定

•

802.11b/g/n RRM 送信電力コントロールの設定

•

802.11b/g/n RRM DCA の設定

•

802.11b/g/n RRM 無線のグループ化の設定

•

802.11b/g/n のメディア パラメータの設定

•

802.11b/g/n の EDCA パラメータの設定

•

802.11b/g/n のローミング パラメータの設定

•

802.11b/g/n のハイ スループット（802.11n）パラメータの設定

メッシュ パラメータの設定
個々のコントローラのメッシュ パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[メッシュ（Mesh）] > [メッシュ設定（Mesh Settings）] を選択し
ます。

ステップ 4

次のメッシュ パラメータを表示または編集します。
•

[RootAP から MeshAP までの範囲（RootAP to MeshAP Range）]：デフォルトでは、この値は
12,000 フィートです。150 ～ 132,000 フィートの値を入力できます。ルート アクセス ポイン
トとメッシュ アクセス ポイント間の適切な距離をフィート単位で入力します。このグロー
バル フィールドは、コントローラにアクセス ポイントが接続されるとすべてのアクセス ポ
イントに適用され、ネットワーク内に存在するすべての既存のアクセス ポイントにも適用
されます。

•

[バックホール リンクのクライアント アクセス（Client Access on Backhaul Link）]：この機能
を有効にすると、802.11a バックホールを介してメッシュ アクセス ポイントを 802.11a ワイ
ヤレス クライアントに関連付けることができます。これは、ルートとメッシュ アクセス ポ
イント間の 802.11a バックホール上の既存の通信に追加されます。この機能は 2 つの無線の
あるアクセス ポイントだけに適用されます。バックホール クライアント アクセスを変更す
ると、すべてのメッシュ アクセス ポイントが再起動されます。詳細については、
「関連項目」
の「1524SB デュアル バックホールでのクライアント アクセス」を参照してください。

•

[メッシュ DCA チャネル（Mesh DCA Channels）]：このオプションを有効にすると、DCA チャ
ネル リストを使用してコントローラでバックホール チャネルを選択解除できるようになり
ます。コントローラ DCA リスト内のチャネルに対する変更はすべて、関連付けられたアクセ
ス ポイントに適用されます。このオプションは、1524SB メッシュ アクセス ポイントのみに
適用可能です。詳細については、
「関連項目」の「PI でのバックホール チャネルの選択解除」を
参照してください。
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•

ステップ 5

[バックグラウンド スキャン（Background Scanning）]：[バックグラウンド スキャン
（Background Scanning）] チェックボックスをオンにしてバックグラウンド スキャンを有効
にするか、オフにしてこの機能を無効にします。デフォルトでは、無効に設定されています。
バックグラウンド スキャンにより、Cisco Aironet 1510 アクセス ポイントは、より最適なパス
と親を探すために、能動的に連続してネイバー チャネルをモニタできます。

•

[グローバル パブリック セーフティ（Global Public Safety）]：このオプションを有効にすると、
802.11a バックホール無線のチャネルをオンにすることで、4.9 GHz をバックホール リンク
で使用できます。公共安全帯域と見なされる 4.9 GHz は、一部のサービス プロバイダーに制
限されます。この設定は、コントローラ レベルで適用されます。

•

[セキュリティ モード（Security Mode）]：[セキュリティ モード（Security Mode）] ドロップダウ
ン リストから [EAP]（拡張認証プロトコル）または [PSK]（事前共有キー）を選択します。セ
キュリティを変更すると、すべてのメッシュ アクセス ポイントが再起動されます。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

1524SB デュアル バックホールでのクライアント アクセス

•

PI でのバックホール チャネルの選択解除

1524SB デュアル バックホールでのクライアント アクセス
1524 シリアル バックホール（SB）アクセス ポイントは、3 つの無線スロットで構成されます。
•

スロット 0 の無線は 2.4 GHz の周波数帯域で動作し、クライアント アクセスに使用されます。

•

スロット 1 とスロット 2 の無線は 5.8 GHz 帯域で動作し、主にバックホールに使用されます。

2 つの 802.11a バックホール無線は、同じ MAC アドレスを使用します。同じ WLAN が複数のス
ロット内の同じ BSSID にマップされることがあります。
デフォルトでは、両方のバックホール無線を介したクライアント アクセスが無効になります。
無線スロットを有効または無効にする場合は、ガイドラインに従う必要があります。
•

スロット 2 でのクライアント アクセスが無効の場合でも、スロット 1 でクライアント アク
セスを有効にできます。

•

スロット 1 でのクライアント アクセスが有効の場合のみ、スロット 2 でクライアント アク
セスを有効にできます。

•

スロット 1 でクライアント アクセスを無効にすると、スロット 2 でのクライアント アクセ
スは自動的に無効になります。

•

クライアント アクセスを有効または無効にすると常に、すべてのメッシュ アクセス ポイン
トが再起動されます。

ユニバーサル クライアント アクセス機能を使用すると、スロット 1 とスロット 2 の両方の無線
でクライアント アクセスが可能です。次のいずれかから、バックホール無線によるクライアント
アクセスを設定できます。
•

コントローラのコマンドライン インターフェイス（CLI）

•

コントローラのグラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）

•

Prime Infrastructure GUI。詳細については、
「関連項目」の「PI でのクライアント アクセスの設
定」を参照してください。
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関連項目
•

PI でのクライアント アクセスの設定

•

PI でのバックホール チャネルの選択解除

•

メッシュ パラメータの設定

PI でのクライアント アクセスの設定
2 つのバックホール無線でクライアント アクセスを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[メッシュ（Mesh）] > [メッシュ設定（Mesh Settings）] を選択し
ます。

ステップ 4

[バックホール リンクでのクライアント アクセス（Client Access on Backhaul Link）] チェックボッ
クスをオンにします。

ステップ 5

[拡張バックホール クライアント アクセス（Extended Backhaul Client Access）] チェックボックス
をオンにします。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
警告メッセージが表示されます。
「両方のバックホール スロットでクライアント アクセスを有効にすると、同じ BSSID が両方のスロットで使用されま
す。
（Enabling client access on both backhaul slots will use same BSSIDs on both the slots.）
バックホール クライアント アクセスを変更すると、すべてのメッシュ AP が再起動されます。
（Changing Backhaul
Client Access will reboot all Mesh APs.）」

ステップ 7

[OK] をクリックします。
ユニバーサル クライアント アクセスが、両方の無線で設定されます。

関連項目
•

PI でのバックホール チャネルの選択解除

•

メッシュ パラメータの設定

•

1524SB デュアル バックホールでのクライアント アクセス

PI でのバックホール チャネルの選択解除
バックホール チャネルの選択解除を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

コントローラでメッシュ DCA チャネル フラグを設定します。詳細については、
「PI を使用したコ
ントローラでのメッシュ DCA チャネル フラグの設定」を参照してください。

ステップ 2

設定グループを使用してチャネル リストを変更します。詳細については、
「設定グループを使用
したチャネル リストの変更」を参照してください。
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関連項目
•

PI を使用したコントローラでのメッシュ DCA チャネル フラグの設定

•

設定グループを使用したチャネル リストの変更

•

PI でのクライアント アクセスの設定

•

1524SB デュアル バックホールでのクライアント アクセス

•

メッシュ パラメータの設定

PI を使用したコントローラでのメッシュ DCA チャネル フラグの設定
1 つ以上のコントローラでの各チャネルの変更を、関連付けられたすべての 1524SB アクセス ポ
イントに適用するよう、メッシュ DCA チャネル フラグを設定できます。この機能を設定するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[メッシュ（Mesh）] > [メッシュ設定（Mesh Settings）] を選択し
ます。

ステップ 4

[メッシュ DCA チャネル（Mesh DCA Channels）] チェックボックスをオンにしてチャネル選択を
有効にします。このオプションは、デフォルトではオフにされています。
これで、コントローラでのチャネルの変更が、関連付けられた 1524SB アクセス ポイントに適用
されます。

設定グループを使用したチャネル リストの変更
コントローラの設定グループを使用して、バックホール チャネルの選択解除を設定できます。設
定グループを作成して、必要なコントローラをグループに追加し、[国/DCA（Country/DCA）] タブ
を使用してそのグループ内のコントローラのチャネルを選択または選択解除できます。
設定グループを使用してバックホール チャネルの選択解除を設定するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）] を選択し
ます。

ステップ 2

設定グループの詳細を表示する設定グループを選択します。

ステップ 3

[設定グループ（Configuration Group）] 詳細ページで、[国/DCA（Country/DCA）] タブをクリックし
ます。

ステップ 4

[国/DCA の更新（Update Country/DCA）] チェックボックスをオンまたはオフにします。

関連項目
•

PI を使用したコントローラでのメッシュ DCA チャネル フラグの設定

•

1524SB デュアル バックホールでのクライアント アクセス
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•

PI でのバックホール チャネルの選択解除

•

メッシュ パラメータの設定

ポート パラメータの設定
個々のコントローラのポート パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
選択します。

ステップ 2

該当するデバイスをクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[ポート（Ports）] > [ポート設定（Port Settings）] を選択します。

ステップ 4

該当するポート番号をクリックして、[ポート設定の詳細（Port Settings Details）] ページを開きま
す。次のようなパラメータが表示されます。
•

[一般パラメータ（General Parameters）]：
– [ポート番号
（Port Number）]：読み取り専用。
– [管理ステータス
（Admin Status）]：ドロップダウン リストから [有効（Enabled）] または [無

効（Disabled）] を選択します。
– [物理モード
（Physical Mode）]：自動ネゴシエーション（読み取り専用）。
– [物理ステータス
（Physical Status）]：全二重 1000 Mbps（読み取り専用）。
– [STP モード
（STP Mode）]：[802.1D]、[高速（Fast）]、または [オフ（Off）] を選択します。
– [リンク トラップ
（Link Traps）]：[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択します。
– Power Over Ethernet
– [マルチキャスト アプリケーション モード
（Multicast Application Mode）]：[有効（Enabled）]

または [無効（Disabled）] を選択します。
– [ポート モード SFP タイプ
（Port Mode SFP Type）]：読み取り専用。
•

[スパニング ツリー プロトコル パラメータ（Spanning Tree Protocol Parameters）]：
– [優先度
（Priority）]：最適なスイッチのプライオリティ番号。
– [パス コスト
（Path Cost）]：ネットワーク管理者によって割り当てられ、インターネット

ワーク環境で最も望ましいパス（コストが低いほど、適したパスになります）を判別する
ために使用される値（通常、ホップ カウント、メディア帯域幅、またはその他の測定に基
づく）。
ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

メッシュ パラメータの設定

•

コントローラの管理パラメータの設定

•

ロケーションの設定

•

IPv6 の設定

•

プロキシ モバイル IPv6 の設定
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•

mDNS の設定

•

Application Visibility and Control パラメータの設定

•

NetFlow の設定

コントローラの管理パラメータの設定
コントローラの次の管理パラメータを設定できます。
•

[トラップ レシーバ（Trap Receivers）]

•

[トラップ コントロール（Trap Control）]

•

[Telnet および SSH（Telnet and SSH）]

•

[複数の Syslog サーバ（Multiple Syslog servers）]

•

[Web 管理（Web Admin）]

•

[ローカル管理ユーザ（Local Management Users）]

•

[認証優先度（Authentication Priority）]

関連項目
•

トラップ レシーバの設定

•

トラップ制御パラメータの設定

•

Telnet SSH パラメータの設定

•

複数の Syslog サーバの設定

•

WEB 管理の設定

•

ローカル管理ユーザの設定

•

認証の優先度の設定

トラップ レシーバの設定
トラップ レシーバ パラメータは、個々のワイヤレス コントローラに設定できます。ワイヤレス
コントローラに対してこのパラメータを追加および削除できます。[設定（Configuration）] > [機能
およびテクノロジー（Features & Technologies）] でテンプレートを作成することで、トラップ レ
シーバを追加できます。
関連項目
•

個々のコントローラのトラップ レシーバの設定

•

レシーバの削除

個々のコントローラのトラップ レシーバの設定
個々のコントローラのトラップ レシーバを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。
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ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[管理（Management）] > [トラップ レシーバ（Trap Receiver）] の
順に選択します。

ステップ 4

現在のトラップ レシーバについて、次のパラメータが表示されます。
•

[コミュニティ名（Community Name）]：トラップ レシーバの名前。

•

[IP アドレス（IP Address）]：サーバの IP アドレス。

•

[管理ステータス（Admin Status）]：SNMP トラップをレシーバに送信するには、ステータスを
有効にする必要があります。

ステップ 5

詳細にアクセスするには、レシーバ名をクリックします。

ステップ 6

トラップ レシーバを有効にするには、[管理ステータス（Admin Status）] チェックボックスをオン
にします。トラップ レシーバを無効にするには、このチェックボックスをオフにします。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

レシーバの削除
レシーバを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

該当するレシーバのチェックボックスをオンにします。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [レシーバの削除（Delete
Receivers）] を選択します。

ステップ 3

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

確認メッセージで [OK] をクリックします。

関連項目
•

トラップ レシーバの設定

•

トラップ制御パラメータの設定

•

Telnet SSH パラメータの設定

•

複数の Syslog サーバの設定

•

WEB 管理の設定

•

ローカル管理ユーザの設定

•

認証の優先度の設定

トラップ制御パラメータの設定
個々のコントローラのトラップ制御パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[管理（Management）] > [トラップ制御（Trap Control）] の順に選
択します。
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ステップ 4

このコントローラの次のトラップを有効にできます。
•

[その他のトラップ（Miscellaneous Traps）]：
– [SNMP 認証
（SNMP Authentication）]：SNMPv2 エンティティが、適切に認証されていない

プロトコル メッセージを受信しました。SNMP V3 モードで設定されているユーザが正
しくないパスワードでコントローラにアクセスを試みると、認証は失敗し、エラー メッ
セージが表示されます。ただし、認証エラーの場合、トラップ ログは生成されません。
– [リンク
（ポート）アップ/ダウン（Link (Port) Up/Down）]：リンクのステータスは、アップま

たはダウンから変更されます。
– [複数のユーザ
（Multiple Users）]：2 人のユーザが同じログイン ID でログインしています。
– [スパニング ツリー
（Spanning Tree）]：スパニング ツリー トラップ。個々のパラメータに

ついては、STP 仕様を参照してください。
– [不正 AP
（Rogue AP）]：不正 AP が検出されるたびに、このトラップが MAC アドレスとと

もに送信されます。以前に検出された不正 AP については、存在しなくなるとこのトラッ
プが送信されます。
– [設定の保存
（Config Save）]：コントローラ設定が変更されると送信される通知。
– [RFID 制限到達しきい値
（RFID Limit Reached Threshold）]：RFID 制限の最大許容値です。
•

[クライアント関連トラップ（Client Related Traps）]：
– [802.11 関連付け
（802.11 Association）]：クライアントが関連付けフレームを送信すると、

関連付け通知が送信されます。
– [802.11 関連付け解除
（802.11 Disassociation）]：クライアントが関連付け解除フレームを

送信すると、関連付け解除通知が送信されます。
– [802.11 認証解除
（802.11 Deauthentication）]：クライアントが認証解除フレームを送信す

ると、認証解除通知が送信されます。
– [802.11 認証の失敗
（802.11 Failed Authentication）]：クライアントが「成功（successful）」以

外のステータス コードの認証フレームを送信すると、認証エラー通知が送信されます。
– [802.11 関連付けの失敗
（802.11 Failed Association）]：クライアントが「成功（successful）」

以外のステータス コードの関連付けフレームを送信すると、関連付けエラー通知が送信
されます。
– [除外
（Excluded）]：クライアントが除外されると、関連付けエラー通知が送信されます。
– [802.11 認証済み
（802.11 Authenticated）]：クライアントがステータス コード「成功

（successful）」で認証フレームを送信すると、認証通知が送信されます。
– [最大クライアント制限到達しきい値
（MaxClients Limit Reached Threshold）]：許可される

クライアントの最大許容数です。
•

[Cisco AP トラップ（Cisco AP Traps）]：
– [AP 登録
（AP Register）]：アクセス ポイントがコントローラに関連付けられるか、関連付

け解除されると送信される通知。
– [AP インターフェイスのアップ/ダウン
（AP Interface Up/Down）]：アクセス ポイント イン

ターフェイス（802.11a または 802.11b/g）のステータスがアップまたはダウンになると送
信される通知。
•

[自動 RF プロファイル トラップ（Auto RF Profile Traps）]：
– [ロード プロファイル
（Load Profile）]：ロード プロファイルの状態が PASS と FAIL の間

で変更されると送信される通知。
– [ノイズ プロファイル
（Noise Profile）]：ノイズ プロファイルの状態が PASS と FAIL の間

で変更されると送信される通知。
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– [干渉プロファイル
（Interference Profile）]：干渉プロファイルの状態が PASS と FAIL の間

で変更されると送信される通知。
– [カバレッジ プロファイル
（Coverage Profile）]：カバレッジ プロファイルの状態が PASS

と FAIL の間で変更されると送信される通知。
•

[自動 RF 更新トラップ（Auto RF Update Traps）]：
– [チャネルの更新
（Channel Update）]：アクセス ポイントの動的チャネル アルゴリズムが

更新されると送信される通知。
– [送信電力の更新
（Tx Power Update）]：アクセス ポイントの動的送信電力アルゴリズムが

更新されると送信される通知。
•

[AAA トラップ（AAA Traps）]：
– [ユーザ認証の失敗
（User Auth Failure）]：このトラップは、クライアントの RADIUS 認証

の失敗が発生したことを通知します。
– [RADIUS サーバの応答なし
（RADIUS Server No Response）]：このトラップは、RADIUS ク

ライアントが送信した認証要求に応答する RADIUS サーバがないことを示します。
•

[802.11 セキュリティ トラップ（802.11 Security Traps）]：
– [WEP 復号エラー
（WEP Decrypt Error）]：コントローラが WEP 復号エラーを検出すると

送信される通知。
– [シグネチャ攻撃
（Signature Attack）]：シグネチャ攻撃が RADIUS 認証を使用するワイヤ

レス コントローラで検出されると送信される通知です。
ステップ 5

該当するパラメータの選択後に、[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

トラップ レシーバの設定

•

Telnet SSH パラメータの設定

•

複数の Syslog サーバの設定

•

WEB 管理の設定

•

ローカル管理ユーザの設定

•

認証の優先度の設定

Telnet SSH パラメータの設定
個々のコントローラの Telnet SSH（セキュア シェル）パラメータを設定するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[管理（Management）] > [Telnet SSH] の順に選択します。
次のパラメータを設定できます。
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ステップ 4

•

[セッション タイムアウト（Session Timeout）]：ログオフされるまでに Telnet セッションが非
アクティブの状態を継続できる分数を示します。0 は、タイムアウトしないことを意味しま
す。0 ～ 160 までの数値で指定できます。工場出荷時のデフォルトは 5 です。

•

[最大セッション（Maximum Sessions）]：ドロップダウン リストから、0 ～ 5 までの値を選択し
ます。このオブジェクトは、許可される同時 Telnet セッションの数を示します。

•

[新規 Telnet セッションを許可する（Allow New Telnet Sessions）]：[いいえ（no）] に設定する
と、DS ポートでは新しい Telnet セッションが許可されません。工場出荷時のデフォルト値は
[いいえ（no）] です。DS（ネットワーク）ポートでの新しい Telnet セッションを許可または禁
止できます。サービス ポートでは、新しい Telnet セッションは常に許可されます。

•

[新規 SSH セッションを許可する（Allow New SSH Sessions）]：[いいえ（no）] に設定すると、新
しいセキュア シェル Telnet セッションが許可されません。工場出荷時のデフォルト値は [は
い（yes）] です。

該当するパラメータの設定後に、[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

トラップ レシーバの設定

•

トラップ制御パラメータの設定

•

複数の Syslog サーバの設定

•

WEB 管理の設定

•

ローカル管理ユーザの設定

•

認証の優先度の設定

複数の Syslog サーバの設定
リリース 5.0.148.0 以降のコントローラでは、WLAN コントローラで複数（3 つまで）の Syslog
サーバを設定できます。それぞれのメッセージが記録されると、メッセージの重大度が設定済み
の Syslog フィルタ重大度レベル以上である場合、コントローラは、メッセージのコピーを設定済
みの各 Syslog ホストに送信します。
個々のコントローラの Syslog を有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[管理（Management）] > [複数の Syslog（Multiple Syslog）] の順に
選択します。
適用されるテンプレートが示されます。
[Syslog サーバ アドレス（Syslog Server Address）]：該当する Syslog のサーバ アドレスを示します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
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Syslog サーバの削除
Syslog サーバを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

目的の Syslog サーバのチェックボックスをオンにします。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Syslog サーバの削除（Delete
Syslog Servers）] を選択します。

ステップ 3

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

確認メッセージで [OK] をクリックします。

関連項目
•

トラップ レシーバの設定

•

トラップ制御パラメータの設定

•

Telnet SSH パラメータの設定

•

WEB 管理の設定

•

ローカル管理ユーザの設定

•

認証の優先度の設定

WEB 管理の設定
この項では、ディストリビューション システム ポートを Web ポート（HTTP を使用）またはセ
キュア Web ポート（HTTPS を使用）として有効にする手順について説明します。HTTPS を有効に
すると、GUI との通信を保護できます。HTTPS は、Secure Socket Layer（SSL）プロトコルを使用し
て HTTP ブラウザ セッションを保護します。HTTPS を有効にすると、コントローラは独自の
Web アドミニストレーション SSL 証明書を生成して、自動的に GUI に割り当てます。外部で生
成された証明書をダウンロードできます。
個々のコントローラの WEB 管理パラメータを有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[管理（Management）] > [Web の管理（Web Admin）] の順に選択
します。
次のパラメータを設定できます。
•

•

[Web モード（WEB Mode）]：ドロップダウン リストから [有効（Enable）] または [無効
（Disable）] を選択します。有効にすると、ユーザは、http:ip-address を使用してコントローラ
の GUI にアクセスできます。デフォルトは [無効（Disabled）] です。Web モードの接続は、セ
キュリティで保護されません。
[セキュア Web モード（Secure Web Mode）]：ドロップダウン リストから [有効（Enable）] また
は [無効（Disable）] を選択します。有効にすると、ユーザは、https://ip-address を使用してコン
トローラの GUI にアクセスできます。デフォルトは [有効（Enabled）] です。
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•

[証明書タイプ（Certificate Type）]：Web 管理証明書をダウンロードする必要があります。新し
い Web 管理証明書を有効にするには、コントローラを再起動する必要があります。
•

[Web 管理証明書のダウンロード（Download Web Admin Certificate）]：[コントローラへの
Web 管理証明書のダウンロード（Download Web Admin Certificate to Controller）] ページに
アクセスする場合にクリックします。詳細については、
「コントローラへの Web 認証また
は Web 管理証明書のダウンロード」を参照してください。

コントローラへの Web 認証または Web 管理証明書のダウンロード
Web 認証または Web 管理証明書をコントローラにダウンロードするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Web 管理証明書のダウンロード（Download Web Admin Certificate）] リンクまたは [Web 認証証明
書のダウンロード（Download Web Auth Certificate）] リンクをクリックします。

ステップ 2

[ファイルの格納場所（File is located on）] フィールドで、ローカル マシンまたは TFTP サーバを指
定します。証明書が TFTP サーバにある場合は、サーバ ファイル名を入力します。ローカル マシ
ンにある場合は、[参照（Browse）] をクリックして、ローカル ファイル名を入力します。

ステップ 3

[サーバ名（Server Name）] テキスト ボックスに TFTP サーバ名を入力します。デフォルトは Prime
Infrastructure サーバです。

ステップ 4

サーバの IP アドレスを入力します。

ステップ 5

[最大試行回数（Maximum Retries）] テキスト ボックスに、TFTP サーバによる証明書のダウン
ロードの最大試行回数を入力します。

ステップ 6

[タイムアウト（Time Out）] テキスト ボックスに、TFTP サーバが証明書のダウンロードを試行す
る時間（秒単位）を入力します。

ステップ 7

[ローカル ファイル名（Local File Name）] テキスト ボックスに、証明書のディレクトリ パスを入
力します。

ステップ 8

[サーバ ファイル名（Server File Name）] テキスト ボックスに、証明書の名前を入力します。

ステップ 9

[証明書のパスワード（Certificate Password）] テキスト ボックスにパスワードを入力します。

ステップ 10

[パスワードの確認（Confirm Password）] テキスト ボックスに上記のパスワードを再入力します。

ステップ 11

[OK] をクリックします。

ステップ 12

[証明書の再生成（Regenerate Cert）] をクリックして証明書を再生成します。

関連項目
•

WEB 管理の設定

•

トラップ レシーバの設定

•

トラップ制御パラメータの設定

•

Telnet SSH パラメータの設定

•

複数の Syslog サーバの設定

•

ローカル管理ユーザの設定

•

認証の優先度の設定
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ローカル管理ユーザの設定
このページには、ローカル管理ユーザの名前とアクセス権限の一覧が表示されます。ローカル管
理ユーザを削除することもできます。
[ローカル管理ユーザ（Local Management Users）] ページにアクセスするには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[管理（Management）] > [ローカル管理ユーザ（Local
Management Users）] の順に選択します。

ステップ 4

ユーザ名をクリックします。
•

[ユーザ名（読み取り専用）
（User Name (read-only)）]：ユーザの名前。

•

[アクセス レベル（読み取り専用）
（Access Level (read-only)）]：[読み取り/書き込み（Read
Write）] または [読み取り専用（Read Only）]。

ローカル管理ユーザの削除
ローカル管理ユーザを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

目的のユーザのチェックボックスをオンにします。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップリストから、[ローカル管理ユーザの削除（Delete
Local Management Users）] を選択します。

ステップ 3

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

確認メッセージで [OK] をクリックします。

関連項目
•

認証の優先度の設定

•

トラップ レシーバの設定

•

トラップ制御パラメータの設定

•

Telnet SSH パラメータの設定

•

複数の Syslog サーバの設定

•

WEB 管理の設定

認証の優先度の設定
認証の優先度を設定して、コントローラの管理ユーザの認証に使用する認証サーバの順序を制
御します。
[認証の優先度（Authentication Priority）] ページにアクセスするには、次の手順を実行します。
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ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[管理（Management）] > [認証の優先度（Authentication Priority）]
の順に選択します。

ステップ 4

最初にローカル データベースが検索されます。RADIUS または TACACS+ のどちらかを次の検
索対象に選択します。ローカル データベースを使用した認証に失敗した場合に、コントローラは
次の種類のサーバを使用します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラの管理パラメータの設定

•

メッシュ パラメータの設定

•

ポート パラメータの設定

•

ロケーションの設定

•

IPv6 の設定

•

プロキシ モバイル IPv6 の設定

•

mDNS の設定

•

Application Visibility and Control パラメータの設定

•

NetFlow の設定

ロケーションの設定
Wi-Fi クライアントは、プローブによる AP の検出を軽減する傾向を示しています。スマート
フォンではバッテリの電力節約のためにこれを実行します。スマートフォンのアプリケーショ
ンはプローブ要求を生成できなくても、簡単にデータ パケットを生成できるため、アプリケー
ションの拡張ロケーションをトリガーできます。Hyperlocation は WLC 8.1MR および Prime
Infrastructure 3.0 から設定します。これはビーコン、インベントリ、個人のモバイル デバイスの
位置をかなり精密に特定します。一部のネットワークでは複数のアクセス ポイントを使用して
精度が 5 ～ 7 m 以内の位置座標を取得しますが、Hyperlocation は 1 m 以内まで位置を追跡でき
ます。
個々のコントローラのロケーションを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[ロケーション（Location）] > [ロケーションの設定（Location
Configuration）] を選択します。
[ロケーションの設定（Location Configuration）] ページには、[一般（General）] と [詳細設定
（Advanced）] の 2 つのタブが表示されます。
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ステップ 4

次の [一般（General）] パラメータを追加または変更します。
•

[RFID タグ データ収集（RFID Tag Data Collection）]：タグでデータの収集を有効にするには、
このチェックボックスをオンにします。
ロケーション サーバがコントローラからアセット タグ データを収集する前に、コントロー
ラで CLI コマンド config rfid status enable を使用して、アクティブ RFID タグの検出を有効に
する必要があります。

•

[ロケーション パス損失設定（Location Path Loss Configuration）]
– [調整クライアント
（Calibrating Client）]：クライアントの調整を有効にするには、この

チェックボックスをオンにします。コントローラは、クライアントを調整するために、ア
クセス ポイントを介して（クライアントの機能に応じて）通常の S36 または S60 要求を
送信します。パケットは、すべてのチャネルで送信されます。すべてのアクセス ポイント
が、それぞれの場所でクライアントから RSSI データを収集します。これらの追加送信お
よびチャネル変更によって、同時に発生する音声またはビデオ トラフィックの質が低下
する場合があります。
– [通常のクライアント
（Normal Client）]：非調整クライアントを使用するには、このチェッ

クボックスをオンにします。S36 要求はクライアントに送信されません。S36 が CCXv2
以降と互換性があるのに対し、S60 は CCXv4 以降と互換性があります。
•

[測定通知間隔（秒単位）
（Measurement Notification Interval (in secs)）]
– [タグ、
クライアント、不正 AP/クライアント（Tags, Clients, and Rogue APs/Clients）]：クラ

イアント、タグ、および不正に関する NMSP 測定通知間隔を設定できます。見つかった要
素（タグ、クライアント、および不正アクセス ポイントやクライアント）が通知されるま
での秒数を指定します。
コントローラでこの値を設定すると、[サーバの同期（Synchronize Servers）] ページで表示
できる同期外れ通知が生成されます。コントローラと Mobility Services Engine 間に別の
測定間隔が存在する場合、2 つの設定のうち最長の間隔設定が Mobility Services Engine
によって採用されます。
このコントローラが Mobility Services Engine と同期されると、Mobility Services Engine で
新しい値が設定されます。測定通知間隔に変更を行う場合は、Mobility Services Engine に
同期する必要があります。
•

[RSS 失効タイムアウト（秒単位）
（RSS Expiry Timeout (in secs)）]
– [クライアント用
（For Clients）]：通常の（非調整）クライアントの RSSI 測定を廃棄するま

での秒数を入力します。
– [調整クライアント用
（For Calibrating Clients）]：調整クライアントの RSSI 測定を廃棄す

るまでの秒数を入力します。
– [タグ用
（For Tags）]：タグの RSSI 測定を廃棄するまでの秒数を入力します。
– [不正 AP 用
（For Rogue APs）]：不正アクセス ポイントの RSSI 測定を廃棄するまでの秒数

を入力します。
ステップ 5

次の [詳細設定（Advanced）] パラメータを追加または変更します。
•

[RFID タグ データ タイムアウト（秒単位）
（RFID Tag Data Timeout (in secs)）]：RFID タグ デー
タ タイムアウトを設定するための値（秒単位）を入力します。

•

[ロケーション パス損失設定（Location Path Loss Configuration）]
– [調整クライアント マルチバンド
（Calibrating Client Multiband）]：すべてのチャネルで

S36 および S60 パケット（該当する場合）を送信するには、[有効（Enable）] チェックボッ
クスをオンにします。調整クライアントは、[一般（general）] タブでも有効にする必要が
あります。使用可能なすべての無線（802.11a/b/g/n）を使用するには、マルチバンドを有効
にする必要があります。
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•

[Hyperlocation 設定のパラメータ（Hyperlocation Config Parameters）]
– [Hyperlocation]：このオプションを有効にすると、
そのコントローラに関連付けられた

Hyperlocation モジュールがあるすべての AP が有効になります。
– [最小パケット検出 RSSI
（Packet Detection RSSI Minimum）]：この値を調整して、位置計算

から精度の低い RSSI 測定値を除外します。
– [アイドル クライアント検出のスキャン カウントしきい値
（Scan Count Threshold for Idle

Client Detection）]：スキャン中に検出されるアイドル クライアントの最大許容数。
– [NTP サーバの IP アドレス
（NTP Server IP Address）]：有効な NTP サーバの IP アドレスを

入力します。この IP アドレスは、時刻同期のためにすべての AP で使用されます。
ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

IPv6 の設定

•

メッシュ パラメータの設定

•

ポート パラメータの設定

•

コントローラの管理パラメータの設定

•

プロキシ モバイル IPv6 の設定

•

mDNS の設定

•

Application Visibility and Control パラメータの設定

•

NetFlow の設定

IPv6 の設定
IPv6 はネイバー バインディング タイマーおよびルータ アドバタイズメント（RA）のパラメータ
を使用して設定できます。
関連項目
•

ネイバー バインディング タイマーの設定

•

RA スロットル ポリシーの設定

•

RA ガードの設定

ネイバー バインディング タイマーの設定
ネイバー バインディング タイマーを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[IPv6] > [ネイバー バインディング タイマー（Neighbor
Binding Timers）] の順に選択します。
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ステップ 4

ステップ 5

適用されるテンプレートが表示されます。次のパラメータを追加または変更します。
•

[ダウン ライフタイム間隔（Down Lifetime Interval）]：これは最大時間（秒単位）を示します。範
囲は 0 ～ 86,400 秒で、デフォルト値は 0 です。

•

[到達可能ライフタイム間隔（Reachable Lifetime Interval）]：これは最大時間（秒単位）を示しま
す。範囲は 0 ～ 86,400 秒で、デフォルト値は 0 です。

•

[ステイル ライフタイム間隔（Stale Lifetime Interval）]：これは最大時間（秒単位）を示します。
範囲は 0 ～ 86,400 秒で、デフォルト値は 0 です。

[保存（Save）] をクリックします。

RA スロットル ポリシーの設定
[RA スロットル ポリシー（RA Throttle Policy）] を使用すると、ワイヤレス ネットワークで循環す
るマルチキャスト ルータ アドバタイズメント（RA）の量を制限できます。
[RA スロットル ポリシー（RA Throttle Policy）] を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[IPv6] > [RA スロットル ポリシー（RA Throttle Policy）] の順
に選択します。

ステップ 4

RA スロットル ポリシーを有効にするには、[有効（Enable）] チェックボックスをオンにし、次の
パラメータを設定します。
•

[スロットル期間（Throttle Period）]：スロットル期間（秒単位）。範囲は 10 ～ 86,400 秒です。

•

[最大通過数（Max Through）]：ある期間または無制限の期間にわたって通過する RA の数。[制
限なし（No Limit）] チェックボックスをオフにすると、最大パススルー数を指定できます。

•

[間隔オプション（Interval Option）]：RA で間隔オプションが指定されている場合の動作を示
します。
– [無視
（Ignore）]
– [パススルー
（Passthrough）]
– [スロットル
（Throttle）]

ステップ 5

•

[許容される最小数（Allow At-least）]：ルータ単位で抑制されない RA の最小数を示します。

•

[許容される最大数（Allow At-most）]：ルータ単位で抑制されない RA の最大数または無制限
数を示します。[制限なし（No Limit）] チェックボックスをオフにすると、ルータ単位で抑制
されない RA の最大数を指定できます。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

RA ガードの設定

•

ネイバー バインディング タイマーの設定
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RA ガードの設定
RA ガードは、ワイヤレス クライアントから RA をドロップするための Unified Wireless のソ
リューションです。これはグローバルに設定され、デフォルトで有効です。[IPv6 ルータ アドバタ
イズメント（IPv6 Router Advertisement）] パラメータを設定できます。
RA ガードを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[IPv6] > [RA ガード（RA Guard）] の順に選択します。

ステップ 4
ステップ 5

[ルータ アドバタイズメント ガード（Router Advertisement Guard）] を有効にするには、[有効
（Enable）] チェックボックスをオンにします。
[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

IPv6 の設定

•

プロキシ モバイル IPv6 の設定

•

mDNS の設定

•

Application Visibility and Control パラメータの設定

•

NetFlow の設定

•

メッシュ パラメータの設定

•

ポート パラメータの設定

•

コントローラの管理パラメータの設定

•

ロケーションの設定

プロキシ モバイル IPv6 の設定
プロキシ モバイル IPv6 は、任意の IP モビリティ関連シグナリングでモバイル ノードのプロキ
シとして動作することによってモバイル ノードをサポートする、ネットワーク ベースのモバイ
ル管理プロトコルです。ネットワークのモビリティ エンティティは、モバイル ノードの移動を
追跡し、モビリティ シグナリングを起動して必要なルーティング状態を設定します。
主要な機能エンティティはローカル モビリティ アンカー（LMA）とモバイル アクセス ゲート
ウェイ（MAG）です。LMA はモバイル ノードの到達可能性状態を維持し、モバイル ノードの IP
アドレス用のトポロジ アンカー ポイントになります。MAG はモバイル ノードの代わりにモビ
リティ管理を行います。MAG はモバイル ノードがアンカーされているアクセス リンクに存在
します。コントローラは MAG 機能を実装します。
関連項目
•

PMIP グローバル設定の構成

•

LMA 設定の構成

•

PMIP プロファイルの設定
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PMIP グローバル設定の構成
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[PMIP] > [グローバル設定（Global Config）] の順に選択します。

ステップ 4

次のフィールドを設定します。

ステップ 5

•

[ドメイン名（Domain Name）]：読み取り専用。

•

[MAG 名（MAG Name）]：読み取り専用。

•

[MAG インターフェイス（MAG Interface）]：読み取り専用。

•

[許可される最大バインディング数（Maximum Bindings Allowed）]：コントローラが MAG に
送信できるバインディング アップデートの最大数。有効な範囲は 0 ～ 40000 です。

•

[バインディング ライフタイム（Binding Lifetime）]：コントローラのバインディング エント
リのライフタイム。有効な範囲は 10 ～ 65535 秒です。デフォルト値は 65535 です。バイン
ディング ライフタイムは 4 秒の倍数であることが必要です。

•

[バインディング リフレッシュ時間（Binding Refresh Time）]：コントローラのバインディング
エントリのリフレッシュ時間。有効な範囲は 4 ～ 65535 秒です。デフォルト値は 300 秒です。
バインディング リフレッシュ時間は 4 秒の倍数であることが必要です。

•

[バインディング初期試行タイムアウト（Binding Initial Retry Timeout）]：コントローラがプ
ロキシ バインディング確認（PBA）を受信しない場合のプロキシ バインディング アップ
デート（PBU）間の初期タイムアウト。有効な範囲は 100 ～ 65535 秒です。デフォルト値は
1000 秒です。

•

[バインディング最大試行タイムアウト（Binding Maximum Retry Timeout）]：コントローラが
プロキシ バインディング確認（PBA）を受信しない場合のプロキシ バインディング アップ
デート（PBU）間の最大タイムアウト。有効な範囲は 100 ～ 65535 秒です。デフォルト値は
32000 秒です。

•

[リプレイ保護タイムスタンプ（Replay Protection Timestamp）]：受信したプロキシ バインディ
ング確認のタイムスタンプと現在の日時との時間差の上限。有効範囲は 1 ～ 255 ミリ秒で
す。デフォルト値は、7 ミリ秒です。

•

[最小 BRI 再送信タイムアウト（Minimum BRI Retransmit Timeout）]：コントローラが BRI
メッセージを再送信するまでに待機する時間の最小値。有効な範囲は 500 ～ 65535 秒です。

•

[最大 BRI 再送信タイムアウト（Maximum BRI Retransmit Timeout）]：コントローラが Binding
Revocation Indication（BRI）メッセージを再送信するまでに待機する時間の最大値。有効な範
囲は 500 ～ 65535 秒です。デフォルト値は 2000 秒です。

•

[BRI 再試行回数（BRI Retries）]：BRI の再試行回数。

•

[MAG APN]：MAG のアクセス ポイント ノードの名前。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

LMA 設定の構成

•

PMIP プロファイルの設定

•

プロキシ モバイル IPv6 の設定
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LMA 設定の構成
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[PMIP] > [LMA 設定（LMA Config）] の順に選択します。

ステップ 4

次のフィールドを設定します。

ステップ 5

•

[LMA 名（LMA Name）]：コントローラに接続された LMA の名前。

•

[LMA IP アドレス（LMA IP Address）]：コントローラに接続された LMA の IP アドレス。

[保存（Save）] をクリックします。

LMA 設定の削除
LMA 設定を削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

該当する LMA 設定のチェックボックスをオンにします。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップリストから、[PMIP ローカル設定の削除（Delete
PMIP Local Configs）] を選択します。

ステップ 3

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

確認メッセージで [OK] をクリックします。

関連項目
•

LMA 設定の構成

•

PMIP プロファイルの設定

•

PMIP グローバル設定の構成

•

プロキシ モバイル IPv6 の設定

PMIP プロファイルの設定
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[PMIP] > [PMIP プロファイル（PMIP Profile）] の順に選択し
ます。

ステップ 4

プロファイル名を入力します。
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ステップ 5

ステップ 6

[追加（Add）] をクリックし、次のフィールドを設定します。
•

[ネットワーク アクセス識別子（Network Access Identifier）]：プロファイルに関連付けられた
ネットワーク アクセス識別子（NAI）の名前。

•

[LMA 名（LMA Name）]：プロファイルを関連付ける LMA の名前。

•

[アクセス ポイント ノード（Access Point Node）]：コントローラに接続されているアクセス ポ
イント ノードの名前。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

PMIP グローバル設定の構成

•

LMA 設定の構成

•

プロキシ モバイル IPv6 の設定

PMIP プロファイルの削除
PMIP プロファイルを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

目的の PMIP プロファイルのチェックボックスをオンにします。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップリストから、[PMIP ローカル設定の削除（Delete
PMIP Local Configs）] を選択します。

ステップ 3

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

確認メッセージで [OK] をクリックします。

関連項目
•

mDNS の設定

•

Application Visibility and Control パラメータの設定

•

NetFlow の設定

•

メッシュ パラメータの設定

•

ポート パラメータの設定

•

コントローラの管理パラメータの設定

•

ロケーションの設定

•

IPv6 の設定

mDNS の設定
マルチキャスト DNS（mDNS）サービス検出では、ローカル ネットワーク上のサービスをアナウ
ンスし、検出するための手段を提供します。mDNS は、IP マルチキャストで DNS クエリを実行
し、ゼロ コンフィギュレーション IP ネットワーキングをサポートしています。
コントローラが mDNS サービスについて学習し、すべてのクライアントにこれらのサービスを
アドバタイズできるように mDNS を設定できます。
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mDNS には [サービス（Services）] と [プロファイル（Profiles）] の 2 つのタブがあります。
•

[サービス（Services）] タブ：このタブでは、グローバル mDNS パラメータを設定し、Master
Services データベースを更新できます。

•

[プロファイル（Profiles）] タブ：このタブでは、コントローラに設定されている mDNS プロ
ファイルを表示し、新しい mDNS プロファイルを作成できます。新しいプロファイルを作成
した後、インターフェイス グループ、インターフェイス、または WLAN にプロファイルを
マッピングする必要があります。クライアントはプロファイルに関連付けられたサービスの
みのサービス アドバタイズメントを受信します。コントローラはインターフェイス グルー
プに関連付けられたプロファイルに最高の優先順位を与えます。次にインターフェイス プ
ロファイル、WLAN プロファイルが続きます。各クライアントは、優先順位に従ってプロ
ファイルにマッピングされます。デフォルトで、コントローラには mDNS プロファイル
default-mdns-profile があります。これは削除できません。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[mDNS] > [mDNS] の順に選択します。

ステップ 4

[サービス（Services）] タブで、次のパラメータを設定します。
•

[適用されるテンプレート（Template Applied）]：このコントローラに適用されるテンプレート
の名前。

•

[mDNS グローバル スヌーピング（mDNS Global Snooping）]：mDNS パケットのスヌーピング
を有効にするチェックボックス。mDNS スヌーピングを有効にしても、コントローラは IPv6
mDNS パケットをサポートしません。

•

[クエリ間隔（Query Interval）
（10
]
～ 120）
：ユーザが設定できる mDNS クエリ間隔（分単位）。
この間隔は、WLC によって、サービス アドバタイズメントを自動的に送信しないサービス
に対して、そのサービスが開始された後に定期的な mDNS クエリ メッセージを送信するた
めに使用されます。範囲は、10 ～ 120 分です。デフォルト値は 15 分です。

•

[マスター サービス（Master Services）]：[行の追加（Add Row）] をクリックし、次のフィールド
を設定します。
– [マスター サービス名
（Master Service Name）]：ドロップダウン リストから、照会可能なサ

ポートされているサービスを選択できます。新しいサービスを追加するには、サービス
名を入力または選択し、そのサービス文字列を入力して、サービス ステータスを選択し
ます。次のサービスを使用できます。
– AirTunes
– AirPrint
– AppleTV
– HP Photosmart Printer1
– HP Photosmart Printer2
– Apple File Sharing Protocol
（AFP）
– スキャナ
– プリンタ
– FTP
– iTunes Music Sharing
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– iTunes Home Sharing
– iTunes Wireless Device Syncing
– Apple Remote Desktop
– Apple CD/DVD Sharing
– Time Capsule Backup

ステップ 5

•

[マスター サービス名（Master Service Name）]：mDNS サービスの名前。

•

[サービス文字列（Service String）]：mDNS サービスに関連付けられた一意の文字列。たとえ
ば、_airplay._tcp.local. は、AppleTV に関連付けられたサービス文字列です。

•

[クエリ ステータス（Query Status）]：サービスの mDNS クエリを有効にするために選択する
チェックボックス。定期的な mDNS クエリ メッセージは、クエリのステータスが有効な場合
だけ、WLC によって、サービスに対して設定されたクエリ間隔で送信されます。それ以外の
場合、サービスは、クエリのステータスが無効になっているその他のサービス（たとえば
AppleTV）に自動的にアドバタイズする場合があります。

[プロファイル（Profiles）] タブで、次のパラメータを設定します。
•

[プロファイル（Profiles）]：[プロファイルの追加（Add Profile）] をクリックし、次のフィールド
を設定します。
– [プロファイル名
（Profile Name）]：mDNS プロファイルの名前。最大 16 個のプロファイル

を作成できます。
– [サービス
（Services）]：mDNS プロファイルにマップするサービスを選択します（チェッ

クボックスを使用）。
•
ステップ 6

[編集（Edit）] および [削除（Delete）] をそれぞれクリックすると、既存のプロファイルを編集
または削除できます。

[保存（Save）] をクリックします。

mDNS ポリシーの設定
デフォルトでは、コントローラによってアクセス ポリシー default-mdns-policy が作成されます。
これは削除できません。これには、[グループ名（Group Name）] および [説明（Description）] が表示
されます。[サービス グループ（Service Group）] の詳細を表示するポリシーを選択します。
フィールドを編集して、[保存（Save）] をクリックします。
関連項目
•

Application Visibility and Control パラメータの設定

•

NetFlow の設定

•

メッシュ パラメータの設定

•

ポート パラメータの設定

•

コントローラの管理パラメータの設定

•

ロケーションの設定

•

IPv6 の設定

•

プロキシ モバイル IPv6 の設定
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Application Visibility and Control パラメータの設定
Application Visibility and Control（AVC）は、Network Based Application Recognition（NBAR）ディー
プ パケット インスペクション テクノロジーを使用して、使用するプロトコルに基づいてアプリ
ケーションを分類します。AVC を使用して、コントローラはレイヤ 4 ～レイヤ 7 の 1400 を超え
るプロトコルを検出できます。AVC により、リアルタイム分析を実施し、ネットワークの輻輳、コ
ストの掛かるネットワーク リンクの使用、およびインフラストラクチャの更新を削減するため
のポリシーを作成することができるようになります。
AVC は、Cisco 2500 および 5500 シリーズ コントローラ、Cisco Flex 7500 および Cisco 8500 シリー
ズ コントローラでだけサポートされています。

AVC プロファイルの設定
AVC プロファイルを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[サービス（Services）] > [Application Visibility And Control] >
[AVC プロファイル（AVC Profile）] の順に選択します。

ステップ 4

設定する AVC プロファイル名をクリックします。

ステップ 5

AVC ルールを作成するには、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 6

次のパラメータを設定します。
•

[アプリケーション名（Application Name）]：アプリケーションの名前。

•

[アプリケーション グループ名（Application Group Name）]：アプリケーションが属するアプ
リケーション グループの名前。

•

[アクション（Action）]：ドロップダウン リストから、次の項目を選択できます。
– [ドロップ
（Drop）]：選択されたアプリケーションに対応するアップストリームおよびダ

ウンストリーム パケットをドロップします。
– [マーク
（Mark）]：[DiffServ コード ポイント（DSCP）
（Differentiated Services Code Point

(DSCP)）] ドロップダウン リストで指定する DSCP 値と選択されたアプリケーションに
対応するアップストリームおよびダウンストリーム パケットをマークします。DSCP 値
を使用して、QoS レベルに基づいて差別化サービスを提供できます。
– [レート制限
（Rate Limit）]：アクションとして [レート制限（Rate Limit）] を選択すると、ク

ライアント 1 台あたりの平均レート制限とバースト データ レート制限を指定できます。
レート制限アプリケーションの数は 3 に制限されています。
デフォルト アクションは、すべてのアプリケーションを許可します。
•

[DSCP]：インターネットでのサービスの質を定義するために使用できるパケット ヘッダー
コード。DSCP 値は次の QoS レベルにマッピングされます。
– [プラチナ
（音声）
（Platinum (Voice)）]：Voice over Wireless の高い QoS を保証します。
– [ゴールド
（ビデオ）
（Gold (Video)）]：高品質のビデオ アプリケーションをサポートします。
– [シルバー
（ベスト エフォート）
（Silver (Best Effort)）]：クライアントの通常の帯域幅をサ

ポートします。
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– [ブロンズ
（バックグラウンド）
（Bronze (Background)）]：ゲスト サービス用の最小の帯域

幅を提供します。
– [カスタム
（Custom）]：DSCP 値を指定します。指定できる範囲は 0 ～ 63 です。

ステップ 7

•

[DSCP 値（DSCP Value）]：この値は、[DSCP] ドロップダウン リストで [カスタム（Custom）] を
選択した場合にのみ入力できます。

•

平均 [レート制限（Kbps）
（Rate Limit (in Kbps)）]：アクションとして [レート制限（Rate Limit）]
を選択した場合は、そのアプリケーションの平均帯域幅制限である、クライアントごとの平
均レート制限を指定できます。

•

[バースト レート制限（Kbps）
（Burst Rate Limit (in Kbps)）]：アクションに [レート制限（Rate
Limit）] を選択した場合は、そのアプリケーションのピーク制限である、バースト レート制限
を指定できます。

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

NetFlow の設定

•

メッシュ パラメータの設定

•

ポート パラメータの設定

•

コントローラの管理パラメータの設定

•

ロケーションの設定

•

IPv6 の設定

•

プロキシ モバイル IPv6 の設定

•

mDNS の設定

NetFlow の設定
NetFlow は、ネットワーク デバイスから IP トラフィック情報を収集することで、ネットワーク
ユーザとアプリケーション、ピーク時の使用時間、およびトラフィック ルーティングに関する貴
重な情報を提供するプロトコルです。NetFlow アーキテクチャは、次のコンポーネントで構成さ
れています。
•

コレクタ：さまざまなネットワーク要素から IP トラフィック情報をすべて収集するエン
ティティ。

•

エクスポータ：IP トラフィック情報を使用してテンプレートをエクスポートするネット
ワーク エンティティ。コントローラは、エクスポータとして機能します。

NetFlow モニタの設定
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[NetFlow] > [モニタ（Monitor）] の順に選択します。
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ステップ 4

次のパラメータを設定します。
•

[モニタ名（Monitor Name）]：NetFlow モニタの名前。モニタ名は最大 127 文字の英数字で、大
文字と小文字を区別します。コントローラでは 1 つのみモニタを設定できます。

•

[レコード名（Record Name）]：NetFlow レコードの名前。コントローラの NetFlow レコードに
は、特定のフロー内のトラフィックに関する次の情報が含まれます。
– クライアント MAC アドレス
– クライアント送信元 IP アドレス
– WLAN ID
– アプリケーション ID
– データの着信バイト数
– データの発信バイト数
– 着信パケット
– 発信パケット
– 着信 DSCP
– 発信 DSCP
– 最後の AP の名前

ステップ 5

[エクスポータ名（Exporter Name）]：エクスポータの名前。コントローラでは 1 つのみモニタを設
定できます。

ステップ 6

[エクスポータ IP（Exporter IP）]：コレクタの IP アドレス。

ステップ 7

[ポート番号（Port Number）]：NetFlow レコードをコントローラからエクスポートする UDP ポート。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。

NetFlow エクスポータの設定
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

該当するコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[NetFlow] > [エクスポータ（Exporter）] の順に選択します。

ステップ 4

次のパラメータを設定します。
•

[エクスポータ名（Exporter Name）]：エクスポータの名前。

•

[エクスポータ IP（Exporter IP）]：エクスポータの IP アドレス。

•

[ポート番号（Port Number）]：NetFlow レコードをエクスポートする UDP ポート。

関連項目
•

メッシュ パラメータの設定

•

ポート パラメータの設定

•

コントローラの管理パラメータの設定
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•

ロケーションの設定

•

IPv6 の設定

•

プロキシ モバイル IPv6 の設定

•

mDNS の設定

•

Application Visibility and Control パラメータの設定

サードパーティのコントローラおよびアクセス ポイント
の設定
Prime Infrastructure では、サードパーティのコントローラおよびアクセス ポイントを追加するこ
とができます。この機能の一部として、次の機能を実行できます。
•

Prime Infrastructure にサードパーティのコントローラを追加します。

•

サードパーティのコントローラの状態をモニタします。

•

サードパーティのコントローラと、関連付けされたアクセス ポイントのインベントリ情報
を取得します。

•

サードパーティのコントローラおよびアクセス ポイントの動作ステータスを表示するに
は、バックグラウンド タスクを使用します。

関連項目
•

サードパーティのコントローラの追加

•

サードパーティのコントローラの動作ステータスの表示

•

サードパーティのアクセス ポイントの詳細の表示

•

サードパーティのアクセス ポイントの削除

•

サードパーティのアクセス ポイントの動作ステータスの表示

サードパーティのコントローラの追加
サードパーティのコントローラを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [サードパーティ（Third
Party）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

[デバイスの追加（Add Device）] をクリックします。

ステップ 3

[デバイスの追加（Add Device）] ページの次のタブで必須パラメータを入力します。

ステップ 4

•

[一般（General）]

•

[SNMP]

•

[Telnet/SSH]

•

[HTTP/HTTPS]

•

[IPSec]

[追加（Add）] をクリックします。
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関連項目
•

サードパーティのコントローラの動作ステータスの表示

•

サードパーティのアクセス ポイントの詳細の表示

•

サードパーティのアクセス ポイントの削除

•

サードパーティのアクセス ポイントの動作ステータスの表示

サードパーティのコントローラの動作ステータスの表示
[サードパーティのコントローラの動作ステータス（Third Party Controller Operational Status）]
ページを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [バックグラウンド タスク（Background Tasks）] の順
に選択します。

ステップ 2

このページで、次のいずれかを実行します。
•

すぐにタスクを実行する。
[サードパーティのコントローラの動作ステータス（Third Party Controller Operational Status）]
チェックボックスをオンにします。[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リ
ストから、[今すぐ実行（Execute Now）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。[有効
（Enabled）] 列にステータス変更が表示されます。

•

タスクを有効にする。
[サードパーティのコントローラの動作ステータス（Third Party Controller Operational Status）]
チェックボックスをオンにします。[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リ
ストから、[タスクを有効にする（Enable Tasks）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。[有
効（Enabled）] 列のタスクが灰色から使用可能な状態に変わります。

•

タスクを無効にする。
[サードパーティのコントローラの動作ステータス（Third Party Controller Operational Status）]
チェックボックスをオンにします。[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リ
ストから、[タスクを無効にする（Disable Tasks）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。無
効化が完了すると、[有効（Enabled）] 列のタスクが灰色になります。

ステップ 3

タスクを変更するには、[バックグラウンド タスク（Background Tasks）] 列の [サードパーティの
コントローラの動作ステータス（Third Party Controller Operational Status）] リンクをクリックし
ます。
[サードパーティのコントローラの動作ステータス（Third Party Controller Operational Status）]
ページには、次の情報が表示されます。
•

最後の実行情報
– 開始時刻。
– 終了時間。
– タスクの経過時間
（秒）。
– 結果
（成功またはエラー）。
– メッセージ
（このタスクに関するテキスト メッセージ）。
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ステップ 4

ステップ 5

[タスクの詳細（Task Details）] セクションで、次の項目を表示または編集します。
•

[説明（Description）]：表示のみ。タスクの名前を表示します。

•

[有効（Enabled）]：チェックボックスをオンにすると、このタスクが有効になります。

•

[間隔（Interval）]：タスクの頻度（分）を示します。デフォルトは 3 時間です。

完了したら、[保存（Save）] をクリックしてタスクの変更を確定します。

関連項目
•

サードパーティのアクセス ポイントの詳細の表示

•

サードパーティのコントローラの追加

•

サードパーティのアクセス ポイントの削除

•

サードパーティのアクセス ポイントの動作ステータスの表示

サードパーティのアクセス ポイントの詳細の表示
サードパーティのアクセス ポイントは、サードパーティのコントローラを追加すると検出され
ます。
サードパーティのアクセス ポイントの設定を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [サードパーティのアクセ
ス ポイント（Third Party Access Points）] を選択します。

ステップ 2

詳細を表示する AP 名のリンクをクリックします。そのサードパーティのアクセス ポイントの
[一般（General）] タブが表示されます。

関連項目
•

サードパーティのアクセス ポイントの削除

•

サードパーティのコントローラの追加

•

サードパーティのコントローラの動作ステータスの表示

•

サードパーティのアクセス ポイントの動作ステータスの表示

サードパーティのアクセス ポイントの削除
サードパーティのアクセス ポイントを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [サードパーティのアクセ
ス ポイント（Third Party Access Points）] を選択します。

ステップ 2

削除するアクセス ポイントのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[削除（Delete）] をクリックします。
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ステップ 4

確認メッセージが表示されます。

ステップ 5

[はい（Yes）] をクリックします。

関連項目
•

サードパーティのアクセス ポイントの動作ステータスの表示

•

サードパーティのコントローラの追加

•

サードパーティのコントローラの動作ステータスの表示

•

サードパーティのアクセス ポイントの詳細の表示

サードパーティのアクセス ポイントの動作ステータスの表示
[サードパーティのアクセス ポイントの動作ステータス（Third Party Access Point Operational
Status）] ページを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [バックグラウンド タスク（Background Tasks）] の順
に選択します。

ステップ 2

このページで、次のいずれかを実行します。
•

すぐにタスクを実行する。
[サードパーティのアクセス ポイントの動作ステータス（Third Party Access Point Operational
Status）] チェックボックスをオンにします。[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダ
ウン リストから、[今すぐ実行（Execute Now）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。[有効
（Enabled）] 列にステータス変更が表示されます。

•

タスクを有効にする。
[サードパーティのアクセス ポイントの動作ステータス（Third Party Access Point Operational
Status）] チェックボックスをオンにします。[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダ
ウン リストから、[タスクを有効にする（Enable Tasks）] を選択し、[実行（Go）] をクリックしま
す。[有効（Enabled）] 列のタスクが灰色から使用可能な状態に変わります。

•

タスクを無効にする。
[サードパーティのアクセス ポイントの動作ステータス（Third Party Access Point Operational
Status）] チェックボックスをオンにします。[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダ
ウン リストから、[タスクを無効にする（Disable Tasks）] を選択し、[実行（Go）] をクリックし
ます。無効化が完了すると、[有効（Enabled）] 列のタスクが灰色になります。

ステップ 3

タスクを変更するには、[バックグラウンド タスク（Background Tasks）] 列の [サードパーティの
アクセス ポイントの動作ステータス（Third Party Access Point Operational Status）] リンクをク
リックします。
[サードパーティのコントローラの動作ステータス（Third Party Controller Operational Status）]
ページには、次の情報が表示されます。
•

最後の実行情報
– 開始時刻。
– 終了時間。
– タスクの経過時間
（秒）。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

21-181

第 21 章

ワイヤレス デバイスの設定

スイッチの設定

– 結果
（成功またはエラー）。
– メッセージ
（このタスクに関するテキスト メッセージ）。
ステップ 4

ステップ 5

[タスクの編集（Edit Task）] グループ ボックスで、次の項目を表示または編集します。
•

[説明（Description）]：表示のみ。タスクの名前を表示します。

•

[有効（Enabled）]：チェックボックスをオンにすると、このタスクが有効になります。

•

[間隔（Interval）]：タスクの頻度（分）を示します。デフォルトは 3 時間です。

完了したら、[保存（Save）] をクリックしてタスクの変更を確定します。

関連項目
•

サードパーティのコントローラの追加

•

サードパーティのコントローラの動作ステータスの表示

•

サードパーティのアクセス ポイントの詳細の表示

•

サードパーティのアクセス ポイントの削除

スイッチの設定
スイッチを Prime Infrastructure データベースに追加して、全体的なスイッチ ヘルスとエンドポ
イントのモニタを表示して、スイッチポート トレースを実行できます。次のスイッチを設定で
きます。
•

3750

•

3560

•

3750E

•

3560E

•

2960

Prime Infrastructure の設定メニューにスイッチ機能が表示されますが、Prime Infrastructure を使
用してスイッチ機能を設定することはできません。設定できるのは Prime Infrastructure システム
のみです。
Prime Infrastructure を使用して次を実行できます。
•

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] > [デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless
Controller）] ページでスイッチを追加し、CLI および SNMP クレデンシャルを指定します。

•

Mobility Services Engine と Prime Infrastructure によって有線クライアントを追跡するため
に、[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] > [デバイス タイプ（Device Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless
Controller）] ページでロケーション対応スイッチを追加します。

•

[モニタ（Monitor）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択してスイッチをモニ
タします。

•

[レポート（Reports）] メニューを使用してスイッチ関連レポートを実行します。
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関連項目
•

スイッチ タイプ別に使用可能な機能

•

スイッチの追加

スイッチ タイプ別に使用可能な機能
Prime Infrastructure にスイッチを追加する場合は、スイッチの管理方法を指定します。これに基
づいて、Prime Infrastructure は使用できる機能を判別します。
•

[モニタ対象スイッチ（Monitored switches）]：スイッチを追加（[設定（Configuration）] > [ネット
ワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択）して、スイッチの動作をモ
ニタ（[モニタ（Monitor）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択）できます。そ
れぞれのスイッチは、ライセンスの合計デバイス数に対して 1 つのデバイスとしてカウント
されます。ライセンス エンジンで使用可能な未使用のデバイス数がある場合は、スイッチを
Prime Infrastructure に追加できます。使用可能なデバイス数が残っていない場合は、別のス
イッチを Prime Infrastructure に追加できません。

•

[スイッチ ポート トレーシング（SPT）専用スイッチ（Switch Port Tracing (SPT) only switches）]：
スイッチは、スイッチ ポート トレースのみを実行します。SPT 専用スイッチは、[設定
（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] >
[デバイス タイプ（Device Type）] > [スイッチおよびハブ（Switches and Hubs）] ページとインベ
ントリ レポートに表示されます。ライセンスは SPT スイッチには適用されません。

関連項目
•

スイッチの表示

•

スイッチの詳細の表示

スイッチの表示
Prime Infrastructure データベースのすべてのスイッチのサマリーを表示するには、[設定
（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [デ
バイス タイプ（Device Type）] > [スイッチおよびハブ（Switches and Hubs）] を選択します。列見出
しをクリックすると、その列ごとに情報が並べ替えられます。列見出しを複数回クリックするこ
とで、昇順のソートと降順のソートを切り替えることができます。
関連項目
•

スイッチ タイプ別に使用可能な機能

•

スイッチの詳細の表示

スイッチの詳細の表示
Prime Infrastructure データベースのすべてのスイッチのサマリーを表示するには、[設定
（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [デ
バイス タイプ（Device Type）] > [スイッチおよびハブ（Switches and Hubs）] を選択します。デバイ
ス名をクリックすると、そのスイッチの詳細情報が表示されます。
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関連項目
•

スイッチ タイプ別に使用可能な機能

•

スイッチの表示

•

例：スイッチでの SNMPv3 の設定

SNMP パラメータの変更
スイッチの SNMP パラメータを変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] >
[デバイス タイプ（Device Type）] > [スイッチおよびハブ（Switches and Hubs）] を選択して、SNMP
クレデンシャルを変更するスイッチの横にあるチェックボックスをクリックします。

ステップ 2

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

必要な [SNMP パラメータ（SNMP Parameters）] フィールドを変更して、次のいずれかをクリック
します。
•

[リセット（Reset）]：以前に保存したパラメータを復元します。

•

[保存（Save）]：行った変更を保存して適用します。

•

[キャンセル（Cancel）]：変更を保存せずに終了して、前の画面に戻ります。

関連項目
•

スイッチ タイプ別に使用可能な機能

•

スイッチの表示

•

スイッチの詳細の表示

•

Telnet/SSH パラメータの変更

Telnet/SSH パラメータの変更
スイッチの Telnet または SSH パラメータを変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] >
[デバイス タイプ（Device Type）] > [スイッチおよびハブ（Switches and Hubs）] を選択して、Telnet ま
たは SSH クレデンシャルを変更するスイッチの横にあるチェックボックスをクリックします。

ステップ 2

[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

必要な [Telnet/SSH パラメータ（Telnet/SSH Parameters）] フィールドを変更して、次のいずれかを
クリックします。
•

[リセット（Reset）]：以前に保存したパラメータを復元します。

•

[保存（Save）]：行った変更を保存して適用します。

•

[キャンセル（Cancel）]：変更を保存せずに終了して、前の画面に戻ります。
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関連項目
•

スイッチ タイプ別に使用可能な機能

•

スイッチの表示

•

スイッチの詳細の表示

•

SNMP パラメータの変更

スイッチの追加
Prime Infrastructure データベースにスイッチを追加すると、デフォルトでは、Prime Infrastructure
はスイッチの SNMP クレデンシャルを検査します。デバイスのクレデンシャルが正しくない場
合、SNMP 失敗メッセージが表示されますが、スイッチは Prime Infrastructure データベースに追
加されます。
スイッチを Prime Infrastructure に追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] >
[デバイス タイプ（Device Type）] > [スイッチおよびハブ（Switches and Hubs）] を選択し、[デバイ
スの追加（Add Device）] をクリックします。

ステップ 2

表示されるフィールドに適切な情報を入力します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックしてスイッチを追加するか、[キャンセル（Cancel）] をクリックして操作
をキャンセルし、スイッチのリストに戻ります。

関連項目
•

例：スイッチでの SNMPv3 の設定

•

CSV ファイルを使用したスイッチのインポート

•

[設定（Configure）]> [スイッチ（Switches）] > [スイッチの追加（Add Switches）] [英語]

例：スイッチでの SNMPv3 の設定
次に、スイッチでの SNMPv3 の設定例を示します。
snmp-server view v3default iso included
snmp-server group v3group v3 auth write v3default snmp-server user <username>
<v3group> v3 auth <md5 or sha> <authentication password>

スイッチに VLAN がある場合、各 VLAN を設定する必要があります。設定しないと、スイッチ
ポート トレーシングは失敗します。次に、スイッチに VLAN 1 および 20 がある場合の例を示し
ます。
snmp-server group v3group v3 auth context vlan-1 write v3default
snmp-server group v3group v3 auth context vlan-20 write v3default
snmp-server group v3group v3 auth context vlan-20 write v3default

SNMP v3 ビューの作成時に、すべての OID を含めてください。
関連トピック：
•

CSV ファイルを使用したスイッチのインポート
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CSV ファイルを使用したスイッチのインポート
CSV ファイルを使用して、Prime Infrastructure データベースにスイッチをインポートできます。
CSV ファイルの最初の行は、含まれている列の説明に使用されます。IP アドレス列は必須です。

例：CSV ファイルを使用したスイッチのインポート
次に、CSV ファイルの例を示します。
ip_address, network_mask, snmp_version, snmp_community, snmpv3_user_name,
snmpv3_auth_type, snmpv3_auth_password, snmpv3_privacy_type, snmpv3_privacy_password,
snmp_retries,
snmp_timeout,protocol,telnet_username,telnet_password,enable_password,telnet_timeout
16.1.1.3,255.255.255.0,v2,public,,,,,,3,10,telnet,cisco,cisco,cisco,60
16.1.1.4,255.255.255.0,v2,public,,,,,,3,10,ssh2,cisco,cisco,cisco,60
16.1.1.5,255.255.255.0,v2,public,,,,,,3,10,,cisco,cisco,cisco,60
16.1.1.6,255.255.255.0,v2,public,,,,,,3,10,telnet,cisco,cisco,cisco,60
3.3.3.3,255.255.255.0,v3,,default,HMAC-MD5,default,DES,default,3,4
4.4.4.4,255.255.255.0,v3,,default,HMAC-MD5,default,DES,default,3,4,telnet,cisco,cisco,
cisco,60

関連項目
•

例：スイッチでの SNMPv3 の設定

•

スイッチの追加

•

CSV ファイルのフィールド [英語]

[Civic ロケーション（Civic Location）] ペイン内のフィールドには、Civic 情報のインポート後に値
が取り込まれます。

スイッチの削除
Prime Infrastructure データベースからスイッチを削除すると、次の機能が実行されます。
•

そのスイッチのインベントリ情報が、データベースから削除されます。

•

スイッチのアラームは、ステータスが [クリア（Clear）] のデータベース内に残ります。デフォ
ルトでは、クリアされたアラームは Prime Infrastructure インターフェイスに表示されません。

•

保存したレポートは、レポートを実行したスイッチが削除されてもデータベースに残ります。

関連項目
•

スイッチの追加

•

Prime Infrastructure からのスイッチの削除
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Prime Infrastructure からのスイッチの削除
スイッチを Prime Infrastructure から削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] >
[デバイス タイプ（Device Type）] > [スイッチおよびハブ（Switches and Hubs）] を選択して、削除す
るスイッチの横にあるチェックボックスをクリックします。

ステップ 2

[削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 3

[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

スイッチの追加

有線クライアントの検出のためのスイッチでのトラップ
と Syslog の有効化
ここでは、クライアントの接続または切断時にクライアントを検出するために、Prime
Infrastructure にトラップと syslog を送信するようスイッチを設定する方法について説明します。

例：トラップの MAC 通知
（アイデンティティ クライアント以外の検出
で使用）
次の Cisco IOS の設定例では、この Cisco IOS スイッチ機能が MAC 通知用に SNMP トラップをス
イッチから Prime Infrastructure サーバに転送する方法を示します（802.1x クライアントの場合）。
snmp-server enable traps mac-notification change move threshold
snmp-server host<IP address of Prime Infrastructure server> version 2c <community-string>
mac-notification
mac address-table notification change interval 5
mac address-table notification change history-size 10
mac address-table notification change

interface <interface>
description non-identity clients
switchport access vlan <VLAN ID>
switchport mode access
snmp trap mac-notification change added <- interface level config for MAC Notification
snmp trap mac-notification change removed <- interface level config for MAC Notification

debug コマンドは次のとおりです。
debug snmp packets

show コマンドは次のとおりです。
show mac address-table notification change

関連項目
•

MAC 変更通知トラップの設定 [英語]
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Syslog 設定
syslog 設定は、syslog メッセージを Catalyst スイッチから Prime Infrastructure サーバに転送しま
す。この機能は、アイデンティティ クライアント検出に使用されます。

例：Cisco IOS 設定
archive
log config
notify syslog contenttype plaintext
logging facility auth
logging <IP address of Prime Infrastructure server>

関連項目
•

システム メッセージ ロギングの設定 [英語]

OfficeExtend アクセス ポイント
OfficeExtend アクセス ポイントは、リモート ロケーションでコントローラからアクセス ポイン
トへの安全な通信を提供し、インターネットを通じて会社の WLAN を従業員の自宅にシームレ
スに拡張します。ホーム オフィスでのテレワーカーのエクスペリエンスは、本社オフィスでのエ
クスペリエンスとまったく同じです。アクセス ポイントとコントローラの間の Datagram
Transport Layer Security（DTLS）による暗号化は、すべての通信のセキュリティを最高レベルにし
ます。
図 21-5 は、一般的な OfficeExtend アクセス ポイント セットアップを示します。
図 21-5

一般的な OfficeExtend アクセス ポイント セットアップ
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OfficeExtend アクセス ポイントは、ルータまたはネットワーク アドレス変換（NAT）を使用する
その他のゲートウェイ デバイスを越えて動作するよう設計されています。NAT により、ルータな
どのデバイスはインターネット（パブリック）と個人ネットワーク（プライベート）間のエージェ
ントとして動作でき、これにより、コンピュータのグループ全体を単一の IP アドレスとすること
ができます。コントローラ リリース 6.0 では、単一の NAT デバイスの後方では単一の
OfficeExtend アクセス ポイントのみを展開可能です。
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現時点では、WPLUS ライセンスにより Cisco 5500 シリーズのコントローラに接続された Cisco
Aironet 1130 シリーズおよび 1140 シリーズのアクセス ポイントだけを OfficeExtend アクセス ポ
イントとして設定できます。
ファイアウォールは、アクセス ポイントからの CAPWAP を使用するトラフィックを許可するよ
う設定されている必要があります。UDP ポート 5246 および 5247 が有効であり、アクセス ポイン
トがコントローラに接続できないようにすることがある中間デバイスによりブロックされてい
ないことを確認してください。

OfficeExtend アクセス ポイントのライセンシング
5500 シリーズ コントローラに WPlus ライセンスがインストールされていることを確認します。
ライセンスのインストール後、1130 シリーズまたは 1140 シリーズ アクセス ポイントで
OfficeExtend モードを有効にすることができます。
オペレーティング システムのソフトウェアによってアクセス ポイントが自動的に検出され、
Prime Infrastructure データベース内の既存のコントローラに関連付けられると Prime
Infrastructure データベースに追加されます。

アクセス ポイントのリンク遅延の設定
コントローラでリンク遅延を設定して、アクセス ポイントおよびコントローラの間のリンクを
計測できます。この機能は、コントローラに接続されたすべてのアクセス ポイントで使用できま
すが、特に、リンクの速度が低いか、信頼性の低い WAN 接続の可能性がある FlexConnect アクセ
ス ポイントで役立ちます。
リンク遅延は、接続モードが FlexConnect アクセス ポイントのみでサポートされます。スタンド
アロン モードの FlexConnect アクセス ポイントはサポートされません。
リンク遅延は、アクセス ポイントからコントローラ、およびコントローラからアクセス ポイン
トにおける CAPWAP ハートビート パケット（エコー要求および応答）のラウンドトリップ時間
をモニタします。この時間は、ネットワーク リンク速度およびコントローラの処理負荷によって
異なります。アクセス ポイントは、コントローラへの発信エコー要求およびコントローラから受
信するエコー応答をタイムスタンプ記録します。アクセス ポイントはこのデルタ時間をシステ
ムのラウンドトリップ時間としてコントローラに送信します。アクセス ポイントは、30 秒のデ
フォルト間隔でコントローラにハートビート パケットを送信します。
リンク遅延はアクセス ポイントとコントローラ間の CAPWAP 応答時間を計算します。ネット
ワーク遅延や ping 応答は計測しません。
コントローラにより、現在のラウンドトリップ時間および継続的な最短および最長ラウンドト
リップ時間が表示されます。最短および最長時間はコントローラが動作している限り維持され、
クリアして再開することもできます。
関連項目
•

リンク遅延の設定
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リンク遅延の設定
リンク遅延を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] >
[デバイス タイプ（Device Type）] > [ユニファイド AP（Unified AP）] を選択し、デバイス名をク
リックします。

ステップ 2

[リンク遅延を有効にする（Enable Link Latency）] チェックボックスをオンにして、このアクセス
ポイントのリンク遅延を有効にするか、またはオフにして、エコー応答受信ごとにアクセス ポイ
ントがコントローラにラウンドトリップ時間を送信しないようにします。デフォルト値はオフ
です。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックして変更内容を保存します。
リンク遅延の結果は、[リンク遅延を有効にする（Enable Link Latency）] チェックボックスの下に
表示されます。

ステップ 4

•

[現在（Current）
]：アクセス ポイントからコントローラ、およびコントローラからアクセス ポイ
ントの間の CAPWAP ハートビート パケットの現在のラウンドトリップ時間（ミリ秒単位）。

•

[最小（Minimum）]：リンク遅延が有効になったか、またはリセットされたために生じる、アク
セス ポイントからコントローラ、およびコントローラからアクセス ポイントの間の
CAPWAP ハートビート パケットの最短ラウンドトリップ時間（ミリ秒単位）。

•

[最大（Maximum）]：リンク遅延が有効になったか、またはリセットされたために生じる、アク
セス ポイントからコントローラ、およびコントローラからアクセス ポイントの間の
CAPWAP ハートビート パケットの最長ラウンドトリップ時間（ミリ秒単位）。

このアクセス ポイントのコントローラ上の現在、最小、および最大のリンク遅延統計をクリアす
るには、[リンク遅延のリセット（Reset Link Latency）] をクリックします。[最小（Minimum）]
フィールドおよび [最大（Maximum）] フィールドに更新された統計情報が表示されます。

ユニファイド アクセス ポイントの設定
[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] >
[デバイス タイプ（Device Type）] > [ユニファイド AP（Unified AP）] ページを使用して、ユニファ
イド アクセス ポイントを表示および設定できます。

（注）

グローバル ユーザ名設定は、AP レベルで上書きされないのであれば必須です。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ユニファイド AP（Unified AP）] を選択します。

ステップ 2

該当する IP アドレスをクリックすると、次のパラメータが表示されます。
•

[AP 名（AP Name）]：アクセス ポイント名をクリックして、アクセス ポイントの詳細を表示ま
たは設定します。

•

[ベース無線 MAC（Base Radio MAC）]

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

21-190

OL-32122-01-J

第 21 章

ワイヤレス デバイスの設定
ユニファイド アクセス ポイントの設定

ステップ 3

•

[管理ステータス（Admin Status）]

•

[AP モード（AP Mode）]

•

[ソフトウェア バージョン（Software Version）]

•

[プライマリ コントローラ名（Primary Controller Name）]

アクセス ポイント名をクリックして、アクセス ポイントの詳細を表示または設定します。表示
される情報は、アクセス ポイントのタイプに応じて異なります。

スニファ機能の使用
アクセス ポイントでスニファ機能を有効にした場合、そのアクセス ポイントはスニファとして
機能し、特定チャネル上のすべてのパケットを取得して、AiroPeek を実行するリモート マシンへ
転送します。これらのパケットには、タイムスタンプ、信号強度、パケット サイズなどの情報が含
まれます。
スニファ機能は、データ パケットのデコードをサポートする、サードパーティ製のネットワーク
分析ソフトウェアである AiroPeek を実行する場合だけ有効になります。AiroPeek の詳細は、次の
URL を参照してください。www.wildpackets.com/products/airopeek/overview

スニファ機能の使用に関する前提条件
スニファ機能を使用する前に、次の作業を完了しておく必要があります。
•

リモート サイトで、スニファ モードでアクセス ポイントを設定します。スニファ モードで
アクセス ポイントを設定する方法については、
「関連項目」の「Web ユーザ インターフェイス
を使用したスニファ モードでの AP の設定」を参照してください。

•

Windows XP マシンで AiroPeek バージョン 2.05 以降をインストールします。
– 次の dll ファイルをダウンロードするには、
WildPackets のメンテナンス メンバーである

必要があります。次の URL を参照してください。
https://wpdn.wildpackets.com/view_submission.php?id=30
•

次の dll ファイルをコピーします。
– socket.dll ファイルを Plugins フォルダ
（C:\ProgramFiles\WildPackets\AiroPeek\Plugins な

ど）へ
– socketres.dll ファイルを PluginRes フォルダ

（C:\ProgramFiles\WildPackets\AiroPeek\1033\PluginRes など）へ
関連項目
•

802.11 パラメータ
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リモート マシンでの AiroPeek の設定
リモート マシンで AiroPeek を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

AiroPeek アプリケーションを開始して、[ツール（Tools）] タブで [オプション（Options）] をクリッ
クします。

ステップ 2

[オプション（Options）] ページで [モジュールの分析（Analysis Module）] をクリックします。

ステップ 3

ページ内を右クリックして、[すべてを無効にする（Disable All）] オプションを選択します。

ステップ 4

[Cisco リモート モジュール（Cisco remote module）] 列を見つけて、有効にします。[OK] をクリッ
クして変更を保存します。

ステップ 5

[新しいキャプチャ（New capture）] をクリックして、[キャプチャ オプション（capture option）]
ページを表示します。

ステップ 6

アダプタ モジュールのリストからリモート Cisco アダプタを選択します。

ステップ 7

展開して、新しいリモート アダプタ オプションを見つけます。ダブルクリックして新規ページ
を開き、表示されるテキスト ボックスに名前を入力して、[IP アドレス（IP address）] 列にコント
ローラ管理インターフェイス IP を入力します。

ステップ 8

[OK] をクリックします。新しいアダプタがリモート Cisco アダプタに追加されます。

ステップ 9

アクセス ポイントを使用してリモートの airopeek キャプチャ用の新規アダプタを選択します。

ステップ 10

[キャプチャ（capture）] ページで [ソケット キャプチャの開始（start socket capture）] をクリックし
て、リモート キャプチャ プロセスを開始します。

ステップ 11

コントローラの CLI からアクセス ポイントを起動して、config ap mode sniffer ap-name コマンド
を入力してスニファ モードに設定します。
アクセス ポイントが再起動し、スニファ モードでアップ状態になります。

Web ユーザ インターフェイスを使用したスニファ モードでの AP の設定
Web ユーザ インターフェイスを使用してスニッファ モードで AP を設定するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、[AP 名（AP Name）] 列で項目をクリックしてそのページに移動します。

ステップ 2

[一般（General）] グループ ボックスで、ドロップダウン リストを使用して AP モードを [スニファ
（Sniffer）] に設定し、[適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 3

[無線インターフェイス（Radio Interfaces）] グループ ボックスの [プロトコル（Protocol）] 列でプロ
トコル（802.11a/802.11b/g）をクリックします。これによって、設定ページが開きます。

ステップ 4

スニファ パラメータを表示するには、[スニファ（Sniff）] チェックボックスをオンにします。スニ
ファ対象チャネルを選択し、サーバ（AiroPeek が実行されているリモート マシン）の IP アドレス
を入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして、変更内容を保存します。
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コントローラの冗長性の設定
「コントローラの冗長性」は、コントローラに組み込まれているハイ アベイラビリティ（HA）フ
レームワークを指しています。ワイヤレス ネットワーク コントローラの冗長性により、ネット
ワークのダウンタイムを削減することができます。冗長アーキテクチャでは、1 台のコントロー
ラがアクティブ状態となり、もう 1 台のコントローラがスタンバイ状態となります。スタンバイ
コントローラは、冗長ポートを使用してアクティブ コントローラのヘルスを常時モニタします。
両方のコントローラは管理インターフェイスの IP アドレスを含め、同じ設定を共有します。
コントローラのスタンバイ状態およびアクティブ状態は、製造時に付けられる固有デバイス識
別子（UDI）である、冗長在庫管理単位（SKU）によって決まります。冗長 SKU UDI を持つコント
ローラは、起動されて永続カウント ライセンスを実行するコントローラとペアになる場合、最初
はスタンバイ状態です。永続カウント ライセンスを持つコントローラの場合、コントローラがア
クティブ状態であるか、スタンバイ状態であるかを手動で設定できます。
Prime Infrastructure では、アクセス ポイントのステートフル スイッチオーバー（別名「AP SSO」）
がサポートされます。AP SSO により、コントローラのスイッチオーバーが発生しても AP セッ
ションがそのまま維持されます。コントローラの冗長性の詳細については、
「関連項目」の「ワイ
ヤレス冗長性の設定」を参照してください。
コントローラの冗長性は、Prime Infrastructure サーバのダウンタイムを削減するために使用され
る Prime Infrastructure の HA フレームワークと似ていますが、異なるものです。詳細については、
「関連項目」の「ハイ アベイラビリティの設定」を参照してください。
関連項目
•

ハイ アベイラビリティの設定

•

ワイヤレス冗長性の設定

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定
Prime Infrastructure では、プロファイルを使用してワイヤレスの脅威保護機能をすばやくアク
ティブ化する Cisco Adaptive Wireless Intrusion Prevention System（Cisco Adaptive wIPS または
wIPS）がサポートされます。
Prime Infrastructure には、顧客タイプや建物の種類、および業種に基づいた、
「教育（Education）」、
「金融（Financial）」、
「軍（Military）」、
「トレードショー（Tradeshow）」などの定義済み wIPS プロファ
イルのリストが用意されています。これらのプロファイルは「そのまま」使用することも、要件に
合わせてカスタマイズすることもできます。そして、選択した Mobility Services Engine とコント
ローラにプロファイルを適用できます。
Cisco Adaptive wIPS は、Prime Infrastructure パーティショニング機能をサポートしていません。
関連項目
•

wIPS プロファイルへのアクセス

•

wIPS プロファイルの追加

•

wIPS プロファイルの編集

•

wIPS プロファイルの適用

•

wIPS プロファイルの削除

•

wIPS ポリシー アラーム リファレンス [英語]
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wIPS プロファイルへのアクセス
Prime Infrastructure の [wIPS プロファイル リスト（wIPS Profiles List）] ページから wIPS プロファ
イルにアクセスできます。このページでは、現在の wIPS プロファイルを表示、編集、適用、削除し
たり、新しい wIPS プロファイルを作成したりすることができます。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [wIPS プロファイル（wIPS
Profiles）] の順に選択します。[wIPS プロファイル リスト（wIPS Profiles List）] に現在の wIPS プロ
ファイルが一覧表示されます。このリストには、既存のプロファイルごとに次の情報が表示され
ます。
•

[プロファイル名（Profile Name）]：wIPS プロファイルのユーザ定義名。
wIPS プロファイルを表示または編集するには、[プロファイル名（Profile Name）] をクリック
します。その後、
「関連項目」の「wIPS プロファイルの編集」の手順を実行します。

•

[プロファイル ID（Profile ID）]：プロファイルの固有識別子。

•

[バージョン（Version）]：プロファイルのバージョン。

•

[適用されている MSE（MSE(s) Applied To）]：このプロファイルが適用されている Mobility
Services Engine（MSE）の数を示します。MSE 数をクリックすると、プロファイルの割り当て
の詳細が表示されます。

•

[適用されているコントローラ（Controller(s) Applied To）]：このプロファイルが適用されてい
るコントローラの数を示します。コントローラ数をクリックすると、プロファイルの割り当
ての詳細が表示されます。

関連項目
•

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定

•

wIPS プロファイルの追加

•

wIPS プロファイルの編集

•

wIPS プロファイルの適用

•

wIPS プロファイルの削除

•

SSID グループの作成

wIPS プロファイルの追加
デフォルト プロファイルまたは現在設定済みのプロファイルを使用して新しい wIPS プロファ
イルを作成できます。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [wIPS プロファイル（wIPS
Profiles）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a Command）] > [プロファイルの追加（Add Profile）] > [実行（Go）] の順に
選択します。

ステップ 3

[プロファイル パラメータ（Profile Parameters）] ページの [プロファイル名（Profile Name）] テキス
ト ボックスにプロファイル名を入力します。
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ステップ 4

ステップ 5

ドロップダウン リストから、該当する定義済みのプロファイルを選択するか、[デフォルト
（Default）] を選択します。定義済みのプロファイルには次のものがあります。
•

[教育（Education）]

•

[EnterpriseBest]

•

[EnterpriseRogue]

•

[金融（Financial）]

•

[医療（HealthCare）]

•

[HotSpotOpen]

•

[Hotspot8021x]

•

[軍（Military）]

•

[小売（Retail）]

•

[トレードショー（Tradeshow）]

•

[ウェアハウス（Warehouse）]

次をクリックします。
•

変更および割り当てを行わずに wIPS プロファイルを保存する場合は、[保存（Save）] をク
リックします。プロファイルはプロファイル リストに表示されます。後で編集および割り当
てを行う場合は、
「関連項目」の「wIPS プロファイルへのアクセス」の説明に従ってプロファ
イルにアクセスできます。

•

プロファイルを保存して設定を編集し、Mobility Services Engine とコントローラに割り当て
る場合は、[保存および編集（Save and Edit）] をクリックします。詳細については、
「関連項目」
の「wIPS プロファイルの編集」を参照してください。

関連項目
•

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定

•

wIPS プロファイルへのアクセス

•

wIPS プロファイルの編集

wIPS プロファイルの編集
wIPS プロファイル エディタを使用すると、次の内容を含むプロファイルの詳細を設定できます。

ステップ 1

•

[SSID グループ（SSID groups）]：wIPS プロファイルを適用する SSID グループを選択します。

•

[ポリシーの包含（Policy inclusion）]：プロファイルに含めるポリシーを決定します。

•

[ポリシー レベル設定（Policy level settings）]：しきい値、重大度、通知の種類、ACL/SSID グ
ループなど、プロファイルに含まれる各ポリシーの設定を行います。

•

[MSE/コントローラ アプリケーション（MSE/controller applications）]：プロファイルを適用す
る MSE およびコントローラを選択します。

次の手順で wIPS プロファイル エディタにアクセスします。
•

新しい wIPS プロファイルを作成し、[保存および編集（Save and Edit）] をクリックします。

•

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [wIPS プロファイル（wIPS
Profiles）] を選択して、編集する wIPS プロファイルのプロファイル名をクリックします。
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Prime Infrastructure に [SSID グループ リスト（SSID Group List）] ページが表示されます。この
ページを使用して、現在の SSID グループの編集および削除、または新しいグループの追加を行
うことができます。SSID グループのグローバル リストから選択することもできます。詳細につ
いては、
「関連項目」の「SSID グループと wIPS プロファイルの関連付け」を参照してください。
ステップ 2

wIPS プロファイルに関連付ける SSID グループを選択し、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 3

[次へ（Next）] をクリックします。[プロファイル設定（Profile Configuration）] ページが表示され
ます。

ステップ 4

[ポリシーの選択（Select Policy）] ペインのポリシー ツリーで、現在のプロファイルで有効または
無効にするポリシーのチェックボックスをオンにします。
該当するブランチまたはポリシーのチェックボックスをオンにすることで、ブランチ全体また
は個別のポリシーを有効または無効にできます。
デフォルトでは、すべてのポリシーが選択されています。

ステップ 5

[プロファイル設定（Profile Configuration）] ページで、個々のポリシーをクリックしてポリシーの
説明を表示したり、現在のポリシー ルール設定を表示または変更したりします。各ポリシーで次
のオプションを使用できます。
•

[追加（Add）]：このポリシーに新しいルールを作成するには、[追加（Add）] をクリックして [ポ
リシー ルール設定（Policy Rule Configuration）] ページにアクセスします。

•

[編集（Edit）]：このルールの設定を編集するには、該当するルールのチェックボックスをオン
にし、[編集（Edit）] をクリックして [ポリシー ルール設定（Policy Rule Configuration）] ページ
にアクセスします。

•

[削除（Delete）]：削除するルールのチェックボックスをオンにし、[削除（Delete）] をクリック
します。[OK] をクリックして削除を実行します。
1 つ以上のポリシー ルールが存在する必要があります。リスト内に 1 つしかない場合、その
ポリシー ルールは削除できません。

•

[上に移動（Move UP）]：リスト内で上に移動するルールのチェックボックスをオンにします。
[上に移動（Move UP）] をクリックします。

•

[下に移動（Move DOWN）]：リスト内で下に移動するルールのチェックボックスをオンにし
ます。[下に移動（Move DOWN）] をクリックします。

ポリシー レベルで次の設定を行うことができます。
•

[しきい値（Threshold）
（すべてのポリシーに適用されるわけではありません）
]
：選択したポリ
シーに関連付けられたしきい値または上限を示します。ポリシーのしきい値に達すると、ア
ラームがトリガーされます。
すべてのポリシーに 1 つ以上のしきい値が含まれている必要があるため、標準的なワイヤレス
ネットワークの問題に基づいて、各ポリシーにデフォルトのしきい値が定義されています。
しきい値オプションは、選択したポリシーに応じて異なります。
Cisco Adaptive wIPS DoS およびセキュリティ ペネトレーション攻撃からのアラームは、セ
キュリティ アラームとして分類されます。これらの攻撃の概要は [セキュリティ サマリー
（Security Summary）] ページにあります。このページにアクセスするには、[モニタ（Monitor）] >
[セキュリティ（Security）] の順に選択します。wIPS の攻撃は [脅威および攻撃（Threats and
Attacks）] セクションにあります。

•

[重大度（Severity）]：選択したポリシーの重大度を示します。パラメータとしては、[重大
（critical）]、[やや重大（major）]、[情報（info）]、および [警告（warning）] があります。このフィー
ルドの値は、ワイヤレス ネットワークに応じて変わります。
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•

[通知（Notification）]：しきい値に関連付けられた通知の種類を示します。

•

[ACL/SSID グループ（ACL/SSID Group）]：このしきい値が適用される ACL または SSID グルー
プを示します。
選択されたグループのみポリシーをトリガーします。

ステップ 6

プロファイル設定が完了したら、[保存（Save）] をクリックして変更内容をプロファイルに保存し
ます。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックすると [MSE/コントローラ（MSE/Controller(s)）] ページが表示されます。

ステップ 8

[プロファイルの適用（Apply Profile）] ページで、現在のプロファイルを適用する MSE とコント
ローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 9

選択が完了したら、[適用（Apply）] をクリックして現在のプロファイルを選択した MSE とコン
トローラに適用します。
新しく作成したプロファイルを [プロファイル リスト（Profile List）] ページから直接適用するこ
ともできます。
「関連項目」の「wIPS プロファイルの適用」を参照してください。

関連項目
•

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定

•

wIPS プロファイルの適用

•

SSID グループと wIPS プロファイルの関連付け

•

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定

•

SSID グループの作成

wIPS プロファイルの適用
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [wIPS プロファイル（wIPS
Profiles）] の順に選択します。

ステップ 2

適用する wIPS プロファイルのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a Command）] > [プロファイルの適用（Apply Profile）] > [実行（Go）] の順
に選択します。

ステップ 4

プロファイルを適用する Mobility Services Engine とコントローラを選択します。
新しいプロファイルの割り当てが現在の割り当てと異なる場合、プロファイルを別の名前で保
存するよう求められます。

ステップ 5

[適用（Apply）] をクリックします。

関連項目
•

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定

•

SSID グループの作成
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wIPS プロファイルの削除
MSE とコントローラに現在適用されているプロファイルは削除できません。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [wIPS プロファイル（wIPS
Profiles）] の順に選択します。

ステップ 2

削除する wIPS プロファイルのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a Command）] > [プロファイルの削除（Delete Profile）] > [実行（Go）] の順
に選択します。

ステップ 4

[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定

•

wIPS プロファイルの編集

•

SSID グループと wIPS プロファイルの関連付け

SSID グループと wIPS プロファイルの関連付け
SSID（Service Set IDentifier）は、802.11（Wi-Fi）ネットワークを識別するトークンまたはキーです。
802.11 ネットワークに参加するには SSID が必要になります。
SSID を wIPS プロファイルに関連付けるには、SSID を SSID グループに追加して、その SSID グ
ループを wIPS プロファイルに関連付けます。
関連項目
•

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定

•

SSID グループの作成

•

SSID グループの編集

•

SSID グループの編集

•

SSID グループの削除

SSID グループの作成
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [wIPS プロファイル（wIPS
Profiles）] の順に選択します。

ステップ 2

いずれかの wIPS プロファイルのプロファイル名をクリックします。Prime Infrastructure に [SSID
グループ リスト（SSID Group List）] ページが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a Command）] > [グループの追加（Add Groups）] > [実行（Go）] の順に選択
します。

ステップ 4

テキスト ボックスに SSID グループ名を入力します。
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ステップ 5

[SSID リスト（SSID List）] テキスト ボックスに SSID を入力します。複数の SSID を入力するに
は、各 SSID の後に改行を入れます。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

SSID グループと wIPS プロファイルの関連付け

•

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定

SSID グループの編集
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [wIPS プロファイル（wIPS
Profiles）] の順に選択します。

ステップ 2

いずれかの wIPS プロファイルのプロファイル名をクリックします。Prime Infrastructure に [SSID
グループ リスト（SSID Group List）] ページが表示されます。

ステップ 3

編集する SSID グループのチェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a Command）] > [グループの編集（Edit Group）] > [実行（Go）] の順に選択
します。

ステップ 5

[SSID グループ名（SSID Group Name）] または [SSID リスト（SSID List）] に必要な変更を加えます。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

SSID グループと wIPS プロファイルの関連付け

•

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定

SSID グループの削除
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [wIPS プロファイル（wIPS
Profiles）] の順に選択します。

ステップ 2

いずれかの wIPS プロファイルのプロファイル名をクリックします。Prime Infrastructure に [SSID
グループ リスト（SSID Group List）] ページが表示されます。

ステップ 3

削除する SSID グループのチェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a Command）] > [グループの削除（Delete Group）] > [実行（Go）] の順に選
択します。

ステップ 5

[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

SSID グループと wIPS プロファイルの関連付け

•

Cisco Adaptive wIPS プロファイルの設定
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Prime Infrastructure を使用した MSE ハイ アベイラビリ
ティの管理
Prime Infrastructure を使用して、MSE ハイ アベイラビリティ（HA）が設定された Cisco Mobility
Services Engine（MSE）デバイスをペアリングおよび管理することができます。その方法と関連タ
スクの実行方法については、下記の「関連項目」を参照してください。
関連項目
•

MSE ハイ アベイラビリティの設定 [英語]

•

Prime Infrastructure への MSE の追加

•

MSE HA の自動および手動のフェールオーバーとフェールバック

•

MSE HA サーバのペアリング

•

MSE HA デバイスの設定済みパラメータの表示

•

MSE ハイ アベイラビリティ ステータスの表示

•

MSE HA の手動フェールオーバーまたはフェールバックのトリガー

•

自動 MSE HA フェールオーバーおよびフォールバックの有効化

•

自動 MSE HA フェールオーバーおよびフォールバックの有効化

MSE HA の自動および手動のフェールオーバーとフェールバック
MSE HA は、プライマリ MSE に障害が発生しても MSE サービスに引き続きアクセスできるよ
うにするための機能です。セカンダリ MSE がプライマリ MSE のデータの完全なコピーを保持
して、バックアップとして機能します。ヘルス モニタおよび「ハートビート」のプロセスがプライ
マリとセカンダリの両方で実行されることで、各サーバは互いの状態を常に把握できます。
プライマリ MSE で障害が発生すると、必ずセカンダリ MSE への「フェールオーバー」がトリ
ガーされます。Prime Infrastructure は、プライマリの問題が解決するまで、プライマリではなくセ
カンダリのモビリティ サービスを使用します。
プライマリが復旧すると「フェールバック」がトリガーされます。プライマリ MSE に制御が戻さ
れ、フェールオーバー中のネットワークの状態に関するデータがセカンダリ MSE からプライマ
リに複製されます。
MSE HA を設定する場合、自動または手動のどちらでフェールオーバーをトリガーするか選択
できます。フェールバックについても同様の選択肢があります。
MSE HA を手動フェールオーバーまたはフェールバックに設定した場合は、プライマリに障害
が発生した際や、サービスが復旧した際に送信される重大アラームに応じて、それぞれの動作を
ユーザがトリガーする必要があります。
自動フェールオーバーを行うように MSE HA を設定すると、ネットワーク管理者による MSE
HA の管理の必要性が減少します。また、セカンダリ サーバが自動的に起動されるため、約 10 秒
以内（デフォルト）でプライマリの障害が検出され、フェールオーバーの発生原因となった状況
への対応に要する時間が削減されます。MSE HA が自動フェールバックに設定されている場合、
システムは 1 分に 1 回送信される ping メッセージを 30 回正常に受信するまでフェールバック
をトリガーしません。
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関連項目
•

MSE HA サーバのペアリング

•

自動 MSE HA フェールオーバーおよびフォールバックの有効化

•

Prime Infrastructure を使用した MSE ハイ アベイラビリティの管理

MSE HA サーバのペアリング
MSE デバイスのハイ アベイラビリティをアクティブ化するには、1 台の MSE サーバがプライマ
リ MSE デバイスとして動作し、別の 1 台がセカンダリ MSE として動作するペアリングを作成す
る必要があります。
ペアリングできるのは、次の状態の MSE デバイスのみです。
• 「関連項目」
の「MSE ハイ アベイラビリティの設定」の説明に従って、MSE ハイ アベイラビリ

ティで使用できるよう適切に設定されている。
• 「関連項目」
の「Prime Infrastructure への MSE の追加」の説明に従って、Prime Infrastructure に

追加されている。
はじめる前に

ペアリングを作成するには、次の情報が必要です。
•

プライマリ MSE サーバのデバイス名。

•

セカンダリ MSE サーバのデバイス名。これは、以前に割り当てたデバイス名か、サーバのペ
アリング時に割り当てる新しい名前になります。

•

セカンダリ MSE HA サーバの IP アドレス。HA 用に MSE サーバを設定した際に割り当てた、
HA ヘルス モニタの IP アドレスです。

•

セカンダリ MSE HA サーバのパスワード。HA 用に MSE サーバを設定した際に割り当てた、
Prime Infrastructure 通信パスワードです。

また、手動または自動フェールバックのどちらで MSE HA サーバを設定するかを決める必要が
あります。ガイドラインについては、
「関連項目」の「MSE HA の自動および手動のフェールオー
バーとフェールバック」を参照してください。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。既存の MSE のリストが表示されます。

ステップ 2

リストで、プライマリ MSE HA サーバとして動作させる MSE を見つけます。

ステップ 3

MSE リストの [セカンダリ サーバ（Secondary Server）] 列には、
「N/A（ここをクリックして設定し
てください）
（N/A (Click here to configure)）」というメッセージが表示されます。このリンクをク
リックして、プライマリ MSE の HA 設定ページを表示します。

ステップ 4

該当するフィールドに、セカンダリ MSE のデバイス名、ヘルス モニタの IP アドレス、および
Prime Infrastructure 通信パスワードを入力します。

ステップ 5

フェールオーバーおよびフェールバックのタイプを指定します。[手動（Manual）] または [自動
（Automatic）] のいずれかを選択できます。

ステップ 6

[長時間のフェイルオーバー待機（Long Failover Wait）] を指定します。これは、プライマリ MSE の
障害が検出された後、システムが自動フェールオーバーをトリガーするまでに待機する最大時
間です。デフォルトは 10 秒で、最大は 120 秒です。
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ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。Prime Infrastructure は、これらの MSE のペアリングを確認する
プロンプトを表示します。[OK] をクリックして確定します。
Prime Infrastructure によってペアリングと同期が自動的に行われます。これらのプロセスは、ネッ
トワーク帯域幅やその他の要因に応じて、
完了までに最大 20 分かかる場合があります。
プロセスの進行
状況を確認するには、[サービス（Services）] > [モビリティ サービス エンジン（Mobility Services
Engines）] > [システム（System）] > [サービス ハイ アベイラビリティ（Services High Availability）] >
[HA ステータス（HA Status）] を選択します。

関連項目
•

MSE ハイ アベイラビリティの設定 [英語]

•

Prime Infrastructure への MSE の追加

•

MSE HA の自動および手動のフェールオーバーとフェールバック

•

自動 MSE HA フェールオーバーおよびフォールバックの有効化

•

Prime Infrastructure を使用した MSE ハイ アベイラビリティの管理

MSE HA デバイスの設定済みパラメータの表示
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

HA パラメータを表示する方法は次のとおりです。
•

プライマリ MSE HA サーバの場合は、[デバイス名（Device Name）] 列でサーバの名前をク
リックします。

•

セカンダリ MSE HA サーバの場合は、[セカンダリ サーバ（Secondary Server）] 列でサーバの
名前をクリックします。

Prime Infrastructure に、選択したサーバの [Mobility Services Engines 設定（Mobility Services
Engines configuration）] ページが表示されます。
ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから [HA 設定（HA Configuration）] を選択します。[HA 設定（HA
Configuration）] ページに次の情報が表示されます。
•

[プライマリ ヘルス モニタ IP（Primary Health Monitor IP）]

•

[セカンダリ デバイス名（Secondary Device Name）]

•

[セカンダリ IP アドレス（Secondary IP Address）]

•

[セカンダリ パスワード（Secondary Password）]

•

[セカンダリ プラットフォーム UDI（Secondary Platform UDI）]

•

[セカンダリ アクティベーション ステータス（Secondary Activation Status）]

•

[フェールオーバー タイプ（Failover Type）]

•

[フェールバック タイプ（Failback Type）]

•

[長時間のフェイルオーバー待機（Long Failover Wait）]
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関連項目
•

MSE HA サーバのペアリング

•

MSE ハイ アベイラビリティ ステータスの表示

•

MSE HA の手動フェールオーバーまたはフェールバックのトリガー

•

自動 MSE HA フェールオーバーおよびフォールバックの有効化

•

自動 MSE HA フェールオーバーおよびフォールバックの有効化

•

Prime Infrastructure を使用した MSE ハイ アベイラビリティの管理

MSE ハイ アベイラビリティ ステータスの表示
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

HA ステータスを表示する方法は次のとおりです。
•

プライマリ MSE HA サーバの場合は、[デバイス名（Device Name）] 列でサーバの名前をク
リックします。

•

セカンダリ MSE HA サーバの場合は、[セカンダリ サーバ（Secondary Server）] 列でサーバの
名前をクリックします。

Prime Infrastructure に、選択したサーバの [Mobility Services Engines 設定（Mobility Services
Engines configuration）] ページが表示されます。
ステップ 3

ステップ 4

左側のサイドバーのメニューで [HA ステータス（HA Status）] を選択します。[現在のハイ アベイ
ラビリティ ステータス（Current High Availability Status）] ページに、次の情報が表示されます。
•

[ステータス（Status）]：MSE HA サーバがアクティブで正しく同期されているかどうかを示し
ます。

•

[ハートビート（Heartbeats）]：MSE HA サーバがパートナーとハートビート信号を交換してい
るかどうかを示します。

•

[データ レプリケーション（Data Replication）]：MSE HA サーバがパートナーのデータを複製
しているかどうかを示します。

•

[平均ハートビート応答時間（Mean Heartbeat Response Time）]：サーバ間の平均ハートビート
応答時間を表示します。

•

[イベント ログ（Events Log）]：MSE サーバが生成した直近 20 個のイベントを表示します。

MSA サーバの HA ステータス情報とイベント ログを更新するには、[ステータスの更新（Refresh
Status）] をクリックします。

関連項目
•

MSE HA サーバのペアリング

•

MSE HA デバイスの設定済みパラメータの表示

•

自動 MSE HA フェールオーバーおよびフォールバックの有効化

•

Prime Infrastructure を使用した MSE ハイ アベイラビリティの管理
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MSE HA の手動フェールオーバーまたはフェールバックのトリガー
手動フェールオーバーとフェールバックはデフォルトで有効になっています。手動設定の場合、
システム アラームに応じて、Prime Infrastructure の管理者がフェールオーバーおよびフェール
バックを手動でトリガーする必要があります。
ペアリングした MSE HA サーバを自動フェールオーバーおよびフェールバックに設定すること
もできます（「関連項目」を参照）。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

トリガーする方法は次のとおりです。
•
•

プライマリからセカンダリへのフェールオーバーをトリガーするには、[デバイス名（Device
Name）] 列でプライマリ MSE HA サーバの名前をクリックします。
セカンダリからプライマリへのフェールバックをトリガーするには、[セカンダリ サーバ
（Secondary Server）] 列でセカンダリ MSE HA サーバの名前をクリックします。

Prime Infrastructure に、選択したサーバの [Mobility Services Engines 設定（Mobility Services
Engines configuration）] ページが表示されます。
ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから [HA 設定（HA Configuration）] を選択します。[HA 設定（HA
Configuration）] ページに、選択したサーバの HA 設定情報が表示されます。

ステップ 4

フェールオーバーまたはフェールバックを開始するには、[スイッチオーバー（Switchover）] をク
リックします。

ステップ 5

[OK] をクリックして、スイッチオーバーの開始を確定します。

関連項目
•

MSE HA の自動および手動のフェールオーバーとフェールバック

•

自動 MSE HA フェールオーバーおよびフォールバックの有効化

•

Prime Infrastructure を使用した MSE ハイ アベイラビリティの管理

自動 MSE HA フェールオーバーおよびフォールバックの有効化
手動フェールオーバーとフェールバックはデフォルトで有効になっています。ペアリングした
MSE HA サーバを自動フェールオーバーおよびフェールバックに設定すると、次のように自動
的に変更されます。

ステップ 1
ステップ 2

•

プライマリからセカンダリへのフェールオーバー：セカンダリがプライマリの障害を検出す
るとすぐにトリガーされます。

•

セカンダリからプライマリへのフェールバック：セカンダリからプライマリへの ping メッ
セージの送信が 30 回成功するとトリガーされます。ping 要求は、1 分間に 1 回送信されます。

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [MSE ハイ アベイラビリティ
（MSE High Availability）] を選択します。
[デバイス名（Device Name）] 列でプライマリ MSE HA サーバの名前をクリックします。
Prime Infrastructure に、プライマリ MSE HA サーバの [HA 設定（HA Configuration）] ページが表示
されます。
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ステップ 3

[フェールオーバー タイプ（Failover Type）] および [フェールバック タイプ（Failback Type）] リス
ト ボックスで [自動（Automatic）] を選択します。

ステップ 4

必要に応じて、プライマリでの障害の検出から自動フェールオーバーまでの最大遅延を制御す
るには、[長時間のフェイルオーバー待機（Long Failover Wait）] の値を変更します。デフォルトは
10 秒です。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして変更内容を保存します。

関連項目
•

MSE HA の自動および手動のフェールオーバーとフェールバック

•

MSE HA の手動フェールオーバーまたはフェールバックのトリガー

•

Prime Infrastructure を使用した MSE ハイ アベイラビリティの管理

MSE HA サーバのペアリング解除
ステップ 1
ステップ 2

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [MSE ハイ アベイラビリティ
（MSE High Availability）] を選択します。
[デバイス名（Device Name）] 列でプライマリ MSE HA サーバの名前をクリックします。
Prime Infrastructure に、プライマリ MSE HA サーバの [HA 設定（HA Configuration）] ページが表示
されます。

ステップ 3

[削除（Delete）] をクリックして、MSE HA サーバのペアリングを解除します。

ステップ 4

[OK] をクリックして、MSE HA サーバのペアリング解除を確定します。

関連項目
•

MSE HA サーバのペアリング

•

Prime Infrastructure を使用した MSE ハイ アベイラビリティの管理

コントローラの自動プロビジョニング
自動プロビジョニングでは、Prime Infrastructure によるワイヤレス LAN コントローラ（WLC）の
新規設定や切り替えを自動化できます。Prime Infrastructure の自動プロビジョニング機能を使用
すれば、多数のコントローラで構成された顧客環境を簡素化できます。
自動プロビジョニングの権限を有効にするには、Admin、Root、または SuperUser ステータスでロ
グインしている必要があります。
ユーザの自動プロビジョニング権限を有効または無効にするには、Prime Infrastructure の [管理
設定（Administration Settings）] > [ユーザ（Users）]、[ロール（Roles）]、[AAA] > [ユーザ グループ
（User Groups）] > [グループ名] > [許可されているタスクのリスト（List of Tasks Permitted）] で、許
可されているタスクを編集します。各チェックボックスをオンまたはオフにして、これらの権限
の有効と無効を切り替えます。
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コントローラの自動プロビジョニング

コントローラの無線および b/g ネットワークは、Prime Infrastructure のダウンロードされたス
タートアップ コンフィギュレーション ファイルで最初は無効になっています。必要に応じて、
テンプレートを使用し、それらの無線ネットワークを有効にできます。テンプレートは、自動化
されたテンプレートの 1 つとして含まれている必要があります。
自動プロビジョニング フィルタ コンテンツを指定するには、アプリケーションに直接詳細を入
力するか、CSV ファイルから詳細をインポートします。自動プロビジョニング機能は、5500 シ
リーズのコントローラと 5500 シリーズ以外のコントローラをサポートしています。5500 シリー
ズ以外のコントローラでは、AP マネージャ インターフェイスのコンフィギュレーション情報が
定義されているのに対し、5500 シリーズのコントローラにはこの情報がありません。
自動プロビジョニング機能にアクセスするには、[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ
（Plug and Play）] > [WLC 自動プロビジョニング（WLC Auto Provisioning）] を選択します。
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コントローラ設定グループの作成
この章では、コントローラ設定グループとモビリティ グループを作成する方法について説明し
ます。
•

コントローラ設定グループの追加

•

コントローラ設定グループの設定

•

設定グループでのコントローラの追加または削除

•

設定グループでのテンプレートの追加または削除

•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループの監査

•

設定グループのリブート

•

モビリティについて

•

モビリティ グループについて

•

モビリティ アンカー

コントローラ設定グループの追加
新しいコントローラ設定グループを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドを選択（Select a Command）] ドロップダウン リストから、[設定グループの追加（Add
Configuration Group）] を選択し、[実行（GO）] をクリックします。[グループの新規追加（Add New
Group）] ページが表示されます。

ステップ 3

新しい設定グループ名を入力します。これは全グループで一意である必要があります。

ステップ 4

Prime Infrastructure で作成されたその他のテンプレートを、設定グループに割り当てることがで
きます。同じ WLAN テンプレートを、複数の設定グループに割り当てることができます。次のオ
プションから選択します。
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コントローラ設定グループの設定

•

後でテンプレートを追加するには、[後から選択して追加（Select and add later）] をクリックし
ます。

•

別のコントローラからテンプレートをコピーするには、[コントローラからテンプレートを
コピー（Copy templates from a controller）] をクリックします。現在のコントローラ一覧からコ
ントローラを選択して、それに適用されているテンプレートを新しい設定グループにコピー
します。テンプレートだけがコピーされます。

無線テンプレートを使用する場合、テンプレートの順序が重要になります。たとえば、テンプ
レート リストに無線テンプレートが含まれ、無線パラメータを適用する前に無線ネットワーク
を無効にする必要がある場合、まず無線ネットワークを無効にするテンプレートをテンプレー
トに追加する必要があります。
ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。[設定グループ（Configuration Groups）] ページが表示されます。

関連項目
•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループの監査

•

設定グループのリブート

•

コントローラ モビリティ グループの設定：ワークフロー

•

コントローラ設定グループの設定

•

設定グループでのコントローラの追加または削除

•

設定グループでのテンプレートの追加または削除

•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループの監査

•

設定グループのリブート

コントローラ設定グループの設定
コントローラ設定グループを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択して、[グループ名（Group Name）] 列でグループ名をクリック
します。[設定グループ（Configuration Group）] ページが表示されます。

ステップ 2

[全般（General）] タブをクリックします。次のような設定グループのオプションが表示されます。
•

[グループ名（Group Name）]：設定グループの名前
– [バックグラウンド監査を有効化
（Enable Background Audit）]：これを選択すると、このグ

ループに含まれるすべてのテンプレートが、ネットワークとコントローラの監査中にコ
ントローラに対して監査されます。
– [強制適用を有効化
（Enable Enforcement）]：これを選択すると、何らかの矛盾が見つかっ

た場合、監査中にテンプレートが自動的に適用されます。
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選択した監査モードが [テンプレート ベースの監査（Template based audit）] である場合、設定グ
ループ テンプレートの監査と強制適用が行われます。
– [モビリティ グループを有効化
（Enable Mobility Group）]：これを選択すると、モビリティ

グループ名がグループ内のすべてのコントローラに適用されます。
•

[モビリティ グループ名（Mobility Group Name）]：グループ内のすべてのコントローラに適用
されるモビリティ グループ名。ここでモビリティ グループ名を変更することもできます。
1 つのコントローラを複数の設定グループに含めることができます。

•

[最終変更日時（Last Modified On）]：設定グループを最後に変更した日付と時刻。

•

[最終適用日時（Last Applied）]：最後に変更を適用した日付と時刻。

ステップ 3

[適用/スケジュール（Apply/Schedule）] タブをクリックして、指定したモビリティ グループ名を
グループ コントローラに配信し、各グループ コントローラでモビリティ グループ メンバーを作
成する必要があります。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ設定グループの追加

•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループの監査

•

設定グループのリブート

•

コントローラ モビリティ グループの設定：ワークフロー

•

コントローラ設定グループの追加

•

設定グループでのコントローラの追加または削除

•

設定グループでのテンプレートの追加または削除

•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループの監査

•

設定グループのリブート

設定グループでのコントローラの追加または削除
設定グループのコントローラを追加または削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択して、[グループ名（Group Name）] 列でグループ名をクリック
します。

ステップ 2

[コントローラ（Controllers）] タブをクリックします。このテーブルの列にはコントローラの IP ア
ドレス、コントローラが含まれる設定グループの名前、コントローラのモビリティ グループ名が
表示されます。

ステップ 3

グループに追加するコントローラの行をクリックして強調表示させます。
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設定グループでのテンプレートの追加または削除

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。
グループからコントローラを削除する場合は、[グループ コントローラ（Group Controllers）] ボッ
クスのコントローラを強調表示して、[削除（Remove）] ボタンをクリックします。

ステップ 5

設定グループのコントローラを追加または削除するには、[適用/スケジュール（Apply/Schedule）]
タブをクリックしてから [適用（Apply）] をクリックする必要があります。

ステップ 6

[選択内容を保存（Save Selection）] をクリックします。

関連項目
•

コントローラ設定グループの追加

•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループの監査

•

設定グループのリブート

•

コントローラ モビリティ グループの設定：ワークフロー

•

コントローラ設定グループの追加

•

コントローラ設定グループの設定

•

設定グループでのテンプレートの追加または削除

•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループの監査

•

設定グループのリブート

設定グループでのテンプレートの追加または削除
設定グループのテンプレートを追加または削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択して、[グループ名（Group Name）] 列でグループ名をクリック
します。

ステップ 2

[テンプレート（Templates）] タブをクリックします。[残りのテンプレート（Remaining Templates）]
テーブルに、使用可能なすべてのテンプレートの項目番号、テンプレート名、およびテンプレー
トの種類と使用方法が表示されます。

ステップ 3

グループに追加するテンプレートの行をクリックして強調表示させます。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックして、強調表示されたテンプレートを [グループ テンプレート（Group
Templates）] 列に移動します。
グループからテンプレートを削除する場合は、[残りのテンプレート（Remaining Templates）] ボッ
クスのテンプレートを強調表示して、[削除（Remove）] をクリックします。

ステップ 5

設定グループのテンプレートを追加または削除するには、[適用/スケジュール（Apply/Schedule）]
タブをクリックしてから [適用（Apply）] をクリックする必要があります。

ステップ 6

[選択内容を保存（Save Selection）] をクリックします。
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関連項目
•

コントローラ モビリティ グループの設定：ワークフロー

•

コントローラ設定グループの追加

•

コントローラ設定グループの設定

•

設定グループでのコントローラの追加または削除

•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループの監査

•

設定グループのリブート

設定グループの適用またはスケジューリング
スケジューリング機能を使用して、プロビジョニングの開始日および開始時刻をスケジューリ
ングできます。
適用プロビジョニング時には、他の設定グループ機能が実行されないことを確認してください。
モビリティ グループ、モビリティ メンバー、およびテンプレートを設定グループのすべてのコ
ントローラに適用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択して、[グループ名（Group Name）] 列でグループ名をクリック
します。

ステップ 2

[適用/スケジュール（Apply/Schedule）] タブをクリックして、このページにアクセスします。

ステップ 3

[適用（Apply）] をクリックして、モビリティ グループ、モビリティ メンバー、およびテンプレート
のプロビジョニングを、設定グループのすべてのコントローラに対して開始します。適用後に
は、このページを離れたり、Prime Infrastructure からログアウトすることができます。プロセスは
継続され、後でこのページに戻りレポートを表示できます。
レポートが生成され、[最近適用したレポート（Recent Apply Report）] ページに表示されます。ど
のモビリティ グループ、モビリティ メンバー、またはテンプレートが各コントローラに正常に
適用されたかが表示されます。
ページに表示されたとおりにレポートを印刷するには、ページの印刷の向きに横を選択する必
要があります。

ステップ 4

テキスト ボックスに開始日を入力するか、カレンダーのアイコンを使用して開始日を選択し
ます。

ステップ 5

開始時刻を、[時間（hours）] および [分（minutes）] ドロップダウン リストを使用して選択します。

ステップ 6

[スケジュール（Schedule）] をクリックすると、スケジューリングした時間にプロビジョニングを
開始します。

関連項目
•

コントローラ モビリティ グループの設定：ワークフロー

•

コントローラ設定グループの追加

•

コントローラ設定グループの設定

•

設定グループでのコントローラの追加または削除
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設定グループの監査

•

設定グループでのテンプレートの追加または削除

•

設定グループの監査

•

設定グループのリブート

設定グループの監査
[設定グループの監査（Configuration Groups Audit）] ページを使用すると、コントローラの設定が
グループ テンプレートおよびモビリティ グループに従っているかどうかを確認できます。
設定グループを監査する際には、
1.

この画面を終了したり、Prime Infrastructure からログアウトしたりできます。プロセスは継続
され、後でこのページに戻りレポートを表示できます。

2.

監査中は、その他の設定グループの機能は実行しないでください。

3.

この監査では、デバイスに対して Prime Infrastructure 設定は強制適用されません。矛盾の識
別のみを行います。

設定グループ監査を実行するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択して、[グループ名（Group Name）] 列でグループ名をクリック
します。

ステップ 2

[監査（Audit）] タブをクリックして、このページにアクセスします。

ステップ 3

[コントローラ（Controllers）] タブからコントローラをクリックして強調表示し、[>> (追加)
（>> (Add)）] および [選択内容を保存（Save Selection）] を選択します。

ステップ 4

[テンプレート（Templates）] タブからテンプレートをクリックして強調表示し、[>> (追加)
（>> (Add)）] および [選択内容を保存（Save Selection）] を選択します。

ステップ 5

[監査（Audit）] をクリックして、監査プロセスを開始します。
レポートが生成され、各コントローラの現在の設定が設定グループのテンプレートと比較され
ます。レポートには監査ステータス、同期テンプレートの数、非同期テンプレートの数が表示さ
れます。

ステップ 6

[詳細（Details）] をクリックして、コントローラ監査レポートの詳細を表示します。

ステップ 7

項目をダブルクリックして、[属性の差異（Attribute Differences）] ページを開きます。このページ
には属性、Prime Infrastructure での属性値、コントローラでの属性値が表示されます。

ステップ 8

[Prime Infrastructure の値の保持（Retain Prime Infrastructure Value）] をクリックすると、[属性の相
違点（Attribute Differences）] ページのすべての属性がデバイスに適用されます。

ステップ 9

[閉じる（Close）] をクリックして、[コントローラ監査レポート（Controller Audit Report）] ページに
戻ります。

関連項目
•

コントローラ モビリティ グループの設定：ワークフロー

•

コントローラ設定グループの追加

•

コントローラ設定グループの設定

•

設定グループでのコントローラの追加または削除
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•

設定グループでのテンプレートの追加または削除

•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループのリブート

設定グループのリブート
設定グループをリブートするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択して、[グループ名（Group Name）] 列でグループ名をクリック
します。

ステップ 2

[リブート（Reboot）] タブをクリックします。

ステップ 3

一度に 1 つのコントローラをリブートして、そのコントローラが起動するまで次のコントロー
ラのリブートを待つ場合には、[リブートをカスケード（Cascade Reboot）] チェックボックスをオ
ンにします。

ステップ 4

[リブート（Reboot）] をクリックすると、設定グループのすべてのコントローラが同時にリブート
されます。リブート中に、このページを終了したり、Prime Infrastructure からログアウトしたりで
きます。プロセスは継続され、後でこのページに戻りレポートを表示できます。
[最近のリブート レポート（Recent Reboot Report）] ページに、各コントローラがリブートされた
時間、リブート後のコントローラのステータスが表示されます。Prime Infrastructure がコント
ローラをリブートできない場合は、失敗が表示されます。
ページに表示されたとおりにレポートを印刷するには、ページの印刷の向きに横を選択する必
要があります。

関連項目
•

コントローラ モビリティ グループの設定：ワークフロー

•

コントローラ設定グループの追加

•

コントローラ設定グループの設定

•

設定グループでのコントローラの追加または削除

•

設定グループでのテンプレートの追加または削除

•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループの監査
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設定グループ レポートの表示

設定グループ レポートの表示
指定のグループ名で最近適用されたすべてのレポートを表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択して、[グループ名（Group Name）] 列でグループ名をクリック
します。

ステップ 2

[レポート（Report）] タブをクリックします。[最近適用したレポート（Recent Apply Report）] ペー
ジには、適用ステータス、適用が開始された日時、テンプレート数などを示す、最近適用されたレ
ポートがすべて表示されます。各 IP アドレスに関する次の情報が表示されます。

ステップ 3

•

[適用ステータス（Apply Status）]：成功（Success）、一部成功（Partial Success）、失敗（Failure）、未
開始（Not Initiated）を示します。

•

[正常なテンプレート（Successful Templates）]：該当する IP アドレスに関連する正常なテンプ
レートの数を示します。

•

[失敗（Failures）]：コントローラに対するモビリティ グループ、モビリティ メンバー、および
テンプレートのプロビジョニングの失敗数を示します。

•

[詳細（Details）]：[詳細（Details）] をクリックすると、それぞれの失敗と関連するエラー メッ
セージが表示されます。

スケジューリングされたタスク レポートを表示するには、ページ下部の [ここをクリック（click
here）] リンクをクリックします。すると、[設定（Configure）] > [スケジューリングされた設定タス
ク（Scheduled Configuration Tasks）] > [設定グループ（Configuration Group）] メニューにリダイレ
クトし、スケジューリングされた設定グループのレポートを表示できます。

関連項目
•

コントローラ設定グループの追加

•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループの監査

設定グループへのソフトウェアのダウンロード
設定グループの作成後に、選択したグループ内のすべてのコントローラにソフトウェアをダウ
ンロードするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[設定グループ（Configuration Groups）] ページで、選択する 1 つ以上の設定グループ名のチェック
ボックスをオンにします。

ステップ 3

[コマンドを選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [ソフトウェアのダウンロード
（Download Software）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[ソフトウェアをコントローラにダウンロード（Download Software to Controller）] ページが表示
されます。バンドルを受け取るコントローラの IP アドレスとその現在のステータスが表示され
ます。[ファイルの場所（File is Located On）] フィールドから [ローカル マシン（local machine）] を
選択します。

ステップ 5

[最大試行回数（Maximum Retries）] フィールドに、コントローラがシグニチャ ファイルのダウン
ロードを試みる最大回数を入力します。
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ステップ 6

[タイムアウト（Timeout）] フィールドに、シグニチャ ファイルのダウンロードを試行する際、コ
ントローラがタイムアウトになるまでの最大時間を秒単位で入力します。

ステップ 7

ファイルは c:\tftp ディレクトリにアップロードされます。そのディレクトリ内のローカル ファ
イル名を指定するか、[参照（Browse）] をクリックしてナビゲートします。コントローラはベース
ネームとしてこのローカル ファイル名を使用し、その後にサフィクスとして _custom.sgi を追加
します。
何らかの理由で転送がタイムアウトになった場合、単に [ファイルの場所（File Is Located On）]
フィールドで [TFTP サーバ（TFTP server）] オプションを選択できます。サーバ ファイル名が自
動的に入力され、再試行されます。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

関連項目
•

設定グループへの IDS シグニチャのダウンロード

•

設定グループへのカスタマイズされた WebAuth のダウンロード

設定グループへの IDS シグニチャのダウンロード
設定グループからローカル TFTP サーバへ侵入検知システム（IDS）のシグニチャ ファイルをダ
ウンロードするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[設定グループ（Configuration Groups）] ページで、1 つ以上の設定グループのチェックボックスを
オンにして選択します。

ステップ 3

[コマンドを選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [IDS 署名のダウンロード
（Download IDS Signatures）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[IDS 署名をコントローラにダウンロード（Download IDS Signatures to Controller）] ページが表示
されます。バンドルを受け取るコントローラの IP アドレスとその現在のステータスが表示され
ます。[ファイルの場所（File is Located On）] フィールドから [ローカル マシン（local machine）] を
選択します。

ステップ 5

[最大試行回数（Maximum Retries）] フィールドに、コントローラがシグニチャ ファイルのダウン
ロードを試みる最大回数を入力します。

ステップ 6

[タイムアウト（Timeout）] フィールドに、シグニチャ ファイルのダウンロードを試行する際、コ
ントローラがタイムアウトになるまでの最大時間を秒単位で入力します。

ステップ 7

ファイルは c:\tftp ディレクトリにアップロードされます。そのディレクトリ内のローカル ファ
イル名を指定するか、[参照（Browse）] をクリックしてナビゲートします。コントローラはベース
ネームとしてこのローカル ファイル名を使用し、その後にサフィクスとして _custom.sgi を追加
します。
何らかの理由で転送がタイムアウトになった場合、単に [ファイルの場所（File Is Located On）]
フィールドで [TFTP サーバ（TFTP server）] オプションを選択できます。サーバ ファイル名が自
動的に入力され、再試行されます。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
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設定グループへのカスタマイズされた WebAuth のダウンロード

関連項目
•

設定グループへのソフトウェアのダウンロード

•

設定グループへのカスタマイズされた WebAuth のダウンロード

設定グループへのカスタマイズされた WebAuth のダウ
ンロード
カスタマイズされた Web 認証をダウンロードするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[設定グループ（Configuration Groups）] ページで、1 つ以上の設定グループのチェックボックスを
オンにして選択します。

ステップ 3

[コマンドを選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [カスタマイズされた WebAuth
のダウンロード（Download Customized WebAuth）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[カスタマイズされた WebAuth バンドルをコントローラにダウンロード（Download Customized
Web Auth Bundle to Controller）] ページが表示されます。バンドルを受け取るコントローラの IP
アドレスとその現在のステータスが表示されます。

ステップ 5

[ファイルの場所（File is Located On）] フィールドから [ローカル マシン（local machine）] を選択し
ます。

関連項目
•

設定グループへのソフトウェアのダウンロード

•

設定グループへの IDS シグニチャのダウンロード

モビリティについて
モビリティ（ローミング）は、ワイヤレス ネットワークにおいて、できるだけ遅れることなく、
確実かつスムーズに、あるアクセス ポイントから別のアクセス ポイントへアソシエーション
を維持するワイヤレス クライアントの機能です。あるワイヤレス クライアントがアクセス ポ
イントによってアソシエートされ認証されると、コントローラは、クライアント データベース
内にそのクライアントのエントリを保管します。このエントリにはクライアントの MAC アド
レスと IP アドレス、セキュリティ コンテキストとアソシエーション、Quality of Service（QoS）
コンテキスト、WLAN、アソシエートされているアクセス ポイントなどが含まれます。コント
ローラはこの情報を使用してフレームを転送し、ワイヤレス クライアントとの間のトラ
フィックを管理します。
関連項目
•

コントローラ内ローミング

•

コントローラ間ローミング

•

サブネット間ローミング

•

ワイヤレス モビリティの使用
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コントローラ内ローミング
ワイヤレス クライアントがそのアソシエーションを 1 つのアクセス ポイントから別のアクセス
ポイントに移動する場合、コントローラは単に、新たにアソシエートされたアクセス ポイントを
使ってクライアント データベースを更新するのみです。必要に応じて、新しいセキュリティ コ
ンテキストとアソシエーションも確立されます。図 22-1 には、2 つのアクセス ポイントが同じコ
ントローラに接続されている場合の両アクセス ポイント間における無線クライアント ローミ
ングが示されています。
図 22-1

コントローラ内ローミング

関連項目
•

モビリティについて

•

モビリティ グループについて

•

コントローラ間ローミング

•

サブネット間ローミング
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コントローラ間ローミング
1 つのコントローラに接続されているアクセス ポイントから別のコントローラに接続されてい
るアクセス ポイントにクライアントがローミングする際のプロセスは、同じサブネットでコン
トローラが動作しているかどうかによっても異なります。図 22-2 は、コントローラの無線 LAN
インターフェイスが同じ IP サブネット上に存在する場合に発生するコントローラ間ローミング
を表しています。
新しいコントローラに接続されたアクセス ポイントにクライアントがアソシエートされる際、
新しいコントローラは元のコントローラとモビリティ メッセージを交換し、クライアント デー
タベース エントリが新しいコントローラに移動されます。必要に応じて新しいセキュリティ コ
ンテキストとアソシエーションが確立され、新しいアクセス ポイントに関してクライアント
データベース エントリが更新されます。このプロセスはユーザには見えません。
802.1X/Wi-Fi Protected Access（WPA）セキュリティで設定されたすべてのクライアントは、IEEE
標準に準拠するために完全な認証を行います。
図 22-2

コントローラ間ローミング

関連項目
•

モビリティについて

•

モビリティ グループについて

•

コントローラ内ローミング

•

サブネット間ローミング

•

モビリティ グループにコントローラを追加するタイミング
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サブネット間ローミング
サブネット間ローミングは、クライアント ローミング方法に関するモビリティ メッセージをコ
ントローラが交換するという点で、コントローラ間ローミングと似ています。ただし、クライア
ント データベース エントリを新しいコントローラに移動するのではなく、元のコントローラの
クライアント データベース内で、該当するクライアントに「アンカー」エントリのマークが付け
られます。このデータベース エントリが新しいコントローラのクライアント データベースにコ
ピーされ、新しいコントローラ内で「外部」エントリのマークが付けられます。ローミングは無線
クライアントには見えません。また、クライアントは元の IP アドレスを保持します。
サブネット間ローミングの後は、無線クライアントとの間の非対称トラフィック パスでデータ
が伝送されます。クライアントからネットワークへのトラフィックは、外部コントローラによっ
てネットワークに直接転送されます。クライアントへのトラフィックはアンカー コントローラ
に到達し、そこから EtherIP トンネルで外部コントローラにトラフィックが転送されます。その
後、外部コントローラがそのデータをクライアントに転送します。無線クライアントが新しい外
部コントローラへローミングする場合は、クライアント データベース エントリが元の外部コン
トローラから新しい外部コントローラに移動されますが、元のアンカー コントローラは常に保
持されます。クライアントが元のコントローラに戻ると、再びローカルになります。
サブネット間ローミングでは、アンカーと外部の両方のコントローラの WLAN に同じネット
ワーク アクセス権限を設定する必要があり、ソースベースのルーティングやソースベースの
ファイアウォールを設定しないでおく必要があります。そうしないと、ハンドオフ後にクライア
ントにネットワーク接続の問題が発生する可能性があります。
サブネット間ローミングはマルチキャスト トラフィックをサポートしていません（プッシュ
ツートークの使用時に Spectralink 電話によって使われるトラフィックなど）。
図 22-3 は、コントローラの無線 LAN インターフェイスが異なる IP サブネット上に存在する場
合に発生するサブネット間ローミングを表しています。
図 22-3

サブネット間ローミング
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モビリティ グループについて

関連項目
•

モビリティについて

•

モビリティ グループについて

•

コントローラ内ローミング

•

コントローラ間ローミング

•

モビリティ グループにコントローラを追加するタイミング

シンメトリック トンネリング
シンメトリック モビリティ トンネリングを使用すると、無線 LAN 内の 1 つのアクセス ポイン
トから別のアクセス ポイントにローミングするクライアント用に、サブネット間のモビリティ
がコントローラによって提供されます。有線ネットワーク上のクライアント トラフィックは、外
部コントローラによって直接ルーティングされます。ルータでリバース パス フィルタリング
（RPF）が有効になっている場合、着信パケットで追加確認が実行され、通信はブロックされます。
シンメトリック モビリティ トンネリングを使用すると、RPF が有効になっている場合でも、ア
ンカーとして指定されたコントローラにクライアント トラフィックが到達できます。モビリ
ティ グループ内のすべてのコントローラは、同じシンメトリック トンネリング モードを備えて
いる必要があります。
この機能を使用すると、コントローラの障害後にクライアントが別のアクセス ポイントに接続
するための時間が短縮されます。障害がすばやく特定され、問題のあるコントローラからクライ
アントが移動し、別のコントローラに関連付けられるためです。

モビリティ グループについて
コントローラのセットをモビリティ グループとして設定すると、コントローラのグループ内で
クライアント ローミングをスムーズに実行できるようになります。これにより、コントローラ間
またはサブネット間のローミングが発生した際に、複数のコントローラが動的に情報を共有し
てデータ トラフィックを転送できるようになります。コントローラは、クライアントおよびコン
トローラ ロード情報のコンテキストと状態を共有できます。この情報を使用して、ネットワーク
はコントローラ間無線 LAN ローミングとコントローラの冗長性をサポートできます。クライア
ントは、モビリティ グループ間でローミングしません。
図 22-4 はモビリティ グループの例を示しています。
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図 22-4

シングル モビリティ グループ

図 22-4 に示すように、各コントローラは、モビリティ グループの他のメンバーのリストを使っ
て設定されます。新しいクライアントがコントローラに追加されると、コントローラはユニキャ
スト メッセージをそのモビリティ グループの全コントローラに送信します。クライアントが以
前に接続されていたコントローラは、クライアントのステータスを伝送します。コントローラ間
のすべてのモビリティ交換トラフィックが CAPWAP トンネルで実行されます。
次に、例を示します。
1.

4404-100 コントローラは、最大で 100 アクセス ポイントをサポートします。したがって、
24 個の 4404-100 コントローラで構成されるモビリティ グループは、最大 2400 個のアクセ
ス ポイント（24 * 100 = 2400 アクセス ポイント）をサポートします。

2.

4402-25 コントローラは最大で 25 アクセス ポイントをサポートし、4402-50 コントローラは
最大で 50 アクセス ポイントをサポートします。したがって、12 個の 4402-25 コントローラ
と 12 個の 4402-50 コントローラで構成されるモビリティ グループは最大 900 個のアクセス
ポイント（12 * 25 + 12 * 50 = 300 + 600 = 900 アクセス ポイント）をサポートします。

モビリティ グループを使用すると、異なるモビリティ グループ名を同じ無線ネットワーク内の
異なるコントローラに割り当てることで、1 つの企業内の異なるフロア、ビルディング、キャンパ
ス間でのローミングを制限できます。図 22-5 には、2 つのコントローラ グループに異なるモビリ
ティ グループ名を作成した結果が示されています。
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図 22-5

2 つのモビリティ グループ

ABC モビリティ グループ内のコントローラは、アクセス ポイントと共有サブネットを使用して
相互に認識し、通信します。ABC モビリティ グループのコントローラは、異なるモビリティ グ
ループ内の XYZ コントローラを認識せず、通信を行いません。同様に、XYZ モビリティ グルー
プのコントローラは、ABC モビリティ グループのコントローラを認識せず、通信を行いません。
この機能により、ネットワークでモビリティ グループが確実に分離されます。クライアントは、
異なるモビリティ グループのアクセス ポイント間をローミングすることがあります（ただしア
クセス ポイントを検出できる場合）。ただし、そのセッション情報は、異なるモビリティ グルー
プのコントローラ間で伝送されません。
関連項目
•

モビリティ グループにコントローラを追加するタイミング

•

モビリティ グループ間でのメッセージング

モビリティ グループにコントローラを追加するタイミング
ネットワーク内のワイヤレス クライアントをあるコントローラに接続されたアクセス ポイン
トから別のコントローラに接続されたアクセス ポイントにローミング可能な場合は、両方のコ
ントローラは同じモビリティ グループ内に存在する必要があります。
関連項目
•

モビリティ グループについて

•

モビリティ グループ間でのメッセージング
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モビリティ グループ間でのメッセージング
コントローラでは、モビリティ メッセージを他のメンバー コントローラに送信することによ
り、クライアントにサブネット間モビリティが提供されます。モビリティ リストで最大 72 のメ
ンバーをサポートします（同じモビリティ グループでは最大 24 まで）。Prime Infrastructure およ
びコントローラ ソフトウェア リリース 5.0 では、モビリティ メッセージングに対して次の 2 つ
の改良が行われました。いずれも、モビリティ メンバーの全リストにメッセージを送信する場合
に役立ちます。
•

Mobile Announce メッセージを、まず同じグループ内に送信してから、リスト内の他のグルー
プに送信する
コントローラは、新しいクライアントが関連付けられるたびに、モビリティ リスト内のメン
バーに Mobile Announce メッセージを送信します。5.0 より前のソフトウェア リリースでは、
所属するグループに関係なく、リスト内のすべてのメンバーにコントローラがこのメッセー
ジを送信します。しかし、ソフトウェア リリース 5.0 では、コントローラは自分と同じグルー
プに属するメンバーに対してのみメッセージを送信した後、再試行を送信しながら、他のメ
ンバーをすべて加えます。

•

ユニキャストではなくマルチキャストを使用して Mobile Annouce メッセージを送信する
Prime Infrastructure および 5.0 よりも前のコントローラ ソフトウェア リリースでは、マルチ
キャストを使用して Mobile Announce メッセージを送信するようにコントローラを設定で
きますが、この場合、すべてのモビリティ メンバーにメッセージのコピーを送信する必要が
あります。多くのメッセージ（Mobile Announce、ペアワイズ マスター キー（PMK）更新、AP リ
スト更新、侵入検知システム（IDS）Shun など）がグループ内のすべてのメンバー向けである
ため、この動作は効率的ではありません。Prime Infrastructure およびコントローラ ソフト
ウェア リリース 5.0 では、コントローラがマルチキャスト モードを使用して Mobile
Announce メッセージを送信します。これにより、コントローラからネットワークに送られる
メッセージは 1 コピーのみになります。このコピーはモビリティ メンバーすべてを含むマ
ルチキャスト グループに宛てて送られます。マルチキャスト メッセージングを最大限活用
するには、グループ メンバーすべてに対してこの機能を有効または無効にすることを推奨
します。

関連項目
•

モビリティ グループについて

•

モビリティ グループにコントローラを追加するタイミング

•

モビリティ グループの設定：ワークフロー

モビリティ グループの設定：ワークフロー
モビリティ グループを設定する際は、次のワークフローに従います。
1. 「モビリティ グループの設定を開始する前に」
で説明されているように、必要な情報を収集

し、参加させるコントローラが正しく設定されていることを確認します。
2.

モビリティ グループに個々のコントローラを追加します。[設定（Configuration）] > [ネット
ワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページから追加する際に、コ
ントローラがリストされない場合、またはモビリティ グループが存在しない場合には、手動
で追加する必要が生じることがあります。

3.

モビリティ グループの規模およびメッセージング パラメータを設定します。
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関連項目
•

モビリティ グループの設定を開始する前に

•

モビリティ グループへのコントローラの追加

•

手動によるモビリティ グループへのコントローラの追加

•

モビリティ スケーラビリティ パラメータの設定

モビリティ グループの設定を開始する前に
コントローラをモビリティ グループに追加する前に、グループに追加するコントローラすべて
について、次の要件が満たされていることを確認する必要があります。
•

すべてのコントローラに同じ LWAPP モードを設定する必要があります（レイヤ 2 またはレ
イヤ 3）。[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [一般
（General）] ページに移動し、LWAPP 転送モードを確認して変更します。

•

コントローラに ping を送信して IP 接続を確認し、すべてのデバイスの管理インターフェイ
ス間で IP 接続が存在することを確認します。

•

アクセス ポイント間のルーティングをシームレスにするには、すべてのコントローラを同
じモビリティ グループ名で設定する必要があります。

•

すべてのデバイスが同じ仮想インターフェイス IP アドレスで設定される必要があります。
そうでない場合、コントローラ間ローミングは動作しているように見えても、クライアント
は一定期間接続を失います。

•

モビリティ グループに追加するコントローラごとに、MAC アドレスと IP アドレスを収集し
ておく必要があります。すべてのコントローラでモビリティ グループの他の全メンバーの
MAC アドレスと IP アドレスを設定するため、この情報が必要になります。

関連項目
•

モビリティ グループの設定：ワークフロー

•

モビリティ グループへのコントローラの追加

•

手動によるモビリティ グループへのコントローラの追加

•

モビリティ スケーラビリティ パラメータの設定

モビリティ グループへのコントローラの追加
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

コントローラのデバイス名をクリックします。これにより、管理しているコントローラ用のコン
トローラ テンプレート インターフェイスにアクセスできます。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム
（System）] > [モビリティ グループ（Mobility Groups）]
の順に選択します。既存のモビリティ グループ メンバーがページに一覧表示されます。

ステップ 4

使用可能なコントローラの一覧が表示されます。画面右上の [コマンドを選択（Select a
command）] ドロップダウン リストから、[グループ メンバーの追加（Add Group Members）] を選
択し、[実行（Go）] をクリックします。
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ステップ 5

マルチキャスト モビリティ メッセージに使用するマルチキャスト グループ IP アドレスを [マ
ルチキャスト アドレス（Multicast Address）] テキスト ボックスに入力します。ローカル モビリ
ティ メンバーのグループ アドレスは、ローカル コントローラのグループ アドレスと同じである
必要があります。

ステップ 6

[グループ名（Group Name）] テキスト ボックスに、モビリティ グループ名を入力します。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 8

残りのコントローラに対して、ステップ 1 ～ 8 を繰り返します。

関連項目
•

モビリティ グループの設定：ワークフロー

•

モビリティ グループの設定を開始する前に

•

手動によるモビリティ グループへのコントローラの追加

•

モビリティ スケーラビリティ パラメータの設定

手動によるモビリティ グループへのコントローラの追加
既存のモビリティ グループや使用可能なコントローラの一覧を表示できない場合は、コント
ローラを手動でモビリティ グループに追加できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

コントローラのデバイス名をクリックします。これにより、管理しているコントローラ用のコン
トローラ テンプレート インターフェイスにアクセスできます。

ステップ 3

[ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] ページが表示されます。[設定（Configuration）] タ
ブをクリックします。

ステップ 4

左側のサイドバーのメニューから、[システム
（System）] > [モビリティ グループ
（Mobility Groups）]
の順に選択します。既存のモビリティ グループ メンバーがページに一覧表示されます。

ステップ 5

使用可能なコントローラの一覧が表示されます。画面右上の [コマンドを選択（Select a
command）] ドロップダウン リストから、[グループ メンバーの追加（Add Group Members）] を選
択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 6

コントローラのリストが表示されない場合、[メンバーを手動でモビリティ グループに追加する
には、ここをクリックしてください（To add members manually to the Mobility Group click here）] リ
ンクをクリックします。[モビリティ グループ メンバー（Mobility Group Member）] ページが表示
されます。

ステップ 7

[メンバーの MAC アドレス（Member MAC Address）] テキスト ボックスに、追加するコントロー
ラの MAC アドレスを入力します。

ステップ 8

[メンバーの IP アドレス（Member IP Address）] テキスト ボックスに、追加するコントローラの管
理インターフェイス IP アドレスを入力します。
ネットワーク アドレス変換（NAT）が有効になっているネットワークのモビリティ グループを設
定している場合は、コントローラの管理インターフェイス IP アドレスではなく、NAT デバイス
からコントローラに送信される IP アドレスを入力します。そうしないと、モビリティ グループ
内のコントローラ間でのモビリティが失敗します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

22-19

第 22 章

コントローラ設定グループの作成

モビリティ グループについて

ステップ 9

マルチキャスト モビリティ メッセージに使用するマルチキャスト グループ IP アドレスを [マ
ルチキャスト アドレス（Multicast Address）] テキスト ボックスに入力します。ローカル モビリ
ティ メンバーのグループ アドレスは、ローカル コントローラのグループ アドレスと同じである
必要があります。

ステップ 10

[グループ名（Group Name）] テキスト ボックスに、モビリティ グループ名を入力します。

ステップ 11

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 12

残りのコントローラに対して、ステップ 1 ～ 12 を繰り返します。

関連項目
•

モビリティ グループの設定：ワークフロー

•

モビリティ グループの設定を開始する前に

•

モビリティ グループへのコントローラの追加

•

モビリティ スケーラビリティ パラメータの設定

モビリティ スケーラビリティ パラメータの設定
モビリティ メッセージ パラメータを設定する前に、モビリティ グループにコントローラを追加
する手順を完了してください。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）]
を選択し、左側の [デバイス グループ（Device Groups）] メニューから [デバイス タイプ（Device
Type）] > [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を選択します。

ステップ 2

ソフトウェア バージョン 5.0 以降のコントローラのデバイス名をクリックします。

ステップ 3

[ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] ページが表示されます。[設定（Configuration）] タ
ブをクリックします。

ステップ 4

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [マルチキャスト（Multicast）] の順に選
択します。[マルチキャスト（Multicast）] ページが表示されます。

ステップ 5

[イーサネット マルチキャスト サポート（Ethernet Multicast Support）] ドロップダウン リストか
ら、[マルチキャスト（Multicast）] または [ユニキャスト（Unicast）] を選択します。

ステップ 6

ステップ 4 でマルチキャストを選択した場合は、[マルチキャスト グループ アドレス（Multicast
Group Address）] フィールドにグループの IP アドレスを入力することで、マルチキャスト モビリ
ティ メッセージングを開始します。また、ローカル モビリティ グループでもこの IP アドレスを
設定する必要がありますが、モビリティ リスト内の他のグループではオプションです。その他の
（非ローカル）グループに IP アドレスを設定しない場合、コントローラはユニキャスト モードを
使用してこれらのメンバーにモビリティ メッセージを送信します。

ステップ 7

マルチキャスト モードをグローバルに使用可能にするには、[グローバル マルチキャスト モー
ド（Global Multicast Mode）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8

[マルチキャスト モビリティ モード（Multicast Mobility Mode）] ドロップダウン リストから [有効
化（Enable）] を選択し、モビリティ グループのマルチキャスト アドレスを入力します。

ステップ 9

ワイヤレス ネットワークを介したビデオ ストリームを有効にするには、[マルチキャスト ダイ
レクト（Multicast Direct）] チェックボックスをオンにします。
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ステップ 10

ステップ 11

セッション バナー情報を指定します。これは、クライアントがメディア ストリームから拒否ま
たはドロップされた場合にクライアントに送信されるエラー情報です。コントローラ上のすべ
てのメディア ストリームは、この設定を共有します。
a.

[状態（State）]：セッション バナーをアクティブにするには、このチェックボックスをオンに
します。アクティブにしない場合、セッション バナーはクライアントに送信されません。

b.

[URL]：クライアントにレポートされる Web アドレス

c.

[電子メール（Email）]：クライアントにレポートされる電子メール アドレス

d.

[電話（Phone）]：クライアントにレポートされる電話番号

e.

[メモ（Note）]：クライアントにレポートされる注意

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

モビリティ グループの設定：ワークフロー

•

モビリティ グループの設定を開始する前に

•

モビリティ グループへのコントローラの追加

•

手動によるモビリティ グループへのコントローラの追加

モビリティ アンカー
モビリティ アンカーは、WLAN のアンカー コントローラとして指定されたモビリティ グループ
のサブセットです。この機能を使用すると、クライアントのネットワーク エントリ ポイントに
関係なく、WLAN を 1 つのサブネットに制限できます。これにより、ユーザは企業全体のパブ
リック WLAN やゲスト WLAN にアクセスできますが、引き続き特定のサブネットに制限されま
す。また、WLAN は建物の特定のセクション（ロビー、レストランなど）を表すことができるため、
ゲスト WLAN を使って地理的ロード バランシングを実現することもできます。
関連項目
•

モビリティ アンカー

•

複数の国コードの設定

•

複数のコントローラの追加と DCA チャネルの設定

複数のコントローラの追加と DCA チャネルの設定
ステップ 1

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドを選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [設定グループの追加（Add
Configuration Groups）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

グループ名およびモビリティ グループ名を入力して、設定グループを作成します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。[設定グループ（Configuration Groups）] ページが表示されます。

ステップ 5

[コントローラ（Controllers）] タブをクリックします。[コントローラ（Controllers）] ページが表示
されます。
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ステップ 6

追加するコントローラを強調表示して、[追加（Add）] をクリックします。コントローラが [グルー
プ コントローラ（Group Controllers）] ページに追加されます。

ステップ 7

[国/DCA（Country/DCA）] タブをクリックします。[国/DCA（Country/DCA）] ページが表示されま
す。動的チャネル割り当て（DCA）により、コントローラに接続された管理対象デバイスの中から
妥当なチャネルの割り当てが自動的に選択されます。

ステップ 8

[国/DCA を更新（Update Country/DCA）] チェックボックスをオンにして、選択対象となる国の一
覧を表示します。

ステップ 9

同じモビリティ グループのコントローラ上で現在設定されている DCA チャネルが、[国コード
の選択（Select Country Codes）] ページに表示されます。選択した国に割り当て可能な対応チャネ
ル（802.11a/n および 802.11b/n）も表示されます。一覧に記載されているチャネルを追加または削
除するには、チャネルを選択または選択解除して、[選択内容の保存（Save Selection）] をクリック
します。

コントローラ モビリティ グループの設定：ワークフロー
設定グループを作成することで、同じモビリティ グループ名および類似する設定を持つ必要の
あるコントローラをグループ化できます。テンプレートをグループに割り当てて、グループ内の
すべてのコントローラにテンプレートを適用できます。設定グループを追加、削除、または解除
することができ、ソフトウェア、IDS シグニチャ、またはカスタマイズした Web 認証ページを、選
択した設定グループのコントローラにダウンロードできます。また、現在の設定を、選択した設
定グループのコントローラの不揮発性（フラッシュ）メモリに保存することもできます。
はじめる前に
•

1 つのコントローラを複数のモビリティ グループのメンバーにできないことに注意してく
ださい。コントローラをあるモビリティ グループに追加すると、すでにメンバーとなってい
る別のモビリティ グループからそのコントローラが削除されます。

•

[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [コントローラ設定グループ（Controller
Configuration Groups）] を選択すると、Prime Infrastructure データベースのすべての設定グ
ループの概要を表示できます。[コマンドを選択（Select a command）] ドロップダウン リスト
から [設定グループの追加（Add Configuration Groups）] を選択すると、次の列を含む表がペー
ジに表示されます。
– [グループ名
（Group Name）]：設定グループの名前。
– [テンプレート
（Templates）]：設定グループに適用するテンプレートの数。

関連項目
•

コントローラ設定グループの追加

•

コントローラ設定グループの設定

•

設定グループでのコントローラの追加または削除

•

設定グループでのテンプレートの追加または削除

•

設定グループの適用またはスケジューリング

•

設定グループの監査

•

設定グループのリブート
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無線テクノロジーの設定
•

チョークポイント

•

Wi-Fi TDOA レシーバ

チョークポイント
チョークポイントは、低周波の送信デバイスです。配置されたチョークポイントの範囲内でタグ
が渡されると、低周波電磁界がタグを認識し、チョークポイント デバイス ID を含むメッセージ
を Cisco Unified Wireless Network 経由で送信します。送信されるメッセージには、センサー情報
（温度や圧力など）が含まれます。チョークポイント ロケーション システムは、部屋レベルの精
度（ベンダーによって数インチから 2 フィートまで）を提供します。
チョークポイントは、チョークポイントのベンダーによって推奨されるとおりに設置および設
定されます。チョークポイントのインストールが完了して動作可能になったら、チョークポイン
トをロケーション データベースに入力して、Prime Infrastructure マップ上に表示できます。
関連項目
•

チョークポイントの追加

•

チョークポイントの編集

チョークポイントの追加
チョークポイントを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [無線テクノロジー（Wireless Technologies）] > [チョークポイント
（Chokepoints）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [チョークポイントの追加（Add
Chokepoints）] を選択し、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 3

チョークポイントの MAC アドレスと名前を入力します。

ステップ 4

これが Entry/Exit チョークポイントであることを示すには、該当するチェックボックスを選択し
ます。
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ステップ 5

チョークポイントのカバレッジ範囲を入力します。
チョークポイントの範囲は、視覚的な表示のみです。これは製品固有です。実際の範囲は、該当す
るチョークポイント ベンダー ソフトウェアを使用して別個に設定する必要があります。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
データベースにチョークポイントを追加したら、適切な Prime Infrastructure フロア マップに配置
できます。

チョークポイントの削除
チョークポイントを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3
ステップ 4

[設定（Configuration）] > [無線テクノロジー（Wireless Technologies）] > [チョークポイント
（Chokepoints）] の順に選択します。
削除するチョークポイントのチェックボックスを選択します。
[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[チョークポイントの削除
（Remove Chokepoints）] を選択し、[移動（Go）] をクリックします。
[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

チョークポイントの編集

マップへのチョークポイントの追加
チョークポイントをマップに追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ワイヤレス マップ（Wireless Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] の順に選択
します。

ステップ 2

チョークポイントのフロアの位置に対応するリンクをクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [チョークポイントの追加（Add
Chokepoints）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
[チョークポイントの追加（Add Chokepoints）] 概要ページには、データベースに追加されていて
もまだマップされていない、最近追加されたチョークポイントがすべて一覧表示されます。

ステップ 5

マップ上に配置するチョークポイントの横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
チョークポイント アイコンが左上角に配置されて、マップが表示されます。これで、マップ上に
チョークポイントを配置する準備ができました。

ステップ 7

チョークポイント アイコンを左クリックし、適切な位置にドラッグして配置します。チョークポ
イント アイコンを配置するためにクリックすると、選択したチョークポイントの詳細ページに
チョークポイントの MAC アドレス、名前、およびカバレッジ範囲が表示されます。
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ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
フロア マップに戻ると、マップ上に追加されたチョークポイントが表示されます。
新たに作成されたチョークポイント アイコンは、そのフロアの表示設定に応じて、マップに表示
される場合と表示されない場合があります。
チョークポイントの周囲の輪は、カバレッジ領域を示しています。CCX タグとそのアセットがカ
バレッジ領域内を通過すると、位置の詳細がブロードキャストされ、タグはチョークポイント カ
バレッジ円上に自動的にマップされます。タグがチョークポイントの範囲外に出ると、その位置
は以前と同様に計算されるので、チョークポイントの輪の上にはマップされなくなります。
マウスをマップ アイコンの上に移動すると、チョークポイントの MAC アドレス、名前、
Entry/Exit チョークポイント、スタティック IP アドレス、および範囲が表示されます。

ステップ 9

チョークポイントがマップ上に表示されない場合は、[フロア設定（Floor Settings）] メニューにあ
る [チョークポイント（Chokepoints）] チェックボックスを選択します。
すべてのマップに対してこの表示条件を保存しない場合には、[設定を保存する（Save Settings）]
チェックボックスを選択しないでください。

ステップ 10

チョークポイント情報を適用するには、ネットワーク設計を Mobility Services Engine またはロ
ケーション サーバと同期する必要があります。

マップからのチョークポイントの削除
マップからチョークポイントを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ワイヤレス マップ（Wireless Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] の順に選択
します。

ステップ 2

[マップ（Maps）] ページで、チョークポイントのフロアの位置に対応するリンクを選択します。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[チョークポイントの削除
（Remove Chokepoints）] を選択します。

ステップ 4

[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

[OK] をクリックして削除を実行します。

チョークポイントの編集
現在のチョークポイントを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

[設定（Configuration）] > [無線テクノロジー（Wireless Technologies）] > [チョークポイント
（Chokepoints）] の順に選択します。現在の各チョークポイントについて次の情報が表示されま
す。MAC アドレス、チョークポイント名、Entry/Exit チョークポイント、範囲、スタティック IP ア
ドレス、チョークポイントのマップの位置。
編集するチョークポイントを [MAC アドレス（MAC Address）] 列でクリックします。
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ステップ 3

必要に応じて、次のパラメータを編集します。
•

[名前（Name）]

•

[Entry/Exit チョークポイント（Entry/Exit Chokepoint）]：有効にする場合にクリックします。

•

[範囲（Range）]：チョークポイントのカバレッジ範囲。
チョークポイントの範囲は製品固有であり、チョークポイントのベンダーにより提供され
ます。

•
ステップ 4

[静的 IP アドレス（Static IP Address）]

[保存（Save）] をクリックします。

Wi-Fi TDOA レシーバ
•

Wi-Fi TDOA レシーバを使用したタグ位置レポートの強化（23-4 ページ）

•

Wi-Fi TDOA レシーバの追加（23-5 ページ）

•

Wi-Fi TDOA レシーバの編集（23-7 ページ）

Wi-Fi TDOA レシーバを使用したタグ位置レポートの強化
Wi-Fi TDOA レシーバは、追跡対象のタグ付き資産から送信される信号を受信するように設計さ
れた外部システムです。その後これらの信号は、資産の位置計算に役立つよう、Mobility Services
Engine に転送されます。TDOA レシーバは、到達時間差（TDOA）の方法を使用して、タグの位置を
計算します。この方法は、最小で 3 つの TDOA レシーバからのデータを使用して、タグ付き資産
の位置を生成します。

（注）

•

TDOA レシーバが使用中ではなく、パートナー エンジン ソフトウェアが Mobility Service
Engine にある場合は、タグの位置計算は、アクセス ポイントからの RSSI の読み取りを使用
して生成されます。

•

シスコのタグ エンジンは、アクセス ポイントからの RSSI 読み取りを使用してタグの位置を
計算できます。

Cisco Unified Wireless Network 内で TDOA レシーバを使用する前に、次の手順を実行する必要が
あります。
1.

ネットワークで Mobility Services Engine をアクティブにします。Mobility Services Engine の
追加の詳細については、
「Adding MSEs to Prime Infrastructure」を参照してください。

2.

TDOA レシーバを Prime Infrastructure データベースとマップに追加します。Prime
Infrastructure への TDOA レシーバの追加の詳細については、
「Wi-Fi TDOA レシーバの追加」
を参照してください。

3.

Prime Infrastructure を使用して MSE でパートナー エンジン サービスをアクティブ化または
開始します。
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4.
5.

Prime Infrastructure と Mobility Services Engine を同期します。同期の詳細については、
「Synchronizing Prime Infrastructure and a Mobility Services Engine」を参照してください。
AeroScout システム マネージャを使用して TDOA レシーバを設定します。

設定の詳細については、次の URL にある『AeroScout Context-Aware Engine for Tags, for Cisco
Mobility Services Engine User’s Guide』を参照してください。
http://support.aeroscout.com
関連項目
•

Wi-Fi TDOA レシーバの追加

•

Wi-Fi TDOA レシーバの編集

•

Wi-Fi TDOA レシーバの編集

Wi-Fi TDOA レシーバの追加
AeroScout システム マネージャによって Wi-Fi TDOA レシーバをインストールして設定し、パー
トナー ソフトウェアを Mobility Services Engine にダウンロードすると、TDOA レシーバを
Mobility Services Engine のデータベースに追加して、Prime Infrastructure マップ上に配置するこ
とができます。
TDOA レシーバを Prime Infrastructure マップに追加した後で、Prime Infrastructure ではなく、
AeroScout システム マネージャ アプリケーションを使用して TDOA レシーバに対する設定の変
更を続行します。
設定オプションの詳細については、次の URL にある『AeroScout Context-Aware Engine for Tags, for
Cisco Mobility Services Engine User Guide』を参照してください。
http://support.aeroscout.com
TDOA レシーバを Prime Infrastructure データベースと適切なマップに追加するには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [無線テクノロジー（Wireless Technologies）] > [WiFi TDOA レシーバ
（WiFi TDOA Receivers）] の順に選択して、[すべての WiFi TDOA レシーバ（All WiFi TDOA
Receivers）] 概要ページを開きます。
現在の WiFi TDOA レシーバの詳細を表示または編集するには、[MAC アドレス（MAC Address）]
リンクをクリックして、詳細ページを開きます。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウンリストから、[WiFi TDOA レシーバの追加
（Add WiFi TDOA Receivers）] を選択し、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 3

TDOA レシーバの MAC アドレス、名前、およびスタティック IP アドレスを入力します。

ステップ 4

[OK] をクリックして、TDOA レシーバ エントリをデータベースに保存します。
TDOA レシーバをデータベースに追加したら、適切な Prime Infrastructure フロア マップに TDOA
レシーバを配置できます。
WiFi TDOA レシーバは、レシーバ ベンダー ソフトウェアを使用して別個に設定する必要があり
ます。

関連項目
•

Wi-Fi TDOA レシーバの編集
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マップへの Wi-Fi TDOA レシーバの追加
ステップ 1

マップに TDOA レシーバを追加するには、[マップ（Maps）] > [ワイヤレス マップ（Wireless
Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] の順に選択します。

ステップ 2

[マップ（Maps）] ページで、TDOA レシーバのフロアの位置に対応するリンクを選択します。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウンリストから、[WiFi TDOA レシーバの追加
（Add WiFi TDOA receivers）] を選択し、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

マップに追加するには、各 TDOA レシーバの横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。TDOA レシーバ アイコンが左上隅に配置されて、マップが表示されま
す。これで、マップ上に TDOA レシーバを配置する準備ができました。

ステップ 6

TDOA レシーバ アイコンを左クリックして、フロア マップ上の適切な場所にドラッグして配置
します。
TDOA レシーバ アイコンを配置のためにクリックすると、TDOA レシーバの MAC アドレスと名
前が左側のペインに表示されます。

ステップ 7

アイコンが正確にマップに配置されたら、[保存（Save）] をクリックします。追加された TDOA レ
シーバがフロア ヒート マップに表示されます。
新たに追加された TDOA レシーバのアイコンは、そのフロアの表示設定によって、マップに表示
される場合と表示されない場合があります。

ステップ 8

TDOA レシーバがマップ上に見当たらない場合は、[レイヤ（Layers）] をクリックして、マップ上
で表示できる要素の選択メニューを折りたたみます。

ステップ 9

[WiFi TDOA レシーバ（WiFi TDOA Receivers）] チェックボックスを選択します。TDOA レシーバ
がマップに表示されます。
マップ上の TDOA レシーバの上にカーソルを置くと、そのレシーバの設定の詳細が表示され
ます。

ステップ 10

[レイヤ（Layers）] ページを閉じるには、[X] をクリックします。
すべてのマップについてこの表示基準を保存する場合を除き、[レイヤ（Layers）] メニューから
[設定の保存（Save Settings）] を選択しないでください。

ステップ 11

これで、Mobility Services Engine にパートナー エンジン ソフトウェアをダウンロードできます。

関連項目
•

Wi-Fi TDOA レシーバを使用したタグ位置レポートの強化

•

Wi-Fi TDOA レシーバの編集
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Wi-Fi TDOA レシーバの編集
現在の TDOA レシーバを Prime Infrastructure データベースに表示するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [無線テクノロジー（Wireless Technologies）] > [WiFi TDOA レシーバ
（WiFi TDOA Receivers）] の順に選択して、[すべての WiFi TDOA レシーバ（All WiFi TDOA
Receivers）] 概要ページを開きます。

ステップ 2

[MAC アドレス（MAC Address）] リンクをクリックして、MAC アドレス、名前、およびスタティッ
ク IP アドレスを含む TDOA レシーバの詳細を表示します。

ステップ 3

レシーバ名または IP アドレスに必要な変更を行い、[保存（Save）] をクリックしてこれらの変更
を確定します。
WiFi TDOA レシーバは、レシーバ ベンダー ソフトウェアを使用して別個に設定する必要があり
ます。

Wi-Fi TDOA レシーバの削除
1 つ以上の WiFi TDOA レシーバを同時に削除できます。マップから TDOA レシーバを削除する
と、Prime Infrastructure データベース内には残りますが、未割り当てのラベルが付けられます。
Prime Infrastructure から TDOA レシーバを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3
ステップ 4

[設定（Configuration）] > [無線テクノロジー（Wireless Technologies）] > [WiFi TDOA レシーバ
（WiFi TDOA Receivers）] を選択します。
削除する各 TDOA レシーバの横にあるチェックボックスを選択します。
[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウンリストから、[WiFi TDOA レシーバの削除
（Remove WiFi TDOA Receivers）] を選択し、[移動（Go）] をクリックします。
TDOA レシーバの削除を確定するには、ダイアログボックスで [OK] をクリックします。
[すべての WiFi TDOA レシーバ（All WiFi TDOA Receivers）] ページに、削除を確認するメッセー
ジが示されます。削除された TDOA レシーバは、ページに表示されなくなります。
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設定タスクのスケジュール
•

AP テンプレート タスクの管理

•

WLAN 設定スケジュール済みタスクの結果の表示

•

ソフトウェアのダウンロードの管理

スケジュール済み設定タスクの管理
[スケジュール済み設定タスク（Scheduled Configuration Tasks）] ページでは、スケジュール済みの
テンプレート、設定タスク、ソフトウェア ダウンロード タスクに移動し、それらのタスクのフィ
ルタ ビューを使用できます。このページには、タスクに関するサマリー情報が表示されます。情
報には、テンプレート名、最後にタスクが実行された時間、次回のタスク実行スケジュール、前回
の実行結果を表示するリンクなどが含まれています。また、テンプレートの編集、スケジュール
の変更、スケジュール済みタスクの有効化、無効化、削除を行うこともできます。
設定テンプレート、設定グループ、またはソフトウェア ダウンロード タスクを作成してスケ
ジュールを設定すると、それらのスケジュール済みタスクやテンプレートが [スケジュール済み
設定タスク（Scheduled Configuration Tasks）] ページに一覧表示されます。
このページでは、新たにタスクやテンプレートを作成してスケジュールを設定することはでき
ません。すでに作成されたスケジュール済みタスクまたはテンプレートの編集のみを行うこと
ができます。
次のスケジュール済み設定タスクを変更、有効化、無効化、または削除できます。
•

AP テンプレート

•

設定グループ

•

WLAN の設定

•

ソフトウェアのダウンロード

AP テンプレート タスクの管理
[AP テンプレート タスク（AP Template Tasks）] ページでは、現在のアクセス ポイント テンプレー
ト タスクを管理できます。
はじめる前に

少なくとも 1 つの Lightweight アクセス ポイント タスクが存在する必要があります
（「Lightweight AP 設定テンプレートの作成」を参照）。
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現在のアクセス ポイント テンプレート タスクを変更するには：
ステップ 1

[設定（Configure）] > [スケジュール済み設定タスク（Scheduled Configuration Task）] を選択し
ます。

ステップ 2

該当するタスクのテンプレート名を選択します。

ステップ 3

[AP 無線/テンプレート（AP Radio/Template）] ページで、[適用/スケジュール（Apply/Schedule）] タ
ブをクリックします。

ステップ 4

現在のスケジュールまたはアクセス ポイント テンプレートの内容を必要に応じて変更し、[スケ
ジュール（Schedule）] をクリックします。

現在のアクセス ポイント テンプレート タスクを有効にするには：
ステップ 1

[設定（Configure）] > [スケジュール済み設定タスク（Scheduled Configuration Task）] を選択し
ます。

ステップ 2

有効にするスケジュール済みタスクのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [スケジュールの有効化（Enable
Schedule）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

関連項目
•

スケジュール済み設定タスクの管理

•

AP テンプレート タスクの管理

•

WLAN 設定スケジュール済みタスクの結果の表示

WLAN 設定スケジュール済みタスクの結果の表示
すべてのスケジュール済み WLAN タスクを Cisco Prime Infrastructure で表示および管理するには：
ステップ 1

[設定（Configure）] > [スケジュール済み設定タスク（Scheduled Configuration Task）] を選択し
ます。

ステップ 2

左側のサイドバー メニューから [WLAN 設定（WLAN Configuration）] を選択します。

ステップ 3

[タスク名（Task Name）] リンクを選択して、[WLAN スケジュール詳細（WLAN Schedule Detail）]
ページを開きます。このページで、スケジュール設定されたタスクの日付と時刻を変更できます。

ステップ 4

スケジュール済みタスクのチェックボックスをオンにし、[コマンドの選択（Select a command）]
ドロップダウン リストを使用して、選択したタスクを有効化、無効化、または削除します。

関連項目
•

スケジュール済み設定タスクの管理

•

AP テンプレート タスクの管理
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ソフトウェアのダウンロードの管理
ソフトウェア ダウンロード タスクを管理するには、この機能を使用します。
•

ソフトウェア ダウンロード タスクの追加

•

ソフトウェア ダウンロード タスクの変更

•

ソフトウェア ダウンロード タスク用のコントローラの選択

ソフトウェア ダウンロード タスクの追加
ソフトウェア ダウンロード タスクを追加するには：
ステップ 1

左側のサイドバー メニューから [設定（Configuration）] > [スケジュール済み設定タスク
（Scheduled Configuration Task）] を選択し、[ソフトウェア ダウンロード（Download Software）] を
選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [ソフトウェア ダウンロード
タスクの追加（Add Download Software Task）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

次の情報を設定します。
•

一般
– [タスク名
（Task Name）]：スケジュール設定済みタスク名を入力して、該当するスケ

ジュール設定済みソフトウェア ダウンロード タスクを特定します。
•

スケジュールの詳細
– [ダウンロード タイプ
（Download Type）]：ダウンロード タイプを選択します。コントロー

ラへのソフトウェア ダウンロードをスケジュール設定するには [コントローラへのソフ
トウェア ダウンロード（Download software to controller）] チェックボックスをオンにし
ます。またはソフトウェア AP の事前ダウンロードをスケジュール設定するには [ソフト
ウェア AP の事前ダウンロード（Pre-download software APs）] チェックボックスをオンに
します。[コントローラへのソフトウェア ダウンロード（Download software to controller）]
を選択した場合、イメージの詳細を指定します。

（注）

事前ダウンロード オプションが表示されるのは、選択したすべてのコントローラが
リリース 7.0.x.x 以降を使用している場合のみです。

AP ごとの [イメージの事前ダウンロード（Image Predownload）] ステータスを確認するに
は、[管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード
（Job Dashboard）] > [システム ジョブ（System Jobs）] > [ワイヤレス ポーラー（Wireless
Poller）] > [AP イメージの事前ダウンロード ステータス（AP Image Pre-Download Status）]
でタスクを有効にして、[レポート起動パッド（Report Launch Pad）] から [AP イメージ事
前ダウンロード（AP Image Predownload）] レポートを実行します。
– [再起動タイプ
（Reboot Type）]：再起動タイプが手動、自動、またはスケジュール設定済み

かどうかを示します。

（注）

[再起動タイプ（Reboot Type）] として [自動（Automatic）] を設定できるのは、[コン
トローラへのソフトウェア ダウンロード（Download software to controller）] オプ
ションが選択されている場合のみです。
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– [ダウンロード日時
（Download date/time）]：表示されるテキスト ボックスに日付を入力す

るか、カレンダー アイコンをクリックしてカレンダーを開き、日付を選択できます。時間
と分のドロップダウン リストから時刻を選択します。
– [再起動日時
（Reboot date/time）]：このオプションは、[再起動タイプ（Reboot Type）] として

[スケジュール済み（Scheduled）] を選択した場合にのみ表示されます。表示されるテキス
ト ボックスに日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックしてカレンダーを開
き、コントローラを再起動する日付を選択できます。時間と分のドロップダウン リスト
から、時刻を選択します。
すべての AP がソフトウェアの事前ダウンロードを完了できるように、ダウンロードと
再起動の間に十分な時間（少なくとも 30 分）をスケジュール設定します。
スケジュール設定された再起動時刻に、いずれかの AP で事前ダウンロードが進行中の
場合、コントローラは再起動（リブート）しません。そのような場合は、すべての AP の事
前ダウンロードが終了するまで待って、コントローラを手動で再起動してください。
– [通知
（Notification）
（任意）
]
：電子メールで通知を送信する際の受信者の電子メール アド

レスを入力します。
電子メール通知を受信するには、[管理者（Administration）] > [設定（Settings）] > [メール
サーバ設定（Mail Server Configuration）] ページで Prime Infrastructure メール サーバを設
定してください。
•

[イメージ詳細（Image Details）]：TFTP サーバまたは FTP サーバの情報を次のように指定し
ます。
[スケジュール詳細（Schedule Details）] 領域で [コントローラへのソフトウェア ダウンロード
（Download software to controller）] オプションを選択した場合は、以下の詳細を入力します。
[TFTP]：TFTP サーバ情報を指定します。
– [ファイルの場所
（File is Located on）] ドロップダウン リストから、[ローカル マシン

（Local machine）] または [TFTP サーバ（TFTP server）] を選択します。
TFTP サーバを選択した場合は、[デフォルトサーバ（Default Server）] を選択するか、[サー
バ名（Server Name）] ドロップダウン リストから新しいサーバを追加します。
– TFTP サーバの IP アドレスを指定します。
デフォルトのサーバを選択した場合は、これ

が自動的に入力されます。
– ローカル ファイル名を指定するか、
[参照（Browse）] をクリックして該当するファイルに

ナビゲートします。
– 上記で TFTP サーバを選択した場合、
ファイル名を指定します。

[FTP]：FTP サーバ情報を指定します。
– [FTP クレデンシャル情報
（FTP Credentials Information）]：FTP オプション ボタンを選択

した場合は、FTP ユーザ名、パスワード、およびポートを入力します。
– [ファイルの場所
（File is Located on）] ドロップダウン リストから、[ローカル マシン

（Local machine）] または [FTP サーバ(FTP server)] を選択します。
FTP サーバを選択した場合は、[デフォルトサーバ（Default Server）] を選択するか、[サー
バ名（Server Name）] ドロップダウン リストから新しいサーバを追加します。
– FTP サーバの IP アドレスを指定します。
デフォルトのサーバを選択した場合は、これが

自動的に入力されます。
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– ローカル ファイル名を指定するか、
または [参照（Browse）] をクリックして該当する

ファイルにナビゲートします。
– 上記で FTP サーバを選択した場合は、
ファイル名を指定します。
ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

ソフトウェア ダウンロード タスクの変更
はじめる前に

少なくとも 1 つのソフトウェア ダウンロード タスクが存在している必要があります（「ソフト
ウェア ダウンロード タスクの追加」を参照）。
ソフトウェア ダウンロード タスクを変更するには：
ステップ 1

[設定（Configure）] > [スケジュール済み設定タスク（Scheduled Configuration Task）] を選択し
ます。

ステップ 2

左側のサイドバー メニューから、[ソフトウェア ダウンロード（Download Software）] を選択し
ます。

ステップ 3

[タスク名（Task Name）] リンクをクリックして [ソフトウェア ダウンロード タスク（Download
Software Task）] ページを開き、変更を行ってから [保存（Save）] をクリックします。
ステータスが [有効（Enabled）] になっているタスクの [ダウンロード タイプ（Download Type）]
（[ダウンロード（Download）]/[事前ダウンロード（Pre-download）]）または [サーバ タイプ（Server
Type）
（[FTP]/[TFTP]）
]
を変更すると、タスクのステータスが [無効（Disabled）] になり、タスクと
既存のコントローラとの関連付けがすべて解除されます。

ソフトウェア ダウンロード タスク用のコントローラの選択
このページには、スケジュール設定されたイメージ ダウンロードまたは事前ダウンロード タス
クで選択できる、サポートされているすべてのコントローラの一覧が表示されます。
スケジュール済みイメージ ダウンロード用のコントローラを選択するには：
ステップ 1

[設定（Configure）] > [スケジュール済み設定タスク（Scheduled Configuration Task）] を選択し
ます。

ステップ 2

左側のサイドバー メニューから、[ソフトウェア ダウンロード（Download Software）] を選択し
ます。

ステップ 3

[コントローラ（Controller）] をクリックして [ソフトウェア ダウンロード タスク（Download
Software Task）] 詳細ページを開き、[コントローラの選択（Select Controller）] をクリックしてコン
トローラ リストを表示します。

（注）

タスクで事前ダウンロード オプションを選択した場合、ソフトウェア リリース 7.0.x.x
以降のコントローラのみが表示されます。
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[コントローラの選択（Select Controller）] ページにアクセスする別の方法として、[設定
（Configure）] > [スケジュール済み設定タスク（Scheduled Configuration Task）] > [ソフトウェア
ダウンロード（Download Software）] の順に選択し、ステータスが [有効（Enabled）]、[無効
（Disabled）]、または [期限切れ（Expired）] になっているダウンロード タスクの [コントローラの
選択（Select Controller）] 列のハイパーリンクをクリックすることもできます。
[到達可能性ステータス（Reachability Status）] が [到達不能（Unreachable）] であるコントローラに
は、ソフトウェアをダウンロードできません。
ステップ 4

必要な変更を行い、[保存（Save）] をクリックします。
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コンプライアンスを確保するためのデバイ
ス設定の監査
Prime Infrastructure では、デバイス設定の基準および監査ポリシーを定義して、ネットワーク デ
バイス設定の相違を検出し修正できます。複数の設定ファイルに対してコンプライアンス監査
をスケジュールし、指定基準と異なる設定があるかどうかを示す監査レポートを取得できます。
ネットワークのデバイスに対してコンプライアンス監査を実行するには、次の手順を実行します。
1.

コンプライアンス サービスの前提条件を満たします。

2.

ルール、条件、および修正を含むコンプライアンス ポリシーを定義します。

3.

ポリシーをポリシー プロファイルにグループ化します。

4.

即時または特定時刻に、指定したデバイスに対してポリシーを実行します。
Prime Infrastructure は、ポリシーに指定された内容によってデバイスの実行コンフィギュ
レーションまたは show コマンドを比較し、違反を検出してレポートを作成します。

5.

監査コンプライアンス レポートを表示して、違反を確認および修正します。

コンプライアンス サービス機能は、有線デバイスでのみサポートされます。コンプライアンス監
査は、ワイヤレス デバイスに対しては実行できません。ワイヤレス デバイスに対して PSIRT と
EOX のレポートを生成できます。
関連項目
•

コンプライアンス監査の前提条件

•

コンプライアンス ポリシーの作成

•

コンプライアンス プロファイルへのポリシーのグループ化

•

デバイスに対するコンプライアンス プロファイルの実行

•

コンプライアンス監査結果の表示

•

デバイスのコンプライアンス違反の修正
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コンプライアンス監査の前提条件
コンプライアンス サービス機能は、デフォルトでは無効になっています。これを使用するには、
管理者権限を持つ Prime Infrastructure ユーザが機能を有効にする必要があります。詳細について
は、
「関連項目」の「コンプライアンス サービスの有効化」を参照してください。
コンプライアンス サービス機能は、次の Prime Infrastructure サーバ オプションでのみ使用可能
です。
•

Professional 仮想アプライアンス。詳細については、
「関連項目」の「仮想アプライアンスのオ
プション」および「システム要件について」を参照してください。

•

Cisco Unified Computing System（UCS）Gen 2 物理アプライアンス。詳細については、
「関連項
目」の「仮想アプライアンスのオプション」および「システム要件について」を参照してくだ
さい。

Express、Express-Plus、Standard の Prime Infrastructure 仮想アプライアンスでは、コンプライアン
ス サービスを使用できません。
関連項目
•

コンプライアンス サービスの有効化

•

仮想アプライアンスのオプション

•

物理アプライアンス オプション

•

システム要件について

•

コンプライアンス ポリシーの作成

コンプライアンス ポリシーの作成
コンプライアンス ポリシーとは、必要な基準または想定されるコンフィギュレーションを定義
する一連の CLI コマンドです。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] を選択します。

ステップ 2

[コンプライアンス ポリシーの作成（Create Compliance Policy）] アイコンをクリックします。

ステップ 3

タイトルと説明を入力して [作成（Create）] をクリックします。
これで、ポリシーのルールを作成できるようになります。

関連項目
•

コンプライアンス監査の前提条件

•

コンプライアンス ポリシー ルールの作成
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コンプライアンス ポリシー ルールの作成
コンプライアンス ポリシーを作成したら、ポリシー内にルールを指定し、条件および違反に対す
る適切な修正を定義します。ルールはプラットフォーム固有です。各ポリシーには 1 つ以上の
ルールが必要です。また、ポリシーに定義できるルール数に上限はありません。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] を選択します。

ステップ 2

左側のナビゲーション ペインで、ルールを追加するポリシーを選択します。

ステップ 3

作業領域ペインで、[新規（New）] をクリックします。[新しいルール（New Rule）] ウィンドウが開
きます。

ステップ 4

[ルール情報（Rule Information）]、[プラットフォームの選択（Platform Selection）]、[ルール入力
（Rule Inputs）]、および [条件とアクション（Conditions and Actions）] 領域に必要な情報を入力しま
す。フィールドの説明については、表 25-1を参照してください。
Prime Infrastructure は標準 Java ベースのすべての正規表現をサポートします。詳細については、
http://www.rexegg.com/regex-quickstart.html を参照してください。

ステップ 5

[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 6

既存のルールを複製してポリシーに追加するには、ルールを選択し、[複製（Duplicate）] をクリッ
クします。

ステップ 7

該当するフィールドに入力して [保存（Save）] をクリックします。
ポリシーへのルールの追加が完了したら、プロファイルを作成する必要があります。コンプライ
アンス ポリシーの作成を参照してください。

表 25-1

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] > [新しいルール（New Rule）] の

フィールド

フィールド

説明

ルール情報（Rule Information）

このセクションに入力するすべての情報はフリー テキストであり、条件や後続の違反には影響しません。
ルール タイトル
（Rule Title）

ルールの名前を入力します。

説明（Description）

簡単な説明を入力します。

影響（Impact）

ルールが生成する違反の影響に関する簡単なメモを入力します。

推奨修正
（Suggested Fix）

特定のポリシーに対してルールを選択するかどうかの判断に役立つ、修正についての簡単な
説明を入力します。この説明は、[ルール セレクタ（Rule Selector）] ペインのルールを確認する
際に表示されます。

プラットフォームの選択（Platform Selection）

使用可能なプラット 条件を実行する必要があるプラットフォームをオンにします。シスコ デバイスを選択した場
フォーム
合は、リストに指定されたすべてのシスコ プラットフォームが含められます。このセクショ
（Available Platforms） ンでオンにしたプラットフォームは監査ジョブの無視回数に影響します。たとえば、[使用可
能なプラットフォーム（Available Platforms）] ペインで選択されていないデバイスを含めて、
範囲内のすべてのデバイスでルールを実行した場合、そのようなデバイスは監査されず、無
視回数に対してマークされます。
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表 25-1

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] > [新しいルール（New Rule）] の

フィールド（続き）

フィールド

説明

ルール入力（Rule Inputs）

新しいルール入力
（New Rule Input）

新しいルールに情報を追加するには、[新規（New）] をクリックします。このペインで作成す
る情報は、[ポリシー プロファイル（Policy Profile）] ペインに反映されます。選択したルールの
ルール情報を指定する必要があります。たとえば、IP アドレスに情報を作成できます。この
ルールを実行するユーザがルールに固有の IP アドレスを入力したり、そのアドレスを特定
のプロファイルに追加したりできます。必要な次の詳細情報を入力します。
識別子については、自身の識別子を入力するか、[生成（Generate）] ボタンをクリックして、タ
イトルに基づく識別子を生成します。
[データ型（Data Type）] フィールドで選択したオプションに基づいて、次のフィールドが表示
されます。
•

[値のリスト（Is List of Values）]：ルール情報に関連付ける複数の値を追加するには、この
チェックボックスをオンにします。値の追加、編集、削除ができる表が表示されます。ま
た、デフォルト値を設定することもできます。

•

[複数の値の承認（Accept Multiple Values）]：監査時に複数の値を指定する場合は、この
チェックボックスをオンにします。これは、実行タイプのルール情報の場合にのみ適用
されます。

•

[最小値（Min Value）]：ルール情報の最小整数値を入力します。これは、整数データ型の場
合にのみ適用されます。

•

[最大値（Max Value）]：ルール情報の最大整数値を入力します。これは、整数データ型の場
合にのみ適用されます。

•

[デフォルト値（Default Value）]：ルール情報のデフォルト値を入力します。このフィール
ドに入力する値の形式は、[データ型（Data Type）] フィールドで選択したデータ型によっ
て異なります。たとえば、データ型として [整数（Integer）] を選択した場合は、入力できる
のは整数値のみです。

•

[最大長（Max Length）]：ルール情報に適用される最大長を入力します。

•

[有効な正規表現（Val RegExp）]：実行または修正に使用される有効な正規表現を入力し
ます。

条件とアクション
（Conditions and Actions）

新しい条件とアク
ション（New
Conditions and
Actions）

新しいルールの条件およびアクションを作成するには、[新規（New）] をクリックします。

[新しい条件とアクション：条件の詳細（New Conditions and Actions—Conditions Details）] タブ
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表 25-1

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] > [新しいルール（New Rule）] の

フィールド（続き）

フィールド
条件範囲の詳細
（Condition Scope
Details）

説明
•

[条件範囲（Condition Scope）]：次のいずれかから条件の範囲を選択します。
– [設定
（Configuration）]：完全な実行コンフィギュレーションをオンにします。
– [デバイス コマンドの出力
（Device Command Outputs）]：show コマンドの出力を確認

します。
– [デバイスのプロパティ
（Device Properties）]：実行中の設定ではなく、デバイスのプロ

パティに対して確認を行います。
– [以前一致したブロック
（Previously Matched Blocks）]：以前の条件で定義されている

ブロックに対して条件を実行します。このオプションで条件を実行するには、以前の
条件で [ブロックとして解析（Parse as Block）] オプションをオンにしている必要があ
ります。このオプションは、ルールの最初の条件に設定できません。
•

[デバイスのプロパティ（Device Property）]：次のデバイス プロパティのいずれかを選択
します。
– [デバイス名
（Device Name）]
– [IPアドレス
（IP Address）]
– [OS 名
（OS Name）]
– [OS のバージョン
（OS Version）]

（注）

•

このオプションは、[条件範囲（Condition Scope）] ドロップダウン リストの [デバイス
のプロパティ（Device Properties）] を選択した場合にのみ、有効になります。

[show コマンド（Show Commands）]：選択したプラットフォームに適用される必須の show
コマンドを選択します。また、監査を実行する必要がある show コマンドも入力できます。

（注）

このオプションは、[条件範囲（Condition Scope）] ドロップダウン リストの [デバイス
コマンドの出力（Device Command Outputs）] を選択した場合にのみ、有効になります。

ブロック オプション（Block Options）

ブロックとして解析
（Parse as Blocks）

このオプションをオンにすると、実行中の設定ファイル内の特定のブロックの条件（このセ
クションで定義）を実行できるようになります。このオプションは、[条件範囲（Condition
Scope）] オプションで [設定（Configuration）] を選択した場合の show コマンドのみを対象と
します。

ブロック開始表現
（Block Start
Expression）

このフィールドは、[ブロックとして解析（Parse as Blocks）] オプションが有効になっている場
合は必須です。正規表現を使用してください。ここでは、ルール情報と、Grep 出力を使用でき
ます。

ブロック終了表現
（Block End
Expression）

このフィールドは任意です。デフォルトでは、最上位またはサブレベルのコマンドが開始さ
れた際にブロックが終了します。これよりも前にブロックを中断する場合は、正規表現とし
て値を入力します。
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表 25-1

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] > [新しいルール（New Rule）] の

フィールド（続き）

フィールド

説明

ルール成功基準
（Rule Pass Criteria）

必要に応じて、オプションをオンにします。各オプションは次のとおりです。
•

[すべてのサブ ブロック（All Sub Blocks）]：すべてのブロックが指定された条件を満たし
た場合にのみ、ルールは成功したとマークされます。

•

[いずれかのサブ ブロック（Any Sub Block）]：サブ ブロックのいずれかが条件を満たして
いる場合でも、ルールを成功したとしてマークします。

•

[失敗インスタンスごとに 1 つの違反を発生（Raise One Violation for Each Failing
Instance）]：このオプションを有効にした場合、[ジョブ ビュー（Job view）] で指定した違
反回数は、各ブロックで条件が違反を検出した回数だけ増加します。

条件一致の基準（Condition Match Criteria）

演算子（Operator）
演算子関数
（Operator Function）

後続のフィールドで入力する値に基づいてオプションを選択します。
[編集（Edit）] をクリックします。[演算子関数の選択（Select Operator Function）] ページが表示
されます。事前定義の関数を選択し、選択した事前定義の関数に基づいて関数のパラメータ
を入力します。
（注）

値（Value）

このフィールドは、[演算子（Operator）] フィールドでオプションの [関数を実行
（Execute a Function）] を選択した場合にのみ使用できます。

値には正規表現を使用してください。ここでは、ルール情報と、Grep 出力を使用できます。
この変数は、grep して後続の条件に使用できます。これは、<2.1> <2.2> などの
<number.value number> 条件規則に従います。この数値識別子は、前にフィールドで選択さ
れた演算子の入力パラメータとして、次の条件から使用できます。

ルール成功基準
（Rule Pass Criteria）

必要に応じて、オプションをオンにします。各オプションは次のとおりです。
•

[すべてのサブ ブロック（All Sub Blocks）]：すべてのブロックが指定された条件を満たし
た場合にのみ、ルールは成功したとマークされます。

•

[いずれかのサブ ブロック（Any Sub Block）]：サブ ブロックのいずれかが条件を満たして
いる場合でも、ルールを成功したとしてマークします。

•

[失敗インスタンスごとに 1 つの違反を発生（Raise One Violation for Each Failing Instance）]：
このオプションを有効にした場合、[ジョブ ビュー（Job view）
] で指定した違反回数は、各ブ
ロックで条件が違反を検出した回数だけ増加します。

[新しい条件とアクション：アクションの詳細（New Conditions and Actions—Action Details）] タブ

アクションの選択
（Select Action）

コンプライアンス監査を違反を検出した時点で実行する必要があるアクションを次のうち
から 1 つ選択します。
•

[続行（Continue）]：条件を満たしている、または満たしていない場合に、このフィールドに
指定された条件番号に基づいてルールが続行します。条件番号を指定しない場合は、
ルールは次の条件までスキップします。

•

[違反を発生させない（Does Not Raise a Violation）]：違反を発生させずに、その後のルール
の実行を停止します。

•

[違反を発生させる（Raise a Violation）]：違反を発生させ、その後のルールの実行を停止し
ます。

•

[違反を発生させて続行する（Raise a Violation and Continue）]：違反を発生させ、ルールの
実行を継続します。
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表 25-1

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] > [新しいルール（New Rule）] の

フィールド（続き）

フィールド

説明

条件番号
（Condition Number）

条件を満たしている場合、または満たしていない場合によってルールを続行する条件番号を
指定します。現在の条件番号以下の条件番号は指定できません。このフィールドは、[アク
ションの選択（Select Action）] フィールドでオプションの [続行（Continue）] を選択した場合
にのみ使用できます。[条件番号（Condition Number）] フィールドが空白の場合に、次の利用可
能な条件を使用できます。

違反の重大度
（Violation Severity）

違反を検出した場合に、コンプライアンス監査にフラグを設定する必要がある重大度を指
定します。このフィールドは、[アクションの選択（Select Action）] フィールドでオプション
の [違反を発生させる（Raise a Violation）] を選択した場合にのみ使用できます。

違反メッセージ タイ
プ（Violation Message
Type）

次のメッセージ タイプのいずれかを選択します。
•

[デフォルト違反メッセージ（Default Violation Message）]：修正不能（または手動介入が必
要）と判断した場合に、このオプションを選択します。

•

[ユーザ定義の違反メッセージ（User defined Violation Message）]：コメントを入力し、違反
を修正する CLI 修正を提供するには、このオプションを選択します。

このフィールドは、[アクションの選択（Select Action）] フィールドでオプションの [違反を発
生させる（Raise a Violation）] を選択した場合にのみ使用できます。
違反メッセージ
（注） このフィールドは、
[違反メッセージ タイプ（Violation Message Type）] フィールドで
（Violation Message）
ユーザ定義の違反メッセージを選択した場合にのみ使用できます。
[ジョブ ビュー（Job View）] ウィンドウに表示される違反メッセージを入力します。ここに、
ルール情報を使用できます。
CLI の修正（Fix CLI） （注） このフィールドは、[違反メッセージ タイプ（Violation Message Type）] フィールドで
ユーザ定義の違反メッセージを選択した場合にのみ使用できます。
デバイスが指定した条件を満たしていない場合に、関連する CLI 修正を入力します。config t、
configure、およびその exit コマンドを入力しないでください。ここでは、ルール情報と、Grep
出力を使用できます。
（注）

exit コマンドはメインおよびサブレベル コマンドで使用できます。

次に、このフィールドに入力する CLI 修正の形式を示します。
•

実行タイプの入力の場合は、<Rule input ID> を入力します。

•

修正タイプの入力の場合は、^<Rule input ID>^ を入力します。

•

Grep タイプの出力の場合は、
<n.m> を入力します。
ここで、
n は条件番号、
m は出力番号です。

ポリシーのインポートとエクスポート
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] を選択します。

ステップ 2

左側のナビゲーション ペインで、インポートまたはエクスポートする必要があるポリシーを選
択します。
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ステップ 3

ポリシーをエクスポートする場合は、目的のポリシーの上にカーソルを移動して、[ポリシーを
XML としてエクスポート（Export Policy as XML）]、[保存（Save）] の順にクリックします。

ステップ 4

ポリシーをインポートする場合は、左側のナビゲーション ペインで、[ポリシーを XML としてイ
ンポート（Import Policy as XML）] アイコンにカーソルを合わせてクリックします。[ファイルの
選択（Choose Files）]、[インポート（Import）] の順にクリックします。

関連項目
•

コンプライアンス監査の前提条件

•

コンプライアンス ポリシーの作成

•

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）]

コンプライアンス ポリシー ルールの例
次の項では、コンプライアンス ポリシーと各ポリシーのルールの例を示します。

デバイスに設定されている DNS サーバ
このコンプライアンス ポリシーは、IP name-server 1.2.3.4 または IP name-server 2.3.4.5 がデバ
イスに設定されているかを確認し、どちらも設定されていない場合は違反を報告します。
[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] > [新しいルール
（New Rule）] フォームの該当するフィールドに、次の設定を入力します。
フィールド

値

条件範囲の詳細
設定（Configuration）
（Condition Scope Details）
ブロック オプション
（Block Options）
（任意）
演算子（Operator）

式と一致させます。

値（Value）

ip name-server (1.2.3.4|2.3.4.5)$

アクションを照合
（Match Action）

違反を発生させず、このルールを終了します。

アクションを照合しない
（Does Not Match Action）

違反を発生させ、このルールを終了します。

違反テキスト
（Violation Text）

DNS サーバを 1.2.3.4 または 2.3.4.5 として設定する必要があり
ます。

NTP サーバの冗長性
このコンプライアンス ポリシーは、デバイスでコマンド ntp server が少なくとも 2 回表示される
かどうかを確認します。
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[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] > [新しいルール
（New Rule）] フォームの該当するフィールドに、次の設定を入力します。
フィールド

値

条件範囲の詳細
設定（Configuration）
（Condition Scope Details）
演算子（Operator）

式と一致させます。

値（Value）

(ntp server.*\n){2,}

アクションを照合
（Match Action）

続行（Continue）

アクションを照合しない
（Does Not Match Action）

違反を発生させ、このルールを終了します。

違反テキスト
（Violation Text）

NTP サーバを 2 つ以上設定する必要があります。

コミュニティ ストリング
このコンプライアンス ポリシーは、snmp-server community public または snmp-server
community private がデバイスに設定されているかを確認します。設定されている場合、Prime
Infrastructure は違反を報告します。
[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] > [新しいルール
（New Rule）] フォームの該当するフィールドに、次の設定を入力します。
フィールド

値

条件範囲の詳細
設定（Configuration）
（Condition Scope Details）
演算子（Operator）

式と一致させます。

値（Value）

snmp-server community (public|private)

アクションを照合
（Match Action）

違反を発生させ、このルールを終了します。

アクションを照合しない
（Does Not Match Action）

続行（Continue）

違反テキスト
（Violation Text）

コミュニティ ストリング <1.1> が設定されています。
違反テキストの <1.1> は、実行時にデバイスで設定される実際の
コミュニティ ストリングに置き換えられます。この例では、<1.1>
は現在の条件で最初にキャプチャされたグループを示します。

IOS ソフトウェアのバージョン
このコンプライアンス ポリシーは、Cisco IOS ソフトウェアのバージョン 15.0(2)SE7 がデバイス
にインストールされているかどうかを確認します。
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コンプライアンス ポリシーの作成

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] > [新しいルール
（New Rule）] フォームの該当するフィールドに、次の設定を入力します。
フィールド

値

条件範囲の詳細
デバイス コマンド出力
（Condition Scope Details）
show コマンド（Show
Commands）

show version

演算子（Operator）

文字列を含みます。

値（Value）

15.0(2)SE7

アクションを照合
（Match Action）

続行（Continue）

アクションを照合しない
（Does Not Match Action）

違反を発生させます。

違反テキスト
（Violation Text）

show version の出力には文字列「15.1(1)SY2」が含まれている必要
があります。

ポリシー グループの詳細
表 25-2 でポリシー グループの詳細について説明します。
表 25-2

ポリシー グループのリスト

ポリシー グループ名
（Policy Group Name）

ポリシー

AAA サービス

監査と管理

•

AAA

•

AAA アカウンティング：接続

•

AAA アカウンティング：実行

•

AAA アカウンティング：ネットワーク

•

AAA アカウンティング：システム

•

AAA 認証：有効化

•

AAA 認証：ログイン

•

AAA 認証：設定

•

AAA 認証：実行

•

AAA 認証：ネットワーク

•

バナー

•

コンソール アクセス

•

DHCP

•

ドメイン名

•

ホスト名

•

ロギングおよび Syslog

•

ターミナル アクセス

•

ユーザ パスワード
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表 25-2

ポリシー グループのリスト（続き）

ポリシー グループ名
（Policy Group Name）

ポリシー
•

ACLs

•

CDP

•

時計

•

FTP

•

NTP の設定

•

Traceroute

ネットワーク アクセス
サービス

•

ループバック インターフェイス

•

リモート コマンド

ネットワーク プロト
コル

•

コントロール プレーン ポリシング

•

ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）

•

ICMP

•

その他のサービス

•

ルーティングおよび転送

•

TCP パラメータ

その他

•

デバイス バージョン チェック

ルーティング プロト
コル

•

BGP

•

EIGRP

•

OSPF

•

RIP

•

インターフェイス上の ACL

•

分散型 DoS 攻撃

•

ファイアウォール トラフィック ルール

•

LAND 攻撃

•

Martian トラフィック

•

Null（ブラック ホール）ルーティング

•

危険なトラフィック

•

スマーフ攻撃

•

トラフィック規則

グローバル設定

セキュリティ
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コンプライアンス プロファイルへのポリシーのグループ化

表 25-2

ポリシー グループのリスト（続き）

ポリシー グループ名
（Policy Group Name）

ポリシー

スイッチング

コンプライアンス ポリ
シー

•

DHCP スヌーピング

•

ダイナミック トランキング プロトコル

•

IEEE 802.1x ポートベースの認証

•

IEEE 802.3 フロー制御

•

IP Phone およびホスト ポート

•

IP Phone ポート

•

管理 VLAN

•

ポート セキュリティ

•

スパニングツリー プロトコル（STP）

•

単方向リンク検出（UDLD）

•

未使用ポート

•

VLAN 1

すべてのユーザ定義ポリシーがこのポリシー グループの下に表示さ
れます。

コンプライアンス プロファイルへのポリシーのグルー
プ化
コンプライアンス ポリシーの作成後に、一連のポリシーを含むポリシー プロファイルを作成で
きます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [プロファイル（Profiles）] を選択し
ます。

ステップ 2

コンプライアンス ポリシー セレクタで [追加（Add）] をクリックします。デフォルトのシステム
定義ポリシー グループと独自に作成したポリシー グループが表示されます。

ステップ 3

目的のポリシーを選択します。

ステップ 4

デバイスの監査用に、選択したポリシー内のルールと入力を選択します。必要に応じて、ルール
入力の値を入力します。ルール入力を入力するオプションは、[ポリシー（Policies）] ページで新し
いルールを作成した際に入力パラメータを入力した場合にのみ使用できます。

関連項目
•

デバイスに対するコンプライアンス プロファイルの実行

•

コンプライアンス監査結果の表示

•

コンプライアンス監査の前提条件

•

違反サマリの詳細の表示
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デバイスに対するコンプライアンス プロファイルの実行
コンプライアンス プロファイルを作成したら、それを実行するデバイスを選択します。Prime
Infrastructure によって、コンプライアンス プロファイルの名前が付いたジョブが作成されます。
ステップ 1

コンプライアンス プロファイルを作成したら、[コンプライアンス監査の実行（Run Compliance
Audit）] アイコンをクリックします。

ステップ 2

監査するデバイスを選択します。[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 3

[監査のスケジュール（Schedule Audit）] ページで、スケジュールの詳細を入力します。[設定の選
択（Choose Configuration）] オプションで、次のいずれかを選択します。

ステップ 4

•

[アーカイブした最後の設定を使用（Use Latest Archived Configuration）]：このオプションを選
択すると、Prime Infrastructure はアーカイブ内の最新のバックアップ設定を使用します。バッ
クアップ設定を使用できない場合、デバイスは監査されず、監査なしデバイスとしてマーク
されます。

•

[現在のデバイス設定を使用（Use Current Device Configuration）]：Prime Infrastructure はデバイ
スの最新の設定をポーリングしてから、監査を実行します。コンプライアンス ポリシーで
show コマンドが使用されている場合、show コマンドの出力は、現在のデバイス設定から取
得されます。

[監査（Audit）] をクリックします。監査ジョブがスケジュール設定されます。監査ジョブのステー
タスを確認するには、[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ジョブ（Jobs）]
を選択します。

関連項目
•

コンプライアンス ポリシーの作成

•

コンプライアンス プロファイルへのポリシーのグループ化

•

コンプライアンス監査結果の表示

•

違反サマリの詳細の表示

コンプライアンス監査結果の表示
スケジュール設定したジョブのステータスを確認して違反を表示するには、
[設定（Configuration）
]>
[コンプライアンス（Compliance）] > [ジョブ（Jobs）] を選択します。単一のデバイスでさまざまなコ
ンプライアンス ポリシーが実行されている場合があります。
ジョブを作成したら、そのジョブに関して次の設定を行えます。
•

[シリーズを一時停止（Pause Series）]：後日に実行するようにスケジュール設定されている
ジョブのみに適用できます。実行中のジョブを一時停止することはできません。

•

[シリーズを再開（Resume Series）]：一時停止されているジョブのみに適用できます。

•

[スケジュールを編集（Edit Schedule）]：スケジュール済みのジョブを別の時間に再度スケ
ジュール設定します。

[最後の実行結果（Last Run Result）] 列には、表 25-3 で説明したコンプライアンス ジョブの結果が
表示されます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

25-13

第 25 章

コンプライアンスを確保するためのデバイス設定の監査

コンプライアンス監査結果の表示

表 25-3

コンプライアンス ジョブの結果の説明

[最後の実行結
果（Last Run
Result）] の値
失敗 (Failure)

説明
監査した 1 つ以上のデバイスが、プロファイルで指定されたポリシーに違反
しています。

一部成功
コンプライアンス ジョブに、監査済みおよび監査なしのデバイスが両方含ま
（Partial Success） れ、監査済みデバイスのコンプライアンス ステータスは成功です。
成功（Success）

監査したすべてのデバイスは、プロファイルで指定されたポリシーに準拠し
ています。

ジョブの詳細を表示するには、ジョブごとに表示されるハイパーリンクされた結果をクリック
します。
関連項目
•

デバイスのコンプライアンス違反の修正

•

違反サマリの詳細の表示

[設定
（Configuration）
] > [コンプライアンス
（Compliance）
] > [ジョブ
（Jobs）
]
表 25-4 に、監査済み/監査なしのデバイス、コンプライアンス監査に選択したルール、コンプライ
アンスの状態、違反数、インスタンス数、最大重度、および無視数についての情報を示します。
表 25-4

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ジョブの詳細と違反のサマリ フィールド（Jobs Details
and Violations Summary Fields）]

フィールド

説明

監査済み/監査なしのデ
バイス
（Audited/Non-Audited
Devices）

選択されたルール
（Selected Rules）
コンプライアンスの状
態（Compliance State）

監査済みおよび監査なしのデバイスの数を表示します。デバイスの詳細については、監査
済みおよび監査なしのデバイスのハイパーリンク回数をクリックします。監査済みデバイ
スのハイパーリンク回数をクリックすると、デバイス名と監査ステータスが表示されま
す。監査なしデバイスには、次の数が含まれます。
•

ジョブのスケジュール中にユーザの対象範囲にあったが、その後に変更されたデバイ
ス。ジョブ実行時にこれらのデバイスはユーザの対象範囲にはありませんでした。

•

ジョブ実行時にダウンしていたか、または到達できなかったデバイス。

•

IOS モードでなかった CPT デバイス。Compliance Manager に必要な実行コンフィギュ
レーションが含まれていないため、これらのデバイスは監査されません。

•

サードパーティ デバイス。

•

コンプライアンス サーバと同期していないデバイス。つまり、デバイスの要素タイプ
がコンプライアンス サーバで使用できません。

ポリシー プロファイルが作成された際にポリシーで選択されたルールの数。これは、ポリ
シーに定義されたルールの総数のサブセットの場合があります。
[成功（Pass）] または [失敗（Fail）] が表示されます。すべてのデバイスについてのポリシー
内のすべてのルールが、[成功（Pass）] を表示する状態を裏付ける必要があります。
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表 25-4

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ジョブの詳細と違反のサマリ フィールド（Jobs Details
and Violations Summary Fields）
（続き）
]

フィールド

説明

違反数
（Violation Count）

これは、各ジョブ内で確認された、異なる違反（特定のポリシー、デバイスの数）の数を一覧
表示します。たとえば、特定のポリシーの違反が 100 のデバイスであった場合、違反の数は
1 のみです。

インスタンス数
（Instance Count）

すべてのデバイスの違反数の概要。たとえば、特定のポリシーの違反が 100 のデバイスで
あった場合、インスタンスの数は 100 になります。

最高重大度
（Highest Severity）

ポリシーを構成するさまざまなルールの最高重大度。最大（ルールの作成時点で特定）を示
します。これは、それよりも重大度が低い項目を上書きします。

無視数（Ignore Count）

これは、ルールに対して定義されたプラットフォームの範囲外のデバイスであるために無
視されたルールの数を示します。

デバイスのコンプライアンス違反の修正
Prime Infrastructure では、デバイスで発生するコンプライアンス違反を修正できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ジョブ（Jobs）] を選択し、[監査ジョ
ブ（Audit Jobs）] タブをクリックして、ジョブのステータスを表示します。

ステップ 2

コンプライアンス違反が検出されたいずれかのジョブの [最後の実行結果（Last Run Result）] 列
で [失敗（Failure）] をクリックします。Prime Infrastructure に、コンプライアンス監査の一部とし
て実行されたすべてのポリシーのステータスが表示されます。
[無視数（Ignore Count）] 列は、指定したポリシーが適用されず検証に使用されなかったデバイス
の数を示します。

ステップ 3

[次へ（Next）] をクリックすると、コンプライアンス違反が発生しているデバイスが表示され
ます。

ステップ 4

下矢印をクリックしてデバイス名を展開し、違反があるポリシーを確認します。デバイスの設定
にコンプライアンス違反があると、次の場合にチェックボックスが表示されます。
•

デバイスで使用可能な CLI 修正があります。

•

違反を修正するために現在実行されているジョブはありません。

ステップ 5

修正を適用する定義済みポリシーの横のボックスをオンにして、[次へ（Next）] をクリックし
ます。

ステップ 6

ポリシーで定義済みの修正コマンドを確認し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

設定変更をデバイスに適用するスケジュールを選択して、[修正ジョブのスケジュール（Schedule
Fix Job）] をクリックします。

関連項目
•

コンプライアンス ポリシーの作成

•

コンプライアンス プロファイルへのポリシーのグループ化

•

コンプライアンス監査結果の表示

•

違反サマリの詳細の表示
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違反サマリの詳細の表示
レポートを実行して、失敗したすべての監査ジョブの違反を要約した詳細を表示できます。レ
ポートを生成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ジョブ（Jobs）] を選択し、[違反サマ
リ（Violation Summary）] タブをクリックします。

ステップ 2

レポートには、ジョブ失敗の要約情報が表示されます。

ステップ 3

PDF および CSV 形式でレポートをダウンロードできます。

デバイスのセキュリティ脆弱性の表示
レポートを実行して、Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）によって定義されて
いるセキュリティの脆弱性が、ネットワーク内のデバイスにあるかどうかを判断できます。ま
た、特定の脆弱性に関するマニュアルを参照できます。このマニュアルでは、脆弱性の影響と環
境を保護するために必要と考えられる手順が説明されています。
ステップ 1

[レポート（Reports）] > [PSIRT と EoX（PSIRT and EoX）] を選択します。

ステップ 2

ジョブをスケジュールする前にデバイスを同期する必要があります。[設定（Configuration）] >
[ネットワーク デバイス（Network Devices）] > [すべてのデバイスを選択（Select all Devices）]
を選択します。[同期（Sync）] をクリックします。

ステップ 3

[ジョブのスケジュール（Schedule Job）] をクリックします。[デバイス PSIRT（Device PSIRT）]、[デ
バイス ハードウェア EOX（Device Hardware EOX）]、[デバイス ソフトウェア EOX（Device
Software EOX）]、および [フィールドの説明（Field Note）] の情報を収集して報告するジョブが作
成されます。タブごとに個別のジョブは作成しません。

ステップ 4

PSIRT レポートの現在のステータスを表示するには、[ジョブの詳細を表示（View Job Details）] を
クリックします。ジョブが完了すると、動作ステータスの COMPLETED_WITH_SUCCESS と実
行ログの詳細が表示されます。

ステップ 5

PSIRT 情報を表示するには、[デバイス PSIRT（Device PSIRT）] タブをクリックします。

ステップ 6

[PSIRT タイトル（PSIRT Title）] 列のハイパーリンクをクリックすると、セキュリティの脆弱性の
詳しい説明が表示されます。

ステップ 7

PDF および CSV 形式で PSIRT レポートをダウンロードできます。

サポート終了レポートの表示
レポートを実行して、ネットワーク内のシスコ デバイス ハードウェアまたはソフトウェアがサ
ポート終了（EOX）に到達しているかどうかを判断できます。これは、製品のアップグレードや代
替オプションを決定する際に役立ちます。
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ステップ 1

[レポート（Reports）] > [PSIRT と EoX（PSIRT and EoX）] を選択します。

ステップ 2

[ジョブのスケジュール（Schedule Job）] をクリックします。[デバイス PSIRT（Device PSIRT）]、[デ
バイス ハードウェア EOX（Device Hardware EOX）]、[デバイス ソフトウェア EOX（Device
Software EOX）]、および [フィールドの説明（Field Note）] の情報を収集して報告するジョブが作
成されます。タブごとに個別のジョブは作成しません。

ステップ 3

ジョブの完了後に、次の EOX タブのいずれかをクリックすると、そのタブ固有のレポート情報
が表示されます。
•

デバイス ハードウェア EOX（Device Hardware EOX）

•

デバイス ソフトウェア EOX（Device Software EOX）

デバイスの Field Notice の表示
レポートを実行して、完全なインベントリ収集が完了している管理対象シスコ デバイスに Field
Notice があるかどうかを判断できます。Field Notice とは、セキュリティ脆弱性の問題以外でシス
コ製品に直接関係する重要な問題に関する通知です。通常、アップグレード、回避策、またはその
他の対策が必要となります。
ステップ 1

[レポート（Reports）] > [PSIRT と EoX（PSIRT and EoX）] を選択します。

ステップ 2

[ジョブのスケジュール（Schedule Job）] をクリックします。[デバイス PSIRT（Device PSIRT）]、[デ
バイス ハードウェア EOX（Device Hardware EOX）]、[デバイス ソフトウェア EOX（Device
Software EOX）]、および [フィールドの説明（Field Note）] の情報を収集して報告するジョブが作
成されます。タブごとに個別のジョブは作成しません。

ステップ 3

[Field Notice] タブをクリックすると、Field Notice の情報が表示されます。

ステップ 4

cisco.com で詳細を確認するには、[Field Notice 名（Field Notice Name）] 列のハイパーリンクをク
リックします。
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プラグ アンド プレイの設定
Prime Infrastructure は、新しいネットワーク デバイスで必要なソフトウェア イメージと設定を取
得して適用することにより、ネットワークにおける新しいデバイスの展開の自動化をサポート
します。Prime Infrastructure は、Cisco Network Services（CNS）コールホーム、APIC-EM（Application
Policy Infrastructure Controller）コールホーム、Cisco IOS 自動インストール（DHCP と TFTP を使
用）などの機能を使用することによって、新しいデバイスをネットワークに接続して機能させる
までの時間を短縮します。
Prime Infrastructure の プラグ アンド プレイ 機能を使用すると、再利用して新規デバイスに適用
可能なテンプレートを作成して、機能と設定を定義できます。必要な初期設定を定義するブート
ストラップ テンプレートを作成して Prime Infrastructure と通信することにより、新しいデバイス
の展開を簡素化できます。今後デバイスに追加する設定とソフトウェア イメージを指定（および
事前展開 ）できます。

プラグ アンド プレイ ワークフロー
Prime Infrastructure では、新しいデバイスに対してソフトウェア イメージと設定の初期プロビ
ジョニングを実行できます。ネットワークへの新しいデバイスの展開を自動化するには、次の
ワークフローを実行します。
1.

Prime Infrastructure がプラグアンドプレイに使用するサーバを以下から指定します。
– CNS ゲートウェイ：デフォルトで Prime Infrastructure にバンドルされている CNS ゲート

ウェイを使用するか、外部 CNS ゲートウェイを使用します。
– APIC-EM：Prime Infrastructure でプラグ アンド プレイに APIC-EM を使用することを指

定できます。APIC-EM の設定方法については、
「APIC-EM と Prime Infrastructure との統
合」を参照してください。
2.

デバイスの プラグ アンド プレイ プロファイルを作成します。プラグ アンド プレイ プロ
ファイルを参照してください。

3.

デバイスの電源を入れます。

4.

デバイスにブートストラップ コンフィギュレーションを適用します。ブートストラップ コ
ンフィギュレーションは、デバイスが Prime Infrastructure ゲートウェイ（CNS または
APIC-EM）との接続を確立するために必要な最小限の設定です。ブートストラップ コンフィ
ギュレーションを参照してください。
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ブートストラップ コンフィギュレーションを適用すると、以下が実行されます。
1.

デバイスはコールホーム エージェント機能を使用して、設定されたサーバ（CNS または
APIC-EM）に接続します。

2.

プラグ アンド プレイ プロファイルの展開が開始されます。

3.

Prime Infrastructure サーバは、新しいデバイスのプラグ アンド プレイ ID/シリアル番号を受
け取り、それがプラグ アンド プレイ事前プロビジョニング定義のデバイス ID と一致するか
どうかを確認します。デバイス ID と一致するものがない場合、Prime Infrastructure は既存の
タイプベースのプラグ アンド プレイ事前プロビジョニング定義とデバイス タイプを照合
します。

4.

一致した場合、Prime Infrastructure は、デバイスの一致したプラグ アンド プレイ プロファイ
ルで指定されているソフトウェア イメージと設定を適用し、インベントリにデバイスを追
加します。

デバイスにブートストラップ コンフィギュレーションが適用されると、インストーラはデバイ
スをリモート サイトの WAN に接続します。デバイスは、シリアル番号を使用してプラグ アンド
プレイ ゲートウェイに接続し、すべての設定と（任意で）Cisco IOS イメージをダウンロードしま
す（図 26-1 を参照）。
図 26-1

プラグ アンド プレイ ブランチの展開

関連項目
•

ブートストラップ コンフィギュレーションのエクスポート

•

APIC-EM と Prime Infrastructure との統合
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APIC-EM とプラグ アンド プレイ
Prime Infrastructure でプラグ アンド プレイに APIC-EM を使用することを指定できます。デバイ
スに展開するもの（設定、イメージ、PKI 証明書など）を決定するプロファイルを事前に設定して
おく必要があります。デバイスがシリアル番号に基づいてコールホームすると、APIC-EM のプ
ラグ アンド プレイと PKI サービスを使用している Prime Infrastructure で、プロファイルが照合
され、同じ事前設定されたイメージと設定（PKI 証明書など）を使用してデバイスがプロビジョニ
ングされます。
APIC-EM プラグ アンド プレイ統合機能を使用すると、デバイスを http/https でプロビジョニン
グできます。プロファイルを作成する際には、デバイスに PKI 証明書をインストールして PKI
ベースの認証を使用することも選択できます。
関連項目
•

APIC-EM と Prime Infrastructure との統合

•

ブートストラップ コンフィギュレーション

APIC-EM と Prime Infrastructure との統合
Prime Infrastructure は、HTTPS および APIC-EM によって公開されている REST API を介して
APIC-EM と通信します。APIC-EM コントローラを Prime Infrastructure に統合するには、次の手
順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [サーバ（Servers）] > [APIC-EM コントローラ（APIC-EM Controller）] を
選択します。

ステップ 2

APIC-EM コントローラの IPv4 アドレスを入力します。

ステップ 3

HTTPS ポート番号を入力して APIC-EM に接続します。

ステップ 4

ユーザ名を入力します。

ステップ 5

パスワードを入力して、確認します。
ポーリング間隔は編集できません。Prime Infrastructure との接続/統合ステータスをチェックする
ために、APIC-EM コントローラは定期的（5 分ごと）にポーリングされます。
APIC-EM コントローラを Prime Infrastructure に追加した後、同じページで APIC コントローラの
到達可能性ステータスを表示できます。特定の APIC-EM コントローラを選択して、接続のポー
リング ステータスの履歴を表示することもできます。サービスを使用する前に、APIC-EM の接
続が正常であることを確認してください。
Prime Infrastructure に有効な APIC-EM コントローラを追加すると、[管理（Administration）
] > [サーバ
（Servers）] > [コントローラ（Controller）] > [グローバル PnP/ZTD 設定（Global PnP/ZTD Settings）] で、
グローバル オプションが自動的に [APIC-EM] に設定されます。

関連項目
•

プラグ アンド プレイ プロファイル

•

IWAN-DMVPN サービスでの PKI の使用
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プラグ アンド プレイ プロファイル
Prime Infrastructure でプラグ アンド プレイ プロファイルを作成して、新たに接続されたデバイ
スが Prime Infrastructure サーバに「コールホーム」できるようにすると、そのデバイスを検出して
インベントリに追加し、設定することができます。このプロファイル（ブートストラップ プロ
ファイルとも呼ばれる）はデバイスにクレデンシャルを設定するので、デバイスごとにコンソー
ルで設定しなくても Prime Infrastructure でデバイスを管理できるようになります。
次の項目を含むプラグ アンド プレイ プロファイルを作成できます。
•

ソフトウェア イメージのみ。

•

設定のみ。

•

ソフトウェア イメージと設定の両方。

•

PKI 証明書（APIC-EM の場合のみ）

関連項目
•

プラグ アンド プレイ プロファイルの作成

プラグ アンド プレイ プロファイルの作成
プラグ アンド プレイ プロファイルには、次の少なくとも 1 つ を含める必要があります。
•

ブートストラップ コンフィギュレーション：Prime Infrastructure には標準のブートストラッ
プ コンフィギュレーショがありますが、ユーザが独自に作成することもできます。ブートス
トラップ コンフィギュレーションを参照してください。

•

ソフトウェア イメージ（「プラグ アンド プレイ プロファイルのソフトウェア イメージのイ
ンポート」を参照）。

•

設定 CLI テンプレート（「CLI テンプレートの作成」を参照）。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profiles）]
を選択して、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 2

必要な情報を入力します。

ステップ 3

[新しいプラグ アンド プレイ プロファイルとして保存（Save as New Plug and Play Profile）] をク
リックします。

ステップ 4

（任意）プラグ アンド プレイに APIC-EM を選択した場合は、[プロファイルの詳細（Profile
Detail）] セクションで [PKI を有効にする（Enable PKI）] チェックボックスをオンにし、PKI 証明
書を使ってデバイスをプロビジョニングします。PKI 証明書は、イメージのプロビジョニング
と設定が完了した後にデバイスにインストールされます。詳細については、
『Cisco Open
Plug-n-Play Agent Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3E』を参照してください。
このオプションは、プラグ アンド プレイ サーバとして APIC-EM を選択した場合に使用でき
ます。プラグ アンド プレイ サーバとして CNS を選択した場合、このオプションは選択できま
せん。
[PKI を有効にする（Enable PKI）] チェックボックスをオフにすると、デバイスは PKI 証明書を
使ってプロビジョニングされません。
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ステップ 5

[ブートストラップ テンプレート（Bootstrap Template）] ドロップダウン リストから、ブートスト
ラップ テンプレートを選択します。カスタマイズしたブートストラップ テンプレートを作成す
ることも可能ですが、Prime Infrastructure 付属の標準ブートストラップ コンフィギュレーション
で指定されているタグ名と同じタグ名を使用する必要があります。

ステップ 6

（任意）[ソフトウェア イメージ（Software Image）] ドロップダウン リストから、必要なソフトウェ
ア イメージを選択します。この手順は、イメージを使ってデバイスをプロビジョニングする場合
にのみ必要です。プラグ アンド プレイ プロファイルのソフトウェア イメージのインポートを参
照してください。
プラグ アンド プレイに APIC-EM を選択した場合、[イメージの場所（Image Location）] テキスト
ボックスは無効になります。

ステップ 7

（任意）[コンフィギュレーション テンプレート（Configuration Template）] ドロップダウン リスト
から、以前作成した設定テンプレートを選択します。

ステップ 8

[プロファイルのデバイス詳細（Device Details for Profile）] をクリックします。

ステップ 9

[追加（Add）] をクリックし、プラグ アンド プレイ プロファイルの事前プロビジョニングの対象
となるデバイスの詳細を追加します。デバイス情報の一括インポートについては、
「プラグ アン
ド プレイ プロファイルへのデバイス プロファイルのインポート」を参照してください。

ステップ 10

必要なフィールドに入力したら、[OK] をクリックします。
プロファイルを保存すると、選択したプラグ アンド プレイ サーバ（CNS または APIC-EM）に同
じ設定が追加されます。ブートストラップ コンフィギュレーションは、デバイスがプラグ アン
ド プレイ サーバに到達するための設定です。デバイスはコールホームする際に、CNS または
APIC-EM の IP アドレスを検出します。次に、デバイス タイプ（CNS のみ）とシリアル番号（CNS
と APIC-EM）に基づいて（またはいずれかに基づいて）、プロファイルが照合され、プラグ アン
ド プレイ プロファイルで定義されたパラメータに基づいてデバイスがプロビジョニングされ
ます。
デバイスが正常にプロビジョニングされると、そのデバイスは Prime Infrastructure インベントリ
に追加され、管理できるようになります。デバイスは、プラグ アンド プレイ プロファイルの管理
パラメータに基づいて、Prime Infrastructure インベントリに追加されます。クレデンシャルが一
致しない場合、デバイスはインベントリに追加されますが、そのステータスは「管理対象
（Managed）」になりません。

関連項目
•

[プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profile）] フィールドの説明 [英語]

•

プラグ アンド プレイ プロファイルへのデバイス プロファイルのインポート

•

プラグ アンド プレイ プロファイルの展開

• 『Cisco Open Plug-n-Play Agent Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3E』

プラグ アンド プレイ プロファイルのソフトウェア イメージのインポート
ソフトウェア イメージをインポートして、プラグ アンド プレイ プロファイルの一部として含め
ることができます。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックし、ソフトウェア イメージのインポート元を指定します。
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ステップ 3

収集オプションと、イメージ ファイルをインポートするタイミングを指定します。ジョブをすぐ
に実行することも、後で実行するようにスケジュール設定することもできます。
インポート ジョブは一度だけ実行されます。

ステップ 4
ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。
イメージ管理ジョブの詳細を表示するには、[管理（Administration）] > [ダッシュボード
（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）] を選択します。

プラグ アンド プレイ プロファイルへのデバイス プロファイルのイン
ポート
デバイスとデバイスの属性がすべて記載されているスプレッドシートから、デバイス プロファ
イルを一括してインポートできます。デバイスを 1 つずつ追加して属性を指定する代わりに、す
べてのデバイスと属性を含む CSV ファイルをインポートできます。
Prime Infrastructure にはサンプルの CSV ファイルが用意されており、このファイルをエクスポー
トして、必要な値を入力し、Prime Infrastructure に再びインポートできます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP
Profiles）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイス プロファイルを選択して [左シフト（Left Shift）] をクリックし、ドロップダ
ウン リストから [エクスポート（Export）] を選択します。
デバイス プロパティ付きの CSV ファイルがエクスポートされます。スプレッドシートでは、デ
バイスを追加したり、既存のデバイスのプロパティを編集できます。展開ページにデバイス プロ
ファイルがない場合は、空白の CSV ファイルがエクスポートされます。
（注）

ステップ 3

スプレッドシートの編集時に属性名を変更しないでください。

[インポート（Import）] をクリックし、デバイスの詳細を入力した CSV ファイルを選択します。
スプレッドシートのすべてのデバイスがインポートされます。

プラグ アンド プレイ プロファイルの展開
デバイス ID に基づいてプラグ アンド プレイ プロファイルを展開するには、次の手順を実行し
ます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profile）]
を選択します。

ステップ 2

[プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profiles）] ページで、プロファイルを選択し[プ
ロファイルのデバイス詳細（Device details for Profile）] をクリックします。
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ステップ 3

[デバイス プロビジョニング プロファイル（Device Provisioning Profiles）] ページで、[追加（Add）]
をクリックします。
複数のプロビジョニング設定を 1 つのプロファイルに含め、異なるデバイスに対して適用する
ことができます。

ステップ 4

必要な情報を入力します。

ステップ 5

[OK] をクリックし、次に [閉じる（Close）] をクリックします。

関連項目
•

[プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profile）] フィールドの説明 [英語]

•

ブートストラップ コンフィギュレーションのエクスポート

デバイス タイプに基づく展開
プラグ アンド プレイにのみ CNS ゲートウェイを使用している場合は、デバイス タイプに基づ
いてプラグ アンド プレイ プロファイルを展開するときに、デバイス ID を展開プロファイルに
関連付ける必要はありません。デバイス タイプに基づく展開は、主に、同じイメージと設定の
セットを使用するスイッチに対して有用です。一致するプロファイルは、設計段階でプロファイ
ルで指定された入力デバイスのタイプ（PID）によって識別されます。
デバイス タイプに基づく展開時：
1.

デバイス タイプは階層的に照合されます。Prime Infrastructure は入力デバイスと同じデバイ
ス タイプのプロファイルを検索します。プロファイルがデバイス タイプに一致しない場合、
Prime Infrastructure は、階層のより上位のデバイス タイプに対して定義されているプロファ
イルを検索します。
次に例を示します。
– Prime Infrastructure で [スイッチとハブ
（Switches and Hubs）] に対して「switch_profile」が

定義されており、入力デバイスのタイプが [スイッチとハブ（Switches and Hubs）] >
[Catalyst 2928 シリーズ スイッチ（Catalyst 2928 Series Switches）] > [Catalyst 2928-24TC-C
スイッチ（Catalyst 2928-24TC-C switch）] である場合、および
– このスイッチ
（Catalyst 2928-24TC-C または Catalyst 2928 シリーズ スイッチ）に対してプ

ロファイルが明確に定義されていない場合は、展開において「switch_profile」が考慮され
ます。
2.

特定のデバイスのタイプに一致する複数の展開プロファイルが Prime Infrastructure に存在
する場合は、作成された展開プロファイルまたは最近更新された展開プロファイルが選択さ
れます。

プラグ アンド プレイ プロファイルの削除
プラグ アンド プレイに APIC-EM を使用している場合は、不適切なまたは古いプラグ アンド プ
レイ プロファイルの削除が必要になることがあります。
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ブートストラップ コンフィギュレーション

ステップ 1

ルータの CLI で次のコマンドを実行して、ルータからプラグ アンド プレイ プロファイルを削除
します。
no pnp profile plug_and_play_profile_name

ステップ 2

Prime Infrastructure で [設定（Configuration）] > プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP ス
テータス（PnP Status）] を選択し、削除するプラグ アンド プレイ プロファイルを選択して、[削除
（Delete）] をクリックします。

ステップ 3

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profiles）]
を選択してプロビジョニング プロファイルを削除し、プラグ アンド プレイ プロファイルを選択
して [デバイスの詳細（Device Details）] をクリックし、プロビジョニング プロファイルを削除し
ます。

ステップ 4

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profiles）]
を選択して、削除するプラグ アンド プレイ プロファイルを選択し、[削除（Delete）] をクリックし
ます。

ブートストラップ コンフィギュレーション
ブートストラップ コンフィギュレーションは、デバイスが Prime Infrastructure ゲートウェイ
（CNS または APIC-EM）との接続を確立するために必要な最小限の設定です。Prime Infrastructure
にはユーザが使用できる標準ブートストラップ コンフィギュレーションが用意されています。
DHCP オプションを使用する場合は、ブートストラップ コンフィギュレーションを作成する必
要はありません。DHCP によるブートストラップ コンフィギュレーションのエクスポートを参
照してください。
また、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features &
Technologies）] > [CLI テンプレート（CLI Templates）] > [システム テンプレート - CLI（System
Templates-CLI）] > [プラグ アンド プレイ ブートストラップ（Plug And Play Bootstrap）] を使用し
て、カスタマイズしたブートストラップ テンプレートを作成することもできます。
Prime Infrastructure 付属のブートストラップ コンフィギュレーションには以下の内容が含まれ
ています。
•

CNS HTTP ブートストラップ
ip host OVA-VM-176 10.104.118.176
cns trusted-server all-agents OVA-VM-176
cns trusted-server all-agents 10.104.118.176
cns id Hardware-Serial
cns id Hardware-Serial event
cns id Hardware-Serial image
cns event OVA-VM-176 encrypt keepalive 120 2 reconnect-time 300
cns exec encrypt 443
cns image server https://OVA-VM-176:443/cns/HttpMsgDispatcher status
https://OVA-VM-176:443/cns/HttpMsgDispatcher
cns config partial OVA-VM-176 encrypt 443
cns config initial OVA-VM-176 encrypt 443
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•

APIC-EM HTTP ブートストラップ
pnp profile network-pnp
transport http ipv4 <APIC-EM server IP>

•

APIC-EM HTTPS ブートストラップ
crypto ca trustpoint <APIC-EM Server IP>.cisco.com
enrollment mode ra
enrollment terminal
usage ssl-client
exit
crypto ca authenticate <APIC-EM Server IP>.cisco.com
-----BEGIN CERTIFICATE----Certificate detail
-----END CERTIFICATE----pnp profile network-pnp
transport https ipv4 <APIC-EM Server IP> port 443
!

展開プロファイルを作成してエクスポートすると、Prime Infrastructure から直接この証明書
をダウンロードできます。APIC-EM サーバは証明書をデバイスに直接インストールするの
で、デバイスでブートストラップを実行する場合は、最後の 2 つのコマンドのみが必要です。

ブートストラップ コンフィギュレーションのインストー
ル方法
ブートストラップ コンフィギュレーションは、デバイスが Prime Infrastructure ゲートウェイ
（CNS または APIC-EM）との接続を確立するために必要な最小限の設定です。Prime Infrastructure
がサポートしているブートストラップ配布方法のいずれかを使用して、ブートストラップ コン
フィギュレーションをデバイスにインストールできます。
•

ブートストラップをエクスポートしてダウンロードする：デバイス コンソールへのアクセ
ス権限がある場合は、ブートストラップをエクスポートし、ブートストラップ コンフィギュ
レーションをデバイスにコピー アンド ペーストできます。ブートストラップ コンフィギュ
レーションのエクスポートを参照してください。

•

USB フラッシュ ドライブにブートストラップをエクスポートして保存する：ciscortr.cfg と
いうファイル名でブートストラップ コンフィギュレーションを USB ドライブに保存できま
す。USB ドライブをデバイスに接続して、デバイスをブートします。デバイスは USB ドライ
ブからブートストラップ コンフィギュレーションを取得します。ブートストラップ コン
フィギュレーションのエクスポートを参照してください。

•

ブートストラップを電子メールで送信する。ブートストラップ コンフィギュレーションの
メール送信を参照してください。
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•

指定されたサーバに基づく DHCP オプション。DHCP によるブートストラップ コンフィ
ギュレーションのエクスポートを参照してください。
– CNS ゲートウェイの場合：DHCP オプション 150
– APIC-EM の場合：DHCP オプション 43。
[DHCP コンフィギュレーション（DHCP

Configuration）] で APIC-EM サーバの IP にオプション 43 を設定できます。デバイスは
DHCP から IP アドレスを取得する際に、ブートストラップ コンフィギュレーションも
取得します。
•

モバイル アプリケーション：Cisco Network Plug and Play モバイル アプリケーションを使用
できます。

ブートストラップ コンフィギュレーションのエクスポート
ブートストラップ コンフィギュレーションをエクスポートして、手動でデバイスにブートスト
ラップを適用できます。ブートストラップ コンフィギュレーションを適用すると、プラグ アン
ド プレイ の展開が開始され、管理者は Prime Infrastructure で設定ステータスを表示できます。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profile）]
を選択します。

ステップ 2

[プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profiles）] ページで、リストからプロファイル
を選択します。

ステップ 3

[プロファイルのデバイス詳細（Device Details for Profile）] をクリックします。

ステップ 4
ステップ 5

[ブートストラップをエクスポート（Export Bootstrap）] > [ブートストラップをダウンロード
（Download Bootstrap）] をクリックし、[OK] をクリックします。
ブートストラップ コンフィギュレーションをダウンロードして適用すると、プラグ アンド プレ
イ の展開が開始されます。
ステータスを確認するには、[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] >
[PnP ステータス（PnP Status）] を選択します。

関連項目
•

[プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profile）] フィールドの説明 [英語]

TFTP によるブートストラップ コンフィギュレーションのエクス
ポート
プラグ アンド プレイに CNS ゲートウェイのみを使用している場合は、TFTP プロトコルを使用
して Prime Infrastructure TFTP サーバにブートストラップ コンフィギュレーションを配信でき
ます。TFTP サーバに作成するファイル名を指定できます。このファイルは、自動インストール対
応のデバイスが DHCP 介して IP アドレスとその他の Prime Infrastructure の詳細情報を取得する
ために使用されます。DHCP サーバでは、TFTP サーバを Prime Infrastructure TFTP サーバとして
設定する必要があります。詳細については、
『Cisco Open Plug-n-Play Agent Configuration Guide,
Cisco IOS XE Release 3E』を参照してください。
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ステップ 1

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profile）]
を選択します。

ステップ 2

[プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profiles）] ページで、リストからプロファイル
を選択します。

ステップ 3

[プロファイルのデバイス詳細（Device Details for Profile）] をクリックします。

ステップ 4

[ブートストラップをエクスポート（Export Bootstrap）] > [TFTP] をクリックします。

ステップ 5

ブートストラップ コンフィギュレーションをダウンロードして適用すると、プラグ アンド プレ
イ の展開が開始されます。
ステータスを確認するには、[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] >
[PnP ステータス（PnP Status）] を選択します。

関連項目
•

[プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profile）] フィールドの説明 [英語]

ブートストラップ コンフィギュレーションのメール送信
ブートストラップ コンフィギュレーションを電子メールで送信し、手動でデバイスにブートス
トラップを適用できます。ブートストラップ設定が適用された後、自動導入が開始されます。管
理者は Prime Infrastructure で設定ステータスを表示できます。
（注）

ブートストラップ コンフィギュレーションを電子メールで送信する前に、[管理（Administration）
]>
[設定（Settings）
] > [システム設定（System Settings）
] > [メールと通知（Mail and Notification）
] > [メー
ル サーバ設定（Mail Server Configuration）
] で電子メールを設定する必要があります。
オペレータにブートストラップ コンフィギュレーションをメール送信するには、次の手順を実
行します。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profile）]
を選択します。

ステップ 2

[プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profiles）] ページで、リストからプロファイル
を選択します。

ステップ 3

[プロファイルのデバイス詳細（Device Details for Profile）] をクリックします。

ステップ 4

[ブートストラップをエクスポート（Export Bootstrap）] > [ブートストラップを電子メールで送信
（Email Bootstrap）] をクリックします。

ステップ 5

ブートストラップ コンフィギュレーションの送信先メールアドレスを入力し、[OK] をクリック
します。

ステップ 6

ブートストラップ コンフィギュレーションをダウンロードして適用すると、プラグ アンド プレ
イ の展開が開始されます。
ステータスを確認するには、[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] >
[PnP ステータス（PnP Status）] を選択します。
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ブートストラップ コンフィギュレーションの PIN のメール送信
Prime Infrastructure は、デバイスごとにランダムな個人識別番号（PIN）を生成します。この PIN を
使用して、PIN に関連付けられているデバイスと プラグ アンド プレイ プロファイル（ブートス
トラップ コンフィギュレーション）を特定できます。事前プロビジョニング タスクが完了した
ら、管理者は、[PIN を電子メールで送信（Email PIN）] オプション（Prime Infrastructure の事前プロ
ビジョニング タスクで使用可能）を使用して、展開エンジニアに一意の PIN をメール送信する必
要があります。インストール時、展開エンジニアはこの PIN を使用して、サーバからブートスト
ラップ コンフィギュレーションをダウンロードします。
ブートストラップ コンフィギュレーションの PIN を配信するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP プロファイル（PnP Profile）]
を選択します。

ステップ 2

[プラグ アンド プレイ プロファイル（Plug and Play Profiles）] ページで、リストからプロファイル
を選択します。

ステップ 3

[プロファイルのデバイス詳細（Device Details for Profile）] をクリックします。

ステップ 4

[CNS PIN を電子メールで送信（CNS Email PIN）] をクリックします。

ステップ 5

PIN の送信先電子メール アドレスを指定し、[OK] をクリックします。

ステップ 6

次のいずれかの方法でブートストラップ コンフィギュレーションを適用します。
•

展開アプリケーションを使用してブートストラップ コンフィギュレーションを適用する場
合は、Prime Infrastructure プラグ アンド プレイ 展開アプリケーションが Prime Infrastructure
と通信して、デバイスにブートストラップ コンフィギュレーションを適用します。

•

PIN を使用して手動でブートストラップ コンフィギュレーションを適用する場合は、以下を
実行します。
– PIN を使用して、
次の Prime Infrastructure プラグ アンド プレイ ゲートウェイからブート

ストラップ コンフィギュレーションをダウンロードします。https://
<pnp-gateway-server>/cns/PnpBootstrap.html 。このプロセス中に ISR のシリアル番号も登
録できます。
– コンソールまたは USB フラッシュを使用して、
手動でブートストラップ コンフィギュ

レーションをデバイスに適用します。
プラグ アンド プレイの展開の詳細については、
『Cisco Plug and Play Application User Guide 』
を参照してください。
ステップ 7

ブートストラップ コンフィギュレーションを適用すると、プラグ アンド プレイ の展開が開始さ
れます。
ステータスを確認するには、[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] >
[PnP ステータス（PnP Status）] を選択します。
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DHCP によるブートストラップ コンフィギュレーションのエクス
ポート
DHCP オプションを使用してブートストラップ コンフィギュレーションをエクスポートするに
は、デバイスで以下の設定を行う必要があります。
•

CNS ゲートウェイの場合：DHCP オプション 150
ip dhcp pool <DHCP pool name>
network <subnet> <subnet mask>
default-router <default gateway>
option 150 ip <prime_infrastucture_server_IP>”

•

APIC-EM の場合：DHCP オプション 43
ip dhcp pool <DHCP pool name>
network <subnet> <subnet mask>
default-router <default gateway>
option 43 ascii "5A1D;B2;K4;I<APIC-EM_server_IP>;J80"

デバイスのセットアップと設定のヘルプの利用
Cisco Prime Infrastructure では、次のタスクを手順に沿って説明しています。
•

今後ネットワークに追加するデバイスを事前設定する（「今後追加するデバイスの事前設定」
を参照）。

•

Prime Infrastructure に追加済みのアクセス スイッチを設定する（「アクセス スイッチの設定
に関するヘルプの利用」を参照）。

今後追加するデバイスの事前設定
今後ネットワークに追加するデバイスを事前設定できます。たとえば、新しいブランチ オフィス
を追加する予定の場合は、プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローを使用して、ブラン
チ ルータとスイッチの初期設定を行うことができます。ネットワークに新しいデバイスが追加
されると、Prime Infrastructure は、プラグ アンド プレイ プロファイルで指定された設定に基づい
て、ただちに新しいデバイスを検出し、インベントリに追加して設定することができます。

（注）

[ブートストラップ（Bootstrap）] と [初期デバイス設定（Initial Device Setup）] メニューは、特定の
権限（ルート、スーパーユーザ、コンフィギュレーション マネージャ）を持つユーザにのみ表示さ
れます。
プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローは、[設定（Configuration）] > [テンプレート
（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features & Technologies）] > [プラグ アンド プレイ プロファ
イル（Plug and Play Profiles）] に機能的に似ています。ただし、このワークフローはルータよりも
アクセス スイッチ向けに設計されており、新規デバイスの設定をより詳しく示しています。
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（注）

プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローは、Cisco IOS スイッチやアクセス デバイスを
設定する際に役立ちます。自動 DHCP インストール オプションに対応している Cisco IOS デバイ
スは、プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローを使用して起動できます。他のすべての
デバイス（ブランチ、レガシー コントローラ、AP 内の直接ネットワーク接続がないルータなど）
は、プラグ アンド プレイ機能を使用する必要があります。
プラグ アンド プレイ セットアップは 1 回だけ行う必要があります。手順の完了後、新しいス
イッチやアクセス デバイスをネットワークに接続すると、それらのデバイスは自動的にプラグ
アンド プレイ プロファイルを使用して起動し、Prime Infrastructure によって管理されるようにな
ります。
関連項目
•

プラグ アンド プレイ プロファイルを配信するための前提条件

プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローでサポートされるデ
バイスとソフトウェア イメージ
表 26-1 は、CNS ゲートウェイの [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] >
[初期デバイス設定（Initial Device Setup）] でサポートされるデバイスおよび対応するソフトウェ
ア イメージを示しています。
表 26-1

CNS ゲートウェイの [設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [初期デバイス設定（Initial
Device Setup）] でサポートされるデバイスとイメージのバージョン

プラグ アンド プレイのサポート対象デバ サポートされるソフトウェア イ
イス
メージの最小バージョン

検証済みイメージ バージョン

Catalyst 2960、2960S

Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降

Cisco IOS Release 12.2(55)SE5 以降

Catalyst 2960C

Cisco IOS Release 12.2.55(EX) 以降

Cisco IOS Release 12.2.55(EX3)
以降

Catalyst 2960-SF

Cisco IOS Release 15.0(2)SE 以降

Cisco IOS Release 15.0(2)SE 以降

Catalyst 3560V2、3750v2、3560-X、3750-X

Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降

Cisco IOS Release 12.2(55)SE 以降

Catalyst 3560C

Cisco IOS Release 12.2.55(EX) 以降

Cisco IOS Release 12.2.55(EX) 以降

サポートされる Catalyst 4503、4506、4507、 Cisco IOS Release 151-2.SG 以降
4510 スイッチおよび 4000 シリーズ スー
パーバイザ カード：SUP 6E、Sup 6LE

Cisco IOS Release 151-2.SG 以降

サポートされる Catalyst 4503、4506、4507、 Cisco IOS XE Release 03.04.00.SG
4510 スイッチおよび 4000 シリーズ スー 以降
パーバイザ カード：Sup 7E、Sup 7LE
(IOS XE)

Cisco IOS XE Release 03.04.00.SG
以降

Catalyst 3650、3850 スイッチ（IOS XE）

Cisco IOS XE Release 03.02.02.SE
以降

Cisco IOS XE Release 03.02.02.SE
以降

Cisco 5760 ワイヤレス LAN コントローラ Cisco IOS XE Release 03.02.02.SE
（IOS XE）
以降

Cisco IOS XE Release 03.02.02.SE
以降
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APIC-EM でサポートされるデバイスおよび対応するソフトウェア イメージについては、Cisco
Network Plug and Play のリリース ノート [英語]を参照してください。
サポートされるすべてのデバイスおよび対応する sysObjectID については、
『Cisco Prime
Infrastructure 3.0 Supported Devices 』を参照してください。

新しいデバイスの設定の取得
新しいデバイスのプラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローで作成されるブートスト
ラップ コンフィギュレーションの取得方法を選択できます。
•

[DHCP 自動インストール（DHCP Auto Install）]：DHCP ベースの自動インストール方式でプ
ラグ アンド プレイ プロファイルを配信する場合は、ディストリビューション ネットワー
ク、または企業ネットワークへの既存の接続があるネットワークが必要です。自動インス
トール用の DHCP サーバの設定例を参照してください。

•

[Prime ユーティリティ（Prime Utilities）]：ディストリビューション レイヤに新しいデバイス
を接続してから、[Prime ユーティリティ（Prime Utilities）] 方式でプラグ アンド プレイ プロ
ファイルを配信する場合は、ラップトップ ユーティリティを使用して Prime Infrastructure か
ら設定をダウンロードし、デバイスに適用する必要があります。Prime Infrastructure サーバへ
のインターネット接続が必要です。

•

[ファイル転送（File Transfer）]：[ファイル転送（File Transfer）] 方式でプラグ アンド プレイ プ
ロファイルを配信する場合は、TXT ファイルをダウンロードして、手動でデバイスに設定を
適用できます。

プラグ アンド プレイ プロファイルを配信するための前提条件
新しいデバイスへのプラグ アンド プレイ プロファイルの配信に対して選択した方法に基づい
て、必要な前提条件を満たしていることを確認する必要があります。
• 「自動インストール用の DHCP サーバの設定例」
の説明に従って、ネットワークに DHCP を

適切に設定します。ネットワークで DHCP を使用できない場合は、別の方法で新しいデバイ
スにブートストラップ コンフィギュレーションを適用できます（「自動インストール用の
DHCP サーバの設定例」を参照）。
•

新しいデバイスが接続しているブランチまたはキャンパスに、利用可能な既存のネットワー
ク接続（ディストリビューション/コア）がなければなりません。

•

ブランチに Prime Infrastructure サーバへの直接接続があることが必要です。直接接続がない
場合は、プラグ アンド プレイ外部サーバを使用して Prime Infrastructure に接続する必要があ
ります。

•

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [サーバ
（Server）] を選択し、TFTP の [有効化（Enable）] をクリックして、Prime Infrastructure サーバで
TFTP が有効になっていることを確認します。TFTP はデフォルトで有効になっています。

自動インストール用の DHCP サーバの設定例
DHCP ベースの自動インストール方式を選択してプラグ アンド プレイ プロファイルを配信す
る場合は、表 26-2 のコマンドを入力して、スイッチを TFTP サーバにリダイレクトするように
DHCP サーバを設定する必要があります。
自動インストール方式は、Encrypt CNS コマンドを使用する HTTPS に対応していません。HTTP
CNS コマンドには対応しています。
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DHCP ベースの自動インストール方式は、次の手順で実行されます。

：

表 26-2

1.

新しいスイッチが DHCP サーバと通信します。スイッチを TFTP サーバにリダイレクト
するように DHCP サーバを設定する必要があります。詳細については、表 26-2 を参照し
てください。

2.

DHCP サーバは、スイッチをプラグ アンド プレイ ブートストラップ プロファイルがあ
る新しい TFTP サーバに向けます。

3.

スイッチはブートストラップ コンフィギュレーション ファイルをロードして起動し、
プラグ アンド プレイ ゲートウェイにアクセスします。

自動インストール用の DHCP サーバ設定

入力するコマンド

説明

ip dhcp pool PNP

PNP という名前の DHCP プールを作成します。

network 10.106.190.0
255.255.255.224

ネットワーク 10.106.190.0 とサブネット マスク 255.255.255.224 を定義しま
す。DHCP はこの IP アドレス プールを使用して、新しいデバイスに IP アドレ
スを割り当てます。

default-router 10.106.190.17

新しいデバイスにデフォルト ルート 10.106.190.17 を設定します。

option 150 ip 10.77.240.224

TFTP サーバの IP アドレス 10.77.240.224 が Prime Infrastructure サーバの IP ア
ドレスであることを指定します。

デバイス クレデンシャルの指定
[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [ブートストラップ（Bootstrap）]
> [プロファイルの作成（Create Profile）] ウィンドウで、デバイスに設定する SNMP、Telnet、SSH
のクレデンシャルを入力します。Prime Infrastructure は、これらのクレデンシャルを使用してデ
バイスと通信します。デフォルトでは Telnet が有効になりますが、必要に応じて SSH を有効にで
きます。
次の設定はプラグ アンド プレイ プロファイルによって設定されますが、アクセス スイッチの設
定に関するヘルプの利用 ワークフローを使用して変更できます。
•

SNMPv2 と SSH クレデンシャル：指定した SNMP、Telnet、SSH のクレデンシャルが、プラグ
アンド プレイ プロファイルを使用するすべてのデバイスに設定されます。これらは、Prime
Infrastructure がデバイスと通信するために必要な一時的クレデンシャルを見なすことがで
きます。アクセス スイッチの設定に関するヘルプの利用 ワークフローを後で使用して、デバ
イス クレデンシャルを変更できます。Telnet、SSH、またはその両方を有効にできます。SSH
を指定する場合は、デバイスに K9 イメージがあることを確認します。
セキュリティのために、コミュニティ ストリングに「public」や「private」を使用しないことを
推奨します。

•

プラグ アンド プレイ ゲートウェイ ロケーション：デフォルトでは、Prime Infrastructure サー
バはプラグ アンド プレイ ゲートウェイ サーバとして動作します。外部プラグ アンド プレ
イ ゲートウェイの IP アドレスを指定することによって、サーバを変更できます。

プラグ アンド プレイ プロファイルの保存
プラグ アンド プレイ プロファイルを適用またはエクスポートする方法を指定する前に、
「自動
インストール用の DHCP サーバの設定例」の説明に従って、必要な要件を満たしていることを確
認します。
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•

[TFTP 経由（via TFTP）]：プロファイルは TFTP サーバでアクティブなままになり、新しいス
イッチやアクセス デバイスをネットワークに接続すると、それらのデバイスは自動的にプ
ラグ アンド プレイ プロファイルを使用して起動し、Prime Infrastructure に「コールホーム」し
てその他の設定を要求します。

•

[他のオペレータへ電子メール送信（Email to other operators）]：ブートストラップ コンフィ
ギュレーションを手動でデバイスにプロビジョニングできる適切なネットワーク エンジニ
アに、ブートストラップ コンフィギュレーションをメール送信するか、Prime Infrastructure
iPad またはラップトップ ユーティリティを使用できる適切なネットワーク オペレータに、
PIN をメール送信できます。

（注）

•

ブートストラップ コンフィギュレーションや PIN を電子メールを使用して配信する場
合は、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [メー
ル サーバ設定（Mail Server Configuration）] で、事前にメール サーバを設定しておく必要
があります。

作成済みのブートストラップ コンフィギュレーション ファイル（TXT 形式）をエクスポート
して、手動でデバイスにブートストラップ コンフィギュレーションを適用します。

プラグ アンド プレイ プロファイルを保存したら、[モニタ（Monitor）] > [ワークフロー ステータ
ス（Workflow Status）] を選択し、新たに登録されたデバイスとワークフローが失敗したデバイス
を表示します。
これで、デバイスが Prime Infrastructure サーバと通信可能になったので、デバイスに適用するその
他の設定を指定できます。アクセス スイッチの設定に関するヘルプの利用を参照してください。

デバイスにブートストラップ コンフィギュレーションを展開するため
の前提条件
ブートストラップ コンフィギュレーションを Prime Infrastructure サーバのデバイスに展開する
には、次の手順を実行します。
•

次のコマンドを入力して、サーバの Cipher in Admin モードを有効にします。
ncs run pnp-ciphers enable

•

•

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [サーバ設定
（Server Settings）] ページの [HTTP 転送（HTTP Forward）] セクションで、[有効化（Enable）] を
クリックします。
Prime Infrastructure サーバを再起動します。
HTTPS の場合は、[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [ブートス
トラップ（Bootstrap）] ページで、[https のプロファイルを作成する（Create Profile for https）]
チェックボックスをオンにします。

プラグ アンド プレイ セットアップの出力例
（HTTPS）
[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [ブートストラップ（Bootstrap）]
での手順を完了すると、Prime Infrastructure によってブートストラップ コンフィギュレーション
ファイルが作成されます。このファイルに含まれる以下のコマンドにより、新しい Cisco IOS デ
バイスが Prime Infrastructure にコールホームできるようになります。
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次の例で、pihateast 151 は Prime Infrastructure サーバのホスト名です。
crypto pki trustpoint pi-hateast-151
enrollment mode ra
enrollment terminal
usage ssl-client
revocation-check crl
exit
crypto pki certificate chain pi-hateast-151
certificate ca 4CAAA6BE
30820399 30820281 A0030201 0202044C AAA6BE30 0D06092A 864886F7 0D010105
0500307D 310B3009 06035504 06130255 53310B30 09060355 04081302 43413111
300F0603 55040713 0853616E 204A6F73 65311630 14060355 040A130D 43697363
6F205379 7374656D 73311D30 1B060355 040B1314 574E4255 20286175 746F6765
6E657261 74656429 31173015 06035504 03130E70 692D6861 74656173 742D3135
31301E17 0D313430 38303530 36313432 355A170D 31363038 30343036 31343235
5A307D31 0B300906 03550406 13025553 310B3009 06035504 08130243 41311130
0F060355 04071308 53616E20 4A6F7365 31163014 06035504 0A130D43 6973636F
20537973 74656D73 311D301B 06035504 0B131457 4E425520 28617574 6F67656E
65726174 65642931 17301506 03550403 130E7069 2D686174 65617374 2D313531
30820122 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 82010F00 3082010A 02820101
00877EEC 985CFD97 92BAE4C4 E611B089 E4453714 844F2DEC C944F907 D53BB92A
016CA25C 007F2EF5 51CAA930 8EADF3BA 165D3A25 004FCFE3 2D0A9A92 B8165508
C4642DFA F1A0DFEE F8F1C958 7CBE7ED7 6D74195A F1E7133A 5A7EFF36 0AF8ADC1
8A829515 D91EF557 CE9F4915 B4C04FD0 F461C211 FB70A375 AA7204DC 4C025FED
72896754 53FB1F7A 9F30CC0D A0443D50 9DDB7A90 3544F345 0CAB8FDB A8009718
F8D49347 741493AD 746B3DC3 0E41D2FF 72B51816 7968D924 1F42536A 1C7B29F2
C569E111 3D126FBF 4B23F2A5 96AA446E BA9F5A94 68F1F7A3 E8C4994F BCF4B2FB
ED5589BF D222DD29 2EACFE48 DDA45116 EA2C42BA 9E37B6DA 05E7582E 1521512A
B1020301 0001A321 301F301D 0603551D 0E041604 14C05AA1 1AF06B2A D5AA67BD
226B487B 0518343B 5B300D06 092A8648 86F70D01 01050500 03820101 00741493
7B6360D5 34F7ED04 2078A847 788ACDFF A143162B 1736AB2C A8E3EA2B 1CE54E9E
AEFBE562 21D8F70E 3AD9EF0E ED782A7D 362D4D1A 9275C791 96F19584 C873DAF1
16108A59 186FD2E1 BD00F61C 2C57D6A0 0DE5E42B B76210BE EAB8C9F2 2C476091
B5F0B661 E8C8277F 5F673547 0404C863 0BE127B2 9E3FDE18 139F9BAD F5EC945A
30715BDF B72565F0 D25DBA40 216091F0 98BDB241 993662F9 248C1423 8F5417B2
69672F32 6212D37F 008A4B86 CDF280E9 2C89F1CF 9E63311D 2B349C07 43D8D02D
F9770607 9F14DF51 896BF1EF 8B2A3EC5 3B1E564E 4E079B4A CC684745 11372D92
377407E8 194EF897 5B62B38B 16B6F1EF F080A3E4 512508B8 4322C2DD 86
quit
exit
ip host pi-hateast-151 10.104.119.151
cns trusted-server all-agents pi-hateast-151
cns trusted-server all-agents 10.104.119.151
cns id hardware-serial
cns id hardware-serial event
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cns id hardware-serial image
cns event pi-hateast-151 encrypt keepalive 120 2 reconnect-time 60
cns exec encrypt 443
cns image server https://pi-hateast-151/cns/HttpMsgDispatcher status
https://pi-hateast-151/cns/HttpMsgDispatcher
cns config partial pi-hateast-151 encrypt 443
cns config initial pi-hateast-151 encrypt 443
end

ブートストラップ コンフィギュレーション ファイルは、指定された方式に基づいて配信され
ます。
•

[TFTP 経由（via TFTP）]：Prime Infrastructure はブートストラップ コンフィギュレーション
ファイル、cisconet.cfg 、および config クレデンシャル ファイルを Prime InfrastructureTFTP
サーバにコピーします。

•

[他のオペレータへ電子メール送信（Email to other operators）]：Prime Infrastructure はブートス
トラップ コンフィギュレーション ファイルを指定された電子メール アドレスに送信し、
config クレデンシャル ファイルを Prime Infrastructure TFTP サーバにコピーします。

（注）

•

ブートストラップ コンフィギュレーションや PIN を電子メールを使用して配信する場
合は、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [メー
ル サーバ設定（Mail Server Configuration）] で、事前にメール サーバを設定しておく必要
があります。

[ブートストラップ コンフィギュレーション ファイルのエクスポート（Export the bootstrap
configuration file）]：Prime Infrastructure は、ブートストラップ コンフィギュレーション ファ
イルをクライアントにエクスポートして Day-0 Bootstrap Configuration_NEW.txt として保存
し、config クレデンシャル ファイルを Prime Infrastructure TFTP サーバにコピーします。

プラグ アンド プレイのプロビジョニング ステータスの
確認
デバイスのプラグ アンド プレイ ステータスを表示するには、[設定（Configuration）] > [プラグ ア
ンド プレイ（Plug and Play）] > [PnP ステータス（PnP Status）] を選択します。

アクセス スイッチの設定に関するヘルプの利用
デバイスを Prime Infrastructure に追加した後、初期デバイス設定ワークフローを使用して、次の
デバイスで有線機能や無線機能を設定できます。
•

有線機能対応デバイス（「表 26-1」を参照）。

•

無線機能対応デバイス：
– Catalyst 3650 スイッチ
– Catalyst 3850 スイッチ
– Cisco 5760 ワイヤレス LAN コントローラ
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関連項目
•

はじめる前に

•

ロケーションへのデバイスの割り当て

はじめる前に
初期デバイス設定を使用する前に、[インベントリ（Inventory）] > [グループ化（Grouping）] > [ロ
ケーションとデバイス（Location & Device）] を選択してロケーションを作成する必要がありま
す。詳細については、ロケーション グループの使用を参照してください。
関連項目
•

ロケーションへのデバイスの割り当て

ロケーションへのデバイスの割り当て
[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [初期デバイス設定（Initial
Device Setup）] > [ロケーションへの割り当て（Assign to Location）] ウィンドウで、設定するデバイ
スが属するロケーションを指定できます。このウィンドウには、プラグ アンド プレイ セット
アップ ワークフロー（「今後追加するデバイスの事前設定」を参照）で検出された「Unassigned 」デ
バイスと、検出された割り当てられていないデバイスが表示されます。各デバイスをロケーショ
ンに割り当てる必要があります。
初期デバイス設定ワークフローはロケーションに固有です。異なるロケーションにデバイスを
設定するには、初期デバイス設定ワークフローを繰り返して適切な場所を選択します。
デバイスの詳細を取得するには、デバイスの IP アドレスにマウス カーソルを移動し、表示され
たアイコンをクリックします。詳細については、[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] から
のデバイスの詳細の取得を参照してください。
デバイスの [ステータス（Status）] 列が N/A の場合は、デバイスが手動で Prime Infrastructure に追
加されたこと（プラグ アンド プレイ セットアップ ワークフローの使用なし）、または、プラグ ア
ンド プレイ セットアップ ワークフローは完了したが、デバイスを Prime Infrastructure に追加し
た後、同期に 10 分以上かかっていることを示しています。

デバイスの選択
[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [初期デバイス設定（Initial
Device Setup）] > [その他のデバイスの選択（Choose Other Devices）] ウィンドウには、特定のロ
ケーションに割り当てられたすべての新規デバイス、同じロケーションに以前割り当てられた
デバイス、検索機能を使用して Prime Infrastructure に追加されたデバイスが表示されます。つま
り、新規デバイスと既存のデバイスに同時に有線機能や無線機能を設定できます。
有線または無線のどちらの機能を設定するかを選択します。表示されるデバイスは選択したオ
プションに対応しています。
[デバイスに有線機能を追加（Add wired features to my device(s)）] を選択した場合は、選択したロ
ケーション内の有線機能を設定可能なデバイスのみが表示されます。デバイスを選択したら、[デ
バイス準備状況（Device Readiness）] 列を確認し、
「デバイスの準備に関する説明」で詳細を参照し
ます。
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コンフィギュレーション モードを選択します。
•

[ガイド モード（Guided mode）]：シスコ推奨のデバイス設定が手順に沿って示されます。
Guided モードによる有線機能の設定を参照してください。

•

[拡張モード（Advanced mode）]：テンプレートを使用して、デバイス設定の変更やカスタマイ
ズを行うことができます。CLI テンプレートを使い慣れている必要があります。Advanced
モードによる有線機能の設定を参照してください。

[デバイスに有線機能を追加（Add wired features to my device(s)）] を選択した場合は、選択したロ
ケーション内の無線機能を設定可能なデバイスのみが表示されます。デバイスを選択したら、無
線デバイス設定の一部としてゲスト アクセスを設定することもできます。アクセス ポイントの
数を入力し、モビリティ グループを選択します。無線機能の設定手順については、
「無線機能の設
定」を参照してください。

デバイスの準備に関する説明
[準備状況（Readiness）] 列は、選択したデバイスが設定準備完了状態かどうかを示します。以下の
理由により、デバイスの「準備が整っていない」場合があります。

表 26-3

•

デバイスで必要な Cisco IOS バージョンが実行されていない。表 26-3 は、必要なバージョン
を示しています。

•

Prime Infrastructure がインベントリの詳細を取得できなかった。[インベントリ（Inventory）] >
[デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] を選択し
て、デバイスの [管理ステータス（Admin Status）] が [管理対象（Managed）] になっており、[イ
ンベントリ収集ステータス（Inventory Collection Status）] が [完了（Completed）] になっている
ことを確認します。

スイッチを準備完了状態にするために必要な Cisco IOS/IOS XE リリース

スイッチのシリーズ

必要な Cisco IOS/IOS XE リリース

Catalyst 2960、2960s、2960X

12.2(55)以降、または 15.0.1.SE 以降

Catalyst 2960-SF

15.0(2)SE 以降

Catalyst 3560v2、3560X、3750v2、3750X

12.2(55)以降、または 15.0.1.SE 以降

Catalyst 3560c、2960c

12.2(55)-EX4 以降

Catalyst 3650、3850

IOS XE 03.02.02 SE 以降

Catalyst 4500

Sup7E または Sup7LE を実行している場合：IOS XE 03.03.02.SG 以降
Sup6E または Sup6LE を実行している場合：12.2(54)SG 以降

5760 ワイヤレス LAN コントローラ

IOS XE 03.02.02 SE 以降

関連項目
•

Guided モードによる有線機能の設定

•

Advanced モードによる有線機能の設定

•

無線機能の設定
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Guided モードによる有線機能の設定

Guided モードによる有線機能の設定
Guided モードを使用して有線機能を設定する場合は、手順に従って段階的に以下を設定します。
1.

IP アドレスのオプション

2.

デバイスのクレデンシャル

3.

VLAN と切り替えパラメータ

4.

Auto Smartports とアップリンク

5.

確認

IP アドレスのオプション
[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [初期デバイス セットアップ
（Initial Device Setup）] ワークフロー（「今後追加するデバイスの事前設定」を参照）では、DHCP
サーバによってデバイスに IP アドレスが割り当てられます。[IP 管理オプション（IP Management
Options）] ページで、IP アドレスを変更できます。[デバイス IP 管理アドレスの変更（Change
Device(s) IP Management Address）] を選択し、[デバイス管理オプション（Device Management
Options）] テーブルにデバイスに必要な値を入力して、[保存（Save）] をクリックします。
IP アドレス、ホスト名、サブネット、ゲートウェイの値のみを編集できます。デバイス タイプやシ
リアル番号は変更できません。
多数のデバイスがある場合は、タスクを簡略化するために、すべてのデバイスを含む CSV ファ
イルをエクスポートして編集し、その CSV ファイルをインポートして [デバイス管理オプショ
ン（Device Management Options）] テーブルを上書きできます。

デバイスのクレデンシャル
[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [初期デバイス セットアップ
（Initial Device Setup）] ワークフロー（「今後追加するデバイスの事前設定」を参照）では、指定し
た SNMP、Telnet、SSH クレデンシャルと同じクレデンシャルがすべてのデバイスに設定されま
す。[クレデンシャル（Credentials）] ページでは、クレデンシャルを変更したり、さまざまなデバ
イスに異なるクレデンシャルを指定できます。[新しいクレデンシャルの指定（Specify new
credentials）] を選択し、必要な値を入力します。
入力したクレデンシャルを保存するには、[クレデンシャルの保存（Save Credentials）] をクリック
します。設定が必要な新しいデバイスがあり、初期デバイス設定ワークフローを再び使用する場
合は、[クレデンシャルの使用（Use Credentials）] リストから保存されているクレデンシャルを選
択できます。フィールドに以前保存した値が設定されます。
初期デバイス設定ワークフローが完了すると、デバイスと Prime Infrastructure でデバイス クレデ
ンシャルが更新されます。

VLAN と切り替えパラメータ
[VLAN と切り替え（VLAN and Switching）] ページでは、VLAN と切り替えパラメータを設定でき
ます。デフォルトの VLAN 値が入力されます。デフォルトのスイッチング機能が選択されます。
次のオプションはデフォルトで有効になり、Prime Infrastructure で必要なため変更できません。
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•

[CDP の有効化（Enable CDP）]

•

[Rapid PVST]

デフォルトでは、スパニング ツリーも有効になります。

Auto Smartports とアップリンク
デフォルトでは、初期デバイス設定ワークフローを実行すると、スイッチ ダウンリンク ポート
で Cisco Auto Smartports とサービス品質（QoS）が有効になります。Auto Smartport マクロは、ポー
トで検出されたデバイス タイプに基づいてポートを動的に設定します。Auto Smartports は無効
化できません。
[はじめる前に（Before You Begin）] ページには、アップリンク構成に対応しているデバイスをダ
ウンロードするリンクが含まれています。
プルダウン メニューから次のいずれかのオプションを選択して、EtherChannel や Trunking など
のアップリンク固有の機能を有効にすることをお勧めします。
•

[レイヤ 2 トランキングの有効化（Enable Layer 2 Trunking）]

•

[EtherChannel を使用したレイヤ 2 トランキングの有効化（PagP）
（Enable Layer 2 Trunking
with Etherchannel (PagP)）]

•

[EtherChannel を使用したレイヤ 2 トランキングの有効化（LACP）
（Enable Layer 2 Trunking
with Etherchannel (LACP)）]

•

[EtherChannel を使用したレイヤ 2 トランキングの有効化（スタティック）
（Enable Layer 2
Trunking with Etherchannel (Static)）]

確認
[確認（Confirmation）] 画面は初期デバイス設定ワークフローの最後のステップであり、指定した
設定を確認することができます。設定を展開するには、[展開（Deploy）] をクリックします。ジョ
ブが作成され、ジョブ ステータス情報が表示されます。
展開したジョブを確認するには、[管理（Administration）] > [ジョブ（Jobs）] を選択して、ジョブの
ステータスと詳細を表示します。
展開に失敗した場合は、[モニタ（Monitor）] > [ワークフロー ステータス（Workflow Status）] ウィ
ンドウの [失敗（Failed）] 列に展開に失敗したデバイスの番号が表示されます。表示された番号を
クリックすると、[その他のデバイスの選択（Choose Other Devices）] 画面に直接移動して失敗し
たデバイスを表示できます。必要な設定を変更し、そのデバイスに対してワークフローを繰り返
すことができます。

Advanced モードによる有線機能の設定
デバイスに適用する設定をカスタマイズする場合は、[その他のデバイスの選択（Choose Other
Devices）] ページで [拡張モード（Advanced mode）] を選択します。拡張モードでは、テンプレート
を使用してデバイス設定の変更やカスタマイズを行うことができます。CLI テンプレートを使い
慣れている必要があります。
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設定を指定するには、次のテンプレートを使用します。
•

[システム（System）]：DHCP サーバによって割り当てられた IP アドレスを新しい IP アドレ
スに置き換えることができます。IP アドレス、ホスト名、サブネット、ゲートウェイの値のみ
を編集できます。デバイス タイプやシリアル番号は変更できません。
多数のデバイスがある場合は、スプレッドシートでこれらの値を編集するほうが簡単です。
デバイス リストを CSV ファイルとしてエクスポートして編集し、そのファイルによって
テーブルを上書きできます。

•

[セキュリティ（Security）]：認証クレデンシャルを指定できます。どの認証タイプを選択する
場合でも、プライマリ認証サーバと合致している必要があります。たとえば、認証方式として
[RADIUS] を選択する場合は、プライマリ認証方式が [RADIUS] でなければなりません。認証
タイプとして [なし（None）] を選択する場合は、プライマリ認証方式が [LOCAL] でなければ
なりません。セカンダリおよび他の方式では、どのような認証タイプでもかまいません。

•

[レイヤ 2（Layer 2）]：スパニングツリー、VTP、LLDP、CDP を設定できます。Prime
Infrastructure で必要なため、デフォルトでは Rapid PVST と CDP が有効になります。

•

[ハイ アベイラビリティ（High Availability）]：電源とシステムの冗長性を設定できます。[ハイ
アベイラビリティ（High Availability）] チェックボックスをオフにすると、デバイスでの冗長
性が無効化されます。

•

[インターフェイス（Interfaces）]：VLAN を設定できます。デバイスのポート数を確認し、その
情報に基づいて、インターフェイスを複数のインターフェイス パターンに分割できます。

•

[その他（Other）]：ターミナル設定モードのその他のコマンドを設定できます。

無線機能の設定
無線機能を設定する場合は、手順に従って段階的に以下を設定します。
1.

グループの作成

2.

無線パラメータ

3.

無線 LAN のセキュリティ

4.

ゲスト アクセス

5.

確認

グループの作成
[グループの作成（Create Groups）] ページでは、[その他のデバイスの選択（Choose Other Devices）]
ページで選択したワイヤレス デバイスに対して、モビリティ アーキテクチャ グループが自動的
に定義されます。モビリティ グループは、モビリティ コントローラ、スイッチ ピア グループ、およ
びモビリティ エージェントから構成されます。以前設定されたモビリティ コントローラとモビ
リティ エージェントは変更できません。ただし、スイッチ ピア グループは追加できます。モビリ
ティ コントローラ/モビリティ エージェントとして選択したデバイスを設定したり、モビリティ
グループからモビリティ コントローラ/モビリティ エージェントを削除することができます。
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無線パラメータ
[無線パラメータ（Wireless Parameters）] ページでは、選択したワイヤレス デバイスに対して無線
管理 IP、マスク、無線 VLAN ID を割り当てることができます。デバイス リストを CSV ファイル
としてエクスポートし、その値を編集してからファイルをインポートし、デバイスの値を上書き
できます。次に [保存（Save）] をクリックします。

無線 LAN のセキュリティ
[無線 LAN のセキュリティ（Wireless LAN Security）] ページでは、LAN 接続に対してセキュア ワ
イヤレスを追加できます。[セキュア ワイヤレス LAN のプロパティ（Secure wireless LAN
Properties）] のデフォルト値が表示されます。選択したセキュリティ プロファイルと認証方式に
基づいて、プライマリおよびセカンダリ RADIUS サーバの詳細を入力します。

ゲスト アクセス
[ゲスト アクセス（Guest Access）] ページは、[その他のデバイスの選択（Choose Other Devices）]
ページで無線デバイス設定の一部としてゲスト アクセスを設定することを選択した場合にのみ
表示されます。ゲストの [ゲスト WLAN（Guest WLAN）] フィールドと [VLAN] フィールドにデ
フォルト値が表示されます。ゲストに対して選択したセキュリティ プロファイルと認証方式に
基づいて、プライマリおよびセカンダリ RADIUS サーバの詳細を入力する必要があります。

確認
[確認（Confirmation）] 画面は、無線機能用 Guided ワークフローの最後のステップであり、指定し
た設定を確認することができます。設定を展開するには、[展開（Deploy）] をクリックします。確
認ジョブのステータスとワークフローのステータスの詳細については、
「確認」を参照してくだ
さい。

プラグ アンド プレイ コントローラの自動プロビジョニ
ングの設定
Prime Infrastructure では、自動プロビジョニングのサポートによって WLAN の展開を簡素化し
ます。自動プロビジョニングは、Prime Infrastructure による現在のシスコ ワイヤレス LAN コント
ローラ（WLC）の新規設定や置き換えを自動化するための機能です。Prime Infrastructure の自動プ
ロビジョニング機能を使用すると、多数のコントローラから構成される顧客向けの展開を簡素
化できます。

（注）

コントローラの無線および b/g ネットワークは、Prime Infrastructure のスタートアップ コンフィ
ギュレーション ファイルによって当初は無効になっています。必要に応じて、自動化テンプレー
トの 1 つとして含まれているテンプレートを使用し、それらの無線ネットワークを有効にでき
ます。
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自動プロビジョニング フィルタ リストの使用
[自動プロビジョニング フィルタ（Auto Provision Filters）] ページでは、自動プロビジョニング
フィルタを作成して編集することで、Prime Infrastructure による自動プロビジョニングや自動モ
ニタを許可するデバイスのリストを定義できます。
自動プロビジョニングの権限を有効にするには、Admin、Root、または SuperUser ステータスでロ
グインしている必要があります。ユーザの自動プロビジョニング権限を有効または無効にする
には、Prime Infrastructure の [管理（Administration）] > [ユーザ、ロール、および AAA（Users, Roles,
& AAA）] > [ユーザ グループ（User Groups）] > [グループ名（group name）] > [許可されているタス
クのリスト（List of Tasks Permitted）] で、許可されているタスクを編集します。各チェックボック
スをオンまたはオフにして、これらの権限の有効と無効を切り替えます。
フィルタ パラメータは次のとおりです。
パラメータ

説明

フィルタ名（Filter Name）

フィルタの名前を識別します。

フィルタの有効状態
（Filter Enable）

フィルタが有効かどうかを示します。
有効にしたフィルタのみを自動プロビジョニング プロセスに追加できます。

モニタのみ（Monitor Only） このパラメータを選択すると、このフィルタで定義されている Cisco WLC は Prime
Infrastructure で管理されますが、自動プロビジョニング処理中に Cisco WLC が Prime
Infrastructure と通信する場合は、Prime Infrastructure によって設定されません。
フィルタ モード（Filter
Mode）

このフィルタの検索モード（[ホスト名（Host Name）]、[MAC アドレス（MAC Address）]、
または [シリアル番号（Serial Number）]）を示します。

設定グループ名（Config
Group Name）

設定グループの名前を示します。
自動プロビジョニング フィルタで使用されるすべての設定グループで、コントローラ
が定義されていてはなりません。

自動プロビジョニング フィルタの追加
自動プロビジョニング フィルタ コンテンツを指定するには、アプリケーションに直接詳細を入
力するか、CSV ファイルから詳細をインポートします。自動プロビジョニング機能は、5500 シ
リーズのコントローラと 5500 シリーズ以外のコントローラをサポートしています。5500 シリー
ズ以外のコントローラでは、AP マネージャ インターフェイスのコンフィギュレーション情報が
定義されているのに対し、5500 シリーズのコントローラにはこの情報がありません。
自動プロビジョニング フィルタを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [無線テクノロジー（Wireless Technologies）] > [コントローラ自動プロビ
ジョニング（Controller Auto Provisioning）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a Command）] ドロップダウン リストから [フィルタの追加（Add Filter）]
を選択し、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 3

必須パラメータを入力します。
動的インターフェイス コンフィギュレーションとデバイス固有コンフィギュレーションの詳細
は、CSV ファイルを入力するときのみ指定します。これら 2 つのコンフィギュレーションは、グ
ラフィカル ユーザ インターフェイスでは設定できません。
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ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
デフォルトのユーザ名とパスワードを変更するには、ステップ 5 ～ 8 の説明に従って、管理ユー
ザを削除してから再作成する必要があります。

ステップ 5

ステップ 6

デフォルトのユーザ名とパスワードを変更するには、ローカル管理ユーザ テンプレートを使用
して、コントローラに新規の読み取り/書き込みユーザを作成する必要があります。
「ローカル管
理ユーザ テンプレートの作成」を参照してください。デフォルトの管理ユーザを削除できるよう
に、新規ユーザを作成する必要があります（ステップ 6 を参照）。
[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] > [すべてのデバイス（All Devices）] を選択し、コントローラ名をクリックし
て、[設定（Configuration）] タブをクリックします。次に、[管理（Management）] > [ローカル管理
ユーザ（Local Management User）] を選択して管理ユーザを選択し、[コマンドの選択（Select a
command）] ドロップダウン リストから [ローカル管理ユーザの削除（Delete Local Management
User）] を選択して、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 7

ローカル管理ユーザ テンプレートを使用して、コントローラに新しい管理ユーザを作成します。
ローカル管理ユーザ テンプレートの作成を参照してください。

ステップ 8

ステップ 5 で作成したユーザを削除します。

関連項目
•

ローカル管理ユーザ テンプレートの作成

自動プロビジョニング プライマリ検索キー設定
[プライマリ検索キー設定（Primary Search Key Setting）] を使用して、一致条件の検索順序を設定
します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [プラグ アンド プレイ（Plug and Play）] > [コントローラ自動プロビジョ
ニング（Controller Auto Provisioning）] を選択し、左側のサイドバー メニューから [設定（Setting）]
を選択します。

ステップ 2

該当する検索キーをクリックして強調表示し、[上へ移動（Move Up）] または [下へ移動（Move
Down）] ボタンを使用して、検索キーの優先順位を変更します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックして、変更を確定します。
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プラグ アンド プレイ コントローラの自動プロビジョニングの設定
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デバイス インベントリの管理

このパートの構成は、次のとおりです。
•

デバイスの表示

•

デバイス インベントリの更新

•

コンピューティング リソースの管理およびモニタリング

•

ソフトウェア イメージの保守

•

デバイス コンフィギュレーションの操作

•

デバイス、ポート、およびデータセンターのグループ化

CHAPTER

27

デバイスの表示
•

ネットワーク デバイスの表示

•

コンピューティング デバイスの表示

ネットワーク デバイスの表示
[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] ページで、デバイス インベントリとデバイス設定情報を表示できます。[ネッ
トワーク デバイス（Network Devices）] ページには、一般的な管理機能と設定機能が含まれていま
す（表 27-1 を参照）。
表 27-1

ネットワーク デバイスのタスク

[インベントリ内の位置（Location in
Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）]

タスク

説明

デバイスの管理

デバイスの追加、編集、削除、同期、エクス
ポート、グループやサイトに対するデバ
イスの追加または削除、および一括イン
ポートを実行できます。

基本的なデバイス情報と
収集ステータスの表示

基本的なデバイス情報（到達可能性ス
そのデバイスの 360 度ビューにアクセスす
テータス、IP アドレス、デバイス タイプ、 るには、[IP アドレス(IP Address)] 列のアイ
収集ステータスなど）が表示されます。
コンの上にマウス カーソルを移動し、アイ
コンをクリックします（関連項目の「[デバ
イスの 360 度ビュー（Device 360° View）]か
らのデバイスの詳細の取得 」を参照してく
ださい）。

[デバイス ワーク センター（Device Work
Center)] の上部にボタンがあります。詳細
については、関連項目の「手動によるデバイ
スの追加 」、
「デバイスのエクスポート」、お
よび「別のソースからのデバイスのイン
ポート 」を参照してください。

インベントリ収集に関連するエラーを表示
するには、[最後のインベントリ収集（Last
Inventory Collection）] セルにマウス カーソ
ルを移動し、アイコンをクリックします。
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表 27-1

ネットワーク デバイスのタスク（続き）

[インベントリ内の位置（Location in
Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）]

タスク

説明

デバイス グループの管理

デフォルトでは、Cisco Prime
Infrastructure が動的デバイス グループ
を作成して、デバイスを適切な [デバイ
ス タイプ（Device Type）] フォルダに割
り当てます。新しいデバイス グループを
作成でき、[ユーザ定義（User Defined）]
フォルダに格納されます。

サイト グループへのデバ
イスの追加

サイト グループ プロファイルを設定後、 [グループとサイト（Groups & Sites）]
の [ネットワーク デバイス（Network
デバイスを追加できます。
Devices）] ページの上部にある [グルー
[ネットワーク デバイス（Network
プに追加（Add to Group）] ボタン。
Devices）] ページでサイト グループにデ
バイスを追加するには、それらをグルー
プに追加してから、サイト グループを選
択します。

[ネットワーク デバイス（Network Devices）]
ページの左ペインに表示されます。

サイト マップにデバイスを追加するに
は、[マップ（Maps）] > [サイト マップ
（Site Map）] に移動します。
（注）

（注）

デバイス詳細の表示

1 つのデバイスは 1 つのサイト グ
ループ階層のみに属することがで
きます。
[ネットワーク デバイス
（Network Devices）] ページでサイ
ト グループにデバイスを追加し
ても、[マップ（Maps）] > [サイト
マップ（Site Map）] ページにはデ
バイスが追加されません。同様
に、[サイト マップ設計（Site Map
Design）] ページで追加したデバ
イスは、[ネットワーク デバイス
（Network Devices）] ページのサイ
ト グループに追加されません。

メモリ、ポート、環境、シャーシ ビュー、イ デバイスの [デバイスの詳細（Device
ンターフェイス情報などのデバイス詳細 Details）] ページを表示するには、デバイス
が表示されます。
名をクリックします。
デバイスの情報とステータス、および関
連するモジュール、アラーム、ネイバー、
インターフェイスが表示されます。詳細
については、
「 [デバイスの 360 度ビュー
（Device 360° View）] からのデバイスの詳
細の取得 」を参照してください。

デバイスの IP アドレスの上にマウス カー
ソルを移動し、表示されるアイコンをク
リックします。
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表 27-1

ネットワーク デバイスのタスク（続き）

タスク
設定テンプレートの作成
と展開

[インベントリ内の位置（Location in
Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）]

説明

選択したデバイスでデバイス機能を設定 デバイス名をクリックし、[設定
できます。また、デバイスに展開された適 （Configuration）] タブをクリックします。
用済みおよびスケジュール済みの機能テ デバイスでの機能の設定については、関連
ンプレートのリストを表示できます。
項目の「デバイスの機能の設定 」を参照し
（注） [ネットワーク デバイス
（Network てください。
Devices）] ページでは、いくつかの
コントローラ機能に設定を追加で
きない場合があります。そのよう
な場合は、[設計（Design）] ページを
使用し、新しいテンプレートを作
成してデバイスに展開します。

デバイス設定の表示

アーカイブした設定を表示し、設定の
ロールバックをスケジュールし、アーカ
イブ収集をスケジュールします。

ソフトウェア イメージの
表示

1 つのデバイスに対して推奨されるソフ
トウェア イメージを表示して、そのイ
メージをインポートまたは配布できま
す。複数のデバイスにソフトウェア イ
メージを配布する場合は、関連項目「デバ
イスへのソフトウェア イメージの展開 」
を参照してください。

デバイス名をクリックして、[設定のアーカ
イブ（Configuration Archive）] タブをクリッ
クします。
デバイス名をクリックしてから、[イメージ
（Image）] タブをクリックします。
[推奨イメージ（Recommended Images）] ま
でスクロール ダウンして、選択したデバイ
スに推奨されるイメージを表示します。
Prime Infrastructure は、推奨されるイメージ
を Cisco.com とローカル リポジトリの両方
から収集します。
推奨イメージをインポートしたり（関連項
目の「ソフトウェア イメージのインポー
ト 」を参照）、配布することができます（関
連項目の「デバイスへのソフトウェア イ
メージの展開 」を参照）。

インターフェイス詳細の
表示

インターフェイスの説明、管理ステー
タス、および動作ステータスを表示で
きます。

デバイス名をクリックして [設定
（Configuration）] タブをクリックします。イ
ンターフェイスの詳細を表示するには、[イ
ンターフェイス（Interfaces）] をクリックし
ます。
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表 27-1

ネットワーク デバイスのタスク（続き）

タスク

説明

[インベントリ内の位置（Location in
Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）]

TrustSec 設定の表示および TrustSec ベースのデバイスの TrustSec 設 デバイス名をクリックして [設定
変更
定を表示および変更できます。
（Configuration）] タブをクリックします。[セ
キュリティ（Security）] > [TrustSec] > [有線
802_1x
（Wired 802_1x）] をクリックします。
シャーシ ビュー

デバイスの前面パネルまたは背面パネル
をグラフィカルに表示できます。

デバイスをクリックすると、そのデバイス
の [デバイスの詳細（Device Details）] ページ
に [シャーシ ビュー（Chassis View）
] が表示
されます。
（注） 注 以下のデバイスはシャーシ
ビューをサポートします。
すべての AireOS ワイヤレス LAN コント
ローラ、Cisco 5760 LAN コントローラ、
Catalyst 3850 スイッチ、Catalyst 3860 スイッ
チ、
および Catalyst 4K スイッチ。

関連項目
•

コンピューティング デバイスの表示

コンピューティング デバイスの表示
[コンピューティング デバイス（Compute Devices）] には、データセンター内で計算機能を提供し
ている全デバイスの統合ビューがあります。Cisco UCS デバイスは、他のネットワーク デバイス
と同様の方法で管理できます（関連項目の「ネットワーク デバイスの表示 」を参照）。[インベント
リ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [コンピューティング デバイス（Compute
Devices）] ページで、データセンターの仮想化とデータセンター コンポーネントに対応している
UCS B シリーズや C シリーズ デバイスなど、物理デバイスのデバイス インベントリ情報を表示
できます（表 27-2 を参照）。
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表 27-2

コンピューティング デバイスのタスク

タスク

リスト ビュー

詳細ビュー

データセンターの表示

リスト ビューに、クラスタ数、ホスト数、
VM の総数、VM のステータス、ディスカ
バリ ソース、データセンターのモニタリ
ング ステータスが表示されます。

データセンターのプロパティを表示するに
は、[リスト ビュー（List View）] でデータセ
ンターの名前をクリックします。
詳細ビューに、[一般（General）]、[クラスタ
（Clusters）]、[ホスト（Hosts）]、[VM（VMs）]
タブが表示されます。
[一般（General）] タブのリスト ビューに
データセンターのプロパティが表示されま
す。[クラスタ（Clusters）] タブには、データ
センターで使用可能なクラスタが表示され
ます。[ホスト（Hosts）] と [仮想マシン
（Virtual Machines）] タブには、ホストと VM
の動作ステータス、CPU 使用率、メモリ使
用率、CPU の競合、スワップ レートの詳細
が表示されます。[ホスト（Host）] セクショ
ンには、データセンターで使用可能なホス
トの詳細およびインストールされているオ
ペレーティング システムの追加情報が表
示されます。[仮想マシン（Virtual Machine）]
セクションには、選択したデータセンター
で利用可能な仮想マシンの詳細、および使
用可能メモリ量とディスク レートに関す
る追加情報が表示されます。

クラスタの表示

リスト ビューに、ホスト数、VM の数、VM クラスタのプロパティを表示するには、[リ
の電源状態（オン/オフ）、ディスカバリ
スト ビュー（List View）] でクラスタ名をク
ソースが表示されます。
リックします。
詳細ビューに、[一般（General）]、[アラーム
（Alarms）]、[ホスト（Hosts）]、[仮想マシン
（Virtual Machines）] タブが表示されます。
[一般（General）] タブのリスト ビューにク
ラスタのプロパティが表示されます。[ア
ラーム（Alarms）] タブには、クラスタに関
連するアラームが表示されます。[ホスト
（Hosts）] と [仮想マシン（Virtual
Machines）] タブには、ホストと VM の動
作ステータス、CPU 使用率、メモリ使用率
が表示されます。
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表 27-2

コンピューティング デバイスのタスク（続き）

タスク

リスト ビュー

詳細ビュー

ホストの表示

リスト ビューに、ホスト数、VM の数、VM
の電源状態（オン/オフ）、ディスカバリ
ソース、ホスト名、物理サーバ、物理デバ
イス名、アラーム、アラーム数が表示され
ます。

ホストのプロパティを表示するには、リス
ト ビューでホスト名をクリックします。
ホストとその親クラスタのパフォーマンス
メトリックを表示できます。パフォーマン
ス メトリックでは、CPU 使用率、メモリ使
用率、ネットワーク パフォーマンスがグラ
フ表示されます。

Prime Infrastructure によって管理される
UCS ブレード サーバにホストがインス
トールされている場合は、[物理サーバ
詳細ビューに、[一般（General）]、[仮想マシ
（Physical Server）] にブレード サーバの名
ン（Virtual Machines）]、[アラーム（Alarms）]、
前、[物理サーバ名（Physical Device Name）]
[ユーザ定義フィールド（User Defied Field）]
に UCS デバイス名が表示されます。
タブが表示されます。
上記の詳細を表示するには、[設定
Prime Infrastructure によって管理される
（Settings）] アイコンで [列（Columns）] を
UCS ブレード サーバにホストがインス
選択し、[リスト ビュー（List View）] に表
トールされている場合は、[一般（General）]
示する列を選択します。
にブレード サーバ名と UCS デバイス名
が表示されます。[仮想マシン（Virtual
Machine）] タブには、ホストに属している
VM の動作ステータス、CPU 使用率、メモ
リ使用率の詳細が表示されます。[ユーザ
定義フィールド（User Defined Field）] タブ
では、ユーザ定義の値を更新することが
できます。
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表 27-2

コンピューティング デバイスのタスク（続き）

タスク

リスト ビュー

詳細ビュー

仮想マシンの表示

リスト ビューに、VM の動作ステータス、
ホスト名、オペレーティング システム、モ
ニタリング ステータス、ディスカバリ
ソース、アラーム（最重大度）、アラームの
数が表示されます。

VM のプロパティを表示するには、[リスト
ビュー（List View）] で VM 名をクリックし
ます。

上記の詳細を表示するには、[設定
（Settings）] アイコンで [列（Columns）] を
選択し、[リスト ビュー（List View）] に表
示する列を選択します。

VM とその親ホストおよびクラスタのパ
フォーマンス メトリックを表示できます。
VM のパフォーマンス メトリックでは、
CPU、メモリ、ディスク、ネットワークの使
用率がグラフ表示されます。親ホストのパ
フォーマンス メトリックでは、CPU、メモ
リ、ネットワークの使用率がグラフ表示さ
れます。親クラスタのパフォーマンス メト
リックでは、CPU とメモリの使用率がグラ
フ表示されます。
詳細ビューに、[仮想マシン一般（Virtual
Machines General）]、[ホスト一般（Hosts
General）]、[アラーム（Alarms）]、[ユーザ定
義フィールド（User Defied Field）] タブが表
示されます。
[仮想マシン一般（Virtual Machines General）]
タブには、VM のプロパティが表示されま
す。UCS ブレード サーバにホストがインス
トールされている場合は、[ホスト一般
（Host General）] タブに物理サーバの詳細が
表示されます。[アラーム（Alarm）] タブに
は、VM の動作ステータス、CPU 使用率、メ
モリ使用率の詳細が表示されます。[ユーザ
定義フィールド（User Defined Field）] タブ
では、デバイスに関する追加情報が格納さ
れているユーザ定義属性（デバイスの場所
属性など）を更新できます。

物理サーバの表示

このビューには、サーバ ID、デバイス名、 ブレード サーバの詳細を表示するには、
デバイスの IP アドレス、動作ステータス、 サーバ ID の近くにある矢印をクリックし
コア、メモリなど、UCS ブレード サーバの ます。
情報が表示されます。
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表 27-2

コンピューティング デバイスのタスク（続き）

タスク

リスト ビュー

詳細ビュー

Cisco UCS サーバの表示

デバイス名、デバイス タイプ、IP アドレ
ス、到達可能性ステータス、アラームの数
など、基本的なデバイス情報が表示され
ます。

UCS シャーシとブレードの相互接続や
シャーシとブレード サーバのアップ/ダウ
ン ステータスを示す構造図を開くには、
UCS デバイス名の近くにある矢印をク
リックします。

シャーシ ビュー

デバイスの前面パネルまたは背面パネル
をグラフィカルに表示できます。

デバイスをクリックすると、そのデバイス
の [デバイスの詳細（Device Details）] ペー
ジに [シャーシ ビュー（Chassis View）] が表
示されます。
（注）

以下のデバイスはシャーシ ビュー
をサポートします。

すべての AireOS ワイヤレス LAN コント
ローラ、Cisco 5760 LAN コントローラ、
Catalyst 3850 スイッチ、Catalyst 3860 ス
イッチ、および Catalyst 4K スイッチ。
関連項目
•

ユーザ定義の UCS グループの作成

•

ユーザ定義のホストと VM の作成

ユーザ定義の UCS グループの作成
コンピューティング デバイスの詳細を表示することに加えて、ユーザ定義の UCS サブグループ
を作成できます。[ユーザ定義の UCS（User Defined UCS）] の横にある展開アイコンにマウスを移
動し、[サブグループの追加（Add SubGroup）] をクリックします。関連項目の「デバイス グループ
の作成 」を参照してください。ただし、これらの [ユーザ定義の UCS（User Defined UCS）] グルー
プは [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms and Events）] に反映されません。
関連項目
•

ユーザ定義のホストと VM の作成

ユーザ定義のホストと VM の作成
デバイス グループに類似したユーザ定義ホスト グループと VM サブ グループを作成できます。
[ユーザ定義のホストと VM（User Defined Hosts and VMs）] の横にある展開アイコンにマウスを
移動し、[サブグループの追加（Add SubGroup）] をクリックします。関連項目の「デバイス グルー
プの作成 」を参照してください。ただし、この [ユーザ定義のホストと VM（User Defined Hosts and
VMs）] グループは [モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームお
よびイベント（Alarms and Events）] に反映され、このグループのあらゆるメンバがアラームやイ
ベントをモニタできます。
関連項目
•

ユーザ定義の UCS グループの作成
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デバイス インベントリの更新
Cisco Prime Infrastructure には、ネットワーク内のデバイスを検出する方法として次の 2 つが用
意されています。
•

クイック：指定する SNMP コミュニティ ストリング、シード IP アドレス、およびサブネッ
ト マスクに基づいて、ネットワークのデバイスをすばやく検出できます。[インベントリ
（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ディスカバリ（Discovery）] を選択し、
[クイック ディスカバリ（Quick Discovery）] をクリックします。クイック ディスカバリの実
行を参照してください。

•

通常：プロトコル、クレデンシャル、およびフィルタの設定を指定し、ディスカバリ ジョブの
スケジュールを設定できます。追加したデバイスに作成済みのクレデンシャル プロファイ
ルを適用できます。ディスカバリ設定の変更およびクレデンシャル プロファイルの使用を
参照してください。

ディスカバリ設定の変更
ディスカバリ設定を変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] を選択し、[ディスカバリ設定
（Discovery Settings）] をクリックします。

ステップ 2

[新規（New）] をクリックします。表 3-1 に示すように設定を入力します。

ステップ 3

次のいずれかをクリックします。
•

設定を保存するには [保存（Save）] をクリックします。

•

設定を保存してただちにディスカバリ ジョブを開始するには [今すぐ実行（Run Now）] をク
リックします。

関連項目
•

クイック ディスカバリの実行

•

ディスカバリの実行

•

ディスカバリ ジョブのスケジューリング

•

ディスカバリ プロセスのモニタリング

•

デバイス インベントリの手動更新

•

クレデンシャル プロファイルの使用
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ディスカバリ ジョブのスケジューリング
ディスカバリ ジョブを作成し、今後の実行スケジュールを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] を選択し、[ディスカバリ設定
（Discovery Settings）] をクリックして、[新規（New）] をクリックします。

ステップ 2

必要な設定を入力し、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 3

[ディスカバリ設定（Discovery Settings）] で、作成したディスカバリ ジョブを選択して [スケ
ジュール（Schedule）] をクリックします。

ステップ 4

スケジュール情報を入力し、[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

クイック ディスカバリの実行

•

ディスカバリの実行

•

ディスカバリ プロセスのモニタリング

•

デバイス インベントリの手動更新

•

クレデンシャル プロファイルの使用

ディスカバリ プロセスのモニタリング
ディスカバリ プロセスをモニタするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ディスカバリ（Discovery）]
の順に選択します。

ステップ 2

詳細を表示する実行中のディスカバリ ジョブを選択します。

ディスカバリ プロトコルと CSV ファイル形式
Prime Infrastructure は次のプロトコルを使用してデバイスを検出します。
•

Ping スイープ

•

Cisco Discovery Protocol（CDP）

•

着信サービス一覧（Routing Table）

•

アドレス解決プロトコル（ARP）

•

Border Gateway Protocol（BGP）

•

Open Shortest Path First（OSPF）

CSV ファイルをインポートしてプロトコルのデータを追加できます。表 28-1 に、各プロトコル
の CSV ファイル形式を示します。
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（注）

表 28-1

CSV ファイルをインポートできるのは、サポートされているバージョンの Mozilla Firefox を使
用している場合に限られます。

ディスカバリ プロトコルと CSV ファイル形式

プロトコル

CSV ファイル形式

Ping スイープ

カンマで区切った、任意の有効な IP アドレスとサブネット マスク。行を追加
することにより、1 つのディスカバリにおいて複数のネットワークを指定で
きます。

Cisco Discovery Protocol（CDP）

カンマで区切った、任意の有効な IP アドレスとホップ カウント。

ルーティング テーブル

カンマで区切った、任意の有効な IP アドレスとホップ カウント。

アドレス解決プロトコル（ARP）

カンマで区切った、任意の有効な IP アドレスとホップ カウント。

Border Gateway Protocol（BGP）

BGP 対応の任意のデバイスのシード デバイス IP アドレス。

Open Shortest Path First（OSPF）

OSPF 対応の任意のデバイスのシード デバイス IP アドレス。

デバイス インベントリの手動更新
デバイス インベントリを更新するには、ディスカバリを実行することをお勧めします。ただし、
必要に応じてデバイスを手動で追加できます。
デバイス インベントリを手動で更新するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択し、[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 2

必須パラメータを入力します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックして、指定した設定でデバイスを追加します。

（注）

デバイスでの SNMP リード/ライト クレデンシャル検証の一部として、管理対象デバイスにログ
メッセージが表示され、インベントリ タスクの実行中に Prime Infrastructure サーバの IP アドレ
スから設定変更が行われたことが示されます。

デバイス インベントリの手動編集
追加済みデバイスのパラメータを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。
編集するデバイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
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ステップ 3

必須パラメータを入力します。

ステップ 4

[更新（Update）] または [更新して同期（Update & Sync）] をクリックし、必要な設定を行ってデバ
イスを更新します。

関連項目
•

クイック ディスカバリの実行

•

ディスカバリの実行

•

ディスカバリ ジョブのスケジューリング

デバイス インベントリのインポート
デバイスのインポート先となる別の管理システムがある場合、またはすべてのデバイスとその
属性を含むスプレッドシートをインポートする場合は、デバイス情報を一括して Prime
Infrastructure にインポートできます。
デバイス インベントリをインポートするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] の順に選択し、[一括インポート（Bulk Import）] をクリックします。

ステップ 2

リンクをクリックして、インポートされるファイルに入れる必要のある情報のすべてのフィー
ルドと説明が格納された、サンプル ファイルをダウンロードします。

ステップ 3

[参照（Browse）] をクリックして自身のファイルがある場所に移動し、[インポート（Import）] をク
リックしてインポートが完了するまで待ちます。
（インポートのステータスを確認するには、[管
理（Administration）] > [ジョブ ダッシュボード（Job Dashboard）] > [ジョブ（Jobs）] > [ユーザ ジョ
ブ（User Jobs）] > [インポート（Import）] を選択します）。

クレデンシャル プロファイルの使用
クレデンシャル プロファイルはデバイス クレデンシャルの集合です。クレデンシャル プロファ
イルに格納されるクレデンシャルには、SNMP、Telnet、SSH、HTTP/HTTPS クレデンシャルなどが
あります。クレデンシャル プロファイルを使用すると、各デバイスにクレデンシャルを手動で入
力する代わりに、デバイスまたはデバイス グループに一連のクレデンシャルを適用できます。
[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [クレデンシャル プロファイ
ル（Credential Profiles）] をクリックし、クレデンシャル プロファイルを追加、編集、削除、または
コピーします。クレデンシャル プロファイルは、デバイス ディスカバリ、手動によるデバイスの
追加、またはデバイスの一括インポートの実行時に適用できます。
関連項目
•

ディスカバリ設定の変更

•

デバイス インベントリの手動更新

•

デバイス インベントリのインポート

•

クレデンシャル プロファイルの追加
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•

クレデンシャル プロファイルの編集

•

クレデンシャル プロファイルの削除

•

クレデンシャル プロファイルのコピー

クレデンシャル プロファイルの追加
クレデンシャル プロファイルを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [クレデンシャル プロファイ
ル（Credential Profiles）] に移動します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 3

[一般パラメータ（General Parameters）] でプロファイル名と説明を入力します。

ステップ 4

[SNMP]、[Telnet/SSH]、[HTTP/HTTPS] の各フィールドに有効なクレデンシャルとその他の値を
入力します。
クレデンシャル プロファイルに SNMP リード クレデンシャルが 1 つも含まれていない場合は、
デバイスにクレデンシャル プロファイルを適用できません。

ステップ 5

[変更の保存（Save Changes）] をクリックします。

関連項目
•

クレデンシャル プロファイルの使用

•

クレデンシャル プロファイルの編集

•

クレデンシャル プロファイルの削除

•

クレデンシャル プロファイルのコピー

クレデンシャル プロファイルの編集
クレデンシャル プロファイルを編集するには：
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [クレデンシャル プロファイ
ル（Credential Profiles）] に移動します。

ステップ 2

プロファイルを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[プロファイルの詳細（Profile Details）] をクリックし、[SNMP]、[Telnet/SSH]、[HTTP/HTTPS] の各
フィールドに有効なクレデンシャルとその他の値を入力します。

ステップ 4

（オプション）[デバイスリスト（Device List）] をクリックし、選択したプロファイルに関連付けら
れているデバイスを表示します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックしてすべての関連デバイスを更新するか、[保存して同期（Save and
Sync）] をクリックし、更新済みプロファイルを使用してデバイスを更新し、同期させます。
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（注）

デバイスの一括編集時：
•

別のクレデンシャル プロファイルが適用されているデバイスに関連付けられたクレデン
シャル プロファイルは失われます。

•

手動で更新するパラメータ（Telnet や HTTP のパラメータなど）は、選択したすべてのデバイ
スに適用されます。

関連項目
•

クレデンシャル プロファイルの使用

•

クレデンシャル プロファイルの追加

•

クレデンシャル プロファイルの削除

•

クレデンシャル プロファイルのコピー

•

クレデンシャル プロファイルに関連付けられているデバイスの表示

クレデンシャル プロファイルの削除
クレデンシャル プロファイルを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [クレデンシャル プロファイ
ル（Credential Profiles）] に移動します。

ステップ 2

削除するクレデンシャル プロファイルを選択します。

ステップ 3

[削除（Delete）] をクリックします。
デバイスとプロファイルの関連付けをすべて削除するまで、クレデンシャル プロファイルを削
除できません。これらの関連付けは、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] でデバイス編集ページを使用して削
除できます。

関連項目
•

クレデンシャル プロファイルの使用

•

クレデンシャル プロファイルの追加

•

クレデンシャル プロファイルの編集

•

クレデンシャル プロファイルのコピー

•

クレデンシャル プロファイルに関連付けられているデバイスの表示
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クレデンシャル プロファイルのコピー
クレデンシャル プロファイルをコピーするには：
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [クレデンシャル プロファイ
ル（Credential Profiles）] に移動します。

ステップ 2

クレデンシャル プロファイルを選択し、[コピー（Copy）] をクリックします。

ステップ 3

[一般パラメータ（General Parameters）] でプロファイル名と説明を入力します。

ステップ 4

[SNMP]、[Telnet/SSH]、[HTTP/HTTPS] の各フィールドに有効な値を入力します。

ステップ 5

[変更の保存（Save Changes）] をクリックします。

関連項目
•

クレデンシャル プロファイルの使用

•

クレデンシャル プロファイルの追加

•

クレデンシャル プロファイルの編集

•

クレデンシャル プロファイルの削除

•

クレデンシャル プロファイルに関連付けられているデバイスの表示

クレデンシャル プロファイルに関連付けられているデバイスの表示
デバイスに関連付けられているクレデンシャル プロファイルを表示するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [クレデンシャル プロファイ
ル（Credential Profiles）] を選択します。

ステップ 2

クレデンシャル プロファイルを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[デバイスリスト（Device List）] をクリックし、選択したプロファイルに関連付けられているデバ
イスを表示します。
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管理対象外デバイスのトラブルシューティング
以下のいずれかの条件が該当する場合は、[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] の [管理ステータス（Admin Status）]
列の表示に従って、デバイスを Prime Infrastructure の管理対象から除外できます。
•

ライセンスで許可された管理対象デバイス数を超えている。ライセンスに関する詳細情報が
必要な場合は、以下を参照してください。
– 『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Quick Start Guide 』
：各種ライセンス、ライセンスの注文方

法、ライセンスの権限付与に関する説明が記載されています。
– 『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Administrator Guide 』
：ライセンスの管理、ライセンス問

題のトラブルシューティング、ライセンスの詳細の確認に関する情報が記載されてい
ます。
•
•

デバイスがスイッチ パス トレース専用になっている。
Prime Infrastructure に不適切なデバイス クレデンシャルが入力されているため、Prime
Infrastructure がデバイスとやり取りできない。このような場合は、[インベントリ
（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] の [到達可能性（Reachability）] 列が赤い色で表示され、デバイスに到達不能であ
ることが示されます。

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] の [デバイスタイプ（Device Type）] 列で、デバイスに対して [不明（Unknown）]
が表示されている場合、Prime Infrastructure はそのデバイスをサポートしていません。デバイス
タイプに対するサポートが Prime Infrastructure に追加されているかどうかを確認するには、[管
理（Administration）] > [ソフトウェア アップデート（Software Update）] を選択し、[更新の確認
（Check for Updates）] をクリックします。
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コンピューティング リソースの管理および
モニタリング
VMware vCenter Server の管理
VMware Vcenter Server の追加、削除、編集、同期、および一括インポートを行うことができ、さら
に、データセンター、クラスタ、ホスト、および仮想マシン（VM）のようなコンピューティング リ
ソースの完全なインベントリを表示することもできます。
関連項目
•

VMware Vcenter Server の追加

•

Vcenter をインポートするための CSV ファイルの要件

VMware Vcenter Server の追加
手動で VCenter Server を追加することで、VCenter Server を管理できます。
はじめる前に

VCenter Server のインベントリを収集するためのデータセンター ハイパーバイザ ライセンスを
追加する必要があります。データセンター ハイパーバイザ ライセンスの追加については、関連
項目の「機能にアクセスするためのライセンスの追加 」を参照してください。
Vcenter Server を追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [コンピューティング デバイス（Compute Devices）] > [ディスカバリ
ソース（Discovery Sources）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイスの追加（Add Device）] をクリックします。

ステップ 3

[ディスカバリ ソースの追加（Add Discovery Source）] ページで、次のパラメータを入力します。
•

[プロトコル（Protocol）]：HTTP/HTTPS。

•

[サーバ（Server）]：Vcenter のホスト名または IP アドレス。

•

[ポート（Port）]：HTTPS の場合は 443、HTTP の場合は 80。

•

[ユーザ名/パスワード（User Name/Password）]：Vcenter クレデンシャル。
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ステップ 4
ステップ 5

（任意）Vcenter を追加する前に Vcenter クレデンシャルを確認するには、[クレデンシャルの確認
（Verify Credentials）] をクリックします。
[追加（Add）] をクリックします。
[ディスカバリ ソース（Discovery Sources）] ページで、手動で追加された VCenter Server のインベ
ントリ収集ステータスを表示できます。[仮想インベントリ収集ステータス（Virtual Inventory
Collection Status）] に「ライセンスなし（No License）」と表示される場合は、データセンター
Vcenter ライセンスを追加します。

関連項目
•

機能にアクセスするためのライセンスの追加

•

Vcenter をインポートするための CSV ファイルの要件

Vcenter をインポートするための CSV ファイルの要件
別のソースから Vcenter を Prime Infrastructure にインポートするために CSV ファイルを使用す
るには、[インベントリ（Inventory）] > [コンピューティング デバイス（Compute Devices）] > [ソー
スの検出（Discover Sources）] の順に選択して、[一括インポート（Bulk Import）] をクリックするこ
とで、サンプルのテンプレートをダウンロードできます。一括の仮想ディスカバリのサンプル テ
ンプレートをダウンロードするには、そのリンクをクリックします。
Prime Infrastructure の完全なインベントリ収集では、CSV ファイルに以下の値を提供する必要が
あります。
•

ディスカバリ ソース

•

ディスカバリ ソース パスワード

•

ディスカバリ ソース ポート

•

ディスカバリ ソースのユーザ名

•

プロトコル

関連項目
•

VMware Vcenter Server の追加

コンピューティング リソースのパフォーマンスのモニタ
リング
Prime Infrastructure は、定期的にデバイスをポーリングすることによって管理対象のコンピュー
ティング リソースをモニタします。
Prime Infrastructure は、仮想要素の健全性を監視するための CPU、メモリ、ディスク、およびネッ
トワークに関連する Key Performance Indicator（KPI; 重要業績評価指標）の定義済みセットの定期
的なポーリングをサポートしています。Prime Infrastructure は、VM を直接ポーリングしません
が、アプリケーション プログラミング インターフェイス（API）を介して Vcenter からデータを定
期的に取得します。デフォルトのポーリング間隔は 5 分です。次に示すようにポーリング間隔を
変更できます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

29-2

OL-32122-01-J

第 29 章

コンピューティング リソースの管理およびモニタリング
コンピューティング リソースのパフォーマンスのモニタリング

関連項目
•

コンピューティング リソースをモニタするためのポーリング間隔の設定

•

クラスタのモニタリング

コンピューティング リソースをモニタするためのポーリング間隔の
設定
ポーリング間隔を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [データセンター
設定（Datacenter Settings）] の順に選択します。

ステップ 2

ドロップダウン リストからポーリング間隔を選択します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

ポーリングは、データセンター、クラスタ、およびホストで有効または無効にできます。ポーリ
ングに選択されたエンティティの子は、自動的にポーリングに選択されます。たとえば、ポーリ
ングがクラスタで有効の場合、そのホストに属するすべてのホストと VM は自動的にポーリン
グに選択されます。ポーリングを有効にするには、[コンピューティング デバイス（Compute
Device）] 画面のデータセンター、クラスタおよびホストのリスト ビューで [モニタリングの開
始（Start Monitoring）] ボタンをクリックします。
関連項目
•

クラスタのモニタリング

クラスタのモニタリング
モニタリングが親（データセンターまたはクラスタ）から有効になっている場合、子（ホストまた
はクラスタ）からは停止できません。ただし、親（データセンター、クラスタ）から [モニタリング
の停止（Stop Monitoring）] をクリックすることで、子（ホスト、クラスタ）から有効になっているモ
ニタリングを停止できます。
クラスタをモニタリングするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [コンピューティング デバイ
ス（Compute Devices）] を選択します。

ステップ 2

[コンピューティング リソース（Compute Resources）] ペインで [クラスタ（Clusters）] をクリック
します。

ステップ 3

クラスタを選択し、[モニタリングの開始（Start Monitoring）] をクリックします。

関連項目
•

コンピューティング リソースをモニタするためのポーリング間隔の設定
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ソフトウェア イメージの保守
•

イメージ管理の設定と配布設定

•

ソフトウェア イメージの管理

•

ソフトウェア イメージのインポート

•

ソフトウェア イメージ要件の変更

•

デバイスへのソフトウェア イメージの展開

•

スタック デバイスのサポートされているイメージ形式

•

Cisco.com から推奨されるソフトウェア イメージの表示

•

ソフトウェア イメージのアップグレードの分析

デバイスを最新ソフトウェア バージョンに手動でアップグレードするとエラーが発生すること
があり、時間もかかります。Cisco Prime Infrastructure は、ソフトウェア イメージの更新の計画、ス
ケジュール設定、ダウンロード、およびモニタリングを支援することで、デバイスに対するソフ
トウェア更新のバージョン管理とルーチン展開を簡略化します。また、ソフトウェア イメージの
詳細の表示、推奨されるソフトウェア イメージの表示、およびソフトウェア イメージの削除を
行うこともできます。
Prime Infrastructure は、ネットワーク上にあるデバイスのすべてのソフトウェア イメージを保存
します。イメージは、イメージのタイプとバージョンに従って保存されます。
ソフトウェア イメージをアップグレードするには、その前に、デバイスが Prime Infrastructure に
追加された際に入力されたコミュニティ ストリングと一致する SNMP 読み取り/書き込みコ
ミュニティ ストリングでデバイスを設定する必要があります。
表 30-1 では、ソフトウェア イメージの管理に関与するさまざまなプロセスと、そのプロセスが
ユニファイド ワイヤレス LAN コントローラおよびデバイスでサポートされているかどうかに
ついて説明します。
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表 30-1

ソフトウェ
ア イメージ
の管理プロ
セス

ソフトウェア イメージの保守

ソフトウェア イメージの管理プロセスとサポートされているデバイス

説明

Unified WLC

3850 Cisco IOS XE 3.2.2

5760 Cisco IOS XE 3.2.2

デバイスか
らのイメー
ジのイン
ポート

すでに Prime Infrastructure に
よって管理されているデバ
イスからソフトウェア イ
メージをインポートする機
能。ソフトウェア イメージは
その後、他のデバイスに配布
できます。

ソフトウェア サポート対象
サポート対象
イメージは
（注） デバイスがイン （注） デバイスがインス
パッケージに
ストール モード
トール モードで動
再構成できな
で動作している
作している場合、実
いため、サ
場合、実行イメー
行イメージは
ポートされて
ジは
「packages.conf」とな
いません。
「packages.conf」
ります。Prime
となります。
Infrastructure は、イ
Prime
ンストール モード
でのこの形式のイ
Infrastructure は、
メージのインポー
インストール
トはサポートして
モードでのこの
いません。
形式のイメージ
のインポートは
サポートしてい
ません。

ファイルか
らのイメー
ジのイン
ポート

ファイル サーバの既知の場所 サポート対象
から Prime Infrastructure にソ
フトウェア イメージをイン
ポートする機能。ソフトウェ
ア イメージはその後、他のデ
バイスに配布できます。

サポート対象

サポート対象

URL からの
イメージの
インポート

ネットワーク上のアクセス可 サポート対象
能な場所（URI/URL）から
Prime Infrastructure にソフト
ウェア イメージをインポート
する機能。ソフトウェア イ
メージはその後、他のデバイ
スに配布できます。

サポート対象

サポート対象

プロトコル
からのイ
メージのイ
ンポート

FTP ロケーションから Prime
Infrastructure にソフトウェア
イメージをインポートする機
能。ソフトウェア イメージは
その後、他のデバイスに配布
できます。

サポート対象

サポート対象

サポート対象
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表 30-1

ソフトウェア イメージの管理プロセスとサポートされているデバイス（続き）

ソフトウェ
ア イメージ
の管理プロ
セス

説明

Unified WLC

3850 Cisco IOS XE 3.2.2

5760 Cisco IOS XE 3.2.2

イメージの
アップグ
レード/配布

サポート対象
Prime Infrastructure から管理
対象デバイスのソフトウェア
イメージをアップグレードす
る機能。この機能を使用する
と、オンデマンドまたは後で
スケジュールされている時点
で、複数デバイスのソフト
ウェア イメージをアップグ
レードできます。アップグ
レード中にはフィードバック
とステータスが表示され、必
要に応じてデバイスを再起動
できます。大規模な展開では、
あるサイトのサービスがアッ
プグレード期間に完全にダウ
ンしないように、再起動をず
らすことができます。

サポート対象

サポート対象

イメージの
推奨

Prime Infrastructure から管理
され、Cisco.com からダウン
ロードされるデバイスに対し
互換性のあるイメージを推奨
する機能。

フラッシュ要
件が使用でき
ないため、サ
ポートされま
せん。

サポート対象

サポート対象

イメージの
アップグ
レード分析

ソフトウェア アップグレー
ドを実行する前にハード
ウェアのアップグレードが
必要かどうかを判断するた
めにソフトウェア イメージ
を分析する機能。

RAM または
ROM には最
小要件がない
ため、サポー
トされませ
ん。新しく
アップグレー
ドされたイ
メージは、
アップグレー
ド後に既存の
イメージを置
き換えます。

サポート対象

サポート対象
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イメージ管理の設定と配布設定
デフォルトでは、デバイスからインベントリ データを収集する場合、Prime Infrastructure はデバ
イスのソフトウェア イメージを収集および保存しません。
イメージ管理と配布設定を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [イメージ管理
（Image Management）] の順に選択します。

ステップ 2

Prime Infrastructureがデバイスのインベントリ データを収集する際に、デバイス イメージを自動
的に取得して保存するように設定するには、[インベントリ収集時にイメージを収集（Collect
images along with inventory collection）] をオンにします。

ステップ 3

必要に応じて、他のオプションを選択します。オプションの詳細を表示するには、情報アイコン
にマウスのカーソルを合わせます。
[プロトコル順序の設定（Config Protocol Order）] フィールドで、プロトコルが使用される順序が
指定されます。たとえば、SSH が Telnet の前にリストされている場合は、SSH が最初に使用され、
Telnet が次に使用されます。

ステップ 4
ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。
[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択し、[ソフトウェア イメージ（Software Image）] ページの右上隅に
ある [イメージ ダッシュボード（Image Dashboard）] アイコンをクリックして、Prime Infrastructure
によって取得されたすべてのソフトウェア イメージを表示します。イメージはイメージ タイプ
別に分類され、対応するソフトウェア イメージのグループ フォルダに保存されます。

ソフトウェア イメージの管理
ソフトウェア イメージのダッシュボードには、ネットワークで使用される上位のソフトウェア
イメージが表示され、イメージ要件の変更、イメージを実行しているデバイスの確認、およびイ
メージの配布を行うことができます。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択し、[ソフトウェア イメージ（Software Image）] ページの右上隅に
ある [イメージ ダッシュボード（Image Dashboard）] をクリックします。

ステップ 2

ソフトウェア イメージ名をクリックすると、そのイメージの詳細が表示されます。

ステップ 3

次のいずれかを実行します。
•

イメージ要件の変更。ソフトウェア イメージ要件の変更を参照してください。

•

ソフトウェア イメージを実行しているデバイスの確認。

•

イメージの配布。デバイスへのソフトウェア イメージの展開を参照してください。
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ソフトウェア イメージのインポート

ソフトウェア イメージのインポート
ネットワーク上のデバイスからイメージをインポートして、ネットワーク イメージのベースラ
インを作成すると役立ちます。また、Cisco.com から推奨されるソフトウェア イメージを表示す
ることもできます。
デフォルトでは、デバイスのインベントリ データを収集する際、Prime Infrastructure はデバイス
イメージを自動的に取得せず保存もしません。
（「イメージ管理の設定と配布設定」に説明されて
いるように、この設定を変更できます）。
デバイスの機能に基づき、Prime Infrastructure はさまざまなプロトコル（SCP、TFTP、FTP）を使用
してデバイスからイメージをインポートできます。より高い信頼性とセキュリティを確保する
ため、ソフトウェア イメージのインポートにはセキュア プロトコル（SFTP、SCP）のみを使用す
ることを推奨します。TFTP または FTP の使用は推奨しません。
ソフトウェア イメージをインポートするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。

ステップ 2

[インポート（Import）] をクリックします。

ステップ 3

ソフトウェア イメージのインポート元のソースを入力します。次のいずれかのソースを指定で
きます。
•

[デバイス（Device）]：既存のデバイス。Cisco Catalyst 3850 イーサネット スタッカブル スイッ
チおよび Cisco 5760 シリーズ ワイヤレス コントローラの場合は、ソフトウェア イメージを
インポートするための 2 つのモードがあります。
– [インストール モード
（Install mode）]：デバイスがインストール モードで動作している場

合、実行イメージは「packages.conf」となります。Prime Infrastructure は、ｲンストール モー
ドでのイメージのインポートをサポートしていません。
– [バンドル モード
（Bundle mode）]：デバイスがバンドル モードで動作している場合、実行

イメージは「.bin」形式となります。Prime Infrastructure は、バンドル モードでのイメージ
のインポートをサポートしています。
– 次のいずれかの方法で実行イメージを確認できます。
•

[インベントリ（Inventory）] > [ネットワーク デバイス（Network Devices）] の順に選択
し、デバイス名をクリックして、デバイス ページの [イメージ（Image）] タブをクリック
します。

•

デバイス CLI で Show version コマンドを使用します。

•

[Cisco.com]：Prime Infrastructure にはユーザが指定したデバイス タイプに推奨されるソフト
ウェア イメージが表示されますが、Cisco.com から直接ソフトウェア イメージをダウンロー
ドすることはできません。Cisco.com からソフトウェア イメージを手動でダウンロードし、
ダウンロードしたイメージ ファイルをインポートする必要があります。Prime Infrastructure
には延期されたソフトウェア イメージは表示されません。

•

[URL]：ソフトウェア イメージのインポート元となる FTP URL を指定します。ユーザ クレデ
ンシャルが必要ない HTTP URL を使用できます。

•

[プロトコル（Protocol）]：ソフトウェア イメージのインポート元となる FTP の場所を指定し
ます。ユーザ クレデンシャルが必要です。FTP プロトコルのみがサポートされます。

•

[ファイル（File）]：クライアント マシン上のローカル ファイル。
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ソフトウェア イメージ要件の変更

（注）

現在、Prime Infrastructure は、*.bin、*.tar、*.aes、*.ros、*.pie、*.img、*.pkg、*.ova および *.gz
のイメージの拡張子をサポートしています。

（注）

ワイヤレス LAN コントローラの場合は、ファイルまたは URL から、または FTP プロト
コルのみを使用して、ソフトウェア イメージをインポートできます。ソフトウェア イ
メージ管理プロセスとサポート対象デバイスの詳細については、
「表 30-1」を参照して
ください。

ステップ 4

[収集オプション（Collection Options）] を指定し、必要な情報を入力します。

ステップ 5

[スケジュール（Schedule）] に、イメージ ファイルをいつインポートするかを指定します。ジョブ
をすぐに実行することも、後で実行するようにスケジュール設定することもできます。

（注）

イメージのインポート ジョブは、ファイルからイメージをインポートする場合を除き、
反復実行されません。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7

[管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Jobs
Dashboard）] > [ユーザ ジョブ（User Jobs）] > [SWIM 収集（SWIM Collection）] の順に選択し、イ
メージ収集ジョブのステータスを表示します。[期間（Duration）] フィールドは、ジョブが完了し
た後に更新されます。

関連項目
•

デバイスへのソフトウェア イメージの展開

ソフトウェア イメージ要件の変更
ソフトウェア イメージをデバイスに配布するためにデバイスが満たす必要のある RAM、Flash、
およびブート ROM の要件を変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。

ステップ 2

要件を変更するソフトウェア イメージまで移動して選択し、[イメージの詳細（Image Details）] を
クリックします。

ステップ 3

必要なフィールドを変更してから、[保存（Save）] をクリックします。変更を行ったソフトウェア
バージョンに変更内容が保存されます。
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デバイスへのソフトウェア イメージの展開
1 回の展開で、デバイス、または類似するデバイスのセットにソフトウェア イメージを配布で
きます。Prime Infrastructureは、デバイスとソフトウェア イメージに互換性があることを確認し
ます。
デバイスの機能に基づき、Prime Infrastructure はさまざまな転送プロトコル（SCP、TFTP、FTP、
SFTP）を使用してデバイスにイメージを配布できます。より高い信頼性とセキュリティを確保す
るため、ソフトウェア イメージの配布にはセキュア プロトコル（SFTP、SCP）のみを使用するこ
とを推奨します。イメージの配布に SCP プロトコルを選択する場合は、デバイスがフル ユーザ
権限（特権 EXEC モード）を使用して Prime Infrastructure で管理されていることを確認してくだ
さい。フル ユーザ権限を使用しないと、配布はコピー権限エラー（「SCP：プロトコル エラー：権限
拒否（SCP: protocol error: Privilege denied）」）が原因で失敗します。
TFTP または FTP の使用は推奨しません。イメージの配布に TFTP プロトコルを選択し、デバイ
スとサーバが別のサブネットにある場合は、アプリケーションで維持される指定セッション時
間制限（1 時間）内にイメージをコピーする必要があります。そうしないと、配布はタイムアウト
エラーが原因で失敗します。
ステップ 1
ステップ 2

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。
配布するソフトウェア イメージを選択し、[配布（Distribute）] をクリックします。
デフォルトで、選択したイメージを適用できるデバイスが表示されます。

ステップ 3

選択内容を変更するには [配布イメージ名（Distribute Image Name）] フィールドでイメージ名を
選択し、新しいイメージを選択してから、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 4

ソフトウェア イメージを保存するデバイス上の場所を変更するには、[配布先の場所（Distribute
Location）] フィールドに表示されている値を選択し、新しい場所を選択して [保存（Save）] をク
リックします。
[ステータス（Status）] フィールドと [ステータス メッセージ（Status Message）] フィールドに選択
内容の有効性が表示されます。たとえば、ステータスが緑色の場合、デバイス上の指定された場
所にイメージを保存するための十分なスペースがあることを示しています。

ステップ 5

スケジュール済みのデバイスが新しく配布されたイメージを実行できるように、[ブート コマ
ンドの挿入（Insert Boot Command）] チェックボックスをオンにして、イメージ展開オプション
の [有効化（Activate）] ドロップダウンリストから [順次（Sequentially）] または [並列（Parallely）]
を選択します。

（注）

ステップ 6

これらのオプションのいずれも選択しない場合、ジョブが正常に完了した後でも、デバイ
スは古いイメージ バージョンを実行し続けます。

スケジュール オプションを指定して、[送信（Submit）] をクリックします。
イメージの配布ジョブは反復実行されません。

ステップ 7

[管理（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Jobs
Dashboard）] > [ユーザ ジョブ（User Jobs）] > [SWIM 配布（SWIM distribution）] の順に選択し、イ
メージ配布ジョブの詳細を表示します。[期間（Duration）] フィールドは、ジョブが完了した後に
更新されます。
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スタック デバイスのサポートされているイメージ形式

Cisco 5760 シリーズ ワイヤレス コントローラおよび Cisco Catalyst 3850 イーサネット スタッカブル ス
イッチ向けのデバイスの [デバイス アップグレード モード
（Device Upgrade Mode）] オプション

[デバイス アップグレード モード（Device Upgrade Mode）] オプションは、Cisco 5760 シリーズ ワ
イヤレス コントローラおよび Cisco Catalyst 3850 イーサネット スタッカブル スイッチのイメー
ジ アップグレード時のみ表示されます。表 30-2 では、Cisco 5760 シリーズ ワイヤレス コント
ローラおよび Cisco Catalyst 3850 イーサネット スタッカブル スイッチ向けの考えられるデバイ
ス アップグレード オプションと対応するイメージ形式について説明します。
表 30-2

アップグレード/ダウングレード モード オプション

デバイス アップグレード モード
インストール モードからバンドル モードへの
変更

配布前のデバイス イメージ
形式

配布後のデバイス イメー
ジ形式

packages.conf

.bin

インストール モードから現在の既存モードへの packages.conf
変更

packages.conf

バンドル モードから現在の既存モードへの変更 .bin

.bin

バンドル モードからインストール モードへの
変更

packages.conf

.bin

イメージ配布ステータスが「成功（Success）」の場合、次のオプションのいずれかを使用してイ
メージ バージョンを確認できます。
•

[インベントリ（Inventory）]> [ネットワーク（Network）] > [ネットワーク デバイス（Network
Devices）] の順に選択します。
– [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] ページの [ソフトウェア バージョン

（Software Version）] 列を確認します。
– デバイス名をクリックし、
[イメージ（Image）] タブをクリックします。
•

デバイス CLI で show version コマンドを使用します。

スタック デバイスのサポートされているイメージ形式
Prime Infrastructure は、スタック構成デバイスのアップグレードとダウングレードに対し、.tar イ
メージのみをサポートしています。スタック デバイスは .bin 形式をサポートしていません。サ
ポートされるスタック デバイスのリストは次のとおりです。
•

CBS3100 スイッチ モジュールのスタック

•

Cisco Catalyst Switch Module 3110X for IBM Blade Center

•

Cisco Catalyst Blade Switch 3120X for HP

•

Cisco Catalyst Blade Switch 3130X for Dell M1000E

•

Cisco Catalyst 2975 スイッチ

•

Cisco 3750 スタッカブル スイッチ

•

Cisco Catalyst 29xx スタッカブル イーサネット スイッチ

•

Cisco ME 3600X-24FS-M スイッチ
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•

Cisco ME 3600X-24TS-M スイッチ

•

Cisco ME 3800X-24FS-M スイッチ ルータ

（注）

Cisco Catalyst 3650 および 3850 スイッチの .tar イメージは Cisco.com にはありません。こ
れらのスイッチでは、Prime Infrastructure は .bin 形式をサポートします。

Cisco.com から推奨されるソフトウェア イメージの表示
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。

ステップ 2

要件を変更するソフトウェア イメージまで移動して選択し、[イメージの詳細（Image Details）] を
クリックします。

ステップ 3

次のいずれかのイメージ ソースを選択します。
•

Cisco.com で入手できるイメージを選択する場合は、[Cisco.com からの推奨イメージ
（Recommend Image from Cisco.com）] を選択します。オプションを指定して、[推奨の開始
（Start Recommendation）] をクリックし、ステップ 5 に進みます。
Prime Infrastructure にはユーザに固有のデバイス タイプに推奨されるソフトウェア イメー
ジが表示されますが、Cisco.com から直接ソフトウェア イメージをダウンロードすることは
できません。Cisco.com からソフトウェア イメージを手動でダウンロードし、ダウンロード
したイメージ ファイルをインポートする必要があります。Prime Infrastructure には延期され
たソフトウェア イメージは表示されません。

•

ローカルに保存されているイメージを選択する場合は、[ローカル リポジトリのイメージを
選択（Select Image from Local Repository）] を選択します。次に、[ローカル リポジトリ（Local
Repository）] で以下を行います。
– Prime Infrastructure リポジトリで使用可能なすべてのイメージを表示するには、
[すべて

のイメージを表示（Show All Images）] チェックボックスをオンにします。
– 選択したデバイスに適用可能なソフトウェア イメージを表示するには、
[すべてのイ

メージを表示（Show All Images）] チェックボックスをオフにします。
ステップ 4

配布するイメージを選択して、[適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 5

選択内容を変更するには [配布イメージ名（Distribute Image Name）] フィールドでイメージ名を
選択し、新しいイメージを選択してから、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 6

配布オプションを指定します。[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System
Settings）] > [イメージ管理（Image Management）] で、デフォルト オプションを変更できます。

ステップ 7

スケジュール オプションを指定して、[送信（Submit）] をクリックします。
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ソフトウェア イメージのアップグレードの分析
Prime Infrastructureはアップグレード分析レポートを生成して、新しいソフトウェア イメージ展
開の前提条件の判別に役立てることができます。これらのレポートはソフトウェア イメージを
分析して、ソフトウェア アップグレードを実行するために必要なハードウェア アップグレード
（ブート ROM、フラッシュ メモリ、RAM、およびブート フラッシュ（該当する場合）など）を判別
します。
アップグレード分析レポートでは、次の疑問を解決できます。
•

新しいソフトウェアに維持に十分なだけの RAM がデバイスにあるか。

•

デバイスのフラッシュ メモリに、新しいソフトウェアを保存できるだけの大きさがあるか。

ソフトウェア イメージのアップグレードを分析するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ソフトウェア イメージ
（Software Images）] の順に選択します。

ステップ 2

[アップグレード分析（Upgrade Analysis）] をクリックします。

ステップ 3

分析するソフトウェア イメージのソースを選択します。

ステップ 4

ソフトウェア イメージを分析するデバイスを選択します。

ステップ 5

選択したデバイスに対して分析するイメージを選択します。

ステップ 6

[レポートの実行（Run Report）] をクリックします。
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デバイス コンフィギュレーションの操作
Cisco Prime Infrastructure では、デバイス コンフィギュレーションがアーカイブされ、最後のコン
フィギュレーション変更の日付や、コンフィギュレーション ジョブのステータスなどの情報が
提供されます。これにより、現在と以前のコンフィギュレーションを比較できます。また、Prime
Infrastructure を使用すると、コンフィギュレーションの展開に失敗した場合に、アーカイブに保
存されているコンフィギュレーションにロールバックすることができます。
•

コンフィギュレーション アーカイブ

•

Prime Infrastructure のデバイス コンフィギュレーション設定の変更

•

現在および以前のデバイス コンフィギュレーションの比較

•

コンフィギュレーション アーカイブ タスクのスケジュール設定

•

デバイス コンフィギュレーションの概要

•

コンフィギュレーション ロールバック

•

デバイス コンフィギュレーション バージョンのロールバック

•

デバイス コンフィギュレーションの削除

コンフィギュレーション アーカイブ
Prime Infrastructureは、次のデバイス コンフィギュレーション ファイルの収集およびアーカイブ
を試みます。
•

スタートアップ コンフィギュレーション

•

実行コンフィギュレーション

•

VLAN コンフィギュレーション（設定されている場合）

コンフィギュレーション アーカイブは、最後のアーカイブ済みコンフィギュレーションと現在
の実行コンフィギュレーション間に変更がある場合にのみ作成されます。Prime Infrastructure が
コンフィギュレーションをアーカイブする方法は次のように指定できます。
•

オンデマンド：[インベントリ（Inventory）] > [コンフィギュレーション アーカイブ
（Configuration Archive）] を選択して、アーカイブをすぐにスケジュール設定するオプション
を選択すると、選択したデバイスのコンフィギュレーションを Prime Infrastructure で収集で
きます。
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•

スケジュール設定：[インベントリ（Inventory）] > [コンフィギュレーション アーカイブ
（Configuration Archive）] を選択して、[アーカイブのスケジュール（Schedule Archive）] をク
リックすると、選択したデバイスのコンフィギュレーションを Prime Infrastructure が収集す
るタイミングをスケジュール設定して、定期的な収集を指定できます。
Prime Infrastructure で実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレー
ションにコピーするようにスケジュール設定するには、[インベントリ（Inventory）] > [コン
フィギュレーション アーカイブ（Configuration Archive）] を選択して [上書きのスケジュール
（Schedule Overwrite）] をクリックします。

•

インベントリ中：インベントリ収集プロセス中に、Prime Infrastructure でデバイス コンフィ
ギュレーションを収集できます。詳細については、Prime Infrastructure のデバイス コンフィ
ギュレーション設定の変更を参照してください。

•

Syslog の利用：Syslog を送信するようにデバイスが設定されている場合は、デバイス コン
フィギュレーションに何らかの変更があると、Prime Infrastructure はそのコンフィギュレー
ションを収集して保存します。

Prime Infrastructure のデバイス コンフィギュレーション
設定の変更
デフォルトでは、Prime Infrastructure のコンフィギュレーション設定は次のようになっています。
•

コンフィギュレーション変更をデバイスにプッシュする前に、実行コンフィギュレーション
をバックアップしません。

•

コンフィギュレーションの展開に失敗した場合に、アーカイブに保存済みのコンフィギュ
レーションへのロールバックを試みません。

•

CLI をデバイスにプッシュする際に、5 つのスレッド プールを使用します。

デフォルトのコンフィギュレーション設定を変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択して、[設定
（Configuration）] をクリックします。
•

コンフィギュレーション変更をデバイスにプッシュする前に、Prime Infrastructure で実行コ
ンフィギュレーションをバックアップするには、[実行コンフィギュレーションのバック
アップ（Backup Running Configuration）] をクリックします。

•

コンフィギュレーションの展開に失敗した場合に、Prime Infrastructure でアーカイブに保存
済みのコンフィギュレーションへのロールバックを試行するには、[コンフィギュレーショ
ンのロールバック（Rollback Configuration）] を選択します。

[保存（Save）] をクリックします。
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Prime Infrastructure のコンフィギュレーション アーカイ
ブ収集設定の変更
デフォルトでは、Prime Infrastructure のコンフィギュレーション アーカイブ収集設定は次のよう
になっています。
•

インベントリの同期後にデバイス コンフィギュレーションを収集します。

•

Syslog イベントに基づいたデバイス コンフィギュレーションの収集を行いません。

デフォルトのコンフィギュレーション設定を変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択して、[コン
フィギュレーション アーカイブ（Configuration Archive）] をクリックします。

ステップ 2

Prime Infrastructure が Syslog のコンフィギュレーション変更イベントに基づいてコンフィギュ
レーションを収集および保存できるように、[コンフィギュレーション変更イベントの受信時に
コンフィギュレーションをアーカイブする（Archive Configuration on receiving configuration
change events）] チェックボックスをオンにします。サポートされる Syslog 形式の詳細について
は、
「コンフィギュレーション アーカイブ収集設定でサポートされる Syslog 形式」を参照してく
ださい。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

コンフィギュレーション アーカイブ収集設定でサポートされる Syslog
形式
サポートされる Syslog 形式は次のとおりです。Prime Infrastructure は、デバイスの Syslog が次の
条件のいずれかに一致すると、コンフィギュレーションの詳細を収集します。
•

メッセージ タイプが次のいずれかである。
OIR-6-INSCARD、SNMP-5-COLDSTART、SYS-5-RELOAD、
CPU_REDUN-6-BOOTED_AS_ACTIVE、CPU_REDUN-5-SWITCHOVER、SYS-5-ONLINE、
OIR-6-INSCARD、CPU_REDUN-6-RUNNING_CONFIG_CHG、
CPU_REDUN-5-RCSF_SYNCED、CPU_REDUN-6-STARTUP_CONFIG_CHG、
CPU_REDUN-5-STARTUP_CONFIG_SYNCED、PIX-5-111005、SYS-5-CONFIG_L、
SYS-5-CONFIG_M、SYS-5-CONFIG_NV、SYS-5-CONFIG_NV_M、SYS-6-CFG_CH、
SYS-3-CPUHOG、IP-4-DUPADDR、FW-3-FTP_SESSION_NOT_AUTHENTICATED、
FW-3-FTP_PRIV_PORT、FW-3-SMTP_INVALID_COMMAND、FW-3-HTTP_JAVA_BLOCK、
FW-4-ALERT_ON、FW-4-ALERT_OFF、FW-4-HOST_TCP_ALERT_ONLOG_WARNING、
FW-4-UNBLOCK_HOST、FW-2-BLOCK_HOST,SYS-2-MALLOCFAIL、LINK-3-UPDOWN、
FW-6-SESS_AUDIT_TRAIL、PIX-6-302001、PIX-6-302002、PIX-6-304001、
LINEPROTO-5-UPDOWN、LINK-5-CHANGED、LINK-5-UPDOWN、CHAS-0-FATAL、
CHAS-3-ERROR、CHAS-4-WARN、SNMP-5-CONF、PORT-5-CONF、CHAS-5-CONF、
DIAG-5-CONF、RTT-6-SAATHRESHOLD、ILPOWER-3-SHUT_OVERDRAWN、
ILPOWER-4-LOG_OVERDRAWN

•

FACILITY が次のいずれかである。
RESTART、CONFIG,ENV、ENVM、FLASH、HA_EM、AUTOSMARTPORT、SMI
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•

MNEMONIC が次のいずれかである。
RESTART、CONFIG_I、CONFIG、OIR、PSECURE_VIOLATION、
PSECURE_VIOLATION_VLAN、VLAN_REMOVED、ADDRESSES_REMOVED、
VLAN_FULL、DHCP_SNOOPING_ERRDISABLE_WARNING、
DHCP_SNOOPING_RATE_LIMIT_EXCEEDED、DHCP_SNOOPING_UNTRUSTED_PORT、
DHCP_SNOOPING_MATCH_MAC_FAIL、INVALID_ARP、ACL_DENY、
DHCP_SNOOPING_DENY、ACL_PERMIT,DHCP_SNOOPING_PERMIT、
PACKET_RATE_EXCEEDED、PACKET_BURST_RATE_EXCEEDED、
IP_SOURCE_GUARD_DENY_PACKET

•

メッセージ タイプが Nodemgr-5-CE で、メッセージ テキストに「REBOOT」が含まれる。

•

メッセージ タイプが SYS-6-CFG_CHG で、メッセージ テキストに「telnet」、
「Console」、
「SNMP」、または「ssh」が含まれる。

•

FACILITY が ACE で、MNEMONIC が 111008 である。

•

FACILITY が FWSM、MNEMONIC が 111008 で、メッセージ テキストに「configure terminal」
が含まれる。

•

FACILITY が ASA で、MNEMONIC が 111010 である。

•

FACILITY が PIX で、MNEMONIC が次のいずれかである。
106010、307001、106001、106006、106002、106003、106004、106005、106008、106009、106011、
106012

•

FACILITY が DIAG で終わる。

•

FACILITY が VSHD で、MNEMONIC が VSHD_SYSLOG_CONFIG_I である。

現在および以前のデバイス コンフィギュレーションの
比較
現在のデバイス コンフィギュレーションを以前のバージョンと比較するには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [コンフィギュレーション アーカイブ（Configuration Archive）] を選
択します。

ステップ 2

コンフィギュレーションを表示するデバイスに対応する展開アイコンをクリックします。次に、
比較する特定のコンフィギュレーション バージョンを表示するために展開アイコンを再びク
リックします。

ステップ 3

[比較対象（Compare With）] 列で、前のステップで選択したコンフィギュレーションと比較するコ
ンフィギュレーションを選択します。
レポートの下部のカラー キーは、選択したコンフィギュレーション間の違いを示します。
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コンフィギュレーション アーカイブ タスクのスケ
ジュール設定
[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択し、デバイス名をクリックしてから [コンフィギュレーション アーカ
イブ（Configuration Archive）] タブをクリックすると、Prime Infrastructure で次のコンフィギュ
レーション アーカイブ タスクをスケジュール設定できます。
•

[ロールバックのスケジュール（Schedule Rollback）]：実行コンフィギュレーション、スタート
アップ コンフィギュレーション、または両方のコンフィギュレーションをロールバックす
るタイミングを指定します。

•

[上書きのスケジュール（Schedule Overwrite）]：実行コンフィギュレーションをスタートアッ
プ コンフィギュレーションにコピーするタイミングを指定します。

•

[アーカイブのスケジュール（Schedule Archive）]：コンフィギュレーションをアーカイブする
タイミングを指定します。

•

[展開のスケジュール（Schedule Deploy）]：コンフィギュレーションを展開するタイミングを
指定できます。また、次を指定することもできます。
– スタートアップ コンフィギュレーションの上書き。
このオプションは、スタートアップ

コンフィギュレーションがあるデバイスにのみ適用されます。
– コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションのマージ

デバイス コンフィギュレーションの概要
デバイスのコンフィギュレーションは次の 2 つの方法で変更できます。
•

•

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）]：1 つのデバイスのコンフィギュレーションを変更します。1 つのデバイ
ス コンフィギュレーションの変更を参照してください。
[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）]：複数のデバイスのコンフィギュレー
ションを変更して共通する一連の変更を適用するには、コンフィギュレーション テンプ
レートを使用して変更を行います。
Prime Infrastructureに用意されているデフォルト コンフィギュレーション テンプレートは
次のとおりです。
– CLI テンプレート：CLI テンプレートは、
ユーザが定義するもので、独自のパラメータに

基づきます。CLI テンプレートを使用すると、コンフィギュレーションの要素を選択で
きます。Prime Infrastructureには、実際の値や論理ステートメントと置き換える変数が用
意されています。Cisco Prime LAN Management System からテンプレートをインポートす
ることもできます。CLI テンプレートの作成を参照してください。
– 機能およびテクノロジー テンプレート：機能テンプレートは、
デバイスのコンフィギュ

レーションの機能またはテクノロジーに固有のコンフィギュレーションです。機能およ
びテクノロジー テンプレートの作成を参照してください。
– 複合テンプレート：複合テンプレートは、
2 つ以上の機能テンプレートまたは CLI テンプ

レートを 1 つのテンプレートにグループ化したものです。複合テンプレートに含まれる
テンプレートが、デバイスに展開される順序を指定してください。複合テンプレートの
作成を参照してください。
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1 つのデバイス コンフィギュレーションの変更
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択し、デバイス名をクリックします。
デバイスの詳細が、ページの下部に表示されます。

ステップ 2

[設定（Configuration）] タブをクリックします。
[昨日セレクタ（Feature Selector）] に、選択したデバイスの値が機能別にまとめて表示されます。

ステップ 3
ステップ 4

変更する機能を選択し、必要な変更を加えます。
コンフィギュレーションの変更を Prime Infrastructure データベースに保存するには、[保存
（Save）] をクリックします。
（コンフィギュレーション変更のステータスを確認するには、[管理
（Administration）] > [ジョブ（Jobs）] を選択します）。

ワイヤレス LAN コントローラの追加
Cisco Unified Wireless Network（CUWN）ソリューションは、Airespace オペレーティング システム
を実行するワイヤレス LAN コントローラに基づいています。ワイヤレス LAN コントローラの
モデルは、2100、2500、4400、WiSM/WiSM2（6500 サービス モジュール）、5500、7500、8500 です。こ
のソリューションでは、アクセス ポイントは CAPWAP を介してコントローラにワイヤレス ト
ラフィックをトンネリングします。
新しいアーキテクチャであるシスコ ユニファイド アクセス（UA）ワイヤレス ソリューション
は、有線およびワイヤレス ネットワークのコンフィギュレーションを同じ場所で管理できる統
合モデルを実現します。このソリューションには、3850 シリーズ スイッチと統合ワイヤレス サ
ポートが含まれます。また、複数の 3850 スイッチの集約ポイントとして機能できる 5760 シリー
ズ ワイヤレス コントローラが含まれています。このプラットフォームは IOS XE に基づくため、
コマンド構造が他の IOS 製品に似ています。このソリューションでは、ワイヤレス トラフィック
を 3850 スイッチで直接終端できるため、スイッチの有線接続と同様のモードで処理できます。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

[デバイスの追加（Add Device）] をクリックします。[デバイスの追加（Add Device）] ページが表示
されます。

ステップ 3

[デバイスの追加（Add Device）] ページで、必要なパラメータを入力します。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックします。

ワイヤレス LAN コントローラ コンフィギュレーションの変更
ステップ 1
ステップ 2

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。
[デバイス タイプ（Device Type）] を展開して [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
クリックします。
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ステップ 3

変更するコントローラを選択します。[ネットワーク デバイス（Network Devices）] ページの下部
には設定機能が表示されます。詳細は、ネットワーク デバイスのモニタリングを参照してくだ
さい。

ステップ 4

[設定（Configure）] タブをクリックし、必要な変更を加えます。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

コントローラの再起動
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

[デバイス タイプ（Device Type）] を展開して [ワイヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を
クリックします。

ステップ 3

該当するコントローラのチェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[再起動（Reboot）] ドロップダウンリストから [コントローラの再起動（Reboot Controllers）] を選
択します。

（注）
ステップ 5

再起動する前に、現在のコントローラの設定を保存します。

[コントローラの再起動（Reboot Controller）] で適用する必要のあるオプションを選択します。
•

[フラッシュへの設定の保存（Save Config to Flash）]：データはコントローラの不揮発性 RAM
（NVRAM）に保存され、電源の再投入時にも保持されます。コントローラを再起動した場合、
設定が保存されていないと、適用した変更はすべて失われます。

•

[AP の再起動（Reboot APs）]：他の更新を行った後のアクセス ポイントの再起動を有効にす
るには、このチェックボックスをオンにします。

•

[AP イメージの切り替え（Swap AP Image）]：AP イメージをスワップした際に、コントローラ
および AP を再起動するかどうかを示します。[はい（Yes）] または [いいえ（No）] のいずれか
になります。

（注）

ステップ 6

[AP の再起動（Reboot APs）] チェックボックスがオンの場合以外は、オプション
は無効になっています。

[OK] をクリックして、オプションの設定を選択した状態でコントローラを再起動します。

コンフィギュレーション ロールバック
Prime Infrastructure に保存されたコンフィギュレーションを使って、デバイスのコンフィギュ
レーションを変更できます。
「ロールバック先」となるアーカイブ済みバージョンを 1 つ選択で
きます。
コンフィギュレーション ロールバック プロセス中に、コンフィギュレーションはデバイスで順
番に実行される一連のコマンドに変換されます。
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コンフィギュレーション ファイルをロールバックする場合、次のオプションを指定できます。
•

ロールバック先のコンフィギュレーション ファイルのタイプ（たとえば、実行コンフィギュ
レーションまたは起動コンフィギュレーション）

•

実行コンフィギュレーションのロールバック後に、実行コンフィギュレーションとスタート
アップ コンフィギュレーションを同期するかどうか

•

起動コンフィギュレーションのみをロールバックする場合は、起動コンフィギュレーション
が実行コンフィギュレーションになるようにデバイスをリブートすることの指定

•

コンフィギュレーションをロールバックする前に、新しいアーカイブ済みバージョンを作成
するかどうかを指定します。アーカイブ済みコンフィギュレーションが失敗した場合にロー
ルバックを続行するかどうかも指定できます。

デバイス コンフィギュレーション バージョンのロール
バック
Prime Infrastructure を使用して、デバイスのコンフィギュレーションを以前のバージョンのコン
フィギュレーションにロールバックできます。
コンフィギュレーションの変更をロールバックするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [コンフィギュレーション アーカイブ（Configuration Archive）] を選
択します。

ステップ 2

コンフィギュレーションをロールバックするデバイスに対応する展開アイコンをクリックし
ます。

ステップ 3

ロールバックする特定のコンフィギュレーション バージョンをクリックし、[ロールバックのス
ケジュール（Schedule Rollback）] をクリックします。

ステップ 4

ロールバック オプションとスケジューリング オプションを指定します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

デバイス コンフィギュレーションの削除
デフォルトでは、Prime Infrastructureはデバイスごとに最大 5 つのデバイス コンフィギュレー
ション バージョンを、次の発生から 7 日間アーカイブします。
•

それぞれのインベントリ収集

•

Prime Infrastructureがコンフィギュレーション変更イベントを受信

コンフィギュレーション バージョンを削除することはできませんが、古いコンフィギュレー
ション バージョンはより新しいコンフィギュレーション バージョンに置き換えられます。
Prime Infrastructure が保存するコンフィギュレーションの数を変更するには、次の手順を実行し
ます。
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ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択して、[コン
フィギュレーション アーカイブ（Configuration Archive）] をクリックします。

ステップ 2

新しい値を [バージョン数（Number of Versions）] フィールドに入力します。アーカイブするコン
フィギュレーション バージョンの数を無制限にするには、[維持するバージョンの数（Number of
version to retain）] および [維持する日数（Number of days to retain）] チェックボックスをオフにし
ます。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。
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デバイス、
ポート、
およびデータセンターの
グループ化
デバイスとデータセンターの効率的な更新と管理を行うことができるように、デバイス、ポー
ト、およびデータセンターの独自の論理グループを作成できます。たとえば、特定のモジュール
を持つデバイスを含むデバイス グループを作成できます。そのモジュールに特に関係する機能
をあとで設定する場合は、作成したデバイス グループを使用して、そのグループに含まれるすべ
てのデバイスに設定変更をプッシュします。

グループのタイプ
グループを使用して、デバイスとそれに関連付けられたアラームのビューをフィルタ処理した
り、表示するネットワーク トポロジを管理したり、デバイスのセットで一括操作（設定変更やソ
フトウェア アップデートなど）を行ったりすることができます。グループ化は、複数のデバイス
を設定する時間を節減するだけでなく、構成時の設定がネットワーク全体に一貫して適用され
ることを保証します。
Prime Infrastructure には、次のタイプのグループ化があります。
•

デバイス タイプ グループ：デフォルトでは、Prime Infrastructure がルールベースのデバイス
グループを作成して、デバイスを適切な [デバイスタイプ（Device Type）] フォルダに割り当
てます。これらのデバイス グループは編集できません。マウスのカーソルをデバイス グルー
プのフォルダに合わせると、デバイス グループのルールを表示できます。デバイス タイプ
グループはネットワーク トポロジ マップには使用されません。

•

ユーザ定義グループ：ベースとなる独自のデバイス グループを作成します。これらのグルー
プは、静的または動的に設定できます。

•

ロケーション グループ：ロケーション ベースのグループを作成します。たとえば、異なる時
間帯に存在するデバイスがある場合、あるグループ内のデバイスが別のグループ内のデバイ
スの時間帯設定と異なる設定を持つように、地域に基づいてロケーション グループを作成
することができます。

•

ポート グループ：ポートのモニタリングおよび設定を簡略化するポート グループを作成し
ます。

すべてのデバイスを同じ設定で構成できる小規模の構成では、ただ 1 つの一般的なデバイス グ
ループを作成するだけで済みます。このセットアップにより、グループ用の設定を構成し、すべ
てのデバイスにそれらの設定を一貫して適用することができます。
どのユーザがどのデバイス グループにアクセスできるかを制御することはできません。すべて
のユーザが、すべてのデバイス グループを認識できます。ロールベース アクセス コントロール
（RBAC）の場合は、サイトおよび仮想ドメインを作成する必要があります。
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関連項目
•

デバイス グループの作成

•

ロケーション グループの使用

•

ロケーション グループの作成

•

ポートのグループの作成

デバイス グループの作成
次のデバイス グループを作成できます。
•

[スタティック（Static）]：[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] >
[ネットワークデバイス（Network Devices）] または [インベントリ（Inventory）] > [グループ管
理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグループ（Network Device Groups）] から、
デバイスを追加する新しいデバイス グループを作成して名前を付けます。

•

[ダイナミック（Dynamic）]：新しいデバイス グループを作成して名前を付け、ルールを指定
します。このデバイス グループに追加されるデバイスは、このルールに従っている必要があ
ります。説明（sysDescr）、ロケーション（sysLocation）、管理アドレス、デバイス名、製品ファミ
リ、製品シリーズ、製品タイプ、ソフトウェア タイプ、ソフトウェア バージョンなどのルール
を 1 つ選択できます。デバイスはダイナミック グループに追加しません。[インベントリ
（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグループ
（Network Device Groups）] または [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] から、Prime Infrastructure によっ
て指定したルールに一致するデバイスがダイナミック グループに追加されます。

•

[混合（Mixed）]：[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネット
ワークデバイスグループ（Network Device Groups）] または [インベントリ（Inventory）] > [デバ
イス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network Device）] から、新しいデ
バイス グループを作成して名前を付け、そのグループにデバイスを手動で追加し、ルールを
指定できます。デバイスは、このデバイス グループに追加される前にこのルールに従ってい
る必要があります。

デバイス グループを作成する前に、必ず、グループに入れる固有のプロパティを理解してくださ
い。たとえば、異なる認証設定や異なる時間帯設定を持つ 2 つのデバイス グループをセットアッ
プできます。

（注）

ダイナミック グループに指定できるルールの数に制限はありませんが、ルールの数が増えると、
グループ更新のパフォーマンスが低下する可能性があります。
デバイス グループを作成するには、次のステップを実行します。

ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス
（Network Devices）] または [インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] >
[ネットワークデバイスグループ（Network Device Groups）] > を選択します。

ステップ 2

左側の [デバイスグループ（Device Groups）] ペインで、次のタスクのいずれかを実行します。
•

[ユーザ定義（User Defined）] の横にある展開アイコンをクリックして、[サブグループの追加
（Add SubGroup）] をクリックします。

•

追加アイコンをクリックして、ドロップダウン リストから [ユーザ定義グループの作成
（Create User Defined Group）] 選択します。
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ステップ 3

グループ名とグループの説明を入力し、必要に応じて親グループを選択します。

ステップ 4

ダイナミック グループを作成するか、またはスタティック グループを作成するかを指定し
ます。

ステップ 5

ダイナミック グループを作成するには、[デバイスを動的に追加（Add Devices Dynamically）] グ
ループ ボックスで、グループ内のデバイスに適用するルールを指定します。[プレビュー
（Preview）] クリックして、指定したルールと手動で追加したデバイスに基づいてグループに自動
的に追加されたデバイスを確認します。
[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [ユーザ定義
フィールド（User Defined Field）] で定義された UDF ラベルを使用してルールを作成できます。
スタティック グループを作成するには、[デバイスを手動で追加（Add Devices Manually）] グルー
プ ボックスで、[追加（Add）] をクリックし、グループに割り当てるデバイスを選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックして、指定した設定でデバイス グループを追加します。
作成したデバイス グループは、ユーザ定義グループに表示されます。

関連項目
•

グループのタイプ

•

ロケーション グループの使用

•

ロケーション グループの作成

•

ポートのグループの作成

ロケーション グループの使用
ロケーション グループを使用して、ロケーションごとにデバイスをグループ化できます。デバイ
スを手動で追加するか、またはデバイスを動的に追加して、ロケーション グループの階層（シア
ター、国、地域、キャンパス、ビルディング、フロアなど）を作成できます。
デバイスは 1 つのロケーション グループのみに表示されるはずですが、上位レベルの「親」グ
ループにもそのデバイスが含まれています。たとえば、ビルディングのロケーション グループに
属するデバイスは、親のキャンパス グループにも間接的に属している場合があります。
デフォルトでは、階層の上位のロケーションが [すべてのロケーション（All Locations）] グループ
となります。ロケーションに割り当てられていないデバイスはすべて、[すべてのロケーション
（All Locations）] の下の [未割り当て（Unassigned）] グループに表示されます。
関連項目
•

グループのタイプ

•

ロケーション グループの使用

•

ロケーション グループの作成

•

ポートのグループの作成
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ロケーション グループの作成
ロケーション グループを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグ
ループ（Network Device Groups）] または [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] の順に選択します。

ステップ 2

左側の [デバイスグループ（Device Groups）] ペインで、次のタスクのいずれかを実行します。
•

[ロケーション（Location）] の横にある展開アイコンをクリックして、[サブグループの追加
（Add SubGroup）] をクリックします。

•

追加アイコンをクリックして、ドロップダウン リストから [ロケーショングループの作成
（Create Location Group）] 選択します。

ステップ 3

左側の [デバイスグループ（Device Groups）] ペインで、[ロケーション（Location）] の横にある展開
アイコンをクリックし、[サブグループの追加（Add SubGroup）] をクリックします。

ステップ 4

グループ名とグループの説明を入力し、必要に応じて親グループを選択します。

ステップ 5

[デバイスを動的に追加（Add Devices Dynamically）] グループ ボックスで、グループ内のデバイス
に適用するルールを指定します。

ステップ 6

[デバイスを手動で追加（Add Devices Manually）] グループ ボックスで、グループに割り当てるデ
バイスを選択します。

ステップ 7

[プレビュー（Preview）] クリックして、指定したルールと手動で追加したデバイスに基づいてグ
ループに自動的に追加されたデバイスを確認します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックして、指定した設定でデバイス グループを追加します。

関連項目
•

グループのタイプ

•

デバイス グループの作成

•

ロケーション グループの使用

•

ポートのグループの作成

ロケーション グループとワイヤレス マップ
ユーザが作成するロケーション グループは別個のものでワイヤレス マップから独立していま
す（[マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（Site Maps）]）が、構造
の点で似ていることを確認する必要があります。したがって、[マップ（Maps）] > [ワイヤレスマッ
プ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（Site Maps）] で新しいサイトを追加した場合は、同じ名前と
デバイスで新しいロケーション グループ（[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group
Management）] > [ネットワークデバイスグループ（Network Device Groups）]）を作成する必要があ
ります。
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ユーザ定義グループおよびロケーション グループの編集
編集オプションを使用して、親グループの変更、デバイスの追加、およびデバイス ルールの変更
を行うことができます。
グループを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグ
ループ（Network Device Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

左側の [デバイスグループ（Device Groups）] ペインで、編集するグループの名前をクリックし
ます。

ステップ 3

[編集（Edit）] をクリックして、詳細を変更します。

ステップ 4

[プレビュー（Preview）] をクリックして、更新されたデバイスの詳細を表示します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして、更新されたデバイスの詳細を保存します。

ユーザ定義グループおよびロケーション グループの複製
クイック ビューの [グループの複製（Duplicate Group）] オプションを使用してグループを複製で
きます。複製されたグループには、グループの UI でユーザが入力した値がすべて含まれていま
す。事前設定されているグループ名には「CopyOf」というプレフィックスがデフォルトで付いて
います。名前は必要に応じて変更できます。
子グループを複製する場合は、子グループのコピーが同じ親グループの下に作成されます。
グループを複製するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグ
ループ（Network Device Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

左側の [デバイスグループ（Device Groups）] ペインで、複製するグループの名前の横にあるアイ
コンをクリックします。

ステップ 3

[グループの複製（Duplicate Group）] をクリックして、デバイスの詳細を更新します。

ステップ 4

[プレビュー（Preview）] をクリックして、更新されたデバイスの詳細を表示します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして、更新されたデバイスの詳細を保存します。
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ユーザ定義グループおよびロケーション グループの削除
クイック ビューの [グループの削除（Delete Group）] オプションを使用してグループを削除でき
ます。グループに直接の子グループがない場合にのみ、グループを削除できます。
ロケーション グループを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグ
ループ（Network Device Groups）] または [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device
Management）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] の順に選択します。

ステップ 2

左側の [デバイスグループ（Device Groups）] ペインで、削除するグループの名前の横にある展開
アイコンをクリックし、[グループの削除（Delete Group）] をクリックします。

ステップ 3

ポップアップ ウィンドウで [OK] をクリックし、選択したグループを削除します。

親/子デバイスおよびロケーション グループにおけるデ
バイスのアクセシビリティ
親/子のユーザ定義グループおよびロケーション グループにおけるデバイスの継承は次のとお
りです。
•

ユーザ定義グループ：親のデバイス グループの下に子グループを作成すると、子グループに
アクセスできるデバイスは、作成したデバイス グループによって決まります。
– 親グループと子グループの両方がダイナミック デバイス グループの場合、
子グループ

は親グループで使用可能なデバイスのみにアクセスできます。
– 親グループが静的デバイス グループで、
子グループがダイナミック グループの場合、子

グループは親グループで使用可能なデバイスに限定されません。
– ダイナミック デバイス グループと混合デバイス グループの場合、
子グループは親のデ

バイス グループからそのデバイスを「継承」します。
•

ロケーション グループ：親グループはすべての子グループのスーパーセットで、子グループ
のデバイスを継承します。

空のグループの非表示化
次の場合、デバイスまたはポート グループが空である可能性があります。
•

デバイスが手動または動的に追加されていないグループを作成した場合。

•

スタティック グループを作成して、そのグループにデバイスを追加していない場合。

•

ダイナミック グループを作成して、そのダイナミック グループに指定したルールに一致す
るデバイスがその中にない場合。

デフォルトでは、Prime Infrastructure に空のグループが表示されます。空のグループを表示しな
い場合は、[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [インベ
ントリ（Inventory）] > [グループ化（Grouping）] の順に選択し、[メンバーが存在しないグループの
表示（Display groups with no members）] チェックボックスを選択解除します。
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ポートのグループの作成
ポート グループを作成すると、モニタリングと設定のタスクを簡素化することができます。たと
えば、すべての WAN ポートを含むポート グループを作成することで、これらのキー ポートを容
易にモニタすることができます。デフォルトでは、ポート グループはインターフェイス タイプ
に基づいています。
作成するポート グループは、3 つのタイプのいずれかにできます。
•

静的：[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ポートグループ
（Port Groups）] から [グループに追加（Add to Group）] を使用して、新しいポート グループを
作成して名前を付け、そのグループにインターフェイスを追加できます。

•

ダイナミック：新しいポート グループを作成して名前を付けます。ルールを指定します。こ
のポート グループに追加されるポートまたはインターフェイスは、このルールに従ってい
る必要があります。

•

混合：新しいポート グループを作成して名前を付け、そのグループにインターフェイスを手
動で追加できます。[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ポー
トグループ（Port Groups）] から、名前、速度、説明、タイプなどのルールを指定します。この
ポート グループに追加されるインターフェイスは、このルールに従っている必要があります。

（注）

ダイナミック グループに指定できるルールの数に制限はありませんが、ルールの数が増
えると、グループ更新のパフォーマンスが低下する可能性があります。

ポート グループを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ポート グループ（Port
Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

左側の [ポート グループ（Port Groups）] ペインで、[ユーザ定義（User Defined）] グループの横にあ
る情報アイコンの上にマウスのカーソルを合わせ、[サブグループの追加（Add SubGroup）] をク
リックします。

ステップ 3

名前、説明、および親グループ（該当する場合）を入力します。

ステップ 4

グループが静的かダイナミックかを選択します。

ステップ 5

•

静的：[ポートを手動で追加（Add Ports Manually）] の下の [追加（Add）] をクリックします。選
択したデバイスのポートが表示されます。必要に応じて、グループに追加するポートを選択
します。

•

ダイナミック：このポート グループに追加される前にポートが従う必要のあるルールを指
定します。ダイナミック グループにはポートを追加しません。Prime Infrastructure が指定さ
れたルールに一致するポートをダイナミック グループに追加します。

[保存（Save）] をクリックします。
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デバイス コンテキストまたはグループのコンテキスト
ポート グループの作成
[デバイスコンテキストの選択（Device Context Selection）] オプションを使用して、特定のデバイ
ス グループのポートをグループ化することができます。
特定のデバイスまたはグループに対してポート グループを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ポート グループ（Port
Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

左側の [ポート グループ（Port Groups）] ペインで、[ユーザ定義（User Defined）] グループの横にあ
る情報アイコンの上にマウスのカーソルを合わせ、[サブグループの追加（Add SubGroup）] をク
リックします。

ステップ 3

名前、説明、および親グループ（該当する場合）を入力します。

ステップ 4

[デバイスの選択（Device Selection）] ドロップダウン矢印をクリックします。

ステップ 5

デバイス コンテキストでポート グループを作成する場合：

ステップ 6

•

[デバイス（Device）] オプション ボタンをクリックし、表示されたデバイス リストからデバ
イスのいずれかを選択します。

•

静的なポートの追加：[ポートを手動で追加（Add Ports Manually）] の下の [追加（Add）] をク
リックします。選択したデバイスのポートが表示されます。必要に応じて、グループに追加す
るポートを選択します。
動的なポートの追加：選択したデバイスのポートがこのポート グループに追加される前に
従う必要のあるルールを指定します。ダイナミック グループにはポートを追加しません。
Prime Infrastructure が指定されたルールに一致するポートをダイナミック グループに追加
します。

•

[プレビュー（Preview）] をクリックして、指定したルールと手動で追加したポートに基づい
て自動的に追加されたポートを確認し、[保存（Save）] をクリックします。

デバイス グループ コンテキストでポート グループを作成する場合：
•

[デバイスグループ（Device Group）] オプション ボタンをクリックし、表示されたデバイスお
よびロケーション グループのリストからいずれかのデバイス グループを選択します。

•

静的なポートの追加：[ポートを手動で追加（Add Ports Manually）] の下の [追加（Add）] をク
リックします。選択したデバイスのポートが表示されます。必要に応じて、グループに追加す
るポートを選択します。
動的なポートの追加：選択したデバイスのポートがこのポート グループに追加される前に
従う必要のあるルールを指定します。ダイナミック グループにはポートを追加しません。
Prime Infrastructure が指定されたルールに一致するポートをダイナミック グループに追加
します。

•

[プレビュー（Preview）] をクリックして、指定したルールと手動で追加したポートに基づい
て自動的に追加されたポートを確認し、[保存（Save）] をクリックします。
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システム定義ポート グループについて
Prime Infrastructure は、4 つのタイプのシステム定義ポート グループをサポートしています。新し
いデバイスがシステムに追加されると、デバイスのポートはそれぞれのグループに自動的に割
り当てられます。
•

[トランクポート（Trunk Ports）]：シスコ デバイスまたは他のネットワーク デバイス（スイッ
チ、ルータ、ファイアウォール、サードパーティ デバイス）に接続され、すべての VLAN のト
ラフィックを伝送する「トランク」モードで動作しているポート。

•

[リンクポート（Link Ports）]：別のシスコ デバイスまたは他のネットワーク デバイスに接続
され、
「VLAN」モードで動作し、VLAN に割り当てられるポート。

•

[アクセスポート（Access Ports）]：エンド ホスト、IP Phone、サーバ、アクセス ポイント（AP）ま
たはビデオ エンド ポイントに接続され、ある特定の VLAN のみのトラフィックを伝送する
「アクセス」モードで動作しているポート。

•

[未接続ポート（Unconnected Ports）]：次の一部またはすべてが有効な場合、ポートは接続され
ていません。
– いずれのデバイスにも接続されていない。
– 動作ステータスがダウンしている。
– 管理ステータスがダウンしている。

（注）

このグループのポートは削除できず、このグループをサブ グループとして作成すること
もできません。ポートのステータスがダウンすると、そのポートは [未接続ポート
（Unconnected Port）] グループに自動的に追加されます。

デバイス グループまたはロケーション グループへのア
クセス ポイント
（AP）
の追加
デバイス グループまたはロケーション グループに AP を追加できます。
デバイス グループに AP を追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ネットワークデバイスグ
ループ（Network Device Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

左側の [デバイスグループ（Device Groups）] ペインで、[ユーザ定義（User Defined）] の横にある展
開アイコンの上にマウスのカーソルを合わせ、[サブグループの追加（Add SubGroup）] をクリッ
クします。

ステップ 3

名前、説明、および親グループ（該当する場合）を入力します。

ステップ 4

次のいずれかの方法で AP を追加します。
•

静的：[デバイスを手動で追加（Add Devices Manually）] の下の [追加（Add）] をクリックし、
ニーズに基づいてグループに追加する AP を選択します。

•

ダイナミック：このポート グループに追加される前に AP が従う必要のあるルールを指定し
ます。ダイナミック グループには AP を追加しません。Prime Infrastructure が指定されたルー
ルに一致する AP をダイナミック グループに追加します。
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カスタマイズされたポート グループの作成

ステップ 5

[プレビュー（Preview）] をクリックして、指定したルールと手動で追加した AP に基づいてグ
ループに自動的に追加された AP を確認します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
グループにメンバーとして「統合 AP（Unified AP）」または「サードパーティ AP（Third Party
AP）」がある場合、新しいタブが Device Work Center の右側のテーブルに追加され、AP が表示さ
れます。

カスタマイズされたポート グループの作成
デバイスまたはインターフェイスを含むカスタマイズされたユーザ定義のポート グループを作
成し、そのグループに設定の変更を一回の操作で適用できるようにすることができます。
カスタマイズされたポート グループを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [グループ管理（Group Management）] > [ポート グループ（Port
Groups）] の順に選択します。

ステップ 2

左側の [デバイスグループ（Device Groups）] ペインで、[ユーザ定義（User Defined）] の横にある展
開アイコンの上にマウスのカーソルを合わせ、[サブグループの追加（Add SubGroup）] をクリッ
クします。
デフォルトの [親グループ（Parent Group）] テキスト ボックスのエントリを [ユーザ定義（User
Defined）] のままにします。

ステップ 3

グループの名前と説明を入力し、グループが静的かダイナミックかを選択します。
•

静的：[ポートを手動で追加（Add Ports Manually）] の下の [追加（Add）] をクリックします。選
択したデバイスのポートが表示されます。必要に応じて、グループに追加するポートを選択
します。

•

ダイナミック：このポート グループに追加される前にポートが従う必要のあるルールを指
定します。ダイナミック グループにはポートを追加しません。Prime Infrastructure が指定さ
れたルールに一致するポートをダイナミック グループに追加します。

作成したポート グループは、[ユーザ定義（User Defined）] フォルダに表示されます。
ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。

データセンターとの統合のグループ化
データセンターおよびクラスタ用の設定済みのグループに加え、VM およびホスト用に複数の
ユーザ定義グループを作成できます。
ユーザ定義のホストおよび VM のグループを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [コンピューティング デバイ
ス（Compute Devices）] > [ユーザ定義ホストおよび VM（User Defined Hosts and VMs）] の順に選択
します。

ステップ 2

展開アイコンの上にマウスを合わせ、[サブグループの追加（Add SubGroup）] をクリックします。
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ステップ 3

グループ名とグループの説明を入力し、必要に応じて親グループを選択します。

ステップ 4

[デバイスを動的に追加（Add Devices Dynamically）] ペインで、グループ内のデバイスに適用する
ルールを指定します。

ステップ 5

[デバイスを手動で追加（Add Devices Manually）] ペインで、グループに割り当てるデバイスを選
択します。

ステップ 6

[プレビュー（Preview）] クリックして、指定したルールと手動で追加したデバイスに基づいてグ
ループに自動的に追加されたデバイスを確認します。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックして、指定した設定でデバイス グループを追加します。
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データセンターとの統合のグループ化
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ネットワークの可視化

このパートの構成は、次のとおりです。
•

ネットワーク トポロジ マップの使用

•

ワイヤレス マップの使用

CHAPTER

33

ネットワーク トポロジ マップの使用
Cisco Prime Infrastructure には、ネットワーク デバイスとそれらを接続するリンクなど、ネット
ワークの物理トポロジのビジュアル マップが用意されています。トポロジ マップには、ネット
ワーク デバイスとリンクの現在のアラーム ステータスを示すインジケータがあります。これら
のネットワーク トポロジ マップを使用すると、デバイス間の相互接続に関連するアラームを確
認することにより、ネットワークを簡単にモニタできます。
•

ネットワーク トポロジの概要

•

アラームとリンクの詳細テーブルの表示

•

トポロジ マップの表示内容の決定

•

デバイスの詳細情報の取得

•

リンクの詳細情報の取得

•

デバイスおよびリンクの障害情報の表示

•

トポロジ ダッシュレットの作成

•

トポロジ マップ レイアウトの変更

•

トポロジ マップ レイアウトの保存

•

イメージ ファイルとしてトポロジ マップを保存

•

トポロジ ダッシュレットの作成
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ネットワーク トポロジの概要
Prime Infrastructure トポロジ マップは、ロケーション グループとユーザ定義グループに基づいて
います（関連項目「グループ タイプ」を参照）。トポロジ マップ上には、グループ内のデバイスに
加えて、デバイス間のリンクがすべて表示されます。
デバイス間のリンクは、Cisco Discovery Protocol（CDP）を使用して検出されます。Prime
Infrastructure が一部のリンクを検出できない場合（たとえばインターフェイスで CDP が無効に
なっている場合など）には、トポロジ マップに手動でリンクを追加し、該当する管理対象デバイ
スの特定のインターフェイスにリンクを関連付けることができます。
また、管理対象外デバイスや管理対象外ネットワークのアイコンをトポロジ マップに追加して、
管理対象外オブジェクトと管理対象デバイスの間にリンクを追加することも可能です（関連項
目「トポロジ マップへの管理対象外デバイスとリンクの追加」を参照）。
Prime Infrastructure のトポロジ マップに自律 AP を追加することはできますが、ユニファイド AP
は追加できません。
[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウには、デバイスのトポロジ マップ
ビュー、デバイス間のリンク、デバイスまたはリンクのアクティブ アラームが示されます。[ネッ
トワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウでは、デバイス グループ、アラーム、およびリ
ンクに関連する情報や機能にアクセスできます。また、ドリルダウンして、トポロジ マップに表
示されたデバイスの詳細情報を取得できます。
[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウには左側のサイド バーからアクセスで
き（[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）]）、次のペインで構成されてい
ます。
•

[デバイスグループ（Device Groups）]：システム内に存在するデバイス グループを一覧表示し
ます。ロケーション ベースのグループとユーザ定義のカスタム デバイス グループが両方と
も表示されます。[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウ（下記の図を参照）
内の他のペインのコンテンツは、[グループ（Groups）] ペインで選択されたグループによって
決まるため、グループ ペインは重要です。[グループ（Groups）] ペインでは、中央のデバイス
グループ化機能にアクセスして、新しいグループを作成したり、グループにデバイスを追加
したりできます。詳細については、関連項目「デバイス グループの作成」および「ロケーショ
ン グループの作成」を参照してください。

•

[アラーム サマリー（Alarm Summary）]：選択されたグループの現在の全アラームを重大度別
に分類して表示します。ペイン下部にある [アラームテーブルの表示（Show Alarms Table）] リ
ンクをクリックするか、アラーム重大度カテゴリをクリックすると、アラームの詳細情報に
アクセスできます。アラーム重大度カテゴリをクリックすると、選択した重大度に基づいて
アラーム テーブルがフィルタリングされます。

•

[リンク（Links）]：[リンクテーブル（Link Table）] にアクセスして、選択したグループに関連す
るデバイス間のリンクをすべて表示したり、リンクの詳細情報を参照できます。テーブル内
のリンクを選択すると、トポロジ マップ内のリンクが強調表示されます。

•

[トポロジマップ（Topology Map）]：[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウ
の中央にある最も大きいペインです。選択したデバイス グループのトポロジがグラフィカ
ルに表示されます。グループのデバイスやサブグループ（存在する場合）およびそれらの間の
リンクも表示されます。さらに、デバイスまたはリンクのアクティブ アラームも表示される
ため、ネットワークの問題を簡単に特定できます。問題をトラブルシューティングするには、
トポロジ マップからデバイスやリンクの詳細情報にドリルダウンできます。トポロジ マッ
プをカスタマイズ、フィルタリング、操作することにより、必要な情報を表示できます。
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1
2

3

4

404590

5

6

1

[トポロジ（Topology）] ツールバー

2

[デバイスグループ（Device Groups）] ペイン

3

[トポロジマップ（Topology Map）] ペイン

4

[切り離し（Detach）] アイコン。このアイコンをクリッ
クすると詳細ウィンドウが開きます。

5

[アラーム サマリー（Alarm Summary）] ペイン。[ア
ラームテーブルの表示（Show Alarms Table）] をク
リックすると、アラーム詳細ウィンドウが表示され
ます。

[6 [リンク（Links）] ペイン
]

関連項目
•

グループのタイプ

•

トポロジ ダッシュレットの作成

•

デバイス グループの作成

•

ロケーション グループの作成

•

トポロジ マップの機能とアイコンについて

•

トポロジ マップでの移動

•

トポロジ マップ アイコン

•

トポロジ マップを使用する前に
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ネットワーク トポロジの概要

トポロジ マップの機能とアイコンについて
左側の [デバイスグループ（Device Group）] セレクタで、[ロケーション（Location）] または [ユーザ
定義（User Defined）] グループを展開してグループをクリックします。デフォルトで、[ロケーショ
ン（Location）] > [すべてのロケーション（All Locations）] > [未割り当て（Unassigned）] グループに
は、他のロケーション グループにまだ割り当てられていないネットワーク デバイスがすべて含
まれます。
ネットワーク デバイス グループを選択すると、デバイスを接続する検出済みリンクも含めて、
そのグループに含まれるデバイスに関するトポロジ マップが表示されます。マップ外部のデバ
イスへのリンクは表示されません。
トポロジ ペインの次のオプションは、追加の機能を提供します。
•

[概要（Overview）]：トポロジ ウィンドウの右下隅に概要ウィンドウを表示します。そこには
マップ全体が表示され、ズームインすると現在表示可能なマップ部分が示されます。

•

[検索（Search）]：ネットワーク トポロジ内の特定のデバイスを検索するには、トポロジの [検
索（Search）] フィールドにデバイスのホスト名か IP アドレス、または部分文字列を入力しま
す。デバイスが最初の展開位置から移動された場合でも、ネットワーク上にまだ存在してい
れば、ネットワーク トポロジ検索機能を使ってそのデバイスを検出できます。

•

[レイアウト（Layout）]：レイアウト オプションを選択するか、次のオプションのいずれかを
指定します。
– [段階的レイアウト
（Incremental Layout）]：手動またはカスタム レイアウトを作成する際

に、手動レイアウトとして保存する前にリンクを再描画して重なりを解消するには、こ
のオプションを選択します。
– [現在のレイアウトを保存する
（Save Current Layout）]：選択したマップ レイアウトを保存

するには、このオプションを選択します。
– [保存済みレイアウトをロードする
（Load Saved Layout）]：このマップに関する保存済み

レイアウトをロードするには、このオプションを選択します
•

[要素を作成する（Create Element）]：
（汎用アイコンで表される）管理対象外デバイスまたは
（クラウド アイコンで表される）管理対象外ネットワークを作成できます。また、オブジェク
ト間のリンクも作成できます。

作成したリンクのインターフェイスとリンク ステータスを表示するには、もう 1 つの管理対象
デバイスを接続する作成済みリンクをクリックし、次に [インターフェイス割り当ての編集（Edit
Interface Assignment）] をクリックして、管理対象デバイス上の適切なインターフェイスにリンク
を割り当てます。
関連項目
•

トポロジ マップでの移動

•

ネットワーク トポロジの概要
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トポロジ マップでの移動
トポロジ マップでは、ネットワーク デバイスやデバイス グループがアイコンで示されます。グ
ループのアイコンをクリックすると、グループ名とアラームの概要を示す情報サマリーを表示
できます。次の 2 つの方法でグループのコンテンツを表示できます。
•

デバイス グループ アイコンをクリックし、表示されたサマリー パネルで [グループのドリ
ルダウン（Drill Down Group）] をクリックします。

•

[デバイスグループ（Device Group）] ナビゲーション ペインで、階層内のグループを見つけ
て、グループ名をクリックします。

サマリー情報に加えて、デバイスやグループのアイコン、またはリンクをクリックすると [デバ
イス 360 度ビュー（Device 360° View）] などのツールも使用できます。
関連項目
•

トポロジ マップの機能とアイコンについて

•

ネットワーク トポロジの概要

トポロジ マップ アイコン
トポロジ マップのデバイス アイコンは、デバイスのアラーム ステータスを反映しており、デバ
イスで現在アクティブな最も重大なアラーム（マイナー、メジャー、およびクリティカル）に対応
しています。同様に、グループ アイコンは、グループ内のデバイスにアクティブなアラームがあ
るかどうかを示します。
デバイスやグループのアイコン、またはリンクをクリックすると、サマリー情報と追加のツール
（[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] など）が表示されます。
トポロジ マップのアイコンは、次のようなネットワーク障害情報を示します。
•

デバイスに障害が発生したり到達不能になったりした場合、デバイス アイコンはグレー表
示されます。

•

デバイスに関連するアラームがある場合は、トポロジ マップのデバイス アイコンにアラー
ム バッジが表示されます。アラーム バッジの色はアラームの重大度に対応してマイナー（黄
色）、メジャー（オレンジ）、クリティカル（赤）で表示され、[アラームブラウザ（Alarm Browser）
] に表示されるアラームと一致しています。

•

リンク ダウン アラームは、トポロジ マップ内の関連するリンク上にアラーム バッジを生成
させます。リンク アップ アラームが受信されると、アラームおよび対応するバッジがクリア
されます。

•

グループ アイコンのアラーム バッジは、グループ内のオブジェクトに関する現在アクティ
ブな最も重大なアラームを表しています。

関連項目
•

ネットワーク トポロジの概要

•

デバイスおよびリンクの障害情報の表示
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トポロジ マップを使用する前に
トポロジ マップを作成したり表示する前には、
1. 「デバイスが正常に追加されたことの確認」
の項の説明に従って、デバイスが正常に Prime

Infrastructure に追加されていることを確認します。
2.

1 つ以上のデバイス グループまたはロケーション グループを作成しておきます。グループ
にまだ割り当てられていないデバイスは [未割り当て（Unassigned）] デバイス グループに表
示されます。

関連項目
•

デバイスが正常に追加されたことの確認

•

グループのタイプ

•

デバイス グループの作成

•

ロケーション グループの作成

•

ネットワーク トポロジの概要

アラームとリンクの詳細テーブルの表示
[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウでは、拡張テーブルにアクセスしてア
ラームとリンクの詳細を一覧表示できます。これらの拡張テーブルは、別個のブラウザ ウィンド
ウで開きます。
拡張詳細テーブルを開くには、[グループ（Groups）] ペインの下にある [切り離し（Detach）] アイ
コンをクリックするか、特定のペインで [テーブルの表示（Show Table）] をクリックします。
拡張テーブルを表示するウィンドウには、[アラーム（Alarms）] と [リンク（Links）] の 2 つのタブ
があります。
拡張テーブルを使用する場合は、次の点に注意してください。
•

拡張テーブル ウィンドウを開くと、[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウ
の [アラーム（Alarms）] ペインと [リンク（Links）] ペインが無効になります。無効なペインを
クリックすると、拡張テーブル ウィンドウが前面に表示されます。拡張テーブル ウィンドウ
を閉じると、[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウのペインが再び有効に
なります。

•

拡張テーブルのデータと [ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウの対応す
るペインのデータは同期しています。

•

[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウと拡張テーブルのアラームは、どち
らもユーザ プリファレンスの内容に基づいて更新されます（関連項目「アラーム表示方法の
変更」および「アラーム サマリーのカスタマイズ」を参照）。

関連項目
•

アラーム表示動作の変更

•

アラームの概要のカスタマイズ

•

ネットワーク トポロジの概要

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

33-6

OL-32122-01-J

第 33 章

ネットワーク トポロジ マップの使用
トポロジ マップの表示内容の決定

トポロジ マップの表示内容の決定
下記の関連項目で説明するように、ネットワーク トポロジ マップに表示する要素を制御して、
必要な情報のみを表示するようにマップをカスタマイズできます。
関連項目
•

トポロジ マップでのネットワーク要素の表示

•

トポロジ マップでのサブグループのコンテンツの表示

•

手動によるトポロジ マップへのリンクの追加

•

トポロジ マップへの管理対象外デバイスとリンクの追加

•

トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更

•

トポロジ マップでのアラーム、リンク、ラベルの表示または非表示

•

大規模なトポロジ マップからの特定セクションの分離

トポロジ マップでのネットワーク要素の表示
トポロジ マップを使用すると、選択したデバイス グループのトポロジを可視化できます。これ
により、特定のネットワーク セグメント、カスタマー ネットワーク、任意のネットワーク要素の
組み合わせを表示できます。トポロジ マップの表示内容を決定するには、トポロジ マップの左
側にある [グループ（Groups）] ペインでグループを 1 つ選択する必要があります。グループ化は
階層的に行われるため、グループが「親グループ」となってサブグループを含む場合もあります。
選択したグループにサブグループが含まれている場合は、サブグループを表すアイコンがトポ
ロジ マップに表示されます。これらのアイコンを展開して、その中のデバイスを表示できます。
トポロジ マップには、ユーザに割り当てられた仮想ドメインに基づき、ログイン済みユーザがア
クセス権限を持つデバイスのみが表示されます。
トポロジ コンポーネントが適切に描画されない、あるいはコンポーネント データがマップに表
示されないなど、トポロジに関する問題が発生した場合は、ブラウザ キャッシュをクリアして再
試行することをお勧めします。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

左側の [グループ（Groups）] ペインで、トポロジ マップに表示するグループをクリックします。

ステップ 3

トポロジ マップをカスタマイズして特定のデバイス/リンク タイプを表示したり、手動でリンク
を追加したりします。以下の関連項目「トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの
変更」、
「手動によるトポロジ マップへのリンクの追加」、
「トポロジ マップ レイアウトの変更」の
説明を参照してください。
該当するグループがトポロジ マップに表示されたら、デバイスやリンクに関する追加情報に
アクセスできます（関連項目「デバイスの詳細情報の取得」および「リンクの詳細情報の取得」を
参照）。

関連項目
•

トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更

•

手動によるトポロジ マップへのリンクの追加

•

トポロジ マップ レイアウトの変更
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•

デバイスの詳細情報の取得

•

リンクの詳細情報の取得

•

トポロジ マップの表示内容の決定

トポロジ マップでのサブグループのコンテンツの表示
サブグループを展開すると現在のコンテキストでそのコンテンツを表示できます。またはドリル
ダウンすると、現在のマップ コンテキストとは別にサブグループのコンテンツを表示できます。
下記の図では、IL グループが展開されています。

あるデバイスが複数のグループに属している場合、サブグループを展開すると、展開されたグ
ループの 1 つにのみ、そのデバイスが表示されることに注意してください。デバイスは、属して
いるすべてのグループに表示されるわけではありません。複数のグループに属するデバイスが
設定に含まれる場合は、この方法ではなく、[グループ（Groups）] ペインでそれらのグループを選
択して、トポロジ マップで個々にグループを表示してください。これにより、特定のグループに
属するすべてのデバイスが常に表示されます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

左側の [グループ（Groups）] ペインで、トポロジ マップに表示するグループをクリックします。

ステップ 3

トポロジ マップのサブグループをクリックします。

ステップ 4

表示されたポップアップで、次のいずれかをクリックします。
•

[グループのドリルダウン（Drill down group）]：トポロジ マップにサブグループがそのまま表
示されます。つまり、現在表示されているグループが、選択したサブグループに置き換えられ
ます。サブグループ名が [グループ（Groups）] ペインで選択されることに注意してください。

•

[グループの展開（Expand group）]：現在のトポロジ マップ表示にサブグループのコンテンツ
が追加されます。
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関連項目
•

トポロジ マップの表示内容の決定

手動によるトポロジ マップへのリンクの追加
Prime Infrastructurer よって検出できないリンクがネットワーク内に存在する場合は、手動でトポ
ロジ マップにリンクを追加できます。手動で作成したリンクは管理対象リンクと見なされます。
これは、Prime Infrastructurer が、接続先の管理対象デバイス インターフェイスからリンク ステー
タスを取得するためです。
トポロジ マップに手動でリンクを追加した後には、該当するグループを選択するたびに、デフォ
ルトでそのリンクが表示されます。リンク タイプ フィルタを使用して手動リンクを非表示にす
ることはできません。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

トポロジ ツールバーで [作成（Create）] をクリックし、[リンクの作成（Create Link）] を選択し
ます。

ステップ 3

トポロジ マップ内で最初のデバイスをクリックし、マウス ボタンを押したまま 2 番目のデバイ
スまでドラッグします。2 つのデバイス間に手動リンクを示す点線が描画されます。

関連項目
•

ネットワーク トポロジの概要

•

トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更

•

トポロジ マップへの管理対象外デバイスとリンクの追加

•

トポロジ マップの表示内容の決定

トポロジ マップへの管理対象外デバイスとリンクの追加
ネットワークをすべて表示するために、トポロジ マップに管理対象外デバイスとリンクを追加
できます。たとえば、Prime Infrastructure によって管理されていないが、管理対象デバイスに接続
しているネットワーク デバイスを示すために、トポロジ マップに「管理対象外デバイス」のアイ
コンを追加した後、手動でネットワーク トポロジにリンクを作成できます。その後、手動で作成
したリンクを管理対象デバイスの特定のインターフェイスに割り当てると、トポロジ マップ内
でインターフェイスのアラーム ステータスを表示できます。
関連項目
•

手動によるトポロジ マップへのリンクの追加

•

トポロジ マップの表示内容の決定
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トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更
特定タイプのリンクやデバイスのみを選択してトポロジ マップに表示することができます。
[フィルタ（Filter）] アイコンをクリックすると、すべてのリンク タイプとデバイス タイプの
リストが表示され、表示するリンクやデバイスを選択でます。リンク、アラーム、ラベルを一
時的に表示または非表示にするには、関連項目を参照してください。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

左側の [グループ（Groups）] ペインで、該当するデバイス グループを選択します。

ステップ 3

トポロジ ツールバーの [フィルタ（Filter）] アイコンをクリックし、[リンクタイプ（Link Types）]
または [デバイスファミリ（Device Families）] を選択します。

ステップ 4

[リンクタイプの表示（Show Link Types）] または [デバイスファミリの表示（Show Device
Families）] ダイアログで、トポロジ マップに表示させるリンク/デバイスのタイプ（物理レイヤ リ
ンク、イーサネット レイヤ リンク、ルータなど）を選択します。

ステップ 5

•

デバイスまたはリンクのタイプがネットワークに存在している場合は、それがダイアログに
表示されます。ただし、現在選択されているグループに関連しない場合は、無効になります。

•

デバイスまたはリンク タイプがネットワークに存在しない場合は、ダイアログに表示され
ません。

[OK] をクリックします。設定が保存され、選択したリンク/デバイス タイプのみが表示されます。

関連項目
•

ネットワーク トポロジの概要

•

トポロジ マップでのアラーム、リンク、ラベルの表示または非表示

•

トポロジ マップの表示内容の決定

トポロジ マップでのアラーム、
リンク、
ラベルの表示または非表示
マップでラベル、リンク、アラーム情報を一時的に追加または削除するには、[表示（Show）] また
は [非表示（Hide）] 設定を使用します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

トポロジ ツールバーの [表示（Show）] ボタンをクリックします。

ステップ 3

トポロジ マップに表示させる項目を選択します。
•

[ラベル（Labels）]：デバイスに関連するラベル（デバイス名など）。

•

[リンク（Links）]：デバイス間のそれぞれのリンク。
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ステップ 4

•

[集約リンク（Aggregated Links）]：複数の基本的リンクを表すリンク。これらは点線で示され
ます。

•

[障害（Faults）]：このスライダ ウィジェットを使用すると、障害情報をすべて非表示にする
か、障害情報をすべて表示するか、特定の重大度以上の障害のみを表示するかを選択でき
ます。

[表示（Show）] ダイアログを閉じます。選択内容がトポロジ マップに適用されます。

関連項目
•

トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更

•

トポロジ マップの表示内容の決定

大規模なトポロジ マップからの特定セクションの分離
トポロジ マップに何千ものデバイスが表示される場合は、特定のデバイスまたはデバイス セッ
トのみを重点的に扱うことができます。[概要（Overview）] ペインにはトポロジ マップ全体が縮
小サイズで表示されるので、そこから大きなトポロジ マップ内の表示させたい領域を選択でき
ます。また、トポロジ マップ内の要素のアラーム ステータスも見やすく表示されます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

トポロジ ツールバーで [概要（Overview）] アイコンをクリックします。トポロジ マップの右下に
[概要（Overview）] ペインが表示され、次の項目が表示されます。
•

ドット：ネットワーク要素を表します。ドットの色は、ネットワーク要素に関連するアラーム
の重大度を示します。

•

線：リンクを表します。線の色は、関連するアラームの重大度を示します。

•

青い四角：選択された領域を表します。四角内の領域がマップ ペインに表示されます。四隅
のハンドルを使用して、選択領域のサイズを変更できます。

•

パン モード カーソル：選択領域内に表示されるカーソル。このカーソルを使って選択領域を
移動すると、マップ ペインのさまざまな要素を参照できます。

•

ズーム モード カーソル：選択領域の外に表示されます。このカーソルを使用して、新しい選
択領域を定義したり、既存の選択領域を拡大します。

ステップ 3

トポロジ マップに表示させたい領域上でマウスをドラッグし、四角形を描きます。

ステップ 4

右上隅にある [x] をクリックして [概要（Overview）] ペインを閉じます。

関連項目
•

トポロジ マップに表示するリンクとデバイス タイプの変更

•

トポロジ マップの表示内容の決定
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デバイスの詳細情報の取得
トポロジ マップでドリルダウンすると、デバイスに関する詳細を得ることができます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

トポロジ マップで該当するデバイスをクリックします。ポップアップが開き、デバイスの基本情
報とアラーム情報が表示されます。

ステップ 3

[360 表示（View 360）] をクリックすると、デバイス 360 ビューにアクセスしてデバイスの詳細情
報を確認できます。

関連項目
•

リンクの詳細情報の取得

•

デバイスおよびリンクの障害情報の表示

リンクの詳細情報の取得
トポロジ マップでのリンクの表示方法により、次のようなリンク情報が示されます。
•

実線は、トポロジ マップ内の 2 つの要素間で検出されたリンク タイプを表します。

•

点線は、トポロジ マップで手動で描画された管理対象外リンクを表します。

•

鎖線は、集約リンクを表します（[表示（Show）] ポップアップで [集約リンク（Aggregated
Links）] を選択した場合）。

•

アラーム重大度バッジは、現在リンクに影響を及ぼしている重大度が最も高いアラームを示
します。

トポロジ マップで該当するリンクをクリックすると、ドリルダウンしてリンクに関する詳細情
報を取得できます。
•

単純なリンクの場合、ポップアップにはリンク タイプおよびリンクの起点（A 側）と終点（Z
側）が表示されます。

•

集約リンクの場合、すべての基本的リンクを含むテーブルがポップアップに表示されます。

関連項目
•

デバイスの詳細情報の取得

•

デバイスおよびリンクの障害情報の表示

デバイスおよびリンクの障害情報の表示
ネットワーク トポロジ マップを使用して、ネットワークにおけるデバイスとリンクの障害を確
認できます。物理トポロジを表示することにより、ネットワークの他の部分に対する潜在的影響
を把握したり、問題のトラブルシューティングや修復を行うことができます。また、ネットワー
ク トポロジ マップを使用して、ネットワーク デバイス間の相互接続の確認したり、リンク速度
やリンク タイプなどの相互接続に関する詳細を表示することもできます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

33-12

OL-32122-01-J

第 33 章

ネットワーク トポロジ マップの使用
デバイス 360 度ビューによるデバイスのネットワーク トポロジの表示

デバイスまたはリンクにアラームが関連付けられいる場合は、トポロジ マップのデバイス アイ
コンまたはリンクにアラーム バッジが表示されます。アラーム バッジの色はアラームの重大度
に対応してマイナー（黄色）、メジャー（オレンジ）、クリティカル（赤）で表示され、[アラームブラ
ウザ（Alarm Browser）] に表示されるアラームと一致しています。
グループの場合、アラーム バッジは、グループ メンバーに関する現在アクティブな最も重大度
の高いアラームを表します。
リンク ダウンなどのリンク関連のアラームは、トポロジ マップの関連リンク上にアラーム バッ
ジを生成させます。リンク アップ アラームが受信されると、リンク アラームおよび対応する
バッジがクリアされます。
アイコンによって示されるアラーム情報の詳細については、
「トポロジ マップ アイコン」を参照
してください。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

[ロケーション（Locations）] フォルダまたは [カスタム（Custom）] フォルダで、ネットワーク トポ
ロジを表示させるデバイス グループを選択します。デバイス グループをまだ作成していない場
合は、[ロケーション（Locations）] > [未割り当て（Unassigned）] フォルダにすべてのデバイスが表
示されます。
デバイスまたはリンクに関連付けられている重大度を示すアイコン（クリティカル、メジャー、
マイナー）が、デバイスとリンクの上に表示されます。

ステップ 3

デバイスをクリックすると、デバイス サマリー情報（ホスト名、IP アドレス、アラーム サマリー
など）が表示されます。また、デバイス 360 度ビューを起動して追加のデバイス情報を表示する
こともできます。

ステップ 4

リンクをクリックして、リンクに関するサマリー情報を表示します。リンクが接続しているデバ
イスやポートまたはインターフェイスが示されます。

関連項目
•

デバイスの詳細情報の取得

•

リンクの詳細情報の取得

•

トポロジ マップ アイコン

デバイス 360 度ビューによるデバイスのネットワーク ト
ポロジの表示
デバイス 360 度ビューを使用すると、デバイスのローカル（N-Hop）トポロジを表示できます。
ネットワーク内のデバイスの場所が可視化されるので、ネットワーク全体でのデバイスのコン
テキストを確認できます。これは、[アラームブラウザ（Alarm Browser）] を表示しているときに、
アラームに関連する特定デバイスの詳細情報を確認したい場合に役立ちます。デバイス 360 度
ビューを起動すると、選択したデバイスのローカル トポロジを表示できます。
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トポロジ マップ レイアウトの変更

ステップ 1

デバイス 360 度ビューで [トポロジ（Topology）] アイコンをクリックします。
デフォルトでは、デバイスの 2 ホップ内の全デバイスと、表示されているすべてのデバイス/リン
クのアラーム ステータスが Prime Infrastructure に表示されます。

ステップ 2

ホップ カウントを変更するには、[編集（Edit）] アイコンをクリックし、[ホップ（Hops）] プルダウ
ン メニューから新しい値を選択します。

関連項目
•

ネットワーク トポロジの概要

•

トポロジ マップの表示内容の決定

•

デバイスの詳細情報の取得

•

リンクの詳細情報の取得

•

デバイスおよびリンクの障害情報の表示

トポロジ マップ レイアウトの変更
デバイスおよび他のネットワーク要素（ラベル、ノード、それらの接続など）をどのようにトポロ
ジ マップ内に配置するかを次のように指定できます。
•

[対称（Symmetrical）
（デフォルト）
]
：トポロジ固有の対称性を維持します。これによって隣接
ノードがさらに接近するので、ノードが重なるのを防ぐことができます。

•

[円形（Circular）]：ネットワーク要素を円形に配置し、ネットワーク トポロジ固有のクラスタ
を強調表示します。

•

[階層（Hierarchical）]：依存関係および要素間のフローが維持されるようにします。

•

[直交（Orthogonal）]：横線と縦線を使用してエッジ ルーティング要素とリンクを表し、簡潔な
トポロジ ビューを作成します。この形式では、エッジ ルートの長さが最小限に抑えられ、ラ
ベルが重ならないように配置されるので、エッジの通過を明確に表示できます。

•

[増分（Incremental）]：特定要素の相対的な位置を維持し、新たに追加された要素の位置を調整
します。ノード/リンクを再描画して重なりを解消するには、このレイアウトを使用します。

マップ レイアウトを選択すると、要素が適切に整列されます。また、要素をドラッグ アンド ド
ロップしてレイアウトを手動で変更することもできます。レイアウトを変更した後、それを保存
すると、次回に [ネットワークトポロジ（Network Topology）] ウィンドウを開くときにレイアウト
が保持されます。トポロジ マップ レイアウトの保存を参照してください。
ステップ 1

左側のサイドバーで、[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択し
ます。

ステップ 2

左側の [グループ（Groups）] ペインで、該当するデバイス グループを選択します。

ステップ 3

トポロジ ツールバーの [レイアウト（Layout）] アイコンをクリックし、該当するレイアウトを選
択します。トポロジ マップの表示が適切に調整されます。
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ネットワーク トポロジ マップの使用
トポロジ マップ レイアウトの保存

関連項目
•

ネットワーク トポロジの概要

•

トポロジ マップの表示内容の決定

•

トポロジ マップ レイアウトの保存

トポロジ マップ レイアウトの保存
Prime Infrastructurer では、現在のブラウザ セッションのレイアウト変更や選択内容のみが保持
されます。したがって、必要に応じてトポロジ マップのレイアウトを変更した後には、トポロジ
マップを毎回手動で再配置しなくても済むように、レイアウトを保存することを強くお勧めし
ます。
トポロジ ツールバーで [レイアウト（Layout）] > [現在のレイアウトを保存（Save Current Layout）]
を選択します。[レイアウト（Layout）] > [保存済みレイアウトのロード（Load Saved Layout）] を選
択することにより、いつでもレイアウトをリロードできます。
関連項目
•

ネットワーク トポロジの概要

•

イメージ ファイルとしてトポロジ マップを保存

イメージ ファイルとしてトポロジ マップを保存
トポロジ マップ全体、またはトポロジ マップから選択したオブジェクトをイメージ ファイルと
して保存できます。これにより、特定の状態にあるトポロジ マップのコピーを保存できるので、
将来、トポロジに対して複数の変更を行う際にそれを基準として使用できます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [ネットワークトポロジ（Network Topology）] を選択します。

ステップ 2

左側の [グループ（Groups）] ペインで、該当するデバイス グループを選択します。

ステップ 3

必要に応じて、トポロジ マップの内容やレイアウトを変更します。

ステップ 4

トポロジ ツールバーの [イメージの保存（Save Image）] アイコンをクリックします。

ステップ 5

[画像として保存（Save As Image）] ダイアログボックスで、保存するイメージのファイル タイプ
を選択します。

ステップ 6

トポロジ全体を保存するか、トポロジ マップで現在選択されている項目のみを保存するかを選
択します。

ステップ 7

イメージ ファイルのサイズ設定を選択します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。イメージがローカル Temp フォルダに保存され、[ネットワーク
トポロジ（Network Topology）] 画面に戻ります。
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トポロジ ダッシュレットの作成

関連項目
•

ネットワーク トポロジの概要

•

トポロジ マップの表示内容の決定

•

トポロジ マップ レイアウトの変更

•

トポロジ マップ レイアウトの保存

トポロジ ダッシュレットの作成
[概要（Overview）] ダッシュボードにトポロジ ダッシュレットを追加して、物理ネットワークを
見やすくすることができます。
ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] を選択し、トポロジ ダッシュレットを追加するダッシュボードを
選択します。

ステップ 2

[設定（Settings）] アイコンをクリックし、[ダッシュレットの追加（Add Dashlet(s)）] を選択します。

ステップ 3

[ネットワークトポロジ（Network Topology）] ダッシュレットの横にある [追加（Add）] をクリッ
クします。ダッシュボード内の適切な位置にトポロジ ダッシュレットをドラッグ アンド ドロッ
プできます。

ステップ 4

ダッシュレットを編集してタイトルを入力し、トポロジを表示させるデバイス グループを選択
します。

関連項目
•

ネットワーク トポロジの概要

•

トポロジ マップ レイアウトの変更

•

トポロジ マップ レイアウトの保存
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ワイヤレス マップの使用
Prime Infrastructure サイト マップについて
Prime Infrastructure サイト マップは、組織がネットワーク資産を保持している場所や、スタッフ
やゲストにネットワーク サービスを提供している場所の地理的位置および物理的構造を示して
います。
マップは、ネットワークとサービスを可視化するための一般的な方法です。Prime Infrastructure
ではマップを使用して、次のような多数のタスクをサポートします。
•

ネットワーク デバイスの物理的配置を表示する。これには、有線ルータ、ワイヤレス アクセ
ス ポイントとコントローラ、クライアント デバイス（ラップトップ、タブレット、携帯電話な
ど）が含まれます。

•

信号の強度と品質の「ヒートマップ」表示、RF 干渉源の位置、チョークポイントなど、ワイヤ
レス ネットワークのカバレッジを表示する。

•

ネットワーク トポロジを設計する。

関連項目
•

サイト マップの階層

•

サイト マップのグラフィックス

•

サイト マップのネットワーク要素

•

Prime Infrastructure マップで使用するためのイメージ ファイルの準備

•

サイト マップの使用

•

キャンパス マップの作成

•

エンドポイントとサイトの関連付け
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Prime Infrastructure サイト マップについて

サイト マップの階層
Prime Infrastructure マップには、次のような既定の「サービス ドメイン階層」があります。
•

キャンパス マップはマップ階層の最上位に位置し、1 つのビジネス ロケーションまたはサ
イトを表します。通常、キャンパス マップは、1 つ以上のフロア領域がある少なくとも 1 つの
ビルディングと、組織のネットワーク デバイスによりサービス提供される、ビルディングに
隣接する外部領域から構成されます。

•

ビルディングはキャンパス内の単一の構造物を表し、関連するフロア領域マップを体系化す
る役割を果たします。1 つのキャンパス マップに必要な数だけビルディングを追加できま
す。ビルディングには 1 つ以上のフロアと関連する外部領域を含めることができますが、ビ
ルディングは 1 つのキャンパス マップにのみ追加できます。

•

フロア領域にはビルディング内部のレベル（階数）がマッピングされ、作業領域、小個室、ワイ
ヤリング クローゼットなどが含まれます。フロア領域はビルディング マップにのみ追加で
きます。作成する各ビルディング マップには、最大 100 階のフロア領域と最大 100 階の地下
を追加できます。

•

外部領域には、組織のネットワーク（通常はワイヤレス ネットワーク）によってサービス提
供される外部の場所がマッピングされます。外部領域は通常、ビルディングに関連付けられ
ていますが、ビルディングと同レベルでキャンパス マップに直接追加する必要があります。
キャンパス マップには必要な数だけ外部領域を追加できます。

これらの制限内で、必要な数だけサイトマップを作成して、自由に配置できます。
関連項目
•

サイト マップのグラフィックス

•

サイト マップのネットワーク要素

•

マップにおける無線カバレッジ エリア、包含/除外リージョン、レール ライン

•

サイト マップの使用

サイト マップのグラフィックス
サイト マップを作成する際は、航空写真、マップ イメージ、建築配置図などのグラフィックスに
サイト マップをインポートし、インポート ファイルにより寸法や位置情報を指定できます。
Prime Infrastructure はインポートされたマップ イメージ ファイルを自動的に縮小または拡大し、
指定された寸法と位置情報に一致させます。ユーザは、キャンパスやビルディングごとに連絡先
データ、住所、地理的な経度と緯度情報を指定できます。
関連項目
•

Prime Infrastructure サイト マップについて

•

独立した建物へのフロア図面の追加
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Prime Infrastructure サイト マップについて

サイト マップのネットワーク要素
マップを作成したら、それにネットワーク要素を割り当てることができます。通常、この操作は
手動で行い、必要に応じて個々のデバイスを選択して、キャンパス、ビルディング、フロア、外部
領域に割り当てます。ワイヤレス アクセス ポイントおよびアクセス コントローラの場合は、組
織の AP/WAC 命名階層を使用して、自動的にそれらをマップに追加できます。
関連項目
•

Prime Infrastructure サイト マップについて

•

サイト マップの使用

マップにおける無線カバレッジ エリア、
包含/除外リージョン、
レール
ライン
基本的なサイト マップ階層に加えて、Prime Infrastructure のフロアおよび外部領域マップでは、
無線カバレッジをより有効にマッピングするために次の機能を配置できます。
•

カバレッジ領域：デフォルトでは、ビルディングの一部として定義されたフロア領域や外部
領域は、無線カバレッジ領域と見なされます。有効になっていると想定されます。

•

包含リージョンは、フロアまたは外部領域マップにおいて、信号強度などの無線カバレッジ
データをマッピング（内包）または無視（除外）する領域を定義します。包含リージョンと除外
リージョンを定義すると、Prime Infrastructure は無線カバレッジの管理が必要なマップ領域
のみを処理して、その他の領域を無視します。

•

除外リージョンは、フロアまたは外部領域マップにおいて、信号強度などの無線カバレッジ
データを無視する領域を定義します。包含リージョンを定義すると、Prime Infrastructure は無
線カバレッジの管理が必要なマップ領域のみを処理して、その他の領域を無視します。

•

レール ラインは、フロアまたは外部領域マップ内で、常にローミングしているクライアント
の収集ポイントとして機能します。レール ラインの指定範囲内のワイヤレス クライアント
は、実際の位置ではなく、レール ラインに接続されているかのように表示されます。この機
能は、多数のワイヤレス クライアントがモバイルをローミングしながらクラスタを形成し
ている、フロアまたは外部領域内のコンベア ベルトやインターネット カフェなどの領域に
とって便利です。

関連項目
•

Prime Infrastructure サイト マップについて

•

サイト マップの使用
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Prime Infrastructure マップで使用するためのイメージ ファイルの準備

Prime Infrastructure マップで使用するためのイメージ
ファイルの準備
「サイト マップの概念」の項で説明しているように、Prime Infrastructure のキャンパス、ビルディ
ング、フロア、または外部領域マップにはイメージ ファイルをインポートすることができます。
これらのイメージ ファイルは通常、以下を示します。
•

キャンパス/サイト マップの場合：キャンパスの俯瞰図またはオーバーヘッド図。キャンパス
またはサイトの建物をすべて表示します。

•

フロア、地下、外部領域の場合：建築配置図。

インポート用にマップ イメージ ファイルを準備する場合は、以下のガイドラインに従ってくだ
さい。
•

ラスタ イメージ ファイル形式（PNG、JPG、JPEG、GIF）で保存する任意のグラフィック アプ
リケーションを使用して、キャンパス/サイト、フロア、または外部領域のマップ イメージを
作成します。

•

フロアと外部領域マップのみ：DXF/DWG CAD ファイルまたは Qualcomm MET ファイルと
してイメージを作成することもできます。Prime Infrastructure は、それらのファイルを選択さ
れたファイル形式（PNG、JPG、JPEG、または GIF）に自動変換します。

•

キャンパス/サイトのマップ イメージの寸法が、キャンパス マップへの追加を計画している、
すべてのビルディングと外部領域の三辺の寸法よりも大きいことを必ず確認してください。

•

マップ イメージ ファイルのサイズは任意です。Prime Infrastructure は元のイメージを定義さ
れた寸法でデータベースにインポートしますが、表示する際は、ワークスペースに合うよう
に自動的にサイズ変更します。

•

イメージ ファイルを簡単に参照して選択できるようにするには、インポートする前に、
Prime Infrastructure へのアクセスに使用するクライアントのファイル システムのいずれか
の場所にイメージ ファイルをコピーします。Prime Infrastructure はイメージ ファイルをイ
メージ データベースに組み入れるので、イメージ ファイルをインポートしたら、それらをク
ライアントから削除できます。

•

インポート時に寸法を指定できるように、サイト全体の縦横の寸法（フィートまたはメート
ル）を収集します。

•

キャンパス、ビルディング、フロア、外部領域の寸法を入力する場合は、デフォルトのマップ
測定単位をメートル単位に変更します。詳細については、関連項目の「デフォルトのマップ測
定単位の変更」を参照してください。

関連項目
•

Prime Infrastructure サイト マップについて

•

CAD イメージ ファイルのインポートに関する問題のトラブルシューティング

•

デフォルトのマップ測定単位の変更
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Prime Infrastructure マップで使用するためのイメージ ファイルの準備

CAD イメージ ファイルのインポートに関する問題のトラブルシュー
ティング
Prime Infrastructure はネイティブのイメージ変換ライブラリを使用して、CAD および MET ベク
トル ファイルをラスタ形式に変換します。CAD または MET ファイルをインポートする際は、変
換先の形式として、サポートされているラスタ形式（PNG、JPEG または（JPG）、GIF）を選択する
必要があります。
何らかの理由で Prime Infrastructure がネイティブのイメージ変換ライブラリをロードできない
場合は、
「unable to convert the autocad file」というエラー メッセージが表示されます。このエラー
が表示された場合は、Linux の ldd コマンドを使用して、ネイティブ ライブラリに必要な依存関
係がすべて満たされていることを確認してください。Prime Infrastructure のインストール ディレ
クトリ（/webnms/rfdlls）に、4 つの DLL（LIBGFL254.DLL、MFC71.DLL、MSVCR71.DLL、
MSVCP71.DLL）が存在している必要があります。依存関係の問題が存在する場合は、必要なライ
ブラリをインストールして、Prime Infrastructure サーバを再起動する必要があります。
CAD ファイルからインポートするフロアおよび外部領域マップ イメージは、ズームとパン機能
が強化されています。ズームを使用しない場合、イメージの明瞭性は元の CAD ファイルに近く
なります。ただし、インポートした CAD ファイルをズームすると表示が不明瞭になる可能性が
あります。フロア マップ イメージが不明瞭な場合は、最初に、イメージのすべての関連部分が元
の CAD ファイルで明瞭に表示されることを確認します。次に、CAD ファイルを再度インポート
し、変換先のファイル形式として、JPEG や JPG ではなく、PNG または GIF を選択します。
大きなフロア マップ イメージをインポートするには時間がかかることがあります。変換の進行
中は、イメージの一部しかマップに表示されません。たとえば、高解像度画像（例：解像度が 180 メ
ガピクセル、ファイルサイズが 60 MB）の場合は、インポートしたイメージがマップに表示される
まで 2 分以上かかる可能性があります。
関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

デフォルトのキャンパス マップ
Prime Infrastructure にはデフォルトのキャンパス マップが 2 つ付属しています。
•

[システム キャンパス（System Campus）]：デフォルトのキャンパス マップです。ビルディン
グ、フロアまたは外部領域のマップを作成し、独自のキャンパス マップを作成しない場合、
それらの従属マップは自動的に [システム キャンパス（System Campus）] マップの子として
作成されます。

•

[未割り当て（Unassigned）]：他のマップ（[システム キャンパス（System Campus）] を含む）
に割り
当てられていないすべてのネットワーク エンドポイントとホストのデフォルト マップです。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加
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サイト マップの使用

次世代マップの無効化
バージョン 2.0 以降から、Prime Infrastructure に次世代マップが導入されました。これらのマップ
は、製品の前バージョンよりもパフォーマンスが向上し、サイズも大きくなり、より詳細なマッ
ピング情報を備えています。次世代マップは、デフォルトで有効になります。
ステップ 1

[設定（Settings）] > [マイ設定（My Preferences）] を選択します。

ステップ 2

[次世代マップを使用する（Use Next Generation Maps）] チェックボックスをクリックして選択解
除します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

サイト マップの使用
好みに合わせてサイト マップを構成することもできます。実行するワーク フローは同様です。
1.

新しいキャンパス マップを作成します。[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選
択し、[コマンドの選択（Select a command）] リストから [新しいキャンパス（New Campus）] を
選択します。

2.

キャンパス マップにビルディングを追加します。[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site
Maps）] を選択し、[コマンドの選択（Select a command）] リストから [新しい建物（New
Building）] を選択します。

3.

ビルディング マップにフロアを追加します。[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）]
を選択し、[コマンドの選択（Select a command）] > [新しいフロア領域（New Floor Area）] > [移
動（Go）] を選択します。

4.

キャンパス マップに外部領域を追加します。[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）]
を選択し、[コマンドの選択（Select a command）] > [新しい外部領域（New Outside Area）] > [移
動（Go）] を選択します。

5.

Map Editor を使用して、フロアと外部領域に包含/除外リージョンとレール ラインを描画し
ます。[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択し、フロアまたは外部領域を選択
してから、[Map Editor] を選択します。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

建物へのフロア領域の追加

•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

フロア設定の構成

•

マップおよび AP ロケーション データのインポート

•

アクセス ポイントの配置
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キャンパス マップの作成
キャンパスを作成する際には、一意のキャンパス名を入力する必要があります。
（任意）次の操作
も実行できます。
•

キャンパスに関する問い合わせに使用する電子メール、電話、またはその他の連絡先を指定
する。

•

キャンパス マップにマップ イメージ ファイルをインポートする。

•

送付先住所、住所、住所の経度と緯度など、キャンパスのロケーション情報を指定する。

キャンパス マップを作成したら、以下を実行してキャンパス マップをさらに便利にすることが
できます。
•

キャンパス サイトの概要を示すイメージ ファイルを追加する。

•

キャンパスのロケーション情報を追加する。

•

キャンパスにビルディングを追加する。

これらのタスクの詳細については、関連項目を参照してください。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] > [新しいキャンパス（New Campus）] > [移動（Go）] の順に選
択します。

ステップ 3

[マップ（Maps）] > [新しいキャンパス（New Campus）] ページで、キャンパス名とキャンパス連絡
先の名前（任意）を入力します。

ステップ 4

[OK] をクリックしてキャンパス マップを追加します。Prime Infrastructure によって [マップ ツ
リー ビュー（Map Tree View）] のキャンパス マップにハイパーリンクが追加されます。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加

•

キャンパス マップへのロケーション情報の追加

•

キャンパス マップへの建物の追加

•

デフォルトのマップ測定単位の変更

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加
キャンパス マップの背景にマップ イメージ ファイルをインポートすると、キャンパスとそのレ
イアウトが視覚化され、認識しやすくなります。正確な場所と寸法データを追加することは、ビ
ルディングやデバイスの正確な位置を見つける上でも役立ちます。
以前作成したキャンパス マップにマップ イメージ ファイルをインポートするには、次の手順に
実行します。[イメージ ファイル（Image File）] をクリックし、インポートするキャンパス マップ
イメージ ファイルを指定することで、キャンパス マップの作成時にマップ イメージ ファイルを
インポートすることもできます。
開始する前に、
「Prime Infrastructure マップで使用するためのイメージ ファイルの準備」の項の説
明に従って、キャンパス マップ イメージが準備されていることを確認します。
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キャンパス マップへのロケーション情報の追加

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

イメージ ファイルのインポート先となるキャンパス マップの名前をクリックします。[サイト
マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] リストから [キャンパス/サイトの編集（Edit Campus/Site）]
を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[イメージ ファイル名（Image File Name）] の横にある [ファイルの選択（Choose File）] をクリック
します。

ステップ 5

キャンパス マップ イメージを含むファイルを参照して選択し、[開く（Open）] をクリックします。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[縦横比を維持（Maintain Aspect Ratio）] チェックボックスをオンにします。
この設定を選択すると、インポートしたマップ イメージが Prime Infrastructure によってサイズ変
更される際に変形するのを防ぐことができます。

ステップ 8

キャンパス サイトの縦横の寸法をフィートまたはメートル単位で入力します。

ステップ 9

[OK] をクリックします。Prime Infrastructure に、選択したキャンパス マップの [キャンパス/サイ
ト ビュー（Campus/Site View）] ページが表示され、背景にイメージファイルが示されます。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへのロケーション情報の追加

キャンパス マップへのロケーション情報の追加
キャンパス マップのロケーション情報には、送付先住所、住所、住所の経度と緯度などが含まれ
ています。この情報の追加は任意です。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

目的のキャンパス マップの名前をクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名
（Campus Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] リストから [キャンパス/サイトの編集（Edit Campus/Site）]
を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

サイトのアドレスと経度/緯度情報を入力します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。Prime Infrastructure に、選択したキャンパス マップの [キャンパス/サイ
ト ビュー（Campus/Site View）] ページが表示されます。

関連項目
•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加
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デフォルトのマップ測定単位の変更
Prime Infrastructure マップのデフォルトの測定単位はすべてフィートです。これをメートル単位
に変更できます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] リストから [プロパティ（Properties）] を選択し、[実行（Go）]
をクリックします。

ステップ 3

[測定単位（Units of Measure）] で、すべてのマップのデフォルト単位として使用する単位（フィー
トまたはメートル）を選択します。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

関連項目
•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加

キャンパス マップへの建物の追加
キャンパス マップにはビルディングのみを追加できます。作成したキャンパス マップにビル
ディングを追加しない場合、Prime Infrastructure によってデフォルトのシステム キャンパス マッ
プにビルディングが自動的に追加されます。
ビルディングに一意の名前を指定する必要があります。有用なビルディング マップを作成する
ために、以下を指定することもできます。
•

ビルディングの電子メールまたは電話連絡先

•

ビルディング内のフロアと地下の数

a.

キャンパス マップにおけるビルディングの水平位置と垂直位置ビルディングの水平位置
は、ビルディングの四角形の角からキャンパス マップの左端までの距離です。垂直位置は、
ビルディングの四角形の角からキャンパス マップの上端までの距離です。これらの寸法を
フィートまたはメートル単位で入力できます。

b.

ビルディングのおおよそのスパン：ビルディングの水平および垂直方向の「専有面積」、また
はマップでの幅と奥行き（フィートまたはメートル単位）ビルディングに対して指定する専
有面積は、同じビルディングに追加するフロアのスパン以上でなければなりません。

•

送付先住所、住所、住所の経度と緯度などを含めた、ビルディングのロケーション情報

ビルディング マップの作成が完了したら、フロア、
地下、屋外領域を追加することで、マップをさら
に有用にすることができます。これらのタスクの詳細については、関連項目を参照してください。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

ビルディングを追加するキャンパスの名前をクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャ
ンパス名（Campus Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] > [新しい建物（New Building）] > [移動（Go）] の順に選択し
ます。
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ステップ 4

必要に応じて、[キャンパス名（Campus Name）] > [新しい建物（New Building）] ページのフィール
ドに入力します。入力する場合は、以下の点に注意してください。
•

ビルディングの名前を入力する必要があります。同じキャンパス マップに追加する他のビ
ルディンの名前に対して一意の名前を指定する必要があります。

•

入力フィールドを使用すると、ビルディングの正確な位置とスパンを指定できますが、マウ
スとキーボードを使用して指定することもできます。
– 位置を変更する場合：キャンパス マップの左上隅にある青い境界ボックスをクリックし

て、目的の位置までドラッグします。ドラッグ動作に合わせて、[水平方向の位置
（Horizontal Position）] と [垂直方向の位置（Vertical Position）] フィールドの値が変化します。
– スパンを変更する場合：ビルディングのスパンを変更するには、
Ctrl キーを押しながら青

い境界ボックスをクリックしてドラッグします。ドラッグ動作に合わせて、[水平方向の
スパン（Horizontal Span）] と [垂直方向のスパン（Vertical Span）] フィールドの値が変化し
ます。
ステップ 5

位置が決まったら、[配置（Place）] をクリックしてビルディングをキャンパス マップ上に配置し
ます。Prime Infrastructure は、指定されたサイズと位置に合わせてビルディングの四角形を作成
します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックしてビルディングを保存します。Prime Infrastructure は、キャンパス
マップにビルディングを配置して、[サイト マップ ツリー ビュー（Site Maps Tree View）] にビル
ディングのハイパーリンクを表示します。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

キャンパス マップの作成

•

デフォルトのキャンパス マップ

•

キャンパス マップへのロケーション情報の追加

•

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加

•

建物へのフロア領域の追加

•

キャンパス、建物、フロアのコピーおよび移動

別のキャンパスへの建物とフロアの移動
ビルディングを再作成することなく、キャンパス間でビルディングを移動できます。ビルディン
グ用に作成されたフロア領域もビルディングと共に移動します。ビルディングを移動するには、
宛先のキャンパスが存在している必要があります。
Prime Infrastructure の現在のバージョンでは、建物が同じキャンパス内にあるかどうかにかかわ
らず、ある建物から別の建物にフロアを移動できないので注意してください（関連項目の「キャ
ンパス、建物、フロアのコピーおよび移動」を参照）。この機能は将来のリリースでサポートされ
る予定です。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

別のキャンパスに移動する各ビルディングの名前の横にある選択ボックスをオンにします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] リストから [建物を移動（Move Buildings）] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。
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ステップ 4

[移動先のキャンパス/サイト（Target Campus/Site）] リストで、ビルディングの移動先となるキャ
ンパス マップの名前を選択します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
[結果（Results）] ページで [建物の編集（Edit Building）] リンクをクリックし、新しいキャンパスに
移動した建物の位置を調整します。

関連項目
•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへの建物の追加

•

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加

•

キャンパス、建物、フロアのコピーおよび移動

キャンパス、
建物、
フロアのコピーおよび移動
Prime Infrastructure ワイヤレス サイト マップは、
「サービス ドメイン」構造で構成されています。
最上位のサービス ドメイン（キャンパス）にはその下位のドメイン（建物）がカプセル化されてお
り、そのドメインにはさらに下位のサービス ドメイン（フロア）がカプセル化されています。これ
は、作成されたワイヤレス マップ ロケーション、一致するロケーション グループ、および検出さ
れたネットワーク デバイスとワイヤレス マップ上のロケーションが、すべて密接に連携して、
常に同期していることにより実現します。
しかし、通常、このような構造では、下位レベルのサービス ドメインの移動やコピーは親サービ
ス ドメインにのみ制限されています。つまり、フロアはその親建物内でのみコピーでき、建物は
同じ親キャンパス内でのみコピーできます。ある建物のフロアを別の建物にコピーしたり、ある
キャンパスの建物を別のキャンパスにコピーすることはできません。フロアの移動やコピーに
は特に問題があります。両方の建物においてフロアの形状および寸法を同一にする必要があり、
さらに、新しい建物のフロア インデックスをユーザが指定する必要があるからです。
ユーザがワイヤレス マップをより柔軟に作成して改訂できるように、Prime Infrastructure の現在
のバージョンは、あるキャンパスから別のキャンパスへの建物の移動やコピーをサポートして
います。この機能は、まだフロアには適用されていません。計画中の今後の Prime Infrastructure リ
リースでは、フロアのロケーション グループを新しい親建物に移動することによって、同じキャ
ンパス内で、ある建物から別の建物にフロアを移動できるようになる予定です。
関連項目
•

サイト マップの階層

•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへの建物の追加

•

建物へのフロア領域の追加
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建物へのフロア領域の追加
キャンパス マップに追加済みのビルディングにフロアと地下領域を追加できます。追加する場
合は、以下の点に留意してください。
•

ビルディング マップにはフロアと地下領域のみを追加できます。

•

追加できるフロアと地下領域の最大数は、キャンパス マップにビルディングを追加したと
きに指定したフロアと地下領域の数です。この数の指定を誤った場合は、まずビルディング
マップを編集する必要があります。

フロア領域を作成する際は、少なくとも以下を指定してください。
•

フロア領域の名前。フロア名はフロア番号とは区別され、当該ビルディングだけでなく、キャ
ンパス マップ上のすべてのビルディングにおいて一意である必要があります。

•

フロア番号（リストから選択できます）。

有用なフロアや地下領域を作成するために、以下を指定することもできます。
•

フロアまたは地下領域の電子メールまたは電話連絡先。

•

フロアまたは地下の RF モデル（「Drywall」など）。選択したモデルは、フロアまたは地下領域
のワイヤレス信号強度、ヒートマップ、その他のワイヤレス関連機能の計算に使用されます。

•

フロア間の高さ（メートルまたはフィート単位）。

•

フロアのおおよそのスパン：フロアの水平および垂直方向の「専有面積」、またはマップでの
幅と奥行き（フィートまたはメートル単位）。フロアについて指定する専有面積は、フロアを
含むビルディングのスパン以下でなければなりません。

c.

キャンパスにおけるフロアの水平位置と垂直位置、または座標。フロアの水平位置は、フロア
領域の四角形の角からキャンパス マップの左端までの距離です。フロアの垂直位置は、フロ
ア領域の四角形の角からキャンパス マップの上端までの距離です。

•

フロア領域の合計（平方メートルまたは平方フィート）。

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[マップ ツリー ビュー（Maps Tree View）] で、フロア領域を追加するビルディングを含むキャン
パスの名前をクリックします。

ステップ 3

ビルディングの名前をクリックして、ビルディング マップを表示します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] > [新しいフロア領域（New Floor Area）] > [移動（Go）] の順
に選択します。[新しいフロア領域（New Floor Area）] ページが表示されます。

ステップ 5

必要に応じて、[新しいフロア領域（New Floor Area）] のフィールドに入力します。

ステップ 6

[新しいフロア領域（New Floor Area）] ページで、関連するフロア図面マップを整理するためにフ
ロアをビルディングに追加するには、以下のステップに従います。
d.

[イメージまたは CAD ファイル（Image or CAD File）] チェックボックスを選択します。

e.

目的のフロアまたは地下のイメージまたは CAD ファイル名を参照および選択してから、[開
く（Open）] をクリックします。
CAD ファイルをインポートする場合は、[CAD ファイルの変換（Convert CAD File）] ドロップ
ダウン リストを使用し、変換するイメージ ファイルを決定します。
auto-cad 変換に .JPEG（.JPG）形式を使用することは推奨されません。JPEG が特別に必要でな
い限り、高品質な画像には .PNG 形式または .GIF 形式を使用します。
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f.

[次へ（Next）] をクリックします。CAD ファイルが指定されている場合、この時点でデフォル
トのイメージ プレビューが生成されて読み込まれます。
Prime Infrastructure は、ネイティブのイメージ変換ライブラリを使用して、auto-cad ファイル
を .PNG などのラスタ形式に変換します。ネイティブ ライブラリのロードに問題がある場
合、Prime Infrastructure は次のエラーを表示します。
「auto-cad ファイルを変換できませんで
した。理由：auto-cad イメージ変換ライブラリのロード中にエラーが発生しました（Unable to
convert the auto-cad file.Reason: Error while loading the auto-cad image conversion library.）」詳細
については、Prime Infrastructure のオンライン ヘルプまたは Prime Infrastructure のドキュメ
ントを参照してください。
CAD ファイル レイヤの名前が一覧表示されます。有効になっているレイヤには、イメージの
右側にあるチェックボックスがオンになっています。
フロアまたは地下のイメージ ファイル名を選択すると、Prime Infrastructure はビルディング
のサイズに合わせたグリッド内にイメージを表示します。

g.

CAD ファイル レイヤがある場合、いくつでも選択または選択解除し、[プレビュー（Preview）]
をクリックして更新したイメージを表示できます。選択したレイヤで次に進む準備ができた
ら、[次へ（Next）] をクリックします。
フロア領域に関する残りのパラメータを入力します。

h.

元のイメージの縦横比を維持するには、[縦横比を維持（Maintain Aspect Ratio）] チェックボック
スをオンのままにし、イメージの縦横比を変更するにはチェックボックスをオフにします。

i.

必要に応じて、水平位置（屋外領域の四角形の隅からキャンパス マップの左端までの距離）
と垂直位置（屋外領域の四角形の隅からキャンパス マップの上端までの距離）をフィートま
たはメートル単位で入力します。
ビルディングのサイズに合わせてグリッド内のイメージのサイズを変更するには、Ctrl キー
を押した状態でクリックします。

j.

必要に応じて [フロア作成後に Map Editor を起動する（Launch Map Editor after floor creation）]
チェックボックスを選択し、フロアの縮尺を変更し、壁を描画します。

k.

[OK] をクリックして、このフロア図面をデータベースに保存します。フロアが [マップ ツ
リー ビュー（Maps Tree View）] と [マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] リストに追
加されます。
ビルディングごとに異なるフロア名を使用します。キャンパス マップに複数のビルディン
グを追加する場合、別のビルディングに存在するフロア名を使用しないでください。フロア
名が重複すると、フロアとビルディング間のマッピング情報が不正確になります。

ステップ 7

フロア図面または地下のマップを表示するには、フロアまたは地下のイメージをクリックします。
マップを拡大または縮小してさまざまなサイズで表示したり、アクセス ポイントを追加したり
できます。

関連項目
•

サイト マップの階層

•

別のキャンパスへの建物とフロアの移動

•

キャンパス、建物、フロアのコピーおよび移動
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フロア領域へのイメージ ファイルの追加
以前作成したフロア領域マップにフロア図面イメージ ファイルをインポートするには、次の手
順に実行します。[イメージ ファイル（Image File）] をクリックし、インポートするフロア図面イ
メージ ファイルを指定することで、フロア領域マップの作成時にマップ イメージ ファイルをイ
ンポートすることもできます。
開始する前に、
「Prime Infrastructure マップで使用するためのイメージ ファイルの準備」の項の説
明に従って、フロア領域イメージが準備されていることを確認します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

フロア領域があるビルディングを含むキャンパス マップの名前をクリックします。[サイト マッ
プ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

イメージ ファイルのインポート先となるフロア領域を含むビルディングの名前をクリックしま
す。[サイト マップ（Site Maps）] > [建物（Building）] ページが表示されます。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] > [フロアの編集（Edit Floor）] > [移動（Go）] の順に選択し
ます。

ステップ 5

[イメージ ファイル名（Image File Name）] の横にある [ファイルの選択（Choose File）] をクリック
します。

ステップ 6

フロア領域イメージを含むファイルを参照して選択し、[開く（Open）] をクリックします。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[縦横比を維持（Maintain Aspect Ratio）] チェックボックスをオンにします。
この設定を選択すると、インポート イメージが Prime Infrastructure によってサイズ変更される際
に変形するのを防ぐことができます。

ステップ 9

フロア領域の縦横の寸法をフィートまたはメートル単位で入力します。

ステップ 10

[OK] をクリックします。Prime Infrastructure に、選択したフロア領域の [ビュー（View）] ページが
表示され、背景にイメージ ファイルが示されます。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへのロケーション情報の追加
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独立した建物へのフロア図面の追加
独立したビルディングを Prime Infrastructure データベースに追加した後、個々のフロア図面マッ
プをビルディングに追加できます。
独立したビルディングにフロア図面を追加するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

フロア図面マップを .PNG、.JPG、または .GIF 形式で保存します。
マップは任意のサイズにできます。これは、Prime Infrastructure がワークスペースに適合するよ
うマップを自動的にサイズ変更するためです。

ステップ 2

ファイル システムの任意の場所にあるフロア図面マップを参照して、インポートします。DXF
または DWG 形式の CAD ファイル、またはステップ 1 で作成した形式のうちどの CAD ファイル
でもインポートできます。
auto-cad ファイルの変換に問題がある場合は、エラー メッセージが表示されます。Prime
Infrastructure は、ネイティブのイメージ変換ライブラリを使用して、auto-cad ファイルを .PNG な
どのラスタ形式に変換します。ネイティブ ライブラリをロードできなかった場合、Prime
Infrastructure は「unable to convert the auto-cad file」メッセージを表示します。このエラーが表示さ
れた場合は、ネイティブ ライブラリに必要な依存関係がすべて満たされていることを確認して
ください。依存関係の問題を見つけるには、Linux プラットフォーム上で ldd を使用します。Prime
Infrastructure のインストール ディレクトリ（/webnms/rfdlls）に、次の DLL が存在する必要があり
ます。LIBGFL254.DLL、MFC71.DLL、MSVCR71.DLL、MSVCP71.DLL。依存関係の問題が発生し
た場合は、必要なライブラリをインストールし、Prime Infrastructure の再起動が必要な場合があ
ります。

ステップ 3

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 4

[マップ ツリー ビュー（Maps Tree View）] または左側のサイドバー メニューの [マップ（Maps）] >
[サイト マップ（Site Maps）] で、目的のビルディングを選択して [建物ビュー（Building View）]
ページを表示します。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[新しいフロア領域（New Floor
Area）] を選択します。

ステップ 6

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 7

[新しいフロア領域（New Floor Area）] ページで、次の情報を追加します。
•

フロア領域と連絡先の名前を入力します。

•

[フロア（Floor）] ドロップダウン リストから、フロアまたは地下の数を選択します。

•

フロアまたは地下のタイプ（RF Model）を選択します。

•

フロア間の高さをフィート単位で入力します。

•

[イメージまたは CAD ファイル（Image or CAD File）] チェックボックスを選択します。

•

目的のフロアまたは地下のイメージまたは CAD ファイルを参照および選択してから、[開く
（Open）] をクリックします。

（注）

ヒント

CAD ファイルをインポートする場合は、[CAD ファイルの変換（Convert CAD File）] ド
ロップダウン リストを使用し、変換するイメージ ファイルを決定します。

auto-cad 変換に .JPEG（.JPG）形式を使用することは推奨しません。.JPEG が特別に必要
でない限り、高品質な画像には .PNG 形式または .GIF 形式を使用します。
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ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。CAD ファイルが指定されている場合、この時点でデフォルトの
イメージ プレビューが生成されて読み込まれます。

（注）

Prime Infrastructure は、ネイティブのイメージ変換ライブラリを使用して、auto-cad ファ
イルを .PNG などのラスタ形式に変換します。ネイティブ ライブラリのロードに問題が
ある場合、Prime Infrastructure は次のエラーを表示します。
「auto-cad ファイルを変換でき
ませんでした。理由：auto-cad イメージ変換ライブラリのロード中にエラーが発生しまし
た（Unable to convert the auto-cad file. Reason: Error while loading the auto-cad image
conversion library.）」詳細については、Prime Infrastructure のオンライン ヘルプまたは
Prime Infrastructure のドキュメントを参照してください。

CAD ファイル レイヤの名前が一覧表示されます。有効になっているレイヤには、イメージの
右側にあるチェックボックスがオンになっています。
フロアまたは地下のイメージ ファイル名を選択すると、Prime Infrastructure はビルディング
のサイズに合わせたグリッド内にイメージを表示します。
マップは任意のサイズにできます。これは、Prime Infrastructure がワークスペースに適合する
ようマップを自動的にサイズ変更するためです。

（注）

マップは .PNG、.JPG、.JPEG、または .GIF 形式で保存する必要があります。

CAD ファイル レイヤがある場合、いくつでも選択または選択解除し、[プレビュー（Preview）]
をクリックして更新したイメージを表示できます。選択したレイヤで次に進む準備ができた
ら、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 9

フロア領域に関する残りのパラメータを入力します。
•

元のイメージの縦横比を維持するには、[縦横比を維持（Maintain Aspect Ratio）] チェックボック
スをオンのままにし、イメージの縦横比を変更するにはチェックボックスをオフにします。

•

フロアまたは地下のおおまかな水平方向スパンと垂直方向スパン（マップ上の幅と奥行き）
をフィート単位で入力します。
水平方向スパンと垂直方向スパンは、Prime Infrastructure データベース内のビルディングの
水平方向スパンおよび垂直方向スパン以下にする必要があります。

•

必要に応じて、水平位置（屋外領域の四角形の隅からキャンパス マップの左端までの距離）
と垂直位置（屋外領域の四角形の隅からキャンパス マップの上端までの距離）をフィートま
たはメートル単位で入力します。

ヒント

•

ビルディングのサイズに合わせてグリッド内のイメージのサイズを変更するには、Ctrl
キーを押した状態でクリックします。

[Map Editor を起動（Launch Map Editor）] の横のチェックボックスを選択して、Prime
Infrastructure の Map Editor でフロアの特性を調整します。Map Editor 機能の詳細について
は、
「Map Editor の使用」を参照してください。

ステップ 10

[OK] をクリックして、このフロア図面をデータベースに保存します。フロアが [マップ ツリー
ビュー（Maps Tree View）] と [マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] リストに追加されます。

ステップ 11

フロア図面または地下のマップを表示するには、フロアまたは地下のイメージをクリックします。
マップを拡大または縮小してさまざまなサイズで表示したり、アクセス ポイントを追加したり
できます。
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フロア設定の構成
さまざまなフロア設定のチェックボックスをオンまたはオフにすることにより、フロア マップ
の外観を変更できます。オンにしたフロア設定はマップ イメージに表示されます。
[フロア設定（Floor Settings）] のオプションには次の項目があります。
•

アクセス ポイント（Access Points）

•

AP ヒートマップ（AP Heatmaps）

•

AP メッシュ情報（AP Mesh Info）

•

クライアント（Clients）

•

802.11 タグ（802.11 Tags）

•

不正 AP（Rogue APs）

•

不正アドホック無線（Rogue Adhocs）

•

不正クライアント（Rogue Clients）

•

カバレッジ エリア（Coverage Areas）

•

ロケーション リージョン（Location Regions）

•

レール（Rails）

•

マーカー（Markers）

•

チョークポイント（Chokepoints）

•

Wi-Fi TDOA レシーバ（Wi-Fi TDOA Receivers）

•

干渉（Interferers）

青色の矢印を使用して、アクセス ポイント、アクセス ポイント ヒートマップ、クライアント、
802.11 タグ、不正アクセス ポイント、不正アドホック、および不正クライアントに関するフロア
設定フィルタにアクセスします。フィルタリング オプションを選択したら、[OK] をクリックし
ます。
最後のドロップダウン リスト内の [MSE データを表示（Show MSE data）] を使用して、Mobility
Services Engine のデータの期間を選択します。過去 2 分間から最大 24 時間の範囲で、Mobility
Services Engine のデータを表示できます。このオプションは、Mobility Services Engine が Prime
Infrastructure に存在する場合にのみ表示されます。
[設定の保存（Save Settings）] をクリックすると、現在のビューとフィルタ設定がすべてのマップ
に対する新しいデフォルトになります。

フロア上の包含リージョンと除外リージョンの定義
フロア上のロケーション計算の精度をさらに高めるために、計算に含める領域（包含領域）と計
算に含めない領域（除外領域）を定義できます。
たとえば、ビルディング内のアトリウムや階段の吹き抜けなどの領域を除外して、作業領域（小
個室、研究室、製造現場など）を含めることができます。

（注）

フロアが同期している MSE が Aeroscout タグ エンジンを実行している場合、タグに対する包含
リージョンと除外リージョンは計算されません。
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フロア コンポーネントの詳細の表示
[フロア ビュー（Floor View）] に表示されているコンポーネントの詳細を表示するには、マウス
カーソルを該当するアイコンの上に移動します。詳細情報を含むダイアログボックスが表示さ
れます。表 34-1 に、フロア マップのアイコンを示します。
表 34-1

アイコン

フロア マップ アイコン

説明
アクセス ポイントのアイコン。円の色は Cisco Radio のアラーム ステータスを示し
ます。
（注）

各アクセス ポイントには 2 つの Cisco Radio が搭載されています。[アクセ
ス ポイント フィルタ（Access Point filter）] ページで 1 つのプロトコルが選
択されているときは、アイコン全体がこの無線を表します。両方のプロトコ
ルが選択されている場合は、アイコンの上半分が 802.11a/n 無線のステート
を表し、下半分が 802.11b/g/n 無線のステートを表します。

（注）

Cisco Radio が無効になっている場合は、小さい「x」がアイコンの中央に表示
されます。

（注）

モニタ モードのアクセス ポイントは、他のアクセス ポイントと区別するた
めに灰色のラベルで表示されます。

AP ヒートマップのアイコン。
クライアントのアイコン。クライアントの詳細を表示するには、マウス カーソルを
アイコンの上に移動します。
タグのアイコン。タグの詳細を表示するには、マウス カーソルをアイコンの上に移
動します。
不正アクセス ポイントのアイコン。アイコンの色は、不正アクセス ポイントのタ
イプを示します。たとえば、赤色は悪意のある不正アクセス ポイントを示し、青色
は不明なタイプを示します。
不正アクセス ポイントの詳細を表示するには、マウス カーソルをアイコンの上に
移動します。
不正アドホックのアイコン。
不正アドホックの詳細を表示するには、マウス カーソルをアイコンの上に移動し
ます。
不正クライアントのアイコン。
不正クライアントの詳細を表示するには、マウス カーソルをアイコンの上に移動
します。
カバレッジのアイコン。
ロケーション リージョンのアイコン。
レールのアイコン。
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表 34-1

アイコン

フロア マップ アイコン（続き）

説明
マーカーのアイコン。
チョークポイントのアイコン。
Wi-Fi TDOA レシーバのアイコン。
干渉源デバイスのアイコン。

Prime Infrastructure の Web 認証 WLAN 経由で設定されたゲスト クライアントを示
します。
（注）

コントローラに Guest WLAN を作成し、そのコントローラを MSE に割り当
てた場合は、そのコントローラからのゲストのみがゲスト アイコンとして
表示されます。

Cisco 1000 シリーズ Lightweight アクセス ポイントのアイコン
アイコンは、アクセス ポイントの現在のステータスを示します。アイコンの円部分は水平方向に
半分に分割できます。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方が、大きい三角形ポインタの色
を決定します。

（注）

アイコンが 802.11a/n と 802.11b/n を表している場合は、上半分が 802.11a/n ステータス、下半分
が 802.11b/g/n ステータスを示します。アイコンが 802.11b/g/n のみを表している場合は、アイコ
ン全体が 802.11b/g/n ステータスを示します。三角形はより重大な色を示します。
表 34-2 は、Prime Infrastructure ユーザ インターフェイスのマップ画面で使用されるアイコンを
示しています。
表 34-2

アイコン

アクセス ポイント アイコンの説明

説明
緑色のアイコンは、障害のないアクセス ポイント（AP）を示します。円の上半分は、
オプションの 802.11a Cisco Radio を表します。円の下半分は、802.11b/g Cisco
Radio のステートを示します。
黄色のアイコンは、比較的重大でない障害があるアクセス ポイントを示します。
円の上半分は、オプションの 802.11a Cisco Radio を表します。円の下半分は、
802.11b/g Cisco Radio のステートを示します。
（注）

黄色の点滅するアイコンは、802.11a または 802.11b/g の干渉、ノイズ、カバ
レッジ、または負荷プロファイル違反があることを示します。黄色の点滅
するアイコンは、802.11a および 802.11b/g のプロファイル違反があること
を示します。
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表 34-2

アイコン

アクセス ポイント アイコンの説明（続き）

説明
赤色のアイコンは、やや重大な障害または重大な障害があるアクセス ポイント
（AP）を示します。円の上半分は、オプションの 802.11a Cisco Radio を表します。円
の下半分は、802.11b/g Cisco Radio のステートを示します。
中央に疑問符が付いている灰色のアイコンは、到達不能なアクセス ポイントを表
します。ステータスが判断できないため、灰色になっています。

中央に疑問符が付いていない灰色のアイコンは、アソシエートされていないアク
セス ポイントを表します。

円の中央に赤い「x」が付いているアイコンは、管理目的で無効にされているアクセ
ス ポイントを表します。

上半分が緑色で下半分が黄色のアイコンは、障害のないオプションの 802.11a
Cisco Radio（上）と、比較的重大でない障害がある 802.11b/g Cisco Radio（下）を示し
ます。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方が、大きい三角形ポインタの色
を決定します。
上半分が緑色で下半分が赤色のアイコンは、障害がなく正常に動作している、オプ
ションの 802.11a Cisco Radio（上）と、やや重大な障害または重大な障害がある
802.11b/g Cisco Radio（下）を示します。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方
が、大きい三角形ポインタの色を決定します。
上半分が黄色で下半分が赤色のアイコンは、比較的重大でない障害がある、オプ
ションの 802.11a Cisco Radio（上）と、やや重大な障害または重大な障害がある
802.11b/g Cisco Radio（下）を示します。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方
が、大きい三角形ポインタの色を決定します。
上半分が黄色で下半分が緑色のアイコンは、比較的重大でない障害がある、オプ
ションの 802.11a Cisco Radio（上）と、障害のないオプションの 802.11b/g Cisco
Radio（下）を示します。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方が、大きい三角
形ポインタの色を決定します。
上半分が赤色で下半分が緑色のアイコンは、やや重大な障害または重大な障害が
ある、オプションの 802.11a Cisco Radio（上）と、障害がなく正常に動作している
802.11b/g Cisco Radio（下）を示します。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方
が、大きい三角形ポインタの色を決定します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

34-20

OL-32122-01-J

第 34 章

ワイヤレス マップの使用
フロア領域へのイメージ ファイルの追加

表 34-2

アイコン

アクセス ポイント アイコンの説明（続き）

説明
上半分が赤色で下半分が黄色のアイコンは、やや重大な障害または重大な障害が
ある、オプションの 802.11a Cisco Radio（上）と、比較的重大でない障害がある
802.11b/g Cisco Radio（下）を示します。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方
が、大きい三角形ポインタの色を決定します。
上半分（オプションの 802.11a）に赤い「x」が付いているアイコンは、示されている
Cisco Radio が管理目的で無効にされていることを表します。記載されている 6 つ
のカラー コーディングが存在します。

各アクセス ポイント アイコンには、内部の Side A アンテナの方向を示す、小さい黒矢印があり
ます。
表 34-3 は、Prime Infrastructure ユーザ インターフェイスのマップ画面で使用される矢印の例を
示しています。
表 34-3

矢印の例

矢印

方向
0 度、またはマップ上の右方向。

45 度、またはマップ上の右下方向。

90 度、またはマップ上の下方向。

これらは、矢印の角度を 45 度ずつ増加させた例の最初の 3 つ分を示しています。45 度ずつ増加
させた例はあと 5 つあります。
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アクセス ポイントのフロア設定のフィルタリング
アクセス ポイントのフロア設定を有効にし、[フロア設定（Floor Settings）] の右側の青い矢印をク
リックすると、フィルタリング オプションを含む [アクセス ポイントのフィルタ（Access Point
filter）] ダイアログボックスが表示されます。
アクセス ポイントのフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[表示（Show）]：このオプション ボタンを選択すると、無線ステータスまたはアクセス ポイン
トのステータスが表示されます。

（注）

•

アクセス ポイント アイコンの色はアクセス ポイントのステータスに基づいており、
選択されているステータスによってアイコンの色は異なります。フロア マップのデ
フォルトは無線ステータスです。

[プロトコル（Protocol）]：ドロップダウン リストから、表示する無線タイプを選択します
（802.11a/n、802.11b/g/n、または両方）。
表示されるヒートマップは、選択した無線タイプに対応します。

•

[表示（Display）]：ドロップダウン リストから、マップ イメージ上に表示されるアクセス ポイ
ントの識別情報を選択します。
– [チャネル
（Channels）]：Cisco Radio のチャネル番号を表示するか、
「使用不可（Unavailable）
」

（アクセス ポイントが接続されていない場合）を表示します。
– [TX 電力レベル
（TX Power Level）]：現在の Cisco Radio の送信電力レベル（1 が高い）また

は「使用不可（Unavailable）」
（アクセス ポイントが接続されていない場合）を表示します。
電力レベルはアクセス ポイントのタイプによって異なります。1000 シリーズのアクセス
ポイントでは 1 ～ 5 の値、1230 アクセス ポイントでは 1 ～ 7 の値、1240 および 1100 シ
リーズのアクセス ポイントでは 1 ～ 8 の値をとります。
表 34-4 は、送信電力レベル番号と対応する電力設定を示しています。
表 34-4

送信電力レベル値

送信電力
レベル番号

電力設定

1

国コード設定で許可される最大の電力

2

50 % の電力

3

25 % の電力

4

12.5 ～ 6.25 % の電力

5

6.25 ～ 0.195 % の電力

（注）

電力レベルは、国コードの設定によって定義され、各国で規制されています。詳細
については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5679/ps5861/product_data_sh
eet0900aecd80537b6a_ps430_Products_Data_Sheet.html

– [チャネルと Tx 電力
（Channel and Tx Power）]：チャネルと送信電力レベルの両方（または

アクセス ポイントが接続されていない場合は「使用不可（Unavailable）」）を表示します。
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– [カバレッジ ホール
（Coverage Holes）]：接続が切断されるまでに信号が弱くなったクラ

イアントの割合を表示します。接続されていないアクセス ポイントに対しては「使用不
可（Unavailable）」を表示し、モニタ専用モードのアクセス ポイントに対しては「モニタ専
用（MonitorOnly）」を表示します。

（注）

カバレッジ ホールとは、クライアントがワイヤレス ネットワークから信号を受
信できない領域のことです。無線ネットワークを展開する場合、初期ネットワー
ク展開のコストとカバレッジ ホール領域の割合を考慮する必要があります。展
開するにあたってのカバレッジ ホールの妥当な条件とは、2 ～ 10% です。これ
は、100 か所のランダムに選択したテスト ロケーションのうち、2 ～ 10 か所で
サービスが制限される可能性があることを意味します。展開後、Cisco Unified
Wireless Network Solution の Radio Resource Management（RRM; 無線リソース管
理）によってこれらのカバレッジ ホール領域が特定され、IT マネージャに報告さ
れます。IT マネージャはユーザからの要求に基づいてカバレッジ ホールに対応
します。

– [MAC アドレス
（MAC Addresses）]：アクセス ポイントがコントローラにアソシエートさ

れているかどうかに関係なく、アクセス ポイントの MAC アドレスを表示します。
– [名前
（Names）]：アクセス ポイント名を表示します。これがデフォルト値です。
– [コントローラ IP
（Controller IP）]：アクセス ポイントがアソシエートされているコント

ローラの IP アドレスを表示します。アソシエーションを解除されたアクセス ポイント
では、
「関連付けなし（Not Associated）」を表示します。
– [使用率
（Utilization）]：アソシエートされたクライアント デバイスで使用されている帯域

幅の割合（受信、送信、およびチャネル使用率を含む）を表示します。アソシエーションを
解除されたアクセス ポイントでは [使用不可（Unavailable）]、monitor-only モードのアク
セス ポイントでは [モニタ専用（MonitorOnly）] が表示されます。
– [プロファイル
（Profiles）]：対応するオペレータ定義のしきい値の負荷、ノイズ、干渉、およ

びカバレッジ コンポーネントを表示します。超えていないしきい値には「OK（Okay）」、超
えているしきい値には「問題（Issue）」、接続されていないアクセス ポイントには「使用不
可（Unavailable）」を表示します。
[プロファイル タイプ（Profile Type）] ドロップダウン リストを使用して、[負荷
（Load）]、
[ノ
イズ（Noise）]、
[干渉（Interference）]、
または [カバレッジ（Coverage）] を選択します。
– [CleanAir ステータス
（CleanAir Status）]：アクセス ポイントの CleanAir ステータスと、ア

クセス ポイントで CleanAir が有効かどうかを表示します。
– [平均電波品質
（Average Air Quality）]：このアクセス ポイントの平均電波品質を表示しま

す。詳細には、帯域と平均電波品質が含まれます。
– [最小電波品質
（Minimum Air Quality）]：このアクセス ポイントの最小電波品質を表示し

ます。詳細には、帯域と最小電波品質が含まれます。
– [平均電波品質と最小電波品質
（Average and Minimum Air Quality）]：このアクセス ポイン

トの平均電波品質と最小電波品質を表示します。詳細には、帯域、平均電波品質、および
最小電波品質が含まれます。
– [アソシエートされたクライアント
（Associated Clients）]：アソシエートされているクライ

アントの数を表示します。未接続のアクセス ポイントに対しては [使用不可
（Unavailable）] が表示され、monitor-only モードのアクセス ポイントに対しては [モニタ
専用（MonitorOnly）] が表示されます。
– [ブリッジ グループ名
（Bridge Group Names）]
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•

[RSSI カットオフ（RSSI Cutoff）]：ドロップダウン リストから、RSSI Cutoff レベルを選択しま
す。RSSI Cutoff の範囲は -60 dBm ～ -90 dBm です。

•

[検出された干渉源を表示（Show Detected Interferers）]：チェックボックスをオンにすると、ア
クセス ポイントで検出されるすべての干渉源を表示します。

•

[ラベルあたりの干渉源の最大数（Max. Interferers/label）]：ドロップダウン リストから、ラベ
ルごとに表示される干渉源の最大数を選択します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

アクセス ポイント ヒートマップのフロア設定のフィルタリング
RF ヒートマップは、変数から取得した値をマップに色として表した、RF ワイヤレス データのグ
ラフィック表示です。現在のヒートマップは、RSSI 予測モデル、アンテナの方向、および AP 送信
電力に基づいて計算されます。
[アクセス ポイント ヒートマップ（Access Point Heatmap）] フロア設定を有効にし、[フロア設定
（Floor Settings）] の右側の青い矢印をクリックすると、ヒートマップのフィルタリング オプショ
ンを含む [関与する AP（Contributing APs）] ダイアログが表示されます。
Prime Infrastructure にダイナミック ヒートマップが導入されました。ダイナミック ヒートマップ
を有効にすると、Prime Infrastructure は変更された RSSI 値を表すためにヒートマップを再計算
します。
アクセス ポイント ヒートマップのフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[ヒートマップ タイプ（Heatmap Type）]：[カバレッジ（Coverage）] または [電波品質（Air
Quality）] を選択します。[電波品質（Air Quality）] を選択した場合は、アクセス ポイントの
ヒート マップ タイプを平均電波品質または最小電波品質でさらにフィルタリングできま
す。該当するオプション ボタンを選択します。
フロア計画にモニタ モード アクセス ポイントがある場合、IDS ヒートマップ タイプまたは
カバレッジ ヒートマップ タイプのいずれかを選択できます。カバレッジ ヒートマップで
は、モニタ モード アクセス ポイントは除外されます。

（注）

カバレッジ ヒートマップおよび電波品質ヒートマップには、ローカル モード、
FlexConnect モード、またはブリッジ モードの AP のみが関係します。

•

[AP の総数（Total APs）]：マップに配置されているアクセス ポイントの数を表示します。

•

アクセス ポイントのチェックボックスをオンにして、イメージ マップ上に表示するヒート
マップを決定します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

[AP メッシュ情報
（AP Mesh Info）
] フロア設定のフィルタリング
[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] チェックボックスは、ブリッジ アクセス ポイントがフロアに
追加されているときのみ表示されます。
このチェックボックスをオンにすると、Prime Infrastructure はコントローラとの通信を開始し、
ブリッジ アクセス ポイントの情報を表示します。次の情報が表示されます。
– 子アクセス ポイントと親アクセス ポイントとの間のリンク。
– 子アクセス ポイントから親アクセス ポイントへの方向を示す矢印。
– 信号対雑音比
（SNR）を示す、色分けされたリンク。緑色のリンクは高い SNR（25 dB 超）を

表し、オレンジ色のリンクは許容範囲内の SNR（20 ～ 25 dB）を表し、赤色のリンクは非
常に低い SNR（20 dB 未満）を表します。
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[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] フロア設定を有効にし、[フロア設定（Floor Settings）] の右側の
青い矢印をクリックすると、メッシュのフィルタリング オプションを含む [メッシュの親子階層
ビュー（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] ページが表示されます。
マップ上に表示するアクセス ポイントを選択することにより、マップ ビューを更新できます。[ク
イック選択（Quick Selections）] ドロップダウン リストから、ルート アクセス ポイントのみを選択
するか、1 番目のホップから 4 番目のホップの間のさまざまなホップを選択するか、またはすべて
のアクセス ポイントを選択します。

（注）

子アクセス ポイントを表示するには、その親が選択されている必要があります。
該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

クライアントのフロア設定のフィルタリング
[クライアント（Clients）] オプションは、モビリティ サーバが Prime Infrastructure に追加されてい
る場合にのみ表示されます。
[クライアント（Clients）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[クライアン
ト フィルタ（Client Filter）] ダイアログボックスが表示されます。
クライアントのフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[すべてのクライアントを表示（Show All Clients）]：このチェックボックスをオンにすると、
マップ上のすべてのクライアントが表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各クライ
アントのアイコンが表示されます。

（注）

[すべてのクライアントを表示（Show All Clients）] チェックボックスと [小さなアイコン
（Small Icons）] チェックボックスをオンにすると、その他のすべてのドロップダウン リス
ト オプションが灰色になります。
[小さなアイコン（Small Icons）] チェックボックスをオフにすると、ラベルに MAC アドレ
ス、IP アドレス、ユーザ名、アセット名、アセット グループ、またはアセット カテゴリを表
示するかどうか選択できます。
[すべてのクライアントを表示（Show All Clients）] チェックボックスをオフにすると、ク
ライアントをフィルタリングする方法を指定して、特定の SSID を入力できます。

•

[表示（Display）]：マップ上に表示するクライアントの識別子（IP アドレス、ユーザ名、MAC ア
ドレス、アセット名、アセット グループ、またはアセット カテゴリ）を選択します。

•

[フィルタ基準（Filter By）]：クライアントをフィルタリングするパラメータを選択します（IP
アドレス、ユーザ名、MAC アドレス、アセット名、アセット グループ、アセット カテゴリ、ま
たはコントローラ）。選択したら、特定のデバイスをテキスト ボックスに入力します。
クライアントに複数の IPv6 アドレスが存在する場合は、いずれか 1 つの IP アドレスを指定
して、クライアントを一意に識別できます。

•

[SSID]：入力可能なテキスト ボックスにクライアントの SSID を入力します。
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•

[プロトコル（Protocol）]：ドロップダウン リストから [すべて（All）]、[802.11a/n]、または
[802.11b/g/n] を選択します。
– [すべて
（All）]：領域内のすべてのアクセス ポイントを表示します。
– [802.11a/n]：802.11a/n 無線通信機を使用するクライアントに対するカバレッジ パターン

を示す色付きのオーバーレイを表示します。色は、赤（-35 dBm）～濃い青（-85 dBm）まで
の受信信号強度を表します。
– [802.11b/g/n]：802.11b/g/n 無線通信機を使用するクライアントに対するカバレッジ パ

ターンを示す色付きのオーバーレイを表示します。色は、赤（-35 dBm）～濃い青（-85 dBm）
までの受信信号強度を表します。これがデフォルト値です。
•

[状態（State）]：ドロップダウン リストから [すべて（All）]、[アイドル（Idle）]、[認証済み
（Authenticated）]、[プローブ中（Probing）]、または [関連付け済み（Associated）] を選択します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

802.11 タグのフロア設定のフィルタリング
[802.11 タグ（802.11 Tags）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[タグ
フィルタ（Tag Filter）] ダイアログが表示されます。
タグのフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[すべてのタグを表示（Show All Tags）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の
すべてのタグが表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各タグの
アイコンが表示されます。

（注）

[すべてのタグを表示（Show All Tags）] チェックボックスと [小さなアイコン（Small
Icons）] チェックボックスをオンにすると、その他のすべてのドロップダウン リスト オ
プションが灰色になります。
[小さなアイコン（Small Icons）] チェックボックスをオフにすると、ラベルに MAC アドレ
ス、アセット名、アセット グループまたはアセット カテゴリを表示するかどうか選択で
きます。
[すべてのタグを表示（Show All Tags）] チェックボックスをオフにすると、タグをフィル
タリングする方法を指定できます。

•

[表示（Display）]：マップ上に表示するタグの識別子（MAC アドレス、アセット名、アセット グ
ループ、またはアセット カテゴリ）を選択します。

•

[フィルタ基準（Filter By）]：クライアントをフィルタリングするパラメータを選択します
（MAC アドレス、アセット名、アセット グループ、アセット カテゴリ、またはコントローラ）。
選択したら、特定のデバイスをテキスト ボックスに入力します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。
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不正 AP のフロア設定のフィルタリング
[不正 AP（Rogue APs）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[不正 AP フィ
ルタ（Rogue AP filter）] ダイアログボックスが表示されます。
不正 AP のフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[すべての不正 AP を表示（Show All Rogue APs）]：このチェックボックスをオンにすると、
マップ上のすべての不正アクセス ポイントが表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各不正ア
クセス ポイントのアイコンが表示されます。

（注）

[すべての不正 AP を表示（Show All Rogue APs）] チェックボックスと [小さなアイコン
（Small Icons）] チェックボックスをオンにすると、その他のすべてのドロップダウン リス
ト オプションが灰色になります。
[すべての不正 AP を表示（Show All Rogue APs）] チェックボックスをオフにすると、不正
アクセス ポイントをフィルタリングする方法を指定できます。

•

[MAC アドレス（MAC Address）]：特定の MAC アドレスを表示する場合は、その MAC アドレ
スを [MAC アドレス（MAC Address）] テキスト ボックスに入力します。

•

[状態（State）]：このドロップダウン リストを使用して、[アラート（Alert）]、[既知（Known）]、[確
認済み（Acknowledged）]、[封じ込め完了（Contained）]、[脅威（Threat）]、または [不明（Unknown）]
のいずれかの封じ込め状態を選択します。

•

[ネットワーク上（On Network）]：ドロップダウン リストを使用して、ネットワーク上の不正
アクセス ポイントを表示するかどうか指定します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

不正アドホックのフロア設定のフィルタリング
[不正アドホック（Rogue Adhocs）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[不
正アドホック フィルタ（Rogue Adhoc filter）] ダイアログが表示されます。
[不正アドホック（Rogue Adhoc）] のフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[不正アドホックの表示（Show All Rogue Adhocs）]：このチェックボックスをオンにすると、
マップ上のすべての不正アドホックが表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各不正ア
ドホックのアイコンが表示されます。

（注）

[不正アドホックの表示（Show All Rogue Adhocs）] チェックボックスと [小さなアイコン
（Small Icons）] チェックボックスをオンにすると、その他のすべてのドロップダウン リス
ト オプションが灰色になります。
[不正アドホックの表示（Show All Rogue Adhocs）] チェックボックスをオフにすると、不
正アドホックをフィルタリングする方法を指定できます。

•

[MAC アドレス（MAC Address）]：特定の MAC アドレスを表示する場合は、その MAC アドレ
スを [MAC アドレス（MAC Address）] テキスト ボックスに入力します。
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•

[状態（State）]：ドロップダウン リストを使用して、[アラート（Alert）]、[既知（Known）]、[確認
済み（Acknowledged）]、[封じ込め完了（Contained）]、[脅威（Threat）]、または [不明（Unknown）]
のいずれかの封じ込め状態を選択します。

•

[ネットワーク上（On Network）]：ドロップダウン リストを使用して、ネットワーク上の不正
アドホックを表示するかどうか指定します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

不正クライアントのフロア設定のフィルタリング
[不正クライアント（Rogue Clients）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[不
正クライアント フィルタ（Rogue Clients filter）
] ダイアログが表示されます。
[不正クライアント（Rogue Clients）] のフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[すべての不正クライアントの表示（Show All Rogue Clients）]：このチェックボックスをオン
にすると、マップ上のすべての不正クライアントが表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各不正ク
ライアントのアイコンが表示されます。
[すべての不正クライアントの表示（Show All Rogue Clients）] チェックボックスと [小さなア
イコン（Small Icons）] チェックボックスをオンにすると、その他のすべてのドロップダウン
リスト オプションが灰色になります。[すべての不正クライアントの表示（Show All Rogue
Clients）] チェックボックスをオフにすると、不正クライアントをフィルタリングする方法を
指定できます。

•

•

[アソシエートされている不正 AP の MAC アドレス（Assoc.Rogue AP MAC Address）]：特定の
MAC アドレスを表示する場合は、その MAC アドレスを [MAC アドレス（MAC Address）] テ
キスト ボックスに入力します。
[状態（State）]：このドロップダウン リストを使用して、[アラート（Alert）]、[封じ込め完了
（Contained）]、[脅威（Threat）]、または [不明（Unknown）] のいずれかの封じ込め状態を選択し
ます。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

干渉源設定のフィルタリング
[Interferer（干渉）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[干渉フィルタ
（Interferers filter）] ダイアログボックスが表示されます。
[干渉源（Interferer）] のフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[アクティブな干渉源のみ表示（Show active interferers only）]：このチェックボックスをオンに
すると、すべてのアクティブな干渉源が表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各干渉源
のアイコンが表示されます。

•

[影響を受けるゾーンの表示（Show Zone of Impact）]：おおまかな干渉の影響領域を表示しま
す。円の不透明度はその重大度を示します。赤一色の円は Wi-Fi 通信を妨害する可能性があ
る非常に強い干渉源を表し、薄いピンク色の円は弱い干渉源を表します。

•

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。
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マップおよび AP ロケーション データのインポート
Autonomous から Lightweight アクセス ポイントに変換する場合や、WLSE から Prime
Infrastructure に変換する場合は、変換手順の 1 つとして、アクセス ポイント関連情報を手動で
Prime Infrastructure に再入力できます。この処理を高速化するために、アクセス ポイントに関す
る情報を WLSE からエクスポートして、Prime Infrastructure にインポートすることができます。
（注）

Prime Infrastructure は、.tar ファイルを想定しているため、ファイルをインポートする前に .tar 拡
張子かどうかをチェックします。インポートを試みているファイルが .tar ファイルでない場合
は、Prime Infrastructure にエラー メッセージが表示され、別のファイルをインポートするように
求められます。

（注）

WLSE データ エクスポート機能（WLSE バージョン 2.15）の詳細については、次の URL を参照し
てください。
http://<WLSE_IP_ADDRESS>:1741/debug/export/exportSite.jsp.
Prime Infrastructure Web インターフェイスを使用して、プロパティをマップし、WLSE データを
含む tar ファイルをインポートするには、以下のステップに従います。

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [マップのインポート（Import
Maps）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

[WLSE マップと AP ロケーション データ（WLSE Map and AP Location Data）] オプションを選択
して、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 4

[WLSE マップと AP ロケーション データのインポート（Import WLSE Map and AP Location Data）]
ページで、[参照（Browse）] をクリックしてインポートするファイルを選択します。

ステップ 5

インポートする .tar ファイルを見つけて選択し、[開く（Open）] をクリックします。
Prime Infrastructure では、[インポート元（Import From）] テキスト ボックスにファイルの名前が表
示されます。

ステップ 6

[インポート（Import）] をクリックします。
Prime Infrastructure によってファイルがアップロードされ、処理中のファイルは一時的にローカ
ル ディレクトリに保存されます。ファイルに処理できないデータが含まれている場合、Prime
Infrastructure は問題を修正して再試行することをユーザに求めます。ファイルのロードが完了す
ると、追加された内容を示すレポートが Prime Infrastructure に表示されます。レポートには、追加
できない内容とその理由も記載されます。
インポートするデータの一部がすでに存在している場合、Prime Infrastructure では、キャンパス
の場合は既存のデータが使用され、ビルディングとフロアの場合はインポートしたデータに
よって既存のデータが上書きされます。

（注）

WLSE サイトとビルディングの組み合わせと、Prime Infrastructure キャンパス（または最
上位のビルディング）とビルディングの組み合わせにおいて重複する名前がある場合は、
Prime Infrastructure の [インポート実行前レポート（Pre Execute Import Report）] に、既存の
ビルディングが削除されることを示すメッセージが表示されます。
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ステップ 7

[インポート（Import）] をクリックして、WLSE データをインポートします。
Prime Infrastructure にインポートされた内容を示すレポートが表示されます。

ステップ 8

インポートされたデータを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選
択します。

フロア領域のモニタリング
フロア領域とは、ロビー、地下、エレベータ シャフトを含み、集合住宅ビルディングではすべての
共通スペースを含む、外壁の外側の表面まで測定されたビルディングの各フロアの領域を指し
ます。
•

次世代マップによるパンおよびズーム（34-30 ページ）

•

フロア領域へのアクセス ポイントの追加（34-31 ページ）

•

アクセス ポイントの配置（34-33 ページ）

次世代マップによるパンおよびズーム
パン

マップを移動するには、左マウス ボタンをクリックしたまま、新しい場所にマッピングをドラッ
グします。
また、パン矢印を使用して、マップを東西南北に移動することもできます。これはマップの左上
隅にあります（「図 34-1」を参照）。
図 34-1

（注）

パン コントロール

キーボードの矢印キーを使用してパン操作を実行することもできます。

ズームインとズームアウト：スケールの変更

ズーム レベルは画像の解像度によって異なります。高解像度の画像の場合、より高倍率のズーム
レベルを使用できます。さまざまなスケールでマップの表示状態を変えるたびにズーム レベル
が変わり、表示が詳細になったり、広範になったりします。マップの中にはスケールを小さくし
ても大きくしても、同じ状態のマップもあります。
マップの詳細を表示するには、ズームインする必要があります。マップの左側のズーム バーを使
用してこれを行うことができます（「図 34-2」を参照）。ズーム バーの上部にある [+] 記号をク
リックします。ある場所を中心にズームインするには、その場所をダブルクリックします。マッ
プを広い範囲で表示するには、ズームアウトする必要があります。これを行うには、ズーム バー
の下部にある [-] 記号をクリックします。
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図 34-2

（注）

ズーム コントロール

マウスまたはキーボードを使用してズーム操作を実行できます。キーボードでは、[+] ま
たは [-] 記号を押してズームインまたはズームアウトします。マウスの場合は、マウスの
スクロール ホイールを使用してズームインまたはズームアウトします。あるいは、ダブ
ルクリックしてズームインします。

フロア領域へのアクセス ポイントの追加
.PNG、.JPG、.JPEG、または .GIF 形式のフロア図面と屋外領域のマップを Prime Infrastructure デー
タベースに追加した後に、Lightweight アクセス ポイント アイコンをマップ上に配置して、ビル
ディング内の設定位置を示すことができます。アクセス ポイントをフロア領域と屋外領域に追
加するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[マップ ツリー ビュー（Maps Tree View）] または左側のサイドバー メニューの [マップ（Maps）] >
[サイト マップ（Site Maps）] から、該当するフロアを選択して [フロア ビュー（Floor View）] ペー
ジを開きます。

ステップ 3
ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [アクセス ポイントの追加
（Add Access Points）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
[アクセス ポイントの追加（Add Access Points）] ページで、フロア領域に追加するアクセス ポイ
ントのチェックボックスをオンにします。
アクセス ポイントを検索する場合は、AP 名または MAC アドレス（イーサネット/無線）/IP を
[AP の検索（Search AP）] の [名前/MAC アドレス（イーサネット/無線）/IP（Name/MacAddress
(Ethernet/Radio)/IP）] テキスト ボックスに入力して、[検索（Search）] をクリックします。検索では
大文字と小文字は区別されません。
フロアおよび屋外領域にまだ割り当てられていないアクセス ポイントのみがリストに表示され
ます。
リストの上部にあるチェックボックスをオンにして、すべてのアクセス ポイントを選択します。

ステップ 5

該当するすべてのアクセス ポイントが選択されたら、アクセス ポイント リストの下部にある
[OK] をクリックします。
[アクセス ポイントの配置（Position Access Points）] ページが表示されます。
フロア マップに追加するために選択した各アクセス ポイントは、灰色の円で表され（アクセス
ポイント名や MAC アドレスにより区別）、フロア マップの左上部分に並べられます。

ステップ 6

各アクセス ポイントをクリックし、適切な位置にドラッグします。アクセス ポイントは選択さ
れると青色に変わります。
マップ上にアクセス ポイントをドラッグすると、[水平（Horizontal）] テキスト ボックスと [垂直
（Vertical）] テキスト ボックスにアクセス ポイントの水平位置と垂直位置が表示されます。
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各アクセス ポイントの横の小さい黒矢印は各アクセス ポイントの Side A を表し、各アクセス ポ
イントの矢印は、アクセス ポイントが設置された方向と一致する必要があります。Side A はそれ
ぞれの 1000 シリーズ アクセス ポイント上で明確に記されており、802.11a/n 無線とは関係あり
ません。方向の矢印を調整するには、[アンテナ角度（Antenna Angle）] ドロップダウン リストから
適切な方向を選択します。
アクセス ポイントを選択すると、そのアクセス ポイントの詳細がページの左側に表示されま
す。アクセス ポイントの詳細には、次の情報が含まれます。
•

[AP モデル（AP Model）]：選択したアクセス ポイントのモデル タイプを示します。

•

[プロトコル（Protocol）]：ドロップダウン リストから、このアクセス ポイントのプロトコルを
選択します。

•

[アンテナ（Antenna）]：ドロップダウン リストから、このアクセス ポイントの適切なアンテナ
タイプを選択します。

•

[アンテナ/AP イメージ（Antenna/AP Image）]：[アンテナ（Antenna）] ドロップダウン リストか
ら選択したアンテナがアンテナ イメージに反映されます。アンテナ イメージの右上の矢印
をクリックすると、画像のサイズが拡大します。

•

[アンテナ方向（Antenna Orientation）]：アンテナ タイプに応じて、[水平面（Azimuth）] と [垂直
面（Elevation）] の方向を度数で入力します。

[全方向（Omnidirectional）] アンテナのパターンでは方位角が存在しなくなるため、[水平面
（Azimuth）] オプションは表示されません。
（注）

内部アンテナでは、同じ垂直方向の角度が両方の無線に適用されます。

アンテナの角度は、マップの X 軸に対して相対的です。X（水平）座標および Y（垂直）座標の原
点はマップの左上の角であるため、0 度はアクセス ポイントの Side A を右に、90 度は Side A
を下に、180 度は Side A を左に向けることになります。
アンテナの Elevation（垂直面）は、最大 90 度までアンテナを垂直（上下）に移動するために使
用されます。

（注）

各アクセス ポイントがマップ上の正しい位置に設置されていること、またアンテナの方
向が正しいことを確認します。マップを使って、カバレッジ ホールや不正アクセス ポイ
ントを発見する際は、正確なアクセス ポイントの位置決めが重要です。

アンテナの垂直方向の角度および方位角のパターンの詳細については、次の URL を参照し
てください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps469/tsd_products_support_series_home.html
ステップ 7

各アクセス ポイントの配置と調整が完了したら、[保存（Save）] をクリックします。
（注）

[保存（Save）] をクリックすると、アクセス ポイントのアンテナ ゲインが選択したアンテ
ナに一致します。これにより、無線がリセットされる可能性があります。

Prime Infrastructure によって、マップ全体の RF 予測が計算されます。この RF 予測は、カバレッジ
領域マップ上の RF 信号の相対強度を示しているため、一般的には「ヒート マップ」として知られ
ています。
ここでは、石壁や金属の物体など、ビルディングのさまざまな素材の減衰は考慮されておらず、
RF 信号が障害物に跳ね返る影響も表示されないため、実際の RF 信号強度の近似値のみが表示
されています。
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（注）

アンテナ ゲインの設定はヒートマップおよびロケーションの計算には影響を与えませ
ん。アンテナ ゲインはアンテナ名に暗黙的に関連付けられます。このため、次の条件が適
用されます。
- アンテナが Prime Infrastructure で「その他（Other）」として使用およびマークされている
場合、そのアンテナはすべてのヒートマップとロケーションの計算で無視されます。
- アンテナが Prime Infrastructure で Cisco アンテナとして使用およびマークされている場
合は、コントローラに設定されているゲインに関係なく、そのアンテナ ゲインの設定
（Prime Infrastructure 上の内部値）が使用されます。

マップ上へのアクセス ポイントの配置の詳細については、
「アクセス ポイントの配置」セクショ
ン（34-33 ページ）を参照してください。
ファイルをインポートまたはエクスポートすることにより、アクセス ポイントの位置を変更で
きます。詳細については、
「Wi-Fi TDOA レシーバの配置」セクション（34-51 ページ）を参照してく
ださい。

アクセス ポイントの配置
無線 LAN のカバレッジ領域における全デバイスの最適な位置を決定するには、アクセス ポイン
トの密度と位置を考慮する必要があります。
少なくとも 3 個、可能な場合は 4 個か 5 個のアクセス ポイントが、デバイス位置を必要とする各
領域にカバレッジを提供していることを確認します。デバイスを検出するアクセス ポイントは
多いほうが効果があります。この高水準のガイドラインが生み出す最良の実施例は次のとおり
です。優先度順に並べられています。
1.

最も重要なのは、アクセス ポイントが目的の位置を囲むことです。

2.

約 17 ～ 20 m（50 ～ 70 リニア フィート）ごとに 1 つのアクセス ポイントが配置される必要
があります。これは変換すると、230 ～ 450 平方メートル（2,500 ～ 5,000 平方フィート）ごと
に 1 つのアクセス ポイントとなります。

（注）

サイト マップで AP の高さを設定する場合、小数点以下の単位では変更できません。整数値のみ
使用できます。

（注）

アクセス ポイントは、約 6 m（20 フィート）未満の高さで設置する必要があります。性能を最も引
き出すためには、約 3 m（10 フィート）で設置すると理想的です。
これらのガイドラインに従うと、アクセス ポイントが追跡したデバイスをより検出しやすくな
ります。2 つの物理環境が同じ RF 特性を持つことはほとんどありません。ユーザは特定の環境や
要件に合わせてこれらのパラメータを変更しなければならない場合があります。

（注）

コントローラが情報を Location Appliance に転送するために、-75 dBm を超える信号でデバイス
を検出する必要があります。3 つ以上のアクセス ポイントが、-75 dBm 以下の信号でデバイスを
検出できなければなりません。
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（注）

全方向性アンテナを内蔵した天井マウント型 AP がある場合は、Prime Infrastructure でアンテナ
の方向を必ずしも設定する必要はありません。ただし、同じ AP を壁にマウントする場合は、アン
テナの方向を 90 度に設定する必要があります。
表 34-5 では、アクセス ポイントの方向について説明します。
表 34-5

アクセス ポイントのアンテナ方向

アクセス ポイント

アンテナの方向

1140（天井に取り付けた
場合）

Cisco ロゴは床面に向いている必要があります。垂直方向：0 度。

1240（天井に取り付けた
場合）

アンテナはアクセス ポイントに対して垂直にする必要があります。

1240（壁面に取り付けた
場合）

垂直方向：0 度。
アンテナはアクセス ポイントと平行にする必要があります。
垂直方向：0 度。
アンテナが AP と垂直な場合、角度は 90 度になります（ダイポー
ル アンテナは全方向性のため、方向の上下は関係ありません）。

マップ作成のための自動階層の使用方法
自動階層作成は、すばやくマップを作成して、Prime Infrastructure のマップにアクセス ポイント
を割り当てる方法です。ワイヤレス LAN コントローラを Prime Infrastructure 追加し、アクセス ポ
イントに名前を付けたら、自動階層作成を使用してマップを作成できます。また、ネットワーク
にアクセス ポイントを追加した後、自動階層作成をしようして、Prime Infrastructure のマップに
アクセス ポイントを割り当てることができます。

（注）

自動階層作成機能を使用するには、マップのキャンパス、ビルディング、フロア、または屋外領域
名を指定する、ワイヤレス アクセス ポイントに対して確立された命名パターンを必要とします。
たとえば、San Jose-01-GroundFloor-AP3500i1 などです。

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [自動階層の作成（Automatic Hierarchy Creation）] を選択して、[自動階層の作成
（Automatic Hierarchy Creation）] ページを表示します。

ステップ 2

テキスト ボックスに、システムのアクセス ポイントの名前を入力します。または、リストから名
前を 1 つ選択できます。
この名前は、マップを作成する正規表現を作成するために使用されます。
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（注）

以前に作成した正規表現を更新するには、その正規表現の横にある [ロードして続行
（Load and Continue）] をクリックして正規表現を適宜更新します。正規表現を削除するに
は、その正規表現の横にある [削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 3

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 4

アクセス ポイントの名前にデリミタが含まれている場合は、それをテキスト ボックスに入力し
て [デリミタに基づき基本的な正規表現を作成（Generate basic regex based on delimiter）] をクリッ
クします。システムではデリミタに基づいてアクセス ポイントの名前と一致する正規表現が作
成されます。
たとえば、ダッシュ（-）のデリミタをアクセス ポイント名、San Jose-01-GroundFloor-AP3500i1 で
使用すると、正規表現 /(.*)-(.*)-(.*)-(.*)/ が作成されます。
より複雑なアクセス ポイント名がある場合は、手動で正規表現を入力できます。
先頭と末尾のスラッシュを入力する必要はありません。
規則として、Prime Infrastructure ではスラッシュ内に正規表現を表示します。

ステップ 5

[テスト（Test）] をクリックします。システムは、アクセス ポイント名に対して作成されたマップ
と、入力された正規表現を表示します。

ステップ 6

[グループ（Group）] のフィールドを使用して、階層型に一致するグループを割り当てます。
たとえば、アクセス ポイントに SJC14-4-AP-BREAK-ROOM という名前を付けたとします。
この例では、キャンパス名が SJC、ビルディング名が 14、フロア名が 4、AP 名が AP-BREAK-ROOM
です。
正規表現 /([A-Z]+)(\d+)-(\d+)-(.*)/ を使用します。
AP 名から、次のグループが抽出されます。
1.

SJC

2.

18

3.

4

4.

AP-BREAK-ROOM

一致するグループは、1 から始めて、左から右へ割り当てられます。
一致するグループを階層要素と一致させるには、各グループ番号のドロップダウン リストを使
用して、適切な階層要素を選択します。
これにより、アクセス ポイント名内の位置は、ほとんどどのような順番でも可能になります。
たとえば、アクセス ポイントに EastLab-Atrium2-3-SanFrancisco という名前が付けられている場合
正規表現 /(.*)-(.*)-(.*)-(.*)/ と次のグループ マッピングを併用する場合：
1.

建物（Building）

2.

デバイス名（Device Name）

3.

フロア（Floor）

4.

キャンパス（Campus）

自動階層作成では、SanFrancisco というキャンパス、EastLab というビルディング、EastLab の 3 と
いうフロアを作成します。
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（注）

デバイス名がない、またはデバイスが影響を与えない 2 つの階層タイプでは、他の目的で一致す
るグループを使用する必要がある場合は、グループを省略できます。
自動階層作成は、アクセス ポイントを配置するマップを計算するためにマップする次のグルー
プが必要です。

キャンパス グループ ビルディング グルー フロア グループは
は一致しているか? プは一致しているか? 一致しているか?

結果の位置

○

○

○

キャンパス > ビルディング > フロア

○

○

×

不一致

○

×

○

キャンパス > フロア（フロアが屋外領域の場合）

○

×

×

不一致

×

○

○

システム キャンパス > ビルディング > フロア

×

○

×

不一致

×

×

○

不一致

×

×

×

不一致

自動階層作成では、フロア名からフロア インデックスを推測しようとします。フロア名が数値の
場合、AHC はフロアを正数のフロア インデックスに割り当てます。フロア名が負の数値または
文字 B で始まる場合（b1、-4、または B2 など）、AHC はフロアを負数のフロア インデックスに割
り当てます。これは、フロアが地下であることを示します。
アクセス ポイントを配置する既存のマップを検索する場合、AHC は、アクセス ポイントの名前
と同じフロア インデックスを持つアクセス ポイントのビルディング内のフロアを考慮します。
たとえば、SF > MarketStreet > Sublevel1 というマップがあり、フロア インデックスが -1 の場合、
そのフロアにはアクセス ポイント SF-MarketStreet-b1-MON1 が割り当てられます。
ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。アクセス ポイントの対象を増やしてテストできます。[デバイ
ス名を追加してテストする対象（Add more device names to test against）] フィールドにアクセス ポ
イントを入力して [追加（Add）] をクリックすると、より多くのアクセス ポイントに対する正規
表現と一致グループのマッピングをテストできます。
次に、[テスト（Test）] をクリックして、テーブル内の各アクセス ポイント名をテストします。各テ
ストの結果がテーブルに表示されます。
必要に応じて、現在の正規表現の正規表現またはグループ マッピングを編集するには、前のス
テップに戻ります。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックしてから、[保存して適用（Save and Apply）] をクリックします。これでシ
ステムに正規表現が適用されます。システムはマップに割り当てられていないすべてのアクセ
ス ポイントを処理します。
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（注）

フロア イメージ、正しい寸法などを含めるようにマップを編集できます。自動階層作成でマップ
を作成する場合は、20 フィート X 20 フィートのデフォルト寸法が使用されます。正しい寸法な
どの属性を指定するには、作成されたマップを編集する必要があります。
自動階層作成を使用して作成されるマップは、不完全なアイコンがマップ リストに表示されま
す。マップの編集が完了すると、[未完了（incomplete）] アイコンが消えます。[ビューの編集（Edit
View）] リンクをクリックして、不完全なマップの列を非表示にできます。

Map Editor の使用
Map Editor を使って、フロア図面情報を定義、描画、および拡張します。また、Map Editor では、ア
クセスポイントに対する RF 予測ヒートマップを計算するときに反映できるように、障害物を作
成できます。その特定の領域にあるクライアントとタグを特定する、Location Appliances のカバ
レッジ領域を追加することもできます。
プランニング モードでは、プランニング ツールが起動されるブラウザ ウィンドウで Map Editor
を開きます。元のブラウザ ウィンドウがフロアのページから移動している場合は、フロアのペー
ジに戻って、Map Editor を起動する必要があります。
•

Map Editor の使用に関するガイドライン

•

アクセス ポイントの配置に関するガイドライン

•

フロア上の包含領域と除外領域に関するガイドライン

•

Map Editor の表示

•

Map Editor のアイコン

•

Map Editor によるカバレッジ領域の描画

•

Map Editor を使用した障害物の描画

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義
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Map Editor の使用に関するガイドライン
Map Editor を使用してビルディングまたはフロア マップを変更する際には、以下の点を考慮し
てください。
•

以前の Floor Plan Editor から .FPE ファイルをインポートするのではなく、Map Editor を使用
して壁やその他の障害物を描画することを推奨します。
– 必要に応じて .FPE ファイルをインポートすることはできます。
そのためには、目的のフロ

ア領域に移動し、[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [フロア
領域の編集（Edit Floor Area）] を選択して、[実行
（Go）] をクリックします。次に、[FPE ファイ
ル
（FPE File）] チェックボックスをオンにして .FPE ファイルを参照し、選択します。
•

Map Editor でフロア図面に追加できる壁の数に制限はありません。ただし、クライアント
ワークステーションの処理能力およびメモリによって、Prime Infrastructure でのリフレッ
シュやレンダリングが制限されることがあります。
– RAM が 1 GB 以下のコンピュータでは、
実用的な制限として、フロアごとの壁数を 400 個

までにすることを推奨します。
•

すべての壁は、Prime Infrastructure が RF カバレッジ ヒートマップを生成する際に使用され
ます。

アクセス ポイントの配置に関するガイドライン
部屋や建物の屋外の近くにデバイスが置かれるように、カバレッジ領域の境界に沿ってアクセ
ス ポイントを設置します。このようなカバレッジ領域の中心に設置されたアクセス ポイントか
らは、場合によっては他の全アクセス ポイントから等距離に見えてしまうデバイスに関しても
有益なデータが得られます。
図 34-3

クラスタに集めたアクセス ポイント

全体のアクセス ポイントの密度を高め、アクセス ポイントをカバレッジ領域の周辺方向へ移動
することにより、位置精度が大幅に向上します。
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図 34-4

密度を高めることによる位置精度の向上

細長いカバレッジ領域では、直線的にアクセス ポイントを配置しないようにします。各アクセス
ポイントでデバイス ロケーションのスナップショットが他と異なるように、それらを交互にず
らします。
図 34-5

直線的な配置を控える

この計画では高い帯域幅のアプリケーションに十分なアクセス ポイント密度が提供されます
が、ある 1 つのデバイスに対する、各アクセス ポイントからの見え方があまり変化しないため、
ロケーションの特定が困難になるという問題があります。
アクセス ポイントをカバレッジ領域の周辺に移動して、それらを交互にずらします。それぞれに
おいてデバイスの見え方が明確に異なる可能性が高くなり、結果としてより位置精度が高まり
ます。
図 34-6

周辺で交互にずらすことによる位置精度の向上
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最も一般的な無線端末は、3 つの重複しないチャネルのみを提供する 802.11b/n しかサポートし
ていません。そのため、電話に対して設計された無線 LAN は、データを伝送するために計画され
たものより密度が低い傾向があります。また、トラフィックが Platinum QoS バケット（通常は音
声トラフィック、および遅延の影響を受けやすい他のトラフィック用に予約されている）に
キューイングされると、Lightweight アクセス ポイントはスキャン機能を延期します。これによ
り、スキャン機能は他のチャネルで最大となり、アクセス ポイントは他の情報と共にデバイスの
位置情報を収集します。ユーザは、monitor-only モードに設定したアクセス ポイントで無線 LAN
展開を補完できます。モニタリング機能のみを実行するアクセス ポイントは、クライアントに
サービスを提供せず、干渉は引き起こしません。電波をスキャンしてデバイス情報を取得するの
みです。
音声ネットワークなどの低密度の無線 LAN の導入では、それらの位置精度が、モニタ アクセス
ポイントの追加および適切な配置によって非常に高まることがわかります。
図 34-7

低密度の無線 LAN の設置

無線ラップトップ、ハンドヘルド、または電話を使用してカバレッジを検証し、3 つ以上のアクセ
ス ポイントがデバイスによって検出されることを確認します。クライアントとアセット タグの
ロケーションを確認するには、Prime Infrastructure によるクライアントのデバイスとタグの報告
が、指定した精度範囲内（10 m、90 %）であることを確認します。
（注）

全方向性アンテナを内蔵した天井マウント型 AP がある場合は、Prime Infrastructure でア
ンテナの方向を必ずしも設定する必要はありません。ただし、同じ AP を壁にマウントす
る場合は、アンテナの方向を 90 度に設定する必要があります。

フロア上の包含領域と除外領域に関するガイドライン
包含領域と除外領域は多角形で表され、最低 3 点で構成される必要があります。
フロア上の包含リージョンを 1 つだけ定義できます。デフォルトでは、各フロアの包含リージョ
ンは、そのリージョンが Prime Infrastructure に追加される際に定義されます。包含リージョンは
水色の実線で示され、通常はリージョンの輪郭を描きます。
フロア上の除外リージョンを複数定義できます。
新たに定義された包含リージョンと除外リージョンは、Mobility Services Engine によってロケー
ションが再計算された後にヒートマップ上に表示されます。
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Map Editor の表示
Map Editor を使用するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップの設計（Site Map Design）] を選択します。

ステップ 2

目的のキャンパスをクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus
Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

キャンパスをクリックし、次にビルディングをクリックします。

ステップ 4

目的のフロア領域をクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus
Name）] > [建物名（Building Name）] > [フロア領域名（Floor Area Name）] ページが表示されます。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。[Map Editor] ページが表示されます。

Map Editor のアイコン
表 34-6

アイ
コン

次世代マップのアイコン

説明
フロアのスケーリング：線の描画を開始するマップ上の任意の場所をクリックします。
ダブルクリックすると線を終了し、表示されるポップアップに新しい行の長さを入力
します。これでフロア寸法を新しい寸法に変更します。
距離の測定：線の描画を開始するマップ上の任意の場所をクリックします。ダブルク
リックすると線が終了します。測定した線の長さはフィート/メートル単位で上部に表
示されます。
障害物のコピー/移動：マップ上にボックスを描画するか、障害物をクリックして、障害
物を選択します。障害物をコピーするには、[コピー（Copy）] をクリックします。これで、
選択された障害物のすぐ上に新しい障害物が作成されます。障害物を移動するには、選
択した障害物を新しい位置にドラッグします。マップ上の任意の個所をクリックする
と、すべての要素が選択解除されます。
削除モード：マップ上にボックスを描画するか、各要素をクリックして、削除する要素を
選択します。複数の要素を選択するには、Shift キーを使用します。要素の選択/選択解除
を切り替えるには、Ctrl キーを 1 回ずつ使用します。マップ上の任意の個所をクリックす
ると、すべての要素が選択解除されます。選択した要素を削除するには、[削除（Delete）]
をクリックします。
変更モード：要素をクリックし、変形させる頂点をクリックするか、要素をドラッグし
て新しい位置まで移動します。マップ上の任意の個所をクリックすると、選択した要素
が選択解除されます。
カバレッジ領域の描画
ロケーション リージョンの描画
レールの描画
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表 34-6

アイ
コン

次世代マップのアイコン（続き）

説明
障害物の描画：描画を開始するマップ上の任意の場所をクリックします。ダブルクリッ
クすると描画を終了します。現在の描画を取り消す場合は Ctrl-z を、やり直す場合は
Ctrl-y を、キャンセルする場合は Esc キーを使用します。
マーカーの配置
ナビゲーション：描画や編集など選択したモードをすべて削除し、ナビゲーション モード
に切り替えます。このモードでは、マップを表示し、ズームまたはパンを実行できます。

Map Editor によるカバレッジ領域の描画
長方形以外のビルディングがある場合や、フロア内に長方形以外の領域をマークする場合は、
Map Editor を使用してカバレッジ領域を描画できます。
ステップ 1

Prime Infrastructure にフロア図面がまだ表示されていない場合は、フロア図面を追加します。

ステップ 2

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 3

編集する屋外領域、
キャンパス、
ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックします。

ステップ 4
ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。
[Map Editor] ページで、ツールバーの [カバレッジ領域の描画（Draw Coverage Area）] アイコンを
クリックします。
ポップアップが表示されます。

ステップ 6

定義する領域の名前を入力します。[OK] をクリックします。
描画ツールが表示されます。

ステップ 7

輪郭を描く領域に描画ツールを移動します。
•

左マウス ボタンをクリックして、線の描画を開始および終了します。

•

領域の輪郭を完全に描いたら、左マウス ボタンをダブルクリックすると、ページ内で領域が
強調表示されます。

マップ上で輪郭を描いた領域を強調表示するには、閉じたオブジェクトである必要があります。
ステップ 8

ツールバーのディスク アイコンをクリックして、新たに描画した領域を保存します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

34-42

OL-32122-01-J

第 34 章

ワイヤレス マップの使用
Map Editor の使用

Map Editor を使用した障害物の描画
表 34-7 では、障害のカラー コーディングについて説明します。
表 34-7

障害のカラー コーディング

障害のタイプ

カラー コーディング

損失（dB）

厚い壁

13

薄い壁

2

重いドア

15

軽いドア

4

パーティション

1

ガラス

1.5

フロア上の包含リージョンの定義
包含領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーの水色のボックスをクリックします。
一度に 1 つの包含領域のみ定義できることを示すメッセージ ボックスが表示されます。新しい
包含リージョンを定義すると、以前に定義されていた包含リージョンは自動的に削除されます。
デフォルトでは、各フロアの包含リージョンは、そのリージョンが Prime Infrastructure に追加さ
れる際に定義されます。包含リージョンは水色の実線で示され、通常はリージョンの輪郭を示し
ます。

ステップ 6

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。包含領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 7

包含領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。

ステップ 8

含める領域の境界に沿ってカーソルを移動させ、クリックして境界線を終了します。再びクリッ
クすると、次の境界線を定義できます。
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ステップ 9

領域の輪郭が描画されるまでステップ 8 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。水色の実線によって包含領域が定義されます。

ステップ 10

[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択するか、ツールバーのディスク アイコ
ンをクリックして、包含リージョンを保存します。

（注）

包含領域を誤って定義した場合は、領域をクリックします。選択された領域の輪郭が水色
の破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア
マップから削除されます。

ステップ 11

[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっていない場合
にはオンにします。これをすべてのフロア マップに適用する場合は、[設定の保存（Save Settings）]
をクリックします。[レイヤの構成（Layers configuration）] ページを閉じます。

ステップ 12

Prime Infrastructure と MSE データベースを再同期するには、[サービス（Services）] > [サービスの
同期（Synchronize Services）] を選択します。
（注）

ステップ 13

2 つの DB がすでに同期されている場合は、変更があるたびに自動的に再同期が実行され
ます。明示的に再同期する必要はありません。

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。

（注）

新たに定義された包含リージョンと除外リージョンは、Mobility Services Engine によって
ロケーションが再計算された後にヒートマップ上に表示されます。

フロア上の除外リージョンの定義
フロア上のロケーション計算の精度をさらに高めるために、計算に含めない領域（除外領域）を
定義できます。たとえば、ビルディング内のアトリウムや階段の吹き抜けなどの領域を除外でき
ます。通常、除外領域は包含領域の境界内に定義されます。
除外領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーの紫色のボックスをクリックします。

ステップ 6

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。除外領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 7

除外領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。
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ステップ 8

除外する領域の境界に沿って描画アイコンを移動させます。1 回クリックして境界線を開始し、
再びクリックして境界線を終了します。

ステップ 9

領域の輪郭が描画されるまでステップ 8 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。定義された除外領域は、領域が完全に定義されると紫色で網掛けされます。除外された領域
は紫色で網掛けされます。

ステップ 10

追加の除外リージョンを定義するには、ステップ 5 ～ ステップ 9 を繰り返します。

ステップ 11

すべての除外領域を定義したら、[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択する
か、ツールバーのディスク アイコンをクリックして、除外リージョンを保存します。
除外領域を削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色の破線
で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア マップから削
除されます。

ステップ 12

完了したら、[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっ
ていない場合にはオンにし、[設定の保存（Save settings）] をクリックし、[レイヤの構成（Layers
configuration）] ページを閉じます。

ステップ 13

Prime Infrastructure とロケーション データベースを再同期するには、[サービス（Services）] > [サー
ビスの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 14

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。

フロア上のレール ラインの定義
フロア上にコンベヤ ベルトを表すレール ラインを定義できます。また、レール領域の周囲にス
ナップ幅とも呼ばれる、ロケーション計算を一層サポートする領域を定義できます。この領域
は、クライアントが表示されると予測される領域を表します。スナップ幅の領域内に配置された
クライアントは、レール ライン上に表示されるか（多数）、スナップ幅領域の外側に表示されます
（少数）。

（注）

レール ラインの設定はタグには適用されません。
スナップ幅領域は、フィートまたはメートル（ユーザ定義）単位で定義され、レールの片側（東お
よび西、または北および南）からモニタされる距離を表します。
レールをフロアに定義するには、以下のステップに従います。

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーのレール アイコン（紫色の除外アイコンの右側）をクリックします。

ステップ 6

表示されたメッセージ ダイアログボックスで、レールのスナップ幅（フィートまたはメートル）
を入力し、[OK] をクリックします。描画アイコンが表示されます。
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ステップ 7

レール ラインの開始ポイントで描画アイコンをクリックします。ラインの描画を停止するとき
やラインの方向を変える際は、再びクリックします。

ステップ 8

フロア マップ上にレール ラインを完全に描画したら、描画アイコンを 2 回クリックします。レー
ル ラインはマップ上に表示され、片側は定義されたスナップ幅リージョンに接します。
レール ラインを削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色の
破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア マップか
ら削除されます。

ステップ 9

フロア マップで、[レイヤ（Layers）] ドロップダウン リストを選択します。

ステップ 10

完了したら、[レール（Rails）] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにし、[設定
の保存（Save Settings）] をクリックして、[レイヤの構成（Layers configuration）] ペインを閉じます。

ステップ 11

Prime Infrastructure と Mobility Services Engine を再同期するには、[サービス（Services）] > [サービ
スの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 12

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。

屋外領域の追加
屋外領域マップをデータベースに追加したことがあるかどうかに関係なく、屋外領域を Prime
Infrastructure データベース内のキャンパス マップに追加することができます。
屋外領域をキャンパス マップに追加するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

屋外領域のマップをデータベースに追加する場合は、マップを .PNG、.JPG、.JPEG、または .GIF 形
式で保存します。ファイル システムの特定の場所にあるマップを参照して、インポートします。

（注）

屋外領域を追加するのにマップは必要ありません。屋外領域をデータベースに追加する
ため、領域の寸法を定義する必要があるだけです。マップは任意のサイズにできます。こ
れは、Prime Infrastructure がワークスペースに適合するようマップを自動的にサイズ変更
するためです。

ステップ 2

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 3

目的のキャンパスをクリックすると、[モニタ（Monitor）] > [サイト マップ（Site Maps）] > [キャン
パス ビュー（Campus View）] ページが表示されます。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[新しい屋外領域（New Outdoor
Area）] を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。[新しい領域の作成（Create New Area）] ページが表示されます。

ステップ 6

[新しい屋外領域（New Outdoor Area）] ページで、次の情報を入力します。
•

[名前（Name）]：新しい屋外領域のユーザ定義の名前。

•

[連絡先（Contact）]：ユーザ定義の連絡先の名前。
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•

[領域タイプ（RF モデル）
（Area Type (RF Model)）]：[個室および壁で囲まれたオフィス（Cubes
And Walled Offices）]、[乾式壁のオフィスのみ（Drywall Office Only）]、[屋外のオープン スペー
ス（Outdoor Open Space）
（デフォルト）
]
。

•

[AP の高さ（フィート）
（AP Height (feet)）]：アクセス ポイントの高さを入力します。

•

[イメージ ファイル（Image File）]：屋外領域マップを含むファイルの名前。[参照（Browse）] を
クリックしてファイルを検索します。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[配置（Place）
] をクリックして、屋外領域をキャンパス マップ上に配置します。Prime Infrastructure
では、キャンパス マップのサイズに合わせてサイズ変更された屋外領域の四角形が作成されます。

ステップ 9

屋外領域の四角形をクリックし、キャンパス マップ上の目的の位置までドラッグします。

ステップ 10

[保存（Save）
] をクリックして、この屋外領域とキャンパス上の位置をデータベースに保存します。
屋外領域には、該当する [マップ（Maps）] ページに移動するためのハイパーリンクが関連付けら
れます。

ステップ 11 （任意）
新しい屋外領域に位置プレゼンス情報を割り当てるには、[ロケーション プレゼンス情報

の編集（Edit Location Presence Info）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
デフォルトでは、[子要素プレゼンス情報の上書き（Override Child Element Presence Info）] チェック
ボックスがオンになっています。屋外領域については、この設定を変更する必要はありません。

チョークポイントを使用したタグの位置報告の精度の
向上
チョークポイントを設置すると、精度の高い RFID タグの位置情報を取得できます。アクティブな
Cisco Compatible Extensions バージョン 1 準拠の RFID タグがチョークポイントの範囲に入ると、
タグはチョークポイントにより誘導されます。その後、このチョークポイントの MAC アドレス
が、誘導されたタグにより送信される次のビーコンに含められます。このタグ ビーコンを検出し
たすべてのアクセス ポイントはその後、情報をコントローラと Location Appliance に転送します。
アクティブな Compatible Extensions 準拠のタグと一緒にチョークポイントを使用すると、タグ
とそのアセットに関する位置情報が即座に提供されます。Cisco Compatible Extension タグが
チョークポイントの範囲外に出ると、後続のビーコン フレームにはチョークポイントの識別情
報が何も含まれません。タグの位置はデフォルトで、タグにアソシエートされているアクセス ポ
イントにより報告される RSSI に基づいた標準の計算方法で決定されます。
•

Prime Infrastructure マップへのチョークポイントの追加

•

チョークポイントの配置

•

Prime Infrastructure への Wi-Fi TDOA レシーバの追加

•

マップへの Wi-Fi TDOA レシーバ追加

•

Wi-Fi TDOA レシーバの配置

•

RF 校正モデルの管理
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Prime Infrastructure へのチョークポイントの追加
チョークポイントは、チョークポイントのベンダーによって推奨されるとおりに設置および設
定されます。チョークポイントのインストールが完了して動作可能になったら、チョークポイン
トをロケーション データベースに入力して、Prime Infrastructure マップ上に表示できます。
Prime Infrastructure データベースにチョークポイントを追加するには、
以下のステップに従います。
ステップ 1

[設定（Configure）] > [チョークポイント（Chokepoints）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [チョークポイントの追加（Add
Chokepoints）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

チョークポイントの MAC アドレスと名前を入力します。

ステップ 5

[Entry/Exit チョークポイント（Entry/Exit Chokepoint）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

チョークポイントのカバレッジ範囲を入力します。
チョークポイントの範囲は視覚的に表示されるのみです。これは製品固有です。実際の範囲は、
該当するチョークポイント ベンダー ソフトウェアを使用して別個に設定する必要があります。

ステップ 7

[OK] をクリックします。
データベースにチョークポイントを追加したら、適切な Prime Infrastructure フロア マップに配置
できます。

Prime Infrastructure マップへのチョークポイントの追加
チョークポイントをマップに追加するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[マップ（Maps）] ページで、チョークポイントのフロアの位置に対応するリンクを選択します。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [チョークポイントの追加（Add
Chokepoints）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
[チョークポイントの追加（Add Chokepoints）] 概要ページには、データベースには存在している
が、まだマップされていない、最近追加されたチョークポイントがすべて一覧表示されます。

ステップ 5

マップ上に配置するチョークポイントの横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
チョークポイント アイコンが左上隅に配置されたマップが表示されます。これで、マップ上に
チョークポイントを配置する準備ができました。

ステップ 7

チョークポイント アイコンを左クリックし、適切な位置までドラッグします。
チョークポイント アイコンを配置するためにクリックすると、左側のダイアログボックスに
チョークポイントの MAC アドレス、名前、およびカバレッジ範囲が表示されます。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
フロア マップに戻ると、マップ上に追加されたチョークポイントが表示されます。
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ステップ 9

（注）

新たに作成されたチョークポイント アイコンは、そのフロアの表示設定に応じて、マッ
プに表示される場合と表示されない場合があります。

（注）

チョークポイントの周囲の輪は、カバレッジ領域を示しています。CCX タグとそのア
セットがカバレッジ領域内を通過すると、位置の詳細がブロードキャストされ、タグは
チョークポイント カバレッジ円上に自動的にマップされます。タグがチョークポイント
の範囲外に出ると、その位置は以前と同様に計算されるので、チョークポイントの輪の上
にはマップされなくなります。

（注）

チョークポイントのマップ アイコンの上にマウス カーソルを移動すると、チョークポイ
ントの MAC アドレス、名前、Entry/Exit チョークポイント、スタティック IP アドレス、お
よび範囲が表示されます。

チョークポイントがマップ上に表示されない場合は、[フロア設定（Floor Settings）] メニューにあ
る [チョークポイント（Chokepoints）] チェックボックスを選択します。
（注）

すべてのマップに対してこの表示条件を保存しない場合には、[設定の保存（Save Settings）]
をクリックしないでください。

ネットワーク設計を Mobility Services Engine またはロケーション サーバに同期して、チョーク
ポイント情報をプッシュする必要があります。

チョークポイントの配置
チョークポイントをマップ上に配置するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

チョークポイント アイコンを左クリックし、適切な位置までドラッグします。
チョークポイント アイコンを配置するためにクリックすると、左側のダイアログボックスに
チョークポイントの MAC アドレス、名前、およびカバレッジ範囲が表示されます。

ステップ 2

アイコンが正しくマップに配置されたら、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 3

新たに作成されたチョークポイント アイコンは、そのフロアの表示設定に応じて、マップに表示
される場合と表示されない場合があります。

（注）

チョークポイントの周囲の輪は、カバレッジ領域を示しています。Cisco Compatible
Extensions タグとそのアセットがカバレッジ領域内を通過すると、位置の詳細がブロー
ドキャストされ、タグはチョークポイント カバレッジ円上に自動的にマップされます。
チョークポイントの範囲は表示されるだけですが、実際に範囲を設定するにはチョーク
ポイントのベンダー ソフトウェアが必要です。タグがチョークポイントの範囲外に出る
と、その位置は以前と同様に計算されるので、チョークポイントの輪の上にはマップされ
なくなります。
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（注）

ステップ 4

チョークポイントがマップ上に見当たらない場合、[レイヤ（Layers）] を選択して、マップ上で表
示できる要素のドロップダウン リストを表示します。[チョークポイント（Chokepoints）] チェッ
クボックスをオンにします。

（注）

（注）

チョークポイントのマップ アイコンの上にマウス カーソルを移動すると、チョークポイ
ントの MAC アドレス、名前、および範囲が表示されます。

すべてのマップに対してこの表示条件を保存しない場合には、[設定の保存（Save Settings）]
をクリックしないでください。

ファイルをインポートまたはエクスポートすることにより、チョークポイントの位置を変更で
きます。

Wi-Fi TDOA レシーバの設定
•

Prime Infrastructure への Wi-Fi TDOA レシーバの追加

•

マップへの Wi-Fi TDOA レシーバ追加

•

Wi-Fi TDOA レシーバの配置

•

RF 校正モデルの管理

•

位置プレゼンス情報の管理

Prime Infrastructure への Wi-Fi TDOA レシーバの追加
Wi-Fi TDOA レシーバを Prime Infrastructure データベースに追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[設定（Configure）] > [WiFi TDOA レシーバ（WiFi TDOA Receivers）] の順に選択します。
[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[WiFi TDOA レシーバの追加
（Add WiFi TDOA Receivers）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

Wi-Fi TDOA レシーバの MAC アドレス、名前、およびスタティック IP アドレスを入力します。
（注）

ステップ 5

Wi-Fi TDOA レシーバは、ベンダー ソフトウェアを使用して個別に設定されます。

[OK] をクリックして、Wi-Fi TDOA レシーバのエントリをデータベースに保存します。
データベースに Wi-Fi TDOA レシーバが追加された後、レシーバを適切な Prime Infrastructure フ
ロア マップに配置します。詳細については、
「Prime Infrastructure への Wi-Fi TDOA レシーバの追
加」セクション（34-50 ページ）を参照してください。
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マップへの Wi-Fi TDOA レシーバ追加
WiFi TDOA レシーバをマップに追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

Wi-Fi TDOA レシーバのフロアの位置に対応するリンクを選択します。

ステップ 3
ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[WiFi TDOA レシーバの追加
（Add WiFi TDOA Receivers）] を選択します。
[移動（Go）] をクリックします。
[WiFi TDOA レシーバの追加（Add WiFi TDOA Receivers）] 概要ページには、データベースには存
在しているが、まだマップされていない、最近追加された Wi-Fi TDOA レシーバがすべて一覧表
示されます。

ステップ 5

マップに追加する Wi-Fi TDOA レシーバの隣のチェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
緑色の Wi-Fi TDOA レシーバ アイコンが左上隅に配置されたマップが表示されます。これで、
マップ上に Wi-Fi TDOA レシーバを配置する準備ができました。

Wi-Fi TDOA レシーバの配置
Wi-Fi TDOA レシーバをマップ上に配置するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

Wi-Fi TDOA レシーバ アイコンを左クリックし、適切な位置までドラッグします。
Wi-Fi TDOA レシーバ アイコンを配置するためにクリックすると、左側のペインに Wi-Fi TDOA
レシーバの MAC アドレスと名前が表示されます。

ステップ 2

アイコンが正しくマップに配置されたら、[保存（Save）] をクリックします。
Wi-Fi TDOA レシーバのマップ アイコンの上にマウス カーソルを移動すると、Wi-Fi TDOA レ
シーバの MAC アドレスが表示されます。

ステップ 3

チョークポイントがマップ上に見当たらない場合、[レイヤ（Layers）] をクリックして、マップ上
で表示できる要素のドロップダウン リストを表示します。[WiFi TDOA レシーバ（WiFi TDOA
Receivers）] チェックボックスを選択します。
（注）

（注）

すべてのマップに対してこの表示条件を保存しない場合には、[設定の保存（Save Settings）
]
を選択しないでください。

ファイルをインポートまたはエクスポートすることにより、Wi-Fi TDOA レシーバの位置を変更
できます。
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関連項目
•

Prime Infrastructure への Wi-Fi TDOA レシーバの追加

•

マップへの Wi-Fi TDOA レシーバ追加

•

Wi-Fi TDOA レシーバの配置

RF 校正モデルの管理
指定した RF モデルがフロアのレイアウトを十分に表していない場合は、フロアに適用する校正
モデルを作成し、そのフロアの減衰特性をより正確に表すことができます。校正モデルは、別々の
フロア領域に適用できる測定済みの RF 信号特性を使用して RF オーバーレイとして使用されま
す。これによって Cisco WLAN Solution インストール チームは複数フロア領域の 1 フロアをレイ
アウトし、RF 校正ツールを使用して新しい校正モデルとしてそのフロアの RF 特性を測定して保
存し、その校正モデルを同一の物理レイアウトを備えるすべての他のフロアに適用できます。
2 つの方法のいずれかを使用して校正のデータを収集できます。
•

ポイント モード データ収集：校正ポイントを選択して、そのカバレッジ領域を一度に 1 つの
ロケーションについて計算します。

•

リニア モード データ収集：一連の直線状のパスを選択して、パスをたどりながら計算しま
す。通常、このアプローチはポイント モード データ収集よりも速く計算できます。また、ポイ
ント モード データ収集を使用すると、直線状のパスで見つからないロケーションに対する
データ収集を増やすことができます。

（注）

校正モデルは、クライアント、不正なクライアント、および不正なアクセス ポイントのみ
に適用できます。タグの校正には、AeroScout システム マネージャを使用します。タグの
校正の詳細については、http://support.aeroscout.com を参照してください。

（注）

802.11a/n 無線と 802.11b/g/n 無線の両方をサポートするクライアント デバイスを使用し
て、両方の周波数帯の校正を迅速に処理することを推奨します。

ラップトップやその他のワイヤレス デバイスを使用して、Prime Infrastructure サーバへのブラウ
ザを開き、校正プロセスを実行します。
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

校正

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除
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現在の校正モデルへのアクセス
現在の校正モデルにアクセスするには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Models）] を選択します。各校正モデルの [モデル名（Model Name）] と [ステータス（Status）] が表
示されます。

ステップ 3

特定の校正モデルにアクセスするには、モデル名をクリックします。

関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除

マップへの校正モデルの適用
現在の校正モデルをマップに適用するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Models）] を選択します。

ステップ 3

該当する校正モデルにアクセスするには、モデル名をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、
[マップに適用（Apply to Maps）]
を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。

関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除
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校正モデルのプロパティの表示
現在の校正モデルを表示または編集するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Models）] を選択します。

ステップ 3

該当する校正モデルにアクセスするには、モデル名をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[プロパティ（Properties）] を選
択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックして、校正モデルの詳細を表示または編集します。詳細については、校正
モデルのプロパティの表示を参照してください。

関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除

校正モデルの詳細の表示
校正モデルの詳細を編集するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Models）] を選択します。

ステップ 3

該当する校正モデルにアクセスするには、モデル名をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[プロパティ（Properties）] を選
択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。
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ステップ 6

ステップ 7

次のパラメータを編集できます。
•

[ロケーションのクライアント電力をスイープ（Sweep Client Power for Location）]：有効にす
るにはクリックします。アクセス ポイントが高密度に存在し、送信電力が低下しているか、
または不明である場合に有効にすると効果的です。クライアントの送信電力におけるスイー
プ範囲の精度は高まりますが、拡張性は低下します。

•

[ヒートマップ ビンサイズ（HeatMap Binsize）]：このドロップダウン リストから、[4]、[8]、
[16]、または [32] を選択します。

•

[ヒートマップ カットオフ（HeatMap Cutoff）]：ヒートマップ カットオフを決定します。特に
アクセス ポイント密度が高く、RF 伝播条件が良好な場合は、低いヒートマップ カットオフ
を設定することを推奨します。高いカットオフ値により、拡張性は高まりますが、クライアン
トの検索が難しくなる可能性があります。

必要な変更が完了した場合やページを終了する場合は、[OK] をクリックします。

関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除

新しい校正モデルの作成
新しい校正モデルを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Models）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[新しいモデルの作成（Create
New Model）] を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 6

モデル名を入力し、[OK] をクリックします。
[未校正（Not Yet Calibrated）] ステータスの他の RF 校正モデルとともに、新しいモデルが表示さ
れます。
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関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除

校正プロセスの開始
校正プロセスを開始するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

モデル名をクリックして、[校正モデル（Calibration Model）] > [モデル名（Model Name）] ページを
開きます。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[データ ポイントの追加（Add
Data Points）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

校正の実行に使用しているデバイスの MAC アドレスを入力します。手動で入力する MAC アド
レスはコロンで区切る必要があります（例：FF:FF:FF:FF:FF:FF）。
（注）

ステップ 5

このプロセスが Cisco Centralized アーキテクチャを介して Prime Infrastructure に接続さ
れたモバイル デバイスから実行されている場合は、MAC アドレス テキスト ボックスに
自動的にデバイスのアドレスが読み込まれます。

校正が実行される適切なキャンパス、ビルディング、フロア、または屋外領域を選択します。

（注）

屋外領域の校正はリリース 1.0.x 以降でサポートされています。このオプションを使用し
て、校正データ ポイントを屋外領域に追加できます。校正と同様の手順を使用して、デー
タ ポイントを屋外領域に追加できます。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

選択したフロア マップおよびアクセス ポイントの位置が表示される際には、校正のためのデー
タ収集を実行した位置がプラス マーク（+）のグリッドで表されます。
これらの位置をガイドラインとして使用して、[校正ポイント（Calibration Point）] ポップアップ
（ポイント収集の場合）または [開始（Start）]/[終了（Finish）] ポップアップ（リニア収集の場合）の
いずれかを適切に配置することにより、データのポイント収集またはリニア収集のいずれかを
実行できます。これらのポップアップは、それぞれのオプションが表示されるとマップ上に表示
されます。
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校正データのポイント収集を実行するには、次の手順を実行します。
a.

[収集方法（Collection Method）] ドロップダウン リストから [ポイント（Point）] を選択し、[デー
タ ポイントを表示（Show Data points）] チェックボックスがまだオンになっていない場合には
オンにします。マップ上に [校正ポイント（Calibration Point）] ポップアップが表示されます。

b.

データ ポイント（+）に [校正ポイント（Calibration Point）] ポップアップの先端を配置し、[実
行（Go）] をクリックします。データ収集の進捗を示すダイアログボックスが表示されます。

（注）

c.

d.

近辺にあるすべてのアクセス ポイントでクライアントが均等に受信されるように、デー
タ収集中の校正クライアント ラップトップを回転させます。

選択したデータ ポイントでデータ収集が完了し、カバレッジ領域がマップ上に表示された
ら、[校正ポイント（Calibration Point）] ポップアップを別のデータ ポイントに移動して [実行
（Go）] をクリックします。
（注）

マップ上に表示されたカバレッジ領域は色分けされ、そのデータを収集するために
使用した特定の無線 LAN 規格に対応します。カラー コーディングに関する情報は、
ページの左側の凡例に示されます。また、校正処理の進捗は、凡例の上の 2 つのステー
タス バーに示されます。1 つは 802.11a/n 用、もう 1 つは 802.11b/g/n 用です。

（注）

誤って選択した位置のデータ ポイントを削除するには、[削除（Delete）] をクリックし
て適切なデータ ポイント上に表示される黒の四角形を移動します。必要に応じて、
Ctrl キーを押しながらマウスを移動し、四角形のサイズを変更します。

関連する周波数帯（802.11a/n、802.11b/g/n）の校正ステータス バーの表示が [完了（done）] に
なるまで、ポイント収集のステップ a. ～ c. を繰り返します。
（注）

校正ステータス バーは、約 50 か所の異なる位置と 150 個の測定結果を収集すると、
校正用のデータ収集の完了を表示します。校正プロセスで保存されたそれぞれの位
置で、複数のデータ ポイントが収集されます。校正処理の進捗は、凡例の上の 2 つの
ステータス バーに示されます。1 つは 802.11b/g/n 用、もう 1 つは 802.11a/n 用です。

校正データのリニア収集を実行するには、次の手順を実行します。
a.

[収集方法（Collection Method）] ドロップダウン リストから [リニア（Linear）] を選択し、[デー
タ ポイントを表示（Show Data points）] チェックボックスがまだオンになっていない場合に
はオンにします。[開始（Start）] ポップアップと [終了（Finish）] ポップアップの両方と共に、
マップ上に線が表示されます。

b.

開始データ ポイントに [開始（Start）] ポップアップの先端を配置します。

c.

終了データ ポイントに [終了（Finish）] ポップアップを配置します。

d.

開始データ ポイントにラップトップを持って立ち、[実行（Go）] をクリックします。定義され
たパスに沿って終了ポイントに向かって一定のペースで歩きます。データ収集が処理中であ
ることを示すダイアログボックスが表示されます。

（注）

データ収集バーが完了を示したとしても、終了ポイントに到達するまでデータ収集を
中止しないでください。
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（注）

e.

f.

Intel 製およびシスコ製のアダプタのみテスト済みです。[Cisco Compatible Extension
オプション（Cisco Compatible Extension Options）] で、[Cisco Compatible Extensions を
有効にする（Enable Cisco Compatible Extensions）] と [無線管理サポートを有効にする
（Enable Radio Management Support）] が有効になっていることを確認します。

終了ポイントに到達したら、スペース バー（またはデータ収集パネル上の [完了（Done）]）を
押します。収集ペインには、収集したサンプル数が表示されます。収集ペインが閉じると、
マップが表示されます。マップには、データが収集されたすべてのカバレッジ領域が表示さ
れます。

（注）

誤って選択した位置のデータ ポイントを削除するには、[削除（Delete）] をクリックし
て適切なデータ ポイント上に表示される黒の四角形を移動します。必要に応じて、
Ctrl キーを押しながらマウスを移動し、四角形のサイズを変更します。

（注）

カバレッジ領域は色分けされ、そのデータを収集するために使用した特定の無線
LAN 規格に対応します。カラー コーディングに関する情報は、ページの左側の凡例
に示されます。

各周波数帯のステータス バーが [完了（done）] になるまで、リニア収集のステップ b ～ e を繰
り返します。

（注）

リニア収集に加えてポイント モード データ収集を実行すると、見つからないカバ
レッジ領域に対応できます。

ステップ 8

ページ上部の校正モデルの名前をクリックすると、そのモデルのメインページに戻り、データ ポ
イントを校正できます。

ステップ 9

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [校正（Calibrate）] を選択し、[実
行（Go）] をクリックします。

ステップ 10

校正が完了したら、[Inspect Location Quality] リンクをクリックします。RSSI 測定値を示すマップ
が表示されます。

ステップ 11

新しく作成された校正モデルを使用するには、それが作成されたフロアにそのモデル適用する
必要があります（また、類似する減衰特性を持つその他のフロアについても同様）。[モニタ
（Monitor）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択して、モデルを適用する特定のフロアを見つけま
す。フロア マップのインターフェイスで、ドロップダウン リストから [フロア領域の編集（Edit
Floor Area）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 12

[フロア タイプ（RF モデル）
（Floor Type (RF Model)）] ドロップダウン リストから、新たに作成し
た校正モデルを選択します。[OK] をクリックして、フロアにモデルを適用します。
このプロセスを、必要なモデルとフロアの数に応じて繰り返します。モデルをフロアに適用する
と、そのフロアで実行される位置判定はすべて、校正モデルから収集した特定の減衰データを使
用して実行されます。
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関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除

校正
収集したデータ ポイントを計算するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

モデル名をクリックして、[校正モデル（Calibration Model）] > [モデル名（Model Name）] ページを
開きます。

ステップ 2

[校正モデル（Calibration Model）] > [モデル名（Model Name）] ページで、[コマンドの選択（Select a
command）] ドロップダウン リストから [校正（Calibrate）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

フロアへのモデルの適用
新たに作成された校正モデルを使用するには、それが作成されたフロアにモデルを適用する必
要があります（類似する減衰特性を持つ他のフロアについても同様）。
フロアにモデルを適用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モデルを適用する特定のフロアを見つけます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[フロア領域の編集（Edit Floor
Area）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

[フロア タイプ（RF モデル）
（Floor Type (RF Model)）] ドロップダウン リストから、新たに作成し
た校正モデルを選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックして、フロアにモデルを適用します。
このプロセスを、必要なモデルとフロアの数に応じて繰り返します。モデルをフロアに適用する
と、そのフロアで実行される位置判定はすべて、校正モデルから収集した特定の減衰データを使
用して実行されます。
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関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

校正モデルの削除

校正モデルの削除
校正モデルを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

モデル名をクリックして、[校正モデル（Calibration Model）] > [モデル名（Model Name）] ページを
開きます。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [モデルの削除（Delete Model）]
を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

位置プレゼンス情報の管理
Mobility Services Engine でロケーション表示を有効にすると、シスコのデフォルト設定（キャン
パス、ビルディング、フロア、XY 座標）以外の拡張 Civic ロケーション情報（市町村、州、郵便番号、
国）および GEO ロケーション情報（経度、緯度）を表示できます。クライアントは、ロケーション
ベースのサービスとアプリケーションで使用するために、オンデマンド ベースでこの情報を要
求できます。
現在のマップの位置プレゼンス情報を表示または編集するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

マップのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [ロケーション プレゼンス
（Location Presence）] を選択します。
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ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
[ロケーション プレゼンス（Location Presence）] ページが表示されます。
現在のマップのロケーション情報（[領域タイプ（Area Type）]、[キャンパス（Campus）]、[建物
（Building）]、および [フロア（Floor）]）を確認するには、[モニタ（Monitor）] > [サイト マップ（Site
Maps）] ページで選択したマップの情報を表示します。別のマップを選択するには、[プレゼンス
情報を更新するためのマップの選択（Select a Map to Update Presence Information）] ドロップダウ
ン リストを使用して、新しいマップ位置を選択します。

ステップ 5

[住所（Civic Address）] タブ、[GPS マーカー（GPS Markers）] タブ、または [詳細（Advanced）] タブを
クリックします。
•

[住所（Civic Address）]：名前、通り、住所番地、住居番地詳細、市（address line2）、州、郵便番号、
そして国によってキャンパス、ビルディング、またはフロアを特定します。

•

[GPS マーカー（GPS Markers）]：経度と緯度でキャンパス、ビルディング、またはフロアを特
定します。

•

[詳細（Advanced）]：近隣、区、国、郵便のコミュニティ名など、Civic の拡張情報でキャンパス、
ビルディング、またはフロアを特定します。
選択した各フィールドには、上記のすべてが含まれています。たとえば、[詳細（Advanced）] を
選択した場合、ユーザからの要求により GPS および Civic 位置情報も提供されます。選択し
た設定は、Mobility Services Engine レベルでの設定と一致する必要があります。
クライアントが、キャンパスに対して [GPS マーカー（GPS Markers）] フィールドで設定され
ていないビルディング、フロア、または屋外領域などのロケーション情報を要求した場合、エ
ラー メッセージが表示されます。

デフォルトでは、[子要素プレゼンス情報の上書き（Override Child Element Presence Info）] チェッ
クボックスがオンになっています。

マップの検索
[マップの検索（Search Maps）] ページでは次のパラメータを使用できます。
•

検索対象（Search for）

•

マップ名（Map Name）

•

検索場所（Search in）

•

検索の保存（Save Search）

•

ページあたりの項目数（Items per page）

[移動（Go）] をクリックすると、マップ検索結果ページが表示されます（「表 34-8」を参照）。
表 34-8

フィールド

マップの検索結果

オプション

[名前（Name）] [名前（Name）] 列の項目をクリックすると、各フロアの個々のフロア領域マップ
とともに既存のビルディングのマップが表示されます。
[タイプ
（Type）]

キャンパス、ビルディングまたはフロア領域。
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表 34-8

マップの検索結果

フィールド
[AP 総数
（Total APs）]
[a/n 無線（a/n
Radios）]
[b/g/n 無線
（b/g/n
Radios）]

オプション
検出された Cisco Radio の合計数が表示されます。
802.11a/n Cisco Radio の数が表示されます。
802.11b/g/n Cisco Radio の数が表示されます。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

Map Editor の使用

•

プランニング モードの使用

Map Editor の使用
Prime Infrastructure の Map Editor を使って、フロア図面情報を定義、描画、および拡張することが
できます。
•

Map Editor の表示

•

フロア上のレール ラインの定義

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義

Map Editor の表示
Map Editor を使用するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択して、[マップ（Maps）] ページを表示します。

ステップ 2

目的のキャンパスをクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus
Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

キャンパスをクリックし、次にビルディングをクリックします。

ステップ 4

目的のフロア領域をクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus
Name）] > [建物名（Building Name）] > [フロア領域名（Floor Area Name）] ページが表示されます。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。[Map Editor] ページが表示されます。
（注）

外壁より外部の空白部分がすべてなくなるように、フロア図面のイメージが適切に縮尺
されていることを確認してください。フロアの寸法が正確かどうかを確かめるには、ツー
ルバーのコンパス ツールをクリックします。
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ステップ 6

基準長を配置します。実行すると、指定した線の長さの [スケール（Scale）] メニューが表示されま
す。基準長の寸法（幅と高さ）を入力して、[OK] をクリックします。

ステップ 7

[アンテナ モード（Antenna Mode）] ドロップダウン リストから、伝播パターンを決定します。

ステップ 8

アンテナ方向バーを目的の度の方向へスライドさせて、アンテナ調整をします。

ステップ 9

目的のアクセス ポイントを選択します。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

フロア上のレール ラインの定義

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義

Map Editor を使用した多角形領域の描画
長方形以外のビルディングがある場合や、フロア内に長方形以外の領域をマークする場合は、
Map Editor を使用して多角形領域を描画できます。
ステップ 1

フロア図面が Prime Infrastructure にまだ表示されていない場合は、フロア図面を追加します（「建
物へのフロア領域の追加」を参照）。

ステップ 2

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 3

編集する屋外領域、
キャンパス、
ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックします。

ステップ 4
ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。
[Map Editor] ページで、ツールバーの [境界の追加（Add Perimeter）] アイコンをクリックします。
ポップアップが表示されます。

ステップ 6

定義する領域の名前を入力します。[OK] をクリックします。
描画ツールが表示されます。

ステップ 7

輪郭を描く領域に描画ツールを移動します。
•

左マウス ボタンをクリックして、線の描画を開始および終了します。

•

領域の輪郭を完全に描いたら、左マウス ボタンをダブルクリックすると、ページ内で領域が
強調表示されます。

マップ上で輪郭を描いた領域を強調表示するには、閉じたオブジェクトである必要があります。
ステップ 8

ツールバーのディスク アイコンをクリックして、新たに描画した領域を保存します。
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ステップ 9

[コマンド（Command）] > [終了（Exit）] を選択して、ウィンドウを閉じます。元のフロア図面に戻
ります。

（注）

ステップ 10

（注）

Map Editor を終了して元のフロア図面ビューに戻ると、新たに描画した領域は表示され
ません。ただし、要素を追加する際に、[プランニング モデル（Planning Model）] ページに
は表示されます。

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プランニング モード（Planning
Mode）] を選択して、新たに定義した多角形領域に要素を追加し始めます。障害物のカラー コー
ディングについては、
「表 34-7」を参照してください。
アクセス ポイントの RF 予測ヒートマップは、実際の RF 信号強度を近似したものです。この
ヒートマップでは Map Editor を使用して描画された障害物の減衰が考慮されていますが、石壁
や金属の物体など、ビルディングのさまざまな素材の減衰は考慮されておらず、RF 信号が障害
物に跳ね返る影響も表示されません。13 dB の損失を与える厚い壁（オレンジに色分けされてい
る）では、ヒートマップの壁を超える RF 信号を十分に封じ込められない場合があります。

関連項目
•

Map Editor の表示

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義

フロア上の包含リージョンの定義
包含領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーの水色のボックスをクリックします。
一度に 1 つの包含領域のみ定義できることを示すメッセージ ボックスが表示されます。新しい
包含リージョンを定義すると、以前に定義されていた包含リージョンは自動的に削除されます。
デフォルトでは、各フロアの包含リージョンは、そのリージョンが Prime Infrastructure に追加さ
れる際に定義されます。包含リージョンは水色の実線で示され、通常はリージョンの輪郭を示し
ます。

ステップ 6

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。包含領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 7

包含領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。

ステップ 8

含める領域の境界に沿ってカーソルを移動させ、クリックして境界線を終了します。再びクリッ
クすると、次の境界線を定義できます。
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ステップ 9

領域の輪郭が描画されるまでステップ 8 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。水色の実線によって包含領域が定義されます。

ステップ 10

[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択するか、ツールバーのディスク アイコ
ンをクリックして、包含リージョンを保存します。

（注）

ステップ 11

包含領域を誤って定義した場合は、領域をクリックします。選択された領域の輪郭が水色
の破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア
マップから削除されます。

フロア マップに戻ってヒートマップ上で包含リージョンを有効にするには、[コマンド
（Command）] メニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 12

[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっていない場合
にはオンにします。これをすべてのフロア マップに適用する場合は、[設定の保存（Save Settings）]
をクリックします。[レイヤの構成（Layers configuration）] ページを閉じます。

ステップ 13

Prime Infrastructure と MSE データベースを再同期するには、[サービス（Services）] > [サービスの
同期（Synchronize Services）] を選択します。
（注）

ステップ 14

2 つの DB がすでに同期されている場合は、変更があるたびに自動的に再同期が実行され
ます。明示的に再同期する必要はありません。

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。
新たに定義された包含リージョンと除外リージョンは、Mobility Services Engine によってロケー
ションが再計算された後にヒートマップ上に表示されます。

関連項目
•

Map Editor の表示

•

フロア上のレール ラインの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義

フロア上の除外リージョンの定義
フロア上のロケーション計算の精度をさらに高めるために、計算に含めない領域（除外領域）を
定義できます。たとえば、ビルディング内のアトリウムや階段の吹き抜けなどの領域を除外でき
ます。通常、除外領域は包含領域の境界内に定義されます。
除外領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択します。
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ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーの紫色のボックスをクリックします。

ステップ 6

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。除外領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 7

除外領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。

ステップ 8

除外する領域の境界に沿って描画アイコンを移動させます。1 回クリックして境界線を開始し、
再びクリックして境界線を終了します。

ステップ 9

領域の輪郭が描画されるまでステップ 8 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。定義された除外領域は、領域が完全に定義されると紫色で網掛けされます。除外された領域
は紫色で網掛けされます。

ステップ 10

追加の除外リージョンを定義するには、ステップ 5 ～ ステップ 9 を繰り返します。

ステップ 11

すべての除外領域を定義したら、[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択する
か、ツールバーのディスク アイコンをクリックして、除外リージョンを保存します。

（注）

ステップ 12

除外領域を削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色
の破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア
マップから削除されます。

フロア マップに戻ってヒートマップ上で除外リージョンを有効にするには、[コマンド
（Command）] メニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 13

完了したら、[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっ
ていない場合にはオンにし、[設定の保存（Save settings）] をクリックし、[レイヤの構成（Layers
configuration）] ページを閉じます。

ステップ 14

Prime Infrastructure とロケーション データベースを再同期するには、[サービス（Services）] > [サー
ビスの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 15

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。

関連項目
•

Map Editor の表示

•

フロア上のレール ラインの定義

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義
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フロア上のレール ラインの定義
フロア上にコンベヤ ベルトを表すレール ラインを定義できます。また、レール領域の周囲にス
ナップ幅とも呼ばれる、ロケーション計算を一層サポートする領域を定義できます。この領域
は、クライアントが表示されると予測される領域を表します。スナップ幅の領域内に配置された
クライアントは、レール ライン上に表示されるか（多数）、スナップ幅領域の外側に表示されます
（少数）。

（注）

レール ラインの設定はタグには適用されません。
スナップ幅領域は、フィートまたはメートル（ユーザ定義）単位で定義され、レールの片側（東お
よび西、または北および南）からモニタされる距離を表します。
レールをフロアに定義するには、以下のステップに従います。

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーのレール アイコン（紫色の除外アイコンの右側）をクリックします。

ステップ 6

表示されたメッセージ ダイアログボックスで、レールのスナップ幅（フィートまたはメートル）
を入力し、[OK] をクリックします。描画アイコンが表示されます。

ステップ 7

レール ラインの開始ポイントで描画アイコンをクリックします。ラインの描画を停止するとき
やラインの方向を変える際は、再びクリックします。

ステップ 8

フロア マップ上にレール ラインを完全に描画したら、描画アイコンを 2 回クリックします。レー
ル ラインはマップ上に表示され、片側は定義されたスナップ幅リージョンに接します。

（注）

レール ラインを削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭
が紫色の破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域が
フロア マップから削除されます。

ステップ 9

フロア マップに戻ってヒートマップ上でレールを有効にするには、[コマンド（Command）] メ
ニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 10

フロア マップで、[レイヤ（Layers）] ドロップダウン リストを選択します。

ステップ 11

完了したら、[レール（Rails）] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにし、
[設定
の保存（Save Settings）] をクリックして、[レイヤの構成（Layers configuration）] パネルを閉じます。

ステップ 12

Prime Infrastructure と Mobility Services Engine を再同期するには、[サービス（Services）] > [サービ
スの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 13

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。
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関連項目
•

Map Editor の表示

•

フロア上のレール ラインの定義

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

位置の準備状態と品質の調査
Prime Infrastructure を設定することで、既存のアクセス ポイント展開の能力を確認し、少なくと
も 90 % の確率で、10 m 以内にあるクライアント、不正クライアント、不正アクセス ポイント、ま
たはタグの真の位置を推定できます。位置の準備状態の計算は、アクセス ポイントの数と配置に
基づいています。
また、位置の品質と指定の位置の能力を確認し、実際の調査と校正の際に収集されたデータ ポイ
ントに基づいて、位置の仕様（10 m、90 %）を満たすこともできます。

位置の準備状態の調査
Inspect Location Readiness 機能は距離ベースの予測ツールであり、アクセス ポイントを配置した
場合に発生する問題領域を指摘できます。
Inspect Location Readiness ツールを表示するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域名をクリックして、マップを表示します。

（注）

RSSI が表示されない場合は、左側のサイドバー メニューの [AP ヒートマップ（AP
Heatmaps）] チェックボックスをオンにして、AP ヒートマップを有効にできます。

（注）

クライアント、タグ、およびアクセス ポイントが表示されない場合は、左側のサイドバー
メニューでそれぞれのチェックボックスがオンになっていることを確認します。また、ク
ライアントとタグをそれぞれ追跡するには、クライアントとタグの両方のライセンスを
購入済みである必要もあります。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Inspect Location Readiness] を
選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
10 m、90 % の位置仕様を満たす領域（[はい（Yes）] で示される）と満たさない領域（[いいえ（No）]
で示される）を示す、色分けされたマップが表示されます。
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校正データによる位置品質の調査
領域を実際に調査する際に生成されたデータ ポイントに基づく校正モデルが完了すると、アク
セス ポイントの位置品質を調査できます。
校正に基づき位置品質を調査するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Model）] を選択します。[実行（Go）] をクリックします。
校正モデルの一覧が表示されます。

ステップ 3

適切な校正モデルをクリックします。
最後の校正の日付、校正に使用される信号タイプ別（802.11a、802.11 b/g）のデータ ポイントの数、
位置、およびカバレッジを含む校正の詳細が表示されます。

ステップ 4

同じページの [校正フロア（Calibration Floors）] 見出しの下にある [Inspect Location Quality] リン
クをクリックします。
位置エラーの割合を示す、色分けされたマップが表示されます。

（注）

選択されている距離を変更して、位置エラーへの影響を確認できます。

関連項目
•

プランニング モードの使用

•

プランニング モードへのアクセス

•

プランニング モードを使用したアクセス ポイント要件の計算

VoWLAN の準備状態の調査
VoWLAN Readiness（音声の準備状態）ツールを使用すると、RF カバレッジを確認して、音声の
ニーズを十分に満たしているかどうかを判断できます。このツールは、アクセス ポイントをイン
ストールした後の RSSI レベルを確認します。
VoWLAN Readiness ツール（VRT）を表示するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域名をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Inspect VoWLAN Readiness]
を選択します。

ステップ 4

ドロップダウン リストから、[帯域（Band）]、[AP 送信電力（AP Transmit Power）]、および [クライア
ント（Client）] パラメータのうち、該当するものを選択します。
（注）

デフォルトでは、リージョン マップには Cisco Phone ベースの RSSI しきい値に対する
b/g/n 帯域が表示されます。新しい設定は保存できません。
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ステップ 5

選択したクライアントによっては、次の RSSI 値が編集不可になる場合があります。
•

[Cisco Phone]：RSSI 値を編集できません。

•

[カスタム（Custom）]：RSSI 値を次の範囲で編集できます。
– 下限しきい値：-95 dBm ～ -45 dBm
– 上限しきい値：-90 dBm ～ -40 dBm

ステップ 6

当該領域で音声の準備ができている状態であるかどうかは、次の色で表示されます。
•

緑色：準備できている

•

黄色：しきい値周辺

•

赤色：準備できていない

（注）

緑色/黄色/赤色のリージョンの精度は、RF 環境およびフロアが校正されているかどうか
によって異なります。フロアが校正されている場合、リージョンの精度は高まります。

音声 RF カバレッジ問題のトラブルシューティング
•

校正データまたは未校正データが存在するフロアは、次のように処理されます。
– [AP 送信
（AP Transmit）] フィールドを [最大（Max）] に設定します（最大ダウンリンク電

力設定）。マップに黄色か赤色のリージョンがまだ表示される場合は、フロアをカバーす
るのにアクセス ポイントを増やす必要があります。
– 校正されたモデルが赤色または黄色のリージョン
（音声が導入される予定のリージョ

ン）を示し、[AP 送信（AP Transmit）] フィールドが [現行（Current）] に設定されている場合
は、アクセス ポイントの電力レベルを増やすことが効果的である場合があります。

マップを使用したメッシュ ネットワークのモニタリング
Prime Infrastructure のメッシュ ネットワーク マップから、次の要素の詳細にアクセスして表示す
ることができます。
•

メッシュ リンクの統計情報

•

メッシュ アクセス ポイント

•

メッシュ アクセス ポイント ネイバー

ここでは、これらの各アイテムに関する情報へのアクセスおよび表示方法の詳細について説明
します。
•

マップを使用したメッシュ リンクの統計情報のモニタリング

•

マップを使用したメッシュ アクセス ポイントのモニタリング

•

マップを使用したメッシュ アクセス ポイント ネイバーのモニタリング

•

マップを使用したメッシュ ネットワーク階層の表示

•

メッシュ フィルタを使用したマップとメッシュ リンクのマップ表示の変更
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マップを使用したメッシュ リンクの統計情報のモニタリング
[モニタ（Monitor）
] > [サイト マップ（Site Maps）
] ページで、特定のメッシュ ネットワーク リンクの
SNR と、そのリンク上で送受信されたパケットの数を表示して、リンク テストを開始できます。
2 つのメッシュ アクセス ポイント間またはメッシュ アクセス ポイントとルート アクセス ポイ
ント間の特定のメッシュ リンクに関する詳細を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタする屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックし
ます。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューで、[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] の右側の矢印をクリックしま
す。[メッシュ フィルタ（Mesh Filter）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

各メッシュ アクセス ポイントの子の横の色付きドットの上にカーソルを移動して、これとその
親間のリンクの詳細を表示します。表 34-9 に、表示されるパラメータをまとめています。
また、ドットの色は、次のように、SNR 強度のクイック リファレンス ポイントを示します。
•

緑のドットは、SNR が高いことを表します（25 dB 以上）。

•

黄のドットは、SNR が許容範囲内にあることを表します（20～25 dB）。

•

赤のドットは、SNR が低いことを表します（20 dB 以下）。

•

黒のドットは、ルート アクセス ポイントを示します。

ブリッジ リンク情報が表示されます。
表 34-9

ステップ 5

ブリッジ リンク情報

フィールド

説明

[情報取得日時（Information fetched on）]

情報を集めた日時

[リンク SNR（Link SNR）]

リンクの信号対雑音比（SNR）

[リンク タイプ（Link Type）]

階層化されたリンク関係

[SNR Up]

アップリンクの信号対雑音比（dB）

[SNR Down]

ダウンリンクの信号対雑音比（dB）

[PER]

リンクのパケット エラー率

[Tx 親パケット（Tx Parent Packets）]

親として動作する際のノードに対する TX パ
ケット

[Rx 親パケット（Rx Parent Packets）]

親として動作する際のノードに対する RX パ
ケット

[最終ハロー実行日時（Time of Last Hello）]

最後のハローの日時

[リンク テスト（Link Test）]、[子から親（Child to Parent）] または [リンク テスト（Link Test）]、[親か
ら子（Parent to Child）] のいずれかをクリックします。リンク テストが完了すると、結果のページ
が表示されます。

（注）

リンク テストは 30 秒間稼働します。
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（注）
ステップ 6

リンク テストを両方のリンク（子から親と親から子）に同時に実行できません。

SNR 統計をある期間にわたってグラフィカルに表示するには、リンク上の矢印をクリックしま
す。複数の SNR グラフを含むページが表示されます。
表示されるリンクのグラフは、次のとおりです。
•

[SNR Up]：アクセス ポイントの視点からのネイバーの RSSI 値を描画します。

•

[SNR Down]：ネイバーがアクセス ポイントにレポートする RSSI 値を描画します。

•

[リンク SNR（Link SNR）]：SNR Up 値に基づいて重み付けおよびフィルタ処理された測定値
を描画します。

•

[調整済みリンク メトリック（The Adjusted Link Metric）]：ルート アクセス ポイントへの最小
コストのパスを決定するために使用される値を描画します。この値は、屋上アクセス ポイン
トに到達することの容易さを表し、ホップ カウントを計上します。この値が低くなるほど、パ
スは使用されなくなります。

•

[未調整リンク メトリック（The Unadjusted Link Metric）]：ホップの数によって未調整のルー
ト アクセス ポイントに到達する最小コストのパスを描画します。未調整のリンクの値が高
くなるほど、パスは効果的になります。

マップを使用したメッシュ アクセス ポイントのモニタリング
メッシュ ネットワーク マップから、次のメッシュ アクセス ポイントの概要を表示することがで
きます。
•

親（Parent）

•

子の数（Number of children）

•

ホップ数（Hop count）

•

役割（Role）

•

グループ名（Group name）

•

バックホール インターフェイス（Backhaul interface）

•

データ レート（Data Rate）

•

チャネル（Channel）

（注）

この情報は、すべてのアクセス ポイントに表示される情報（MAC アドレス、アクセス ポ
イント モデル、コントローラ IP アドレス、位置、アクセス ポイントの高さ、アクセス ポイ
ントの稼働時間、および LWAPP の稼働時間）に追加して表示されます。

詳細な設定を確認して、マップからアラームとイベント情報にアクセスすることもできます。
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メッシュ アクセス ポイントの設定情報の概要と詳細をメッシュ ネットワーク マップから表示
するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタするアクセス ポイントの屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアの位置に対応
するマップ名をクリックします。

ステップ 3

アクセス ポイントの設定情報の概要を表示するには、マウス カーソルをモニタするアクセス ポ
イント上に移動します。選択したアクセス ポイントの設定情報が記載されたダイアログボック
スが表示されます。

ステップ 4

アクセス ポイントの設定情報の詳細を表示するには、マップに表示されているアクセス ポイン
トをダブルクリックします。アクセス ポイントの設定の詳細が表示されます。

（注）

ステップ 5

アクセス ポイント ダイアログボックスの [メッシュ ネイバーの表示（View Mesh
Neighbors）] リンクの詳細については、
「マップを使用したメッシュ アクセス ポイント ネ
イバーのモニタリング」を参照してください。アクセス ポイントに IP アドレスがある場
合には、メッシュ アクセス ポイント ダイアログボックスの下部に [ping テストの実行
（Run Ping Test）] リンクも表示されます。

[アクセスポイントの詳細情報（Access Point Details）] 設定ページで、次の手順に従って、メッシュ
アクセス ポイントの設定の詳細を表示します。
a.

[一般（General）] タブをクリックし、AP 名、MAC アドレス、AP の稼働時間、アソシエートされ
ているコントローラ（登録済みおよびプライマリ）の動作ステータス、ソフトウェア バー
ジョンなど、メッシュ アクセス ポイントの全般的な設定を表示します。

（注）

メッシュ アクセス ポイントのソフトウェア バージョンには、m の文字と mesh とい
う単語をカッコで囲んだものが付加されます。

b.

[インターフェイス（Interface）] タブをクリックし、メッシュ アクセス ポイントでサポートさ
れるインターフェイスの設定詳細を表示します。インターフェイスのオプションは無線と
イーサネットです。

c.

[メッシュ リンク（Mesh Links）] タブをクリックし、メッシュ アクセス ポイントの親および
ネイバーの詳細（名前、MAC アドレス、パケット エラー率、およびリンク詳細）を表示しま
す。このページからリンク テストを開始することもできます。

d.

[メッシュ統計情報（Mesh Statistics）] タブをクリックし、メッシュ アクセス ポイントのブ
リッジ、キュー、およびセキュリティの統計に関する詳細を表示します。
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マップを使用したメッシュ アクセス ポイント ネイバーのモニタリ
ング
メッシュ アクセス ポイントのネイバーの詳細をメッシュ ネットワーク マップから表示するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタする屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックし
ます。

ステップ 3

メッシュ アクセス ポイントのメッシュ リンクに関する詳細を表示するには、アクセス ポイント
ラベルの矢印部分をクリックします。[アクセス ポイント（Access Points）] ページが表示されます。

ステップ 4

[メッシュ リンク（Mesh Links）] タブをクリックします。

（注）

アクセス ポイント設定概要ダイアログボックスの [メッシュ（Mesh）] タブにある [メッシュ ネイ
バーの表示（View Mesh Neighbors）] リンクをクリックして、選択したアクセス ポイントのネイ
バーのメッシュ リンク詳細を表示することもできます。このダイアログボックスはマップ上の
アクセス ポイントの上にマウス カーソルを移動すると表示されます。

（注）

信号対雑音比（SNR）が [メッシュ ネイバーの表示（View Mesh Neighbors）] ダイアログボックスに
表示されます。

（注）

表示されるダイアログボックスには現在および過去のネイバーの一覧に加えて、選択したアク
セス ポイント、ネイバー アクセス ポイント、および子アクセス ポイントを特定するためのラベ
ルが、メッシュ アクセス ポイント マップのアイコンに追加されます。選択したアクセス ポイン
トの [クリア（clear）] リンクをクリックして、マップから関係を示すラベルを削除します。

（注）

メッシュ ネイバー ページの上部にあるドロップダウン リストには、表示されるマップの解像度
（100 %）および表示される情報の更新間隔（5 分おき）が示されます。これらのデフォルト値は変
更することができます。

メッシュ ネットワーク階層の表示
移動が容易な画面で、メッシュ ネットワーク内のメッシュ アクセス ポイントの親子関係を表示
できます。興味のあるアクセス ポイントを選択するだけで、マップ ビューに表示されるアクセ
ス ポイントをフィルタリングすることもできます。
選択したネットワークのメッシュ ネットワーク階層を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

表示するマップ名をクリックします。
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ステップ 3

左側のサイドバー メニューにある [AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] チェックボックスがまだ
オンになっていない場合にはオンにします。

（注）

[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] チェックボックスは、メッシュ アクセス ポイントが
マップ上に存在する場合にのみ選択できます。メッシュ階層を表示するには、このチェッ
クボックスをオンにする必要があります。

ステップ 4

[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] の右側の青い矢印をクリックして、[メッシュ親子階層ビュー
（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] を表示します。

ステップ 5

メッシュ アクセス ポイントの横に表示されたプラス（+）の記号をクリックして、その子を表示
します。
マイナス記号（-）が親メッシュ アクセス ポイントのエントリの横に表示されている場合には、す
べての下位メッシュ アクセス ポイントが表示されます。たとえば、アクセス ポイントの
indoor-mesh-45-rap2 には indoor-mesh-44-map2 という子が 1 つだけ存在します。

ステップ 6

各メッシュ アクセス ポイントの子の横の色付きドットの上にマウス カーソルを移動して、子と
親の間のリンク詳細を表示します。表 34-10 に、表示されるパラメータをまとめています。
また、ドットの色は、SNR 強度のクイック リファレンス ポイントを示します。
•

緑のドットは、SNR が高いことを表します（25 dB 以上）。

•

黄のドットは、SNR が許容範囲内にあることを表します（20～25 dB）。

•

赤のドットは、SNR が低いことを表します（20 dB 以下）。

•

黒のドットは、ルート アクセス ポイントを示します。

表 34-10

ブリッジ リンク情報

フィールド

説明

[情報取得日時（Information fetched on）]

情報を集めた日時

[リンク SNR（Link SNR）]

リンクの信号対雑音比（SNR）

[リンク タイプ（Link Type）]

階層化されたリンク関係

[SNR Up]

アップリンクの信号対雑音比（dB）

[SNR Down]

ダウンリンクの信号対雑音比（dB）

[PER]

リンクのパケット エラー率

[Tx 親パケット（Tx Parent Packets）]

親として動作する際のノードに対する TX パ
ケット

[Rx 親パケット（Rx Parent Packets）]

親として動作する際のノードに対する RX パ
ケット

[最終ハロー実行日時（Time of Last Hello）]

最後のハローの日時
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メッシュ フィルタを使用したマップとメッシュ リンクのマップ表示
の変更
メッシュ階層ページでは、ホップ値およびメッシュ リンクに表示されるラベルに基づいて、マッ
プに表示するメッシュ アクセス ポイントを決定するように、メッシュ フィルタを定義すること
もできます。
メッシュ アクセス ポイントとそのルート アクセス ポイント間のホップ カウントによって、
メッシュ アクセス ポイントがフィルタ処理されます。
メッシュ フィルタリングを使用する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

メッシュ リンクのラベルおよび色の表示を変更する手順は、次のとおりです。
a. [メッシュ親子階層ビュー
（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] で、[リンク ラベル（Link

Label）] ドロップダウン リストからオプションを選択します。オプションは、[なし
（None）]、[リンク SNR（Link SNR）]、および [パケット エラー率（Packet Error Rate）] です。
b. [メッシュ親子階層ビュー
（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] で、[リンクの色（Link

Color）] ドロップダウン リストからオプションを選択し、マップのメッシュ リンクの色
を決定するパラメータ（[リンク SNR（Link SNR）] または [パケット エラー率（Packet
Error Rate）]）を定義します。
（注）

リンクの色は、SNR 強度またはパケット エラー率のクイック リファレンス ポイントを
示します。表 34-16 では、さまざまなリンクの色を定義しています。

表 34-11

SNR およびパケット エラー率のリンクの色の定義

リンク
の色

リンク SNR

パケット エラー率（PER）

グリーン

SNR が 25 dB を超えている（高い値）こ PER が 1 % 以下であることを表します。
とを表します。

オレンジ

SNR が 20 ～ 25 dB（許容値）であるこ
とを表します。

赤

SNR が 20 dB を下回っている（低い値） PER が 10 % より大きいことを表します。
ことを表します。

（注）

PER が 1 % より大きく 10 % 未満である
ことを表します。

リンクのラベルおよび色の設定は、ただちにマップ上に反映されます。SNR と PER の両
方の値を同時に表示することができます。
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ステップ 2

メッシュ アクセス ポイントとその親との間のホップ カウントに基づいて、表示するメッシュ ア
クセス ポイントを変更する手順は、次のとおりです。
a. [メッシュ親子階層ビュー
（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] で、[クイック選択

（Quick Selections）] ドロップダウン リストから適切なオプションを選択します。表 34-17
は、オプションの説明を示しています。
表 34-12

[クイック選択（Quick Selections）] のオプション

フィールド

説明

[ルート AP のみを選択（Select only Root APs）] マップ ビューにルート アクセス ポイントのみ
を表示したい場合は、この設定を選択します。
[1 番目のホップまで選択（Select up to 1st hops）] マップ ビューに 1 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[2 番目のホップまで選択（Select up to 2nd hops）
] マップ ビューに 2 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[3 番目のホップまで選択（Select up to 3rd hops）] マップ ビューに 3 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[4 番目のホップまで選択（Select up to 4th hops）] マップ ビューに 4 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[すべて選択（Select All）]

マップ ビューにすべてのアクセス ポイント
を表示したい場合は、この設定を選択します。

b. [マップ ビューの更新
（Update Map View）] をクリックして画面をリフレッシュし、選択

したオプションでマップ ビューを表示します。

（注）

マップ ビューの情報は Prime Infrastructure データベースから取得され、15 分ごとに
更新されます。

（注）

メッシュ階層ビューで、アクセス ポイントのチェックボックスをオンまたはオフに
し、表示するメッシュ アクセス ポイントを変更することもできます。子アクセス ポ
イントを表示するには、ルート アクセス ポイントへの親アクセス ポイントを選択す
る必要があります。

（注）

[モニタ（Monitor）] > [サイト マップ（Site Maps）] ページで MAC アドレスをクライア
ント ロゴとともに表示するには、次の手順を実行します。
a) [マップ ツリー ビュー（Maps Tree View）] に移動します。
b) [クライアント（Clients）] の隣の [>] をクリックします。
c) [小さなアイコン（Small Icons）] チェックボックスをオフにします。
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マップを使用したタグのモニタリング
Prime Infrastructure マップでは、タグ付きのアセットの信号を生成したアクセス ポイントの名
前、その信号の強度、およびアセットのロケーション情報が最後に更新された日時を確認できま
す。この情報は、マップ上のアセット タグ アイコンの上にマウス カーソルを移動するだけで表
示されます。
マップ上でタグの位置ステータスを有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[キャンパス（Campus）] > [建物（Building）] > [フロア（Floor）] を選択し、該当する Mobility Services
Engine とタグを選択します。

ステップ 3

[フロア設定（Floor Settings）] ペイン（左側）の [802.11 タグ（802.11 Tags）] チェックボックスがま
だオンになっていない場合にはオンにします。

（注）

すべてのマップに対して [フロア設定（Floor Settings）] に加えた変更を保存しない場合に
は、[設定の保存（Save Settings）] をクリックしないでください。

ステップ 4

タグ アイコン（黄色のタグ）の上にマウス カーソルを移動すると、そのタグの設定概要がダイア
ログボックスに表示されます。

ステップ 5

新しいウィンドウでタグの詳細を表示するには、タグ アイコンをクリックします。

プランニング モードの使用
データ トラフィック、音声トラフィック、および位置がそれぞれアクティブかどうかに基づい
て、アクセス ポイントの推奨される数および位置を計算できます。

（注）

プランニング モードでは、各プロトコル（802.11a または 802.11 b/g）に指定されるスループット
に基づいて、ネットワーク内で最適カバレッジを提供するために必要な合計アクセス ポイント
数が計算されます。

プランニング モードへのアクセス
プランニング モード機能にアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[名前（Name）] リストから目的のキャンパスまたはビルディングを選択します。

ステップ 3

[建物（Building）] で目的のフロア領域をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プランニング モード（Planning
Mode）] を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

34-78

OL-32122-01-J

第 34 章

ワイヤレス マップの使用
プランニング モードの使用

（注）

プランニング モードでは、必要なアクセス ポイント数の計算に AP タイプおよびアンテナ パ
ターン情報を使用しません。計算はアクセス ポイントのカバレッジ領域または各アクセス ポイ
ントのユーザ数に基づいています。
プランニング モードのオプション：
•

[AP の追加（Add APs）]：マップへのアクセス ポイントの追加を可能にします。詳細について
は、プランニング モードを使用したアクセス ポイント要件の計算を参照してください。

•

[AP の削除（Delete APs）]：選択したアクセス ポイントを削除します。

•

[Map Editor]：[Map Editor] ウィンドウを開きます。詳細については、Map Editor の使用を参照
してください。

•

[導入と同期（Synchronize with Deployment）]：プランニング モードのアクセス ポイントを現
在の導入シナリオと同期します。

•

[提案の生成（Generate Proposal）]：現在のアクセス ポイント導入のプランニング概要を表示
します。

•

[AP アソシエーション計画ツール（Planned AP Association Tool）]：Excel または CSV ファイルか
ら AP アソシエーションの追加、削除、またはインポートを実行できます。アクセス ポイントを
定義したら、[AP アソシエーション計画ツール（Planned AP Association Tool）] を使用して、その
アクセス ポイントをベース無線の MAC アドレスにアソシエートできます。AP が検出されな
い場合はスタンバイ バケットに送られ、AP が検出された際にアソシエートされます。

（注）

AP アソシエーションには、AP はフロアまたは屋外領域に属さないという制限がありま
す。AP がすでにフロアまたは屋外領域に割り当てられている場合は、スタンバイ バケッ
トが AP を保持し、フロアまたは屋外領域から AP が削除された際に、指定されたフロア
に配置されます。1 つの MAC アドレスを複数のフロアまたは屋外領域のバケットに入力
することはできません。

（注）

マップの同期は、AP がベース無線の MAC アドレスにアソシエートされている場合のみ
動作し、イーサネット MAC アドレスにアソシエートされている場合は動作しません。

関連項目
•

プランニング モードの使用

•

プランニング モードを使用したアクセス ポイント要件の計算
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プランニング モードを使用したアクセス ポイント要件の計算
Prime Infrastructure プランニング モードを使用すると、マップ上に架空のアクセス ポイントを配
置してカバレッジ領域を表示できるので、領域をカバーするのに必要なアクセス ポイント数を
計算できます。プランニング モードでは、各プロトコル（802.11a/n または 802.11b/g/n）に指定さ
れるスループットに基づいて、ネットワーク内で最適カバレッジを提供するために必要な合計
アクセス ポイント数が計算されます。次の条件に基づいて、アクセス ポイントの推奨される数
および位置を計算できます。
•

ネットワーク上でアクティブなトラフィックのタイプ：データ トラフィック、音声トラ
フィック、または両方

•

位置精度の要件

•

アクティブなユーザの数

•

1 平方フィートごとのユーザ数

特定の配置におけるアクセス ポイントの推奨される数および配置を計算する手順は、次のとお
りです。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。
[サイト マップ（Site Map）] ページが表示されます。

ステップ 2

表示されるリストから、該当する位置のリンクを選択します。
インストールされているすべての要素（アクセス ポイント、クライアント、タグ）の配置および相
対的な信号強度を示した、色分けされたマップが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リスト（右上）から [プランニング モード
（Planning Mode）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。空白のフロア マップが表示されます。

ステップ 4

[AP の追加（Add APs）] をクリックします。

ステップ 5

表示されるページで、破線の四角形を、推奨されるアクセス ポイントを計算するマップ位置にド
ラッグします。

（注）

四角形の端を選択し、Ctrl キーを押したままにして、四角形のサイズまたは配置を調整し
ます。必要に応じてマウスを動かし、目的の位置の輪郭を描きます。次世代マップ モード
を使用する場合、四角形の辺と頂点にあるハンドルをドラッグすると、サイズを変更でき
ます。

ステップ 6

[AP の追加（Add APs）] ドロップダウン リストから [自動（Automatic）] を選択します。

ステップ 7

[AP タイプ（AP Type）] と、そのアクセス ポイントに対して適切なアンテナおよびプロトコルを
選択します。

ステップ 8

アクセス ポイントのターゲット スループットを選択します。

ステップ 9

フロアで使用されるサービスの隣のチェックボックスをオンにします。
オプションには、
[データ/カ
バレッジ
（Data/Coverage）
（デフォルト）
]
、[音声
（Voice）]、[ロケーション（Location）]、および [モニタ
モード AP があるロケーション（Location with Monitor Mode APs）] があります。
（表 34-18 を参照）
。
（注）

少なくとも 1 つのサービスを選択しないと、エラーが発生します。
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（注）

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにした場合、[需要
（Demand）] と [AP ごとにカバレッジを上書き（Override Coverage per AP）] の 2 つのアクセ
ス ポイント プランニング オプションが追加で表示されます。また、[データ/カバレッジ
（Data/Coverage）] および [音声（Voice）] セーフティ マージン オプションに対しては、[セー
フティ マージン（Safety Margin）] フィールドが表示されます。

表 34-13

サービス オプションの定義

サービス オプション
[データ/カバレッジ
（Data/Coverage）]

説明
データ トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、この
チェックボックスをオンにします。次の定義は、帯域および
データ レートに応じて使用されます。
帯域

パス損失モデル データ レート
（dBm）
（Mb/s）

面積（平方
フィート）

802.11a

-3.3

10 ～ 12

6000

802.11a

-3.3

15 ～ 18

4500

802.11a

-3.5

10 ～ 12

5000

802.11a

-3.5

15 ～ 18

3250

802.11bg

-3.3

5

6500

802.11bg

-3.3

6

4500

802.11bg

-3.5

5

5500

802.11bg

-3.5

6

3500

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオン
にした場合、データの信号強度のしきい値について、希望する
セーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安全
（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]）を選択できます。

[音声（Voice）]

•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小（-3 dBm）

•

[安全（Safe）] = 中（0 dBm）

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大（+3 dBm）

音声トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、[音声
（Voice）] チェックボックスをオンにします。
[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオン
にした場合、音声の信号強度のしきい値について、希望する
セーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安全
（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、または [7920 対応
（7920-enabled）]）を選択できます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小 [-78 dBm (802.11a/b/g)]

•

[安全（Safe）] = 中 [-75 dBm (802.11a/b/g)]

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大 [-72 dBm (802.11a/b/g)]

•

[7920 対応（7920_enabled）] = [-72 dBm (802.11a); -67 dBm
(802.11b/g)]
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表 34-13

サービス オプションの定義（続き）

サービス オプション

説明

[参照先（Location）]

このチェックボックスをオンにすると、推奨されるアクセス
ポイントの計算において、少なくとも 90 % の確率で、10 m 以
内にある要素の真の位置が提供されるようになります。
条件を満たすために、各アクセス ポイントを、他のアクセス ポ
イントから 70 フィート以内に配置します。アクセス ポイント
の周囲を六角形に区切り、その六角形を互い違いに組み合わせ
た形式の配置にします。
（注）

表 34-14

各サービス オプションには、そのオプションの上に示さ
れているすべてのサービスが含まれます。たとえば、[ロ
ケーション（Location）] チェックボックスをオンにした
場合、
計算では、必要なアクセス ポイントの最適数を決
定する際に、データ/カバレッジ、音声、および位置が考慮
されます。

アドバンスド サービスの定義

サービス オプション

説明
データ トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、この
チェックボックスをオンにします。次の定義は、帯域および
データ レートに応じて使用されます。

[データ/カバレッジ
（Data/Coverage）]

帯域

パス損失モデル データ レート
（dBm）
（Mb/s）

面積（平方
フィート）

802.11a

-3.3

10 ～ 12

6000

802.11a

-3.3

15 ～ 18

4500

802.11a

-3.5

10 ～ 12

5000

802.11a

-3.5

15 ～ 18

3250

802.11bg

-3.3

5

6500

802.11bg

-3.3

6

4500

802.11bg

-3.5

5

5500

802.11bg

-3.5

6

3500

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオン
にした場合、データの信号強度のしきい値について、希望する
セーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安全
（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]）を選択できます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小（-3 dBm）

•

[安全（Safe）] = 中（0 dBm）

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大（+3 dBm）
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表 34-14

アドバンスド サービスの定義（続き）

サービス オプション
[音声（Voice）]

説明
音声トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、[音声
（Voice）] チェックボックスをオンにします。
[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオン
にした場合、音声の信号強度のしきい値について、希望する
セーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安全
（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、または [7920 対応
（7920-enabled）]）を選択できます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小 [-78 dBm (802.11a/b/g)]

•

[安全（Safe）] = 中 [-75 dBm (802.11a/b/g)]

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大 [-72 dBm (802.11a/b/g)]

[7920 対応（7920_enabled）] = [-72 dBm (802.11a); -67 dBm
(802.11b/g)]
[参照先（Location）]

このチェックボックスをオンにすると、推奨されるアクセス
ポイントの計算において、少なくとも 90 % の確率で、10 m 以
内にある要素の真の位置が提供されるようになります。
条件を満たすために、各アクセス ポイントを、他のアクセス ポ
イントから 70 フィート以内に配置します。アクセス ポイント
の周囲を六角形に区切り、その六角形を互い違いに組み合わせ
た形式の配置にします。
（注）

[需要（Demand）]

各サービス オプションには、そのオプションの上に示さ
れているすべてのサービスが含まれます。たとえば、[ロ
ケーション（Location）] チェックボックスをオンにした
場合、計算では、必要なアクセス ポイントの最適数を決
定する際に、データ/カバレッジ、音声、
および位置が考慮
されます。

アクセス ポイント計算の基準として、合計ユーザ数またはア
クセス ポイントごとのユーザ比率を使用する場合は、この
チェックボックスをオンにします。

[AP ごとのカバレージの アクセス ポイントのカバレッジの基準として、平方フィート
上書き（Override
のカバレッジを指定する場合は、このチェックボックスをオン
Coverage per AP）]
にします。
[セーフティ マージン
（Safety Margin）]

アクセス ポイントの計算において、データおよび音声サービ
スの相対的な信号強度の要件を制限するには、このチェック
ボックスをオンにします。オプションは [アグレッシブ
（Aggressive）]、[安全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、
および [7920 対応（7920-enabled）
]
（音声のみ）
です。計算におい
て最小限の信号強度要件を必要とするには [アグレッシブ
（Aggressive）] を選択し、最大限の信号強度を要求するには [非
常に安全（Very Safe）] を選択します。
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ステップ 10

[計算（Calculate）] をクリックします。
選択したサービスの推奨アクセス ポイントの数が表示されます。

（注）

（注）

推奨される計算では、[詳細オプション（Advanced Options）] の [セーフティ マージン
（Safety Margin）] で下方に調整されていない限り、常に強力な信号が必要であると見なさ
れます。場合によっては、必要なアクセス ポイントが推奨される数より少ないこともあ
ります。

プランニング モードの計算では、壁は使用または考慮されません。

ステップ 11

[適用（Apply）] をクリックして、選択されたサービスおよびパラメータに基づいて、選択された
領域において推奨されるアクセス ポイントの配置案を示すマップを生成します。

ステップ 12

[提案の生成（Generate Proposal）] を選択して、指定された入力に基づいて推奨されるアクセス ポ
イントの数および配置のレポートを、テキストおよびグラフィックで表示します。

ワイヤレス マップのリフレッシュ オプション
Prime Infrastructure にはワイヤレス マップ用のさまざまなリフレッシュ オプションがあります。
•

[ロード（Load）]：Prime Infrastructure データベースからのマップ データをオンデマンドでリ
フレッシュします。

•

[自動更新（Auto Refresh）]：データベースからのマップ データのリフレッシュ頻度を設定す
る間隔ドロップダウン リストが表示されます。

•

[ネットワークから更新（Refresh from network）]：Prime Infrastructure データベースからポーリ
ングされるデータではなく、SNMP フェッチを介してコントローラから直接マップ ステー
タスと統計情報をリフレッシュできます。
フロア計画にモニタ モード アクセス ポイントがある場合、IDS ヒートマップ タイプまたは
カバレッジ ヒートマップ タイプのいずれかを選択できます。カバレッジ ヒートマップで
は、モニタ モード アクセス ポイントが除外され、IDS ヒートマップでは含められます。

•

[ブラウザのリフレッシュ（Refresh browser）]：ページ全体がリフレッシュされます。マップ ペー
ジ上でクリックすると、マップとそのステータスおよび統計情報がリフレッシュされます。

RF ヒートマップの計算について
無線周波ヒート マップは、RF 信号の強度をグラフィカルに表示したものです。WLAN は非常に
動的で非決定性を備えているため、管理者は特定の瞬間のカバレッジを確実に把握することは
困難です。この課題への対処をサポートするため、Prime Infrastructure には、フロアの Wi-Fi カバ
レッジに関する視覚的な指示を含むフロア図面マップが用意されています。これらのマップは、
海洋学や地理科学でさまざまなレベルの温度を示す際に使用される色付きマップと似ているこ
とから、ヒートマップと呼ばれます。色はさまざまなレベルの信号強度を示すために使用されま
す。
「ヒートマップ」のさまざまな色合いは、異なる信号強度を反映しています。
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この色による視覚化によって、カバレッジの現在の状態、信号強度、WLAN のすき間や「穴」を簡
単に確認できます。動き回ってカバレッジの状態を測定する必要はありません。これにより、組
織に対するサポートおよび特定の問題のトラブルシューティングにかかる時間と手間が大幅に
軽減されます。
RF ヒートマップの計算は内部グリッドに基づいています。グリッド内の障害物の正確な場所に
応じて、障害物から数フィートまたは数メートルの範囲において、RF ヒートマップが障害物に
よる減衰を考慮できるかどうかが異なります。アクセス ポイントの RF 予測ヒートマップは、実
際の RF 信号強度を近似したものです。このヒートマップでは Map Editor を使用して描画された
障害物の減衰が考慮されていますが、石壁や金属の物体など、ビルディングのさまざまな素材の
減衰は考慮されておらず、RF 信号が障害物に跳ね返る影響も表示されません。13 dB の損失を与
える厚い壁（オレンジに色分けされている）では、ヒートマップの壁を超える RF 信号を十分に封
じ込められない場合があります。
詳細には、交差する障害物に部分的に影響を受けているグリッドの正方形が障害物の減衰を反
映できるかどうかは、アクセス ポイント、障害物、およびグリッドの配置によって異なります。
たとえば、グリッドの正方形に交差する壁があるとします。グリッドの正方形の中心点は AP か
ら見ると壁の背後にあります。このため、グリッドの正方形では、実際には壁の前にある左上隅
も含めて（残念ながら）、全体に減衰を示す色が設定されます。
グリッドの正方形の中心点は壁に対して AP と同じ側にあります。このため、グリッドの正方形
では、実際には AP から見て壁の背後にある右下隅も含めて（残念ながら）、全体に減衰を示す色
は設定されません。

ダイナミック ヒートマップの計算
RF ヒートマップの計算は、静的または動的に実行できます。デフォルトでは、動的に実行されま
す。ダイナミック ヒートマップ機能の主な目的は、障害物による RF ヒートマップの再計算を行
うことです。Prime Infrastructure サーバは、現在の全 AP の RSSI 強度のリストを保持します。
Prime Infrastructure は隣接 AP の RSSI 強度を使用して、すべての AP の RF ヒートマップを変更
します。
スタティック ヒートマップ計算を設定するには、マップ プロパティ ページでダイナミック ヒー
トマップ オプションを無効にする必要があります。

ワイヤレス マップでの多角形領域の描画
長方形以外のビルディングがある場合や、フロア内に長方形以外の領域をマークする場合は、
Map Editor を使用して多角形領域を描画できます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

編集する屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアをクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[Map Editor] ページで、[境界の追加（Add Perimeter）] アイコンをクリックします。

ステップ 5

定義する領域の名前を入力し、[OK] をクリックします。
描画ツールが表示されます。
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ステップ 6

輪郭を描く領域に描画ツールを移動します。
•

左マウス ボタンをクリックして、線の描画を開始および終了します。

•

領域の輪郭を完全に描いたら、左マウス ボタンをダブルクリックすると、ページ内で領域が
強調表示されます。

マップ上で輪郭を描いた領域を強調表示するには、閉じたオブジェクトである必要があります。
ステップ 7

ディスク アイコンをクリックして、新たに描画した領域を保存します。

ステップ 8

[コマンド（Command）] > [終了（Exit）] を選択して、ウィンドウを閉じます。元のフロア図面に戻
ります。

（注）

ステップ 9

Map Editor を終了して元のフロア図面ビューに戻ると、新たに描画した領域は表示され
ません。ただし、要素を追加する際に、[プランニング モデル（Planning Model）] ページに
は表示されます。

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プランニング モード（Planning
Mode）] を選択して、新たに定義した多角形領域に要素を追加し始めます。

ワイヤレス マップのフロア ビュー
[フロア ビュー（Floor View）] メイン ナビゲーション ペインでは、複数のマップ機能にアクセス
でき、さらに以下の機能が含まれています。
•

[ズームイン/ズームアウト（Zoom In/Zoom Out）]：プラス記号（+）の付いた虫眼鏡アイコンを
クリックすると、マップ ビューが拡大します。マイナス記号（-）の付いた虫眼鏡アイコンをク
リックすると、マップ ビューのサイズが縮小します。

•

[マップ サイズ（Map Size）]：関連項目の「次世代マップによるパンおよびズーム」を参照して
ください。

•

[グリッドを表示（Show Grid）]：クリックすると、マップ上の距離をフィート単位で表示する
グリッドが表示されたり、非表示になったりします。

•

[RSSI 凡例（RSSI Legend）]：マウス カーソルを RSSI 凡例アイコンの上に移動すると、RSSI の
配色（赤色/-35 dBm から紺青色/-90 dBm までの範囲）が表示されます。

•

[アクセス ポイントの追加（Add Access Points）]：クリックすると、[アクセス ポイントの追加
（Add Access Points）] ページが開きます。詳細については、関連項目の「フロア領域へのアク
セス ポイントの追加」を参照してください。

•

[アクセス ポイントの削除（Remove Access Points）]：クリックすると、[アクセス ポイントの
削除（Remove Access Points）] ページが開きます。削除するアクセス ポイントを選択し、[OK]
をクリックします。

•

[アクセス ポイントの配置（Position Access Points）]：クリックすると、[アクセス ポイントの
配置（Position Access Points）] ページが開きます。

•

•

[チョークポイントの追加（Add Chokepoints）]：クリックすると、[チョークポイントの追加
（Add Chokepoints）] ページが開きます。詳細については、
『Cisco Context-Aware Services
Configuration Guide』を参照してください。
[WiFi TDOA レシーバの追加（Add WiFi TDOA Receivers）]：クリックすると、[WiFi TDOA レ
シーバの追加（Add Wi-Fi TDOA Receivers）] ページが開きます。詳細については、
『Cisco
Context-Aware Services Configuration Guide』を参照してください。
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•

[自動更新（Auto Refresh）]：ドロップダウン リストから、システム更新間隔を選択します。

•

[ネットワークから更新（Refresh from Network）]：クリックすると、現在のデータの即時リフ
レッシュが開始されます。

•

[計画モード（Planning Mode）]：クリックすると、[計画モード（Planning Mode）] ウィンドウが
開きます。詳細については、関連項目の「プランニング モードの使用」を参照してください。

•

[Map Editor]：クリックすると、[Map Editor] ウィンドウが開きます。

•

[全画面表示（Full Screen）]：クリックすると、マップのサイズが全画面に拡大します。このと
きに、[全画面表示を終了（Exit Full Screen）] をクリックすると標準のビューに戻ります。

関連項目
•

次世代マップによるパンおよびズーム

•

フロア領域へのアクセス ポイントの追加

•

プランニング モードの使用

エンドポイントとサイトの関連付け
エンドポイントとサイトの関連付けルールを使用すると、特定サブネットのデバイスすべてを
サイトまたは場所に関連付けることができます。また、必要に応じて、サブネットのデバイスの
モニタリング データ ソースを指定できます。これにより、組織のサイトにネットワークの論理
構造を関連付けることができるので、Prime Infrastructure のマルチセグメント分析機能によるト
ラブルシューティングが有効になります。
同じサブネットに複数のルールを指定すると、複数のモニタリング データ ソースの指定などを
行うことができます。
エンドポイントをサイトに関連付けるには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [エ
ンドポイントアソシエーション（Endpoint Association）] の順に選択します。

ステップ 2

[行の追加（Add Row）] をクリックし、エンドポイントとサイトの関連付けルールを追加します。

ステップ 3

次のフィールドに必要なパラメータを入力します。

ステップ 4

•

[ロケーション グループ（Location Group）] ドロップダウン リストから、このサブネットに関
連付ける既存のキャンパスを選択します。このフィールドを使用して、フィルタや検索結果
を表示できます。

•

[サブネット（Subnet）] フィールドで、このサイトに関連付けるサブネットワークのルーティ
ング プレフィックス（および、必要に応じてデータ ソース）を入力します。入力する際は、ク
ラスレス ドメイン間ルーティング表記を使用する必要があります。

•

[データ ソース（Data Source）] ドロップダウン リストから、指定サブネットワークのデバイ
ス間のトラフィックをモニタするエッジ ルータまたは NAM を選択します。

[保存（Save）] をクリックします。
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Prime Infrastructure での Google Earth マップの表示
コンピュータに Google Earth をインストールし、サーバからデータを受信した際に自動的に起動
するように設定しておく必要があります。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [Google Earth] を選択します。[Google Earth マップ（Google Earth Maps）] ページ
が開き、すべてのフォルダと、各フォルダに含まれるアクセス ポイントの数が表示されます。

ステップ 2

表示するマップの [起動（Launch）] をクリックします。Google Earth が起動して新しいページが開
き、ロケーションとそのアクセス ポイントが表示されます。

関連項目
•

Google Earth マップの詳細の表示

•

地理座標による屋外位置の作成

•

必要な地理座標

•

地理座標付き KML ファイルの作成

•

地理座標付き CSV ファイルの作成

•

Prime Infrastructure への地理座標のインポート

•

[アクセス ポイント（Access Point）] ページヘの [Google Earth ロケーション（Google Earth
Location）] 起動ポイントの追加

•

アクセス ポイントの Google Earth 設定項目の設定

Google Earth マップの詳細の表示
Google Earth Map フォルダの詳細を表示する手順は、以下のとおりです。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [Google Earth] を選択します。

ステップ 2

フォルダ名をクリックしてフォルダの詳細ページを開きます。[Google Earth 詳細情報（Google
Earth Details）] ウィンドウでは、アクセス ポイント名と、MAC アドレスまたは IP アドレスを確認
できます。

ステップ 3

アクセス ポイントを削除するには、該当するチェックボックスをオンにして [削除（Delete）] を
クリックします。

ステップ 4

フォルダを削除するには、フォルダ名の横にあるチェックボックスをオンにして [削除（Delete）]
をクリックします。フォルダを削除すると、そのフォルダ内のすべてのサブフォルダとアクセス
ポイントが削除されます。

ステップ 5

[キャンセル（Cancel）] をクリックして、詳細ページを閉じます。
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地理座標による屋外位置の作成
アクセス ポイントを屋外位置に基づいてグループ化するには、各アクセス ポイントの緯度/経度
座標を使用します。最初に、Prime Infrastructure にインポートできる必要なアクセス ポイントの
地理座標を作成する必要があります。次のファイル タイプのいずれかを作成して座標を設定で
きます。
•

KML（Google Keyhole Markup Language）ファイル

•

CSV ファイル（各値がカンマで区切られたスプレッドシート形式のファイル）

関連項目
•

必要な地理座標

•

地理座標付き KML ファイルの作成

•

地理座標付き CSV ファイルの作成

•

Prime Infrastructure への地理座標のインポート

必要な地理座標
各アクセス ポイントに対して次の地理情報を設定する必要があります。Google Earth で地理座標
を作成して Prime Infrastructure にインポートできます。標準マップに AP を関連付けることなく、
その AP を Google Earth マップに追加すると、Google Earth で AP を表示した際にヒートマップ
が表示されません。
•

longitude（東または西）
：グリニッジ子午線を基準とする角距離（度数）。子午線より西側の値
の範囲は -180 ～ 0 度。子午線より東側の値の範囲は 0 ～ 180 度。デフォルトは 0 です。
度、分、秒、方位による座標表記。
– 度
（-180 ～ 180）
– 分
（0 ～ 59）
– 秒
（00.00 ～ 59.99）
– 方位：東
（E）または西（W）

10 進法表記（「度分秒」表記から変換）
– 経度の範囲は -179.59.59.99 W ～ 179.59.59.99 E
•

[緯度（Latitude）
（北緯または南緯）
]
：赤道を基準とする角距離（度数）。赤道より南側の値の範
囲は -90 ～ 0 度。赤道より北側の値の範囲は 0 ～ 90 度。デフォルトは 0 です。
度、分、秒、方位による座標表記。
– 度
（-90 ～ 90）
– 分
（0 ～ 59）
– 秒
（00.00 ～ 59.99）
– 方位：北
（N）または南（S）

10 進法表記（「度分秒」表記から変換）
– 緯度の範囲は -89.59.59.99 S ～ 89.59.59.99 N
•

[標高（Altitude）]：地表からアクセス ポイントまでの高さまたは距離（メートル単位）。指定し
ない場合は、デフォルト値の 0 が適用されます。値の範囲は 0 ～ 99999 です。
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•

[傾斜（Tilt）]：0 ～ 90 度（負の値は指定できません）。傾斜値が 0 度の場合は、アクセス ポイン
トを真上から眺めることができます。傾斜値が 90 度の場合は、水平線に沿った眺めになりま
す。値の範囲は 0 ～ 90 です。デフォルトの方位角は 0 です。

•

[高度（Range）]：[経度（Longitude）] と [緯度（Latitude）] で指定した地点から、アクセス ポイン
トを眺める視点までの距離をメートルで指定します（海面からのカメラ高度）。値の範囲は
0 ～ 999999 です。

•

[機首方位（Heading）]：コンパス方位を度数で指定します。デフォルトは 0（北）です。値の範囲
は 0 ～ ±180 度です。

•

[標高モード（Altitude Mode）]：[LookAt] 位置で指定した <altitude> の解釈方法を指定します。
– [地面の高さ
（Clamped to ground）]：<altitude> の指定を無視し、地表面に視点を配置しま

す。これがデフォルトです。
– [地形に相対
（Relative to ground）]：<altitude> を地表面からの高度値（メートル単位）と見

なします。
– [海抜
（Absolute）]：<altitude> を海面からの高度値（メートル単位）と見なします。
•

[地面に延長（Extend to ground）]：アクセス ポイントをマストにアタッチするかどうかを指定
します。

地理座標付き KML ファイルの作成
Google Earth で地理座標を作成して Prime Infrastructure にインポートできます。フォルダまたは
個別の目印を作成できます。フォルダを作成する方法の利点は、すべての目印を 1 つのフォルダ
にまとめ、そのフォルダ自体を KML（XML）ファイルとして保存できることです。KML は、
Google Earth で地理データを表示するために使用されるファイル形式です。目印を作成する場合
は、それらを個別に保存する必要があります。
KML ファイルを使用すると、任意の深さでフォルダを階層的に作成できます。たとえば、国、都
市、州、郵便番号別に構成されたフォルダと目印を作成できます。CSV ファイルでは、階層は 1 レ
ベルのみです。
ステップ 1

Google Earth を起動します。

ステップ 2

左側のサイドバー メニューの [プレイス（Places）] ページで、[マイ プレイス（My Places）] または
[一時プレイス（Temporary Places）] を選択します。

ステップ 3

[一時プレイス（Temporary Places）] を右クリックして、ドロップダウン リストから [追加（Add）] >
[フォルダ（Folder）] を選択します。

ステップ 4

必要な情報を入力します。
[ビュー（View）] で座標（緯度、経度、範囲、方位、傾斜）を指定した場合、それらの情報は、Google
Earth の最初の読み込み時に正しい場所へ「飛行」または移動するために使用されます。座標を指
定しない場合、緯度と経度情報は、指定されたグループまたはフォルダ内の全アクセス ポイント
の最小緯度、最小経度、最大緯度、および最大経度に基づいて取得されます。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
フォルダの作成後、そのフォルダを [プレイス（Places）] ページで選択して目印を作成できます。
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関連項目
•

KML ファイルの目印の作成

•

必要な地理座標

KML ファイルの目印の作成
目印を作成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

Google Earth を起動します。

ステップ 2

左側のサイドバーの [プレイス（Places）] ページで、[マイ プレイス（My Places）] または [一時プレ
イス（Temporary Places）] を選択します。

ステップ 3

前に作成したフォルダを選択します。

ステップ 4

作成したフォルダを右クリックして、ドロップダウン リストから [追加
（Add）] > [目印（Placemark）
]
を選択します。

ステップ 5

必要なフィールドに入力します。Google Earth の詳細については、Google Earth のオンライン ヘ
ルプを参照してください。
目印名には、該当するアクセス ポイントの名前、MAC アドレス（Ethernet MAC 以外の無線
MAC）、または IP アドレスを含める必要があります。

ステップ 6

[現在のビューのスナップショット（Snapshot current view）] をクリックします。または、[リセット
（Reset）] をクリックして元の座標設定に戻します。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

追加するすべての目印について、上記の手順を繰り返します。

ステップ 9

すべての目印を作成したら、そのフォルダを .kmz ファイル（KML Zip ファイル）または .kml ファ
イルとして保存します。.kmz ファイルと .kml ファイルの両方を Prime Infrastructure にインポー
トできます。

関連項目

必要な地理座標

地理座標付き CSV ファイルの作成
必要なアクセス ポイントの地理座標を含む CSV ファイルを作成して、Prime Infrastructure にイ
ンポートできます。
ステップ 1

テキスト エディタを使用して、カンマで区切った必要なフィールドを含む新しいファイルを作
成します（表 34-15 を参照）。
表 34-15

地理座標付き CSV ファイルのサンプル フィールド

“FolderName”

“Value Optional”

最長：32

“FolderState”

“Value Optional”

設定可能な値：true/false

“FolderLongitude”

“Value Optional”

範囲：0 ～ ±180
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表 34-15

ステップ 2

地理座標付き CSV ファイルのサンプル フィールド（続き）

“FolderName”

“Value Optional”

最長：32

“FolderLatitude”

“Value Optional”

範囲：0 ～ ±90

“FolderAltitude”

“Value Optional”

範囲：0 ～ 99999

“FolderRange”

“Value Optional”

範囲：0 ～ 99999

“FolderTilt”

“Value Optional”

範囲：0 ～ 90

“FolderHeading”

“Value Optional”

範囲：0 ～ ±180

“FolderGeoAddress”

“Value Optional”

最長：128

“FolderGeoCity”

“Value Optional”

最長：64

“FolderGeoState”

“Value Optional”

最長：40

“FolderGeoZip”

“Value Optional”

最長：12

“FolderGeoCountry”

“Value Optional”

最長：64

"AP_Name"

“Value Required”

最長：32

“AP_Longitude”

“Value Required”

範囲：0 ～ ±180

“AP_Latitude”

“Value Required”

範囲：0 ～ ±90

ファイル拡張子「.csv」を付けてファイルを保存します。

関連項目

必要な地理座標

Prime Infrastructure への地理座標のインポート
アクセス ポイントを屋外位置に基づいてグループ化するには、各アクセス ポイントの緯度/経度
座標を使用します。最初に、Prime Infrastructure にインポートできる必要なアクセス ポイントの
地理座標を作成する必要があります。アクセス ポイントの地理座標を含む Google KML ファイ
ルまたは CSV ファイルを Prime Infrastructure にインポートできます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [Google Earth] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Google KML のインポート
（Import Google KML）] または [CSV のインポート（Import CSV）] を選択し、[実行（Go）] をクリッ
クします。

ステップ 3

コンピュータ上の .kml、.kmz、または .csv ファイルに移動し、[次へ（Next）] をクリックします。
選択したファイルが解析され、次の処理が行われます。

ステップ 4

•

アップロード ファイルで指定されているアクセス ポイントの有効性（アクセス ポイントが
Prime Infrastructure に属しているかどうか）が検証されます。

•

傾斜、機首方位、範囲、および他の地理座標フィールドに対して、範囲の検証が実行されます。
経度および緯度が指定されると、範囲の検証が実行されます。指定されていない場合、値はデ
フォルトで 0 になります。

有効性チェックが正常に終了したら、ファイルの詳細を確認して [保存（Save）] をクリックします。
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以前のアップロード情報が保存されている場合は、その情報が次のように上書きされます。
•

以前にフォルダをアップロードした場合は、そのフォルダの座標が更新されます。

•

以前にアクセス ポイントをアップロードした場合は、そのアクセス ポイントの座標が更新
されます。

•

フォルダ内の既存のアクセス ポイントは削除されません。

•

必要に応じて、新しいフォルダが作成され、アクセスポイントが適宜配置されます。

[アクセス ポイント
（Access Point）
] ページヘの [Google Earth ロケー
ション
（Google Earth Location）
] 起動ポイントの追加
[Google Earth ロケーション（Google Earth Location）] 起動ポイントを [アクセス ポイント（Access
Point）] の概要および詳細ページに追加することで、Prime Infrastructure 内の [Google Earth ロケー
ション（Google Earth Location）] 起動ポイントの数を増やすことができます。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

[アクセス ポイント（Access Point）] 概要ページで、ページ見出しの隣の [ビューの編集（Edit
View）] リンクをクリックします。

ステップ 3

[ビューの編集（Edit View）] ページで、左側の列の [Google Earth ロケーション（Google Earth
Location）] を強調表示し、[表示（Show）] をクリックします。
[Google Earth ロケーション（Google Earth Location）] 列見出しは [ビュー情報（View Information）]
列内に移動します。

ステップ 4

列の表示順序を変更するには、[Google Earth ロケーション（Google Earth Location）] エントリを強
調表示して、必要に応じて [上（Up）] または [下（Down）] ボタンをクリックし、[実行（Submit）] を
クリックします。
[アクセス ポイント（Access Points）] 概要ページに戻り、Google Earth 起動リンクが画面に表示さ
れます。起動リンクは、[アクセス ポイント（Access Points）] 詳細ページの一般概要ページにも表
示されます（[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセス
ポイントの無線（Access Point Radios）] > [AP 名（AP Name）]）。
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アクセス ポイントの Google Earth 設定項目の設定
Google Earth Maps 機能用にアクセス ポイントを設定できます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [Google Earth] を選択します。

ステップ 2

次のパラメータを設定します。
•

[設定の更新（Refresh Settings）]：オンデマンド更新を有効にするには、[ネットワークから更
新（Refresh from Network）] チェックボックスをオンにします。このオプションは一度のみ適
用され、その後無効になります。ネットワーク内のアクセス ポイントの数によっては、更新
に時間がかかることがあります。

•

[レイヤ（Layers）]：アクセス ポイント、アクセス ポイント ヒート マップ、およびアクセス ポ
イント メッシュ情報のレイヤ フィルタを選択して保存できます。チェックボックスをオン
にして適切なレイヤをアクティブにし、[>] をクリックしてフィルタ ページを開きます。
Google Earth が次の更新要求を送信する時点で、これらの設定が適用されます。
– [アクセス ポイント
（Access Points）]：[AP フィルタ（AP Filter）] ドロップダウン リストか

ら、表示する情報（チャネル、Tx 電力レベル、カバレッジ ホール、MAC アドレス、名前、コ
ントローラ IP、使用率、プロファイル、またはクライアント）を選択します。
アクセス ポイント レイヤがオンになっていない場合は、データが返されず、エラー メッ
セージ（アイコンのない目印）が Google Earth に返されます。
– [AP ヒートマップ
（AP Heatmap）]：[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リストから、

[802.11a/n]、[802.11b/g/n]、[802.11a/n & 802.11b/g/n]、または [なし（None）] を選択します。
[RSSI カットオフ（RSSI Cutoff）] ドロップダウン リストからカットオフを選択します
（-60 ～ -90 dBm）。
802.11a/n と 802.11b/g/n の両方のプロトコルを選択した場合は、それら両方のヒート マッ
プが生成され、互いに重なり合って配置されます。重なり順序は指定できません。これを
回避するには、Google Earth でオーバーレイを個別にオフにするか、Prime Infrastructure の
[Google Earth の設定（Google Earth Settings）] でオーバーレイを変更する必要があります。
– [AP メッシュ情報
（AP Mesh Info）]：[リンク SNR（Link SNR）]、[パケット エラー率（Packet

Error Rate）]、または [なし（none）] を選択します。[リンクの色（Link Color）] ドロップダウ
ン リストから、[リンク SNR（Link SNR）] または [パケット エラー率（Packet Error Rate）]
を選択します。[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] をオンにすると、[メッシュ リンク
（Mesh Links）] も自動的に表示されます。
ステップ 3

[設定の保存（Save Settings）] をクリックして、変更内容を保存します。変更を保存せずにページを
閉じる場合は、[キャンセル（Cancel）] をクリックします。
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ワイヤレス マップの編集

フロアの編集

ワイヤレス マップの編集
ワイヤレス マップ エディタを使用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

目的のキャンパス、ビルディング、フロア領域を選択します。

ステップ 3

目的のフロア領域をクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus
Name）] > [建物名（Building Name）] > [フロア領域名（Floor Area Name）] ページが表示されます。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。[Map Editor] ページが表示されます。
外壁より外部の空白部分がすべてなくなるように、フロア図面のイメージが適切に縮尺されて
いることを確認してください。フロアの寸法が正確かどうかを確認するには、[コンパス ツール
（compass tool）] をクリックします。

ステップ 5

基準長を配置します。線の長さの [スケール（Scale）] メニューが表示されます。基準長の寸法（幅
と高さ）を入力して、[OK] をクリックします。

ステップ 6

[アンテナ モード（Antenna Mode）] ドロップダウン リストから、伝播パターンを決定します。

ステップ 7

アンテナ方向バーを目的の度の方向へスライドさせて、アンテナ調整をします。

ステップ 8

目的のアクセス ポイントを選択します。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

位置精度
Prime Infrastructure では、目視調査と校正で収集されたデータ ポイントに基づいて、特定の位置
の位置品質と機能を確認し、位置仕様（10 m、90 %）を満たすこともできます。
関連項目
•

位置精度と準備状態の表示

•

校正データによる位置品質の調査

•

VoWLAN の準備状態の表示
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位置精度と準備状態の表示
Prime Infrastructure を設定することにより、既存のアクセス ポイントの展開を検証して、10 m 以
内にあるクライアント、不正クライアント、不正アクセス ポイント、またはタグの実際の位置を
90 % 以上の確率で推定できます。位置の準備状態の計算は、アクセス ポイントの数と配置に基
づいています。
Inspect Location Readiness 機能は距離ベースの予測ツールであり、アクセス ポイントを配置した
場合に発生する問題領域を指摘できます。
Inspect Location Readiness ツールを表示するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域名をクリックして、マップを表示します。
RSSI が表示されない場合は、左側のサイドバー メニューの [AP ヒートマップ（AP Heatmaps）]
チェックボックスをオンにして、AP ヒートマップを有効にできます。
クライアント、タグ、およびアクセス ポイントが表示されない場合は、左側のサイドバー メ
ニューでそれぞれのチェックボックスがオンになっていることを確認します。クライアントと
タグをそれぞれ追跡するには、クライアントとタグの両方のライセンスが購入済みである必要
があります。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Inspect Location Readiness] を
選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
10 m、90 % の位置仕様を満たす領域（[はい（Yes）] で示される）と満たさない領域（[いいえ（No）]
で示される）を示す、色分けされたマップが表示されます。

校正データによる位置品質の調査
領域の目視調査で収集されたデータ ポイントに基づいて校正モデルを完成させた後、アクセス
ポイントの位置品質を調査できます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [RF 校正モデル（RF Calibration
Model）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
校正モデルの一覧が表示されます。

ステップ 3

必要な校正モデルをクリックします。

ステップ 4

[校正フロア（Calibration Floors）] の見出しの下にある [Inspect Location Quality] リンクをクリッ
クします。
Prime Infrastructure に、位置エラーの割合を示す色分けされたマップが表示されます。選択され
ている距離を変更して、位置エラーへの影響を確認できます。
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VoWLAN の準備状態の表示
VoWLAN Readiness（音声の準備状態）ツールを使用すると、RF カバレッジを確認して、音声の
ニーズを十分に満たしているかどうかを判断できます。このツールは、アクセス ポイントをイン
ストールした後の RSSI レベルを確認します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域名をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Inspect VoWLAN Readiness]
を選択します。

ステップ 4

ドロップダウン リストから、[帯域（Band）]、[AP 送信電力（AP Transmit Power）]、および [クライア
ント（Client）] パラメータのうち、該当するものを選択します。
デフォルトでは、リージョン マップには Cisco Phone ベースの RSSI しきい値に対する b/g/n 帯域
が表示されます。新しい設定は保存できません。
選択したクライアントによっては、次の RSSI 値が編集不可になる場合があります。
•

[Cisco Phone]：RSSI 値を編集できません。

•

[カスタム（Custom）]：RSSI 値を次の範囲で編集できます。
– 下限しきい値：-95 dBm ～ -45 dBm
– 上限しきい値：-90 dBm ～ -40 dBm

当該領域で音声の準備ができている状態であるかどうかは、次の色で表示されます。
•

緑色：準備できている

•

黄色：しきい値周辺

•

赤色：準備できていない

緑色/黄色/赤色のリージョンの精度は、RF 環境およびフロアが校正されているかどうかによっ
て異なります。フロアが校正されている場合、リージョンの精度は高まります。

チョークポイントを使用したタグの位置報告の精度の向上

Wi-Fi TDOA レシーバの追加

フロア上の包含リージョンの定義
フロア上のロケーションの精度をさらに高めるために、含める領域（包含領域）と含めない領域
（除外領域）を定義できます。たとえば、ビルディング内のアトリウムや階段の吹き抜けなどの領
域を除外して、作業領域（小個室、研究室、製造現場など）を含めることができます。
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デフォルトでは、Prime Infrastructure は、新たに追加された各フロアに対して包含リージョンを
定義します。新しい包含リージョンを定義すると、以前に定義された包含リージョンが自動的に
削除されます。包含リージョンは水色の実線で輪郭が示されます。
包含領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。

ステップ 4

マップで、ツールバーの水色のボックスをクリックします。

ステップ 5

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。包含領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 6

包含領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。

ステップ 7

含める領域の境界に沿ってカーソルを移動させ、クリックして境界線を終了します。再びクリッ
クすると、次の境界線を定義できます。

ステップ 8

領域の輪郭が描画されるまでステップ 7 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。水色の実線によって包含領域が定義されます。

ステップ 9

[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択するか、ディスク アイコンをクリック
して、包含リージョンを保存します。
包含領域を誤って定義した場合は、その領域をクリックします。選択された領域の輪郭が水色の
破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア マップか
ら削除されます。

ステップ 10

フロア マップに戻ってヒートマップ上で包含リージョンを有効にするには、[コマンド
（Command）] メニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 11

[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっていない場合
にはオンにします。変更をすべてのフロア マップに適用する場合は、[設定の保存（Save Settings）]
をクリックします。

ステップ 12

Prime Infrastructure と MSE データベースを再同期させるには、[サービス（Services）] > [サービス
の同期（Synchronize Services）] を選択します。2 つの DB がすでに同期されている場合は、変更が
あるたびに自動的に再同期が実行されます。明示的に再同期する必要はありません。

ステップ 13

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択し、[同期（Synchronize）] をクリックします。[同期ステータス（Sync.
Status）] 列の 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたことを確認できます。
新たに定義された包含リージョンと除外リージョンは、Mobility Services Engine によってロケー
ションが再計算された後にヒートマップ上に表示されます。
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フロア上の除外リージョンの定義
フロア上のロケーションの計算精度をさらに高めるために、含めない領域（除外領域）を定義で
きます。たとえば、ビルディング内のアトリウムや階段の吹き抜けなどの領域を除外できます。
通常、除外領域は包含領域の境界内に定義されます。
除外領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーの紫色のボックスをクリックします。

ステップ 6

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。除外領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 7

除外領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。

ステップ 8

除外する領域の境界に沿って描画アイコンを移動させます。1 回クリックして境界線を開始し、
再びクリックして境界線を終了します。

ステップ 9

領域の輪郭が描画されるまでステップ 8 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。定義された除外領域は、領域が完全に定義されると紫色で網掛けされます。除外された領域
は紫色で網掛けされます。

ステップ 10

追加の除外リージョンを定義するには、ステップ 5 ～ ステップ 9 を繰り返します。

ステップ 11

すべての除外領域を定義したら、[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択する
か、ツールバーのディスク アイコンをクリックして、除外リージョンを保存します。

ステップ 12

除外領域を削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色の破線
で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。

ステップ 13

フロア マップに戻ってヒートマップ上で除外リージョンを有効にするには、[コマンド
（Command）] メニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 14

完了したら、[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっ
ていない場合にはオンにし、[設定の保存（Save settings）] をクリックし、[レイヤの構成（Layers
configuration）] ページを閉じます。

ステップ 15

Prime Infrastructure とロケーション データベースを再同期させるには、
[サービス
（Services）] > [サー
ビスの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 16

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択し、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。
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フロア上のレール ラインの定義
フロア上にコンベヤ ベルトを表すレール ラインを定義できます。また、レール領域の周囲にス
ナップ幅とも呼ばれる、ロケーション計算を一層サポートする領域を定義できます。この領域
は、クライアントが表示されると予測される領域を表します。
スナップ幅の領域内に配置されたクライアントは、レール ライン上に表示されるか（多数）、ス
ナップ幅領域の外側に表示されます（少数）。スナップ幅領域は、フィートまたはメートル（ユー
ザ定義）単位で定義され、レールの片側（東および西、または北および南）からモニタされる距離
を表します。
レール ラインの設定はタグには適用されません。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーのレール アイコン（紫色の除外アイコンの右側）をクリックします。

ステップ 6

レールのスナップ幅（フィートまたはメートル）を入力して [OK] をクリックします。描画アイコ
ンが表示されます。

ステップ 7

レール ラインの開始ポイントで描画アイコンをクリックします。ラインの描画を停止するとき
やラインの方向を変える際は、再びクリックします。

ステップ 8

フロア マップ上にレール ラインを完全に描画したら、描画アイコンを 2 回クリックします。レー
ル ラインはマップ上に表示され、片側は定義されたスナップ幅リージョンに接します。

ステップ 9

レール ラインを削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色の
破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。

ステップ 10

フロア マップに戻ってヒートマップ上でレールを有効にするには、[コマンド（Command）] メ
ニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 11

フロア マップで、[レイヤ（Layers）] ドロップダウン リストを選択します。

ステップ 12

まだ選択していない場合は、[レール（Rails）] チェックボックスをオンにして、[設定の保存（Save
Settings）] をクリックします。

ステップ 13

Prime Infrastructure と Mobility Services Engine を再同期させるには、[サービス（Services）] > [サー
ビスの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 14

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。
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マップを使用したネットワークのモニタリング
マップを使用したメッシュ ネットワークのモニタリング
Prime Infrastructure では、メッシュ ネットワーク マップの次の要素の詳細にアクセスして表示で
きます。
•

メッシュ リンクの統計情報

•

メッシュ アクセス ポイント

•

メッシュ アクセス ポイント ネイバー

マップを使用したメッシュ リンクの統計情報のモニタリング
[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス マップ（Wireless Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] ページ
で、特定のメッシュ ネットワーク リンクの信号対雑音比（SNR）を表示し、そのリンク上で送受
信されたパケットの数を表示して、リンク テストを開始できます。
2 つのメッシュ アクセス ポイント間またはメッシュ アクセス ポイントとルート アクセス ポイ
ント間の特定のメッシュ リンクに関する詳細を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタする屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックし
ます。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューで、[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] の右側の矢印をクリックしま
す。[メッシュ フィルタ（Mesh Filter）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

各メッシュ アクセス ポイントの子の横の色付きドットの上にカーソルを移動して、これとその
親間のリンクの詳細を表示します。
ドットの色は、次のように、SNR 強度のクイック リファレンス ポイントを示します。

ステップ 5

•

緑のドットは、SNR が高いことを表します（25 dB 以上）。

•

黄のドットは、SNR が許容範囲内にあることを表します（20～25 dB）。

•

赤のドットは、SNR が低いことを表します（20 dB 以下）。

•

黒のドットは、ルート アクセス ポイントを示します。

リンク テストをクリックします。リンク テストを両方のリンク（子から親と親から子）に同時に
実行できません。
リンク テストが完了するまでに 30 秒ほどかかります。

ステップ 6

SNR 統計をある期間にわたってグラフィカルに表示するには、リンク上の矢印をクリックしま
す。表示されるリンクのグラフは、次のとおりです。
•

[SNR Up]：アクセス ポイントの視点からのネイバーの RSSI 値を描画します。

•

[SNR Down]：ネイバーがアクセス ポイントにレポートする RSSI 値を描画します。

•

[リンク SNR（Link SNR）]：SNR Up 値に基づいて重み付けおよびフィルタ処理された測定値
を描画します。
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•

[調整済みリンク メトリック（The Adjusted Link Metric）]：ルート アクセス ポイントへの最小
コストのパスを決定するために使用される値を描画します。この値は、屋上アクセス ポイン
トに到達することの容易さを表し、ホップ カウントを計上します。この値が低くなるほど、パ
スは使用されなくなります。

•

[未調整リンク メトリック（The Unadjusted Link Metric）]：ホップの数によって未調整のルー
ト アクセス ポイントに到達する最小コストのパスを描画します。未調整のリンクの値が高
くなるほど、パスは効果的になります。

マップを使用したメッシュ アクセス ポイントのモニタリング
メッシュ ネットワーク マップから、メッシュ アクセス ポイントの概要を表示することができま
す。この情報は、すべてのアクセス ポイントに表示される情報（MAC アドレス、アクセス ポイン
ト モデル、コントローラ IP アドレス、位置、アクセス ポイントの高さ、アクセス ポイントの稼働
時間、および LWAPP の稼働時間）に追加して表示されます。
メッシュ アクセス ポイントの設定情報の概要と詳細をメッシュ ネットワーク マップから表示
するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタするアクセス ポイントの屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアの位置に対応
するマップ名をクリックします。

ステップ 3

アクセス ポイントの設定情報の概要を表示するには、マウス カーソルをモニタするアクセス ポ
イント上に移動します。選択したアクセス ポイントの設定情報が記載されたダイアログボック
スが表示されます。

ステップ 4

アクセス ポイントの設定情報の詳細を表示するには、マップに表示されているアクセス ポイン
トをダブルクリックします。アクセス ポイントの設定の詳細が表示されます。
アクセス ポイントに IP アドレスがある場合には、メッシュ アクセス ポイント ダイアログボッ
クスの下部に [ping テストの実行（Run Ping Test）] リンクも表示されます。

関連項目
•

メッシュ アクセス ポイントの詳細設定の表示

メッシュ アクセス ポイントの詳細設定の表示
メッシュ アクセス ポイントの詳細な設定情報をメッシュ ネットワーク マップから表示するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタするアクセス ポイントの屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアの位置に対応
するマップ名をクリックします。
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ステップ 3

詳細な設定情報を表示するアクセス ポイントをダブルクリックします。T

ステップ 4

次のいずれかのタブをクリックして、必要な情報を表示します。
•

[一般（General）]：AP 名、MAC アドレス、AP の稼働時間、関連付けられているコントローラ
（登録済みおよびプライマリ）の動作ステータス、ソフトウェア バージョンなど、メッシュ ア
クセス ポイントの全般的な設定を表示します。
メッシュ アクセス ポイントのソフトウェア バージョンには、m の文字と mesh という単語を
カッコで囲んだものが付加されます。

•

[インターフェイス（Interface）]：メッシュ アクセス ポイントでサポートされるインターフェ
イスの設定詳細を表示します。インターフェイスのオプションは無線とイーサネットです。

•

[メッシュ リンク（Mesh Links）]：メッシュ アクセス ポイントの親およびネイバーの詳細（名
前、MAC アドレス、パケット エラー率、およびリンクの詳細）を表示します。このページから
リンク テストを開始することもできます。

•

[メッシュ統計（Mesh Statistics）]：メッシュ アクセス ポイントのブリッジ、キュー、およびセ
キュリティ統計に関する詳細を表示します。

関連項目
•

マップを使用したメッシュ アクセス ポイント ネイバーのモニタリング

マップを使用したメッシュ アクセス ポイント ネイバーのモニタリ
ング
メッシュ アクセス ポイントのネイバーの詳細をメッシュ ネットワーク マップから表示するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタする屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックし
ます。

ステップ 3

メッシュ アクセス ポイントのメッシュ リンクに関する詳細を表示するには、アクセス ポイント
ラベルの矢印部分をクリックします。[アクセス ポイント（Access Points）] ページが表示されます。

ステップ 4

[メッシュ リンク（Mesh Links）] タブをクリックします。

ステップ 5

選択したアクセス ポイントのネイバーのメッシュ リンク詳細を表示するには、アクセス ポイン
ト設定概要ダイアログボックスの [メッシュ（Mesh）] タブで [メッシュ ネイバーの表示（View
Mesh Neighbors）] をクリックします。このダイアログボックスは、マップ上のアクセス ポイント
にマウス カーソルを移動すると表示されます。
信号対雑音比（SNR）が [メッシュ ネイバーの表示（View Mesh Neighbors）] ダイアログボックスに
表示されます。
ラベルによって、選択されたアクセス ポイント、ネイバー アクセス ポイントおよび子のアクセ
ス ポイントを識別します。

ステップ 6

マップから関係ラベルを削除するには、選択したアクセス ポイントの [clear] リンクをクリック
します。
メッシュ ネイバー ページの上部にあるドロップダウン リストには、表示されるマップの解像度
（100 %）および表示される情報の更新間隔（5 分おき）が示されます。
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マップを使用したメッシュ ネットワーク階層の表示
メッシュ ネットワーク内のメッシュ アクセス ポイントの親子関係を表示できます。興味のある
アクセス ポイントを選択するだけで、マップ ビューに表示されるアクセス ポイントをフィルタ
リングすることもできます。
選択したネットワークのメッシュ ネットワーク階層を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

表示するマップ名をクリックします。

ステップ 3

[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] チェックボックスをオンにします（オンになっていない場合）。
[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] チェックボックスは、メッシュ アクセス ポイントがマップ上
に存在する場合にのみ選択できます。

ステップ 4

[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] の右側の青い矢印をクリックして、[メッシュ親子階層ビュー
（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] を表示します。

ステップ 5

メッシュ アクセス ポイントの横に表示されたプラス（+）の記号をクリックして、その子を表示
します。
マイナス記号（-）が親メッシュ アクセス ポイントのエントリの横に表示されている場合には、す
べての下位メッシュ アクセス ポイントが表示されます。たとえば、アクセス ポイントの
indoor-mesh-45-rap2 には indoor-mesh-44-map2 という子が 1 つだけ存在します。

ステップ 6

各メッシュ アクセス ポイントの子の横の色付きドットの上にマウス カーソルを移動して、子と
親の間のリンク詳細を表示します。
ドットの色は、SNR 強度のクイック リファレンス ポイントを示します。
•

緑のドットは、SNR が高いことを表します（25 dB 以上）。

•

黄のドットは、SNR が許容範囲内にあることを表します（20～25 dB）。

•

赤のドットは、SNR が低いことを表します（20 dB 以下）。

•

黒のドットは、ルート アクセス ポイントを示します。

メッシュ フィルタを使用したマップとメッシュ リンクのマップ表示
の変更
メッシュ階層ページでは、メッシュ フィルタを定義して、マップに表示するメッシュ アクセス
ポイントを決定できます。メッシュ アクセス ポイントとそのルート アクセス ポイント間のホッ
プ カウントによって、メッシュ アクセス ポイントがフィルタ処理されます。
Prime Infrastructure ではマップ ビュー情報が 15 分ごとに更新されます。
メッシュ フィルタリングを使用するには、[メッシュ親子階層ビュー（Mesh Parent-Child
Hierarchical View）] で次の手順を実行します。
ステップ 1

表示するメッシュのラベルと色を変更するには、[リンク ラベル（Link Label）] ドロップダウン リ
ストからオプションを選択します。

ステップ 2

マップ上のメッシュ リンクの色を決定するパラメータを選択するには、[リンクの色（Link Color）
]
ドロップダウン リストからオプションを選択します。
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ステップ 3

親との間のホップ数に基づいて表示するメッシュ アクセス ポイントを変更するには、[クイック
選択（Quick Selections）] ドロップダウン リストから適切なオプションを選択します。

ステップ 4

表 34-17 は、オプションの説明を示しています。

ステップ 5

[マップ ビューの更新（Update Map View）] をクリックして画面をリフレッシュし、選択したオプ
ションでマップ ビューを表示します。
子アクセス ポイントを表示するには、ルート アクセス ポイントへの親アクセス ポイントを選択
する必要があります。

関連項目
•

SNR およびパケット エラー率のリンク カラーの定義

•

[クイック選択（Quick Selections）] のオプション

SNR およびパケット エラー率のリンク カラーの定義
SNR とパケット エラー率リンクの色によって、SNR 強度のクイック リファレンス ポイントが
示されます（表 34-16 を参照）。
.

表 34-16

リンク
の色

SNR およびパケット エラー率のリンクの色の定義

リンク SNR

パケット エラー率（PER）

グリーン

SNR が 25 dB を超えている（高い値）こ PER が 1 % 以下であることを表します。
とを表します。

オレンジ

SNR が 20 ～ 25 dB（許容値）であるこ
とを表します。

赤

SNR が 20 dB を下回っている（低い値） PER が 10 % より大きいことを表します。
ことを表します。

PER が 1 % より大きく 10 % 未満であ
ることを表します。

[クイック選択
（Quick Selections）
] のオプション
親との間のホップ数に基づいて表示するメッシュ アクセス ポイントを指定するには、[クイック
選択（Quick Selections）] ドロップダウン リストから適切なオプションを選択します（表 34-17 を
参照）。
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表 34-17

[クイック選択（Quick Selections）] のオプション

フィールド

説明

[ルート AP のみを選択（Select only Root APs）] マップ ビューにルート アクセス ポイントのみ
を表示したい場合は、この設定を選択します。
[1 番目のホップまで選択（Select up to 1st hops）] マップ ビューに 1 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[2 番目のホップまで選択（Select up to 2nd hops）] マップ ビューに 2 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[3 番目のホップまで選択（Select up to 3rd hops）] マップ ビューに 3 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[4 番目のホップまで選択（Select up to 4th hops）] マップ ビューに 4 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[すべて選択（Select All）]

マップ ビューにすべてのアクセス ポイント
を表示したい場合は、この設定を選択します。

マップを使用したタグのモニタリング
マップでタグ ロケーション ステータスを有効にすると、タグ付きアセットの信号を生成したア
クセス ポイントの名前、その信号強度、およびアセットのロケーション情報が最後に更新された
日時を確認できます。この情報を表示するには、マップ上のアセット タグ アイコンにマウスを
移動します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[キャンパス（Campus）] > [建物（Building）] > [フロア（Floor）] を選択し、該当する Mobility Services
Engine とタグを選択します。

ステップ 3

[フロア設定（Floor Settings）] ペイン（左側）の [802.11 タグ（802.11 Tags）] チェックボックスがま
だオンになっていない場合にはオンにします。
すべてのマップに対して [フロア設定（Floor Settings）] に加えた変更を保存しない場合には、[設
定の保存（Save Settings）] をクリックしないでください。

ステップ 4

タグ アイコン（黄色のタグ）の上にカーソルを移動すると、そのタグの設定の概要がダイアログ
ボックスに表示されます。

ステップ 5

新しいウィンドウでタグの詳細を表示するには、タグ アイコンをクリックします。

マップを使用したデバイスの詳細の表示
デバイスの詳細を表示するには、マップ上のデバイス アイコンにカーソルを移動します。
モニタ モードのアクセス ポイントは、他のアクセス ポイントと区別するために灰色のラベルで
表示されます。
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マップを使用したネットワーク設計の計画
プランニング モードの使用
データ トラフィック、音声トラフィック、および位置がそれぞれアクティブかどうかに基づい
て、アクセス ポイントの推奨される数および位置を計算できます。
プランニング モードでは、各プロトコル（802.11a または 802.11 b/g）に指定されるスループット
に基づいて、ネットワーク内で最適カバレッジを提供するために必要な合計アクセス ポイント
数が計算されます。
プランニング モードでは、必要なアクセス ポイント数の計算に AP タイプおよびアンテナ パ
ターン情報を使用しません。計算はアクセス ポイントのカバレッジ領域または各アクセス ポイ
ントのユーザ数に基づいています。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

目的のキャンパスまたはビルディングを選択します。

ステップ 3

[建物（Building）] で目的のフロア領域をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プランニング モード（Planning
Mode）] を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 6

プランニング モード オプションを選択します。
[AP アソシエーション計画ツール（Planned AP Association Tool）] を使用すると、Excel または
CSV ファイルから AP アソシエーションの追加、削除、インポートを実行できます。アクセス ポ
イントを定義したら、[AP アソシエーション計画ツール（Planned AP Association Tool）] を使用し
て、そのアクセス ポイントをベース無線 MAC アドレスに関連付けることができます。AP が検出
されない場合はスタンバイ バケットに格納され、検出された際に関連付けられます。
AP アソシエーションでは、AP がフロアや屋外領域に属していないことが条件となります。AP
がフロアまたは屋外領域に割り当てられている場合、その AP はスタンバイ バケットに格納さ
れ、フロアまたは屋外領域から削除された際に指定フロアに配置されます。1 つの MAC アドレ
スを複数のフロアまたは屋外領域に対して使用することはできません。
マップの同期は、AP がベース無線の MAC アドレスにアソシエートされている場合のみ動作し、
イーサネット MAC アドレスにアソシエートされている場合は動作しません。
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プランニング モードを使用したアクセス ポイント要件の計算
Prime Infrastructure プランニング モードを使用すると、マップ上に架空のアクセス ポイントを配
置してカバレッジ領域を表示できるので、領域をカバーするのに必要なアクセス ポイント数を
計算できます。プランニング モードでは、各プロトコル（802.11a/n または 802.11b/g/n）に指定さ
れるスループットに基づいて、ネットワーク内で最適カバレッジを提供するために必要な合計
アクセス ポイント数が計算されます。次の条件に基づいて、アクセス ポイントの推奨される数
および位置を計算できます。
•

ネットワーク上でアクティブなトラフィックのタイプ：データ トラフィック、音声トラ
フィック、または両方

•

位置精度の要件

•

アクティブなユーザの数

•

1 平方フィートごとのユーザ数

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

目的のキャンパスまたはビルディングを選択します。

ステップ 3

[建物（Building）] で目的のフロア領域をクリックします。
すべての要素（アクセス ポイント、クライアント、タグ）とその相対的な信号強度を示す、色分け
されたマップが表示されます。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リスト（右上）から [プランニング モード
（Planning Mode）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。空白のフロア マップが表示されます。

ステップ 5

[AP の追加（Add APs）] をクリックします。

ステップ 6

表示されたページで、推奨アクセス ポイントを計算するマップ位置まで破線の四角形をドラッ
グします。
四角形の端を選択し、Ctrl キーを押したままにして、四角形のサイズまたは配置を調整します。四
角形のサイズは、辺と頂点にあるハンドルをドラッグして変更できます。

ステップ 7

[AP の追加（Add APs）] ドロップダウン リストから [自動（Automatic）] を選択します。

ステップ 8

[AP タイプ（AP Type）] と、選択したアクセス ポイントに適したアンテナとプロトコルを選択し
ます。

ステップ 9

アクセス ポイントのターゲット スループットを選択します。

ステップ 10

フロアで使用されるサービスの横にあるチェックボックスをオンにします。少なくとも 1 つの
サービスを選択する必要があります。

ステップ 11

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにして、次のアクセスポイント プ
ランニング オプションを選択します。
•
•

ステップ 12

[需要（Demand）] および [AP ごとにカバレッジを上書き（Override Coverage per AP）]
[セーフティ マージン（Safety Margin）
（[データ/カバレッジ
]
（Data/Coverage）] および [音声
（Voice）] セーフティ マージン オプションの場合）

[計算（Calculate）] をクリックします。
選択したサービスの推奨アクセス ポイントの数が表示されます。推奨される計算では、[詳細オ
プション（Advanced Options）] の [セーフティ マージン（Safety Margin）] で下方に調整されていな
い限り、常に強力な信号が必要であると見なされます。場合によっては、必要なアクセス ポイン
トが推奨される数より少ないこともあります。
プランニング モードの計算では、壁は使用または考慮されません。
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ステップ 13

[適用（Apply）] をクリックして、選択されたサービスおよびパラメータに基づいて、選択された
領域において推奨されるアクセス ポイントの配置案を示すマップを生成します。

ステップ 14

[提案の生成（Generate Proposal）] を選択して、指定された入力に基づいて推奨されるアクセス ポ
イントの数および配置のレポートを、テキストおよびグラフィックで表示します。

関連項目

プランニング モードのサービス オプション

プランニング モードのサービス オプション
表 34-18 はアクセス ポイント プランニング オプションを示しています。
表 34-18

プランニング モードのサービス オプションの定義

サービス オプション
[データ/カバレッジ
（Data/Coverage）]

説明
データ トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、このチェックボックスをオン
にします。次の定義は、帯域およびデータ レートに応じて使用されます。
帯域

パス損失モデル（dBm） データ レート（Mb/s）

面積（平方フィート）

802.11a

-3.3

10 ～ 12

6000

802.11a

-3.3

15 ～ 18

4500

802.11a

-3.5

10 ～ 12

5000

802.11a

-3.5

15 ～ 18

3250

802.11bg

-3.3

5

6500

802.11bg

-3.3

6

4500

802.11bg

-3.5

5

5500

802.11bg

-3.5

6

3500

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにした場合、データの信号
強度のしきい値について、希望するセーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安
全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]）を選択できます。

[音声（Voice）]

•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小（-3 dBm）

•

[安全（Safe）] = 中（0 dBm）

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大（+3 dBm）

音声トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、[音声（Voice）] チェックボックス
をオンにします。
[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにした場合、音声の信号強
度のしきい値について、希望するセーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安
全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、または [7920 対応（7920-enabled）]）を選択で
きます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小 [-78 dBm (802.11a/b/g)]

•

[安全（Safe）] = 中 [-75 dBm (802.11a/b/g)]

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大 [-72 dBm (802.11a/b/g)]

•

[7920 対応（7920_enabled）] = [-72 dBm (802.11a); -67 dBm (802.11b/g)]
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表 34-18

プランニング モードのサービス オプションの定義（続き）

サービス オプション

説明

[参照先（Location）]

このチェックボックスをオンにすると、推奨されるアクセス ポイントの計算において、少
なくとも 90 % の確率で、10 m 以内にある要素の真の位置が提供されるようになります。
条件を満たすために、各アクセス ポイントを、他のアクセス ポイントから 70 フィート以
内に配置します。アクセス ポイントの周囲を六角形に区切り、その六角形を互い違いに
組み合わせた形式の配置にします。
（注）

表 34-19

サービス オプション
[データ/カバレッジ
（Data/Coverage）]

各サービス オプションには、そのオプションの上に示されているすべてのサービ
スが含まれます。たとえば、[ロケーション（Location）] チェックボックスをオンに
した場合、計算では、必要なアクセス ポイントの最適数を決定する際に、データ/
カバレッジ、音声、および位置が考慮されます。
アドバンスド サービスの定義

説明
データ トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、このチェックボックス
をオンにします。次の定義は、帯域およびデータ レートに応じて使用されます。
帯域

パス損失モデル
（dBm）

データ レート（Mb/s） 面積（平方フィート）

802.11a

-3.3

10 ～ 12

6000

802.11a

-3.3

15 ～ 18

4500

802.11a

-3.5

10 ～ 12

5000

802.11a

-3.5

15 ～ 18

3250

802.11bg

-3.3

5

6500

802.11bg

-3.3

6

4500

802.11bg

-3.5

5

5500

802.11bg

-3.5

6

3500

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにした場合、デー
タの信号強度のしきい値について、希望するセーフティ マージン（[アグレッシブ
（Aggressive）]、[安全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]）を選択できます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小（-3 dBm）

•

[安全（Safe）] = 中（0 dBm）

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大（+3 dBm）
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表 34-19

アドバンスド サービスの定義（続き）

サービス オプション

説明

[音声（Voice）]

音声トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、[音声（Voice）] チェック
ボックスをオンにします。
[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにした場合、音声
の信号強度のしきい値について、希望するセーフティ マージン（[アグレッシブ
（Aggressive）]、[安全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、または [7920 対応
（7920-enabled）]）を選択できます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小 [-78 dBm (802.11a/b/g)]

•

[安全（Safe）] = 中 [-75 dBm (802.11a/b/g)]

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大 [-72 dBm (802.11a/b/g)]

[7920 対応（7920_enabled）] = [-72 dBm (802.11a); -67 dBm (802.11b/g)]
[参照先（Location）]

このチェックボックスをオンにすると、推奨されるアクセス ポイントの計算にお
いて、少なくとも 90 % の確率で、10 m 以内にある要素の真の位置が提供されるよ
うになります。
条件を満たすために、各アクセス ポイントを、他のアクセス ポイントから
70 フィート以内に配置します。アクセス ポイントの周囲を六角形に区切
り、その六角形を互い違いに組み合わせた形式の配置にします。
（注）

[需要（Demand）]

各サービス オプションには、そのオプションの上に示されているすべて
のサービスが含まれます。たとえば、[ロケーション（Location）] チェック
ボックスをオンにした場合、計算では、必要なアクセス ポイントの最適数
を決定する際に、データ/カバレッジ、音声、および位置が考慮されます。

アクセス ポイント計算の基準として、合計ユーザ数またはアクセス ポイントご
とのユーザ比率を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

[AP ごとのカバレージの上書き
（Override Coverage per AP）]
[セーフティ マージン（Safety
Margin）]

アクセス ポイントのカバレッジの基準として、平方フィートのカバレッジを指定
する場合は、このチェックボックスをオンにします。
アクセス ポイントの計算において、
データおよび音声サービスの相対的な信号強度
の要件を制限するには、
このチェックボックスをオンにします。
オプションは [アグ
レッシブ
（Aggressive）]、[安全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、および
[7920 対応（7920-enabled）
（音声のみ）
]
です。計算において最小限の信号強度要件を
必要とするには [アグレッシブ（Aggressive）] を選択し、最大限の信号強度を要求
するには [非常に安全（Very Safe）] を選択します。

ネットワーク設計
ネットワーク設計は、施設全体にわたるアクセス ポイントの物理的配置を Prime Infrastructure 内
で表現したものです。1 つのキャンパス、そのキャンパスを構成するビルディング、および各ビル
ディングのフロアという階層構造が、1 つのネットワーク設計を構成します。
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ネットワークの設計
アクセス ポイントを配置してコントローラに接続し、そのコントローラを管理するように Prime
Infrastructure を設定したら、ネットワーク設計を設定します。
環境内のデバイスを追跡するには、そのネットワーク内のコントローラをポーリングするように
ロケーション アプライアンスを設定し、さらに、特定のネットワーク設計と同期するように設定
する必要があります。Prime Infrastructure と Mobility Services Engine 間の同期を実行する概念と手
順については、
『Cisco 3350 Mobility Services Engine Configuration Guide』を参照してください。
ステップ 1

SuperUser、Admin、または ConfigManager アクセス権限で Prime Infrastructure にログインします。

ステップ 2

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 3

XXX <Add xref.> の説明に従って、新しいキャンパスまたはビルディング（または両方）を作成し
ます。

ステップ 4

新しいフロア領域を作成します。

ステップ 5

特定のフロア マップに配置するアクセス ポイントを選択します
フロア マップに追加する各アクセス ポイントは、灰色の円で表され（アクセス ポイント名また
は MAC アドレスにより区別）、フロア マップの左上に並べられます。

ステップ 6

各アクセス ポイントを適切な位置にドラッグします（アクセス ポイントをクリックして再配置
すると、その色が青色に変わります）。各アクセス ポイントの横にある小さい黒矢印は、各アクセ
ス ポイントの Side A を表します。各アクセス ポイントの矢印は、アクセス ポイントの設置方向
と一致している必要があります。
（Side A はそれぞれの 1000 シリーズ アクセス ポイント上で明
確に記されており、802.11a/n 無線とは関係ありません。）

ステップ 7

アクセスポイントの方向矢印を調整するには、[アンテナ角度（Antenna Angle）] ドロップダウン
リストで適切な方向を選択します。
アクセス ポイントの配置と方向は、実際のアクセス ポイントの展開を直接反映している必要が
あります。反映していないと、システムによってデバイス位置を特定できません。

ステップ 8

各アクセス ポイントの配置と方向の調整が完了したら、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 9

各デバイス位置がネットワーク設計に正確に列挙されるまで、これらの手順を繰り返してキャ
ンパス、ビルディング、およびフロアを作成します。

WLSE マップ データのインポートまたはエクスポート
アクセス ポイントを Autonomous から CAPWAP に、および WLSE から Prime Infrastructure に変
換するには、Prime Infrastructure に手動でアクセス ポイント情報を再入力する必要があります。
これは、時間のかかる手順となる場合があります。アクセス ポイント情報をより速く変換するた
めに、WLSE からアクセス ポイントに関する情報をエクスポートして、Prime Infrastructure にイ
ンポートできます。
Prime Infrastructure は、.tar ファイルからのみアクセス ポイント情報をインポートできます。
WLSE データ エクスポート機能（WLSE バージョン 2.15）の詳細については、次の URL を参照し
てください。
http://<WLSE_IP_ADDRESS>:1741/debug/export/exportSite.jsp.
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ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プロパティ（Properties）] を選
択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

[AP/LS/SP 配置のエクスポート/インポート（Export/Import AP/LS/SP Placement）] で、
[参照
（Browse）]
をクリックしてインポートするファイルを選択します。

ステップ 4

インポートする .tar ファイルを見つけて選択し、[開く（Open）] をクリックします。

ステップ 5

[インポート（Import）] をクリックします。
Prime Infrastructure によってファイルがアップロードされ、処理中のファイルは一時的にローカ
ル ディレクトリに保存されます。ファイルに処理できないデータが含まれている場合、Prime
Infrastructure は問題を修正して再試行することをユーザに求めます。ファイルがロードされる
と、Prime Infrastructure は Prime Infrastructure に追加されたものと追加されていないものについ
てレポートを表示します。
インポートするデータの一部がすでに存在している場合、Prime Infrastructure では、キャンパス
の場合は既存のデータが使用され、ビルディングとフロアの場合は既存のデータが上書きされ
ます。
WLSE サイトとビルディングの組み合わせと、Prime Infrastructure キャンパス（または最上位の
ビルディング）とビルディングの組み合わせにおいて重複する名前がある場合は、Prime
Infrastructure の [インポート実行前レポート（Pre Execute Import Report）] に、既存のビルディング
が削除されることを示すメッセージが表示されます。
WLSE ファイルにはフロア番号情報がないため、フロアは降順に Prime Infrastructure にインポー
トされます。

ステップ 6

インポートされたデータを確認するには、[モニタ（Monitor）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選
択します。

音声 RF カバレッジ問題のトラブルシューティング
•

校正データまたは未校正データが存在するフロアは、次のように処理されます。
– [AP 送信
（AP Transmit）] フィールドを [最大（Max）] に設定します（最大ダウンリンク電

力設定）。マップに黄色か赤色のリージョンがまだ表示される場合は、フロアをカバーす
るのにアクセス ポイントを増やす必要があります。
– 校正されたモデルが赤色または黄色のリージョン
（音声が導入される予定のリージョ

ン）を示し、[AP 送信（AP Transmit）] フィールドが [現行（Current）] に設定されている場合
は、アクセス ポイントの電力レベルを増やすことが効果的である場合があります。
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ネットワーク サービスの確保

このパートの構成は、次のとおりです。
•

IWAN の設定とモニタリング

•

コンバージド アクセス ワークフローの使用

•

Application Visibility and Control の設定

•

一貫したアプリケーション エクスペリエンスの確保

•

アプリケーションのトラブルシューティング

•

Microsoft Lync トラフィックのモニタリング

•

Mediatrace の使用

•

Cisco Mobility Services Engine およびサービス

•

Cisco AppNav ソリューションの設定

•

Cisco WAAS コンテナの設定

•

ワイヤレス モビリティの使用

CHAPTER

35

IWAN の設定とモニタリング

シスコ インテリジェント WAN（IWAN）は、WAN の運用コストを削減すると同時に、コラボレー
ションとクラウド アプリケーションのパフォーマンスを強化するシステムです。このシステム
では、低コストで高帯域幅のインターネット サービスを利用して、クラウドベースのアプリケー
ションのパフォーマンス、可用性、またはセキュリティの質を落とすことなく、帯域幅容量を向
上させます。組織は IWAN を使用して、インターネットを WAN トランスポートとしてや、パブ
リック クラウド アプリケーションへのダイレクト アクセスのために利用できます。
Prime Infrastructure は大抵の場合、IWAN ウィザード ワークフローを IWAN サービスを初めて有
効にする必要がある新規顧客に対して配置します。有効になっている IWAN サービスは、ブラウ
ン フィールドの顧客に対して変更できません。しかし、必要なサイトでこれらのサービスのいず
れかを書き換えることで、顧客は最後に設定したサービスをいつでも上書きできます。
企業の IWAN サービスの設計、設定、および監視のために Prime Infrastructure を使用できます。
Cisco IWAN には、異なるデバイスで IWAN サービスを有効化する一部として、DMVPN、PFR、
AVC および QOS の設定が必要です。
関連項目
•

Cisco Intelligent WAN (IWAN) Design Guide

•

IWAN サービスをイネーブルにするための前提条件

•

IWAN ウィザードの使用

IWAN サービスをイネーブルにするための前提条件
IWAN サービスを設計または展開する場合は、構成を決定する必要があります。ネットワーク管
理者は、IWAN を有効化または再設定する必要があるブランチを計画する必要があります。Prime
Infrastructure では、[構成（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロ
ジー（Features & Technologies）] > [機能テンプレート（Feature Templates）] の順に移動して、CVD
により検証済みのアウトオブボックスの IWAN テンプレートのセットにアクセスできます。この
機能テクノロジー下のすべてのテンプレートは「IWAN」とタグ付けされており、ユーザが作成し
た新しいテンプレートには自動的にこのタグが適用され、IWAN ワークフローに表示されます。
テンプレートに自動的に使用されるタグは次のとおりです。
•

DMVPN：IWAN-DMVPN

•

PFR：IWAN-PFR
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•

QOS：IWAN-QOS

•

AVC：IWAN-AVC

デバイス ロールに基づいて IWAN ハブと IWAN ブランチのカテゴリに使用されるタグは次のと
おりです。
•

ハブ カテゴリ：
– マスター コントローラ：IWAN-HUB-Master-Controller
– MPLS ハブ：IWAN-HUB-MPLS
– インターネット ハブ：IWAN-HUB-Internet

•

ブランチ カテゴリ
– 単一ルータ ブランチ：IWAN-Branch-Single-Router
– デュアル ルータ ブランチ -MPLS：IWAN-Branch-Dual-MPLS
– デュアル ルータ ブランチ - インターネット：IWAN-Branch-Dual-Internet

ユーザは、バンドル テンプレートから独自のテンプレートを作成するか、または、CVD テンプ
レートから作り直し、IWAN ワークフローに表示できるアウトオブボックスのデザイン テンプ
レートを変更できます。
したがって、Prime Infrastructure を介した IWAN サービスの完全な有効化は、2 つのカテゴリ
SITE および ROLE に基づいて行われます。SITE は HUB または SPOKE にすることができ、
ROLE は X、Y、Z などにすることができます。この選択に応じて、テンプレートはユーザが値を入
力する順に整理され表示されます。ワークフローの最後に、ネットワークに展開される設定の概
要が表示されます。[展開（Deploy）] ボタンをクリックすると、設定がネットワークにプッシュさ
れます。
特記事項
•

展開前に、インターフェイスのループバック 0 IP アドレスがすべてのマスター コントロー
ラで設定されていることを確認します。

•

マスター コントローラのループバック IP は、境界ルータが MC に到達できるように、
HUB-Border-MPLS および HUB-Border-Internet ルータの DC-LOCAL-ROUTES プレフィック
ス リストに許可される必要があります。

例：
ip prefix-list DC-LOCAL-ROUTES seq 40 permit <MC loopback0 ip>/32

•

CVD-DMVPN-MPLS および CVD-DMVPN-Internet テンプレートの [DC_Prefix1] フィールド
は、DC サブネットと一致する必要があります。DC に複数のサブネットがある場合は、サ
フィクス「le 32」を使用してすべてのサブネットを含めることができます。

例：
– サブネット A：172.29.10.0/30
– サブネット B：172.29.10.4/30
– サブネット C：172.29.10.8/30
– DC_Prefix1(x.x.x.x/x)：172.29.10.0/24 le 32
•

CVD-DMVPN、CVD-DMVPN-Dual-Internet、および CVD-DMVPN-Dual-MPLS テンプレート
では、ループバック インターフェイスのサブネット マスクを [Loopback-Subnet] フィールド
に入力する必要があります。

•

%IPSEC-3-REPLAY_ERROR：IPSec SA はアンチリプレイ エラーを受信します。
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このエラー メッセージが HUB-Border-MPLS ルータで表示された場合は、ウィンドウ サイズを
増やすことで解決できる場合があります。
例：
crypto ipsec security-association replay window-size 1024

関連項目
•

Cisco Intelligent WAN (IWAN) Design Guide

•

IWAN ウィザードの使用

IWAN ウィザードの使用
Prime Infrastructure では、IWAN サービスを設計して展開するのに役立つウィザードが提供され
ます。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [ネットワーク サービス（Network Services）] > [IWAN 有効化（IWAN
Enablement）] をクリックします。

ステップ 2

[次へ（Next）] をクリックして設定を選択します。

ステップ 3

IWAN を展開するカテゴリを選択します。
•

ブランチ

•

ハブ

ステップ 4

設定する機能を選択し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

指定した機能を設定するデバイスを選択します。複数のブランチで IWAN を同時に設定するに
は、複数のデバイスを選択して、各変数の値を入力します。

ステップ 6

ステップ 4 で設定するために選択した機能に応じて、ウィザードに従って必要な値を入力し
ます。
テンプレートは IWAN ウィザードの一部として設定され、[構成（Configuration）] > [テンプレート
（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features & Technologies）] > [機能テンプレート（Feature
Templates）] の順に移動することで、それらのテンプレートにアクセスできます。

ステップ 7

必要な設定値を入力したら、[次へ（Next）] をクリックするか、または [CLI のサマリ（CLI Summary）
]
をクリックして、デバイスおよびテンプレートの設定値を確認します。

ステップ 8

必要に応じて、[準備およびスケジュール（Prepare and Schedule）] タブを使用して展開ジョブをス
ケジューリングします。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックするか、または [確認（Confirmation）] タブをクリックしてテンプレート
を展開します。
展開後は、マスター コントローラとハブの境界ルータ間でルーティングをイネーブルにし、
ルーティング ドメインの一部としてループバック 0 インターフェイスのサブネットを含めて
ください。

関連項目
•

IWAN-DMVPN サービスでの PKI の使用

•

Cisco Intelligent WAN (IWAN) Design Guide

•

IWAN サービスをイネーブルにするための前提条件
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IWAN-DMVPN サービスでの PKI の使用
IWAN ワークフローで PKI 証明書（DMVPN の場合のみ）を使用するには、最初に Prime
Infrastructure に有効な APIC-EM コントローラを追加する必要があります。APIC-EM と Prime
Infrastructure との統合を参照してください。CNS ゲートウェイが [グローバル PnP/ZTD 設定
（Global PnP/ZTD Settings）
（[管理
]
（Administration）] > [サーバ（Servers）] > [APIC-EM コントロー
ラ（APIC-EM Controller）] > [グローバル PnP/ZTD 設定（Global PnP/ZTD Settings）]）で選択されて
いる場合は、[PKI] オプションを有効にできません。これは、IWAN DMVPN に事前共有キーを使
用する場合のオプションです。
IWAN ワークフローで、[PKI] オプションが有効な場合、バックエンドでは、デバイスが APIC-EM
インベントリに追加され、PKI サービスがデバイスに PKI 認定をインストールするためにトリ
ガーされます。デバイスは HTTP で証明書をダウンロードできます。
デバイスが管理対象ステートにある場合は、IWAN のプロビジョニングに使用できます。ここで、
PKI 証明書ベースの認証が事前共有キーを使用する代わりに実行されます。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [ネットワーク サービス（Network Services）] > [IWAN の有効化（IWAN
Enablement）] をクリックします。

ステップ 2

[始める前に（Before You Begin）] セクションで、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 3

[構成の選択（Choose Configuration）] セクションで、ドロップダウン リストからカテゴリ、デバイ
ス ロールを選択します。デバイス ロールを選択すると、DMVPN、PFR、QOS、および AVC 値が自
動的に入力されます。ただし、これらの値は編集できます。DMVPN は PKI 証明書用のみです。

ステップ 4

ユーザが DMVPN トンネルに PKI 証明書ベースの認証を有効にできるように、[PKI の展開
（Deploy PKI）] チェックボックスをオンにします。[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[デバイスの選択（Select Devices）] セクションで、デバイスを選択し、[次へ（Next）] をクリックし
ます。

ステップ 6

[Demo_DMVPN_TEMP] セクションで、[Loopback, MPLS Tunnel] および [EDGRP] の下のフィー
ルドに値を入力します。[適用（Apply）] をクリックし、次に [次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[CLI のサマリ（CLI Summary）] セクションに、DMVPN テンプレートの CLI コマンドが
[Demo_DMVPN_TEMP] セクションでユーザが入力した値とともに表示されます。[次へ（Next）]
をクリックします。

ステップ 8

ジョブをすぐに開始し繰り返さない場合は、[準備およびスケジュール（Prepare and Schedule）] セ
クションで、[次へ（Next）] をクリックします。IWAN ジョブを繰り返しパターンで後で実行する
には、[スケジュール（Schedule）] で時間と繰り返しを指定します。必要に応じて、[ジョブオプ
ション（Job Option）] を指定します。

ステップ 9

[確認（Confirmation）] セクションで、[展開（Deploy）] をクリックしてデバイスを設定します。

ステップ 10

確認メッセージが表示されます。[OK] をクリックします。[管理/ジョブ（Administration / Jobs）] の
下に [ユーザジョブ（User Jobs）] ペインが表示されます。デバイス上の IWAN DMVNP 設定と PKI
証明書のプロビジョニングのステータスを [ジョブ（Job）] ダッシュボードで追跡できます。
IWAN DMVPN 設定または PKI が失敗すると、IWAN プロビジョニングの全体のステータスが
「Failed」と表示され、詳細に IWAN DMVPN 設定または PKI が失敗したことが表示されます。
たとえば、PKI IWAN サービスに障害があると、エラー メッセージ「デバイスに PKI 証明書をイン
ストールできませんでした（Failed to install PKI certificate on device）」が IWAN の [ジョブ（Job）]
ページに表示されます。PKI サービスが失敗すると、すべてのジョブが失敗します。
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関連項目
•

Cisco Intelligent WAN (IWAN) Design Guide

•

IWAN ウィザードの使用

•

APIC-EM と Prime Infrastructure との統合

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

35-5

第 35 章

IWAN の設定とモニタリング

IWAN-DMVPN サービスでの PKI の使用

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

35-6

OL-32122-01-J

CHAPTER

36

コンバージド アクセス ワークフローの使用
コンバージド アクセス ワークフローの概要
コンバージド アクセス ワークフローは、キャンパスおよびブランチ ネットワーク向けのさまざ
まなエンタープライズクラスの次世代ワイヤレス導入モデルについて、導入を簡素化、自動化、
および最適化することが可能です。Cisco Prime Infrastructure は、Catalyst 3650/3850/4500 SUP 8-E
スイッチや Cisco 5760 ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）などのコンバージド アクセス コン
ポーネントを使用するワイヤレス ネットワークのコンバージド アクセス導入を自動化できま
す。Catalyst スイッチは、モビリティ エージェント（MA）、モビリティ コントローラ（MC）、および
ゲスト アンカー コントローラ（GA）として導入できます。
図 36-1 に、ワイヤレス コンバージド アクセス導入モデルを示します。
図 36-1

統合アクセス ワークフローの概要
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単一スイッチの小規模ネットワーク導入モデル

この導入モデルは、MA と MC ロールの組み合わせでアクセス レイヤに導入された、単一の
Catalyst 3650、3850、または 4500 SUP 8-E スイッチを前提としています。Catalyst スイッチは、個別
のスタンドアロン システム モードまたは StackWise 冗長スーパーバイザ モードで導入できます。
コントローラのない大規模ワイヤレス導入モデル

この導入モデルは、複数のサブドメインで構成され、サブドメイン間のエンドツーエンドのシー
ムレスなローミングのために、ドメイン間 MC ピアリングを許可します。MA スイッチはアクセ
ス レイヤに導入されますが、MC スイッチはディストリビューション レイヤに配置できます。
コントローラベースの大規模ワイヤレス導入モデル

大規模な統合アクセス キャンパス ビルディングは、MC としての外部 5760 WLC により展開さ
れます。アクセス レイヤ スイッチは、集中型 5760 MC により複数のビルディングにまたがる
MA として導入されます。このような大規模ネットワークでは、よりよいロード バランシングお
よび冗長性のために複数の 5760 WLC が共存する場合があります。異なるビルディング間の
ローミングの要件に応じて、5760 WLC 間でドメイン間モビリティ ピアリングを確立できます。
中央集中型ワイヤレス キャンパス導入モデル

この導入モデルでは、アクセス レイヤ内のスイッチは従来のスイッチング モードのままで、ア
クセス ポイント（AP）と WLC 間のワイヤレス通信はオーバーレイ ネットワークとして構築され
ます。大規模なキャンパス導入環境では、よりよいロード バランシングおよび冗長性のために複
数の 5760 WLC を導入できます。シームレスで大規模なモビリティ ドメインを提供するために、
ドメイン間モビリティ ピアリングの 5760 WLC を確立できます。
主な利点
•

簡易な導入の自動化：デバイス設定のプロセスの自動化によりコンバージド アクセス導入
を簡素化します。ネットワーク管理者が導入に関するわずかな入力を行うだけで、完全な統
合アクセス設定がネットワーク デバイスにプッシュされます。

•

エラーのない導入：Cisco Prime Infrastructure が使用するテンプレート ベースの設定では、手
動による設定ミスが回避され、ネットワーク管理者が精通している仕様での、企業全体の標
準設定の構築/保守が容易になります。

•

最適化された導入：Cisco Prime Infrastructure によって使用される設定テンプレートには、多
数のシスコのベスト プラクティス ガイドラインが組み込まれており、導入の品質を向上さ
せることができます。テンプレートに自動的に含まれているベスト プラクティスの無線テ
クノロジーや機能には、帯域選択、無線リソース管理（RRM）、高速 SSID 変更、CleanAir およ
びワイヤレス QoS などがあります。

•

高い拡張性：何千もの支社を持つ大企業をサポートします。新規支社を展開する労力を減ら
せるだけでなく、コンバージド アクセス ブランチへの従来のイーサネット ベースのブラン
チ ネットワークの大規模な変換がエラーのない方法で簡略化できます。

関連項目
•

サポート対象の IOS-XE プラットフォーム

•

コンバージド アクセス導入の前提条件

•

統合アクセス テンプレート ベースの導入

•

設定値入力のガイドライン
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サポート対象の IOS-XE プラットフォーム
次の表では、小規模、大規模、および集中型ネットワーク導入モデルでサポートされる IOS XE プ
ラットフォームについて説明します。
表 36-1

小規模ネットワーク導入モードでサポートされる IOS XE

デバイス ロール

IOS-XE プラッ
トフォーム

ソフトウェア
システム モード バージョン

モビリティ エージェント/モビリティ コ Catalyst 3650
ントローラ（単一スイッチ）

シングルまたは 3.6.0 以降
StackWise

Catalyst 3850

シングルまたは 3.6.0 以降
StackWise

Catalyst 4500
SUP 8-E

シングルまたは 3.7.0 以降
Dual-SUP

CT5760 WLC

シングルまたは 3.6.0 以降
StackWise

ゲスト アンカー WLC

表 36-2

大規模ネットワーク導入モデルでサポートされる IOS XE

デバイス ロール

IOS-XE プラット
フォーム

ソフトウェア バー
システム モード ジョン

モビリティ エージェント

Catalyst 3650

シングルまたは 3.6.0 以降
StackWise

Catalyst 3850

シングルまたは 3.6.0 以降
StackWise

Catalyst 4500 SUP 8-E

シングルまたは 3.7.0 以降
Dual-SUP

Catalyst 3650

シングルまたは 3.6.0 以降
StackWise

Catalyst 3850

シングルまたは 3.6.0 以降
StackWise

Catalyst 4500 SUP 8-E

シングルまたは 3.7.0 以降
Dual-SUP

CT5760 WLC

シングルまたは 3.6.0 以降
StackWise

CT5760 WLC

シングルまたは 3.6.0 以降
StackWise

モビリティ コントローラ

ゲスト アンカー コント
ローラ
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表 36-3

中央集中型ワイヤレス導入モードでサポートされる IOS XE

ソフトウェア
バージョン
（Software
システム モード Version）

デバイス ロール（Device Role）

IOS-XE プラッ
トフォーム

モビリティ コントローラ

CT5760 WLC

シングルまたは 3.6.0 以降
StackWise

ゲスト アンカー WLC

CT5760 WLC

シングルまたは 3.6.0 以降
StackWise

関連項目
•

コンバージド アクセス ワークフローの概要

•

コンバージド アクセス導入の前提条件

•

統合アクセス テンプレート ベースの導入

•

設定値入力のガイドライン

コンバージド アクセス導入の前提条件
コンバージド アクセス ワークフローを使用してコンバージド アクセス ソリューションを正常
に導入するには、ネットワークの有線インフラストラクチャをコンバージド アクセスに必要な
その他の構成に設定する必要があります。ここでは、コンバージド アクセス ワークフロー ベー
スの導入に必要な設定について説明します。
コンバージド アクセス ワークフロー（[サービス（Services）] > [ネットワークサービス（Network
Services）] > [コンバージドアクセス（Converged Access）]）の [はじめる前に（Before you Begin）]
ページにある [ここをクリック（click here）] リンクを使用して、前提条件を表示できます。
関連項目
•

レイヤ 2 およびレイヤ 3 の前提条件

•

コンバージド アクセス ワークフローの概要

•

サポート対象の IOS-XE プラットフォーム

•

統合アクセス テンプレート ベースの導入

•

設定値入力のガイドライン

レイヤ 2 およびレイヤ 3 の前提条件
表 36-4 に、レイヤ 2 およびレイヤ 3 の前提条件、およびコンバージド アクセス ワークフローの
設定例を示します。設定例では、MA および MC のさまざまなワイヤレス管理 VLAN を表すため
に次の名称が使用されます。
•

WM_VLAN：ワイヤレス管理 VLAN の名前

•

WM_VLAN_id：ワイヤレス管理 VLAN の ID

•

WLAN1_Client_VLAN_Name：WLAN 1 の VLAN 名

•

WLAN2_Client_VLAN_Name：WLAN 2 の VLAN 名
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（注）

表 36-4

•

WLAN3_Client_VLAN_Name：WLAN 3 の VLAN 名

•

WLAN1_Client_VLAN_id：WLAN 1 の VLAN ID

•

WLAN2_Client_VLAN_id：WLAN 2 の VLAN ID

•

WLAN3_Client_VLAN_id：WLAN 3 の VLAN ID

WLANx_Client_VLAN_id は 3 つのクライアントすべての VLAN ID を表します。

デバイス ロール MA および MC のコンバージド アクセス スイッチのレイヤ 2 およびレイヤ 3 の前提条件

コンバージド アクセス スイッチのタスク

設定例

ワイヤレス管理 VLAN

! Mgmt VLAN on Access Switch
vlan <WM_VLAN_id>
name <WM_VLAN>
! Apply VLAN to access ports connected to
Access Points
interface GigabitEthernet 1/0/x
description Connected to Access-Points
switchport mode access
switchport access vlan <WM_VLAN_id>

•

ネットワーク全体の一意の名前でワイ
ヤレス管理 VLAN を作成します。

•

この VLAN の下に AP に接続されたア
クセス ポートを設定します。

ワイヤレス クライアント VLAN の作成
•

VLAN データベースでワイヤレス クラ
イアント VLAN を作成します。VLAN
名は、キャンパスおよびブランチで共通
です。

DHCP スヌーピング/ARP インスペク
ション
•

アクセス スイッチ（スタティックまた
はダイナミック VLAN 用）の各 WLAN
クライアント VLAN で DHCP スヌーピ
ングと ARP インスペクションを有効に
します。

•

ARP インスペクションおよび DHCP ス
ヌーピング用に信頼されているアップ
ストリーム レイヤ 2 トランクを設定し
ます。

トランク ポートの切り替え
•

WAN ルータにトランク ポートを設定
します。トランクは WM_VLAN とクラ
イアント VLAN を許可する必要があ
り、DHCP スヌーピングまたは ARP イ
ンスペクション用の信頼できるポート
である必要があります。

•

トランク ポートのもう一方の端が正し
く設定されていることを確認します（表
示されていません）。

! Create the wireless Client VLANs on Access
Switch
vlan <WLAN1_Client_VLAN_id>
name <WLAN1_Client_VLAN_Name>
vlan <WLAN2_Client_VLAN_id>
name <WLAN2_Client_VLAN_Name>
vlan <WLAN3_Client_VLAN_id>
name <WLAN3_Client_VLAN_Name>
! Enable DHCP Snooping & ARP Inspection on all
WLAN
! Client VLANs (Static or Dynamic)
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan name
<WLANx_Client_VLAN_id>
no ip dhcp snooping information option
ip arp inspection vlan <WLANx_Client_VLAN_id>
ip arp inspection validate source destination
allow-zeros
interface Port-Channel <id>
description L2 Trunk to Upstream Router/Switch
ip dhcp snooping trust
ip arp inspection trust
! Configure trunk port to other connected
switches/router
interface Port-channel1
description Connected to Upstream System
switchport trunk allowed vlan add
<WM_VLAN_id>,
<WLAN1_Client_VLAN_id>,<WLAN2_Client_VLAN_id>,
<WLAN3_Client_VLAN_id>,
ip arp inspection trust
ip dhcp snooping trust
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コンバージド アクセス スイッチのタスク

設定例

デフォルトゲートウェイ

! Configure default-gateway
<ip default-gateway>

•

デフォルト ゲートウェイが設定されて
いることを確認します。

ワイヤレス モビリティ コントローラ
•

Catalyst 3650、3850、および 4500 SUP 8-E
スイッチを MC として展開する場合は、
それらのスイッチを MC として設定し、
リロードして設定を有効にします。

AP ライセンス
•

MC には、サブドメイン内のすべての
AP をサポートするのに十分な AP ライ
センスが必要で、そのライセンスを AP
でアクティブにする必要があります。ア
クティブ化に再起動は不要です。

•

GA には AP ライセンスは不要です。

セキュリティ
•

アクセス スイッチの関連する認証コマ
ンドをクラスベースのポリシー言語
（CPL）相当に変換します。

AP インターフェイス テンプレートの更新
•

AP インターフェイス テンプレート
LAP_INTERFACE_TEMPLATE にワイ
ヤレス管理 VLAN を追加します。

•

AP に接続されている各スイッチ ポー
トに更新されたテンプレートを適用し
ます。

•

次のコマンドを使用して、VLAN が適用
されたことを確認します。

wireless mobility controller
write memory
reload

! Activate AP license on branch converged
access switch
license right-to-use activate ap-count <count>
slot <ID> acceptEULA

authentication convert-to new-style

このコマンドは、スイッチのレガシー設定を ID
ベースのネットワーキング サービスに完全に変
換します。このコマンドを入力すると、続行する
許可を求めるメッセージが表示されます。変換を
許可します。
template LAP_INTERFACE_TEMPLATE
switchport access vlan <Wireless_Mgmt_VLAN_id>
! Associate the LAP_INTERFACE_TEMPLATE to
switch
! ports connected to APs.This puts the
interface
! in shutdown state; so issue a “no shut”
command
interface Gig 1/0/x
source template LAP_INTERFACE_TEMPLATE
no shutdown

show derived-config interface
<interface id>

autoconf enable コマンドがグローバルに設
定されている場合は、この手順は必要あり
ません。この場合、スイッチは接続されたデ
バイスのデバイス タイプを自動的に検出
し、適切なインターフェイス テンプレート
を適用します。
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表 36-5 に、レイヤ 2 およびレイヤ 3 の前提条件、および GA の設定例を示します。設定例では、
GA のワイヤレス管理 VLAN およびゲスト VLAN の詳細を表すために次の名称が使用され
ます。

表 36-5

•

WM_VLAN：ワイヤレス管理 VLAN の名前

•

WM_VLAN_id：ワイヤレス管理 VLAN の ID

•

GUEST_VLAN_Name：ゲスト アンカー コントローラの VLAN 名

•

GUEST_VLAN_id：ゲスト アンカー コントローラの VLAN ID

ゲスト アンカー コントローラのレイヤ 2 およびレイヤ 3 の前提条件

ゲスト アンカー コントローラのタスク

ゲスト アクセス コントローラの設定例

ワイヤレス管理 VLAN

! Mgmt VLAN on Access Switch
vlan <WM_VLAN_id>
name <WM_VLAN>

•

ネットワーク全体の一意の名前でワイヤレ
ス管理 VLAN を作成します。

ワイヤレス ゲスト VLAN の作成
•

! Create the wireless guest VLANS on
Access Switch
vlan <GUEST_VLAN_id>
name <GUEST_VLAN_Name>

VLAN データベースでワイヤレス ゲスト
VLAN を作成します。VLAN 名はすべての
GA で共通である必要があります。

DHCP スヌーピング/ARP インスペクション
•

ゲスト VLAN で DHCP スヌーピングおよ
び ARP インスペクションを有効にします。

•

ネットワークに接続されたレイヤ 2 トラン
クを、ARP インスペクションおよび DHCP
スヌーピング用に信頼されるように設定し
ます。

デフォルトゲートウェイ
•

ip default-gateway <ip address>

デフォルト ゲートウェイが設定されてい
ることを確認します。

セキュリティ
•

! Enable DHCP Snooping & ARP Inspection on
Guest
! VLAN
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan name
<GUEST_VLAN_Name>
no ip dhcp snooping information option
ip arp inspection vlan <GUEST_VLAN_id>
ip arp inspection validate source
destination allow-zeros
interface Port-Channel <id>
description L2 Trunk to network
ip dhcp snooping trust
ip arp inspection trust

authentication convert-to new-style

アクセス スイッチの関連する認証コマン
ドをクラスベースのポリシー言語（CPL）相 このコマンドは、スイッチのレガシー設定を
ID ベースのネットワーキング サービスに完
当に変換します。
全に変換します。このコマンドを入力すると、
続行する許可を求めるメッセージが表示され
ます。変換を許可します。

関連項目
•

コンバージド アクセス導入の前提条件

•

サーバの構成の前提条件
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サーバの構成の前提条件
•

Cisco Prime Infrastructure
– すべてのネットワーク全体の Catalyst スイッチおよび 5760 WLC は、
SNMP で設定する

必要があります。
– コンバージド アクセス スイッチは、
Cisco Prime Infrastructure のインベントリに追加す

る必要があります。デバイスをインベントリに追加するには、SNMP および Telnet のク
レデンシャルを指定する必要があります。
– エンドツーエンドのクライアント接続とポリシー適用の詳細を一元的にモニタするに

は、Cisco Prime Infrastructure と Cisco ISE エンジンを外部サーバとしてリンクします。
•

Cisco ISE/ACS
– 中央集中型のポリシー エンジン機能を有効にするには、
Catalyst スイッチおよびゲスト

アンカー WLC を含むすべてのネットワーク デバイスを Cisco ISE/ACS に設定する必要
があります。
– AAA 設定は、
コンバージド アクセス ワークフローによって自動的に生成されるので、

個々のネットワーク デバイスのコンバージド アクセスには必要ありません。
•

DHCP サーバ：内部または外部の DHCP サーバは、ワイヤレス クライアント用の適切なプー
ル設定によってあらかじめ設定しておく必要があります。

•

DNS サーバ：ネットワークに正常に接続するように、適切な名前ルックアップ プロセスで事
前に設定しておく必要があります。

関連項目
•

コンバージド アクセス導入の前提条件

•

レイヤ 2 およびレイヤ 3 の前提条件

統合アクセス テンプレート ベースの導入
Cisco Prime Infrastructure は、さまざまな導入モデルに異なるテンプレートを使用します。表 36-6
に説明されているように、ネットワーク トポロジに基づいて適切なテンプレートを選択する必
要があります。
表 36-6

ネットワーク トポロジと設定テンプレート マッピング

ネットワーク トポロジ

設定テンプレート

単一スイッチの小規模ネットワーク

IOS-XE コントローラ：小規模ネットワーク（IOS-XE
Controller - Small Network）

コントローラのない大規模ワイヤレス IOS-XE コントローラ：大規模ネットワーク（IOS-XE
ブランチ
Controller - Large Network）
コントローラベースの大規模ワイヤレ IOS-XE コントローラ：大規模ネットワーク（IOS-XE
ス ブランチ
Controller - Large Network）
中央集中型ワイヤレス キャンパス

IOS-XE Centralized Wireless Network
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コンバージド アクセス テンプレートを展開するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [統合アクセス（Converged Access）] の順に選択します。

ステップ 2

[次へ（Next）] をクリックして設定を選択します。

ステップ 3

[導入モデルの選択（Select Deployment Model）] ドロップダウン リストから、次のいずれかのオプ
ションを選択します。
•

IOS-XE Controller - Small Network

•

IOS-XE Controller - Large Network

•

IOS-XE Centralized Wireless Network

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックして、展開するデバイスを選択します。

ステップ 5

すべてのデバイスを選択し、[次へ（Next）] をクリックして、選択したネットワーク構成を適用し
ます。
選択したデバイスは左側のペインに表示されます。右側のペインでは、WLAN、ゲスト WLAN、セ
キュリティ、およびワイヤレス管理の値を入力して、テンプレートを設定できます。

ステップ 6

[選択したすべてのデバイス（All Selected Devices）] チェックボックスをオンにして、選択したす
べてのデバイスに共通の WLAN、セキュリティ、およびアプリケーション サービスの設定値を
入力します。

ステップ 7

[適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 8

個々のデバイスを選択し、ゲスト コントローラ、モビリティ、ワイヤレス管理 IP などのデバイス
固有の設定値を入力します。
詳細については、関連項目の「設定値入力のガイドライン」を参照してください。

ステップ 9

[適用（Apply）] をクリックしてから [次へ（Next）] をクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面では、導入前のデバイス設定情報を確認できます。

ステップ 10

[展開（Deploy）] をクリックします。

関連項目
•

コンバージド アクセス導入の前提条件

•

設定値入力のガイドライン
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設定値入力のガイドライン
ここでは、コンバージド アクセス テンプレートのフィールドの説明と、次の導入モデルに対す
るグローバルおよびローカルの設定値の入力に関するガイドラインを具体的な例とともに説明
します。
•

コントローラのない単一スイッチ導入モデル

•

コントローラのない大規模ワイヤレス導入モデル

•

コントローラベースの大規模ワイヤレス導入モデル

•

中央集中型ワイヤレス キャンパス導入モデル

関連項目
•

コンバージド アクセス導入の前提条件

•

コンバージド アクセス テンプレートのフィールドの説明

•

コントローラのない大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力

•

コントローラベースの大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力

•

中央集中型ワイヤレス キャンパス導入モデルへの設定値の入力

コンバージド アクセス テンプレートのフィールドの説明
ここでは、統合アクセス テンプレートのフィールドについて説明します。
表 36-7

WLAN フィールドの説明

フィールド

説明

[SSID]

無線 LAN の名前。

[ID]

ワイヤレス LAN ID（1 ～ 16）。

[Pre-Shared Key（事前 Wi-Fi Protected Access 事前共有キー（WPA2-PSK）は、ワイヤレス LAN
共有キー）]
（WLAN）または Wi-Fi 接続でユーザを認証および検証するために使用
されるセキュリティ メカニズムです。これは必須フィールドです。こ
の値は英数字で、8 文字以上である必要があります。
[クライアント VLAN
名（Client VLAN
Name）]
表 36-8

クライアント VLAN の名前。英数字にできます。

ゲスト コントローラのフィールドの説明

フィールド

説明

[アンカー コントロー
ラ IP（Anchor
Controller IP）]

ゲスト アンカー デバイスのワイヤレス管理 IP。

[アンカーグループ名 アンカー デバイスのグループ名。
（Anchor Group Name）]
[外部コントローラ
（Foreign Controller）]

ゲスト アンカー デバイスが関連付けられた MC のワイヤレス管理 IP。
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表 36-9

セキュリティ フィールドの説明

フィールド
[サーバ プロトコル
（Server Protocol）]

説明
RADIUS（リモート認証ダイヤルイン ユーザ サービス）プロトコル

[サーバ IP（Server IP）] RADIUS サーバの IP アドレスです。
[サーバ キー
（Server Key）]
表 36-10

RADIUS サーバのパスワード。

アプリケーション サービスのフィールドの説明

フィールド名

説明

[NetFlow コレクタ(IP: ポート)（Netflow
Collectors (IP:Port)）]

[IP]：Prime Infrastructure サーバの IP アドレス。
[ポート（Port）]：NetFlow モニタがエクスポートされ
たデータを受信するポート。Cisco Prime Infrastructure
の場合、デフォルトのポートは 9991 です。
（例：172.20.114.251:9991）。

表 36-11

[WLAN-1 SSID 帯域幅(%)（WLAN-1
SSID Bandwidth(%)）]

最初の WLAN に許可される最大帯域幅の割合を指定
します。

[WLAN-2 SSID 帯域幅(%)（WLAN-2
SSID Bandwidth(%)）]

2 番目の WLAN に許可される最大帯域幅の割合を指
定します。

[WLAN-3 SSID 帯域幅(%)（WLAN-3
SSID Bandwidth(%)）]

3 番目の WLAN に許可される最大帯域幅の割合を指
定します。

[ゲスト SSID 帯域幅(%)（Guest SSID
Bandwidth(%)）]

ゲスト WLAN に許可される最大帯域幅の割合を指定
します。

ワイヤレス モビリティのフィールドの説明

フィールド名

説明

[役割（Role）]

モビリティ コントローラまたはモビリティ エージェ
ント。

[コントローラ IP（Controller IP）]

コントローラ デバイスのワイヤレス管理 IP。

[スイッチピアグループ名（Switch Peer
Group Name）]

エージェントが追加されるピア グループ名。

[モビリティ エージェント IP
（Mobility Agent IP(s)）]

モビリティ エージェントのデバイスのワイヤレス管
理 IP。複数の IP アドレスを入力する場合は、セミコロ
ンを使用して IP アドレスを区切ります。

[ピア コントローラ IP
（Peer Controller IP(s)）]

ピア コントローラ デバイスのワイヤレス管理 IP。複
数の IP アドレスを入力する場合は、セミコロンを使
用して IP アドレスを区切ります。

[RF グループ名（RF Group Name）]

展開で使用される RG グループ名。
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表 36-12

ワイヤレス管理フィールドの説明

フィールド名

説明

[VLAN ID]

選択したデバイスの VLAN ID。

[IP]

選択したデバイスのワイヤレス管理 IP。

[サブネット マスク（Subnet mask）]

選択したデバイスに割り当てられたサブネット マ
スク。

関連項目
•

コンバージド アクセス導入の前提条件

•

統合アクセス テンプレート ベースの導入

•

コントローラのない大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力

•

コントローラベースの大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力

•

中央集中型ワイヤレス キャンパス導入モデルへの設定値の入力

コントローラのない単一スイッチ導入モデルへの設定値の入力
小規模のリモート ブランチ オフィスまたは小売店は、有線および無線ユーザにネットワーク接
続を提供するために、単一の統合アクセス スイッチ（スタンドアロンまたはスタック）で構成さ
れている場合があります。
このようなネットワーク設計の場合、スイッチは MC および MA 両方の機能を統合します。これ
らのネットワークでは、ゲスト ワイヤレス サービスと、展開されたすべてのサイトで共通のセ
キュリティおよびネットワーク アクセス ポリシーの適用が必要になる場合があります。
ネットワーク管理者は、Cisco Prime Infrastructure IOS-XE コントローラの小規模ネットワーク テ
ンプレートを使用して、コンバージド アクセスを展開することができます。図 36-2 に、3 つのブ
ランチ オフィスを示す単一スイッチの小規模ネットワークのリファレンス ネットワークを示
します。各サイトは、ワークフローを使用して個別に展開できます。また、1 つの導入ワークフ
ローは複数のサイトを展開できます。
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図 36-2

コントローラのない単一スイッチの小規模ネットワーク モデル
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図 36-2 で、ワイヤレス クライアント VLAN 名は、特定の SSID に関連付けられているすべてのデ
バイスで同じです。グローバルに重要な値（すべてのサイトに共通）は、同時に設定できます。グ
ローバルに重要な値には、WLAN、RADIUS パラメータ、およびアプリケーション実行可能性制
御（AVC）の設定が含まれています。
すべてのデバイスにグローバルに重要な値を入力するには、関連項目の「統合アクセス テンプ
レート ベースの導入」を参照してください。
図 36-2 に示す単一スイッチの小規模ネットワーク トポロジ内のすべてのデバイスに共通の設
定値を、図 36-3 に示します。
図 36-3

WLAN、ゲスト WLAN、セキュリティ、AVC、および RF に対するサンプルの設定値

グローバルに重要な設定値を適用したら、デバイスを個別に選択して、アンカー コントローラや
ワイヤレス管理 IP アドレスなどのデバイス固有の設定値を適用する必要があります。
図 36-2 に基づいた MA/MC 10.100.1.109 および GA に対するサンプルのゲスト コントローラの
設定値を、表 36-13 に示します。
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表 36-13

MA/MC（10.100.1.109）および GA に対するサンプルのゲスト コントローラの設定値

MA/MC

GA

10.99.2.242; 10.99.2.243

10.99.2.242; 10.99.2.243

[アンカーグループ名（Anchor
Group Name）]

CA-Mobility-SubDomain-3

CA-Mobility-SubDomain-3

[外部コントローラ（Foreign
Controllers）]

10.101.4.109

10.101.1.109; 10.101.4.109;
10.101.7.109

データ フィールド
[アンカー コントローラ IP
（Anchor Controller IP）]

表 36-14 に、図 36-2 に基づいた MA/MC 10.100.1.109 および GA（10.99.2.242）に対するサンプル
のワイヤレス管理の設定値を示します。
表 36-14

MA/MC（10.100.1.109）および GA に対するサンプルのワイヤレス管理の設定値

データ フィールド

MA/MC

GA

[VLAN ID]

155

33

[IP]

10.101.1.109

10.99.2.242

255.255.255.240

255.255.255.240

US

US

[サブネットマスク
（Subnet Mask）]
[国コード（Country Code）]

表 36-13 および表 36-14 に示すように、すべての MA/MC および GA に対して、ゲスト コント
ローラおよびワイヤレス管理の設定値を適用します。
関連項目
•

コンバージド アクセス導入の前提条件

•

統合アクセス テンプレート ベースの導入

•

コンバージド アクセス テンプレートのフィールドの説明

•

コントローラのない大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力

•

コントローラベースの大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力

•

中央集中型ワイヤレス キャンパス導入モデルへの設定値の入力
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コントローラのない大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力
図 36-4 は、外部 WLC に依存せず MA および MC ロールに Catalyst スイッチを活用する、コント
ローラなしの導入モデルを示しています。この統合アクセス導入モデルは、Cisco Prime
Infrastructure IOS-XE コントローラの大規模ネットワーク テンプレートを使用して実装できます。
図 36-4

コントローラのない大規模ブランチ ネットワークのモデル

WLAN、ゲスト WLAN、RADIUS パラメータ、AVC などのグローバルに重要な設定値は、選択した
すべてのデバイスに対して同時に入力します（単一スイッチの小規模ネットワーク導入モデルで
の説明と同じです）。グローバルに重要な値を適用したら、各デバイスに対してワイヤレス管理
IP を入力します（これも単一スイッチの小規模ネットワーク導入モデルでの説明と同じです）。
ワイヤレス管理 IP を適用したら、MA、MC、および GA のゲスト コントローラ値を入力します。
図 36-4 に示す SPG-1 の MA、MC、および GA のゲスト コントローラ設定値を、表 36-15 に示し
ます。
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表 36-15

MA、
MC、および GA に対するゲスト コントローラ設定値の例

データ フィールド

MA

MC

GA

[アンカー コントロー
ラ IP（Anchor
Controller IP）]

10.99.2.242

10.99.2.242

10.99.2.242

[アンカーグループ名 CA-Mobility-SubDoma CA-Mobility-SubDoma CA-Mobility-SubDoma
in-3
in-3
（Anchor Group Name）] in-3
[外部コントローラ
（Foreign Controller）]

10.101.4.109

10.101.3.109

10.101.3.109

図 36-4 に示す SPG-1 の MA、MC、および GA のモビリティ設定値を、表 36-16 に示します。
表 36-16

MA、
MC、および GA に対するモビリティ設定値の例

データ フィールド

MA

[役割（Role）]

Agent（エージェント） コントローラ

コントローラ

10.101.3.109

10.101.3.109

—

[スイッチピアグルー
プ名（Switch Peer
Group Name）]

SPG-1

SPG-1

—

[モビリティ エージェ
ント IP（Mobility
Agent IP(s)）]

—

10.101.1.109

—

[ピア コントローラ IP —
（Peer Controller IP(s)）]

10.101.4.109

—

CA-RF

CA-RF

[コントローラ IP
（Controller IP）]

[RF グループ名（RF
Group Name）]

CA-RF

MC

GA

図 36-4 に示すように、SPG-2 の MA および MC に対し同じ手順を繰り返します。
関連項目
•

コンバージド アクセス導入の前提条件

•

コンバージド アクセス テンプレートのフィールドの説明

•

コントローラのない大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力

•

コントローラベースの大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力

•

中央集中型ワイヤレス キャンパス導入モデルへの設定値の入力
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コントローラベースの大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の
入力
図 36-5 は、外部 5760 WLC を MC とする統合アクセスを展開するために、同じ IOS-XE コント
ローラの大規模ネットワーク テンプレートを利用する、コントローラベースの大規模な導入モ
デルを示しています。
図 36-5

コントローラベースの大規模キャンパス モデル

WLAN、ゲスト WLAN、RADIUS パラメータ、AVC などのグローバルに重要な設定値は、選択した
すべてのデバイスに対して同時に入力します（単一スイッチの小規模ネットワーク導入モデルで
の説明と同じです）。グローバルに重要な値を適用したら、各デバイスに対してワイヤレス管理
IP を入力します（これも単一スイッチの小規模ネットワーク導入モデルでの説明と同じです）。
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ワイヤレス管理 IP を適用したら、MA、MC、および GA のゲスト コントローラ値を入力します。
図 36-5 に示す SPG-1 の MA、MC、および GA のゲスト コントローラ設定値を、表 36-17 に示し
ます。
表 36-17

MA、
MC、および GA に対するゲスト コントローラ設定値の例

データ フィールド

MA

MC

GA

[アンカー コントロー
ラ IP（Anchor
Controller IP）]

10.99.2.242

10.99.2.242

10.99.2.242

[アンカーグループ名 CA-Mobility-SubDoma CA-Mobility-SubDoma CA-Mobility-SubDoma
in-3
in-3
（Anchor Group Name）] in-3
[外部コントローラ
（Foreign Controller）]

10.99.2.242;
10.100.222.1

10.99.2.242;
10.100.222.1

10.100.221.1;
10.100.222.1

図 36-5 に示す SPG-1 の MA、MC、および GA のモビリティ設定値を、表 36-18 に示します。
表 36-18

MA、
MC、および GA に対するモビリティ設定値の例

データ フィールド

MA

[役割（Role）]

Agent（エージェント） コントローラ

コントローラ

10.100.221.1

10.100.221.1

—

[スイッチピアグルー
プ名（Switch Peer
Group Name）]

SPG-1

SPG-1

—

[モビリティ エージェ
ント IP（Mobility
Agent IP(s)）]

—

10.101.1.109;

—

[コントローラ IP
（Controller IP）]

GA

10.101.2.109

[ピア コントローラ IP —
（Peer Controller IP(s)）]
[RF グループ名（RF
Group Name）]

MC

CA-RF

10.100.222.1

—

CA-RF

CA-RF

図 36-5 に示す、SPG-2 の MA および MC に対して、同じ手順を繰り返します。
関連項目
•

コンバージド アクセス導入の前提条件

•

コンバージド アクセス テンプレートのフィールドの説明

•

コントローラのない単一スイッチ導入モデルへの設定値の入力

•

コントローラのない大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力

•

中央集中型ワイヤレス キャンパス導入モデルへの設定値の入力
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中央集中型ワイヤレス キャンパス導入モデルへの設定値の入力
Cisco Prime Infrastructure IOS-XE 中央集中型ワイヤレス テンプレートは、次世代 5760-WLC を使
用して従来の無線導入モデルをサポートします。このモデルでは、ジェネレーション アクセス
レイヤ スイッチは従来のイーサネット スイッチ モードで展開され、WLC および AP はこのモー
ドで CAPWAP トンネリング メカニズムを使用してオーバーレイ ネットワークを構築します。
図 36-6 に、IOS-XE 中央集中型テンプレートを使用する 5760-WLC ベースの中央集中型ワイヤレ
ス展開を示します。
図 36-6

中央集中型キャンパス ネットワーク モデル

小規模ネットワーク導入モデルで説明したように、WLAN、RADIUS パラメータ、AVC などのグ
ローバルに重要な値をすべてのデバイスに同時に設定できます。
ワイヤレス管理 IP を適用したら、5760 WLC および GA のゲスト コントローラ値を入力しま
す。
図 36-6 に示すトポロジの SPG-1 の 5760 WLC および GA のゲスト コントローラ設定値を、
表 36-19 に示します。
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表 36-19

5760 WLC および GA に対するゲスト コントローラ設定値の例

5760 WLC

GA

10.99.2.242

10.99.2.242

[アンカーグループ名（Anchor
Group Name）]

CA-Mobility-SubDomain-3

CA-Mobility-SubDomain-3

[外部コントローラ（Foreign
Controllers）]

10.100.222.1

10.100.221.1; 10.100.222.1

データ フィールド
[アンカー コントローラ IP
（Anchor Controller IP）]

表 36-20

5760 WLC および GA に対するサンプルのモビリティ設定値

データ フィールド

5760 WLC

GA

[ピア コントローラ IP（Peer
Controller IP(s)）]

10.100.222.1

—

[RF グループ名（RF Group
Name）]

CA-RF

CA-RF

図 36-6 に示す、SPG-2 の 5760 WLC に対して、同じ手順を繰り返します。
関連項目
•

コンバージド アクセス導入の前提条件

•

コンバージド アクセス テンプレートのフィールドの説明

•

コントローラのない単一スイッチ導入モデルへの設定値の入力

•

コントローラのない大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力

•

コントローラベースの大規模なワイヤレス導入モデルへの設定値の入力
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Application Visibility and Control の設定
デバイス ワーク センターからデバイスの機能設定を変更したり、ブランチのデバイスをセット
アップしたりするために必要な一連のデバイス コンフィギュレーションを設計するには、Cisco
Prime Infrastructure の設定テンプレートを使用します。
関連項目
•

WSMA を使用したデバイスの設定

•

アプリケーション可視性の設定

•

データ ソースの管理

•

データ重複排除の有効化

•

Easy VPN サーバの設定

•

HTTP および HTTPS トラフィックのリダイレクト

•

インターフェイスの設定

•

セルラー WAN インターフェイスの設定

•

ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定

•

DMVPN の設定

•

GETVPN の設定

•

ネットワーク アドレス変換（NAT）の設定

•

ゾーンベース ファイアウォールの作成

•

ルーティング プロトコルの作成

WSMA を使用したデバイスの設定
Prime Infrastructure では、主に Telnet または SSHv2 を介した CLI 方式を使ってデバイスを設定し
ます。ASR および ISR デバイスの特定の機能を設定するために WSMA（SSHv2 経由）を使用でき
ます。Cisco Web Services Management Agent は、デバイスを設定するためのより効率的で堅牢な
方法です。Prime Infrastructure は、ASR および ISR デバイスでの WSMA によるゾーンベース ファ
イアウォールおよびアプリケーション可視性の設定をサポートします。
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WSMA を使用したデバイスの設定

WSMA を介してゾーンベース ファイアウォールまたはアプリケーション可視性を設定するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

ステップ 2

管理トランスポート プロトコルとして Telnet ではなく SSHv2 を使用するために、Prime
Infrastructure でデバイスを追加または編集します。
a.

自動検出を使用してデバイスを追加する場合は、SSH クレデンシャルを入力します。

b.

デバイスを手動で追加する場合は、ステップ 2 でプロトコルとして SSH2 を選択します。

デバイスが（SSH2 を使用するよう設定されていない）Prime Infrastructure によっても管理される
場合は、デバイス クレデンシャルを次のように編集します。
a.

ステップ 3

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

b.

デバイスを選択して [編集（Edit）] をクリックします。

c.

プロトコルを [SSH2] に変更します。

d.

[更新（Update）] をクリックします。

WSMA の設定プロファイルを次のように設定することで、デバイスの WSMA プロファイルをア
クティブ化します。
#configure terminal
wsma agent config profile PIwsmaConfigServiceSSH
#exit
#wsma profile listener PIwsmaConfigServiceSSH
no wsse authorization level 15
transport ssh subsys wsma-config
#exit

ステップ 4

デバイスで次の CLI コマンドを使用して、設定アーカイブを設定します。これは WSMA でトラ
ンザクションの設定とロールバックの処理に使用されます。
#configure terminal
archive
log config
hidekeys
path flash:roll
maximum 5
#end

関連項目
•

Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference Guide

•

WSMA Configuration Guide
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アプリケーション可視性の設定

アプリケーション可視性の設定
アプリケーション可視性（アプリケーションの表示）機能を使用すると、特定のインターフェイ
スでトラフィックをモニタし、パフォーマンスおよび帯域幅統計情報のレポートを生成できま
す。この情報は Prime Infrastructure のさまざまなダッシュレットとレポートに使用されます。デ
バイスは Prime Infrastructure にこれらのレポートを送信し、各レポートが Prime Infrastructure の
ダッシュレットおよびレポートのサブセットに情報を提供します。Prime Infrastructure では、
（Telnet または SSH を介した）CLI または WSMA を使用してアプリケーションの可視性を設定
できます。WSMA を使用すると、より効率的かつ堅牢な方法でアプリケーションの可視性を設定
できます。したがって、アプリケーションの可視性の設定には WSMA プロトコルを使用するこ
とを推奨します。Prime Infrastructure での WSMA の使用に関する詳細を参照してください。
アプリケーション可視性機能は次のプラットフォームでサポートされています。
•

Cisco IOS-XE リリース 15.3(1)S1 以降の ASR 1000 シリーズ プラットフォーム

•

Cisco IOS リリース 15.2(4)M2 以降の ISR G2 プラットフォーム

•

Cisco IOS-XE リリース 15.3(2)S 以降の ISR 4300 および 4400 シリーズ プラットフォーム

•

Cisco IOS-XE リリース 15.3(2)S 以降の CSR プラットフォーム

アプリケーションの可視性を設定する方法は、プラットフォームおよび IOS リリースによって
異なります。新しい IOS リリースでは、Application Visibility and Control（AVC）のセットアップ用
に、よりパフォーマンスの高い新しいメカニズムを使用できます。したがって、15.4(1)S より前の
IOS-XE リリースを実行する ASR 1000、CSR または ISR 4400 プラットフォームを IOS-XE リ
リース 15.4(1)S 以降にアップグレードする場合、または 15.4(1)T より前の IOS リリースを実行
する ISR-G2 プラットフォームを IOS リリース 15.4(1)T 以降にアップグレードする場合は、これ
らのデバイスで AVC を再設定することを推奨します。
設定を簡素化するために、アプリケーション可視性機能は、次の 4 種類のメトリックおよび
NetFlow レポートに分割されています。
レポート
トラフィック統計情報
（Traffic Statistics）

HTTP URL 可視性（HTTP
URL Visibility）

説明
ユーザ単位およびインターフェイス単位で、NBAR で認識される
各アプリケーションが消費する帯域幅の統計情報を送信します。
このレポートの情報が、
「上位 N 個のアプリケーション」、
「アプリ
ケーション帯域幅レポート」、
「上位 N 個のクライアント」などの形
で Cisco Prime Infrastructure のさまざまなアプリケーション帯域幅
ダッシュレットおよびレポートに表示されます。
HTTP ベースのトラフィックのパフォーマンスおよび帯域幅レ
ポートを送信します。このレポートの情報は、
「ヒット件数の上位
N 個の URL」および「応答時間の上位 N 個の URL」として Cisco
Prime Infrastructure のさまざまな URL ダッシュレットおよびレ
ポートに表示されます。
（注）

アプリケーション応答時
間（Application Response
Time）

HTTP URL 可視性ツールは ISR-G2 デバイスではサポート
されません。

TCP トラフィックのパフォーマンス関連情報を送信します。この
レポートの情報は、
「アプリケーション ART 分析」、
「トランザク
ション時間の下位 N 個のクライアント」などの形で Cisco Prime
Infrastructure のさまざまな応答時間ダッシュレットおよびレポー
トに表示されます。
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レポート
音声/ビデオ メトリック
（Voice/Video Metrics）

説明
RTP ベースの音声/ビデオ トラフィックのさまざまな RTP 主要パ
フォーマンス評価指標を送信し、その情報が音声/ビデオ カテゴリ
の「パケット損失の下位 N 個の RTP ストリーム」として Cisco
Prime Infrastructure のダッシュレットおよびレポートに表示され
ます。

アプリケーション可視性機能をアクティブ化すると、デバイスのパフォーマンスに影響を与え
る場合があります。潜在的影響を最小限に抑えるために、モニタするトラフィック インターフェ
イスと生成するレポートをテンプレートで選択できます。
ネットワークでのアプリケーション可視性を設定する方法は次のとおりです。
1. （任意）
CLI ではなく WSMA プロトコルを使用してデバイスが設定されるようにするには、デ

バイスで WSMA を設定します。WSMA には、より堅牢な設定メカニズムが備わっています。
2.

デバイスで最新の NBAR プロトコル パックが実行されていることを確認してください。

3.

デバイスでアプリケーション可視性をアクティブ化する前に、デバイスへのリソース（CPU
とメモリ）の潜在的な影響を推測します。

テンプレートを作成してネットワーク全体にプッシュするか、デバイス ワーク センターからイ
ンターフェイスの AVC を有効化することによって、デバイスでアプリケーション可視性をアク
ティブ化します。
関連項目

WSMA を使用したデバイスの設定
NBAR プロトコル パック
トラブルシューティング セッションのアクティブ化および非アクティブ化
アプリケーション可視性テンプレートの作成
インターフェイスに対するデフォルト アプリケーション可視性の有効化

ASR デバイス上の CPU、
メモリ、
および NetFlow リソースの推測
ASR デバイスでアプリケーションの可視性機能を展開する際に、レディネス アセスメント機能
を使用すると、CPU 消費量、メモリ使用量、および NetFlow エクスポート トラフィックを推測す
ることができます。ASR デバイスでのこれらのリソースの需要を、標準的な定義済みトラフィッ
ク プロファイルおよびデバイスのインターフェイス速度に基づいて分析するには、DRE が役立
ちます。
DRE は、次のモジュールが 1 つ以上インストールされた、Cisco IOS-XE リリース 15.3(1)S1 以降
を実行するすべての ASR でサポートされます。
•

cevModuleASR1000ESP5

•

cevModuleASR1000ESP10

•

cevModuleASR1000ESP20

•

cevModuleASR1001ESP

•

cevModuleASR1002FESP
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特定のデバイス上のリソース使用率を推測するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility and Control）] > [レ
ディネス アセスメント（Readiness Assessment）] を選択します。

ステップ 2

推測するデバイスの [インターフェイス（Interface）] 列で、下矢印アイコンをクリックします。
アプリケーション可視性機能をサポートするインターフェイスのみがリストに表示されます。

ステップ 3

ステップ 4

[インターネット プロファイル（Internet Profile）] または [エンタープライズ プロファイル
（Enterprise Profile）] を選択します。デバイス リソースの推測は、標準的なトラフィック プロファ
イルに基づきます。標準的なサービスプロバイダー トラフィックには [インターネット プロ
ファイル（Internet Profile）]、標準的な企業トラフィックには [エンタープライズ プロファイル
（Enterprise Profile）] を選択してください。
リソース使用率を推測するインターフェイスを選択します。
表示される速度は、各インターフェイスに関して現在設定されている速度です。別の速度を推測
のベースにする場合は、[速度（Mbps）
（Speed (Mbps)）] をクリックして別の値を入力します。

ステップ 5

[推測を取得（Get Estimates）] をクリックします。
[リソース使用率の推測（Estimated Resource Usage）] グラフに、CPU およびメモリの現在の使用
率、追加使用率、および総使用率に加えて、これらのリソースのしきい値制限が表示されます。ま
た、推測される最大 NetFlow エクスポート トラフィックも表示されます。AVC がすでに有効に
なっているデバイスについては、現在および追加の使用率のみが表示されます。
リソース使用率がしきい値制限を超えている場合は、問題のあるデバイスを次の方法で最適化
してください。
•

現在の CPU 使用率を減らす

•

設定メモリを増やす

•

設定されたインターフェイス速度を低減する

•

別のデバイスにトラフィックをリダイレクトする

NBAR プロトコル パック
アプリケーションの可視性レポートを作成するデバイスの機能は、NBAR テクノロジーに基づ
きます。NBAR（つまり Network-Based Application Recognition）とは、多種多様なプロトコルおよ
びアプリケーション（動的な TCP/ユーザ データグラム プロトコル（UDP）ポート割り当てを使用
する Web ベースなどの分類困難なアプリケーションおよびプロトコルを含む）を認識して分類
する分類エンジンです。
NBAR は新しいアプリケーションとプロトコルをサポートするように頻繁に更新され、NBAR
のソフトウェア アップデートはプロトコル パックと呼ばれます。
NBAR プロトコル パックとそのアップグレード方法の詳細を参照してください。
デバイスで NBAR プロトコル パックをアップグレードする際には、対応する Prime Infrastructure
のアップデートを実行することで、デバイスでのサポート対象プロトコルおよびアプリケー
ションによって Prime Infrastructure を更新する必要があります。
これを行うために、新しいプロトコル パックがリリースされると、定期的な Prime Infrastructure
のソフトウェア アップデート（UBF ファイル）が発行されます。デバイスで NBAR プロトコル
パックをアップグレードした後、Prime Infrastructure もまた最新のプロトコルで更新されるよう
に、Prime Infrastructure のソフトウェア アップグレードを使用する必要があります。
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ネットワークには常に、さまざまな Cisco IOS ソフトウェア リリースおよびさまざまなプロトコ
ル パック リリースを実行しているプラットフォーム（ISR-G2/ASR）が含まる可能性があります。
アプリケーション可視性レポートを生成するさまざまなデバイスで、別々のプロトコル パック
リリースを同時に使用することは推奨されません。ただし、異なるバージョンの NBAR プロトコ
ル パックを実行する複数のデバイスにアプリケーション可視性テンプレートを展開する際に、各
デバイスでテンプレートのフィルタリング条件として定義されたサポート対象プロトコル/アプ
リケーションのサブセットのみを設定することで、Prime Infrastructure はこれに対応できます。
関連項目
•

NBAR Protocol Packs Guide

アプリケーション可視性テンプレートの作成
アプリケーション可視性モニタリング ポリシーは、選択したインターフェイス グループに対し
て定義されます。テンプレートを定義する際には、トラフィックをモニタして NetFlow レポート
を生成する対象のインターフェイス グループに一致するインターフェイスロール オブジェク
トを必ず定義してください。
アプリケーション可視性テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [アプリケーションの可視性（Application Visibility）] > [AVC 設定（AVC
Configuration）] を選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、適切なフィールドに一意の名前と説明を入
力します。

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、リストからデバイス タイプを選択し、OS バージョンを入
力します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、ドロップダウン リストからインターフェイス
ロールを選択します。インターフェイス ロールは、トラフィックをモニタしてアプリケーション
可視性レポートを作成する対象のインターフェイス グループを示します。

ステップ 5

[トラフィック統計情報（Traffic Statistics）] 領域では、トラフィック統計情報のレポートを作成す
るためにモニタする対象のトラフィックを決定できます。データ パケットの統計情報を収集し
ない場合は [オフ（Off）] オプション ボタンを選択します。
a.

ステップ 6

IP アドレス/サブネットを選択します。IPv4 トラフィックに関してのみレポートを生成でき
ます。必要最小限のフィルタ セットを設定することを推奨します。

[HTTP URL 可視性（HTTP URL Visibility）] 領域で、レポートを作成するためにモニタするトラ
フィックを選択できます。URL の統計情報を収集しない場合は、[オフ（Off）] オプション ボタン
を選択します。
a.

IP アドレス/サブネットを選択します。モニタする特定の IPv4 アドレスまたはサブネットの
セットを選択できます。

b.

ドロップダウン リストからアプリケーションを選択します。モニタする特定のアプリケー
ション セットを選択できます（モニタ可能なアプリケーションは最大で 32 個です）。デフォ
ルトでは、すべてのエンタープライズ関連の HTTP ベース アプリケーションがリストに含
まれます。
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ステップ 7

[アプリケーション応答時間（Application Response Time）] 領域では、アプリケーション応答時間
レポートを作成するためにモニタするトラフィックを決定できます。また、レポートのサンプリ
ング オプションを設定することもできます。ART メトリックを収集しない場合は、[オフ（Off）]
オプション ボタンを選択します。
a.

IP アドレス/サブネットを選択します。モニタする特定の IPv4 アドレスまたはサブネットの
セットを選択できます。

b.

ドロップダウン リストからアプリケーションを選択します。モニタする特定のアプリケー
ション セットを選択できます（モニタ可能なアプリケーションは最大で 32 個です）。デフォ
ルトでは、すべての TCP トラフィックがモニタされます。

c.

[高度なオプション（Advanced Options）] で、ドロップダウン リストからサンプリング レート
を選択します。大規模な環境では、すべての TCP カンバセーションのパフォーマンス評価指
標を収集すると、デバイス上のリソース消費量が大きくなることがあります。サンプリング
オプションでは、
「n 個ごとに 1 つ」の TCP カンバセーションでパフォーマンス評価指標を収
集することにより、リソース消費量を詳細に最適化できます。この拡張オプションを使用し
て、サンプリングをアクティブ化し、ツールのサンプリング レートを選択できます。サンプ
リングのアクティブ化により結果の精度が低下するため、サンプリングをアクティブ化する
ことは推奨されません。サンプリングは、デバイスのリソース消費量を制限する必要がある
場合に使用してください。

（注）

ステップ 8

[音声/ビデオ メトリック（Voice/Video metrics）] 領域では、音声/ビデオ レポートを作成するため
にモニタするトラフィックを決定できます。音声/ビデオ メトリックを収集しない場合は、[オフ
（Off）] オプション ボタンを選択します。
a.

IP アドレス/サブネットを選択します。モニタする特定の IPv4 アドレスまたはサブネットの
セットを選択することができます。

（注）

b.

ステップ 9

サンプリング オプションは ISR-G2 ルータには適用されません。ISR-G2 ではこのオプ
ションは無視されます。

すべての UDP トラフィックがモニタされない限り、ISR-G2 ルータでは IP フィルタリン
グがサポートされません。

ドロップダウン リストから音声/ビデオ アプリケーションを選択します。モニタする特定の
アプリケーション セットを選択できます（モニタ可能なアプリケーションは最大 32 個で
す）。デフォルトでは、すべての RTP エンタープライズ関連アプリケーションがモニタされ
ます。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

関連項目
•

インターフェイス ロールの作成
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インターフェイスに対するデフォルト アプリケーション可視性の有
効化
デバイス ワーク センターから、各インターフェイスに関して生成されたレポートを表示し、選
択したインターフェイスでのアプリケーション可視性のデフォルト設定を有効/無効にすること
ができます。
デバイスにアプリケーション可視性の設定が展開されていない場合や、アプリケーション可視
性のデフォルト設定が展開されている場合（一連のデフォルト パラメータですべてのメトリッ
クが収集される場合）は、デバイス ワーク センターを使用すると、デバイス上のインターフェイ
スを選択し、そのインターフェイスのデフォルト設定を有効/無効にすることで、デバイスのアプ
リケーション可視性のデフォルト設定を有効/無効にすることができます。

（注）

デバイスにアプリケーション可視性テンプレートを導入すると、デバイス ワーク センターから
有効化したアプリケーション可視性のデフォルト設定が、アプリケーション可視性テンプレー
トの設定によって上書きされます。
デフォルト設定では、該当するすべての IPv4 トラフィックで収集可能な可視性メトリックをす
べて収集します。

（注）

（注）

アプリケーション可視性機能は次のプラットフォームでサポートされています。
•

Cisco IOS-XE リリース 15.3(1)S1 以降の ASR プラットフォーム

•

Cisco IOS リリース 15.2(4)M2 以降の ISR G2 プラットフォーム

•

Cisco IOS-XE リリース 15.3(2)S 以降の ISR G3 プラットフォーム

•

Cisco IOS-XE リリース 15.3(2)S 以降の CSR プラットフォーム

Cisco IOS-XE15.3(1)S1 を実行する ASR プラットフォームでのアプリケーション可視性の設定
は、Cisco IOS-XE15.3(2)S 以降のリリースでの設定とは異なります。ASR プラットフォームの
Cisco IOS リリースを、Cisco IOS-XE15.3(1)S1 から Cisco IOS-XE リリース 15.3(2)S 以降にアップ
グレードした後は、デバイスでアプリケーション可視性を再設定することを推奨します。
デバイスに設定されたアプリケーション可視性のデフォルト設定プロファイルを変更するに
は、最初にすべてのインターフェイスでアプリケーション可視性ポリシーを無効にしてから、選
択したインターフェイスで新しいプロファイルを使って再び有効化します。
特定のインターフェイスでアプリケーション可視性のデフォルト設定を有効または無効にする
には、次の手順を実行します。

ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択した後、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature
Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[アプリの可視性と制御（App Visibility & control）] フォルダを展開して、[アプリの可視性（App
Visibility）] を選択します。
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ステップ 4

次のいずれかを実行します。
•

インターフェイスで設定済みの AVC プロファイルをアクティブ化するには、1 つ以上のイ
ンターフェイスを選択し、[アプリの可視性を有効化（Enable App Visibility）] をクリックして
該当するプロファイルを選択します。選択されていない 1 つ以上のインターフェイスに別の
プロファイルが適用されている場合、警告メッセージが表示され、別のプロファイルが適用
されている未選択のすべてのインターフェイスでプロファイルの適用が解除されることを
示します。

•

デバイスの現在のアプリケーション可視性設定を確認するには、インターフェイス リスト
を使用します。[アプリ可視性ポリシー（App Visibility Policy）] 列に、インターフェイスに現在
適用されているプロファイルとポリシーが表示されます。

（注）

アプリケーション可視性機能では、アプリケーション可視性インターフェイスにユーザ
定義 AVC ポリシーがインターフェイスごとに表示されます。

次のオプションが表示される可能性があります。
•

アプリケーション可視性テンプレートを使用するインターフェイスにアプリケーション可
視性制御が設定されている場合は、テンプレート名が表示されます。

• 「ワンクリック」
オプションを使用するインターフェイスにアプリケーション可視性制御が

設定されている場合は、設定済みの AVC プロファイルの名前が表示されます。
•

アプリケーション可視性制御が、CLI を使用して手動でアウトオブバンドに設定されている
場合は、設定済みのポリシーマップ名または Performance Monitor のコンテキストの名前が
表示されます。

（注）

•

視覚表示列（[アプリ可視性ステータス（App Visibility Status）]）は、AVC がインターフェイ
スで現在アクティブかどうかを示します。また、インターフェースで AVC を実行できな
い場合や、インターフェイスで AVC が誤って設定されている場合（NetFlow を Prime
Infrastructure 以外のサーバに送信するように設定されている AVC など）も、この列に示
されます。

選択したインターフェイスのアクティブ化されている AVC プロファイルを無効にするに
は、[アプリ可視性を無効化（Disable App Visibility）] をクリックします。AVC トラブルシュー
ティング ポリシーがインターフェイスでアクティブになっている場合に、これも非アク
ティブ化するには [アプリ可視性のトラブルシューティングを非アクティブ化（Deactivate
App Visibility Troubleshooting）] をオンにします。

（注）

AVC を有効化または無効化する際には、実際のプロビジョニングの実行前にポップアッ
プ メッセージが表示されます。ポップアップ メッセージの [CLI プレビュー（CLI
preview）] タブを選択すると、デバイスにプッシュされる CLI のリストが生成されます。
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アプリケーション可視性のトラブルシューティング セッション
モニタ対象インターフェイスを通過するすべてのフローでアプリケーション可視性データを収
集できます。ただし、これはデバイスのパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があるた
め、アプリケーション可視性データは集約されて収集されます。特定フローの詳細なトラブル
シューティングを行う場合は、デバイスでのアプリケーション可視性のトラブルシューティン
グ セッションをアクティブ化できます。セッションは、特定のインターフェイスと特定のトラ
フィックに関してアクティブ化されます。これによりフローに基づくレベルで非集約情報を収
集でき、Prime Infrastructure に Raw NetFlow レポートが提供されます。この情報を、後で特定のフ
ローを分析する際に使用できます。
アプリケーション可視性トラブルシューティング機能では、次の作業が可能です。

注意

（注）

•

特定のインターフェイスに関するトラブルシューティング セッションの作成およびアク
ティブ化

•

特定のインターフェイスに関するトラブルシューティング セッションの非アクティブ化お
よび削除

サーバのオーバーロードを回避するために、設定するアクティブなトラブルシューティング
セッションの数を 10 以下にすることを推奨します。ISR-G2 プラットフォームではアプリケー
ション トラブルシューティングはサポートされません。

Cisco IOS-XE Release 15.3(1)S1 を実行する ASR プラットフォームでのトラブルシューティング
セッションの設定は、Cisco IOS-XE Release15.3(2)S 以降のリリースでの設定とは異なります。
ASR プラットフォームの Cisco IOS リリースを Cisco IOS-XE リリース 15.3(1)S1 から Cisco
IOS-XE リリース 15.3(2)S 以降にアップグレードした後は、デバイスでアクティブなトラブル
シューティング セッションを非アクティブ化してから再度アクティブ化することを推奨します。
アプリケーション可視性のトラブルシューティングを行うには、次の手順を実行します。

ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [ア
プリケーションのトラブルシューティング（Application Troubleshooting）] の順に選択します。

ステップ 2

[AVC トラブルシューティング セッション（AVC Troubleshooting Session）] ページで、[追加（Add）]
をクリックしてセッション名を入力します。

ステップ 3

[送信元/宛先 IP（Source/Destination IPs）] フィールドで [編集（Edit）] をクリックし、ドロップダウ
ン リストから送信元および宛先の IP アドレスを選択します。IP トラフィックを選択して、その
特定の IP トラフィックのアプリケーション可視性のトラブルシューティング情報を収集するこ
とができます。すべての IPv6 トラフィック、すべての IPv4 トラフィック、または特定の IPv4 ア
ドレス/サブネットを選択できます。また、IP 制約ペアのリストを選択することもできます。この
場合、各ペアはトラフィックの送信元と宛先 IP の双方向の対称条件を指定します。たとえば、
Any IPv4 <=> IPv4 サブネット 192.168.0.0/16 ペアは、192.168.0.0/16 から他の IP へのフローおよ
びその逆のフロー（任意の IP アドレスから 192.168.0.0/16）のすべてに一致します。複数のペア条
件を追加できます。

ステップ 4

IP 制約を IP 送信元/宛先ペア形式でさらに追加するには、[送信元宛先の選択（Select Source
Destination）] ダイアログボックスの [+] アイコンをクリックします。

（注）

ペアになっている IP アドレスは両方が同じ IP バージョンである必要があります。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

37-10

OL-32122-01-J

第 37 章

Application Visibility and Control の設定
アプリケーション可視性の設定

ステップ 5

[OK] をクリックします。

ステップ 6

[デバイス テーブル（Device Table）] リストからデバイスを選択します。

ステップ 7

[インターフェイス テーブル（Interface Table）] リストからインターフェイスを選択します。

ステップ 8

オブジェクト セレクタ ダイアログボックスからアプリケーションを選択します。アプリケー
ションを選択する際には、使用可能なリストのカテゴリ、サブカテゴリ、暗号化アプリケーショ
ン、およびトンネル アプリケーションを組み合わせることができます。アプリケーション、カテ
ゴリ、または属性を 32 個まで選択できます。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックすると、セッションが自動的にアクティブ化されます。

ステップ 10

トラブルシューティング セッションがアクティブ化した後、[レポートを起動（Launch Report）]
をクリックして Raw NetFlow レポートを生成します。

トラブルシューティング セッションのアクティブ化および非アクティ
ブ化
非アクティブなトラブルシューティング セッションをアクティブ化したり、既存のトラブル
シューティング セッションを非アクティブ化したりすることができます。
トラブルシューティング セッションをアクティブ化または非アクティブ化するには、次の手順
を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [ア
プリケーションのトラブルシューティング（Application Troubleshooting）] の順に選択します。

ステップ 2

リストからトラブルシューティング セッションを 1 つ選択し、[アクティブ化（Activate）] または
[非アクティブ化（Deactivate）] をクリックします。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

トラブルシューティング セッションの編集および削除
非アクティブなトラブルシューティング セッションを編集または削除できます。
（アクティブな
セッションを編集または削除するには、その前に非アクティブ化する必要があります）。
トラブルシューティング セッションを編集または削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [ア
プリケーションのトラブルシューティング（Application Troubleshooting）] の順に選択します。

ステップ 2

次のいずれかを実行します。
a.

注意

リストからセッションを選択して [編集（Edit）] をクリックします。

サーバのオーバーロードを回避するために、設定するアクティブなトラブルシューティング
セッションの数を 10 以下にすることを推奨します。
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b.

トラブルシューティング セッションを編集および保存して、[アクティブ化（Activate）] をク
リックします。

c.

トラブルシューティング セッションを削除するには、リストからセッションを選択して [削
除（Delete）] をクリックします。

データ ソースの管理
Prime Infrastructure は、デバイス、パフォーマンス、保証データを正確に収集およびレポート作成
するうえで、さまざまなソースに依存しています。これらのソースとしては、NAM などの特殊な
モニタリング デバイスのほかに、Cisco Medianet、NetFlow、Network Based Application Recognition
（NBAR）、Performance Monitoring（PerfMon）、Performance Agent などの通常のデバイスで実行さ
れるプロトコルもあります。
アクティブなソースから正確なデータのみが収集されるようにするには、これらのソースの管
理が必要となります。[データ ソース（Data Sources）] ページを使用すれば、現在のデータ ソース
を確認し、非アクティブになった項目を削除することができます。
ダッシュレットで使用されるデータ ソースの詳細については、関連項目「高度なモニタリング」
を参照してください。個々のデータ ソースのセットアップの詳細については、関連項目の「管理
者の設定タスク」のデータ ソース設定に関するセクションを参照してください。
関連項目
•

現在のデータ ソースの表示

•

データ ソースの削除

•

詳細モニタリング

•

管理者の設定タスク

•

保証付き Prime Infrastructure のデータ ソースの設定

•

Medianet NetFlow のイネーブル化

•

NetFlow と Flexible NetFlow のイネーブル化

•

Network Analysis Module（NAM）の導入

•

Performance Agent のイネーブル化

現在のデータ ソースの表示
[データ ソース（Data Sources）] ページを使用することにより、Prime Infrastructure の現在のデー
タ ソースを表示できます。
ステップ 1

[サービス（Services）
] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [デー
タ ソース
（Data Sources）
] の順に選択します。Prime Infrastructure では、要約ページに各データ ソー
スに関する次の情報が表示されます。
•

デバイス名（Device Name）
：データ ソースの名前

•

データ ソース（Data Source）
：データ ソースの IP アドレス

•

タイプ（Type）
：ソースが Prime Infrastructure に送信しているデータのタイプ（「Netflow」など）
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ステップ 2

•

エクスポートするデバイス（Exporting Device）
：データを Prime Infrastructure にエクスポート
するデバイスの IP アドレス

•

最後の 5 分間の読み取りフロー レート（Last 5 min Flow Read Rate）
：直近の 最近 5 分間に
Prime Infrastructure がこのソースから受け取ったデータのフロー レート

•

前回のアクティブ時間（Last Active Time）
：Prime Infrastructure がこのソースから最後にデー
タを受け取った日付と時刻

データ ソースの設定テンプレート、またはエクスポート元デバイスのデバイス 360 度ビューの
詳細を確認するには、リストのデータ ソースまたはエクスポート元デバイスの横に表示される
[i] アイコンをクリックします。

関連項目
•

データ ソースの管理

•

データ ソースの削除

データ ソースの削除
[データ ソース（Data Sources）] ページを使用することにより、Prime Infrastructure の非アクティ
ブなデータ ソースを削除できます。
NetFlow データ ソースは、そのソースから最後にデータを受け取った日から丸 7 日が経過するま
では削除できません。この時間差により、NetFlow データ ソースが不使用になったことをネット
ワーク オペレータが確認する時間（丸 1 週間）が確保されるため、NetFlow データ（ソースに従っ
て Prime Infrastructure が識別および集約するデータ）の整合性を保護するのに役立ちます。その
7 日間のいずれかの時点でソースが再度アクティブになると、データは引き続き同じソースから
の他のデータと共に適切に識別および集約されます。ソースが 7 日後に削除された後、再度アク
ティブになった場合は、そのすべてのデータは新しいソースからのデータとして識別および集
約されます。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [デー
タ ソース（Data Sources）] の順に選択します。

ステップ 2

削除する非アクティブ データ ソースの隣にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 4

[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

データ ソースの管理

•

現在のデータ ソースの表示

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

37-13

第 37 章

Application Visibility and Control の設定

データ重複排除の有効化

データ重複排除の有効化
データ重複排除を使用すれば、次のアプリケーション データ クラスごとに正式なソースを特定
することができます。
•

アプリケーション応答時間（TCP アプリケーションの場合）

•

音声/ビデオ（RTP アプリケーションの場合）

Prime Infrastructure は、ネットワークの要素とプロトコルに関するすべての受信データを保存し
ます。これには、複数のソースから受信した重複データも含まれます。正式なデータ ソースを指
定した場合、特定のサイトを表示した際に、指定したソースからのデータだけが表示されます。
[データ重複除去（Data Deduplication）] ページを使用すれば、特定のサイトのデータ ソースを指
定することができます。たとえば、ブランチ（支社）オフィスのネットワーク解析モジュール
（NAM）に加えて、同じブランチから送信される NetFlow データも存在する場合、そのサイトの
NAM または NetFlow データだけを表示するよう Prime Infrastructure に指示できます。
ステップ 1

[サービス（Services）
] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [デー
タ重複除去（Data Deduplication）
] の順に選択します。[データ重複除去（Data Deduplication）] ページ
が表示されます。

ステップ 2

Prime Infrastructure から重複情報を削除するには [データ重複除去を有効化（Enable Data
Deduplication）] チェックボックスをオンにしてから、[適用（Apply）] をクリックします。

VPN コンポーネント テンプレートの作成
ここでは、さまざまな VPN コンポーネント テンプレートを作成する方法について説明します。

IKE ポリシー テンプレートの作成
IKE ポリシー テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPN コンポーネント（VPN Components）] > [IKE ポ
リシー（IKE Policies）] を選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、該当するテキスト ボックスにテンプレート
の名前、説明、およびタグを入力します。

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、ドロップダウン リストからデバイス タイプを選択し、OS
バージョンを入力します。必須フィールドの詳しい説明については、
『Cisco Prime Infrastructure
3.0 Reference Guide』を参照してください。

ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。
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IKE 設定テンプレートの作成
IKE 設定テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPN コンポーネント（VPN Components）] > [IKE 設
定（IKE Settings）] を選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、該当するテキスト ボックスにテンプレート
の名前、説明、およびタグを入力します。

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、ドロップダウン リストからデバイス タイプを選択し、OS
バージョンを入力します。必須フィールドの詳しい説明については、
『Cisco Prime Infrastructure
3.0 Reference Guide』を参照してください。

ステップ 4

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。

IPsec プロファイル テンプレートの作成
IPsec プロファイル テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPN コンポーネント（VPN Components）] > [IPSec
プロファイル（IPSec Profile）] を選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、該当するテキスト ボックスにテンプレート
の名前、説明、およびタグを入力します。

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、ドロップダウン リストからデバイス タイプを選択し、OS
バージョンを入力します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、[行を追加（Add Row）] をクリックして必要な情
報を入力します。トランスフォーム セットは、特定のセキュリティ プロトコルとアルゴリズム
の組み合わせを表します。IPsec ネゴシエーション中に、ピアは、特定のトランスフォーム セット
を使用して特定のデータ フローを保護することに合意します。トランスフォーム セットは、特
定のセキュリティ プロトコルとそれに対応するアルゴリズムを記述します。必須フィールドの
詳しい説明については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Reference Guide』を参照してください。

ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。
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事前共有キー テンプレートの作成
事前共有キー テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPN コンポーネント（VPN Components）] > [事前共
有キー（Preshared Keys）] を選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、該当するテキスト ボックスにテンプレート
の名前、説明、およびタグを入力します。

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、ドロップダウン リストからデバイス タイプを選択し、OS
バージョンを入力します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、[行を追加（Add Row）] をクリックして必要な情
報を入力します。

ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。

RSA キー テンプレートの作成
RSA キー テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPN コンポーネント（VPN Components）] > [RSA
キー（RSA Keys）] を選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、該当するテキスト ボックスにテンプレート
の名前、説明、およびタグを入力します。

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、ドロップダウン リストからデバイス タイプを選択し、OS
バージョンを入力します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、[追加（Add）] をクリックして必要な情報を入力
します。

ステップ 5

エクスポート可能キーとして RSA を生成するには、[エクスポート可能（Exportable）] ボックスを
オンにして [OK] をクリックします。

ステップ 6

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。
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トランスフォーム セット テンプレートの作成
トランスフォーム セット テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPN コンポーネント（VPN Components）] > [トラン
スフォーム セット（Transform Sets）] を選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、該当するテキスト ボックスにテンプレート
の名前、説明、およびタグを入力します。

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、ドロップダウン リストからデバイス タイプを選択し、OS
バージョンを入力します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、[行を追加（Add Row）] をクリックして必要な情
報を入力します。

（注）

ステップ 5

ペイロードの暗号化に ESP 暗号化アルゴリズムが使用され、ペイロードの整合性の確認
には整合性アルゴリズムが使用されます。

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。

Easy VPN サーバの設定
ケーブル モデム、xDSL ルータ、その他の形式のブロードバンド アクセスは高いインターネット
接続性能を提供しますが、多くのアプリケーションでは、ハイレベルの認証を実行したり、2 つの
エンドポイント間のデータを暗号化したりするなど、VPN 接続のセキュリティも必要となりま
す。しかし 2 つのルータ間に VPN 接続を確立するには複雑な作業が伴う場合があり、2 つのルー
タの VPN パラメータを設定するには通常、ネットワーク管理者間で面倒な調整が必要です。
Cisco Easy VPN Remote 機能を使用し、Cisco Unity Client プロトコルを実装することで、ほとんど
の VPN パラメータが Cisco IOS Easy VPN サーバで定義可能になるため、こうした面倒な作業が
大幅に軽減されます。このサーバとして、たとえば次のいずれかの専用 VPN デバイスを使用で
きます。
•

Cisco VPN 3000 コンセントレータ

•

Cisco PIX Firewall

•

Cisco Unity Client プロトコルをサポートする Cisco IOS ルータ

Cisco Easy VPN サーバを設定すると、Cisco 800 シリーズ ルータや Cisco 2800 シリーズ ルータな
どの Easy VPN Remote 上で最小限の設定を行うだけで VPN 接続を作成できます。Easy VPN
Remote が VPN トンネル接続を開始すると、Cisco Easy VPN サーバは IPsec ポリシーを Easy VPN
Remote にプッシュし、それに対応する VPN トンネル接続を作成します。
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Easy VPN サーバ プロキシ設定テンプレートの作成
Easy VPN サーバ プロキシ機能を使用して、Easy VPN クライアントの設定を指定できます。この
機能を使用すると、Cisco IOS VPN クライアントを使用して社内ネットワークに接続する際に
Web ブラウザのプロキシ設定を手動で変更する必要はありません。また、ネットワークから切断
する際にプロキシ設定を手動で元に戻す必要もありません。
Easy VPN サーバ プロキシ テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [Easy VPN サーバ プロキシ設定（Easy VPN Server
Proxy Setting）] を選択します。

ステップ 2

基本的なテンプレート情報を入力します。

ステップ 3

[デバイス タイプ（Device Type）] ドロップダウン リストから、[ルータ（Routers）] を選択します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域に名前を入力して、グループに関連付ける設定を選
択します。

ステップ 5

[プロキシ サーバなし（No Proxy Server）] オプションを選択します。あるいは、このグループのク
ライアントが VPN トンネルを使用する際にプロキシ サーバを自動的に検出させるには [プロキ
シ設定を自動検出（Automatically Detect Proxy Settings）] オプションを選択します。

ステップ 6

このグループのクライアントにプロキシ サーバを手動で設定するには、[手動設定（Manual
Configuration）] オプションを選択します。このオプションを選択した場合は、手動でプロキシ
サーバを設定してください。

ステップ 7

クライアントがローカル
（LAN）
アドレスにプロキシ サーバを使用しないように設定するには、
[ロー
カル アドレスのプロキシ サーバをバイパス
（Bypass proxy server for local addresses）
] チェックボックス
をオンにします。

ステップ 8

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。

Easy VPN Remote テンプレートの作成
Cisco Easy VPN Remote 機能を使用し、Cisco Unity Client プロトコルを実装することで、ほとんど
の VPN パラメータが Cisco IOS Easy VPN サーバで定義可能になるため、こうした面倒な作業が
大幅に軽減されます。
はじめる前に

ACL テンプレートを作成して公開します。
Easy VPN Remote テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [Easy VPN Remote] を選択します。

ステップ 2

基本的なテンプレート情報を入力します。

ステップ 3

[デバイス タイプ（Device Type）] ドロップダウン リストから、[ルータ（Routers）] を選択します。
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ステップ 4

[Easy VPN Remote のインターフェイスの設定（Easy VPN Remote Interface Configuration）] 領域
で、必要な情報を入力します。必須フィールドの詳しい説明については、
『Cisco Prime
Infrastructure 3.0 Reference Guide』を参照してください。

ステップ 5

[Easy VPN Remote の接続特性（Easy VPN Remote connection characteristics）] 領域で、必要な情報
を入力します。必須フィールドの詳しい説明については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Reference
Guide』を参照してください。
（注）

同一のアドレッシングを有効にする場合は、まずネットワーク拡張モードで Easy VPN
Remote を設定する必要があります。

ステップ 6

[リモート認証メカニズム（Remote Authentication Mechanisms）] 領域で、認証方式を選択します。

ステップ 7

[リモート ファイアウォール設定（Remote Firewall Settings）] 領域で、Easy VPN Remote 接続の
ファイアウォール設定を行います。

ステップ 8

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。

ステップ 9

My Templates フォルダに移動し、保存したテンプレートを選択します。

ステップ 10

右上隅の [パブリッシュ（Publish）] アイコンをクリックしてから、[OK] をクリックします。

ステップ 11

複合テンプレートを作成し（「複合テンプレートの作成」）、その複合テンプレートに ACL テンプ
レートと Easy VPN Remote テンプレートを追加します。

ステップ 12

矢印ボタンを使用して、テンプレートをデバイスに展開する順序に並べ替えます。たとえば、
ACL を作成してそれをインターフェイスに関連付けるには、Easy VPN Remote テンプレートの
前に ACL テンプレートを配置します。

ステップ 13

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。

Easy VPN サーバ テンプレートの作成
Easy VPN サーバ機能により、Cisco VPN ソフトウェア クライアントのリリース 3.x 以降および
Cisco VPN ハードウェア クライアント（Cisco 800、Cisco 900、Cisco 1700、VPN 3002、PIX 501 の各
デバイス）に対するサーバ サポートが可能になります。IP セキュリティ（IPsec）を使用すると、リ
モート エンド ユーザは Easy VPN サーバによって任意の Cisco IOS バーチャル プライベート
ネットワーク（VPN）ゲートウェイと通信できます。また、集中管理された IPsec ポリシーがサー
バによってクライアント デバイスにプッシュされることで、エンド ユーザによる設定を最小限
に抑えることができます。
はじめる前に

次の手順を実行します。
•

CLI テンプレートを使用して、グループおよびユーザの AAA メソッド リストを作成します。

•

IPsec プロファイル テンプレートを作成します。

•

暗号マップを使用する場合は、トランスフォーム セット テンプレートを作成します。

• （任意）
RADIUS サーバ グループ作成用の CLI テンプレートを作成するか、AAA メソッド リ

ストの作成時に RADIUS サーバを設定します。
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• （任意）
ISAKMP グループ設定でスプリット トンネル ACL 用の ACL テンプレートを作成し

ます。
•

ISAKMP グループ設定用のブラウザ プロキシ テンプレートを作成します。

Easy VPN Remote テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [Easy VPN サーバ（Easy VPN Server）] を選択します。

ステップ 2

基本的なテンプレート情報を入力します。

ステップ 3

[デバイス タイプ（Device Type）] ドロップダウン リストから、[ルータ（Routers）] を選択します。

ステップ 4

[インターフェイスの設定（Interface Configuration）] 領域で設定方法を選択し、デバイスに設定さ
れるインターフェイスのフィールドに入力します。

ステップ 5

[VPN コンポーネント アセンブリ（VPN Components Assembly）] 領域で、トランスフォーム セッ
ト テンプレートで作成したトランスフォーム セット プロファイル名を入力し（「トランス
フォーム セットの設定」）、この領域内のフィールドに入力します。

ステップ 6

[グループ認証（Group Authorization）] 領域で、CLI テンプレートで作成したメソッド リスト プロ
ファイル名を入力し、この領域内のフィールドに入力します。

ステップ 7

[ユーザ認証（User Authorization）] 領域で、CLI テンプレートで作成した同じメソッド リスト プ
ロファイル名を入力し、この領域内のフィールドに入力します。

ステップ 8

[ISAKMP グループ設定（ISAKMP Group configuration）] 領域で、[行を追加（Add Row）] をクリッ
クして ISAKMP グループ設定を追加します。

ステップ 9

[ISAKMP グループ設定（ISAKMP Group configuration）] ダイアログボックスで、ACL テンプレー
トで作成した ACL プロファイル名と、ブラウザ プロキシ テンプレートで作成したブラウザ プ
ロキシ プロファイル名を入力し、この領域内のフィールドに入力します。

ステップ 10

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。

ステップ 11

複合テンプレートを作成し（「複合テンプレートの作成」）、その複合テンプレートに AAA メソッ
ド リスト、RADIUS サーバ、IPsec プロファイル（「IPsec プロファイル テンプレートの作成」）、
ACL ブラウザ プロキシ（「Easy VPN サーバ プロキシ設定テンプレートの作成」）、および Easy
VPN Remote の各テンプレートを追加します。

ステップ 12

矢印アイコンを使用して、テンプレートをデバイスに展開する順序に並べ替えます。たとえば
ACL を作成してそれをインターフェイスに関連付けるには、Easy VPN Remote テンプレートの
前に ACL テンプレートを配置します。

ステップ 13

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。
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GSM プロファイル テンプレートの作成
GSM プロファイル テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [セルラー（Cellular）] > [GSM プロファイル
（GSM Profile）] をクリックします。

ステップ 2

基本的なテンプレート情報を入力します。

ステップ 3

[デバイス タイプ（Device Type）] ドロップダウン リストから、[ルータ（Routers）] を選択します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、アクセス ポイント名を入力し、ドロップダウン
リストからプロファイル番号を選択します。

ステップ 5

サービス プロバイダーが使用する認証のタイプを選択します。
（CHAP 認証は PAP 認証よりもセ
キュアです）。

ステップ 6

ISP またはネットワーク管理者から付与されたユーザ名を入力し、パスワードを入力します。

ステップ 7

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

セルラー プロファイル テンプレートの作成
セルラー プロファイル テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

（注）

GSM HSPA、HSPA+R7、および LTE-Verizon モデムでセルラー プロファイル テンプレートを展開
するには、ルータに GSM プロファイル（GSM プロファイル テンプレートの作成）が作成されて
いる必要があります。

ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [セルラー（Cellular）] > [セルラー プロファイ
ル（Cellular Profile）] を選択します。

ステップ 2

基本的なテンプレート情報を入力します。

ステップ 3

[デバイス タイプ（Device Type）] ドロップダウン リストから、[ルータ（Routers）] を選択します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、インターフェイスをプライマリ WAN インター
フェイスまたはバックアップ WAN インターフェイスとして定義し、フィールドに入力します。

ステップ 5

[ダイヤラの設定（Dialer Configuration）] 領域で、[はい（Yes）] を選択して永続的データ接続を有効
化し、フィールドに入力します。

ステップ 6

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。

ステップ 7

[OK] をクリックします。
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HTTP および HTTPS トラフィックのリダイレクト
ScanSafe の Software as a Service（SaaS）Web セキュリティを使用すると、HTTP および HTTPS ト
ラフィックの内容をスキャンできます。ScanSafe Web セキュリティとルータを統合すると、選択
した HTTP トラフィックと HTTPS トラフィックが ScanSafe クラウドにリダイレクトされ、そこ
でコンテンツ スキャンおよびマルウェア検出が行われます。
Cisco サービス統合型ルータ（ISR）Web セキュリティでの Cisco ScanSafe の使用を有効にして、
Web トラフィックを ScanSafe にリダイレクトするように ISR を設定すると、サービス統合型
ルータ（ISR）は IP アドレスとポートに基づいて HTTP および HTTPS トラフィックを ScanSafe
プロキシ サーバに透過的にリダイレクトします。ScanSafe でスキャンせずに、最初に要求された
Web サーバに Web トラフィックを直接リレーするように ISR を設定することができます。
トラフィックのホワイトリスト

承認された Web トラフィックがスキャン用に ScanSafe にリダイレクトされないように ISR を
設定できます。ScanSafe スキャンをバイパスすると、ISR は ScanSafe に接続せず、最初に要求さ
れた Web サーバからコンテンツを直接取得します。ISR は Web サーバから応答を受け取ると、
データをクライアントに送信します。これをトラフィックのホワイトリストといいます。
ScanSafe の詳細については、
『Cisco ISR Web Security with Cisco ScanSafe Solution Guide』を参照し
てください。
ScanSafe テンプレートの作成

ScanSafe テンプレートを作成するには、次の項目を指定する必要があります。
•

ScanSafe サーバおよびインターフェイス情報

•

ホワイトリスト情報

ScanSafe テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [ScanSafe] を選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、適切なフィールドに名前と説明を入力します。

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、リストからデバイス タイプを選択し、OS バージョンを入
力します。

ステップ 4

[テンプレートの詳細（Template Detail）] 領域で、必要な情報を入力します。必須フィールドの詳
しい説明については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Reference Guide』を参照してください。

ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに適用し
ます。

インターフェイスの設定
インターフェイス機能は、物理および論理インターフェイスの設定に役立ちます。デバイス上の
物理インターフェイスは、デバイス タイプ、およびインターフェイス プロセッサまたはポート
アダプタによって異なります。WAN、LAN、論理インターフェイスなどのサービス モジュールを
含むすべてのインターフェイスで IPv4 アドレッシングがサポートされます。このリリースでは、
次のインターフェイスがサポートされています。
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WAN インターフェイス
•

シリアル インターフェイスの設定

•

POS インターフェイスの設定

•

サービス モジュールの設定

•

コントローラの設定

LAN インターフェイス
•

ギガビット イーサネットまたはファスト イーサネット インターフェイスの作成

論理インターフェイス
•

ループバック インターフェイスの作成

•

VLAN インターフェイスの作成

•

トンネル インターフェイスの作成

•

仮想テンプレート インターフェイスの作成

シリアル インターフェイスの設定
シリアル インターフェイスを編集または削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択した後、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature
Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス（Interface）] ページの [インターフェイス サマリ（Interface Summary）] 領域で
シリアル インターフェイスを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[シリアル インターフェイスの作成または編集（Create or Edit Serial Interface）] ページに基本的な
設定情報を入力します。

ステップ 6

カプセル化タイプには、[HDLC]（ハイ レベル データ リンク コントロール）、[PPP]（ポイントツー
ポイント プロトコル）、または [フレーム リレー（Frame Relay）] を選択します。カプセル化を設定
するには、[高度な設定（Advance Configuration）] 領域を使用します。

（注）

コントローラベースのシリアル インターフェイスの場合、インターフェイス設定のみがサポー
トされます。

ステップ 7

IPv4 アドレスを入力します。

ステップ 8

フレーム リレー カプセル化では、他社製ルータへの接続に IETF オプションを使用します。
（自
動検知機能はフレーム リレーでのみサポートされます）。

（注）

自動検知機能により、ルータはスイッチと通信して、使用されている LMI タイプを検出し、同じ
タイプの LMI を使用することができます。
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ステップ 9

PPP カプセル化の場合は、CHAP および PAP 設定と方向を指定します。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。[インターフェイス サマリ（Interface Summary）] ページに変更済
みのインターフェイスが表示されます。

ステップ 11

[保存（Save）] をクリックして、変更をデバイスに保存します。

POS インターフェイスの設定
POS インターフェイスを編集および削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス（Interface）] ページで、[インターフェイス サマリ（Interface Summary）] 領域か
ら POS インターフェイスを選択して [編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[POS インターフェイスの作成または編集（Create or Edit POS Interface）] ページに基本的な設定
情報を入力します。

ステップ 6

SPE スクランブリングを有効にするには、[SPE スクランブリングを有効化（Enable SPE
Scrambling）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

POS インターフェイスが管理シャットダウン状態になった場合にライン アラーム表示信号
（LAIS）を送信するには、[シャットダウン時に LAIS を送信（Send LAIS when Shutdown）] チェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 8

カプセル化タイプとして [HDLC]、[PPP]、または [フレーム リレー（Frame Relay）] を選択し、[高度
な設定（Advance Configuration）] 領域を使用してカプセル化を設定します。

ステップ 9

IPv4 アドレスを入力します。

ステップ 10

イベントがある場合にアラームを受信するには、[高度な設定（Advanced Configuration）] 領域で、
アラーム レポーティングおよびアラーム レポーティングしきい値のオプションを選択します。

ステップ 11 「シリアル インターフェイスの設定」
に関連する領域でステップ 9 からステップ 11 を繰り返し

ます。

サービス モジュールの設定
サービス モジュール インターフェイスを編集または削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。
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ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス サマリ（Interface Summary）] 領域からサービス モジュール インターフェイス
を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[ファスト イーサネット インターフェイス（Fast Ethernet interface）] ペインに基本的な設定情報
を入力します。

ステップ 6

[OK] をクリックして、変更をデバイスに保存します。

コントローラの設定
DSL、SHDSL、および VDSL コントローラ インターフェイスを作成または編集するには、次の手
順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス サマリ（Interface Summary）] 領域から [DSL]、[SHDSL]、または [VDSL] コント
ローラを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[コントローラの編集（Edit Controller）] ページで、必要な情報を入力します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。コントローラを設定した後、DSL、SHDSL または VDSL のサブインター
フェイスを設定する必要があります。

ステップ 7

DSL サブインターフェイスを設定するには、[インターフェイス サマリ（Interface Summary）]
ページで ATM インターフェイスを選択し、[サブインターフェイスの追加（Add Subinterface）] を
クリックします。

ステップ 8

a.

[ATM サブインターフェイスの作成（Create ATM Sub Interface）] ページで、ドロップダウン リ
ストからカプセル化を選択します。

b.

相手先固定接続（PVC）を設定します。

c.

[作成（Create）] または [関連付け（Associate）] ダイヤラ オプションを使用して、ATM サブイ
ンターフェイスに関連付けるダイヤラを選択します。

d.

[OK] をクリックします。

SHDL サブインターフェイスを設定するには、[インターフェイス サマリ（Interface Summary）]
ページで SHDSL インターフェイスを選択し、[サブインターフェイスの追加（Add Subinterface）]
をクリックします。
a.

[SHDSL サブインターフェイスの作成（Create SHDSL subinterface）] ページで、DSL グループ
を追加して DSL ペアを選択します。

b.

ドロップダウン リストからグループ タイプを選択します。

c.

[OK] をクリックします。
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ステップ 9

VDSL サブインターフェイスを設定するには、[インターフェイス サマリ（Interface Summary）] 領
域で VDSL インターフェイスを選択し、[サブインターフェイスの追加（Add Subinterface）] をク
リックします。
a.

[VDSL サブインターフェイスの作成（Create VDSL subinterface）] ページで、ドロップダウン
リストから動作モードを選択します。

b.

[Annex A モード（Annex A mode）] チェックボックスをオンにします。

c.

[OK] をクリックします。

ギガビット イーサネットまたはファスト イーサネット インターフェ
イスの作成
ギガビット イーサネットまたはファスト イーサネット インターフェイスを作成するには、次の
手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス サマリ（Interface Summary）] 領域で [ギガビット イーサネット（Gigabit Ethernet）
] または [ファスト イーサネット（Fast Ethernet）] を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[イーサネット インターフェイスの編集（Edit Ethernet Interface）] に基本的な設定情報を入力し
ます。

ステップ 6

ドロップダウン リストからプライマリ IP アドレスを選択します。

ステップ 7

[行を追加（Add Row）] をクリックしてセカンダリ IP アドレスを追加します。

ステップ 8

[OK] をクリックして、変更をデバイスに保存します。

ループバック インターフェイスの作成
ループバック インターフェイスを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス（Interface）] ページで、[論理インターフェイスの追加（Add Logical Interface）] >
[ループバック（Loopback）] を選択します。
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ステップ 5

[ループバック インターフェイスの作成または編集（Create or Edit Loopback Interface）] 領域に基
本的な設定情報を入力します。

ステップ 6

IPv4 アドレスを入力します。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックして、変更をデバイスに保存します。

VLAN インターフェイスの作成
VLAN インターフェイスを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス（Interface）] ページで、[論理インターフェイスの追加（Add Logical Interface）] >
[VLAN] をクリックします。

ステップ 5

[VLAN インターフェイスの作成または編集（Create or Edit VLAN Interface）] ページに基本的な
設定情報を入力します。

ステップ 6

ドロップダウン リストからプライマリ IP アドレスを選択します。

ステップ 7

[行を追加（Add Row）] をクリックしてセカンダリ IP アドレスを追加します。

ステップ 8

[OK] をクリックして、変更をデバイスに保存します。

VLAN インターフェイスの編集
VLAN インターフェイスを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス サマリ（Interface Summary）] 領域から VLAN インターフェイスを選択し、[編
集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[VLAN インターフェイスの作成または編集（Create or Edit VLAN Interface）] ページに基本的な
設定情報を入力します。

ステップ 6

ドロップダウン リストからプライマリ IP アドレスを選択します。
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ステップ 7

[行を追加（Add Row）] をクリックしてセカンダリ IP アドレスを追加します。

ステップ 8

[OK] をクリックして、変更をデバイスに保存します。

トンネル インターフェイスの作成
トンネル インターフェイスを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択するか、[追加（Add）] をクリックして新しいデバイスを作成した後、
デバイスを設定します。

ステップ 3

デバイスを選択した後、[設定（Configuration）] を選択します。[機能設定（Feature Configuration）]
ペインが表示されます。

ステップ 4

[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して、[インターフェイス（Interfaces）
] を選択します。

ステップ 5

[インターフェイス（Interface）] ページで、[論理インターフェイスの追加（Add Logical Interface）] >
[トンネル（Tunnel）] を選択します。

ステップ 6

[トンネル インターフェイスの作成または編集（Create or Edit Tunnel Interface）] ページに基本的
な設定情報を入力します。

ステップ 7

ドロップダウン リストからプライマリ IP アドレスを選択します。

ステップ 8

[行を追加（Add Row）] をクリックしてセカンダリ IP アドレスを追加します。

ステップ 9

[OK] をクリックして、変更をデバイスに保存します。

既存のトンネル インターフェイスの編集
トンネル インターフェイスを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス サマリ（Interface Summary）] ページでトンネル インターフェイスを選択し、[編
集
（Edit）
] をクリックします。

ステップ 5

[トンネル インターフェイスの作成または編集（Create or Edit Tunnel Interface）] ページに基本的
な設定情報を入力します。

ステップ 6

ドロップダウン リストからプライマリ IP アドレスを選択します。
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ステップ 7

[行を追加（Add Row）] をクリックしてセカンダリ IP アドレスを追加します。

ステップ 8

[OK] をクリックして、変更をデバイスに保存します。

仮想テンプレート インターフェイスの作成
仮想テンプレート インターフェイスを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス（Interface）] ページで、[論理インターフェイス仮想テンプレートの追加（Add
Logical Interface Virtual Template）] をクリックします。

ステップ 5

[仮想テンプレート インターフェイスの作成または編集（Create or Edit Virtual Template Interface）]
ページに基本的な設定情報を入力します。

ステップ 6

ドロップダウン リストからプライマリ IP アドレスを選択します。

ステップ 7

[行を追加（Add Row）] をクリックしてセカンダリ IP アドレスを追加します。

ステップ 8

[OK] をクリックして、変更をデバイスに保存します。

既存の仮想テンプレート インターフェイスの編集
仮想テンプレート インターフェイスを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス サマリ（Interface Summary）] ページで仮想テンプレート インターフェイスを
選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 5

[仮想テンプレート インターフェイスの作成または編集（Create or Edit Virtual Template Interface）]
ページに基本的な設定情報を入力します。

ステップ 6

ドロップダウン リストからプライマリ IP アドレスを選択します。

ステップ 7

[行を追加（Add Row）] をクリックしてセカンダリ IP アドレスを追加します。

ステップ 8

[OK] をクリックして、変更をデバイスに保存します。
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セルラー WAN インターフェイスの設定
Cisco ISR には、GSM および符号分割多重接続（CDMA）ネットワークを介して使用できる第 3 世
代（3G）ワイヤレス インターフェイスが備わっています。その主な用途は、重要なデータ アプリ
ケーション用のバックアップ データ リンクとしての WAN 接続です。ただし、3G ワイヤレス イ
ンターフェイスはルータのプライマリ WAN 接続としても機能できます。4G ワイヤレス イン
ターフェイスは 4G-LTE-V モデムでのみサポートされます。

CDMA インターフェイスの設定
CDMA インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して
[セルラー WAN インターフェイス（Cellular WAN Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

CDMA Sprint モデムの場合は次の手順を実行します。

ステップ 5

a.

CDMA Sprint モデムのセルラー インターフェイスを選択し、[モデムの管理（Manage
Modem）] をクリックします。

b.

[モデムの管理（Manage Modem）] ダイアログボックスで、[OMA-DM] または [手動（Manual）]
オプション ボタンを選択します。[手動（Manual）] オプションを選択した場合は、フィールド
に入力して手動で CDMA Sprint モデムを設定し、[OK] をクリックします。

CDMA Verizon モデムの場合は次の手順を実行します。
a.
b.

ステップ 6

CDMA Verizon モデムのセルラー インターフェイスを選択し、[モデムの管理（Manage
Modem）] をクリックします。
[モデムの管理（Manage Modem）] ダイアログボックスで、[アカウント アクティブ化情報
（Account Activation Information）] に入力し、[OK] をクリックします。

CDMA Generic モデムの場合は次の手順を実行します。
a.

CDMA Generic モデムのセルラー インターフェイスを選択し、[モデムの管理（Manage
Modem）] をクリックします。

b.

[モデムの管理（Manage Modem）] ダイアログボックスで、フィールドに入力して CDMA
Generic モデムを設定し、[OK] をクリックします。
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GSM インターフェイスの設定
GSM インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択するか、[追加（Add）] をクリックして新しいデバイスを追加した後、
デバイスを設定します。

ステップ 3

デバイスを選択した後、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature
Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 4

[インターフェイス（Interface）] フォルダを展開して、[セルラー WAN インターフェイス（Cellular
WAN Interfaces）] を選択します。

ステップ 5

GSM インターフェイスを選択し、[モデムの管理（Manage Modem）] をクリックします。

ステップ 6

[モデムの管理（Manage Modem）] ダイアログボックスで、[行を追加（Add Row）] をクリックします。

ステップ 7

ドロップダウン リストからプロファイル番号を選択し、アクセス ポイント名を入力して [OK]
をクリックします。

ネットワーク アドレス変換
（NAT）
の設定
ネットワーク アドレス変換（NAT）とは、ネットワーク デバイス（通常はファイアウォール）がプ
ライベート ネットワーク内のコンピュータ（またはコンピュータ グループ）にパブリック アド
レスを割り当てるプロセスのことです。NAT は、組織または会社で使用されるパブリック IP ア
ドレスの数を、経済性とセキュリティの両方の目的で制限するうえで役立ちます。
組織で NAT 機能を使用すると、既存のネットワークが存在しインターネットにアクセスする必
要がある場合に、IP アドレスが枯渇する問題を解決できます。組織の IP ネットワークで NAT を
使用することにより、外部ネットワーク用に異なる IP アドレス空間を使用できます。したがって
NAT を使用すると、グローバル ルーティング可能なアドレスを持たない組織でも、アドレスをグ
ローバル ルーティング可能アドレス空間に変換して、インターネットに接続できるようになり
ます。また、サービス プロバイダーの変更や、Classless Inter Domain Routing（CIDR）ブロックへの
自発的な番号再割り当てを行う組織は、NAT によって、よりグレースフルな方法で番号を再割り
当てできます。NAT は RFC 1631 に記述されています。
NAT が設定されたルータには、少なくとも内部ネットワークに対して 1 つ、外部ネットワークに
対して 1 つのインターフェイスがあります。標準的な環境では、NAT はサブドメインとバック
ボーンの間の出口ルータで設定されます。パケットがドメインから出て行く際、NAT はローカル
に意味のある送信元アドレスをグローバルで一意なアドレスに変換します。パケットがドメイ
ンに入ってくる際は、NAT はグローバルに一意な宛先アドレスをローカル アドレスに変換しま
す。出口点が複数存在する場合、個々の NAT は同じ変換テーブルを持っている必要があります。
アドレスが足りなくなってアドレスを割り当てられなくなった場合、NAT はそのパケットをド
ロップし、Internet Control Message Protocol（ICMP）ホスト到達不能パケットを送信します。
NAT の詳細については、
『IP Addressing: NAT Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3S』を参
照してください。
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NAT タイプ
NAT は（通常、2 つのネットワーク間のみを接続する）ルータで動作し、パケットが別のネット
ワークに転送される前に、内部ネットワークのプライベート（内部ローカル）アドレスをパブ
リック（内部グローバル）アドレスに変換します。この機能により、ネットワーク全体を表す 1 つ
のアドレスのみを外部にアドバタイズするように NAT を設定できます。これにより、内部ネット
ワークを外部から実質的に隠すことができるため、追加のセキュリティが提供されます。
NAT には次のタイプがあります。
•

スタティック アドレス変換（SAT）
：ローカル アドレスとグローバル アドレスを 1 対 1 で
マッピングできます。

•

ダイナミック アドレス変換（DAT）
：未登録の IP アドレスを、登録済み IP アドレスのプール
から取得される登録済み IP アドレスにマップします。

•

オーバーロード：複数の未登録 IP アドレスを、複数の異なるポートを使用して、1 つの登録済
み IP アドレスにマップする（多対 1）ダイナミック NAT の一形式。この方法は、ポート アドレ
ス変換（PAT）とも呼ばれます。PAT を使用することにより、実際のグローバル IP アドレスを
1 つだけ使って数千のユーザをインターネットに接続することができます。

IP アドレス節約のための NAT 設定
NAT を設定する手順は、次のとおりです。
1.

NAT IP プールの作成（ダイナミック NAT で必須）

2.

ACL テンプレートの作成と ACL の設定

3.

NAT44 ルールの作成

4.

インターフェイスの設定およびルールの割り当て

5.

NAT MAX 変換の設定（任意）

（注）

NAT 機能は Cisco IOS リリース 3.5 以降の ASR プラットフォーム、および Cisco IOS リリース
12.4(24)T 以降の ISR プラットフォームでサポートされます。

注意

「EMS_」で始まる CLI 変更はサポートされず、予期しない動作を引き起こす可能性があります。

NAT IP プールの作成
IP プールは、ダイナミック NAT で使われる IP の範囲を表すデバイス オブジェクトです。NAT の
IP プール機能を使用すると、ダイナミック NAT で使用できる新しいプールの作成、既存のプー
ルの変更、デバイスからのプールの削除が可能です。
IP プールを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。
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ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] を展開し、[NAT] サブフォ
ルダを展開して [IP プール（IP Pools）] をクリックします。[NAT プール（NAT Pools）] ページが表
示されます。

ステップ 4

[IP プールの追加（Add IP Pool）] > [IP + プレフィックス（IP+Prefix）] または [IP 範囲 + プレフィッ
クス（IP Range + Prefix）] をクリックし、[名前（Name）]、[IP アドレス/範囲（IP Address/Range）]、[プ
レフィックス長（Prefix Length）]、および [説明（Description）] に入力します。プールの作成後に、
プール名を変更することはできません。

（注）
ステップ 5
ステップ 6

ステップ 7

有効な IPv4 アドレスは、ピリオド（.）で区切られた 4 つのオクテットから構成されます。
デバイスに IP プールを展開するには [保存（Save）]、編集をキャンセルする場合は [キャンセル
（Cancel）] をクリックします。
既存の IP プールを編集するには、[NAT IP プール（NAT IP Pools）] ページで次のようにします。
a.

選択した IP プール パラメータ行をクリックしてパラメータを編集します。または

b.

IP プールを選択して [編集（Edit）] をクリックします。選択した IP プールが編集用に開かれ
ます。プール名を除くすべてのパラメータを編集できます。

[保存（Save）] をクリックして、デバイスに変更を展開します。

NAT44 ルールの作成
NAT44 機能を使用すると、NAT44 ルールを作成、削除、および変更できます。
NAT ルールには、次の 3 つのタイプがあります。
•

静的

•

ダイナミック

•

ダイナミック PAT

NAT44 ルールを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] を展開し、[NAT] サブフォ
ルダを展開して [NAT44 ルール（NAT44 Rules）] をクリックします。

ステップ 4

[NAT 44] ページで、[NAT ルールを追加（Add NAT Rule）] ボタンの横の下矢印アイコンをクリッ
クします。
•

スタティック ルールを作成するには、[スタティック（Static）] をクリックします。要素の説明
については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Reference Guide』を参照してください。

•

ダイナミック NAT ルールを作成するには、[ダイナミック（Dynamic）] をクリックします。要
素の説明については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Reference Guide』を参照してください。

•

ダイナミック PAT ルールを作成するには、[ダイナミック PAT（Dynamic PAT）] をクリックし
ます。要素の説明については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 Reference Guide』を参照してくだ
さい。
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ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして変更を保存し、デバイスに展開します。

ステップ 6

既存の NAT44 ルールを編集するには、[NAT44] ページで次のいずれかを実行します。
•

選択した NAT44 ルールのパラメータ行をクリックし、パラメータを編集します。

•

NAT44 ルールを選択して [編集（Edit）] をクリックします。選択した NAT44 ルールが編集用
に開かれます。すべてのパラメータを編集できます。

ステップ 7

作成ルールに従って、発信元と送信先を変更できます。また、[オプション（Options）] の選択を作
成ルールに従って変更することもできます。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックして、変更をサーバに保存します。

インターフェイスの設定
仮想インターフェイスは、特定の目的または特定のユーザ向けの汎用情報とルータ固有の情報
を使って設定された論理インターフェイスです。
仮想インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択した後、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature
Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] を展開し、[NAT] サブフォ
ルダを展開して [インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。
[インターフェイス（Interface）] ページで、変更するインターフェイスを選択し、ドロップダウン
リストからアソシエーションを選択します。選択できる項目は、[内部（Inside）]、[外部（Outside）]、
および [なし（None）] です。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックして、変更をサーバに保存します。

NAT MAX 変換の設定
NAT MAX 変換機能によって、ルータ上で同時に処理される NAT の最大数を制限できます。さら
に、NAT MAX 機能を使用して、ユーザは NAT アドレスの使用を詳細に制御できます。NAT 変換
のレート制限機能を使用して、ウイルスやワーム、サービス拒絶攻撃の影響を抑制することがで
きます。NAT 変換のレート制限機能の設定の詳細については、
『IP Addressing: NAT Configuration
Guide, Cisco IOS XE Release 3S』の「Configuring NAT for IP Address Conservation」を参照してくだ
さい。
NAT MAX 変換機能を使用すると、グローバル変換の属性値をリセットできます。
MAX 変換を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。
リストからデバイスを選択するか、[追加（Add）] をクリックして新しいデバイスを作成した後、
デバイスを設定します。
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ステップ 3

デバイスを選択した後、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature
Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 4

[セキュリティ（Security）] を展開し、[NAT] サブフォルダを展開して [詳細設定（Advanced
Settings）] > [変換の最大数（Max Translation）] をクリックします。

ステップ 5

パラメータ値をリセットします。すべてのパラメータで許可される NAT エントリの最大数を設
定します。一般的な NAT レート制限の範囲は、100 ～ 300 エントリです。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックして、変更をサーバに保存します。

DMVPN の設定
DMVPN 機能により、総称ルーティング カプセル化（GRE）トンネル、IP Security（IPSec）暗号化、
および Next Hop Resolution Protocol（NHRP）を組み合わせて、大小さまざまな規模の IPSec VPN
を構築できます。
一般的な VPN 接続は、2 台のルータを接続するポイントツーポイント IPsec トンネルです。
DMVPN を使用すると、中央ハブから IPsec トンネル経由で GRE を使用して他のリモート ルー
タ（スポークと呼ばれる）を接続するネットワークを作成できます。IPsec トラフィックは、ハブ
を通じてネットワーク内のスポークにルーティングされます。
DMVPN の詳細については、
『Dynamic Multipoint IPsec VPNs (Using Multipoint GRE/NHRP to Scale
IPsec VPNs)』を参照してください（Cisco.com ログイン ID が必要です）。
Cisco Network Control System では、ルータを DMVPN ハブ、DMVPN スポークまたはクラスタと
して設定できます。次のようにルータを設定できます。
•

ハブ アンド スポーク トポロジの設定

•

DMVPN フルメッシュ トポロジの設定

•

クラスタ トポロジの設定

DMVPN トンネルの作成
DMVPN トンネルを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して
[DMVPN] をクリックします。[追加（Add）] をクリックして DMVPN を作成します。

ステップ 4

[デバイス ロールとトポロジ タイプ（Device Role and Topology Type）] 領域で、トポロジとデバイ
ス ロールを選択します。選択できる項目は [スポーク（Spoke）]、[ハブ（Hub）]、および [スポーク間
のダイナミック接続（Dynamic Connection between Spokes）] です。

ステップ 5

[マルチポイント GRE インターフェイス情報（Multipoint GRE Interface Information）] 領域で、イン
ターネットに接続する WAN インターフェイスをドロップダウン リストから選択します。

ステップ 6

トンネル インターフェイスの IP アドレスとサブネット マスクを入力します。
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ステップ 7

[NHRP およびトンネル パラメータ（NHRP and Tunnel Parameters）] 領域のフィールドに入力し
ます。

（注）

ネットワーク ID は、非ブロードキャスト マルチアクセス（NBMA）ネットワークの一意の 32 ビッ
ト ネットワーク ID です。特定のトンネル インターフェイスに関するキー ID を有効にするため
に、トンネル キーが使用されます。特定のインターフェイスで送信される IP パケットの MTU サ
イズ。

（注）

イーサネットとシリアル インターフェイスに関するデフォルトの MTU 値は 1500 です。デフォ
ルト値は、メディア タイプによって異なります。特定のインターフェイスの遅延値を設定するた
めに、トンネル スループット遅延が使用されます。

ステップ 8

[暗号化ポリシー（Encryption policy）] フィールドで、プラス（+）のアンカー ボタンをクリックし、
トランスフォーム セット プロファイルを追加します（『Cisco Prime Infrastructure 3.0 リファレン
ス ガイド』の「セキュリティ」>「VPN コンポーネント」>「トランスフォーム セット」を参照）。

ステップ 9

[トランスフォーム セット プロファイル（Transform Set Profile）] ダイアログボックスで [名前
（Name）] に入力し、ドロップダウン リストからセキュリティ プロトコルとアルゴリズムの許容
可能な組み合わせを選択して、トランスフォーム セットを設定します。

ステップ 10

[IP 圧縮（IP Compression）] チェックボックスをオンにして、トランスフォーム セットの IP 圧縮
を有効にします。

ステップ 11

トランスフォーム セットのモードを選択します。選択できる項目は [トンネル（Tunnel）] モード
または [トランスポート（Transport）] モードです。

ステップ 12

[NHS サーバ情報（NHS Server Information）] 領域で、ハブとトンネルの物理インターフェイスの
IP アドレス、および [フォールバック時間（Fallback Time）] を入力します。デバイスがクラスタを
サポートしている場合は、[クラスタ ID（Cluster ID）]、[最大接続（Max Connection）]、[ハブ IP アド
レス（Hub IP address）]、[優先度（Priority）] などのネクスト ホップ サーバ情報を追加します。
（注）

ステップ 13

（注）

NHS サーバ情報は、スポークの設定にのみ必要です。[NHS にクラスタを使用（Use Cluster
for NHS）] チェックボックスをオンにした場合は、[クラスタ ID（Cluster ID）]、[最大接続
（Max Connection）]、および [ネクスト ハブ サーバ（Next Hub Server）] などの情報を追加し
ます。NHS クラスタ設定を含むテンプレートは、Cisco IOS ソフトウェア リリース
15.1(2)T 以降を実行しているデバイスだけに適用されます。

[ルーティング情報（Routing Information）] 領域では、ルーティング情報を選択します。選択できる
項目は [EIGR]、[RIPV2]、および [その他（Other）] です。
このルーティング情報は、ハブ設定にのみ必要です。

ステップ 14

ドロップダウン リストから既存の EIGRP 番号を選択するか、EIGRP 番号を入力します。その他
のプロトコルを設定するには、[その他（Other）] オプションを使用します。

ステップ 15

[保存（Save）] をクリックすると、単一の NHS サーバ エントリの詳細とそのサーバのプライオリ
ティ、サーバ グループ全体、および NHS クラスタ情報が保存されます。NHS クラスタ情報を保存
すると、NHS サーバが編集不可フィールドに入力されます。

ステップ 16

[OK] をクリックして、設定をデバイスに保存します。
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ハブ アンド スポーク トポロジの設定
ハブ アンド スポーク トポロジを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）
] ペインで、[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して
[DMVPN] をクリックします。
[追加（Add）] ボタンをクリックして DMVPN トンネルを作成します。

ステップ 4

[デバイス タイプとトポロジ（Device Type and Topology）] 領域で、トポロジとして [ハブ アンド
スポーク（Hub and Spoke）] を選択し、デバイス ロールとして [ハブ（Hub）] または [スポーク
（Spoke）] のいずれかを選択します。

ステップ 5

ドロップダウン リストから WAN インターフェイスを選択した後、トンネル インターフェイス
のマルチポイント GRE IP アドレスとサブネット マスクを設定します。

ステップ 6

NHRP およびトンネル インターフェイスのパラメータ、たとえば IP アドレス、NHRP パラメータ
とマップ、MTU 値、トンネルの送信元、トンネル モード、トンネル キーなどを設定します。

ステップ 7

デバイス間のデータ フローを保護するためのトランスフォーム セットを作成します。最大 4 つ
のトランスフォーム、つまり 1 つの認証ヘッダー（AH）、1 つのカプセル化セキュリティ ペイロー
ド（ESP）暗号化、1 つの ESP 認証、および 1 つの圧縮を指定できます。これらのトランスフォーム
は、IPsec プロトコルとアルゴリズムを定義します。

ステップ 8

使用するルーティング プロトコルを設定します。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックして、設定をデバイスに保存します。

DMVPN フルメッシュ トポロジの設定
ダイナミック スポークツースポーク オプションを使用すると、DMVPN フルメッシュ型トポロ
ジを設定できます。このトポロジでは、ネットワーク内の他のスポークに直接 IPsec トンネルを
確立できるスポークとして、ルータを設定できます。
DMVPN フルメッシュ トポロジを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択するか、[追加（Add）] をクリックして新しいデバイスを作成した後、
デバイスを設定します。

ステップ 3

デバイスを選択して [設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature Configuration）]
ペインが表示されます。

ステップ 4

[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して [DMVPN] をクリックします。[追加（Add）] をク
リックして、フルメッシュ トポロジの DMVPN トンネルを作成します。

ステップ 5

[DMVPN トンネルの作成（Create DMVPN Tunnel）] 設定ページで [フル メッシュ（Full Mesh）] オ
プション ボタンを選択して、ネットワーク タイプをフルメッシュ トポロジとして設定します。

ステップ 6

「ハブ アンド スポーク トポロジの設定」の項のステップ 6 からステップ 8 を繰り返します。
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ステップ 7

フルメッシュ スポーク トポロジでは、[NHS サーバ情報（NHS Server Information）] 領域に、ハブ
の物理インターフェイスの IP アドレスやハブのトンネル インターフェイスの IP アドレスなど、
ネクスト ハブ サーバ情報を追加します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックして、設定をデバイスに保存します。

クラスタ トポロジの設定
クラスタ トポロジを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] フォルダを展開して
[DMVPN] をクリックします。[追加（Add）] をクリックして DMVPN トンネルを作成します。

ステップ 4

[DMVPN トンネルの作成（Create DMVPN Tunnel）] 設定ページで、[スポーク（Spoke）] オプション
ボタンを選択して、デバイス ロールをスポークとして設定します。

ステップ 5

（注）
ステップ 6

「ハブ アンド スポーク トポロジの設定」の項のステップ 6 からステップ 8 を繰り返します。
デバイスで IOS のバージョン 15.1(2)T 以降を実行している必要があります。
[行を追加（Add Row）
] をクリックしてクラスタ関連情報を設定し、[クラスタ ID（Cluster-ID）] と [最
大接続（Maximum Connection）] の値を追加します。

ステップ 7

（オプション ボタンの横にある）[行を展開（Expand Row）] をクリックし、[行を追加（Add Row）]
をクリックして NHS サーバ情報を追加します。

ステップ 8

NHS サーバ、GRE トンネル IP アドレス、およびこの NHS サーバの優先度を入力します。[保存
（Save）] をクリックして、NHS サーバ エントリの設定を保存します。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックして、NHS サーバ グループ情報を保存します。

ステップ 10

再び [保存（Save）] をクリックして、クラスタ設定を含む NHS グループ情報を保存します。これ
により、テーブルに NHS サーバ IP アドレスが自動的に入力されます。

DMVPN の編集
DMVPN トンネルを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。
リストからデバイスを選択するか、[追加（Add）] をクリックして新しいデバイスを作成した後、
デバイスを設定します。
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ステップ 3

デバイスを選択して [設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature Configuration）]
ペインが表示されます。

ステップ 4

[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して [DMVPN] をクリックします。使用可能なトンネ
ルが表示されます。

ステップ 5

トンネルを選択して [編集（Edit）] をクリックします。[DMVPN トンネルの編集（Edit DMVPN
Tunnel）] ページが開きます。

ステップ 6

[DMVPN トンネルの編集（Edit DMVPN Tunnel）] ページで DMVPN パラメータを編集できます。

ステップ 7

[OK] をクリックすると、編集した DMVPN トンネル設定がデバイスに送信されます。

ステップ 8

設定をデバイスに適用せずに [DMVPN トンネルの編集（Edit DMVPN Tunnel）] ページを閉じる
には、[キャンセル（Cancel）] をクリックします。

DMVPN の削除
DMVPN トンネルを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

DMVPN トンネルを削除するデバイスをリストから選択します。デバイスが追加されていない場
合は、[追加（Add）] をクリックしてデバイスを追加します。

ステップ 3

デバイスを選択して [設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature Configuration）]
ペインが表示されます。

ステップ 4

[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して [DMVPN] をクリックします。使用可能なトンネ
ルが表示されます。

ステップ 5

トンネルを選択して [削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 6

警告メッセージに対して [はい（Yes）] をクリックすると、選択したトンネルが削除されます。

ステップ 7

選択したトンネルを削除しない場合は、
警告メッセージに対して [いいえ（No）] をクリックします。

ステップ 8

変更内容をルータへ送信せずに、すべての変更を取り消すには、[キャンセル（Cancel）] をクリッ
クします。

GETVPN の設定
Group Encrypted Transport VPN（GETVPN）展開には、グループ メンバー、キー サーバ、およびグ
ループ ドメイン オブ インタープリテーション プロトコルという 3 つの主要コンポーネントが
あります。グループ メンバーはトラフィックを暗号化および復号化し、キー サーバはすべての
グループ メンバーに暗号キーを配布します。キー サーバは、ある一定期間において 1 つのデータ
暗号化キーを決定します。すべてのグループ メンバーが同じキーを使用するため、どのグループ
メンバーも、他のすべてのグループ メンバーによって暗号化されたトラフィックを復号化する
ことができます。グループ キーおよびグループのセキュリティ アソシエーション（SA）管理のた
めに、グループ メンバーとキー サーバの間で GDOI プロトコルが使用されます。GETVPN 展開
には、少なくとも 1 つのキー サーバが必要です。
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従来の IPsec 暗号化ソリューションとは異なり、GETVPN ではグループ SA の概念を使用しま
す。GETVPN グループ内のすべてのメンバーは、共通の暗号化ポリシーと共有 SA を使用して互
いに通信することができます。したがって、グループ メンバー間でピアツーピア ベースの IPsec
ネゴシエーションを行う必要はなく、これによってグループ メンバー ルータにかかるリソース
の負荷が軽減されます。
グループ メンバー

グループ メンバーは、グループ内のデータ トラフィックを暗号化するのに必要な IPsec SA を取
得するために、キー サーバに登録します。グループ メンバーはキー サーバにグループ識別番号
を提供し、そのグループのポリシーとキーを取得します。これらのキーは、トラフィックが喪失
しないよう、現在の IPsec SA が期限切れになる前にキー サーバによって定期的に更新されます。
キー サーバ

キー サーバは、セキュリティ ポリシーの保守、グループ メンバーの認証、トラフィック暗号化用
のセッション キーの提供を行います。キー サーバは個々のグループ メンバーを登録時に認証し
ます。グループ メンバーは登録が成功した場合にのみ、グループ SA に参加できます。
グループ メンバーはいつでも登録可能で、最新のポリシーとキーを受け取ります。グループ メ
ンバーがキー サーバに登録する際に、キー サーバはグループ メンバーのグループ識別番号を検
証します。この識別番号が有効で、しかもグループ メンバーから提供されたインターネット
キー エクスチェンジ（IKE）クレデンシャルが有効である場合には、キー サーバが SA ポリシーと
キーをグループ メンバーに送信します。
グループ メンバーに送信されるキーは、キー暗号キー（KEK）とトラフィック暗号キーの 2 種類
です。TEK は、同じグループ内のグループ メンバーがデータの暗号化に使用する IPsec SA の一
部になります。KEK は、キー サーバとグループ メンバーの間でキー再生成メッセージを保護す
るために使用されます。
キー サーバは、IPsec SA の期限切れが近づいている場合や、キー サーバでセキュリティ ポリシー
が変更された場合に、キー再生成メッセージを送信します。マルチキャストまたはユニキャスト
トランスポートを使用してキー再生成中にキーの配布を行うことができます。マルチキャスト方
式の場合、キーを各グループ メンバーに個別に送信する必要がないため、拡張性に優れています。
マルチキャスト キー再生成方式を使用すると、ユニキャストの場合と異なり、キー サーバは、再
生成されたキーの受信に成功したというグループ メンバーからの確認応答を受け取りません。ユ
ニキャスト キー再生成方式を使用すると、グループ メンバーが 3 回連続でキー再生成の確認応
答を行わない場合、キー サーバはそのグループ メンバーをデータベースから削除します。
グループ ドメイン オブ インタープリテーション

グループ ドメイン オブ インタープリテーション プロトコルは、グループ キーとグループ SA の
管理に使用されます。グループ ドメイン オブ インタープリテーションでは、グループ メンバー
とキー サーバの認証に Internet Security Association Key Management Protocol（ISAKMP）を使用し
ます。RSA 署名（証明書）や事前共有キーなど、標準的なすべての ISAKMP 認証スキームを
GETVPN に使用できます。
GETVPN の詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6586/ps6635/ps7180/deployment_guid
e_c07_554713.html を参照してください。
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GETVPN グループ メンバーの作成
[グループ メンバーの追加（Add GroupMember）] 設定ページを使用して、GETVPN グループ メン
バーを設定します。
GETVPN グループ メンバーを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して
[GETVPN - グループ メンバー（GETVPN-GroupMember）] をクリックします。[追加（Add）] をク
リックして、GET VPN グループを作成します。

ステップ 4

[グループ メンバーの追加（Add GroupMember）] ダイアログボックスで [一般（General）] タブを選
択し、[グループ名（Group Name）] および [グループ アイデンティティ（Group Identity）] を入力しま
す。ドロップダウン リストから [登録インターフェイス（Registration Interface）] を選択します。

ステップ 5

プライマリ キー サーバとセカンダリ キー サーバの IP アドレスを入力します。セカンダリ キー
サーバの IP アドレスを追加または削除するには、[行を追加（Add Row）] または [削除（Delete）] を
クリックします。

（注）

プライマリ キー サーバは、グループ ポリシーを作成してすべてのグループ メンバーに
配布する処理、およびセカンダリ キー サーバと定期的に同期する処理を担当します。優
先度の最も高いサーバが、プライマリ キー サーバとして選択されます。

ステップ 6

[行（row）] または [フィールド（field）] をクリックして、セカンダリ キー サーバの IP アドレスを
編集します。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックして、設定を保存します。

ステップ 8

[グループ メンバーの追加（Add Group Member）] ダイアログボックスで [高度な設定（Advanced）
]タ
ブを選択し、ドロップダウン リストから [ローカル例外 ACL
（Local Exception ACL）] および [フェー
ル クローズ ACL（Fail Close ACL）] を選択します。
フェール クローズ機能を設定した場合、グループ メンバーが正常に登録されるまでは、グルー
プ メンバーを通過するすべてのトラフィックがドロップされます。グループ メンバーが正常に
登録されて SA がダウンロードされた後、この機能は自動的にオフになります。

ステップ 9

[移行（Migration）] タブを選択し、[パッシブ SA を有効化（Enable Passive SA）] チェックボックス
をオンにして、パッシブ SA を有効にします。このグループ メンバーでパッシブ SA モードをオ
ンにするには、このオプションを使用します。

ステップ 10

[OK] をクリックしてテーブルにグループ メンバーを追加します。コマンドを表示するには、
[CLI] プレビューをクリックします。スケジュールした展開が完了すると、設定がデバイスに適
用されます。
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GETVPN キー サーバの作成
[キー サーバの追加（Add KeyServer）] 設定ページを使用して、GETVPN キー サーバを設定します。
GETVPN キー サーバを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して
[GETVPN - キー サーバ（GETVPN-KeyServer）] をクリックします。[追加（Add）] をクリックして
GETVPN キー サーバを作成します。

ステップ 4

[キー サーバの追加（Add Key Server）] ダイアログボックスで [一般（General）] タブを選択し、こ
のキー サーバの [グループ名（Group Name）]、[グループ アイデンティティ（Group Identity）]、
[WAN IP アドレス（WAN IP address）]、および [優先度（Priority）] を入力します。

ステップ 5

共同キー サーバの IP アドレスを入力します。共同キー サーバの IP アドレスを追加または削除す
るには、[行を追加（Add Row）] または [削除（Delete）] をクリックします。[行（row）] または [フィー
ルド（field）] をクリックし、IP アドレスを編集します。

ステップ 6

[キー サーバの追加（Add KeyServer）] ダイアログボックスで [キー再生成（Rekey）] タブを選択
し、ドロップダウン リストから配布方法を選択します。
この配布方法は、キー サーバからグループ メンバーにキー再生成情報を送信するために使用さ
れます。配布方法としてマルチキャストを選択した場合は、キー再生成の伝送先となるマルチ
キャスト アドレスを指定します。

ステップ 7

[キー サーバの追加（Add KeyServer）] ダイアログボックスで [GETVPN トラフィック（GETVPN
Traffic）] タブを選択し、暗号化するトラフィック、暗号化ポリシー、およびアンチリプレイを入力
します。
このアクセス リストは、暗号化されるトラフィックを定義します。
「許可」行に一致するトラ
フィックだけが暗号化されます。暗号化セッションが非アクティブである場合でも常に許可さ
れるべき特定のトラフィックは、決して暗号化しないでください。

ステップ 8

[OK] をクリックしてテーブルにグループ メンバーを追加します。コマンドを表示するには、
[CLI] プレビューをクリックします。スケジュールした展開が完了すると、デバイスに設定が適
用されます。

GETVPN グループ メンバーまたはキー サーバの編集
GETVPN グループ メンバーまたは GETVPN キー サーバを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。
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ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] フォルダを展開して
[GETVPN - グループ メンバー（GETVPN-Group Member）] または [GETVPN - キー サーバ
（GETVPN-KeyServer）] をクリックします。GETVPN - グループ メンバーまたは GETVPN - キー
サーバの要約ページが開きます。

ステップ 4

GETVPN の要約ページで、グループ名を選択して [編集（Edit）] をクリックします。[GETVPN - グ
ループ メンバーまたは GETVPN - キー サーバの編集（Edit GETVPN-GroupMember or
GETVPN-Keyserver）] ページが表示されます。

ステップ 5

[GETVPN - グループ メンバーまたは GETVPN - キー サーバの編集（Edit GETVPN-GroupMember
or GETVPN-Keyserver）] ページで、GETVPN パラメータを編集できます。

ステップ 6

[OK] をクリックして、設定を保存します。

GETVPN グループ メンバーまたはキー サーバの削除
GETVPN グループ メンバーまたは GETVPN キー サーバを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択するか、[追加（Add）] をクリックして新しいデバイスを追加した後、
デバイスを設定します。デバイスの詳細がページの下部に表示されます。

ステップ 3

デバイスを選択した後、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）
]
ペインが表示されます。

ステップ 4

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して
[GETVPN - グループ メンバー（GETVPN-Group Member）] または [GETVPN - キー サーバ
（GETVPN-KeyServer）] をクリックします。GETVPN - グループ メンバーまたは GETVPN - キー
サーバの要約ページが開きます。

ステップ 5

GETVPN の要約ページで、グループ名を選択して [削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 6

[OK] をクリックして、設定を保存します。

VPN コンポーネントの設定
インターネット キー エクスチェンジ（IKE）は、セキュアな認証された通信を設定するための標
準的な方式です。IKE では、ネットワークを介した 2 つのホスト間でセッション キー（およびそ
れに関連する暗号とネットワーク設定）を確立します。IKE ポリシーは、認証中にピアの識別情
報を保護します。
IKE ネゴシエーションは保護される必要があります。このため、それぞれの IKE ネゴシエーショ
ンの最初に、共通する（共有されている）IKE ポリシーに関して各ピアが同意します。このポリ
シーは、後続の IKE ネゴシエーションを保護するために使用されるセキュリティ パラメータを
示します。ピアがポリシーに同意した後、そのポリシーのセキュリティ パラメータが、各ピアで
確立されたセキュリティ アソシエーションによって識別されます。それらのセキュリティ アソ
シエーションは、ネゴシエーションの間、後続のすべての IKE トラフィックに適用されます。
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ネゴシエーションが開始されると、IKE は、両方のピアで同じ IKE ポリシーを検索します。ネゴ
シエーションを開始したピアは、そのすべてのポリシーをリモート ピアに送信します。リモート
ピアは、相手側ピアから受信したすべてのポリシーと、自身の最優先ポリシーを比較することに
より、一致を検索します。両方のピアのポリシーが一致するのは、暗号化、ハッシュ、認証、
Diffie-Hellman（D-H）の各パラメータ値が同じで、リモート ピアのポリシーに指定されているラ
イフタイムが、比較対象ポリシーのライフタイム以下である場合です。ライフタイムが同一でな
い場合は、より短い、リモート ピアのポリシーのライフタイムが使用されます。
VPN のコンポーネントには、主に次のものが含まれます。
•

IKE ポリシーの設定

•

IKE の設定

•

IPsec プロファイルの設定

•

事前共有キーの作成

•

RSA キーの作成

•

トランスフォーム セットの設定

IKE ポリシーの設定
IKE ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して [VPN
コンポーネント（VPN Components）] > [IKE ポリシー（IKE Policies）] を選択します。

ステップ 4

[行を追加（Add Row）] をクリックして IKE ポリシーを作成します。

ステップ 5

[IKE ポリシー（IKE Policies）] ページで、優先度、認証、D-H グループ、暗号化、ハッシュ、およびラ
イフタイムを入力します。
[IKE ポリシー（IKE Policies）] ページの要素の詳細については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 リ
ファレンス ガイド』の「セキュリティ」>「VPN コンポーネント」>「IKE ポリシー」を参照してくだ
さい。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックして設定を保存し、再び [保存（Save）] をクリックして CLI コマンドを
生成します。
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IKE の設定
IKE 設定機能を使用すると、ピア ルータ用に IKE をグローバルに有効化できます。
IKE を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して [VPN
コンポーネント（VPN Components）] > [IKE 設定（IKE Settings）] を選択します。

ステップ 4

IKE ポリシーとアグレッシブ モードを有効にするには、[IKE を有効化（Enable IKE）] および [ア
グレッシブ モードを有効化（Enable Aggressive Mode）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

ドロップダウン リストから [IKE アイデンティティ（IKE Identity）] を選択します。

ステップ 6

[停止ピア検出キープアライブ（Dead Peer Detection Keepalive）] および [停止ピア検出再試行
（Dead Peer Detection Retry）] の時間を秒単位で入力します。
[IKE 設定（IKE Settings）] ページの要素の詳細については、
『Cisco Prime Infrastructure 3.0 リファ
レンス ガイド』の「セキュリティ」>「VPN コンポーネント」>「IKE 設定」を参照してください。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックして、設定を保存します。

IPsec プロファイルの設定
IPsec プロファイル（ISAKMP プロファイルとも呼ばれる）を使用すると、一連の IKE パラメータ
を定義して 1 つ以上の IPsec トンネルにそれを関連付けることができます。IPsec プロファイル
は、その一致識別基準の概念によって一意に識別される着信 IPsec 接続に、パラメータを適用し
ます。これらの基準は、着信 IKE 接続によって提示される IKE 識別情報に基づいており、これに
は IP アドレス、完全修飾ドメイン名（FQDN）、およびグループ（VPN リモート クライアント グ
ループ）が含まれます。
IKE プロファイル機能を使用して、IPsec プロファイルを作成できます。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して [VPN
コンポーネント（VPN Components）] > [IPSec プロファイル（IPsec Profile）] を選択します。

ステップ 4

[行を追加（Add Row）] をクリックして IPsec プロファイルを作成します。

ステップ 5

[IPSec プロファイル（IPsec Profile）] ページで、[名前（Name）]、[説明（Description）]、[トランス
フォーム セット（Transform Set）]、[IPSec SA ライフタイム（IPsec SA Lifetime）] などの情報を入力
します。
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（注）

プロファイルの編集時に、IPsec プロファイルの名前を編集することはできません。トラ
ンスフォーム セットは、特定のセキュリティ プロトコルとアルゴリズムの組み合わせを
表します。IPSec SA のネゴシエーション中に、ピアは特定のトランスフォーム セットを
使用して特定のデータ フローを保護することに合意します。トランスフォームは、特定
のセキュリティ プロトコルとそれに対応するアルゴリズムを記述します。

ステップ 6

設定した期間が経過した後に新しい SA を確立するための [IPSec SA ライフタイム（IPsec SA
Lifetime）] を秒単位で入力します。

ステップ 7

IPsec プロファイル パラメータを編集するには、[フィールド（Field）] をクリックし、その IPsec プ
ロファイルのパラメータを編集します。

ステップ 8

IPsec プロファイルを削除するには、リストから IPsec プロファイルを選択して [削除（Delete）] を
クリックします。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックして設定を保存し、再び [保存（Save）] をクリックして CLI コマンドを
生成します。

事前共有キーの作成
事前共有キー機能を使用すると、2 つのピア間で秘密キーを共有できます。このキーは認証
フェーズ中に IKE で使用されます。
事前共有キーを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

デバイスを選択するか、[追加（Add）] をクリックして新しいデバイスを追加した後、デバイスを
設定します。デバイスの詳細が、ページの下部に表示されます。

ステップ 3

デバイスを選択して [設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature Configuration）]
ペインが表示されます。

ステップ 4

[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して [VPN コンポーネント（VPN Components）] > [事前
共有キー（Preshared Keys）] を選択します。

ステップ 5

[行を追加（Add Row）] をクリックして事前共有キーを作成します。

ステップ 6

[事前共有キー（Preshared Keys）] ページで、[IP アドレス（IP Address）]、[ホスト名（Host Name）]、[サ
ブネット マスク（Subnet Mask）]、および [事前共有キー（Preshared Keys）] を入力します。

ステップ 7

事前共有キーのパラメータを編集するには、[フィールド（Field）] をクリックし、その事前共有
キーのパラメータを編集します。

ステップ 8

事前共有キーを削除するには、リストから事前共有キーを選択して [削除（Delete）] をクリックし
ます。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックして設定を保存し、再び [保存（Save）] をクリックして CLI コマンドを
生成します。
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RSA キーの作成
RSA キー ペアは、公開キーと秘密キーで構成されます。公開キー インフラストラクチャ（PKI）を
設定する際には、証明書登録要求に公開キーを含める必要があります。証明書が付与された後、
公開キーが証明書に組み込まれ、ピアはこれを使用して、ルータに送られるデータを暗号化でき
るます。秘密キーはルータに保持され、ピアから送信されたデータの復号化、およびピアとネゴ
シエーションする際のトランザクションのデジタル署名に使用されます。
RSA キー ペアには、キーのモジュラス値が含まれています。モジュラス値に応じて、RSA キーの
サイズが決まります。モジュラス値が大きいほど、RSA キーの安全性が高まります。ただしモ
ジュラス値が大きいと、キーの生成、暗号化、および復号化にかかる時間が長くなります。
RSA キーを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して [VPN
コンポーネント（VPN Components）] > [RSA キー（RSAKeys）] を選択します。

ステップ 4

[行を追加（Add Row）] をクリックして RSA キーを作成します。

ステップ 5

[RSA キーの追加（Add RSA Keys）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

[RSA キーの追加（Add RSA Keys）] ダイアログボックスで、[ラベル（Label）]、[モジュラス
（Modulus）]、および [タイプ（Type）] を入力します。
（注）

モジュラス値が 512 ～ 1024 の範囲内の場合は、64 の倍数（整数値）を入力します。1024 よ
りも大きい値が必要な場合は、1536 または 2048 を入力できます。512 よりも大きい値を
入力すると、キー生成に 1 分以上かかる場合があります。モジュラス値に応じて、キーの
サイズが決まります。モジュラスが大きいほどキーの安全性は高くなりますが、大きなモ
ジュラスのキーは生成に要する時間が長くなり、大きなキーほど暗号化/復号化の処理に
かかる時間が長くなります。

ステップ 7

RSA をエクスポート可能キーとして生成するには、[キーをエクスポート可能にする（Make the
Key exportable）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8

[OK] をクリックして、設定を保存します。

ステップ 9

RSA キーをインポートするには、[インポート（Import）] をクリックします。[RSA キーのインポー
ト（Import RSA Key）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 10

[RSA キーのインポート（Import RSA Key）] ダイアログボックスで、RSA キーのラベル、キー タイ
プ、およびキーを復号化するためのパスワードを入力します。キー タイプが汎用キー、署名、また
は暗号である場合は、保存された公開キーと秘密キーのデータをコピーして貼り付けます。

ステップ 11

用途キー（usage-key）をインポートするには、署名キーと暗号キーの両方の公開および秘密キー
データを入力します。

ステップ 12

[インポート（Import）] をクリックして、RSA キーをインポートします。

ステップ 13

RSA キーをエクスポートするには、リストから RSA キーを選択して [エクスポート（Export）] を
クリックします。[RSA キー ペアのエクスポート（Export RSA Key Pair）] ダイアログボックスが
表示されます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

37-47

第 37 章

Application Visibility and Control の設定

VPN コンポーネントの設定

ステップ 14

[RSA キー ペアのエクスポート（Export RSA Key Pair）] ダイアログボックスで、RSA キーを暗号化
するためのパスワードを入力し、ドロップダウン リストから暗号化アルゴリズムを選択します。

ステップ 15

[OK] をクリックすると、エクスポートされたキーが表示されます。

ステップ 16

RSA キーを削除するには、リストから RSA キーを選択して [削除（Delete）] をクリックします。

トランスフォーム セットの設定
トランスフォーム セットを定義するには、1 ～ 3 個のトランスフォームを指定します。各トラン
スフォームは、IPsec セキュリティ プロトコル（AH または ESP）および使用するアルゴリズムを
表します。IPsec セキュリティ アソシエーションのネゴシエーション中に特定のトランスフォー
ム セットを使用する場合は、トランスフォーム セット全体（プロトコル、アルゴリズム、その他
の設定値の組み合わせ）が、リモート ピアのトランスフォーム セットと一致している必要があ
ります。
トランスフォーム セットを設定する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択してから、[設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定
（Feature Configuration）] ペインが表示されます。

ステップ 3

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで、[セキュリティ（Security）] フォルダを展開して [VPN
コンポーネント（VPN Components）] > [トランスフォーム セット（Transform Sets）] を選択します。

ステップ 4

[行を追加（Add Row）] をクリックしてトランスフォーム セットを作成します。

ステップ 5

[トランスフォーム セット（Transform Sets）] ページで、[名前（Name）] を入力し、トランスフォー
ム セットを設定するために適切なセキュリティ プロトコルとアルゴリズムの組み合わせを選
択します。

（注）

ステップ 6

ステップ 7

ペイロードの暗号化に ESP 暗号化アルゴリズムが使用され、ペイロードの整合性の確認
に整合性アルゴリズムが使用されます。

トランスフォーム セットのモードを次のように指定します。
•

[トランスポート（Transport）]：データだけを暗号化します。トランスポート モードは、両方のエ
ンドポイントが IPsec をサポートしている場合に使用されます。トランスポート モードでは、
認証ヘッダーまたはカプセル化されたセキュリティ ペイロードが元の IP ヘッダーの後に配
置されます。これにより、IP ペイロードだけが暗号化されます。この方式を使用すると、暗号化
されたパケットに Quality of Service
（QoS）制御などのネットワーク サービスを適用できます。

•

[トンネル
（Tunnel）
]：データと IP ヘッダーを暗号化します。
トンネル モードはトランスポート
モードよりも強力な保護を提供します。
IP パケット全体が AH または ESP 内にカプセル化され
るため、
新しい IP ヘッダーが付加され、
データグラム全体を暗号化できます。
トンネル モード
を使用すると、
ルータなどのネットワーク デバイスを複数の VPN ユーザ用の IPsec プロキシと
して機能させることができます。
トンネル モードは、
そのような設定で使用してください。

[保存（Save）] をクリックして設定を保存し、再び [保存（Save）] をクリックして設定の変更を保
存します。
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ゾーンベース ファイアウォールの作成
ゾーンベース ファイアウォール機能を使用すると、ゾーンと呼ばれるインターフェイス グルー
プの間で Cisco IOS 単方向ファイアウォール ポリシーを簡単に管理できます。
ゾーンとは、同様の機能を果たすインターフェイスからなるグループです。たとえばルータで、
ギガビット イーサネット インターフェイス 0/0/0 とギガビット イーサネット インターフェイス
0/0/1 を LAN に接続するとします。これら 2 つのインターフェイスは、内部ネットワークを表し
ている点で同類です。したがって、これらをファイアウォール設定用のゾーンとしてグループ化
できます。
デフォルトでは、同じゾーン内のインターフェイス間のトラフィックはポリシーの制約を受け
ません。トラフィックは自由に通過します。
あるインターフェイスがセキュリティ ゾーンのメンバーである場合、そのインターフェイスで
送受信されるトラフィックはすべてドロップされます（ルータ宛てのトラフィック、および同じ
ゾーンの別のインターフェイス宛てのトラフィックを除く）。
別のゾーンに属するインターフェイス間のトラフィックを許可するには、具体的なルールを含
むファイアウォール ポリシーをデバイスにプッシュする必要があります。ポリシーで（inspect ま
たは pass アクションによって）これら 2 つのゾーン間のトラフィックが許可される場合、トラ
フィックはゾーンを通過できます。図 37-1 にセキュリティ ゾーンの概要を示します。
図 37-1

セキュリティ ゾーンの図

E0

Router
Zone Z1

Zone Z2

E2

E1

146616

E3

図 37-1 に示したインターフェイスとセキュリティ ゾーンの関係について、以下で説明します。
•

インターフェイス E0 と E1 はセキュリティ ゾーン Z1 のメンバーです。

•

インターフェイス E2 はセキュリティ ゾーン Z2 のメンバーです。

•

インターフェイス E3 は、どのセキュリティ ゾーンのメンバーでもありません。

このシナリオでは、次のような状況になっています。
•

インターフェイス E0 と E1 は同じセキュリティ ゾーン（Z1）のメンバーなので、これらのイ
ンターフェイス間のトラフィックは自由に流れます。

•

ポリシーが設定されていない場合、ゾーン間（たとえば、E0 と E2 の間、E1 と E2 の間、E3 と
E1 の間、および E3 と E2 の間）でトラフィックは流れません。

•

インターフェイス E0 または E1 と E2 の間のトラフィック フローが可能になるのは、ゾーン
Z1 とゾーン Z2 の間のトラフィックを許可する明示的なポリシーが設定されている場合だ
けです。

E3 は、どのセキュリティ ゾーンにも属していないため、インターフェイス E3 と E0、E1、または
E2 の間でトラフィックが流れることはありません。
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Prime Infrastructure は、Cisco ASR、ISR、CSR ルータでのゾーンベース ファイアウォール機能をサ
ポートしています。Prime Infrastructure を使用して、ゾーンベース ファイアウォール ポリシー テ
ンプレートを設定し、複数のデバイスにそれを展開できます。ゾーンベースの設定を展開した
後、デバイス ワーク センターに移動して、特定のデバイスに展開されたファイアウォールの設
定を確認できます。
ゾーンベース ファイアウォールをモニタするには、デバイス ワーク センターまたは（ゾーン
ベース ファイアウォールの syslog メッセージをサポートする）Prime Infrastructure の syslog 機能
で、Zone-Based Firewall Monitor Hits 機能を確認します。
Prime Infrastructure では、
（Telnet または SSH を介した）CLI または WSMA を使用してゾーンベー
ス ファイアウォールを設定できます。WSMA を使用すると、より効率的かつ堅牢な方法でゾー
ンベース ファイアウォールを設定できます。したがって、ゾーンベース ファイアウォールの設
定には WSMA プロトコルを使用することを推奨します。Prime Infrastructure での WSMA の使用
の詳細については、
「WSMA を使用したデバイスの設定」を参照してください。

ゾーンベース ファイアウォール テンプレートの設定
複数のデバイスでゾーンベース ファイアウォールを設定するには、ゾーンベース テンプレート
を使用して変更を行います。ゾーンベース ファイアウォール テンプレートを使用するには、ま
ず、ネットワーク内のゾーンを定義してネットワークでゾーンベース ファイアウォールを設計
する必要があります。Prime Infrastructure では、ゾーンに属するインターフェイスのリストを動
的に選択する、インターフェイス ロール グローバル オブジェクトによってゾーンが表されま
す。次に、ファイアウォール環境でネットワーク オブジェクトを定義して作成します。ゾーン
ベース ファイアウォール機能は、Prime Infrastructure の IPv4 ネットワークのみをサポートしま
す（IPv6 はサポートされていません）。

（注）

ゾーンベース ファイアウォール機能は、Cisco IOS-XE リリース 15.2(2)S 以降の ASR プラット
フォーム、Cisco IOS リリース 15.0(1)M 以降の ISR G2 プラットフォーム、Cisco IOS-XE 15.3(2)S
リリース以降の ISR G3 プラットフォーム、および Cisco IOS-XE 15.3(1)S リリース以降の CSR プ
ラットフォームでサポートされます。
ゾーンベース ファイアウォール テンプレートを設定する手順は、次のとおりです。
1.
2.

ゾーンを定義します。セキュリティ ゾーンがインターフェイス ロールとして定義されます
（「インターフェイス ロールの作成」を参照）。
IPv4 ネットワーク オブジェクトを定義します（「IPv4 ネットワーク オブジェクトの作成」を
参照）。

（注）

Cisco Prime Infrastructure 2.0 は、
IPv4 ネットワーク オブジェクトのみをサポートします。

3.

ファイアウォール ポリシーを設計し、複数のデバイスにそれを展開します（詳細については
「ポリシー ルールの作成」を参照してください）。

4.

特定のデバイスの設定を検証します（「ゾーンベース ファイアウォールの作成」を参照）。

5.

グローバル オブジェクトとテンプレートの設定を変更します（「ゾーンベース ファイア
ウォールのポリシー ルール テンプレートの作成」を参照）。
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6.

ポリシー ルールをモニタします（「ポリシー ルールのモニタリング」を参照）。

7.

Syslog メッセージをモニタします（詳細については「Syslog の確認場所」を参照してください）。

セキュリティ ゾーン、IPv4 ネットワーク オブジェクト、およびファイアウォール ポリシーを変
更するには、ファイアウォール ポリシーを編集して、該当するデバイスに再び展開します。

インターフェイス ロールの作成
インターフェイス ロールを使用すると、インターフェイスのグループを動的に選択できるため、
各デバイスのインターフェイスを手動で明示的に定義する必要がありません。たとえば、イン
ターフェイス ロールを使用して、ゾーンベースのファイアウォール設定テンプレートでゾーンを
定義できます。DMZ* という命名パターンでインターフェイス ロールを定義できます。このイン
ターフェイス ロールをテンプレートに含めて、そのテンプレートを展開すると、選択したデバイ
ス上の「DMZ」で始まる名前を持つすべてのインターフェイスに設定が適用されます。結果とし
て、たとえばすべての DMZ インターフェイスでアンチ スプーフィング チェックを有効にするポ
リシーを、該当するすべてのデバイス インターフェイスに 1 回のアクションで適用できます。
インターフェイス ロールの作成については、
「インターフェイス ロールの作成」を参照してくだ
さい。

IPv4 ネットワーク オブジェクトの作成
ネットワーク オブジェクトは、ネットワークを表す IP アドレスまたはサブネットの論理集合で
す。ネットワーク オブジェクトを使用すると、ポリシー管理が簡素化されます。
IPv4 ネットワーク オブジェクトの作成については、
「ネットワーク オブジェクトの作成」を参照
してください。

デバイスのオーバーライドの定義
特定のデバイスが一般的なネットワーク設計とは異なる場合には、デバイス オーバーライド機
能を使用します。
デバイスのオーバーライドを定義するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy
Objects）] > [共有（Shared）] > [インターフェイス ロール（Interface Role）] または [IPv4 ネットワー
ク オブジェクト（IPv4 Network Object）] を選択します。

ステップ 2

[ネットワーク オブジェクトの作成/編集（Create/Edit Network Object）] または [インターフェイス
ロール（Interface Role）] ページで、[デバイスごとに値のオーバーライドを許可（Allow Value
Override Per Device）] チェックボックスをオンにして、特定のデバイスごとに値を定義します。こ
こで定義した値は、インターフェイス ロールおよびネットワーク オブジェクトに関して定義さ
れている通常の値をオーバーライドします。

ステップ 3

[OK] をクリックして、設定を保存します。
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ゾーンベース ファイアウォールのポリシー ルール テンプレートの
作成
共有ポリシー オブジェクトを作成した後に、ゾーンベース ファイアウォールのポリシー ルール
テンプレートを作成します。
ゾーンベース ファイアウォールのポリシー ルール テンプレートを作成するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [ゾーンベース ファイアウォール（Zone Based
Firewall）] > [ポリシー ルール（Policy Rules）] を選択します。

ステップ 2

[テンプレートの基本設定（Template Basic）] 領域で、適切なフィールドに名前と説明を入力します。

ステップ 3

[検証基準（Validation Criteria）] 領域で、リストからデバイス タイプを選択し、OS バージョンを入
力します。

ステップ 4

必要なフィールドに入力します。テンプレート パラメータの説明については、
『Cisco Prime
Infrastructure 3.0 リファレンス ガイド』を参照してください。

ステップ 5

[新しいテンプレートとして保存（Save as New Template）] をクリックします。テンプレートを保
存した後、
「機能レベルの設定テンプレートの作成」の手順を使用してそれをデバイスに展開し
ます。

単一デバイスでのゾーンベース ファイアウォールの設定
単一のデバイスでゾーンベース ファイアウォールを設定するには、デバイス ワーク センターの
ゾーンベースの設定を使用して変更を行います。

セキュリティ ゾーンの作成
セキュリティ ゾーンを作成するには、次の手順を実行します。

（注）

ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3

ゾーンベース ファイアウォール機能は、Cisco IOS-XE リリース 15.2 (2)S 以降の ASR プラット
フォーム、Cisco IOS リリース 15.0 (1) M 以降の ISR G2 プラットフォーム、Cisco IOS-XE リリー
ス 15.3(2)S 以降の ISR G3 プラットフォーム、および Cisco IOS-XE リリース 15.3(1)S の CSR プ
ラットフォームでサポートされます。
[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択してから、デバイスを選択します。
[機能設定（Feature Configuration）
] ペインで [セキュリティ（Security）] サブフォルダを展開します。
[セキュリティ（Security）] サブフォルダで、[ゾーンベース ファイアウォール（Zone Based
Firewall）] > [共通のビルディング ブロック（Common Building Blocks）] を展開して [ゾーン
（Zones）] をクリックします。

ステップ 4

[ゾーンを追加（Add Zone）] をクリックしてセキュリティ ゾーンを作成します。

ステップ 5

ゾーン名を選択します。
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ステップ 6

ステップ 7

ゾーンの VRF を選択します。
a.

VRF は、インターフェイスをセキュリティ ゾーンに割り当てる前に選択します。ゾーンに割
り当てることができるのは、選択した VRF に割り当てられたインターフェイスのみです。

b.

ユーザが「グローバル VRF」を選択した場合、どの VRF にも割り当てられていないインター
フェイスのみをゾーンに割り当てることができます。

インターフェイスをセキュリティ ゾーンに割り当てるには、下矢印アイコンをクリックします。
[インターフェイス オブジェクト セレクタ（Interface Object Selector）] ダイアログボックスが表
示されます。
a.

[インターフェイス セレクタ（Interface selector）] ダイアログボックスで、[インターフェイス
（Interface）] チェックボックスをオンにして、リストからインターフェイスを選択します（複
数を選択可能）。

b.

設定を保存する場合は [OK] をクリックします。変更内容をルータに送信せずにすべての変
更を取り消す場合は [キャンセル（Cancel）] をクリックします。

ステップ 8

[高度なオプション（Advanced options）] 列で [設定（Configure）] をクリックします。[高度なパラ
メータ設定（Advanced Parameters Configuration）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 9

ゾーンに属するインターフェイスを通過する検査対象トラフィックに適用される、一連の詳細
パラメータを定義します。パラメータごとに、デフォルト値をオーバーライドするパラメータ名
の左にあるチェックボックスをオンにして、そのパラメータの新しい値を選択します。
（任意）[高
度なパラメータ設定（Advanced Parameters Configuration）] ダイアログボックスで、次の手順を実
行します。

（注）

ステップ 10

ステップ 11

[高度なパラメータ（Advanced Parameters）] オプションは、ASR1K シリーズのデバイスで
のみサポートされます。

a.

[アラート（Alert）] チェックボックスをオンにして、[オン（On）] オプション ボタンを選択し、
アラートを設定します。

b.

[最大接続数（Maximum Destination）] チェックボックスをオンにして最大接続数を設定します。

c.

[接続先ごとの TCP SYN フラッディング レート（TCP SYN-Flood Rate per Destination）]
チェックボックスをオンにし、TCP フラッディング レートを設定します。

d.

[基本的な脅威検出パラメータ（Basic Threat Detection Parameters）] チェックボックスをオン
にして、[オン（On）] オプション ボタンを選択し、FW ドロップ脅威検出レート、FW 検査脅威
検出レート、および FW SYN 攻撃脅威検出レートを設定します。

次をクリックします。
•

設定を保存するには [OK]。

•

保存しないで終了するには [キャンセル（Cancel）]。

既存のセキュリティ ゾーン パラメータを編集するには、ゾーンを選択し、[高度なオプション
（Advance options）] 列で [編集（Edit）] をクリックします。[高度なパラメータ設定（Advanced
Parameters Configuration）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 12

[高度なパラメータ設定（Advanced Parameters Configuration）] ダイアログボックスで、値を編集
し、[保存（Save）] をクリックして変更を保存します。[高度なオプション（Advanced Options）] アイ
コンにマウス カーソルを合わせると、設定されたパラメータがクイック ビュー ウィンドウに表
示されます。

ステップ 13

ゾーンの説明を入力してから、[保存（Save）] をクリックします。
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セキュリティ ゾーンの編集
セキュリティ ゾーンを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3

ステップ 4

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択してから、デバイスを選択します。
[機能設定（Feature Configuration）
] ペインで [セキュリティ（Security）] サブフォルダを展開します。
[セキュリティ（Security）] サブフォルダで、[ゾーンベース ファイアウォール（Zone Based
Firewall）] > [共通のビルディング ブロック（Common Building Blocks）] を展開して [ゾーン
（Zones）] をクリックします。
[ゾーン（Zones）] ページで、次のいずれかのオプションを選択します。
a.

ゾーンのパラメータ行をクリックし、パラメータを編集します。または、

b.

ゾーンを選択して [編集（Edit）] をクリックします。選択したゾーン エンティティが編集用に
開かれます。

ステップ 5

[追加（add）] アイコンをクリックしてインターフェイスをゾーンに割り当てるか、ゾーンから既
存のインターフェイスの割り当てを解除します。また、ゾーンの [説明（Description）] を変更して
ゾーンの詳細パラメータを編集することもできます。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックして、設定を保存します。

デフォルト ゾーンの設定
デフォルト ゾーンとは、デバイス上の他のどのゾーンにも割り当てられていないすべてのイン
ターフェイスに自動的に割り当てられるゾーンです。
デフォルト ゾーンを設定するには、次の手順を実行します。

（注）

ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3

デフォルト ゾーン機能は、ASR プラットフォームでのみサポートされます。
[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択してから、デバイスを選択します。
[機能設定（Feature Configuration）
] ペインで、[セキュリティ（Security）] サブフォルダを展開します。
[セキュリティ（Security）] サブフォルダから、[ゾーンベース ファイアウォール（Zone Based
Firewall）] > [共通のビルディング ブロック（Common Building Blocks）] を展開して [ゾーン
（Zones）] をクリックします。

ステップ 4

[ゾーン（Zones）] ページで [デフォルトを有効化（Enable Default）] をクリックし、デバイス内のデ
フォルト セキュリティ ゾーンを有効または無効にします。デフォルト ゾーンは、どのゾーンに
も関連付けられていないすべてのインターフェイスをホスティングします。

ステップ 5

[OK] をクリックして、設定を保存します。
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ポリシー ルールの作成
ポリシー ルール（規則）を作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3

ステップ 4

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択してから、デバイスを選択します。
[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] サブフォルダを展開します。
[セキュリティ（Security）] サブフォルダで、[ゾーンベース ファイアウォール（Zone Based
Firewall）] を展開して [ポリシー ルール（Policy Rules）] をクリックします。[ポリシー ルール
（Policy Rules）] ページが表示されます。
[ポリシー ルール（Policy Rules）] ページで、[ルールの追加（Add Rule）] をクリックして各フィー
ルドに入力します。ルールを追加する際には、ポリシーの最上部や最下部、または既存のルール
の前/後にルールを配置できます。複数のファイアウォール ルールは、その順序に従って処理さ
れます。ルールの順序を制御するには、テーブルでルールの場所を選択し、[最上部に追加（Add
Top）] または [最下部に追加（Add Bottom）] オプションを使用してルールをテーブルの最上部ま
たは最下部に追加します。ルールを既存のルールの前後に追加するには、ルールを選択して [後
に追加（Add After）] または [前に追加（Add Before）] オプションを使用します。特定の場所にルー
ルを配置した後、ドラッグ アンド ドロップによって場所を変更することができます。

ステップ 5

（任意）ファイアウォール ルール名を入力します。ファイアウォール ルールの名前を指定しない
場合、システムによってファイアウォール ルールの名前が生成されます。rule_<number> または
EMS_rule_<number> という形式のファイアウォール ルール名を作成することはできません（た
とえば rule_1）。これらは、システムで予約済みの形式です。

ステップ 6

ルールの送信元および宛先のゾーンを選択します。ルールは送信元ゾーンから宛先ゾーンに流
れるトラフィックにのみ適用されます。送信元ゾーンと宛先ゾーンを同一にすることはできま
せん。

ステップ 7

送信元および宛先 IP アドレスを追加するには、[追加（add）] アイコンをクリックします。[送信元/
宛先 IP アドレス（Source/Destination IP address）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 8

a.

[送信元/宛先 IP アドレス（Source/Destination IP address）] ダイアログボックスで、値を「任意」
に設定するには [Any] チェックボックスをオンにします。

b.

送信元および宛先 IP アドレスを入力します。

c.

新しい IP アドレスおよびサブネットを追加するには、[+] ボタンをクリックします。

d.

IP やサブネットを削除するには、[-] ボタンをクリックします。

e.

設定を保存する場合は [OK] をクリックし、変更内容をルータに送信せずにすべての変更を
取り消す場合は [キャンセル（Cancel）] をクリックします。

（任意）[サービス（Service）] の値を設定します。サービスを追加または削除するには、下矢印アイ
コンをクリックします。[ファイアウォール サービス（Firewall Service）] ダイアログボックスが表
示されます。また、定義済みのサービスを選択することもできます。サービスの作成については、
「サービス グループの作成」を参照してください。
a.

[ファイアウォール サービス（Firewall Service）] ダイアログボックスで、サービスまたはポー
トベースのアプリケーションのチェックボックスをオンにして、ルール用のアプリケーショ
ンまたはサービスを選択します。

b.

[TCP] または [UDP] を選択して特定の TCP/UDP ポートを選択し、ウィンドウを閉じて、
[TCP] または [UDP] アイコンの横に表示されるテキスト ボックスに、使用するポートのリス
トを入力します。ポートベースのアプリケーションについては、
「アプリケーションでの
TCP/UDP ポートの割り当て」を参照してください。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

37-55

第 37 章

Application Visibility and Control の設定

ゾーンベース ファイアウォールの作成

c.

前に戻るには、ナビゲーション矢印ボタンを使用します。

d.

[OK] をクリックして、設定を保存します。

ステップ 9

適切なアクションを選択します。可能な操作は [ドロップ
（Drop）]、[ドロップしてログに記録（Drop
and Log）]、[検査（Inspect）
]、
[通過
（Pass）
]、
および [通過させてログに記録（Pass and Log）] です。

ステップ 10

検査のアクションを選択した場合は、[高度なオプション（Advance options）] 列で [設定
（Configure）] をクリックします。[高度なパラメータ設定（Advanced Parameters Configuration）] ダ
イアログボックスが表示されます。

ステップ 11

[高度なパラメータ設定（Advanced Parameters Configuration）] ダイアログボックスで、次のように
します。
a.

デバイスのデフォルト値をカスタマイズするには、[パラメータ（Parameter）] チェックボック
スをオンにして新しい値を設定します。

b.

デバイスのデフォルト値を適用するには、[パラメータ（Parameter）] チェックボックスをオフ
にします。

c.

ファイアウォール ルールのデフォルト パラメータを表示するには、デフォルトのパラメー
タ マップの設定を参照してください。

d.

[高度なオプション（Advanced Options）] アイコンの上にマウス カーソルを移動させると、設
定されたパラメータがクイック ビュー ウィンドウに表示されます。

表 37-1 に [ポリシー ルール（Policy Rule）] ページの要素のリストを示します。
ステップ 12

[保存（Save）] をクリックして、ルールをデバイスに適用します。要素の説明については『Cisco
Prime Infrastructure 3.0 Reference Guide』を参照してください。

ポリシー ルールのモニタリング
モニタリング機能を使用すると、ポリシー ルールをモニタすることができます。最も使用された
ルールの特定、特定のルールのトラブルシューティング、選択したルールのヒットの確認を行う
ことができます。
ポリシー ルールをモニタするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択してから、デバイスを選択します。

ステップ 2

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] サブフォルダを展開します。

ステップ 3

[セキュリティ（Security）] サブフォルダで、[ゾーンベース ファイアウォール（Zone Based
Firewall）] を展開して [ポリシー ルール（Policy Rules）] をクリックします。[ファイアウォール
ルール（Firewall Rrules）] ページが表示されます。

ステップ 4

[ファイアウォール ルール（Firewall Rrules）] ページで [ヒット カウンタ（Hit Counters）] をクリッ
クし、次のいずれかのオプションを使用して、ファイアウォール ルールのセッションおよびパ
ケットのヒット カウンタを分析します。

ステップ 5

すべてのファイアウォール ルールのパケットおよびセッション カウンタを表示するには、[すべ
て表示（Show all）] オプションをクリックします。パケットおよびセッション カウンタは別個の
2 つの列に表示されます。
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（注）

ステップ 6

[すべて表示（Show All）] オプションを選択すると、この操作の完了に時間がかかる可能
性があることを示す警告メッセージが表示されます。セッションのヒット カウンタはド
ロップ/通過ルールには該当しません。同様に、パケットのヒット カウンタは検査ルール
に該当しません。

ルールの最終更新時刻を確認するには、列名にマウス カーソルを合わせるか、[ヒット カウンタ
（Hit Counters）] の [最終更新時刻（Last Update Time）] オプションをクリックします。

ステップ 7

特定のルールまたは選択した複数のルールのヒット カウンタを表示するには、[選択したルールに
ついて表示（Show for selected rules）] オプションをクリックします。ヒット カウントがポップアッ
プ ダイアログボックスに表示され、データを即座に更新できるボタンも一緒に表示されます。

ステップ 8

パケット/セッション数を基準にした上位または下位のルールを表示するには、テーブルの右上
隅に表示される定義済みフィルタ オプションを使用します。

ステップ 9

デバイスのすべてのルール カウンタを破棄するには、[すべてのカウンタをリセット（Reset All
Counters）] をクリックします。ルール カウンタをリセットする前に、警告メッセージがアプリ
ケーションによって表示されます。

ポリシー ルールの編集
ポリシー ルールを編集するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択してから、デバイスを選択します。

ステップ 2

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] サブフォルダを展開します。

ステップ 3

[セキュリティ（Security）] サブフォルダで、[ゾーンベース ファイアウォール（Zone Based
Firewall）] を展開して [ポリシー ルール（Policy Rules）] をクリックします。[ファイアウォール
ルール（Firewall Rrules）] ページが表示されます。

ステップ 4

[ファイアウォール ルール（Firewall Rrules）] ページで、次のいずれかのオプションを選択します。
•

ルールのパラメータ行をクリックし、パラメータを編集します。

•

チェックボックスをオンにしてルールを選択し、[編集（Edit）] をクリックします。選択した
ルールが編集用に開かれます。ポリシー ルールの名前は編集できません。

（注）

•
ステップ 5

ファイアウォール ルール サービスで、伝送制御プロトコル（TCP）またはユーザ データグ
ラム プロトコル（UDP）のポート範囲を指定できます。[サービス（Service）] 列で新しい
ルールを追加したり既存のルールを編集したりする際、TCP または UDP を割り当てるに
は、オブジェクト セレクタをクリックして [OK] をクリックします。プロトコル アイコン
の近くに表示されるテキスト ボックスでポート番号を定義できます。また、
<start-port-number>-<end-port-number> という形式でポート範囲を定義して、この範囲を
特定のプロトコル（TCP または UDP）に設定することもできます。

ルールをドラッグして別の場所にドロップすると、ファイアウォール ルールの順序を変更
できます。

[保存（Save）] をクリックして、変更をデバイスに適用します。
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サービス グループの作成
サービス グループを作成、更新、または削除することができます。サービス グループには、複数
のポートベースのアプリケーションをファイアウォール ポリシーで使用できる論理グループに
グループ化するオプションがあります。
たとえば、参照サービス グループ オブジェクトを定義して、HTTP と HTTPS の両方のアプリ
ケーションをそれに割り当てることができます。次に、この参照サービス グループをファイア
ウォール ルールで使用して、トラフィックの参照を許可または拒否できます。ルールで HTTP と
HTTPS の両方を選択する必要はありません。
サービス グループを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択してから、デバイスを選択します。

ステップ 2

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] サブフォルダを展開します。

ステップ 3

[セキュリティ（Security）] サブフォルダで、[ゾーンベース ファイアウォール（Zone Based
Firewall）] > [共通のビルディング ブロック（Common Building Blocks）] を展開して [サービス グ
ループ（Service Groups）] をクリックします。[サービス グループ（Service Groups）] ページが表示
されます。

ステップ 4

次の手順でサービス グループを作成します。

ステップ 5

ステップ 6

a.

[サービス グループ（Service Group）] ページで、[サービス グループの追加（Add Service
Group）] をクリックしてサービス グループ名を入力します。サービス グループの作成後に、
この名前を変更することはできません。また、アプリケーションなしでサービス グループを
作成することもできません（「カスタム アプリケーションの作成」を参照）。

b.

アプリケーションを割り当てるには、下矢印アイコンをクリックします。

c.

[アプリケーション（Applications）] ダイアログボックスで、[アプリケーション（Applications）]
チェックボックスをオンにしてリストからアプリケーションを 1 つ以上選択し、[OK] をク
リックします。

既存のサービス グループを編集するには、次のいずれかを実行します。
•

[サービス グループ（Service Groups）] ページで、サービス グループのパラメータ行をクリッ
クしてパラメータを編集します。

•

サービス グループを選択して [編集（Edit）] をクリックします。新しいアプリケーションを追
加したり、選択済みのアプリケーションを削除することができます。

•

選択したリストからアプリケーションを削除するには、アプリケーション名の上にカーソル
を置き、[X] をクリックします。

[保存（Save）] をクリックして、変更内容をデバイスに適用します。

アプリケーションでの TCP/UDP ポートの割り当て
伝送制御プロトコル（TCP）またはユーザ データグラム プロトコル（UDP）ポートをアプリケー
ションに割り当てたり、割り当てを解除したりすることができます。

（注）

次の手順で [保存（Save）] をクリックすると、変更内容がデバイスに展開されます。要求した操作
を確認したり、保留中の変更キューから要求を削除したりすることはできません。
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アプリケーションに TCP/UDP ポートを割り当てるか、割り当てを解除するには、次の手順を実
行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択してから、デバイスを選択します。

ステップ 2

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] サブフォルダを展開します。

ステップ 3

[セキュリティ（Security）] サブフォルダで、[ゾーンベース ファイアウォール（Zone Based
Firewall）] > [共通のビルディング ブロック（Common Building Blocks）] を展開して [ポート マッ
ピング（Port Mappings）] をクリックします。[ポート アプリケーション マッピング（Port
Application Mapping）] ページが表示されます。

（注）
ステップ 4

ステップ 5

デバイスから実行されるアプリケーション名が表示されます。
アプリケーションに TCP/UDP ポートを割り当てるか、割り当てを解除するには、アプリケー
ションをクリックし、その TCP/UDP ポート値を更新します。TCP/UDP ポート値が特定のアプリ
ケーションに割り当てられます。
a.

1 つ以上のポートをコンマで区切って定義することにより、ポートを割り当てます（例：1234,
2222）。

b.

ポート範囲を定義することにより、ポートを割り当てます（例：1111-1118）。また、ポートや
ポート範囲を組み合わせて割り当てることもできます。

c.

既存のポート値を削除することにより、ポートの割り当てを解除します。

[保存（Save）] をクリックして設定を保存します。

デフォルトのパラメータ マップの設定
デフォルト パラメータを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択してから、デバイスを選択します。

ステップ 2

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] サブフォルダを展開します。

ステップ 3

[セキュリティ（Security）] サブフォルダで、[ゾーンベース ファイアウォール（Zone Based
Firewall）] を展開して [デフォルト パラメータ（Default Parameters）] をクリックします。[デフォ
ルト パラメータ（Default Parameters）] ページが表示されます。

ステップ 4

[デフォルト パラメータ（Default Parameters）] ページで、パラメータ値を変更します。

（注）
ステップ 5

ISR デバイスでのみ、デフォルト パラメータを変更できます。
[保存（Save）] をクリックして、設定を保存します。
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ゾーンのインターフェイスの割り当て
インターフェイス ビューには、ファイアウォール検査の対象となるデバイス上のインターフェ
イスの概要が表示されます。このビューでは、インターフェイスのセキュリティ ゾーンへの割り
当てを確認および変更できます。
ゾーンに対するインターフェイスの割り当てまたは割り当て解除を行うには、次の手順を実行
します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択してから、デバイスを選択します。

ステップ 2

[機能設定（Feature Configuration）] ペインで [セキュリティ（Security）] サブフォルダを展開します。

ステップ 3

[セキュリティ（Security）] サブフォルダで、[ゾーンベース ファイアウォール（Zone Based
Firewall）] を展開して [インターフェイス（Interfaces）] をクリックします。

ステップ 4

[インターフェイス（Interface）] ページで、変更するインターフェイスを選択し、下矢印アイコン
をクリックします。[ゾーン（Zone）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 5

[ゾーン（Zone）] ダイアログボックスで、インターフェイスの新しいセキュリティ ゾーンを選択
します。選択したインターフェイスがすでにゾーンに割り当てられている場合は、警告メッセー
ジが表示されます。

ステップ 6

そのインターフェイスの割り当てを変更する場合は、警告メッセージに対して [はい（Yes）] をク
リックします。

ステップ 7

特定のゾーンからインターフェイスの割り当てを解除するには、そのインターフェイスを選択
し、ゾーン情報を削除します。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックすると、変更内容が保存されて適用されます。

ルーティング プロトコルの作成
ルーティング プロトコルは、ルータに関する次の項目を指定します。
•

ネットワーク上の他のルータと通信する方法

•

コンピュータ ネットワークのノード間でデータを送信するルーティング パスの選択方法

•

他のルータとネットワーク情報を共有する方法

ここでは、Prime Infrastructure がサポートしているルーティング プロトコルについて説明します。

スタティック ルートの作成
スタティック ルーティングは最も単純な形式のルーティングで、ネットワーク管理者が手動で
ルーティング テーブルにルートを入力します。ルートは、ネットワーク管理者が変更しない限り
変わりません。スタティック ルーティングは通常、設定するデバイスが非常に少なく、ルートが
変わらないことを管理者が確信している場合に使用します。スタティック ルーティングの主な
欠点は、接続が切断されるたびに、手動で設定したルートを更新して修正する必要があるため、
ネットワーク トポロジの変更または外部ネットワークの障害に対処できないことです。
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スタティック ルートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択するか、[デバイスの追加（Add Device）] をクリックして新しいデバイ
スを作成した後、デバイスを設定します。

ステップ 3

デバイスを選択して [設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature Configuration）]
ペインが表示されます。

ステップ 4

[ルーティング（Routing）] フォルダを展開して [スタティック（Static）] をクリックします。[スタ
ティック ルーティング（Static Routing）] ページに、IPv4 スタティック ルートを設定するオプ
ションが表示されます。

ステップ 5

IPv4 スタティック ルートを設定するには、次の手順を実行します。
a.

[IPv4 スタティック ルート（IPv4 Static Routes）] ページで、[行を追加（Add Row）] をクリック
してフィールドに入力します。
永続ルートには、次のいずれかを選択します。
– ネクストホップ インターフェイスがシャットダウンした場合またはネクストホップ IP

アドレスが到達不能な場合であっても、ルーティング テーブルからルートを削除しない
ことを指定するには、[真（True）] を選択します。
– ネクストホップ インターフェイスがシャットダウンした場合またはネクストホップ IP

アドレスが到達不能な場合に、ルーティング テーブルからルートを削除することを指定
するには、[偽（False）] を選択します。
b.

[保存（Save）] をクリックします。

c.

[保存（Save）] をクリックして、設定を保存します。

RIP ルートの作成
Routing Information Protocol（RIP）は、ルーティング メトリックとしてホップ カウントを使用す
るディスタンスベクトル ルーティング プロトコルです。RIP では、ルーティング ループを防ぐ
ために、送信元から宛先へのパスのホップが 15 以下に制限されます。また、このホップ数の制限
により、RIP がサポートするネットワークのサイズも制限されます。RIP は 30 秒ごとにルーティ
ング テーブルを送信します。
RIP のバリアントは RIP バージョン 1（RFC1058 に記載）および RIP バージョン 2（RFC2453 に記
載）です。RIP では、間違ったルーティング情報の伝搬を防ぐために、スプリット ホライズン、
ルート ポイズニング、およびホールドダウン メカニズムが使用されます。
RIP ルートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択するか、[デバイスの追加（Add Device）] をクリックして新しいデバイ
スを作成した後、デバイスを設定します。

ステップ 3

デバイスを選択して [設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature Configuration）]
ペインが表示されます。
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ステップ 4

[ルーティング（Routing）] フォルダを展開して [RIP] をクリックします。[RIP ルーティング（RIP
Routing）] ページに、IPv4 RIP ルートを設定するオプションが表示されます。

ステップ 5

IPv4 RIP ルートを設定するには、次の手順を実行します。
a.

[IPv4 RIP ルート（IPv4 RIP Routes）] ページで RIP バージョンを選択します。

b.

[行を追加（Add Row）] をクリックしてフィールドに入力します。

c.

[保存（Save）] をクリックします。

d.

[パッシブ インターフェイス（Passive Interface）] をクリックして、追加するパッシブ イン
ターフェイスを選択します。

e.

[保存（Save）] をクリックして、設定を保存します。

EIGRP ルートの作成
EIGRP（Enhanced Interior Gateway Routing Protocol）では、いずれかのルータでルーティング テー
ブルのエントリが変更されると、ルーティング テーブル全体を送信する代わりにその変更のみ
がネイバーに通知されます。ネットワークのすべてのルータは「hello」パケットを定期的に送信
します。これにより、ネットワーク上のすべてのルータがネイバーの状態を把握できます。ある
ルータから一定期間にわたって「hello」パケットを受信しないと、そのルータは動作不能と見な
されます。
EIGRP では Diffusing Update Algorithm（DUAL）を使用して宛先への最も効率的なルートを決定
し、高速コンバージェンスのメカニズムを提供します。1 つのプロトコルで使用するルーティン
グ メトリックを他のプロトコルのルーティング メトリックに簡単に変換できるため、EIGRP お
よび IGRP を使用するルータは相互運用できます。
EIGRP ルートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択するか、[デバイスの追加（Add Device）] をクリックして新しいデバイ
スを作成した後、デバイスを設定します。

ステップ 3

デバイスを選択して [設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature Configuration）]
ペインが表示されます。

ステップ 4

[ルーティング（Routing）] フォルダを展開して [EIGRP] をクリックします。[EIGRP ルーティング
（EIGRP Routing）] ページに、IPv4 EIGRP ルートを設定するオプションが表示されます。

ステップ 5

IPv4 EIGRP ルートを設定するには、次の手順を実行します。
a.

[IPv4 EIGRP ルート（IPv4 EIGRP Routes）] ページで、[行を追加（Add Row）] をクリックして
フィールドに入力します。

b.

[保存（Save）] をクリックします。

c.

[インターフェイスを追加（Add Interface）] をクリックして、作成された自律システム（AS）番
号に関連付けるパッシブ インターフェイスを選択します。

d.

[保存（Save）] をクリックして、設定を保存します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

37-62

OL-32122-01-J

第 37 章

Application Visibility and Control の設定
アプリケーション サーバでの NAM の設定

OSPF ルートの作成
Open Shortest Path First（OSPF）は各種の標準規格に準拠したルーティング プロトコルであり、最
短パス優先（SPF）アルゴリズムを使用して宛先への最適なルートを決定します。OSPF は、同じエ
リア内の他のすべてのルータにリンクステート アドバタイズメント（LSA）を送信します。OSPF
は変更に関するルーティング アップデートだけを送信します。ルーティング テーブル全体は送
信されません。
OSPF ルートを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

リストからデバイスを選択するか、[デバイスの追加（Add Device）] をクリックして新しいデバイ
スを作成した後、デバイスを設定します。

ステップ 3

デバイスを選択して [設定（Configuration）] をクリックします。[機能設定（Feature Configuration）]
ペインが表示されます。

ステップ 4

[ルーティング（Routing）] フォルダを展開して [OSPF] をクリックします。[OSPF プロセス（OSPF
Processes）] ページに、IPv4 OSPF プロセスを設定するオプションが表示されます。

ステップ 5

IPv4 OSPF プロセスを設定するには、次の手順を実行します。
a.

[IPv4 OSPF プロセス（IPv4 OSPF Processes）] ページで、[行を追加（Add Row）] をクリックし
てフィールドに入力します。

b.

[保存（Save）] をクリックします。

c.

[パッシブ インターフェイス（Passive Interfaces）] をクリックして、作成されたプロセスに関
連付けるパッシブ インターフェイスを選択します。

d.

[詳細設定（Advanced）] をクリックします。[OSPF IPv4 の高度な設定（Advanced OSPF IPv4
Configuration）] ダイアログボックスが表示されます。

e.

[ネットワーク（Networks）] > [行を追加（Add Row）] をクリックしてフィールドに入力します。

f.

[ルート集約（Route Summarization）] > [行を追加（Add Row）] をクリックしてフィールドに入
力します。

g.

[OK] をクリックします。

h.

[保存（Save）] をクリックして、設定を保存します。

アプリケーション サーバでの NAM の設定
Prime Infrastructure では、さまざまな機能をリモートで NAM に設定できます。NAM アプリケー
ション サーバ機能を使用すると、アプリケーション サーバで NAM デバイスを設定することが
できます。
アプリケーション サーバのパラメータを NAM デバイスで設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [Application Visibility & Control] > [NAM アプリケーション サーバ（NAM
Application Servers）] の順に選択します。

ステップ 2

[追加（Add）] をクリックします。
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ステップ 3

[サーバを追加（Add Servers）] ダイアログボックスにサーバの IP アドレスを入力し、ダイアログ
ボックス内の [追加（Add）] ボタンをクリックします。サーバの IP アドレスのリストが [IP アドレ
ス（IP address）] 列の下に表示されます。

ステップ 4

NAM デバイスに展開するサーバの IP アドレスを選択して、[NAM サーバ リストに追加（Add to
NAM Server lists）] をクリックします。

ステップ 5

[NAM サーバ リストにサーバを追加（Add Server(s) to NAM Server List）] ダイアログボックスで、
1 つ以上の NAM デバイスの IP アドレスを選択し、ダイアログボックス内の [追加（Add）] ボタン
をクリックします。
選択したデバイス IP アドレスが [NAM サーバ リストの一部（Part of NAM Server List on）] 列の
下に表示され、選択した NAM デバイスにサーバ パラメータが設定されます。
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一貫したアプリケーション エクスペリエン
スの確保
Prime Infrastructure によって、複数のサイトでアプリケーション間の高品質な WAN エンドユー
ザ エクスペリエンスを実現できます。

（注）

•

サービス ヘルスの評価

•

パフォーマンス ベースラインの確立

•

最適化候補の特定

•

最適化 ROI の検証

•

最適化されたフローのモニタリング

この機能を使用するには、Cisco Prime Infrastructure の実装に保証ライセンスが含まれている必
要があります。
ネットワーク運用スタッフは共通のデータ リソースを共有する必要があります。これにより、次
のような最適化サイクルの各段階を通じてネットワークのパフォーマンス データをすべて把握
できます。
•

アプリケーションの最適化が必須な場所をネットワーク設計者が計画できるようにするた
めの、最適化の候補となるサイトおよびアプリケーションの識別（「サービス ヘルスの評価」
を参照）。

•

サイトおよびアプリケーション パフォーマンスのベースラインの確立（「パフォーマンス
ベースラインの確立」を参照）。
Prime Infrastructure は、重要なパフォーマンス メトリックのベースライン化を実行し、ベー
スライン値の異常な逸脱を検出します。重要なパフォーマンス メトリックには次のものが
あります。
– サーバ応答時間
– クライアントのトランザクション時間
– ネットワーク ラウンドトリップ時間
– MOS スコア
– ジッター
– パケット損失
– 送受信バイト
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– インターフェイス使用率
– CPU 使用率
– メモリ使用率

Prime Infrastructure は、過去 30 日間のメトリックの平均値を取って、各メトリックのベース
ライン（平均）を決定します。平均値は、モニタ対象の各エンティティ（インターフェイス、ホ
スト、サイト、またはアプリケーションなど）で 1 時間ごとに個別に計算されます。たとえば、
本日 9 AM ～ 10 AM の特定サーバの HTTP 応答時間のベースラインは、昨日の 7 PM ～ 8 PM
の同じサーバのベースラインとは異なります。
また、Prime Infrastructure は、過去 30 日のデータを使用してメトリックの標準偏差も計算し
ます。平均値と同様に、標準偏差は各モニタ対象エンティティで 1 時間ごとに個別に計算さ
れます。
•

WAN のパフォーマンスとアプリケーションの安定性が実際に向上したかどうかの実装後の
検証（「最適化 ROI の検証」を参照）。
各メトリックの平均と標準の偏差は時間とともに変化するため、Prime Infrastructure はヘル
ス スコア（適応型しきい値）の計算に使用されるしきい値を継続的に再計算します。Prime
Infrastructure は、1 時間ごとにベースラインとしきい値を計算し、5 分ごとにヘルス スコアを
評価します。各間隔ごとに、以下のようになります。
a. ヘルス スコアは、
アプリケーションとサイトの組み合わせごとに計算されます。
b. これらのヘルス スコアが集約され、
（すべてのサイト間の）各ビジネス クリティカル ア

プリケーションの全体的なヘルスと、
（すべてのビジネス クリティカルなアプリケー
ションでの）各サイトの全体的なヘルスが算出されます。
サイトまたはアプリケーションにわたって集約する場合は、最も低いスコアが使用されま
す。たとえば、特定のサイトのビジネス クリティカルなアプリケーションが「赤色」と評価さ
れると、そのサイトもまたその間隔で「赤色」と評価されます。詳細については、ヘルス ルー
ルを参照してください。
•

最適化されたフローの継続的なモニタリングおよびトラブルシューティング（「最適化され
たフローのモニタリング」を参照）。
Prime Infrastructure はベースラインの平均および標準偏差を使用して、ベースライン値から
キー メトリックの異常な偏差を検出することでアプリケーションおよびサービスのヘルス
の問題をモニタし、モニタリング間隔ごとに各アプリケーションおよびサイトにヘルス ス
コア（赤色、黄色、または緑色）を割り当てることができます。
– 赤色のスコアは、
ベースラインからの非常に異常な偏差（0.1 % 未満の確率のベースライ

ンからの偏差）を示します。
– 黄色のスコアは、
軽度の異常な偏差（1 % 未満の確率の偏差）を示します。
– 緑色のスコアは、
メトリックが正常範囲内であることを示します。
– 灰色のスコアは、
サイトまたはアプリケーションのデータが不十分であることを示し

ます。
Cisco Prime Infrastructure は、パフォーマンスの最適化におけるこれらの各段階で一貫したデー
タ リソースを提供します。
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サービス ヘルスの評価
サイトおよびそのサイトのビジネス クリティカルなアプリケーションを表示するには、[サービ
ス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [サービス
ヘルス（Service Health）] の順に選択します。サイトの各アプリケーションには、システムで使用
できる KPI（重要性能評価指標）ごとにスコアが与えられます。
•

トラフィック（メガビット/秒）

•

クライアント エクスペリエンス（アプリケーション タイプに基づいて異なります。HTTP な
どのトランザクション ベース アプリケーションの場合は平均トランザクション時間、RTP
などのリアルタイム アプリケーションの場合は MOS コードです。）

•

ネットワーク パフォーマンス（HTTP の場合は平均ネットワーク時間、RTP の場合はジッタ
およびパケット損失）

•

アプリケーション応答（HTTP などのトランザクション ベースのアプリケーションにのみ適
用可能）

KPI スコアは複数のデータ ソースから取得できます。すべての KPI スコアは、すべてのデータ
ソースを対象として計算されます。メイン ダッシュボードの全体スコアはこれらのスコアの合計
です。スコアには、[ヘルス ルール（Health rules）] ページで割り当てられた警告と重大しきい値に
基づいて、赤色、黄色、または緑色が割り当てられます。このページに移動するには、[サービス
（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [サービス ヘ
ルス（Service Health）] ページの [ヘルス ルールの起動（Launch Health Rules）] をクリックします。こ
のオプションを使用して、必要性に応じて、ネットワークのヘルス ルール設定を変更できます。
[サービス ヘルス（Service Health）] にデータが表示されるまでには、少なくとも 1 時間が必要で
す。最初の 1 時間の経過後に、直前の 1 時間分のデータが、次の 1 時間の履歴データとしてデータ
ラインでオーバーレイされます。2 日目以降は、前日の時間単位のデータに基づいて標準偏差と
平均が算出されます。
これらのスコアは 7 日間保存されます。前日のデータを表示する場合、最大の移動時間間隔は
6 時間です（最大 6 時間分のデータを同時に確認できます）。

カスタム アプリケーションの作成
カスタム アプリケーションおよびサービスを作成および管理するには、[サービス（Services）] >
[アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [アプリケーションと
サービス（Applications and Services）] の順に選択します。サービス は、アプリケーションのグ
ループです。Prime Infrastructure によって、Cisco NBAR 標準規格に準拠したアプリケーション
およびサービスのデフォルト セットが提供されます。
（詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6616/products_ios_protocol_group_home.html を参照して
ください。）
必要な定義を含み、
（デバイスまたは Prime Infrastructure から）使用できないカスタム アプリケー
ションを作成できます。アプリケーションの作成後は、サポートされているデバイスにそのアプ
リケーションを展開できます。デバイスにアプリケーション定義を展開すると、NetFlow でエク
スポートされたデータが Prime Infrastructure および他の管理ツールに一致します。
デバイスにカスタム アプリケーションを展開し、後でそのアプリケーションを削除する場合は、
[アプリケーションとサービス（Applications and Services）] オプションを使用してアプリケー
ションを展開解除する必要があります。カスタム アプリケーションを Prime Infrastructure だけか
ら削除すると、そのカスタム アプリケーションはデバイスでアクティブのままになります。
定義のないアプリケーションは「不明（Unknown）」として表示されます。
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カスタム アプリケーションはサービスの下にまとめられます。サービスは、Cisco NBAR 標準規
格に準拠するためにカテゴリおよびサブカテゴリで編成されます。NBAR の詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6616/products_ios_protocol_group_home.html を参照してく
ださい。
カスタム アプリケーションを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [ア
プリケーションとサービス（Applications and Services）] の順に選択します。

ステップ 2

一部のアプリケーションは、
「ビジネス クリティカル（Business Critical）」としてすでに設定され
ています。現在定義されているビジネス クリティカルなアプリケーションを表示するには、ウィ
ンドウの左上隅の [ビジネス クリティカルなアプリケーションの設定（Configure Business
Critical Applications）] をクリックします。

ステップ 3

必要なその他のフィールドに入力し、[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 4

NAM または ASR/ISR に新しいアプリケーションをプッシュします。
a.

[表示（Show）] ドロップダウンリストから [ユーザ定義アプリケーション（User Defined
Applications）] を選択し、新しいアプリケーションのチェックボックスを選択して、[展開
（Deploy）] をクリックします。

b.

[デバイスの選択（Device Selection）] ダイアログボックスで、このアプリケーションが展開さ
れる NAM デバイスまたは ISR/ASR を選択し、[送信（Submit）] をクリックします。

c.

[ジョブの表示（View Jobs）] をクリックし、展開ジョブのステータスを表示します。

（注）

ISR G2 のカスタム アプリケーション サポートは、Cisco IOS リリース 15.3 以降のみ対象
です。
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[サービス ヘルス
（Service Health）
] ウィンドウ
[サービス ヘルス（Service Health）] ウィンドウでは、図 38-1 に示す情報を確認できます。
図 38-1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [
サービス ヘルス（Service Health）] ウィンドウ

1

2

3
4

7

403209

5

6

表 38-1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [サービス ヘルス
（Service Health）] ウィンドウの説明

1

選択したフィルタのロケーション グループがリストされます。

2

クリックして [ヘルスの概要（Health Summary）] と [ヘルス タイムライン（Health Timeline）] を切り替えます。

3

次の項目へのクイック リンクが表示されます。
•

[ヘルス ルール（Health Rules）] ページ。このページでは、必要に応じて、ネットワークのヘルス ルール設定
を変更できます。

•

現在定義されているビジネス クリティカルなアプリケーションを表示および変更します。

4

現在表示しているフィルタが示されます。任意のフィルタをクリックして削除し、ウィンドウを更新できます。

5

ビジネス クリティカルなアプリケーションがリストされます。

6

色付きの記号は、[ヘルス ルール（Health Rules）] ページで指定したヘルス ルールの設定に基づく、良好、警告、お
よびクリティカルの各しきい値を示します。

7

スライダを動かして、サービス ヘルス情報を表示する時間範囲を指定します。

ヘルス タイムラインの表示
[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] >
[サービス ヘルス（Service Health）] の順に選択し、[ヘルスの概要（Health Summary）] をクリッ
クします。Prime Infrastructure により、タイムラインでのヘルス情報の表示に切り替わります。
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ヘルス ルール
[サービス（Services）
] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [サー
ビス ヘルス（Service Health）] に表示されるデータは、ヘルス ルールを使用して算出されます。ヘル
ス ルールをカスタマイズするには、目的の行をクリックし、[クリティカル（Critical）] 値と [警告
（Warning）
] 値を編集します。
•

[クリティカル（Critical）]：データ値が指定されたクリティカル値を超えると赤色に変わり
ます。

•

[警告（Warning）]：データ値が警告値を超えると黄色に変わります。

ヘルス ルールが指定したクリティカル値または警告値を超えない場合は、緑色です。
たとえば、トラフィック レートの場合、T1 を指定して、特定のサイト、アプリケーション、および
データソースに対しベースライン値 100 Mbps を指定し、標準偏差値を 20 Mbps に指定したとし
ます。
トラフィック レートが 161.8 Mbps（100+(3.09 X 20)）を超えた場合、クリティカルな警告を示す
赤色のバーが表示されます。
色付きのバーをクリックすると詳細情報を取得できます。

ベースライン化の有効化
標準偏差値および平均値は、[サービス ヘルス（Service Health）] でスコアを計算するために使用
されます。ベースライン化は、デフォルトでは有効になっていません。ベースライン化が有効な
場合は次のようになります。
•

青色のボックスは標準偏差を示します。

•

青色の線は、その時間の平均値を示します。
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図 38-2

サンプルのベースライン値

ベースライン化を有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [アプリケーション（Application）]
の順に選択します。
ベースライン化は次のダッシュレットでサポートされています。

ステップ 2

•

[アプリケーション トラフィックの分析（Application Traffic Analysis）]：サイト/企業の 1 つ
のアプリケーション、サービス、またはアプリケーションのセットの集約帯域幅率/量を示
します。

•

[アプリケーション ART 分析（Application ART Analysis）]：トランザクションの応答時間を示
します。

アプリケーション トラフィックの分析のベースライン化を有効にするには、次の手順を実行し
ます。
a.

[アプリケーション トラフィックの分析（Application Traffic Analysis）] ダッシュレットを開
き、カーソルをダッシュレット アイコンの上に置いて、[ダッシュレット オプション（Dashlet
Options）] をクリックします。

b.

[ベースライン（Baseline）] チェックボックスを選択して変更を保存します。
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ステップ 3

アプリケーション応答時間分析のベースライン化を有効にするには、次の手順を実行します。
a.

[アプリケーション ART 分析（Application ART Analysis）] ダッシュレットを開き、カーソルを
ダッシュレット アイコンの上に置いて、[ダッシュレット オプション（Dashlet Options）] をク
リックします。

b.

[メトリック タイプ（Metric Type）] ドロップダウンリストからメトリックを選択します。
[サーバ応答時間（Server Response Time）] メトリックを選択すると、個々のアプリケーション
サーバを選択して、そのサーバの応答時間が過去にどうであったかを確認できます。

c.

[ベースライン（Baseline）] チェックボックスを選択して変更を保存します。

パフォーマンス ベースラインの確立
WAN の最適化を実行する前に、次の手順を実行して、対象のアプリケーションとサイトの標準
パフォーマンス特性を確立します。
ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [アプリケーション
（Application）] の順に選択します。

ステップ 2

このページに次のダッシュレットを追加します（「ダッシュレットの追加」を参照）。

ステップ 3

•

[ART メトリックがワースト N のクライアント（Worst N Clients by ART Metrics）]

•

[ART メトリックがワースト N のサイト（Worst N Sites by ART Metrics）]

•

[アプリケーション サーバのパフォーマンス（Application Server Performance）]

•

[アプリケーション トラフィックの分析（Application Traffic Analysis）]

これらのダッシュレットを使用して、現在設定されているように最適化候補のパフォーマンス
特性を確立します。
•

[ART メトリックがワースト N のクライアント（Worst N Clients by ART Metrics）]：パフォー
マンスが最も低いクライアントとアプリケーション：最大および平均トランザクション時
間、24 時間パフォーマンス トレンド。

•

[ART メトリックがワースト N のサイト（Worst N Sites by ART Metrics）]：パフォーマンスが
最も低いサイトおよびアプリケーションに関する同じ情報。

•

[アプリケーション サーバのパフォーマンス（Application Server Performance）]：すべてのアプ
リケーション サーバ：最大および平均サーバ応答時間、24 時間パフォーマンス トレンド。

•

[アプリケーション トラフィックの分析（Application Traffic Analysis）]：24 時間のアプリケー
ション トラフィック メトリック（バイト/秒）と 1 秒当たりのパケット数が提供されます。期
間中の統計情報の平均値、最小値、最大値、中央時および第 1 および第 2 標準偏差が計算され
ます。
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任意のダッシュレットの列ヘッダーをクリックすることで列ごとにソートできます。また、ダッ
シュレットのデータは、タイム フレーム、サイト、およびアプリケーションごとにフィルタリン
グできます。
ステップ 4

[サイト（Site）] タブをクリックし、ステップ 3 と同様に、[トップ N のアプリケーション（Top N
Applications）]、[アラーム数がトップ N のデバイス（Top N Devices with Most Alarms）]、[トップ N
のクライアント（Top N Clients）] および [ART メトリックがワースト N のクライアント（Worst N
Clients by ART Metrics）] を使用します。

最適化候補の特定
次の手順に従い、ネットワークでパフォーマンスが最も低いアプリケーション、クライアント、
サーバ、およびネットワーク リンクを特定します。
ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [WAN 最適化（WAN
Optimization）] の順に選択します。

ステップ 2

このダッシュボードに次のダッシュレットを追加します（「ダッシュレットの追加」を参照）。

ステップ 3

ステップ 4

•

[アプリケーション トラフィック（Application Traffic）]

•

[サーバのトラフィック（Server Traffic）]

•

[クライアント トラフィック（Client Traffic）]

•

[ネットワーク リンク（Network Links）]

これらのダッシュレットを使用して、最適化の候補を特定します。
•

すべてのダッシュレットには、アプリケーション、クライアント、サーバ、またはネットワー
ク リンクごとに現在のトラフィック レート（バイト/秒）、同時接続の平均数、および平均ト
ランザクション時間（ミリ秒）が表示されます。

•

[ネットワーク リンク（Network Links）] には、各リンクのクライアントおよびサーバのエン
ドポイントのサイト、およびリンクが存在する時間の長さの平均が表示されます。

•

[サーバのトラフィック（Server Traffic）] には、サーバの IP アドレスとそのサーバにより処理
されるアプリケーションの両方が表示されます。

必要に応じてパフォーマンス データをソートおよびフィルタリングします。
•

ステップ 5

任意のダッシュレットの任意の列のソートするには、列ヘッダーをクリックします。

•

[タイム フレーム（Time Frame）]、[サイト（Site）]、または [アプリケーション（Application）] ご
とにすべてのダッシュレットに表示されるデータをフィルタリングするには、[フィルタ
（Filters）] 行で使用するフィルタ基準を入力または選択し、[移動（Go）] をクリックします。

•

ダッシュレット内でフィルタリングするには、その [フィルタ（Filter）] アイコンをクリック
して、クイック フィルタまたは高度なフィルタを指定するか、またはプリセット フィルタを
使用します。

同じデータのクイック レポートの場合：
a.

[レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）] の順に選択します。

b.

レポートに対してフィルタとその他の基準を指定し、[実行（Run）] をクリックします。
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最適化 ROI の検証
候補サイトで変更を展開した後、次の手順を実行して、最適化の投資効果を検証します。
ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [WAN 最適化（WAN
Optimization）] の順に選択します。
このページのダッシュレットには、次の情報が表示されます。
•

[トランザクション時間（クライアント エクスペリエンス）
（Transaction Time (Client
Experience)）]：過去 24 時間の平均クライアント トランザクション時間（ミリ秒単位）がグラ
フ表示されます。最適化されたトラフィックとパススルー トラフィック（最適化がオフ）で
行が分かれています。最適化が有効になっている場合は、パススルー時間と比較して、最適化
されたトラフィック時間の方が短くなっているはずです。

•

[平均同時接続数（最適化済み対パススルー）
（Average Concurrent Connections (Optimized vs
Passthru)）]：指定された期間の同時クライアントおよびパススルー接続数の平均がグラフ表
示されます。

•

[トラフィック量と圧縮率（Traffic Volume and Compression Ratio）]：圧縮前のバイト数と圧縮
後のバイト数の帯域幅減少率がグラフ表示されます。

•

[マルチセグメント ネットワーク時間（クライアント LAN - WAN - サーバ LAN）
（Multi-Segment Network Time(Client LAN-WAN - Server LAN)）]：複数のセグメント間のネッ
トワーク時間がグラフ表示されます。

ステップ 2

ダッシュレットのデータは、[タイム フレーム（Time Frame）]、[クライアント サイト（Client Site）]、
[サーバ サイト（Server Site）]、[アプリケーション（Application）] でフィルタリングできます。

ステップ 3

レポートを作成する手順は次のとおりです。
a.

[ツール（Tools）] > [レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）] の順に選
択し、[パフォーマンス（Performance）] > [WAN アプリケーションのパフォーマンス分析の概
要（WAN Application Performance Analysis Summary）] の順に選択します。

b.

レポートに対してフィルタとその他の設定を指定し、[実行（Run）] をクリックします。

最適化されたフローのモニタリング
最適化された WAN トラフィックをモニタするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [WAN 最適化（WAN
Optimization）] の順に選択します。

ステップ 2

[マルチセグメント分析（Multi-Segment Analysis）] ダッシュレットで、[マルチセグメント分析の
表示（View Multi-Segment Analysis）] をクリックします。

ステップ 3

個々のクライアント/サーバ セッションを表示するには [カンバセーション（Conversations）] タ
ブをクリックし、集約されたサイト トラフィックを表示するには [サイト間（Site to Site）] をク
リックします。各クライアント（またはクライアント サイト）とサーバ（またはサーバ サイト）の
ペアおよび使用中のアプリケーションについて、これらのページには次の情報が表示されます。
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ステップ 4

•

平均および最大トランザクション時間：クライアント要求が行われてから、サーバから最後
の応答パケットを受け取るまでの時間。トランザクション時間は、クライアントの使用とア
プリケーション タイプ、およびネットワーク遅延に応じて異なります。トランザクション時
間は、クライアント エクスペリエンスをモニタし、アプリケーション パフォーマンスの問題
を検出する際の主要なインジケータです。

•

平均クライアント ネットワーク時間：クライアントとローカル スイッチまたはルータとの
間のネットワーク時間。Wide Area Application Services（WAAS）モニタリングでは、WAE クラ
イアント データ ソースからのクライアント ネットワーク時間は、クライアントとそのエッ
ジ WAE との間のネットワーク RTT を表し、WAE サーバ データ ソースからのクライアント
ネットワーク時間は、
（エッジ WAE とコア WAE との間の）WAN RTT を表します。

•

平均 WAN ネットワーク時間：WAN セグメント全体の時間（クライアントの場所とサーバの
場所のエッジ ルータ間）。

•

平均サーバ ネットワーク時間：サーバと NAM プローブ ポイントとの間のネットワーク時
間。WAAS モニタリングでは、サーバ データ ソースからのサーバ ネットワーク時間は、サー
バとそのコア WAE との間のネットワーク時間を表します。

•

平均サーバ応答時間：アプリケーション サーバが要求に応答するのに要する平均時間。これ
は、クライアント要求がサーバに到達してから、サーバによって最初の応答パケットが返さ
れるまでの時間です。通常、サーバ応答時間の増加は、CPU、メモリ、ディスク、または I/O な
どのアプリケーション サーバ リソースに問題があることを示します。

•

トラフィック量：クライアント、WAN、およびサーバの各セグメントにおけるバイト数/秒。

必要に応じてパフォーマンス データをソートおよびフィルタリングします。
•
•

任意の列をソートするには、列ヘッダーをクリックします。
[タイム フレーム（Time Frame）] に表示されるデータをフィルタリングしたり、[フィルタ
（Filter）] アイコンをクリックして、クイック フィルタまたは高度なフィルタを指定するか、
またはプリセット フィルタを使用できます。
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アプリケーションのトラブルシューティ
ング
エンド ユーザがネットワーク上で実行している特定のアプリケーションに関連する問題がない
かどうか、その兆候を調べるには次の手順を実行します。
はじめる前に

この機能を使用するための要件：
•

ISE サーバとの統合（エンドポイント情報にアクセスするため）。

•

セッション情報（NetFlow/NAM データ、保証ライセンス）が使用可能であること。

ステップ 1

エンド ユーザがアクセスしているアプリケーション、およびそのユーザのデバイスに対するア
プリケーションの応答時間を表示するには、ユーザの [ユーザの 360 度ビュー（User 360° View）]
を開き、[アプリケーション（Applications）] タブをクリックします。

ステップ 2

このタブには、次の情報が表示されます。
•

エンドポイント

•

MAC アドレス

•

アプリケーション

•

直近 1 時間のボリューム（MB 単位）

アプリケーションの詳細情報を表示するには、[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス
（Performance）] > [アプリケーション（Application）] を選択します。
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Microsoft Lync トラフィックのモニタリング
Prime Infrastructure を使用して、ネットワーク内の Microsoft Lync トラフィックをモニタするこ
とができます。Microsoft Lync Software Defined Network（SDN）API に備わっているインターフェ
イスを使用すると、ネットワーク管理システムは Microsoft Lync ネットワーク診断データにアク
セスして、Lync ネットワーク トラフィックの監視と Microsoft Lync の Quality of Service の最適
化を行うことができます。Prime Infrastructure は、Microsoft Lync の品質アップデート メッセージ
を処理およびフィルタリングし、Microsoft Lync コールを集約します。ボリュームの傾向を時系
列で表示でき、時間および場所のグループに基づくフィルタリングなどの、コール タイプの概要
を取得できます。また、個々のコールを表示したり、個々のコール ストリームをトラブルシュー
ティングできます。
関連項目
•

Lync モニタリングの設定

•

Microsoft Lync データの表示

•

エンドユーザ Microsoft Lync エクスペリエンスのモニタリング

•

サイト間の Microsoft Lync データのモニタリング

Lync モニタリングの設定
Microsoft Lync がネットワーク内でどのように展開されているかをモニタして集中型ビューを
提供するには、Microsoft Lync データの受信側として Prime Infrastructure を登録する必要があり
ます。
SDN サーバで、LyncDialogListener.exe ファイルを編集して次の行を追加します。
LyncDialogListener.exe.config ファイルは Lync SCN API インストール ディレクトリにあり、デ
フォルトの場所は C:\Program Files\Microsoft Lync Server\Microsoft Lync SDN API です。
<add key=“submituri” value=“https://PI_server_name/webacs/lyncData”/>
https://PI_server_name は、信頼されたルート証明機関の証明書で指定されている Prime
Infrastructure の名前です。
<add key= “clientcertificateid” value=“value”/>
value は、信頼されたルート証明機関の証明書で指定されている Prime Infrastructure サーバの証
明書の値です。
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または、Microsoft SDN インターフェイスを使用して Prime Infrastructure サーバの詳細を入力す
る場合は、セキュア HTTP 経由での XML 通信を可能にするために SSL 証明書を受け入れる必要
があります。
Prime Infrastructure を Microsoft Lync データの受信側として登録した後には、Microsoft Lync の全
詳細が Prime Infrastructure に送信されます。

Microsoft Lync データの表示
Prime Infrastructure を Microsoft Lync データの受信側として登録した後には、Microsoft Lync の全
詳細が Prime Infrastructure に送信されます。Microsoft Lync データをモニタするには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] >
[Lync モニタリング（Lync Monitoring）] の順に選択します。

ステップ 2

色付きバーはさまざまなコール タイプと、指定した時間帯にわたるそれぞれのコール量を表し
ます。いずれかの色付きバーをクリックすると、追加の詳細が表示されます。[Lync メッセージ交
換（Lync Conversations）] テーブルには、選択したコール タイプに関する集約されたカンバセー
ション（メッセージ交換）がリストされます。

ステップ 3

[Lync メッセージ交換（Lync Conversations）] テーブルで、発信者の横にある矢印をクリックする
と、発信者から呼び出し先へのそのメッセージ交換の詳細が展開されて表示されます。たとえ
ば、ビデオ会話を展開した場合、次の詳細を示す 4 つの行があります。

ステップ 4

•

発信者から呼び出し先へのオーディオの詳細

•

呼び出し先から発信者へのオーディオの詳細

•

発信者から呼び出し先へのビデオの詳細

•

呼び出し先から発信者へのビデオの詳細

[フィルタ（Filter）] アイコンをクリックすると、特定の発信者サイトから、または特定の呼び出し
先サイトからの、選択した時間内のメッセージ交換のリストが表示されます。

関連項目
•

Lync モニタリングの設定

•

エンドユーザ Microsoft Lync エクスペリエンスのモニタリング

•

サイト間の Microsoft Lync データのモニタリング
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エンドユーザ Microsoft Lync エクスペリエンスのモニタ
リング
エンドユーザがコールの問題を抱えていることを示すコールを受信した場合は、Prime
Infrastructure を使用して、特定のユーザの Microsoft Lync コールを表示し、ジッターが最も多い
（またはパケット損失が最も著しい）コールのリストを表示できます。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] >
[Lync モニタリング（Lync Monitoring）] の順に選択します。

ステップ 2

[フィルタ（Filter）] アイコンをクリックし、エンドユーザが属するサイトを選択します。
Prime Infrastructure に、過去 6 時間におけるコール量が表示されます。

ステップ 3

エンドユーザでコールの問題が発生していた時間がわかっている場合は、[フィルタ（Filter）] ア
イコンをクリックし、[時間フィルタ（Time Filter）] に適切な時間のパラメータを入力します。

ステップ 4

問題が発生した期間の音声通話に対応する色付きバーをクリックします。[Lync メッセージ交換
（Lync Conversations）] テーブルには、選択したコール タイプに関する集約されたカンバセーショ
ン（メッセージ交換）がリストされます。

ステップ 5

[Lync メッセージ交換（Lync Conversations）] テーブルで、コールの問題を経験したエンドユーザ
の横にある矢印をクリックすると、発信者から呼び出し先へのそのメッセージ交換の詳細が展
開されて表示されます。たとえば、ビデオ会話を展開した場合、次の詳細を示す 4 つの行があり
ます。
•

発信者から呼び出し先へのオーディオの詳細

•

呼び出し先から発信者へのオーディオの詳細

•

発信者から呼び出し先へのビデオの詳細

•

呼び出し先から発信者へのビデオの詳細

Prime Infrastructure に、メッセージ交換（カンバセーション）のコール メトリックが表示されます。

関連項目
•

Lync モニタリングの設定

•

Microsoft Lync データの表示

•

サイト間の Microsoft Lync データのモニタリング
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サイト間の Microsoft Lync データのモニタリング
Prime Infrastructure を使用して、サイト間の Microsoft Lync データを表示できます。たとえば、特
定のサイトから特定のサイトに発信されるすべての Microsoft Lync コールをモニタできます。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] >
[Lync モニタリング（Lync Monitoring）] の順に選択します。

ステップ 2

[フィルタ（Filter）] アイコンをクリックし、[発信者サイト（Caller Site）] で Microsoft Lync コール
の発信元となるサイトを選択します。

ステップ 3

[フィルタ（Filter）] アイコンから、[呼び出し先サイト（Callee Site）] で、Microsoft Lync コールが受
信されるサイトを選択します。
Prime Infrastructure に、選択したサイト間の各タイプのすべてのコール（ビデオ、音声およびアプ
リケーション共有）について、過去 6 時間のコール量が 5 分刻みで表示されます。

音声品質値について
[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] >
[Lync モニタリング（Lync Monitoring）] の順に選択して、コール タイプ（音声、ビデオ、またはアプ
リケーション共有）をクリックすると、Microsoft Lync メッセージ交換に関するメトリックが
Prime Infrastructure に表示されます。音声通話の詳細には平均オピニオン評点（MOS）の数値が含
まれています。Prime Infrastructure はこの値に対して、次の表に示すエンドユーザに提供される
エクスペリエンスの音声品質を表す値を割り当てます。
MOS 値

Prime Infrastructure 値

3.5 より大きい

Good

2～3.5

Fair

2 未満

Poor

関連項目
•

Lync モニタリングの設定

•

Microsoft Lync データの表示

•

エンドユーザ Microsoft Lync エクスペリエンスのモニタリング
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Mediatrace の使用
Mediatrace を使用した RTP および TCP フローのトラブ
ルシューティング
Mediatrace トラブルシューティング ツールは、現在アクティブな RTP ストリームまたは TCP
セッションが一覧表示されたテーブルを生成します。これらの Mediatrace テーブルおよび関連
オプションを使用すると、次の操作が可能です。
•

問題のある RTP または TCP フローの識別と選択。

•

RTP または TCP フローに関する問題のトラブルシューティング。

•

任意の 2 つのエンドポイント間の RTP または TCP フローに関する問題のトラブルシュー
ティング。

•

RTP フローに関する問題のトラブルシューティング。[RTP メッセージ交換（RTP
Conversations）] ダッシュレットから開始します。

•

フロー パフォーマンス インジケータとデータ ソースの識別と比較。

関連項目
•

Mediatrace テーブルの使用

•

選択した RTP または TCP フローからの Mediatrace の実行

•

エンドポイントからのアドホック Mediatrace の起動

•

ダッシュレットを使用した最も条件の悪い RTP エンドポイントのトラブルシューティング

•

複数のソースからのフロー データの比較

•

メトリックの管理

Mediatrace テーブルの使用
[RTP ストリーム（RTP Streams）] および [TCP セッション（TCP Sessions）] テーブルに表示される
フロー情報は、ネットワーク全体にわたって生成される NAM および NetFlow データから収集さ
れて、集約されます。
[RTP ストリーム（RTP Streams）] テーブルの多くの行は、ツリー階層で配置されます。これは、
1 つの RTP アプリケーション フローに複数のデータ ストリームが含まれる場合に発生します。
この場合、2 つのアプリケーション エンドポイント間の複数のフローが単一行に集約され、三角
形のアイコンが付きます。
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デフォルトでは、[RTP ストリーム（RTP Streams）] テーブルのデータが Prime Infrastructure で 60 秒
ごとに自動的に更新されます。また、いずれかのプリセット フィルタを使用することもできます。
[TCP セッション（TCP Sessions）] のデータは Prime Infrastructure によって 300 秒間（5 分）に一度
更新されます。[アプリケーション別にフィルタ（Filter by Application）] フィルタリング オプショ
ンを使用すると、リスト内のアプリケーションを追加したり除外したりできます。
また、両方のテーブルの [更新（Refresh）] ボタンをいつでもクリックすることができます。[自動
更新の有効化（Enable auto refresh）] チェックボックスをオフにすることで、自動更新をオフにで
きます。
Mediatrace テーブルを使用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [Application Visibility and Control] > [Mediatrace] の順に選択します。

ステップ 2

[アプリケーション（Application）] ドロップダウン リストから、[RTP] または [TCP] を選択しま
す。対応するテーブル [RTP ストリーム（RTP Streams）] または [TCP セッション（TCP Sessions）]
がページに表示されます。

ステップ 3

トラブルシューティング対象となるフローを見つけます。
•

特定のタイプの問題があるすべてのフローを確認するには、適切な列ヘッダーをクリックし
てその列でソートします。
たとえば、ネットワーク全体の RTP パフォーマンスをモニタしていて、ジッター/パケット損
失が最も著しいストリームを確認する場合は、[ジッター（Jitter）] または [パケット損失
（Packet Loss）] の列ヘッダーをクリックすることで、これらのパフォーマンス インジケータ
でストリームをソートします。その後、トラブルシューティング用にいずれかのストリーム
を選択できます。

•

問題のある特定のフローを検索するには、[クイック フィルタ（Quick Filter）] アイコンをク
リックし、1 つ以上の行見出しの下にフィルタ基準を入力します。
たとえば、アプリケーションへのアクセスに問題があるエンドユーザが、IP アドレスとその
アプリケーションの名前を報告する場合があります。クライアント IP アドレスまたはアプ
リケーション ID に関して TCP テーブルでクイック フィルタを実行し、そのセッションをト
ラブルシューティング用に選択できます。

•

RTP サブフローの特定の問題を発見するには、集約された RTP フローの横にある三角形の
アイコンをクリックします。
たとえば、任意の 2 つのエンドポイント間の RTP 音声/ビデオ フローは、三角形のアイコン
とともに単一フローとして [RTP ストリーム（RTP Streams）] テーブルに表示されます。アイ
コンをクリックすると、4 つのサブフロー（着信および発信ビデオ サブフローと着信および
発信音声サブフロー）が表示されます。

ステップ 4

フローをトラブルシューティングするには、
「選択した RTP または TCP フローからの Mediatrace
の実行」を参照してください。

関連項目
•

選択した RTP または TCP フローからの Mediatrace の実行

•

Mediatrace テーブルの使用

•

選択した RTP または TCP フローからの Mediatrace の実行

•

エンドポイントからのアドホック Mediatrace の起動
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•

ダッシュレットを使用した最も条件の悪い RTP エンドポイントのトラブルシューティング

•

複数のソースからのフロー データの比較

選択した RTP または TCP フローからの Mediatrace の実行
Mediatrace を使用して RTP または TCP フローをトラブルシューティングするには、次の手順を
実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [Application Visibility and Control] > [Mediatrace] の順に選択します。[アプ
リケーション（Application）] ドロップダウン リストで、[RTP] または [TCP] を選択し、Mediatrace
テーブルの使用の手順に従って該当するフローを探します。

ステップ 2

フローを選択して [サービス パスのトレース（Trace Service Path）] をクリックします。選択した
フローの [RTP ストリームの詳細（RTP Stream Details）] または [TCP ストリームの詳細（TCP
Stream Details）] ページが Prime Infrastructure で表示されます。[トラブルシューティングの状態
（Troubleshooting Status）] テーブルに、フローのパス内のすべてのルータがフローの送信元エン
ドポイントからの距離の順に表示されます。Medianet 対応ルータは、フィルムストリップ（映画）
アイコンで示されます。

ステップ 3

フローのパス内のルータから Mediatrace または Traceroute を実行するには、テーブルでそのルー
タの横にある [Mediatrace の開始（Start Mediatrace）] または [traceroute の開始（Start Traceroute）]
リンクをクリックします。
デバイスが Mediatrace に対応している場合は [Mediatrace の開始（Start Mediatrace）] リンクが表
示され、デバイスが Mediatrace に対応していない場合は [traceroute の開始（Start Traceroute）] リ
ンクが表示されます。
Mediatrace が開始するまでに 1 分以上かかる場合があり、その時間はトラフィック、輻輳、および
フロー エンドポイント間のホップの総数によって異なります。
Mediatrace または Traceroute の実行中に [ログ（Logs）] タブをクリックすると、次のような役立つ
情報を確認できます。

ステップ 4

•

操作の進行状況。

•

ルータの応答タイムアウトや完了しなかった他の手順など、操作中に発生したエラー。

•

非 Medianet 対応ルータのある場所、検出された場所、およびどのように処理されたか。

•

Medianet が設定されていない Medianet 対応ルータ。

操作が完了すると、[トラブルシューティング（Troubleshooting）] タブにフローの 2 つのエンドポ
イント間のすべてのデバイスのトポロジ マップが表示されます。マップ内のデバイス アイコン
には、以下のものがあります。
•

[アラームの重大度（Alarm Severity）]：デバイスに関して現在記録されている最も重大なア
ラーム。

•

[フラグ（Flag）]：Mediatrace または Traceroute が開始されたデバイス。

•

[映画（Filmstrip）]：デバイスは Medianet に対応しています。

•

赤色の背景のマイナス記号：デバイスは Medianet に対応していますが、Medianet レスポンダ
として設定されていません。そのデバイスに関する RTP/TCP のパフォーマンス統計情報は
使用できません。この状況に対処するには、Mediatrace を使用した RTP および TCP フローの
トラブルシューティングで説明するように、Medianet レスポンダとしてデバイスを設定する
必要があります。

•

マイナス記号：デバイスは管理対象外です。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

41-3

第 41 章

Mediatrace の使用

Mediatrace を使用した RTP および TCP フローのトラブルシューティング

ステップ 5

RTP または TCP フローのパス内のすべての Medianet 対応デバイスについて、CPU およびメモリ
使用率、ジッター、パケット損失などの重要なパフォーマンス メトリックを確認するには、
[Medianet パス ビュー（Medianet Path View）] タブをクリックします。パフォーマンス メトリック
を数値またはグラフ形式で表示するには、[Medianet パス ビュー（Medianet Path View）] ペインの
サブタブをクリックします。

（注）

ステップ 6

[Medianet パス ビュー（Medianet Path View）] タブは、[トラブルシューティングの状態
（Troubleshooting Status）] テーブルから Mediatrace の操作を開始できる場合にのみ使用可
能です。単に Traceroute 操作をトリガーできるだけの場合は、これが表示されません。

次の操作を実行するには、[トラブルシューティングの状態（Troubleshooting Status）] テーブルの
適切なリンクを使用します。
•

別のルータで Mediatrace または Traceroute 操作を開始する。

•

完了した Mediatrace または Traceroute 操作を再起動する、または進行中の操作を停止する。

関連項目
•

Mediatrace テーブルの使用

•

選択した RTP または TCP フローからの Mediatrace の実行

•

エンドポイントからのアドホック Mediatrace の起動

•

ダッシュレットを使用した最も条件の悪い RTP エンドポイントのトラブルシューティング

•

複数のソースからのフロー データの比較

エンドポイントからのアドホック Mediatrace の起動
ネットワークの任意の 2 つのエンドポイント間のすべての RTP または TCP フローに対して、
Mediatrace をすばやく起動できます。これには、同一または異なるサイトでの任意の 2 つのエン
ドポイント間、または 2 つの異なるサイトでのルータのペア間で動作している特定のフローを
含めることができます。
これは、ネットワークに NAM モニタリング機能がない場合、または急いでいて RTP または TCP
フローの 2 つのエンドポイントの IP アドレスしか分からない場合に役立ちます。ただしこの場
合も、適切な RTP または TCP の Mediatrace テーブルからトレースに移動して開始する必要があ
ります。
2 つのエンドポイントからアドホック Mediatrace を起動するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [Application Visibility and Control] > [Mediatrace] の順に選択します。[アプ
リケーション（Application）] ドロップダウン リストから、[RTP] または [TCP] を選択します。

ステップ 2

[Mediatrace のセッションを指定する（Specify Session for Mediatrace）] をクリックします。
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ステップ 3

必要な情報を入力します。
•

RTP フローの場合：
– 送信元サイトを選択します。
– 送信元のエンドポイント IP アドレスを入力します。
– 接続先のエンドポイント IP アドレスを入力します。

•

TCP フローの場合：
– クライアント サイトを選択します。
– クライアントのエンドポイント IP アドレスを入力します。
– サーバのエンドポイント IP アドレスを入力します。

ステップ 4

分かっている追加のエンドポイント情報を次のように提供します。
•

RTP フローの場合は、送信元エンドポイント ポートと宛先エンドポイント ポートを選択す
るか、または入力します。

•

TCP フローの場合は、サーバのエンドポイント ポートを選択するか、または入力します。

ステップ 5

[サービス パスのトレース（Trace Service Path）
（RTP
]
フローの場合）または [OK]（TCP フローの
場合）をクリックします。Prime Infrastructure に、指定したフローに関する RTP または TCP スト
リームの詳細ページが表示されます。[トラブルシューティングの状態（Troubleshooting Status）]
テーブルに、フローのパス内のすべてのルータがフローの送信元またはクライアントのエンド
ポイントからの距離の順に表示されます。横に [映画（filmstrip）] アイコンがあるルータは
Medianet に対応しています。

ステップ 6

フローのパス内のルータから Mediatrace または Traceroute を実行するには、テーブルでそのルー
タの横にある [Mediatrace の開始（Start Mediatrace）] または [traceroute の開始（Start Traceroute）]
リンクをクリックします。
Mediatrace が開始するまでに 1 分以上かかる場合があり、その時間はトラフィック、輻輳、および
フロー エンドポイント間のホップの総数によって異なります。
Mediatrace または Traceroute の実行中に [ログ（Logs）] タブをクリックすると、次のような役立つ
情報を確認できます。

ステップ 7

•

操作の進行状況。

•

ルータの応答タイムアウトや完了しなかった他の手順など、操作中に発生したエラー。

•

非 Medianet 対応ルータが検出されて処理された場所とその状況。

•

Medianet が設定されていない Medianet 対応ルータ。

操作が完了すると、[トラブルシューティング（Troubleshooting）] タブに、フローの 2 つのエンド
ポイント間のすべてのデバイスのトポロジ マップが表示されます。マップ内のデバイス アイコ
ンは次のような形をしています。
•

[アラームの重大度（Alarm Severity）]：デバイスに関して現在記録されている最も重大なア
ラーム。

•

[フラグ（Flag）]：Mediatrace または Traceroute が開始されたデバイス。

•

[映画（Filmstrip）]：デバイスは Medianet に対応しています。

•

赤色の背景のマイナス記号：デバイスは Medianet に対応していますが、Medianet レスポンダ
として設定されていません。そのデバイスに関する RTP/TCP のパフォーマンス統計情報は
使用できません。この状況に対処するには、Medianet レスポンダとしてデバイスを設定する
必要があります。

•

マイナス記号：デバイスは管理対象外です。
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ステップ 8

フローのパス内のすべての Medianet 対応デバイスについて重要なパフォーマンス メトリック
を確認するには、[Medianet パス ビュー（Medianet Path View）] タブをクリックします。[Medianet
パス ビュー（Medianet Path View）] ペインのサブタブをクリックすると、パフォーマンス メト
リックが数値またはグラフ形式で表示されます。

（注）

ステップ 9

[Medianet パス ビュー（Medianet Path View）] タブは、[トラブルシューティングの状態
（Troubleshooting Status）] テーブルから Mediatrace の操作を開始できる場合にのみ使用可
能です。単に Traceroute 操作をトリガーできるだけの場合は、これが表示されません。

別のルータで Mediatrace または Traceroute 操作を起動する場合、完了した Mediatrace または
Traceroute 操作を再起動する場合、または進行中の操作を停止する場合には、[トラブルシュー
ティングの状態（Troubleshooting Status）] テーブルの適切なリンクを使用します。

ダッシュレットを使用した最も条件の悪い RTP エンドポイントのト
ラブルシューティング
[ワースト N 個の RTP エンド ポイント ペア（Worst N RTP End Point Pairs.）] および [RTP メッセー
ジ交換（RTP Conversation）] ダッシュレットを使用すると、ネットワーク内の最も効率の良くない
RTP フローに対して Mediatrace をすぐに開始できます。これは、RTP フローでのみ機能します。
[RTP メッセージ交換（RTP Conversations）] ダッシュレットに、アクティブでなくなったフローを
含む、送信元エンドポイントの完全な履歴が表示されます。通常は、最近のフローのみを選択す
るのが適切です。そのような非アクティブなフローで Mediatrace を起動すると、この事実を知ら
せるエラー メッセージが表示されます。
ステップ 1

[ダッシュボード（Dashboard）] > [パフォーマンス（Performance）] > [エンド ユーザ エクスペリエ
ンス（End User Experience）] の順に選択します。

ステップ 2

[ワースト N 個の RTP エンド ポイント ペア（Worst N RTP End Point Pairs）] ダッシュレットで、最
も効率の良くない RTP フローの送信元アドレスをメモします（このダッシュレットがダッシュ
ボードにない場合は「ダッシュレットの追加」を参照してください）。

ステップ 3

同じページの [RTP メッセージ交換（RTP Conversations）] ダッシュレットで、同じ送信元アドレ
スの最新のメッセージ交換を見つけます。

ステップ 4

[RTP メッセージ交換（RTP Conversations）] ダッシュレットでそのメッセージ交換を選択し、[ト
ラブルシュート（Troubleshoot）] > [サービスのトレース（Trace Service）] パスの順に選択します。
選択したフローの [RTP ストリームの詳細（RTP Stream Details）] ページが Prime Infrastructure で
表示されます。[トラブルシューティングの状態（Troubleshooting Status）] テーブルに、フローのパ
ス内のすべてのルータがフローの送信元エンドポイントからの距離の順に表示されます。
Medianet 対応ルータは、フィルムストリップ（映画）アイコンで示されます。

ステップ 5

フローのパス内のルータから Mediatrace または Traceroute を実行するには、テーブルでそのルー
タの横にある [Mediatrace の開始（Start Mediatrace）] または [traceroute の開始（Start Traceroute）]
リンクをクリックします。

（注）

デバイスが Mediatrace に対応している場合は [Mediatrace の開始（Start Mediatrace）] リン
クが表示され、デバイスが Mediatrace に対応していない場合は [traceroute の開始（Start
Traceroute）] リンクが表示されます。
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Mediatrace が開始するまでに 1 分以上かかる場合があり、その時間はトラフィック、輻輳、および
フロー エンドポイント間のホップの総数によって異なります。
Mediatrace または Traceroute の実行中に [ログ（Logs）] タブをクリックすると、次のような役立つ
情報を確認できます。

ステップ 6

ステップ 7

•

操作の進行状況。

•

ルータの応答タイムアウトや完了しなかった他の手順など、操作中に発生したエラー。

•

非 Medianet 対応ルータが検出されて処理された場所とその状況。

•

Medianet が設定されていない Medianet 対応ルータ。

操作が完了すると、[トラブルシューティング（Troubleshooting）] タブには、フローの 2 つのエン
ドポイント間のすべてのデバイスのトポロジ マップが表示されます。マップ内のデバイス アイ
コンは次のような形をしています。
•

[フラグ（Flag）]：Mediatrace または Traceroute が開始されたデバイス。

•

[映画（Filmstrip）]：デバイスは Medianet に対応しています。

•

マイナス記号：デバイスは管理対象外です。

フローのパス内のすべての Medianet 対応デバイスについて重要なパフォーマンス メトリック
を確認するには、[Medianet パス ビュー（Medianet Path View）] タブをクリックします。パフォーマ
ンス メトリックを数値またはグラフ形式で表示するには、[Medianet パス ビュー（Medianet Path
View）] ペインのサブタブをクリックします。
（注）

ステップ 8

[Medianet パス ビュー（Medianet Path View）] タブは、[トラブルシューティングの状態
（Troubleshooting Status）] テーブルから Mediatrace の操作を開始できる場合にのみ使用可
能です。単に Traceroute 操作をトリガーできるだけの場合は、これが表示されません。

次の操作を実行するには、[トラブルシューティングの状態（Troubleshooting Status）] テーブルの
適切なリンクを使用します。
•

別のルータで Mediatrace または Traceroute 操作を開始する。

•

完了した Mediatrace または Traceroute 操作を再起動する、または進行中の操作を停止する。

複数のソースからのフロー データの比較
Mediatrace パフォーマンス データを解釈する際には、以下の操作が役立つことがあります。
•

NAM、NetFlow、およびこのパフォーマンス データを報告している他のソースを識別する。

•

複数の NAM または NetFlow データ ソースがある場合に、特定のフローに関する重要業績評
価指標をそれらのソースがどのように報告しているかを比較する。

複数のソースからのフロー データを比較するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [Application Visibility and Control] > [Mediatrace] の順に選択します。

ステップ 2

[アプリケーション（Application）] ドロップダウン リストから [RTP] または [TCP] を選択し、
Mediatrace テーブルの使用の手順を使用して目的のフローを探します。
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ステップ 3
ステップ 4

（RTP または TCP フローに関する）行を展開すると、各インジケータ セットに関して、選択した
フローとデータ ソースに該当する重要業績評価指標の詳細が表示されます。
操作が終了したら、[OK] をクリックします。
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Cisco Mobility Services Engine およびサービス
Cisco モビリティ サービス エンジン（MSE）は、Cisco Unified Wireless Network（CUWN）全体でさ
まざまなサービスをサポートしています。
Cisco MSE では現在、次のサービスがサポートされています。
•

ロケーション サービス：コンテキスト認識型サービス（CAS）とも呼ばれます。これは、Wi-Fi
クライアント追跡およびロケーション API 機能をオンにする MSE のコア サービスです。プ
レゼンス、ロケーション、テレメトリ データ、履歴情報などのコンテキスト情報を取得する
ことで、MSE は数千のモバイル アセットとクライアントを同時に追跡できます。

•

ワイヤレス侵入防御サービス：CUWN インフラストラクチャ内の悪意のある攻撃、セキュリ
ティの脆弱性、およびパフォーマンス阻害のソースに対して、ワイヤレス特有のネットワー
ク脅威を検出して緩和することができます。wIPS はワイヤレスの脅威を可視化、分析、およ
び識別し、シスコのモニタ モードと拡張ローカル モード（ELM）のアクセス ポイントを使用
して、セキュリティとパフォーマンスの問題の緩和と解決を一元管理します。また、ほとんど
のワイヤレス攻撃を寄せ付けない強固なワイヤレス ネットワークのコアを作成するため
に、予防的な脅威防御もサポートされています。

•

モバイル コンシェルジュ：モバイル コンシェルジュは Cisco Mobility Services Advertisement
Protocol（MSAP）を有効にします。このプロトコルにより、MSE とモバイル デバイスの間の
直接的な通信が可能になり、コンテンツをモバイル デバイスのプリアソシエーションに直
接プッシュできるようになります。この機能は、802.11u および MSAP をサポートするモバ
イル デバイスに依存します。

•

CMX 分析サービス：CMX 分析サービスは、特定のネットワークにおけるワイヤレス デバイ
スのロケーション情報を分析します。CMX 分析サービスは、MSE が提供するデータを使用
して、ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク（WLAN）内の Wi-Fi デバイスのロケーショ
ンを計算します。また、FastLocate 機能はデータ パケットの RSSI 強度に関する情報を Cisco
WLC に送信し、ロケーションの計算にそれを使用できます。
ネットワーク内で有効になっているワイヤレス デバイスは、その近隣のワイヤレス ネット
ワークを識別するためにプローブ要求パケットを送信します。WLAN のアクセス ポイント
に接続した後でも、クライアント デバイスはより良い QoS を求めて、他のアクセス ポイン
トを特定するためのプローブ要求パケットを送信し続けます。アクセス ポイントは、さまざ
まなワイヤレス デバイスからこれらの要求および関連する RSSI を収集し、それらをワイヤ
レス LAN コントローラ（WLC）に転送します。次にコントローラは、この情報を MSE に転送
します。
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さまざまな AP から収集された基本データを分析することにより、建物内で Wi-Fi デバイス
を使用するユーザの移動と行動のパターンについて情報や知識を得ることができます。建物
には、たとえば空港、ショッピング モール、都市中心部などがあります。CMX 分析サービス
は、空港局や建物の所有者が自分の建物内の通行人または顧客の動向を認識するのに役立ち
ます。所有者は、建物内の標示を改善したり、使用率の低い場所に調整を加えたりするのにこ
れを役立てることができます。
関連項目
•

Prime Infrastructure への MSE の追加

•

ロケーション サーバの追加

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

モバイル コンシェルジュ サービスによるモニタリング

Prime Infrastructure への MSE の追加
[モビリティ サービス（Mobility Service）] ページの [モビリティ サービス エンジンの追加（Add
Mobility Services Engine）] ダイアログボックスを使用して MSE を追加できます。このダイアロ
グボックスでは、ライセンス ファイルと追跡パラメータを追加し、マップを MSE に割り当てる
ことができます。設定のために既存の MSE を使ってウィザードを起動した場合、[MSE の追加
（Add MSE）] オプションは [MSE 詳細の編集（Edit MSE Details）] として表示されます。
はじめる前に
•

Cisco Adaptive wIPS 機能の詳細については、Cisco.com でマルチメディア プレゼンテーショ
ンを参照してください。ここには Prime Infrastructure に関するさまざまなトピックについて
の学習モジュールがあります。今後のリリースに合わせて、学習を強化する概要プレゼン
テーションおよび技術プレゼンテーションが追加されていく予定です。

•

Prime Infrastructure は、MSE 3355 を適切に認識してサポートします。MSE のインストレー
ション ガイドには、
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/mse/3355/user/guide/mse_qsgmain.html [英語] でア
クセスできます。

•

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エ
ンジン（Mobility Services Engines）] ページは、root 仮想ドメインでのみ使用可能です。

MSE を Prime Infrastructure に追加するには、Prime Infrastructure にログインして次の手順に従い
ます。
ステップ 1

追加するモビリティ サービス エンジンに対して Prime Infrastructure から ping を実行できること
を確認します。

ステップ 2

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択し、[モビリティ サービス（Mobility Services）] ページを
表示します。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[モビリティ サービス エンジ
ンの追加（Add Mobility Services Engine）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
[モビリティ サービス エンジンの追加（Add Mobility Services Engine）] ページが表示されます。
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ステップ 4

次の情報を入力します。
•

[デバイス名（Device Name）]：MSE のユーザ割り当て名。

•

[IP アドレス（IP Address）]：モビリティ サービス エンジンの IP アドレス。

有効な IP アドレスが入力された場合にのみ、MSE が追加されます。デバイス名は、複数のモビリ
ティ サービス エンジンを含む複数の Prime Infrastructure がある場合にデバイスを区別するのに
役立ちますが、MSE を検証する際には考慮されません。
•

[連絡先名（Contact Name）
（任意）
]
：モビリティ サービス エンジン管理者。

•

[ユーザ名（Username）]：デフォルトのユーザ名は admin です。これは、MSE 用に設定される
Prime Infrastructure 通信ユーザ名です。

•

[パスワード（Password）]：デフォルトのパスワードは admin です。これは、MSE 用に設定され
る Prime Infrastructure 通信パスワードです。

自動インストール スクリプトの実行中にユーザ名とパスワードを変更した場合は、それらの値
をここに入力してください。デフォルト パスワードを変更しなかった場合は、自動インストール
スクリプトを再実行してユーザ名とパスワードを変更することを推奨します。
•

MSE からすべてのサービス割り当てを完全に削除するには、[同期されたサービス割り当て
を削除（Delete synchronized service assignments）] チェックボックスをオンにします。
このオプションは、ネットワーク設計、有線スイッチ、コントローラ、およびイベント定義に
適用されます。既存のロケーション履歴データは維持されますが、ロケーション計算を今後
実行する際には手動サービス割り当てを使用する必要があります。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。Prime Infrastructure により、選択されている要素と MSE が自動
的に同期されます。
同期完了後、[MSE ライセンスの要約（MSE License Summary）] ページが表示されます。[MSE ラ
イセンスの要約（MSE License Summary）] ページから、ライセンスのインストール、ライセンスの
追加、ライセンスの削除、アクティベーション ライセンスのインストール、サービス ライセンス
のインストールを実行できます。
MSE のサービスの設定

ステップ 6

MSE 上のサービスを有効にするには、サービスの横にあるチェックボックスをオンにします。次
のようなさまざまな種類のサービスがあります。
•

[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）]：[コンテキスト認識型サービス
（Context Aware Service）] チェックボックスをオンにした場合、ロケーション計算を実行する
ためにロケーション エンジンを選択する必要があります。CAS を選択すると、クライアン
ト、不正、干渉源、およびタグを追跡できます。[クライアント用シスコ コンテキスト認識型
サービスおよびタグ（Cisco Context-Aware Engine for Clients and Tag）] を選択してタグを追跡
することができます。

•

[WIPS]：[ワイヤレス侵入防御システム（Wireless Intrusion Prevention System）] チェックボッ
クス。無線およびパフォーマンスの脅威が検出されます。

•

[モバイル コンシェルジュ サービス（Mobile Concierge Service）] チェックボックス：モバイル
デバイスで使用可能なサービスを記述するサービス アドバタイズメントが提供されます。

•

[CMX 分析サービス（CMX Analytics Service）] チェックボックス：MSE からの Wi-Fi デバイ
ス位置データを分析するためのパッケージ化された各種データ分析ツールを利用できます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

42-3

第 42 章

Cisco Mobility Services Engine およびサービス

Prime Infrastructure への MSE の追加

•

[CMX 接続およびエンジン（CMX Connect & Engage）]：このサービスは、ゲスト Wi-Fi オン
ボーディング ソリューションと、CMX ソフトウェア開発キット（SDK）のゾーンおよびメッ
セージの設定を提供します。

•

[HTTP プロキシ サービス（HTTP Proxy Service）]：MSE 上の HTTP プロキシ サービスは、ポリ
シーベース ルーティング（PBR）を使用して代行受信されたすべての HTTP トラフィックを
終端し、ワイヤレス クライアントの代わりにコンテンツを引き出すことでフォワード プロ
キシとして機能します。

リリース 7.5 以降、同じ MSE 上の CAS と wIPS がサポートされないため、wIPS サービスには専
用の MSE が必要になります。
MSE 追跡パラメータおよび履歴パラメータの設定
ステップ 7

MSE でサービスを有効にすると、[追跡パラメータおよび履歴パラメータの選択（Select Tracking &
History Parameters）] ページが表示されます。
追跡パラメータの設定を省略すると、デフォルト値が選択されます。

ステップ 8

追跡するクライアントを選択するには、対応する [追跡（Tracking）] チェックボックスをオンにし
ます。次のようなさまざまな追跡パラメータがあります。
•

有線クライアント（Wired Clients）

•

ワイヤレス クライアント（Wireless Clients）

•

不正アクセス ポイント（Rogue Access Points）
– アドホック不正 AP の除外
（Exclude Adhoc Rogue APs）

ステップ 9

ステップ 10

•

不正クライアント（Rogue Clients）

•

干渉（Interferers）

•

アクティブ RFID タグ（Active RFID Tags）

デバイスの履歴トラッキングを有効にするには、対応するデバイスのチェックボックスをオン
にします。次のようなさまざまな履歴パラメータがあります。
•

有線ステーション（Wired Stations）

•

クライアント ステーション（Client Stations）

•

不正アクセス ポイント（Rogue Access Points）

•

不正クライアント（Rogue Clients）

•

干渉（Interferers）

•

アセット タグ（Asset Tags）

[次へ（Next）] をクリックして MSE にマップを割り当てます。
MSE へのマップの割り当て

[マップの割り当て（Assigning Maps）] ページは、MSE で有効にするサービスの 1 つとして CAS
を選択した場合にのみ、使用可能です。
ステップ 11

MSE 追跡パラメータおよび履歴パラメータを設定すると、[マップの割り当て（Assigning Maps）]
ページが表示されます。
[マップの割り当て（Assign Maps）] ページには以下の情報が表示されます。
•

名前（Name）

•

タイプ（Type）
（建物、フロア、キャンパス）

•

ステータス（Status）
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ステップ 12

必要なマップ タイプを確認するには、ページで使用可能な [フィルタ（Filter）] オプションから [す
べて（All）]、[キャンパス（Campus）]、[建物（Building）]、[フロア領域（Floor Area）]、または [屋外領域
（Outdoor Area）] を選択します。

ステップ 13

マップを同期するには、[名前（Name）] チェックボックスをオンにし、[同期（Synchronize）] をク
リックします。
ネットワーク設計の同期では、特定のネットワーク設計で AP が割り当てられている適切なコン
トローラが MSE と自動的に同期されます。

ステップ 14

[次へ（Next）] をクリックして、モバイル アプリケーションの有効化を設定します。
モバイル アプリケーションの有効化

この統合を有効にすると、MSE はフロア マップおよびワイヤレス クライアント位置通知を
Meridian に送信できます。Meridian はこの情報を使用して、ロケーション ベースのサービスを
ユーザに提供します。このとき、ユーザはネットワークに接続して MSE に直接アクセスする必要
はありません。Meridian を有効にした後、電子メールを受け取り、アカウントをアクティブにする
方法や、組織内の他のユーザとアクセスを共有する方法がそこで説明されます。Meridian モバイ
ル アプリケーションまたは Android および iOS 向けのモバイル SDK を使用した独自のアプリ
ケーションのいずれかを介して、ロケーション サービスをビジターに提供するために Meridians
プラットフォームを使用できます。MSE から Meridian への各ワイヤレス クライアント位置/ゾー
ン通知のデータ帯域幅は最大 1 MB/秒です。詳細については、http://www.meridianapps.com/mse を
参照してください。
ステップ 15

MSE にマップを割り当てると、[モバイル アプリケーションの有効化（Mobile App Enablement）]
ページが表示されます。

ステップ 16

モバイル アプリケーション統合を有効にするには [モバイル アプリケーションの有効化
（Mobile App Enablement）] チェックボックスを選択します。アイコンをクリックすると [モバイ
ル アプリケーション有効化のヘルプ（Mobile App Enablement Help）] ページが開きます。

ステップ 17

[ロケーション名（Location Name）] テキスト ボックスにロケーションの名前を入力します。ここ
に入力する名前が Meridian アプリケーションで表示されるため、自分のデバイスでロケーショ
ン サービスをテストできます。

ステップ 18

Meridian オンライン エディタおよび SDK にアクセスするには、[電子メール アドレス（E-mail
Address）] テキスト ボックスに電子メール アドレスを入力します。Meridian は、アカウントにア
クセスしたり組織内の他のユーザと共有したりする方法を説明する電子メールをこれらのアド
レスに送信します。

ステップ 19

MSE が UDI を登録して MSE に同期されるマップを送信できるサーバを、[登録エンドポイント
（Registration Endpoint）] テキスト ボックスに入力します。

ステップ 20

[通知エンドポイント（Notifications Endpoint）] テキスト ボックスで、指定したデータ形式で MSE
がロケーション更新通知を送信できるサーバの詳細を入力します。

ステップ 21

[通知データ形式（Notifications Data Format）] オプション ボタンを選択します。これは、MSE から
送信される通知のデータ形式です。データ形式には、レガシー SOAP/XML、XML、JSON およびプ
ロトコル バッファがあります。

ステップ 22

[番地（Street Address）] テキスト ボックスに、ロケーションの住所を入力します。

ステップ 23

[電話番号（Phone Number）] テキスト ボックスに、Meridian からの連絡用の電話番号を入力します。

ステップ 24

[詳細（Advanced）] をクリックすると [詳細（Advanced）] ペインが開きます。
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ステップ 25

選択したゾーンにワイヤレス クライアントが入った場合に MSE でリアルタイム通知を
Meridian に送信するには、[ゾーンに関するゾーン通知を有効にする（Enable Zone Notifications
for zones）] チェックボックスをオンにし、ドロップダウン リストからフロアおよびゾーンを選
択します。
[ゾーンに関するゾーン通知を有効にする（Enable zone notifications for zones）] ドロップダウン リ
ストには、Prime Infrastructure に追加され、MSE と同期されるすべてのフロアとゾーンが表示さ
れます。

ステップ 26

ゾーンとフロアを選択した後、[OK] をクリックします。

ステップ 27

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 28

[完了（Done）] をクリックして MSE 設定を保存します。

関連項目
•

MSE の表示

•

MSE ライセンス ファイルの削除

•

Prime Infrastructure からの MSE の削除

•

ロケーション サーバの追加

MSE ライセンス
Cisco MSE は、さまざまなロケーション ベースのサービスを提供します。これらのサービスを有
効にするには、以下のものが必要です。
•

Cisco MSE のハードウェアまたはソフトウェア アプライアンス
– 物理アプライアンス：アクティベーション ライセンスは不要です。
– 仮想アプライアンス：仮想アプライアンスのインスタンスでは、
MSE Virtual Appliance

Activation ライセンス（L-MSE-7.0-K9）が必要です。MSE 仮想アプライアンスのサービス
や機能のライセンスを持っているだけでは不十分です。
•

ライセンス

•

サポート

使用可能な MSE ライセンスには次の 3 種類があります。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

42-6

OL-32122-01-J

第 42 章

Cisco Mobility Services Engine およびサービス
MSE ライセンス

表 42-1

MSE ライセンスの種類

MSE サービス ライセ
ンス
内容
基本ロケーション ラ
イセンス

高度なスペクトル性能と、不正デバイス、Cisco CleanAir® の干渉源、Wi-Fi クライアント、お
よび RFID タグを検出、追跡およびトレースする機能。また、基本ロケーション ライセンス
を使用して、顧客とパートナーは標準の MSE API を使用することもできます。

CMX ライセンス

基本ロケーション ライセンスの機能に加えて、次の CMX 機能。

wIPS ライセンス

•

ビジターがその場所の中をどのような方法で、どこに、いつ移動するかを表示および分
析するための使いやすいロケーション分析プラットフォームである CMX 分析。

•

次を含む Wi-Fi の内部ゲスト ユーザへのカスタマイズ可能なロケーション認識型キャ
プティブ ポータル用の CMX Connect and Engage

•

ゲストが Wi-Fi に接続してインターネットを使用するのを支援する Facebook Wi-Fi 用
の CMX。企業や販売業者は Facebook インサイトを介して社会人口統計データを取得し
ます。

•

CMX SDK。組織がプッシュ通知および自動起動機能付きの Wi-Fi ベースの屋内ナビ
ゲーションをモバイル アプリケーションに統合できるようにします。

ワイヤレス ネットワーク インフラストラクチャでのワイヤレス脅威を検出して緩和する
全機能。
•

不正の検出、分類、および軽減

•

Over-the-Air 攻撃の検出

•

セキュリティ脆弱性モニタリング

•

パフォーマンス モニタリングおよび自動最適化

•

管理、モニタリング、およびレポート

wIPS サービスを実行している別個の MSE が必要です。
次の 3 つの展開オプションがあります。
•

拡張ローカル モード：必要な wIPS ライセンスの数は、ネットワークに導入されている
ローカル モード（データ提供）のアクセス ポイント数と同等です。

•

モニタ モード：必要な wIPS ライセンスの数は、フルタイム モニタ モードで設定された
アクセス ポイントの数と同等です。

•

ワイヤレス セキュリティ モジュール（WSM）/モニタ モジュール：必要な wIPS ライセン
スの数は、ネットワークに展開されているワイヤレス セキュリティおよびスペクトラ
ム インテリジェンス モジュールの数と同等です。

ライセンスの発注とダウンロードの詳細については、次の URL にある『Cisco Mobility Services
Engine Licensing and Ordering Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps9733/ps9742/data_sheet_c07-473865.html
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デバイスおよび wIPS ライセンス ファイルのインストール
Prime Infrastructure からデバイス ライセンスと wIPS ライセンスをインストールできます。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ライセンスとソフトウェア アップデート（Licenses and Software
Updates）] > [ライセンス（Licenses）] の順に選択します。

ステップ 2

[ファイル（Files）] > [MSE ファイル（MSE Files）] の順に選択します。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。[ライセンス ファイルの追加（Add a License File）] ダイアログが
表示されます。

ステップ 4

[MSE 名（MSE Name）] ドロップダウン リストから該当する MSE 名を選択します。

ステップ 5

選択されている MSE の UDI が、PAK の登録時に入力したものと一致していることを確認してく
ださい。

ステップ 6

[ファイルの選択（Choose File）] をクリックし、ライセンス ファイルを参照して選択します。

ステップ 7

[アップロード（Upload）] をクリックします。新たに追加されたライセンスが MSE ライセンス
ファイル リストに表示されます。

MSE ライセンス情報の表示
License Center では、Prime Infrastructure、ワイヤレス LAN コントローラ、および MSE のライセン
スを管理できます。ライセンス情報を表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ライセンスとソフトウェア アップデート（Licenses and Software
Updates）] > [ライセンス（Licenses）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーのメニューから、[概要（Summary）] > [MSE] を選択して、概要ページを表示し
ます。
[MSE の概要（MSE Summary）] ページに次の情報が表示されます。表 42-2 を参照してください。

表 42-2

一般的なパラメータ

フィールド

説明

MSE 名（MSE Name）

MSE ライセンス ファイル リスト ページへのリンクを提供します。

サービス（Service）

使用するサービスのタイプ（CAS または wIPS）。

AP によるプラット
プラットフォームの制限。
フォーム制限（Platform
Limit by AP）
タイプ（Type）

MSE のタイプを指定します。

AP によるインストー
ル済み制限（Installed
Limit by AP）

複数の MSE でライセンス付与されたクライアント要素の合計数を表示します。

ライセンスのタイプ
（License Type）

3 つの異なるタイプのライセンス。永久、評価、および拡張があります。

要素ごとの数（Count by MSE で現在ライセンス付与されている CAS または wIPS 要素の数。
elements）
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表 42-2

一般的なパラメータ

フィールド

説明

ライセンス未付与数
（Unlicensed Count）

ライセンス付与されていないクライアント要素の数を表示します。

使用済み %（%Used）

MSE でライセンス付与されている CAS または wIPS 要素の割合。

MSE ライセンス ファイルの削除
MSE ライセンス ファイルを削除するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Service Engine）] の順に選択します。
[モビリティ サービス（Mobility Services）] ページが表示されます。

ステップ 2

特定のサービスのライセンス ファイルを削除するには、[デバイス名（Device Name）] をクリック
します。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [設定の編集（Edit
Configuration）] を選択します。

ステップ 4

[モビリティ サービス エンジンの編集（Edit Mobility Services Engine）] ダイアログボックスで [次
へ（Next）] をクリックします。
[MSE ライセンスの要約（MSE License Summary）] ページが表示されます。

ステップ 5

[MSE ライセンスの要約（MSE License Summary）] ページで、削除する MSE ライセンス ファイル
を選択します。

ステップ 6

[ライセンスの削除（Remove License）] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックして削除操作を確定するか、または [キャンセル（Cancel）] をクリックしてライ
センスを削除せずにこのページを閉じます。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックして、MSE でサービスを有効にします。

関連項目
•

MSE の表示

•

Prime Infrastructure への MSE の追加

•

MSE ライセンス ファイルの削除

•

Prime Infrastructure からの MSE の削除

•

Prime Infrastructure と MSE の同期
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MSE の表示
現在のモビリティ サービスのリストを表示するには、[サービス（Services）] > [モビリティ サー
ビス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジン（Mobility Services Engines）] の順に選
択します。
[モビリティ サービス エンジン（Mobility Services Engines）] ページには、各デバイスのデバイス情
報と機能、および [コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストが表示されます。
Prime Infrastructure のロケーション機能および MSE 機能では、パーティショニングがサポート
されていません。
関連項目
•

Prime Infrastructure への MSE の追加

•

MSE ライセンス ファイルの削除

•

Prime Infrastructure からの MSE の削除

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

Prime Infrastructure からの MSE の削除
Prime Infrastructure データベースから MSE を削除するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。
[モビリティ サービス（Mobility Services）] ページが表示されます。

ステップ 2

削除する MSE を選択するには、対応する [デバイス名（Device Name）] チェックボックスをオン
にします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [サービスの削除（Delete
Service(s)）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

選択した MSE を Prime Infrastructure データベースから削除することを確定するには、[OK] をク
リックします。

ステップ 6

削除を中止するには、[キャンセル（Cancel）] をクリックします。

関連項目
•

MSE の表示

•

Prime Infrastructure への MSE の追加

•

Prime Infrastructure からの MSE の削除
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ロケーション サーバの追加
ロケーション サーバを追加するには、次の手順に従います。
ステップ 1
ステップ 2

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。
[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [ロケーション サーバの追加
（Add Location Server）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

必要な情報を入力します。

ステップ 5

MSE からすべてのサービス割り当てを完全に削除するには、[同期されたサービス割り当てを削
除（Delete synchronized service assignments）] チェックボックスをオンにします。
このオプションは、ネットワーク設計、有線スイッチ、コントローラ、およびイベント定義に適用
されます。既存のロケーション履歴データは維持されますが、ロケーション計算を今後実行する
際には、手動サービス割り当てを使用する必要があります。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
ロケーション サーバを追加したら、ロケーション サーバを Prime Infrastructure と同期する必要
があります。詳細については、Prime Infrastructure と MSE の同期を参照してください。
Prime Infrastructure のロケーション機能および MSE 機能では、パーティショニングはサポート
されていません。

関連項目
•

MSE の表示

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

Prime Infrastructure と MSE の同期
ここでは、Prime Infrastructure と MSE を手動でスマートに同期させる方法について説明します。
Prime Infrastructure に MSE を追加した後、ネットワーク設計（キャンパス、ビルディング、フロ
ア、および屋外マップ）、コントローラ（名前と IP アドレス）、特定の Catalyst 3000 シリーズおよび
4000 シリーズ スイッチ、およびイベント グループを MSE と同期できます。
•

ネットワーク設計：施設全体でのアクセス ポイントの物理的配置を示す論理マッピング。
1 つのネットワーク設計は、1 つのキャンパス、そのキャンパスを構成するビルディング、お
よび各ビルディングを構成するフロアという階層構造になっています。

•

コントローラ：MSE に関連付けられている選択されたコントローラ。MSE と定期的にロケー
ション情報を交換します。定期的な同期により、正確なロケーション情報を維持できます。

•

イベント グループ：イベントを生成するトリガーを定義する事前定義イベントからなるグ
ループ。定期的な同期により、最新の定義イベントが追跡されます。

•

有線スイッチ：ネットワーク上の有線クライアントへのインターフェイスを提供する有線
Catalyst スイッチ。定期的な同期によって、ネットワーク上の有線クライアントのロケーショ
ンが正確に追跡されます。
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– MSE は、
Catalyst スタッカブル スイッチ（3750、3750-E、3560、2960、IE-3000 スイッチ）、ス

イッチ ブレード（3110、3120、3130、3040、3030、3020）、およびスイッチ ポートと同期でき
ます。
– また、
MSE は Catalyst 4000 シリーズ スイッチ WS-C4948、WS-C4948-10GE、

ME-4924-10GE、WS-4928-10GE、WS-C4900M、WS-X4515、WS-X4516、WS-X4013+、
WS-X4013+TS、WS-X4516-10GE、WS-X4013+10GE、WS-X45-SUP6-E、および
WS-X45-SUP6-LE とも同期できます。
•

サードパーティ要素：MSE との間で要素を同期するとき、サードパーティ アプリケーション
によって MSE にイベント グループがすでに作成されていることがあります。未使用の要素
を削除するか、サードパーティ要素としてそれらにマークを付けることができます。

•

サービス アドバタイズメント：モバイル コンシェルジュ サービスは、モバイル デバイスで
サービス アドバタイズメントを提供します。これは、MSE と同期されたサービス アドバタ
イズメントを示します。

同期を実行する前に、コントローラ、Prime Infrastructure、および MSE 間のソフトウェア互換性を
確認してください。
MSE、Prime Infrastructure、およびコントローラ間の通信は、協定世界時（UTC）で実行されます。各
システムで NTP を設定すると、デバイスに UTC 時刻が提供されます。MSE とその関連コント
ローラは、同じ NTP サーバおよび同じ Prime Infrastructure サーバにマップされる必要がありま
す。NTP サーバは、コントローラ、Prime Infrastructure、および MSE の間で自動的に時刻を同期す
る必要があります。
関連項目
•

MSE の表示

•

Prime Infrastructure ネットワーク設計、コントローラ、有線スイッチ、またはイベント グルー
プの同期

•

コントローラと MSE の同期

•

MSE でのサードパーティ要素の管理

•

モビリティ サービス エンジン データベースのスマート同期の設定

•

同期履歴の表示

Prime Infrastructure ネットワーク設計、
コントローラ、
有線スイッチ、
またはイベント グループの同期
Prime Infrastructure ネットワーク設計、コントローラ、有線スイッチ、またはイベント グループを
MSE と同期させるには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [サービスの同期（Synchronize
Services）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーのメニューから、適当なメニュー オプション（[ネットワーク設計（Network
Designs）]、[コントローラ（Controllers）]、[イベント グループ（Event Groups）]、[有線スイッチ
（Wired Switches）]、[サードパーティ要素（Third Party Elements）]、または [サービス アドバタイズ
メント（Service Advertisements）]）を選択します。

ステップ 3

MSE にネットワーク設計を割り当てるには、左側のサイドバー メニューから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択します。
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ステップ 4

MSE と同期させるすべてのマップを選択するために、対応する [名前（Name）] チェックボックス
をオンにします。
6.0 まででは、MSE に割り当てることができる最も詳細なレベルはキャンパス レベルです。
7.0 以降では、このオプションの詳細度がフロア レベルまで拡張されました。たとえば、floor1 を
MSE 1 に、floor2 を MSE 2 に、floor3 を MSE 3 に割り当てるよう選択できます。

ステップ 5

[MSE 割り当ての変更（Change MSE Assignment）] をクリックします。

ステップ 6

マップの同期相手となる MSE を選択します。
ネットワーク設計には、キャンパス内のフロアや、複数ビルディングからなる大規模キャンパス
が含まれることがあります（それぞれ別の MSE によりモニタされます）。このため、複数の MSE
に 1 つのネットワーク設計を割り当てる必要が生じることがあります。

ステップ 7

[MSE の割り当て（MSE Assignment）] ダイアログボックスで次のいずれかをクリックします。
•

[保存（Save）]：MSE 割り当てを保存します。次のメッセージが、[ネットワーク設計（Network
Designs）] ページの [メッセージ（Messages）] 列に黄色の矢印アイコンとともに表示されます。
「割り当て予定 - 同期してください（To be assigned - Please synchronize）」

•

[キャンセル（Cancel）]：MSE 割り当ての変更内容を取り消し、[ネットワーク設計（Network
Designs）] ページに戻ります。

また、[リセット（Reset）] をクリックして MSE 割り当てを元に戻すこともできます。
ネットワーク設計には、キャンパス内のフロアや、複数のビルディングからなる大規模キャンパ
スが含まれることがあります（それぞれ別の MSE によりモニタされます）。このため複数の MSE
に 1 つのネットワーク設計を割り当てる必要が生じることがあります。
また、ネットワーク設計の割り当てにより、対応するコントローラが自動的に同期対象として選
択されます。
ステップ 8

[同期（Synchronize）] をクリックして、MSE データベースを更新します。
項目が同期される際には、緑色の二重矢印アイコンが [同期（Sync）] 列に表示されます。
有線スイッチやイベント グループを MSE に割り当てるときにも、同じ手順を使用できます。

関連項目
•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

同期履歴の表示

•

コントローラと MSE の同期

•

モビリティ サービス エンジン データベースのスマート同期の設定（ 42-17 ページ）

•

Out-of-Sync アラーム

コントローラと MSE の同期
サービス単位（CAS または wIPS）で MSE を任意のワイヤレス コントローラに割り当てることが
できます。
MSE サービスをワイヤレス コントローラに割り当てるには、次の手順に従います。
ステップ 1

同期ページで [コントローラ（Controllers）] を選択します。

ステップ 2

MSE に割り当てるコントローラを選択します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

42-13

第 42 章

Cisco Mobility Services Engine およびサービス

Prime Infrastructure と MSE の同期

ステップ 3

[MSE 割り当ての変更（Change MSE Assignment）] をクリックします。

ステップ 4

コントローラの同期先となる適切な MSE を選択します。

ステップ 5

ダイアログボックスで次のいずれかをクリックします。
•

[保存（Save）]：MSE 割り当てを保存します。[コントローラ（Controllers）] ページの [メッセー
ジ（Messages）] 列に次のメッセージが表示されます。
「割り当て予定 - 同期してください（To be assigned - Please synchronize）」

•

[キャンセル（Cancel）]：MSE 割り当ての変更内容を取り消し、[コントローラ（Controllers）]
ページに戻ります。
また、[リセット（Reset）] をクリックして黄色ボタンの割り当てを元に戻すこともできます。

ステップ 6

[同期（Synchronize）] をクリックすると、同期プロセスが完了します。

ステップ 7

選択されたサービスに関してのみ、MSE が各コントローラと通信していることを確認します。こ
の操作を行うには、ステータス ページの [NMSP ステータス（NMSP status）] リンクをクリックで
きます。
コントローラの同期後、関連するコントローラでタイムゾーンが設定されていることを確認し
ます。MSE と同期するコントローラの名前は一意でなければなりません。同じ名前のコントロー
ラが 2 つある場合は 1 つだけが同期されます。

MSE からネットワーク設計、コントローラ、有線スイッチ、またはイベント グループの割り当て
を解除するには、次の手順に従います。
ステップ 1

該当するタブで 1 つ以上の要素をクリックし、[MSE 割り当ての変更（Change MSE Assignment）]
をクリックします。[MSE の選択（Choose MSE）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2

その MSE に要素を関連付けないようにするには、[モビリティ サービス エンジン（Mobility
Services Engines）] チェックボックスをオフにします。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックし、割り当ての変更内容を保存します。

ステップ 4

[同期（Synchronize）] をクリックします。[同期ステータス（Sync Status）] 列に 2 つの矢印のアイコ
ンが表示されます。

関連項目
•

MSE の表示

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

同期履歴の表示

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

モビリティ サービス エンジン データベースのスマート同期の設定
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MSE でのサードパーティ要素の管理
要素を MSE と同期する場合、MSE にサードパーティ アプリケーションによって作成されたイ
ベント グループがあることがあります。未使用の要素を削除するか、サードパーティ要素として
それらにマークを付けることができます。
要素を削除またはサード パーティ要素としてマークするには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [サービスの同期（Synchronize
Services）] の順に選択します。
[ネットワーク設計（Network Design）] ページが表示されます。
[ネットワーク設計（Network Design）] ページで、左側のサイドバーのメニューから [サードパー
ティ要素（Third Party Elements）] を選択します。
[サードパーティ要素（Third Party Elements）] ページが表示されます。

ステップ 2

1 つ以上の要素を選択します。

ステップ 3

次のいずれかのボタンをクリックします。
•

[イベント グループの削除（Delete Event Groups）]：選択されているイベント グループを削除
します。

•

[サードパーティ イベント グループとしてマーク（Mark as 3rd Party Event Group(s)）]：選択さ
れているイベント グループにサードパーティ イベント グループのマークを付けます。

関連項目
•

MSE の表示

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

同期履歴の表示

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

モビリティ サービス エンジン データベースのスマート同期の設定

•

コントローラと MSE の同期

•

Out-of-Sync アラーム

コントローラのタイムゾーンの設定および確認
リリース 4.2 以上のコントローラでは、MSE（リリース 5.1 以上）がネットワークにインストール
されている場合、2 つのシステム間で同期が適切に実行されるようにするため、コントローラで
タイムゾーンを設定する必要があります。
コントローラのタイムゾーン システム時刻を設定する際の基準として、グリニッジ標準時
（GMT）が使用されます。
コントローラの初期システム セットアップ時にタイムゾーンを自動的に設定することも、すでに
ネットワークに導入されているコントローラで手動でタイムゾーンを設定することもできます。
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ネットワークの既存のコントローラ上で CLI を使用して時刻とタイムゾーンを手動で設定する
には、次の手順に従います。
ステップ 1

コントローラ上で現在の現地時間を GMT で設定するには、次のコマンドを入力します。
(Cisco Controller) >config time manual 09/07/07 16:00:00
(Cisco Controller) >config end

時刻を設定するときは、現在の現地時間を GMT で表す 00:00 ～ 24:00 の範囲の値を入力します。
たとえば、米国の太平洋標準時（PST）で 8 AM の場合、PST タイムゾーンは GMT よりも 8 時間遅
れているため、16:00（4 PM PST）と入力します。
ステップ 2

次のコマンドを入力すると、
GMT で表した現在の現地時刻が設定されていることを確認できます。
(Cisco Controller) >show time
Time.............................................Fri Sep 7 16:00:02 2007
Timezone delta...................................0:0

ステップ 3

次のコマンドを入力することで、システムの現地時間のタイムゾーンを設定できます。
タイムゾーンを設定するときには、GMT を基準とした現地時間の時間帯との時差（+/-）を入力し
ます。たとえば米国（US）の太平洋標準時（PST）は、GMT（UTC）時間よりも 8 時間遅れています。
したがって、-8 と入力します。
(Cisco Controller) >config time timezone -8
(Cisco Controller) >config end

ステップ 4

次のコマンドを入力すると、コントローラで GMT ではなく現地のタイムゾーンに基づいて現在
の現地時刻が表示されることを確認できます。
(Cisco Controller) >show time
Time.............................................Fri Sep 7 8:00:26 2007
Timezone delta...................................-8:0

show time コマンドの time zone delta パラメータは、現地のタイムゾーンと GMT の時差（ここで
は 8 時間）を示します。設定前にはこのパラメータが 0.0 に設定されています。

関連項目
•

MSE の表示

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

同期履歴の表示

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

コントローラと MSE の同期

•

モビリティ サービス エンジン データベースのスマート同期の設定

•

MSE でのサードパーティ要素の管理
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モビリティ サービス エンジン データベースのスマート同期の設定
Prime Infrastructure と MSE データベースの手動同期では、ただちに同期が実行されます。ただ
し、将来のデプロイメントの変更（マップやアクセス ポイントの位置の変更など）が原因で、再同
期を再び実行するまでの間、ロケーションの計算やアセットの追跡が正しく行われないことが
あります。
非同期状態を防ぐには、Prime Infrastructure を使用して同期を実行します。この手法により、
Prime Infrastructure と MSE データベースの間の同期が定期的に実行され、関連アラームがすべ
てクリアされます。
同期対象の 1 つ以上のコンポーネントに対する変更が発生すると、それが MSE に自動的に同期さ
れます。たとえば、アクセス ポイントが設置されているフロアが特定の MSE と同期された後、1 つ
のアクセス ポイントが同じフロアの新しいロケーション、または（その MSE と同期される）別のフ
ロアに移動した場合、アクセス ポイントの変更後のロケーションが自動的に伝達されます。
Prime Infrastructure と MSE の同期状態をより確実に保つために、スマート同期がバックグラウ
ンドで実行されます。
スマート同期を設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [バックグラウンド タスク（Background Tasks）] の順
に選択します。
バックグラウンド タスクの要約ページが表示されます。

ステップ 2

[モビリティ サービス同期（Mobility Service Synchronization）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[モビリティ サービス同期（Mobility Service Synchronization）] ページが表示されます。

ステップ 4

非同期アラートを送信するよう MSE を設定するには、[同期外れアラート（Out of Sync Alerts）]
グループ ボックスの [有効（Enabled）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

スマート同期を有効にするには、[スマート同期（Smart Synchronization）] の [有効（Enabled）]
チェックボックスをオンにします。
スマート同期は、MSE にまだ割り当てられていない要素（ネットワーク設計、コントローラ、また
はイベント グループ）には適用されません。ただし、これらの未割り当て要素に関する非同期ア
ラームは依然として生成されます。スマート同期をこれらの要素に適用するには、これらの要素
を手動で MSE に割り当てる必要があります。
Prime Infrastructure に MSE が追加されると、Prime Infrastructure のデータは常に、MSE との間で
同期されるプライマリ コピーとして扱われます。MSE に含まれているが Prime Infrastructure に
は含まれていない同期対象のネットワーク設計、コントローラ、イベント グループ、および有線
スイッチはすべて、MSE から自動的に削除されます。

ステップ 6

スマート同期の実行間隔を分単位で入力します。
デフォルトでは、スマート同期は無効化されています。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。
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スマート コントローラの割り当てと選択のシナリオ
シナリオ 1
[同期（Synchronization）] ページの [ネットワーク設計（Network Designs）] セクションで、コント
ローラからのアクセス ポイントが 1 つ以上存在するフロアを MSE と同期することを選択した
場合、アクセス ポイントに接続しているコントローラが、CAS サービスの MSE への割り当て対
象として自動的に選択されます。
シナリオ 2
コントローラからの 1 つ以上のアクセス ポイントが、MSE と同期されるフロアに配置されてい
る場合、アクセス ポイントに接続するコントローラは、CAS サービスの同じ MSE に自動的に割
り当てられます。
シナリオ 3
アクセス ポイントがフロアに追加され、MSE に割り当てられます。このアクセス ポイントをコン
トローラ A からコントローラ B に移動すると、コントローラ B が自動的に MSE と同期されます。
シナリオ 4
MSE と同期するフロアに配置されているすべてのアクセス ポイントが削除されると、そのコン
トローラは自動的に MSE 割り当てから削除されるか、または同期されなくなります。
関連項目
•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

同期履歴の表示

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

コントローラと MSE の同期

•

MSE でのサードパーティ要素の管理

•

Out-of-Sync アラーム

MSE 同期ステータスの表示
Prime Infrastructure で Synchronize Servers コマンドを使用して、ネットワーク設計、コントロー
ラ、およびイベント グループと MSE との同期のステータスを表示できます。
同期ステータスを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [サービスの同期（Synchronize
Services）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーのメニューから、[ネットワーク設計（Network Designs）]、[コントローラ
（Controllers）]、[イベント グループ（Event Groups）]、[有線スイッチ サードパーティ要素（Wired
Switches Third Party Elements）]、または [サービス アドバタイズメント（Service Advertisements）]
を選択します。
各要素の [同期ステータス（Sync. Status）] 列に、同期ステータスが表示されます。緑の二重矢印ア
イコンは、対応する要素が、MSE などの指定されたサーバと同期されていることを示します。灰
色の二重矢印と赤い円のアイコンは、対応する項目が指定のサーバと同期されていないことを
示します。
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緑色の二重矢印のアイコンは、コントローラの NMSP 接続状態は示しません。
また、[モニタ（Monitor）] > [マップ（Maps）] > [システム キャンパス（System Campus）] > [ビルディ
ング（Building）] > [フロア（Floor）] の順に選択して、同期ステータスを表示することもできます。
この [ビルディング（Building）] はキャンパス内のビルディング、[フロア（Floor）] はそのキャンパ
ス ビルディング内の特定のフロアです。
左側のサイドバー メニューの [MSE 割り当て（MSE Assignment）] オプションに、フロアが現在割
り当てられている MSE が表示されます。また、このページから MSE 割り当てを変更することも
できます。

関連項目
•

MSE の表示

•

Prime Infrastructure への MSE の追加

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

コントローラと MSE の同期

•

同期履歴の表示

•

Out-of-Sync アラーム

同期履歴の表示
MSE の過去 30 日間の同期履歴を表示できます。自動同期が有効な場合は、アラームが自動的に
クリアされるため、これが特に役立ちます。同期履歴には、クリアされたアラームの要約が表示
されます。
[サービス（Services）] タブの [同期化履歴（Synchronization History）] ページは、リリース 7.3 の
root 仮想ドメインでのみ使用可能です。
同期履歴を表示するには、[サービス（Services）] > [同期化履歴（Synchronization History）] の順に
選択し、列ヘッダーをクリックしてエントリをソートします。
関連項目
•

MSE の表示

•

Prime Infrastructure と MSE の同期

•

コントローラと MSE の同期

•

MSE でのサードパーティ要素の管理

•

コントローラのタイムゾーンの設定および確認

•

モビリティ サービス エンジン データベースのスマート同期の設定

•

Out-of-Sync アラーム

•

MSE 同期ステータスの表示

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

42-19

第 42 章

Cisco Mobility Services Engine およびサービス

MSE 通知統計情報の表示

MSE 通知統計情報の表示
特定の MSE の通知統計情報を表示できます。特定の MSE の通知統計情報を表示するには、次の
手順に従います。
[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] > [MSE-name] > [[コンテキスト認識型サービス（Context Aware
Service）] > [通知統計情報（Notification Statistics）] の順に選択します（[MSE-name] は MSE の名前）
。
表 42-3 は、[通知統計情報（Notification Statistics）] ページのフィールドについて説明しています。
表 42-3

[通知統計情報（Notification Statistics）] のフィールド

フィールド

説明

要約
宛先（Destinations）
合計（Total）

宛先の合計数。

到達不要（Unreachable）

到達不能宛先の数。

通知統計情報の要約
[宛先アドレス（Destination
Address）]

通知が送信される宛先アドレス。

宛先ポート（Destination Port）

通知が送信される宛先ポート。

接続先タイプ（Destination Type）

宛先のタイプ。例：SOAP_XML

宛先ステータス（Destination
Status）

トラック定義のステータス。トラック通知ステータスは [
有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] のいずれかです。

最終送信日時（Last Sent）

最後の通知が宛先デバイスに送信された日時。

最終失敗日時（Last Failed）

通知が失敗した日時。

トラック定義（ステータス）
（Track
Definition (Status)）
総数（Total Count）

宛先に送信された通知の合計数。宛先デバイスの通知統計
情報の詳細を表示するには、カウント リンクをクリックし
ます。

MSE の一般プロパティの編集
Prime Infrastructure を使用して、Prime Infrastructure データベースに登録されている MSE の一般
プロパティを編集できます。一般プロパティには、連絡担当者名、ユーザ名、パスワード、HTTP な
どがあります。
MSE の一般プロパティを編集するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択して、[モビリティ サービス（Mobility Services）] ページ
を表示します。

ステップ 2

編集する MSE の名前をクリックします。[一般プロパティ（General Properties）] ページが表示さ
れます（[一般（General）] タブと [パフォーマンス（Performance）] タブがあります）。
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ステップ 3

[一般プロパティ
（General Properties）
] ページで、
以下のサーバ詳細情報を必要に応じて変更します。
•

[連絡担当者名（Contact Name）]：モビリティ サービスの連絡先の名前を入力します。

•

[ユーザ名（Username）]：モビリティ サービスを管理する Prime Infrastructure サーバのログイ
ン ユーザ名を入力します。

•

[パスワード（Password）]：モビリティ サービスを管理する Prime Infrastructure サーバのログ
イン パスワードを入力します。

•

[HTTP]：HTTP を有効にするには、[HTTP の有効化（HTTP enable）] チェックボックスをオン
にします。デフォルト以外のポートを使用しているか、または HTTPS がオンになっている場
合、コマンドで正しい情報を渡す必要があります。たとえば getserverinfo に -port <<port>>
-protocol <<HTTP/HTTPS>> を含める必要があります。同様にサーバを停止するには、
stoplocserver - port <<port>> -protocol <HTTP/HTTPS>> を使用します。

•

[レガシー ポート（Legacy Port）]：8001

•

[レガシー HTTPS（Legacy HTTPS）]：レガシー HTTPS を有効にするには、このチェックボッ
クスをオンにします。

•

[同期されるサービス割り当てを削除し、同期を有効にする（Delete synchronized service
assignments and enable synchronization）]：MSE からすべてのサービス割り当てを完全に削除
するには、[同期されるサービス割り当てを削除（Delete synchronized service assignments）]
チェックボックスをオンにします。このオプションが表示されるのは、MSE の追加時に [同
期されるサービス割り当てを削除（Delete synchronized service assignments）] チェックボック
スをオフにした場合のみです。
Prime Infrastructure は MSE との通信に常に HTTPS を使用します。
リリース 6.0 の MSE で使用される TCP ポートは、tcp 22（MSE SSH ポート）、tcp 80（MSE
HTTP ポート）、tcp 443（MSE HTTPS ポート）、tcp 1411（AeroScout）、tcp 1999（AeroScout 内部
ポート）、tcp 4096（AeroScout 通知ポート）、tcp 5900X（AeroScout）
（ X は 1 ～ 10）、tcp 8001（レ
ガシー ポート）です。ロケーション API に使用されます。
リリース 6.0 の MSE で使用される UDP ポートは、udp 123（ NTPD ポート、NTP 設定の後に開
きます）、udp 162（AeroScout SNMP）、udp/tcp 4000X（AeroScout プロキシ、X は 1 ～ 5）、udp
12091（AeroScout デバイス）
（TDOA Wi-Fi レシーバ、チョークポイント）、udp 12092
（AeroScout デバイス）
（TDOA Wi-Fi レシーバ、チョークポイント）、udp 32768（ロケーション
内部ポート）、udp 32769（AeroScout 内部ポート）、udp 37008（AeroScout 内部ポート）です。

ステップ 4

[モビリティ サービス（Mobility Services）] ダイアログボックスで [管理ステータス（Admin
Status）] チェックボックスをオンにし、該当するサービス（コンテキスト認識型サービス、WIPS、
モバイル コンシェルジュ サービス、ロケーション分析サービス、ビルボード サービス）を有効に
します。
[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] を選択する場合は、ロケーション計算を
実行するロケーション エンジンを選択する必要があります。
次のいずれかを選択します。
•

Cisco Tag Engine
または

•

Partner Tag Engine

（注）

MSE 6.0 では、複数のサービス（CAS と wIPS）を同時に有効にできます。6.0 よりも前の
バージョンでは、MSE で一度に 1 つのアクティブ サービスだけをサポートできました。
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[モビリティ サービス（Mobility Services）] ダイアログボックスには次の情報が表示されます。
•

サービス名（Service Name）

•

サービス バージョン（Service Version）

•

サービスのステータス（Service Status）

•

ライセンスのタイプ（License Type）

MSE のライセンスの詳細については、[ここをクリックしてください（Click here）] リンクを使用
してください。
ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして Prime Infrastructure およびモビリティ サービス データベースを更
新します。

ステップ 6

[パフォーマンス（Performance）] タブをクリックし、CPU とメモリの使用率グラフを表示します。

MSE の NMSP パラメータの編集
ネットワーク モビリティ サービス プロトコル（NMSP）は、モビリティ サービスとコントローラ
の間の通信を管理します。モバイル サービス/コントローラ間でのテレメトリ、緊急事態、RSSI 値
の転送はこのプロトコルにより管理されます。

（注）

•

リリース 3.0 ～ 7.0.105.0 でインストールされたモビリティ サービスでは、NMSP パラメータ
がサポートされます。7.0.105.0 より後のリリースではサポートされません。

•

NMSP は、リリース 3.0 で導入された LOCP 用語に置き換わるものです。

•

テレメトリおよび緊急事態情報は、リリース 4.1 以上のソフトウェアでインストールされた
Prime Infrastructure およびコントローラと、リリース 3.0 以降のソフトウェアを実行するモ
ビリティ サービス エンジンでのみ表示されます。

•

コントローラとモビリティ サービスとの通信には、TCP ポート 16113 が使用されます。コン
トローラとモビリティ サービスの間にファイアウォールがある場合、NMSP を機能させる
にはこのポートが開いている（ブロックされていない）必要があります。

Prime Infrastructure の [NMSP パラメータ（NMSP Parameters）] ダイアログボックスでは、エコー
間隔、ネイバー デッド間隔、応答期間、再送信期間などの NMSP パラメータを変更できます。
NMSP パラメータを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

プロパティを編集する MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから [ステータス（Status）] > [NMSP パフォーマンス（NMSP
Parameters）] の順に選択します。

ステップ 4

必要に応じて、NMSP パラメータを変更します。
（注）

ネットワークの応答が遅くなっている場合や大幅な遅延が発生している場合を除き、デ
フォルトのパラメータ値を変更しないことを推奨します。
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NMSP パラメータには、次のものがあります。
•

[エコー間隔（Echo Interval）]：モビリティ サービスからコントローラにエコー要求を送信す
る頻度を定義します。デフォルト値は 15 秒です。有効値の範囲は 1 ～ 120 秒です。
ネットワークの応答が遅くなっている場合は、[エコー間隔（Echo Interval）]、[ネイバー デッ
ド間隔（Neighbor Dead Interval）]、[応答タイムアウト（Response Timeout）] の値を大きくして、
エコー確認の失敗回数を制限できます。

•

[ネイバー デッド間隔（Neighbor Dead Interval）]：モビリティ サービス エンジンがネイバー
デッドを宣言するまでに、コントローラから正常なエコー応答の受信を待機する時間（秒数）
です。この時間は、エコー要求が送信された時点から始まります。
デフォルト値は 30 秒です。有効値の範囲は 1 ～ 240 秒です。この値はエコー間隔値の 2 倍以
上でなければなりません。

ステップ 5

•

[応答タイムアウト（Response Timeout）]：モビリティ サービスが、保留要求をタイムアウトと
見なすまでに待機する時間を示します。デフォルト値は 1 秒です。最小値は 1 です。最大値は
ありません。

•

[再転送間隔（Retransmit Interval）]：モビリティ サービスが、応答タイムアウトの通知を受け
取ってから要求再送信を開始するまでに待機する時間です。デフォルト設定は 3 秒です。有
効値の範囲は 1 ～ 120 秒です。

•

[再送信の最大回数（Maximum Retransmits）]：要求に対する応答がない場合に実行される再送
信の最大回数を定義します。デフォルト設定は 5 です。有効な最小値は 0 です。最大値はあり
ません。

[保存（Save）] をクリックして Prime Infrastructure およびモビリティ サービス データベースを更
新します。

MSE のアクティブ セッション詳細の表示
Prime Infrastructure の [アクティブ セッション（Active Sessions）] ダイアログボックスでは、MSE
でのアクティブなユーザ セッションを表示できます。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [アクティブ セッション（Active
Sessions）] の順に選択します。
Prime Infrastructure により、アクティブなモビリティ サービス セッションのリストが表示されま
す。Prime Infrastructure は各セッションに関する次の情報を表示します。
•

セッション ID

•

モビリティ サービス アクセス元の IP アドレス

•

接続されているユーザのユーザ名

•

セッションが開始された日時

•

モビリティ サービスが最後にアクセスされた日時

•

最終アクセス以降セッションがアイドルになっていた期間
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MSE のトラップ宛先の表示
Prime Infrastructure の [トラップ宛先（Trap Destinations）] ダイアログボックスでは、MSE により生
成される SNMP トラップを、どの Prime Infrastructure または Cisco Security Monitoring Analysis and
Response System（CS-MARS）ネットワーク管理プラットフォームが受信するかを指定できます。
MSE のトラップ宛先を表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [トラップ宛先（Trap Destinations）] の順
に選択します。
Prime Infrastructure は現在のトラップ宛先のリストを表示します。これには、次の情報が含まれ
ます。
•

IP アドレス（IP address）

•

ポート番号（Port No.）

•

コミュニティ（Community）

•

宛先タイプ（Destination type）

•

SNMP バージョン（SNMP Version）

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストを使用してトラップ宛先を追加ま
たは削除します。

MSE のトラップ宛先の追加
トラップ宛先を追加するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

モビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [トラップ宛先（Trap Destinations）] の順
に選択します。

ステップ 4

コマンド ドロップダウン リストから [トラップ宛先の追加（Add Trap Destination）] を選択し、[実
行（Go）] をクリックします。
[新しいトラップ宛先（New Trap Destination）] ページが表示されます。

ステップ 5

表 42-4

次の詳細情報を入力します（表 42-4 を参照）。

[トラップ宛先の追加（Add Trap Destination）] ページ

フィールド

説明

IPアドレス（IP Address） トラップ宛先の IP アドレス
ポート番号（Port No.）

トラップ宛先のポート番号。デフォルトのポート番号は 162 です。
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表 42-4

[トラップ宛先の追加（Add Trap Destination）] ページ（続き）

フィールド

説明

接続先タイプ
（Destination Type）

このフィールドは編集できず、値 [その他（Other）] が表示されます。

Snmp バージョン（Snmp
Version）

[v2c] または [v3] を選択します。

以下のフィールドは、SNMP バージョンとして v3 を選択した場合にのみ表示されます。
ユーザ名（User Name）

SNMP バージョン 3 のユーザ名。

セキュリティ名（Security SNMP バージョン 3 のセキュリティ名。
Name）
認証タイプ
（Authentication Type）

次のいずれかを選択します。
HMAC-MD5
HMAC-SHA

認証パスワード
（Authentication
Password）

SNMP バージョン 3 の認証パスワード。

プライバシー タイプ
（Privacy Type）

次のいずれかを選択します。
CBC-DES
CFB-AES-128
CFB-AES-192
CFB-AES-256

プライバシー パスワー
ド（Privacy Password）
ステップ 6

SNMP バージョン 3 のプライバシー パスワード。

[保存（Save）] をクリックして変更内容を保存するか、[キャンセル（Cancel）] をクリックして変更
内容を取り消します。

MSE の詳細パラメータの編集
Prime Infrastructure の [詳細パラメータ（Advanced Parameters）] ダイアログボックスでは、イベン
トを保持する日数、セッション タイムアウト値、および不明データのクリーンアップ間隔を設定
したり、詳細デバッグを有効または無効にすることができます。Prime Infrastructure を使用して
MSE のトラブルシューティング パラメータを変更できます。
MSE の詳細パラメータを編集するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

プロパティを編集するモビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [詳細パラメータ（Advanced Parameters）]
の順に選択します。

ステップ 4

必要に応じて詳細パラメータを確認または変更します。
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•

全般情報（General Information）

•

詳細パラメータ（Advanced Parameters）

注意

詳細デバッグを実行するとモビリティ サービスの処理速度が低下するため、詳細デバッ
グは Cisco TAC 担当者の指示がある場合に限り有効にしてください。
– [イベントを保持する日数
（Number of Days to keep Events）]：ログを維持する日数を入力し

ます。モニタリングとトラブルシューティングでの必要に応じて、この値を変更します。
– [セッション タイムアウト
（Session Timeout）]：セッションがタイムアウトになるまでの

分数を入力します。モニタリングとトラブルシューティングでの必要に応じて、この値
を変更します。現時点では、このオプションは淡色表示されます。
•

Cisco UDI
– [製品 ID
（Product Identifier）(PID)]：MSE の製品 ID。
– [バージョン ID
（Version Identifier）(VID)]：MSE のバージョン番号。
– [シリアル番号
（Serial Number）(SN)]：MSE のシリアル番号。

•

高度なコマンド
– [ハードウェアのリブート
（Reboot Hardware）]：モビリティ サービス ハードウェアをリ

ブートする場合にクリックします。詳細については、
「MSE ハードウェアの再起動」セク
ション（42-26 ページ）を参照してください。
– [ハードウェアのシャットダウン
（Shutdown Hardware）]：モビリティ サービス ハード

ウェアをオフにする場合にクリックします。詳細については、
「MSE ハードウェアの
シャット ダウン」セクション（42-27 ページ）を参照してください。
– [データベースのクリア
（Clear Database）]：モビリティ サービス データベースをクリアす

る場合にクリックします。Prime Infrastructure と MSE から既存のサービス割り当てをす
べて削除するには、[Prime Infrastructure での現在のサービス割り当てを保持（Retain
current service assignments in the Prime Infrastructure）] チェックボックスをオフにします。
[サービス（Services）] > [サービスの同期（Synchronize Services）] ページからリソースの再
割り当てを行う必要があります。このオプションは、デフォルトで選択されます。
ステップ 5

[保存（Save）] をクリックして Prime Infrastructure とモビリティ サービス データベースを更新し
ます。

MSE ハードウェアの再起動
MSE を再起動する必要がある場合は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

リブートする MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

[システム（System）] をクリックします。

ステップ 4

[詳細パラメータ（Advanced Parameters）] をクリックします。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

42-26

OL-32122-01-J

第 42 章

Cisco Mobility Services Engine およびサービス
MSE の一般プロパティの編集

ステップ 5
ステップ 6

[高度なコマンド（Advanced Commands）] ダイアログボックスで [ハードウェアのリブート
（Reboot Hardware）] をクリックします。
[OK] をクリックして、MSE ハードウェアをリブートすることを確認します。
リブート プロセスが完了するには数分間かかります。

MSE ハードウェアのシャット ダウン
MSE をシャット ダウンする必要がある場合には、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

シャット ダウンする MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

[システム（System）] をクリックします。

ステップ 4

[詳細パラメータ（Advanced Parameters）] をクリックします。

ステップ 5

[高度なコマンド（Advanced Commands）] ダイアログボックスで [ハードウェアのシャットダウ
ン（Shutdown Hardware）] をクリックします。

ステップ 6

[OK] をクリックして、MSE をシャット ダウンすることを確認します。

MSE データベースの消去
MSE 設定をクリアし、出荷時の初期状態に戻すには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

設定する MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

[システム（System）] をクリックします。

ステップ 4

[詳細パラメータ（Advanced Parameters）] をクリックします。

ステップ 5

Prime Infrastructure と MSE から既存のサービス割り当てをすべて削除するには、[高度なコマン
ド（Advanced Commands）] ダイアログボックスの [Prime Infrastructure での現在のサービス割り
当てを保持（Retain current service assignments in the Prime Infrastructure）] チェックボックスをオ
フにします。
[サービス（Services）] > [サービスの同期（Synchronize Services）] ページでリソースの再割り当て
を行う必要があります。デフォルトでは、このオプションが選択されています。

ステップ 6

[詳細コマンド（Advanced Commands）] ダイアログボックスで [データベースのクリア（Clear
Database）] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックすると、MSE データベースが消去されます。
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MSE ロギング オプションの設定
Prime Infrastructure を使用して、
ログに記録するメッセージのタイプとログ レベルを指定できます。
ロギング オプションを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

設定の対象となる MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

[システム
（System）] > [ログ
（Logs）] を選択します。
選択した MSE の詳細パラメータが表示されます。

ステップ 4

[ログ レベル（Logging Level）] ドロップダウン リストから適切なオプションを選択します。
ロギング オプションは、[オフ（Off）]、[エラー（Error）]、[情報（Information）]、および [トレース
（Trace）] の 4 つです。
ログ レベルを [エラー（Error）] またはこれよりも前のレベルに設定した場合、ログ レコードはす
べて、新しいエラー ログ ファイル locserver-error-%u-%g.log に記録されます。これは、ロケーショ
ン サーバの locserver-%u-%g.log ログ ファイルとともに維持される追加のログ ファイルです。こ
のエラー ログ ファイルには、[エラー（Error）] レベルのログとそのコンテキスト情報が記録され
ます。コンテキスト情報には、そのエラーよりも前の 25 ログ レコードが含まれます。最大 10 個
のエラー ログ ファイルを維持できます。各ログ ファイルの最大許容サイズは 10 MB です。

注意

[エラー（Error）] と [トレース（Trace）] は、Cisco TAC 担当者の指示があった場合にのみ使用して
ください。

ステップ 5

イベントのロギングを開始する各要素の横の [有効
（Enabled）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

詳細デバッグを有効にするには、[詳細パラメータ（Advanced Parameters）] ダイアログボックスの
[有効（Enabled）] チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このオプションは無効に
なっています。

ステップ 7

サーバからログ ファイルをダウンロードするには、[ログのダウンロード（Download Logs）] をク
リックします。詳細については、MSE ログ ファイルのダウンロードを参照してください。

ステップ 8

[ログ ファイル（Log File）] グループ ボックスに、以下の情報を入力します。

ステップ 9

•

MSE で維持するログ ファイルの数。MSE で維持できるログ ファイルの数は最低 5 個、最大
20 個です。

•

最大ログ ファイル サイズ（MB 単位）。ログ ファイルのサイズは最小 10 MB、最大 50 MB です。

[MAC アドレスに基づくロギング（MAC Address Based Logging）] グループ ボックスで、次の手順
を実行します。
•
•

MAC アドレス ロギングを有効するには [有効（Enable）] チェックボックスをオンにします。
デフォルトでは、このオプションは無効になっています。
ロギングを有効にする対象の 1 つ以上の MAC アドレスを追加します。また、以前に追加した
MAC アドレスを削除できます。削除するには、リストから MAC アドレスを選択して [削除
（Remove）] をクリックします。

MAC アドレスに基づくロギングの詳細については、MAC アドレスに基づくロギングを参照し
てください。
ステップ 10

[保存（Save）] をクリックし、変更内容を適用します。
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MAC アドレスに基づくロギング
この機能を使用すると、MAC アドレスが指定されているエンティティ固有のログ ファイルを作
成できます。ログ ファイルは次に示すパスの locserver ディレクトリに作成されます。
/opt/mse/logs/locserver
一度に最大で 5 つの MAC アドレスをログに記録できます。MAC アドレス aa:bb:cc:dd:ee:ff のロ
グ ファイルの形式は macaddress-debug-aa-bb-cc-dd-ee-ff.log です。
1 つの MAC アドレスに対して最大で 2 つのログ ファイルを作成できます。2 つのログ ファイル
のうち、1 つをメインのログファイル、もう 1 つをバックアップまたはロールオーバー ログ ファ
イルにすることができます。
MAC ログ ファイルの最小サイズは 10 MB です。可能な最大サイズは、MAC アドレスあたり
20 MB です。24 時間を超えて更新されない MAC ログ ファイルは、プルーニングされます。

MSE ログ ファイルのダウンロード
MSE ログ ファイルを解析する必要がある場合は、Prime Infrastructure を使用してログ ファイル
をシステムにダウンロードできます。Prime Infrastructure は、ログ ファイルを含む .zip ファイル
をダウンロードします。
ログ ファイルを含む .zip ファイルをダウンロードするには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

ステータスを表示する MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[ログ（Logs）] を選択します。

ステップ 4

[ログのダウンロード（Download Logs）] をクリックします。

ステップ 5

[ファイルのダウンロード（File Download）] ダイアログボックスの指示に従い、ファイルを開く
か、zip ファイルをシステムに保存します。

MSE ユーザの追加
ユーザを MSE に追加するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

編集する MSE のデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [システム（System）] > [アカウント（Accounts）] > [ユーザ（Users）]
の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[ユーザの追加（Add User）] を
選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 6

[ユーザ名（Username）] テキストボックスにユーザ名を入力します。

ステップ 7

[パスワード（Password）] テキストボックスにパスワードを入力します。

ステップ 8

[グループ名（Group Name）] テキストボックスに、ユーザが属するグループの名前を入力します。
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ステップ 9

[権限（Permission）] ドロップダウン リストから権限レベルを選択します。
選択できる権限レベルには、[読み取りアクセス（Read Access）]、[書き込みアクセス（Write
Access）]、および [フル アクセス（Full Access）
（Prime
]
Infrastructure が MSE にアクセスするため
に必要な権限）の 3 つがあります。

注意

ステップ 10

グループ権限は個々のユーザの権限をオーバーライドします。たとえば、ユーザにフル アクセス
権限を付与した場合、読み取りアクセス権限を持つグループにそのユーザを追加すると、その
ユーザは MSE を設定できなくなります。
[保存（Save）] をクリックして新しいユーザを MSE に追加します。

MSE ユーザの削除
ユーザを MSE から削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

編集する MSE のデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [システム（System）] > [アカウント（Accounts）] > [ユーザ（Users）]
の順に選択します。

ステップ 4

削除するユーザのチェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [ユーザの削除（Delete User）] を
選択します。

ステップ 6

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックして、選択したユーザを削除することを確定します。

ユーザ プロパティの編集
ユーザ プロパティを変更するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

編集する MSE のデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [システム（System）] > [アカウント（Accounts）] > [ユーザ（Users）]
の順に選択します。

ステップ 4

編集するユーザのユーザ名をクリックします。

ステップ 5

[パスワード（Password）]、[グループ名（Group Name）]、および [権限（Permission）] テキストボック
スで必要な変更を行います。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックして変更を適用します。
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ユーザ グループの追加
ユーザ グループを MSE に追加するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

編集する MSE のデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [システム（System）] > [アカウント（Accounts）] > [グループ
（Groups）] の順に選択します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [グループの追加（Add Group）]
を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 6

[グループ名（Group Name）] テキストボックスにグループの名前を入力します。

ステップ 7

[権限（Permission）] ドロップダウン リストから権限レベルを選択します。
次の 3 つの権限レベルから選択できます。

ステップ 8

注意

•

読み取りアクセス（Read Access）

•

書き込みアクセス（Write Access）

•

フル アクセス（Full Access）
：Prime Infrastructure がモビリティ サービス エンジンにアクセス
するために必要な権限

[保存（Save）] をクリックして新しいグループを MSE に追加します。
グループ権限は個々のユーザの権限をオーバーライドします。たとえば、ユーザにフル アクセス
権限を付与した場合、読み取りアクセスを持つグループにそのユーザを追加すると、そのユーザ
は MSE を設定できなくなります。

ユーザ グループの削除
ユーザ グループを MSE から削除するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

編集する MSE のデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [システム（System）] > [アカウント（Accounts）] > [グループ
（Groups）] の順に選択します。

ステップ 4

削除するグループのチェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [グループの削除（Delete
Group）] を選択します。

ステップ 6

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックして、選択したユーザを削除することを確定します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

42-31

第 42 章

Cisco Mobility Services Engine およびサービス

MSE のステータス情報のモニタリング

グループ ユーザ権限の編集
ユーザ グループ権限を変更するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

編集する MSE のデバイス名をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [システム（System）] > [アカウント（Accounts）] > [グループ
（Groups）] の順に選択します。

ステップ 4

編集するグループのグループ名をクリックします。

ステップ 5

[権限（Permission）] ドロップダウン リストから権限レベルを選択します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックして変更を適用します。

注意

グループ権限は個々のユーザの権限をオーバーライドします。たとえば、あるユーザにフル アク
セス権限を付与した場合、読み取りアクセス権限を持つグループにそのユーザを追加すると、そ
のユーザは MSE を設定できなくなります。

MSE のステータス情報のモニタリング
[システム（System）] > [ステータス（Status）] ページでは、サーバ イベント、Prime Infrastructure ア
ラームとイベント、および MSE の NMSP 接続ステータスをモニタできます。

MSE サーバ イベントの表示
サーバ イベントのリストを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

該当する MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[システム（System）] > [ステータス（Status）] > [サーバ イベント
（Server Events）] の順に選択します。
[ステータス（Status）] > [サーバ イベント（Server Events）] ページに、次の情報が表示されます。
•

[タイムスタンプ（Timestamp）]：サーバ イベントの時刻。

•

[重大度（Severity）]：サーバ イベントの重大度。

•

[イベント（Event）]：イベントの詳細な説明。

•

[機能（Facility）]：イベントが発生した機能。
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MSE 監査ログの表示
MSE で使用可能な監査ログ オプションを使用すると、ユーザが起動した操作の監査ログを表示
できます。監査ログを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

該当する MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[システム（System）] > [ステータス（Status）] > [監査ログ（Audit
Logs）] の順に選択します。
[ステータス（Status）] > [監査ログ（Audit Logs）] ページに、次の情報が表示されます。
•

[ユーザ名（Username）]：監査ログを起動させたユーザのユーザ名。

•

[操作（Operation）]：ユーザが実行した操作。

•

[操作ステータス（Operation Status）]：操作のステータス。これは [成功（SUCCESSFUL）] また
は [失敗（FAILED）] です。

•

[呼び出し時間（Invocation Time）]：示されている操作について監査ログが記録された日時。

MSE アラームの表示
Prime Infrastructure アラームのリストを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するモビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[システム（System）] > [ステータス（Status）] > [Prime
Infrastructure アラーム（Prime Infrastructure Alarms）] の順に選択します。

Out-of-Sync アラーム
Out-of-Sync アラームは、重大度が Minor（黄色）のアラームであり、次の条件に対して出されます。
•

Prime Infrastructure で要素が変更された
（自動同期ポリシーがこれらの要素をプッシュします）
。

•

MSE で要素が変更された。

•

コントローラ以外の要素が MSE データベースに存在するが、Prime Infrastructure に存在し
ない。

•

要素が MSE に割り当てられていない（自動同期ポリシーが適用されません）。
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Out-of-Sync アラームは、次の条件が発生するとクリアされます。
•

MSE が削除された。
MSE を削除すると、そのシステムの Out-of-Sync アラームも削除されます。また、使用可能な
最後の MSE を削除すると、
「どのサーバにも割り当てられていない要素」のアラームも削除
されます。

•

要素が手動または自動で同期された。

•

ユーザがアラームを手動でクリアした（ただしスケジュールされているタスクが次回実行さ
れるときに、アラームが再び表示される可能性があります）。

デフォルトでは、Out-of-Sync アラームは有効に設定されています。Prime Infrastructure でアラーム
を無効にするには、[管理（Administration）] > [システム設定（System Settings）] > [アラームおよびイ
ベント（Alarms and Events）] > [スケジュール済みタスク（Scheduled Tasks）] の順に選択し、[モビリ
ティ サービス同期（Mobility Service Synchronization）] をクリックします。さらに [自動同期（Auto
Synchronization）] チェックボックスをオフにし、[送信（Submit）] をクリックします。

MSE イベントの表示
Prime Infrastructure イベントのリストを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するモビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[システム（System）] > [ステータス（Status）] > [Prime
Infrastructure イベント（Prime Infrastructure Events）] の順に選択します。

MSE NMSP 接続ステータスの表示
[NMSP 接続ステータス（NMSP Connection Status）] ページでは、MSE と、その MSE が割り当てら
れているシスコ コントローラの間の NMSP 接続を確認できます。
ネットワーク モビリティ サービス プロトコル（NMSP）は、モビリティ サービスとコントローラ
の間の通信を管理するプロトコルです。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するモビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[システム（System）] > [ステータス（Status）] > [NMSP 接続ス
テータス（NMSP Connection Status）] の順に選択します。
[NMSP 接続ステータス（NMSP Connection Status）] ページに、次の情報が表示されます。
•

[要約（Summary）]：要約セクションには、各デバイス タイプ、接続の合計数、非アクティブな
接続の数が表示されます。

•

[NMSP 接続ステータス（NMSP Connection Status）]：このグループ ボックスには以下の項目
が表示されます。
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– [IP アドレス
（IP address）]：デバイスの IP アドレスをクリックすると、そのデバイスの

NMSP 接続ステータスの詳細が表示されます。詳細については、NMSP 接続ステータス
の詳細の表示を参照してください。
– [接続先タイプ
（Target Type）]：NMSP 接続先となるデバイスを示します。
– [バージョン
（Version）]：デバイスの現在のソフトウェア バージョンを示します。
– [NMSP ステータス
（NMSP Status）]：接続がアクティブまたは非アクティブのいずれであ

るかを示します。
– [エコー要求数
（Echo Request Count）]：送信されたエコー要求の数を示します。
– [エコー応答数
（Echo Response Count）]：受信したエコー応答の数を示します。
– [最後に受信されたメッセージ
（Last Message Received）]：最新メッセージの受信日時を示

します。
ステップ 4

[NMSP ステータス（NMSP Status）] が [アクティブ（ACTIVE）] であることを確認します。
•

アクティブである場合は、有線スイッチ、コントローラ、および有線クライアントの詳細情報
を表示できます。

•

アクティブではない場合、Prime Infrastructure デバイスと MSE を再同期してください。

非アクティブな接続に対して NMSP トラブルシューティング ツールを起動できます。

NMSP 接続ステータスの詳細の表示
NMSP の接続ステータスの詳細を表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するモビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[システム（System）] > [ステータス（Status）] > [NMSP 接続ス
テータス（NMSP Connection Status）] の順に選択します。

ステップ 4

デバイスの IP アドレスをクリックすると、[NMSP 接続ステータスの詳細（NMSP Connection
Status Details）] ページが開きます。[詳細（Details）] ページには次の情報が表示されます。
•

要約
– [IPアドレス
（IP Address）]
– [バージョン
（Version）]：デバイスの現在のソフトウェア バージョン。
– [接続先タイプ
（Target Type）]：NMSP 接続先となるデバイス。
– [NMSP ステータス
（NMSP Status）]：接続がアクティブまたは非アクティブのいずれであ

るかを示します。
– [エコー要求数
（Echo Request Count）]：送信されたエコー要求の数。
– [エコー応答数
（Echo Response Count）]：受信したエコー応答の数。
– [最後のアクティビティ時間
（Last Activity Time）]：デバイスと MSE 間での最終メッセー

ジ アクティビティの日時。
– [最後のエコー要求メッセージの受信時間
（Last Echo Request Message Received At）]：最新

のエコー要求を受信した日時。
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– [最後のエコー応答メッセージの受信時間
（Last Echo Response Message Received At）]：最

新のエコー応答を受信した日時。
– [モデル
（Model）]：デバイスのモデル。
– [MAC アドレス
（MAC Address）]：デバイスの MAC アドレス（該当する場合）。
– [可能な NMSP サービス
（Capable NMSP Services）]：このデバイスでの NMSP 対応サービ

ス（ATTACHMENT、LOCATION など）。
•

[サブスクライブ済みサービス（Subscribed Services）]：サブスクライブしている各 NMSP サー
ビスのサブサービスを示します。たとえば、MOBILE_STATION_ATTACHMENT は
ATTACHMENT のサブサービスです。

•

メッセージ
– [メッセージ タイプ
（Message Type）]：メッセージ タイプには、

ATTACHMENT_NOTIFICATION、ATTACHMENT_REQUEST、
ATTACHMENT_RESPONSE、CAPABILITY_NOTIFICATION、ECHO_REQUEST、
ECHO_RESPONSE、LOCATION_NOTIFICATION、LOCATION_REQUEST、
SERVICE_SUBSCRIBE_REQUEST、SERVICE_SUBSCRIBE_RESPONSE などがあります。
– [着信/発信
（In/Out）]：メッセージが着信メッセージと発信メッセージのいずれであるか

を示します。
– [カウント
（Count）]：着信メッセージまたは発信メッセージの数を示します。
– [最後のアクティビティ時間
（Last Activity Time）]：最新のアクティビティまたはメッセー

ジの日時。
– [バイト
（Bytes）]：メッセージのサイズ（バイト単位）。

MSE バックアップ パラメータの編集
モビリティ サービス バックアップ パラメータを表示または編集するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

プロパティを編集するモビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[メンテナンス（Maintenance）] > [バックアップ（Backup）] の
順に選択します。
•

[バックアップの場所（Backups located at）]：バックアップ ファイルの場所を示します。

•

[バックアップの名前を入力してください（Enter a name for the Backup）]：バックアップ ファ
イル名を入力または編集します。

•

[タイムアウト（秒）
（Timeout (in secs)）]：ファイル バックアップ試行がタイムアウトになるま
での時間（秒単位）を示します。
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MSE 履歴データのバックアップ
Prime Infrastructure には、MSE のデータをバックアップするための機能があります。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

バックアップする MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[メンテナンス（Maintenance）] > [バックアップ（Backup）] の
順に選択します。

ステップ 4

バックアップの名前を入力します。

ステップ 5

バックアップがタイムアウトになるまでの時間（秒単位）を入力します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックすると、Prime Infrastructure が実行されているサーバのハード ドライ
ブに履歴データがバックアップされます。
バックアップ処理中に、このページでバックアップの状況を確認できます。バックアップ処理中
に、このページには 3 つの項目が表示されます。
（1）[最後のステータス（Last Status）] フィールド
には、バックアップの状況を示すメッセージが表示され、
（2）[進行状況（Progress）] フィールドに
は、バックアップの完了率が表示され、
（3）[開始時間（Started at）] フィールドには、バックアップ
の開始日時が示されます。
別の Prime Infrastructure ページで他の MSE 操作を実行しながら、バックアップ プロセスをバッ
クグラウンドで実行できます。
バックアップは、Prime Infrastructure インストール時に指定した FTP ディレクトリに保管されま
す。ただし、Prime Infrastructure のインストールでは、FTP ディレクトリが指定されません。場合
によっては、FTP ルートのフル パスを指定する必要があります。

MSE 履歴データの復元
ファイルをモビリティ サービス エンジンに復元するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

プロパティを編集するモビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[メンテナンス（Maintenance）] > [復元（Restore）] の順に選択
します。

ステップ 4

ドロップダウン リストから、復元するファイルを選択します。

ステップ 5

MSE からすべてのサービス割り当てを完全に削除するには、[同期されたサービス割り当てを削
除（Delete synchronized service assignments）] チェックボックスをオンにします。
このオプションは、ネットワーク設計、有線スイッチ、コントローラ、イベント定義に適用されま
す。既存のロケーション履歴データは維持されますが、ロケーション計算を今後実行するときに
は手動サービス割り当てを使用する必要があります。
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ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックして復元プロセスを開始します。

ステップ 7

[OK] をクリックし、Prime Infrastructure サーバのハード ドライブからデータを復元することを
確定します。
復元が完了すると、Prime Infrastructure にそのことを示すメッセージが表示されます。
別の Prime Infrastructure ページで他の MSE 操作を実行しながら、復元プロセスをバックグラウ
ンドで実行できます。

MSE へのソフトウェアのダウンロード
Prime Infrastructure を使用して、MSE にソフトウェアをダウンロードするには、次の手順に従い
ます。
ステップ 1

アプリケーション コードのダウンロードに使用する Prime Infrastructure または外部 FTP サーバ
から、ロケーション アプライアンスに対して ping を実行できることを確認します。

ステップ 2

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 3

ソフトウェアのダウンロード先となる MSE の名前をクリックします。

ステップ 4

左側のサイドバーのメニューから、[メンテナンス（Maintenance）] を選択します。

ステップ 5

[ソフトウェアのダウンロード（Download Software）] をクリックして、次のいずれかを実行します。
•

Prime Infrastructure ディレクトリにリストされているソフトウェアをダウンロードするに
は、[サーバに転送するアップロード済みイメージを選択（Select from uploaded images to
transfer into the Server）] チェックボックスを選択します。次に、ドロップダウン リストからバ
イナリ イメージを選択します。
Prime Infrastructure は、ドロップダウン リストにリストされているバイナリ イメージを、
Prime Infrastructure のインストール時に指定した FTP サーバ ディレクトリにダウンロード
します。
Prime Infrastructure のインストールでは、FTP ディレクトリが指定されません。FTP ルートの
フル パスを指定する必要が生じることがあります。

•

ローカルまたはネットワーク経由で入手可能なダウンロード済みソフトウェアを使用する
には、[サーバに転送する新しいソフトウェア イメージを参照（Browse a new software image to
transfer into the Server）] チェックボックスをオンにし、[参照（Browse）] をクリックします。
ファイルを見つけて、[開く（Open）] をクリックします。

ステップ 6

ソフトウェア ダウンロードがタイムアウトになるまでの時間（秒単位、1 ～ 1800）を入力します。

ステップ 7

[ダウンロード（Download）] をクリックすると、MSE の /opt/installers ディレクトリにソフトウェ
アが送信されます。
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MSE のパートナー システムの設定
[システム（System）] > [パートナー システム（Partner Systems）] ページで、MSE-Qualcomm PDS の
設定を実行できます。この設定の目的は、モバイル デバイスのナビゲーション機能を向上させる
ことです。パートナー検出サーバ（PDS）は、MSE によって提供される AP データとフロア プラン
を使用して、暗号化されたサポート データを生成します。PDS は Qualcomm スマート フォンで
使用される最適化された形式にこの情報を変換します。

MSE の Qualcomm PDS の設定
MSE の Qualcomm PDS を設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

モビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[システム（System）] > [パートナー システム（Partner Systems）]
の順に選択します。
[MSE 用の Qualcomm PDS 設定（Qualcomm PDS Configuration for MSE）] ページが表示されます。

ステップ 4

MSE-Qualcomm コミュニケーションを有効にするには、[Qualcomm の有効化（Enable Qualcomm）]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 5

[Qualcomm PDS エンドポイント（Qualcomm PDS Endpoint）] テキスト ボックスに、Qualcomm
PDS サーバの URL を入力します。これは、データ サポートのフェッチ元となる PDS の URL で
す。デフォルトの URL は
http://207.114.133.174:8000/AssistanceDataMgr/AssistanceDataMgrSOAP?wsdl です。

ステップ 6

[サポート データを要求する MSE URL（MSE URL to request assistance data）] テキスト ボックスに
MSE URL を入力します。これは、その場所にあるデバイスがアクセスできる MSE の URL です。

ステップ 7

[Cisco モバイル コンシェルジュ SSID（Cisco Mobile Concierge SSID）] テキスト ボックスに、その
場所でモバイル クライアントの接続先となるモバイル コンシェルジュ SSID 情報を入力しま
す。Qualcomm スマート フォンはこの SSID を関連付けて、MSE と通信します。

ステップ 8

[場所の説明（Venue Description）] テキスト ボックスに場所の説明を入力します。

ステップ 9

[MSE でのサポート データの更新間隔（Refresh time period for assistance data on MSE）] テキスト
ボックスに、MSE のサポート データの更新間隔を入力します。

ステップ 10

[モバイル クライアントでのサポート データの更新間隔（Refresh time period for assistance data on
mobile clients）] テキスト ボックスに、モバイル クライアントのサポート データの更新間隔を入
力します。

ステップ 11

Qualcomm PDS サーバとモバイル クライアントに送られるメッセージ/サポート データを著作
権で保護する必要がある場合は、[著作権情報を含める（Include Copyright Information）] チェック
ボックスを選択します。

ステップ 12

[著作権所有者（Copyright Owner）] テキスト ボックスに、含める必要のある著作権所有者の情報
を入力します。

ステップ 13

[著作権年（Copyright Year）] テキスト ボックスに、含める必要のある著作権年を入力します。

ステップ 14

設定を保存する場合は [保存（Save）] を、元に戻る場合は [キャンセル（Cancel）] をクリックします。
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MSE-Qualcomm 設定
MSE-Qualcomm の設定には、次の手順が含まれます。
•

CAD ファイルから Map Extraction Tool（MET）の出力を生成する

•

MET 出力を Prime Infrastructure に入力する

•

GPS マーカーを追加する

•

フロアを MSE に同期する

•

Qualcomm QUIPS/PDS および著作権情報を提供する

•

MSE で Qualcomm PDS サーバに対する F2 インターフェイス要求を実行する

Qualcomm の MET アプリケーションを使用すると、マップ ファイル（DXF ファイル）からさまざ
まなレイヤをカスタマイズおよび選択し、以下の項目を含む zip ファイルを生成することができ
ます。

（注）

•

Prime Infrastructure でフロア マップとして使用されるイメージ ファイル（.PNG 形式）。

•

メートル単位でのフロア ディメンション（水平および垂直）を含む Span.xml ファイル。

•

壁、扉、関心のあるポイントなどに関連する幾何機能情報を含む Qualcomm 固有のマップ
XML ファイル。

MET アプリケーションは Prime Infrastructure および MSE には依存せず、任意のホスト マシンに
これを常駐させることができます。MET の出力のみが、Prime Infrastructure でマップ関連の入力
情報として使用されます。

ステップ 1

MET Tool フォルダ内の ReadMe.txt ファイルで示されている手順に従って、Qualcomm MET ツー
ルを起動します。

ステップ 2

Map Extraction Tool に DXF ファイルを入力します。

ステップ 3

左側のサイド バーのメニューから必要な階層を選択します。

ステップ 4

Map Extraction Tool ユーザ インターフェイスで、Map Extraction Tool の出力を適切な場所に保存
します。

Cisco Adaptive wIPS サービス パラメータの管理
[wIPS サービス（wIPS Service）] ページでは、wIPS サービス管理設定を表示または管理できます。
（注）

非ルート パーティション ユーザに対しては Cisco Adaptive wIPS 機能がサポートされていません。
wIPS サービス管理設定を表示または管理するには、次の手順に従います。

ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

該当する MSE のデバイス名を選択します。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [wIPS サービス（wIPS Service）] を選択します。
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ステップ 4

ステップ 5

次のパラメータを表示または編集します。
•

[ログ レベル（Log level）]：ドロップダウン リストから適切なログ レベルを選択します。ログ
レベルには、[デバッグ（Debug）]、[エラー（Error）]、[重要（Important）]、[イベント（Event）]、[メ
ジャー デバッグ（Major Debug）]、[なし（None）]、および [警告（Warning）] があります。

•

[フォレンジック サイズ制限（Forensic size limit (GB)）]：フォレンジック ファイルの最大許容
サイズを入力します。

•

[アラーム エージアウト（時間）
（Alarm ageout (hours)）]：各アラームの有効期間を時間単位で
入力します。

•

[デバイス エージアウト（日数）
（Device ageout (days)）]：デバイスがアラームを送信する有効
期間を日単位で入力します。

[保存（Save）] をクリックして変更を確定するか、[キャンセル（Cancel）] をクリックして変更内容
を取り消します。

コンテキスト認識型サービス ソフトウェアのパラメータ
の管理
コンテキスト認識型サービス（CAS）ソフトウェアを使用すると、シスコ アクセス ポイントから
クライアントまたはタグ（Cisco CX バージョン以降）に関する状況依存情報（ロケーション、温
度、アセット可用性など）を取得することで、MSE は何千ものモバイル アセットとクライアント
を同時に追跡できます。
CAS は、受信した状況依存情報を処理する際に 2 つのエンジンを使用します。Context-Aware
Engine for Clients は Wi-Fi クライアントから受信したデータを処理し、Context-Aware Engine for
Tags は Wi-Fi タグから受信したデータを処理します。業務上のニーズに応じてこれらのエンジ
ンを一緒に導入することも、個別に導入することもできます。
モビリティ サービス エンジンは Cisco CX 以外のタグの追跡とマッピングを行いません。
CAS は、以前は Cisco ロケーションベース サービスと呼ばれていました。
追跡対象のクライアントまたはタグの数とタイプ、およびクライアントやタグのロケーション
を計算するかどうかに関するコンテキスト認識型サービス ソフトウェアのプロパティを変更で
きます。
また、クライアントとタグのロケーション計算に影響するパラメータ（受信信号強度インジケー
タ（RSSI）測定など）も変更できます。

状況依存情報の表示
Prime Infrastructure を使用して状況依存情報を表示するには、その前に、コマンドライン イン
ターフェイス（CLI）コンソール セッションを使用して MSE の初期設定を行う必要があります。
『Cisco 3355 Mobility Services Engine Getting Started Guide』および『Cisco 3100 MSE Getting Started
Guide』を参照してください。これらのマニュアルは
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_series_home.html [英語] にあり
ます。
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インストールと初期設定が完了した後、MSE は複数の Cisco ワイヤレス LAN コントローラと通
信して、オペレータが定義したコンテキスト情報を収集できます。その後、関連する Prime
Infrastructure を使用して各 MSE と通信し、選択したデータの送信や表示を行うことができます。
クライアント、不正アクセス ポイント、不正クライアント、モバイル ステーション、干渉源、およ
びアクティブ RFID アセット タグに関するデータを収集するように MSE を設定できます。

クライアントおよびタグのライセンス
アクセス ポイントからタグおよびクライアントに関する状況依存情報を取得するには、シスコ
からライセンスを購入する必要があります。
•

タグとクライアントのライセンスはそれぞれ個別に提供されます。

•

また、クライアント ライセンスには、不正クライアント、不正アクセス ポイント、および干渉
源（有効に設定されている場合）の追跡機能も含まれています。

•

タグとクライアントのライセンスは、さまざまな数量（1,000 ～ 12,000 単位）で提供されます。
AeroScout Context-Aware Engine for Tags では 100 個の永久タグ ライセンスがサポートされ
ています。Context-Aware Services は永久タグ ライセンスで構成されています。

（注）

タグとクライアントのライセンスに関する詳細については、次の URL にある『Release
Notes for Cisco 3300 Series Mobility Services Engine for Software Release 6.0』を参照してく
ださい。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_series_home.html [英語]

コンテキスト認識型サービスの一般パラメータ
[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [一般（General）] ページにアクセスする
には、左側のサイドバーのメニューから [サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility
Services）] > [モビリティ サービス エンジン（Mobility Services Engines）] > [一般（General）] の順に
選択します。このページには、次の情報が表示されます。
•

バージョン

•

動作ステータス

•

追跡対象ワイヤレス クライアントの数

•

トレース対象タグの数

•

追跡対象不正 AP の数

•

追跡対象不正クライアントの数

•

追跡対象干渉源の数

•

追跡対象有線クライアントの数

•

追跡対象の要素の合計数

•

追跡対象の要素（ワイヤレス クライアント、不正 AP、不正クライアント、干渉源、および有線
クライアント）の制限

•

追跡対象のタグの制限
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[クライアント（Clients）] は 15 分ごとのクライアント数のスナップショットを表します。[クライ
アント最大数（Peak Clients）] は、その 15 分間の最大数です。たとえば、15 分間にクライアント数
が 100 ～ 300 まで変動するとします。Prime Infrastructure が MSE をポーリングすると、MSE はそ
の正確な時点での数値としてクライアント数を返します。これは 100 ～ 300 の範囲になり、クラ
イアント最大数は 300 です。

モビリティ サービスの追跡パラメータの変更
MSE では、最大 25,000 クライアントまたは 25,000 タグを追跡できます（適切なライセンスを購
入している場合）。追跡中の要素のロケーション更新が、シスコ ワイヤレス LAN コントローラか
ら MSE に送信されます。
コントローラで追跡対象として指定された要素のみを、Prime Infrastructure マップ、クエリ、およ
びレポートで表示できます。追跡対象外の要素のイベントとアラームはまったく収集されず、ク
ライアントまたはタグの 25,000 個の要素上限にはカウントされません。
Prime Infrastructure を使用して次の追跡パラメータを変更できます。
•

アクティブに追跡する要素ロケーション（クライアント ステーション、アクティブなアセッ
ト タグ、干渉、有線クライアント、不正クライアント、不正アクセス ポイント）の有効化およ
び無効化。
– 有線クライアント ロケーションの追跡により、
データ センターのサーバはネットワー

ク内の有線クライアントを容易に検出できるようになります。サーバはネットワーク内
の有線スイッチ ポートに関連付けられます。
•

追跡対象とする特定の要素の個数上限を設定します。
たとえば、クライアント ライセンスで 12,000 ユニットを追跡できる場合、追跡するクライア
ント ステーション数の上限として 8,000 を設定できます（残りの 4,000 ユニットを不正クラ
イアントと不正アクセス ポイントの追跡に使用できます）。特定の要素の追跡上限に達する
と、追跡されていない要素の合計数が [追跡パラメータ（Tracking Parameters）] ページに表示
されます。

•

アドホックの不正クライアントと不正アクセス ポイントの追跡解除とレポート解除。

MSE の追跡パラメータを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択し、[モビリティ サービス（Mobility Services）] ページを
開きます。

ステップ 2

プロパティを編集する MSE の名前をクリックします。[一般プロパティ（General Properties）]
ページが表示されます。

ステップ 3

[管理
（Administration）
] サブヘッダーから [コンテキスト認識型のソフトウェア
（Context-Aware
Software）
] > [追跡パラメータ
（Tracking Parameters）
] の順に選択して、
設定オプションを表示します。

ステップ 4

次に示す追跡パラメータを適切に変更します（表 42-5 を参照）。
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表 42-5

追跡パラメータ

フィールド

設定オプション

追跡パラメータ（Tracking Parameters）
有線クライア
ント（Wired
Clients）

1.

MSE によるクライアント ステーションの追跡を有効にするには、[有効（Enable）] チェック
ボックスをオンにします。
7.0 では、クライアント ライセンスはすべてのネットワーク ロケーション サービス要素を対
象としており、ワイヤレス クライアント、有線クライアント、不正クライアント、アクセス ポ
イント、および干渉源の間で共有されます。
有線クライアント数の上限が、MSE 7.0 および Prime Infrastructure 1.0 からサポートされてい
ます。つまり有線クライアントの数を一定数（例：500）に制限できます。この上限を設定する
と、有線クライアントによってライセンスが使い尽くされるのを防ぎ、一部のライセンスを他
のデバイスのために使用できます。

注意

MSE を 6.0 から 7.0 にアップグレードする際、ワイヤレス クライアントまた
は不正クライアント/アクセス ポイントの上限が以前に設定されていた場合
は、上限がリセットされます。これは 7.0 で有線クライアント上限が変更され
たためです。

（注）

[アクティブな値（Active Value）
（表示のみ）
]
：現在追跡されている有線クライアント ステー
ションの数を示します。

（注）

[追跡対象外（Not Tracked）
（表示のみ）
]
：上限を超えている有線クライアント ステーション
の数を示します。

ワイヤレス クラ 1. MSE によるクライアント ステーションの追跡を有効にするには、[有効（Enable）] チェック
イアント
ボックスをオンにします。
（Wireless
2. 追跡するクライアント ステーションの数の上限を設定するには、
[制限を有効にする（Enable
Clients）
Limiting）] チェックボックスをオンにします。
3.

制限が有効になっている場合は、制限値を入力します。入力できる制限値は、25,000（MSE で追
跡できるクライアントの最大数）までの正の値です。

（注）

実際に追跡されるクライアントの数は、購入したライセンスによって決まります。

（注）

[アクティブな値（Active Value）
（表示のみ）
]
：現在追跡されているクライアント ステーショ
ンの数を示します。

（注）

[追跡対象外（Not Tracked）
（表示のみ）
]
：上限を超えているクライアント ステーションの数
を示します。
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表 42-5

追跡パラメータ（続き）

フィールド

設定オプション

不正アクセス ポ 1. MSE による不正クライアントおよび不正アクセス ポイントの追跡を有効にするには、[有効
イント（Rogue
（Enable）] チェックボックスをオンにします。
Access Points）
2. 追跡する不正クライアントおよびアクセス タグ ステーションの数を設定するには、
[制限を
有効にする（Enable Limiting）] チェックボックスをオンにします。
3.

制限が有効になっている場合は、制限値を入力します。入力できる制限値は、25,000（MSE で追
跡できる不正クライアントおよび不正アクセス ポイントの最大数）までの正の値です。

（注）

実際に追跡される不正クライアント/アクセス ポイントの数は、購入したクライアント ラ
イセンスによって決まります。クライアント、不正クライアント、および不正アクセス ポイ
ントには同一ライセンスが適用されるため、不正クライアントと不正アクセス ポイントを
追跡するための割り当て可能な数量を決定する際には、追跡されているクライアントの数
を考慮する必要があります。

（注）

[アクティブな値（Active Value）
（表示のみ）
]
：現在追跡している不正クライアントと不正ア
クセス ポイントの数を示します。

（注）

[追跡対象外（Not Tracked）
（表示のみ）
]
：上限を超えている不正クライアントと不正アクセ
ス ポイントの数を示します。

アドホック不正 ネットワーク内のアドホック不正の追跡と報告を無効にするには、このチェックボックスをオン
にします。このように設定すると、Prime Infrastructure マップおよび報告されるイベントとアラー
を除外する
ムにアドホック不正が表示されません。
（Exclude
Ad-Hoc Rogues）
不正クライアン
ト（Rogue
Clients）

干渉
（Interferers）

1.

MSE による不正クライアントの追跡を有効にするには、[有効（Enable）] チェックボックスを
オンにします。

2.

追跡する不正クライアントの数の制限を設定するには、[制限を有効にする（Enable Limiting）]
チェックボックスをオンにします。

3.

制限が有効になっている場合は、制限値を入力します。入力できる制限値は、25,000（MSE で追
跡できる不正クライアントの最大数）までの正の値です。

（注）

実際に追跡される不正クライアント/アクセス ポイントの数は、購入したクライアント ラ
イセンスによって決まります。クライアント、不正クライアント、および不正アクセス ポイ
ントには同一ライセンスが適用されるため、不正クライアントと不正アクセス ポイントを
追跡するための割り当て可能な数量を決定する際には、追跡されているクライアントの数
を考慮する必要があります。

（注）

[アクティブな値（Active Value）
（表示のみ）
]
：追跡されている不正クライアントの数を示し
ます。

（注）

[追跡対象外
（Not Tracked）
（表示のみ）
]
：上限を超えている不正クライアントの数を示します。

1.

MSE による干渉源の追跡を有効にするには、[有効（Enable）] チェックボックスをオンにします。
7.0 では、クライアント ライセンスはすべてのネットワーク ロケーション サービス要素を対
象としており、ワイヤレス クライアント、有線クライアント、不正クライアント、アクセス ポ
イント、および干渉源の間で共有されます。

（注）

[アクティブな値（Active Value）
（表示のみ）
]
：現在追跡されている干渉源の数を示します。

（注）

[追跡対象外（Not Tracked）
（表示のみ）
]
：上限を超えている干渉の数を示します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

42-45

第 42 章

Cisco Mobility Services Engine およびサービス

コンテキスト認識型サービス ソフトウェアのパラメータの管理

表 42-5

追跡パラメータ（続き）

フィールド

設定オプション

アセット追跡要素（Asset Tracking Elements）
アクティブ
RFID タグ
（Active RFID
Tags）

1.

MSE によるアクティブな RFID タグの追跡を有効にするには、[有効（Enable）] チェックボッ
クスをオンにします。

（注）

実際に追跡されるアクティブ RFID タグの数は、購入したライセンスによって決まります。

（注）

[アクティブな値（Active Value）
（表示のみ）
]
：現在追跡されているアクティブ RFID タグの
数を示します。これは、選択されたタグ エンジンによっても異なります。

（注）

[追跡対象外（Not Tracked）
（表示のみ）
]
：上限を超えているアクティブ RFID タグの数を示
します。

[SNMP パラメータ（SNMP Parameters）]：7.0.105.0 以降のモビリティ サービスには当てはまりません。
SNMP 再試行数 ポーリング サイクルの再試行回数を入力します。デフォルト値は 3 です。可能な値は 1 ～ 99999 で
す。
（リリース 4.1 以前のコントローラでのみ設定可能。）
（SNMP Retry
Count）
SNMP のタイム ポーリング サイクルがタイムアウトになるまでの秒数を入力します。デフォルト値は 5 です。可
アウト（SNMP
能な値は 1 ～ 99999 です。
（リリース 4.1 以前のコントローラでのみ設定可能。）
Timeout）
SNMP ポーリング間隔（SNMP Polling Interval）
クライアント ス クライアント ステーションのポーリングを有効にし、ポーリング間隔（秒数）を入力するには、[有
テーション
効（Enable）] チェックボックスをオンにします。デフォルト値は 300 です。可能な値は 1 ～ 99999
（Client Stations） です。
（リリース 4.1 以前のコントローラでのみ設定可能。）
アクティブ
RFID タグ
（Active RFID
Tags）

アクティブ RFID タグのポーリングを有効にし、ポーリング間隔（秒数）を入力するには、[有効
（Enable）] チェックボックスをオンにします。可能な値は 1 ～ 99999 です。
（注）

モビリティ サービスでコントローラからアセット タグ データを収集できるようにするに
は、その前に、コントローラで CLI コマンド config rfid status enable を使用して、アクティブ
RFID タグの検出を有効にする必要があります。

不正クライアン 不正アクセス ポイントのポーリングを有効にし、ポーリング間隔（秒数）を入力するには、[有効
トおよび不正ア （Enable）] チェックボックスをオンにします。デフォルト値は 600 です。可能な値は 1 ～ 99999 で
クセス ポイント す。
（リリース 4.1 以前のコントローラでのみ設定可能）。
（Rogue Clients
and Access
Points）
統計情報
（Statistics）

モビリティ サービスの統計ポーリングを有効にし、ポーリング間隔（秒数）を入力するには、[有効
（Enable）] チェックボックスをオンにします。デフォルト値は 900 です。可能な値は 1 ～ 99999 で
す。
（リリース 4.1 以前のコントローラでのみ設定可能）。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックし、MSE データベースに新しい設定を保存します。
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モビリティ サービスのフィルタリング パラメータ
以下の項目をフィルタリングすることで、ロケーションが追跡されるアセット タグ、有線クライ
アント、不正クライアント、干渉源、およびアクセス ポイントの数を制限できます。
•

MAC アドレス
特定の MAC アドレスを入力し、ロケーション追跡での許可または不許可を設定できます。
許可または不許可にする MAC アドレスを記述したファイルをインポートするか、または
Prime Infrastructure GUI ページで個々の MAC アドレスを入力することができます。
MAC アドレスの入力形式は xx:xx:xx:xx:xx:xx です。MAC アドレスのファイルをインポート
する場合、ファイルは次の形式に従う必要があります。
– 各 MAC アドレスを 1 行ずつ記述する必要があります。
– 許可される MAC アドレスを最初にリストする必要があり、
その前に [Allowed] 行項目を

含めます。[Disallowed] の後に不許可 MAC アドレスをリストする必要があります。
– ワイルドカードを使用して MAC アドレスの範囲を指定できます。
たとえば、以下の

[Allowed] リストの 1 番目のエントリ「00:11:22:33:*」はワイルドカードです。
（注）

許可される MAC アドレスの形式は [フィルタリング パラメータ（Filtering Parameters）]
設定ページに表示されます。詳細については、表 42-6 を参照してください。
ファイルの記述例：
[Allowed]
00:11:22:33:*
22:cd:34:ae:56:45
02:23:23:34:*
[Disallowed]
00:10:*
ae:bc:de:ea:45:23

•

プローブ クライアント
プローブ クライアントとは、別のコントローラに関連付けられているが、プロービング アク
ティビティによって別のコントローラから認識され、そのプライマリ コントローラおよび
「プローブ済み」コントローラによって要素としてカウントされるクライアントです。

フィルタリング パラメータの変更
MSE のフィルタリング パラメータを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。[モビリティ サービス（Mobility Services）] ペー
ジが表示されます。

ステップ 2

プロパティを編集する MSE の名前をクリックします。[一般プロパティ（General Properties）]
ページが表示されます。

ステップ 3

[コンテキスト認識型のソフトウェア（Context-Aware Software）] メニューの [管理（Administration）
]
サブヘッダーから [フィルタリング パラメータ（Filtering Parameters）] を選択すると、設定オプショ
ンが表示されます。

ステップ 4

次に示すフィルタリング パラメータを適切に変更します（表 42-6 を参照）。
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表 42-6

フィルタリング パラメータ

フィールド

設定オプション

詳細フィルタリング パラメータ（Advanced Filtering Parameters）
デューティ サイクル カットオフ干 指定した制限を満たすデューティ サイクルのある干渉源のみが追跡され、基
渉源（Duty Cycle Cutoff Interferers） 本ロケーション ライセンスに対してカウントされるように、干渉源のデュー
ティ サイクルのカットオフ値を入力します。
[デューティ サイクル カットオフ干渉源（Duty Cycle Cutoff Interferers）] のデ
フォルト値は 0 % で、設定可能な範囲は 0 % ～ 100 % です。
ロケーション ライセンスをより効率的に使用するために、干渉源のデュー
ティ サイクルに基づいて干渉源のフィルタを指定することができます。
MAC フィルタリング パラメータ（MAC Filtering Parameters）
プローブ クライアントを除外
（Exclude Probing Clients）
ロケーション MAC フィルタリン
グを有効化（Enable Location MAC
Filtering）

プローブ クライアントのロケーション計算を実行しないようにするには、こ
のチェックボックスをオンにします。
1.

MAC アドレスによる特定要素の MAC フィルタリングを有効にするには、
このチェックボックスをオンにします。

2. （[ロケーション MAC フィルタリングのファイルをアップロード
（Upload a

file for Location MAC Filtering）] フィールドで）MAC アドレスからなるファ
イルをインポートするには、ファイル名を検索して選択し、[保存（Save）] を
クリックしてファイルをロードします。インポートされた MAC アドレス
リストは、ファイル内の指定に基づいて [許可リスト（Allowed List）] と [不
許可リスト（Disallowed List）] に自動的に読み込まれます。
（注）

3.

個々の MAC アドレスを追加するには、xx:xx:xx:xx:xx:xx という形式の
MAC アドレスを入力して [許可（Allow）] または [不許可（Disallow）] をク
リックします。該当する列にアドレスが表示されます。

（注）

[許可（Allow）] 列と [不許可（Disallow）] 列の間でアドレスを移動するに
は、MAC アドレス項目を選択し、該当する列の下にあるボタンをクリッ
クします。

（注）

複数のアドレスを移動するには、1 番目の MAC アドレスをクリックし、
Ctrl キーを押しながら他の MAC アドレスを選択します。追加先の列に
応じて [許可（Allow）] または [不許可（Disallow）] をクリックします。

（注）

ステップ 5

許可される MAC アドレスの形式を表示するには、[ロケーション MAC
フィルタリングのファイルをアップロード（Upload a file for Location
MAC Filtering）] フィールドの横にある赤色の疑問符をクリックします。

MAC アドレスが [許可（Allow）] 列と [不許可（Disallow）] 列のいずれに
もリストされていない場合、デフォルトでは [ブロックされる MAC
（Blocked MACs）] 列に表示されます。[ブロック解除（Unblock）] ボタン
をクリックすると、MAC アドレスは自動的に [許可（Allow）] 列に移動
します。[不許可（Disallow）] 列に移動するには、[許可（Allow）] 列の下に
ある [不許可（Disallow）] ボタンを選択します。

[保存（Save）] をクリックし、MSE データベースに新しい設定を保存します。
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モビリティ サービスの履歴パラメータの変更
Prime Infrastructure を使用して、クライアント ステーション、不正クライアント、およびアセット
タグに関する履歴を保存（アーカイブ）する期間を指定できます。履歴は、モビリティ サービスに
関連付けられているコントローラから受信されます。
また、ハード ドライブに保存されるデータ量を削減するために、履歴ファイルから重複データを
定期的に削除（プルーニング）するようモビリティ サービスをプログラミングできます。
モビリティ サービス エンジンの履歴を設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

プロパティを編集するモビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [履歴
パラメータ（History Parameters）] の順に選択します。

ステップ 4

次に示す履歴パラメータを適切に変更します（表 42-7 を参照）。

表 42-7

履歴パラメータ

フィールド

説明

アーカイブ期間 有効な各カテゴリの履歴をロケーション アプライアンスで維持する日数を入力します。デフォル
（Archive for）
ト値は 30 です。可能な値は 1 ～ 99999 です。
データ プルーニ
ングの開始
（Prune data
starting at）

ロケーション アプライアンスでデータ プルーニングを開始する時刻（時間と分）を入力します（時
間は 0 ～ 23、分は 1 ～ 59）。
データ プルーニングを再び開始するまでの間隔を分単位で入力します（0 ～ 99900000、0 はプルー
ニングを実行しないことを意味します）。デフォルトの開始時刻は 23 時間 50 分、デフォルトの間
隔は 1440 分です。

ロケーション遷 ロケーション遷移の履歴ロギングを有効にするには、次に示す項目を 1 つ以上選択します。
移の履歴ロギン
• クライアント ステーション
（Client Stations）
グを有効にする
• 有線ステーション
（Wired Stations）
対象（Enable
History Logging
• アセット タグ
（Asset Tags）
of Location
Transitions for） • 不正クライアント（Rogue Clients）
• 不正アクセス ポイント
（Rogue Access Points）
•

干渉（Interferers）

（注）

ステップ 5

モビリティ サービスでコントローラからアセット タグ データを収集できるようにするに
は、その前に、CLI コマンド config rfid status enable を使用して、RFID タグの検出を有効に
する必要があります。

[保存（Save）] をクリックして、選択内容を ロケーション アプライアンス データベースに保存し
ます。
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モビリティ サービスのロケーション表示の有効化
MSE でロケーション表示を有効にすると、シスコのデフォルト設定（キャンパス、ビルディング、
フロア、XY 座標）以外の拡張された都市ロケーション情報（市町村、州、郵便番号、国）および
GEO ロケーション情報（経度、緯度）を表示できます。ワイヤレス クライアントと有線クライア
ントは、ロケーションベースのサービスとアプリケーションで使用するためにオンデマンド
ベースでこの情報を要求できます。
また、拡張ロケーション情報（有線クライアントの MAC アドレス、有線クライアントが接続して
いる有線スイッチのスロットおよびポートなど）をインポートできます。
新しいキャンパス、ビルディング、フロア、または屋外エリアがあとで追加または設定される際
に、ロケーション表示を設定できます。
これを有効にすると、MSE は、ロケーションを要求する Cisco CX v5 クライアントに対してその
ロケーションを提供できます。

（注）

この機能を有効にする前に、MSE を同期化してください。
MSE でロケーション表示を有効化および設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

キャンパス、ビルディング、またはフロアが割り当てられている MSE を選択します。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Services）] > [管
理（Administration）] > [表示パラメータ（Presence Parameters）] の順に選択します。

ステップ 4

サービス タイプ [オンデマンド（On Demand）] チェックボックスをオンにして、Cisco CX クライ
アント v5 のロケーション表示を有効にします。

ステップ 5

次のロケーション解決（Location Resolution）オプションのいずれかを選択します。
a.

[ビルディング（Building）] を選択した場合、MSE は要求側クライアントに対して、ビルディ
ング単位でその位置を示します。
– たとえば、
Building A に配置されているクライアントがその位置を要求している場合、

MSE は Building A というクライアント アドレスを返します。
b.

[AP] を選択すると、MSE は要求側クライアントに対して、関連付けられたアクセス ポイン
ト単位でその位置を示します。アクセス ポイントの MAC アドレスが示されます。
– たとえば、
MAC アドレス 3034:00hh:0adg のアクセス ポイントに関連付けられたクライ

アントがその位置を要求している場合、MSE はクライアント アドレス 3034:00hh:0adg
を返します。
c.

[X,Y] が選択されている場合、MSE は要求側クライアントに対して、XY 座標でそのロケー
ションを示します。
– たとえば、
（50, 200）に位置しているクライアントがロケーションを要求している場合、

MSE はクライアントにアドレス 50, 200 を返します。
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ステップ 6

次のいずれか、またはすべてのロケーション形式を選択します。
a.

[Cisco] チェックボックスをオンにすると、キャンパス、ビルディング、フロア、および XY 座
標でロケーションが示されます。デフォルト設定です。

b.

[都市（Civic）] チェックボックスをオンにすると、キャンパス、ビルディング、フロア、または
屋外エリアの名前と住所（通り、市、州、郵便番号、国）が示されます。

c.

[GEO] チェックボックスをオンにすると、緯度と経度による座標が示されます。

ステップ 7

デフォルトでは、[ロケーション応答エンコーディング（Location Response Encoding）] チェック
ボックスがオンになっています。これは、クライアントが受信する情報の形式を示します。この
設定を変更する必要はありません。

ステップ 8

受信側クライアントが受信した情報を別の相手へ再送信できるようにするには、[再送信ルール
（Retransmission Rule）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 9

[保存期限（Retention Expiration）] 値を分単位で入力します。これにより、クライアントに保存さ
れる受信情報が上書きされるまでの時間が決まります。デフォルト値は 24 時間（1440 分）です。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。

モビリティ サービスのアセット情報のインポート
Prime Infrastructure を使用して MSE のアセット、チェックポイント、および TDOA レシーバ情報
をインポートするには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] の順に選択します。

ステップ 2

情報をインポートする MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [管理（Administration）] > [アセット情報
のインポート（Import Asset Information）] の順に選択します。

ステップ 4

テキスト ファイル名を入力するか、ファイル名を参照して選択します。
インポート ファイルの情報を次の形式で指定します。

ステップ 5

•

タグ形式：# タグ、00:00:00:00:00:00、カテゴリ名、グループ名、アセット名

•

ステーション形式：# ステーション、00:00:00:00:00:00、カテゴリ名、グループ名、アセット名

インポート ファイル名が [参照（Browse）] テキストボックスに表示されたら、[インポート
（Import）] をクリックします。

モビリティ サービスのアセット情報のエクスポート
Prime Infrastructure を使用してアセット、チェックポイント、および TDOA レシーバ情報を MSE
からファイルにエクスポートするには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

情報をエクスポートする MSE の名前をクリックします。
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ステップ 3

[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [管理（Administration）] > [アセット情報
のエクスポート（Export Asset Information）] の順に選択します。
エクスポート ファイルの情報を次の形式で指定します。

ステップ 4

•

タグ形式：# タグ、00:00:00:00:00:00、カテゴリ名、グループ名、アセット名

•

ステーション形式：# ステーション、00:00:00:00:00:00、カテゴリ名、グループ名、アセット名

[エクスポート（Export）] をクリックします。
画面に表示するには [開く（Open）] を、外部 PC またはサーバに保存するには [保存（Save）] を、要
求を取り消すには [キャンセル（Cancel）] をクリックします。
[保存（Save）] を選択した場合、アセット ファイルの保存先とアセット ファイル名を選択するよ
う求められます。デフォルトのファイル名は assets.out です。ダウンロードが完了したら、ダイア
ログボックスの [閉じる（Close）] をクリックします。

モビリティ サービスの都市情報のインポート
Prime Infrastructure を使用して MSE の都市情報をインポートするには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

アセット情報をインポートする MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[コンテキスト認識型のソフトウェア（Context Aware Software）]
を選択します。

ステップ 4

左側のサイドバー メニューの [管理（Administration）] から、[都市情報のインポート（Import Civic
Information）] を選択します。

ステップ 5

テキスト ファイル名を入力するか、ファイル名を参照して選択します。
インポート ファイル内の情報は、次のいずれかの形式でなければなりません。
スイッチ IP アドレス、スロット番号、ポート番号、拡張親都市アドレス、X、Y、フロア ID、ビル
ディング ID、ネットワーク設計 ID、ELIN:"ELIN"、PIDF-Lo-Tag:"Civic Address Element Value"
各エントリをそれぞれ個別の行に指定する必要があります。

ステップ 6

[インポート（Import）] をクリックします。

コンテキスト認識型サービスの有線パラメータ
ここでは、[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [有線（Wired）] ドロップダウ
ン リストのパラメータについて説明します。

有線スイッチのモニタリング
有線スイッチの詳細情報（IP アドレス、MAC アドレス、シリアル番号、ソフトウェア バージョン、
ELIN）と、有線スイッチのポート、有線クライアント（カウントとステータス）、および都市情報に
ついての詳細を確認できます。
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（[サービス（Services）] > [サービスの同期（Synchronize Services）] > [スイッチ（Switches）] で）イー
サネット スイッチと MSE が同期されると、Prime Infrastructure を介して有線スイッチ データが
MSE にダウンロードされます。ロケーション対応スイッチと MSE は、NMSP を介して相互に通
信します。Prime Infrastructure と MSE は XML を介して通信します。
有線スイッチの詳細情報を表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

該当する有線ロケーション スイッチのデバイス名リンクをクリックします。

ステップ 3

[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [有線（Wired）] > [有線スイッチ（Wired
Switches）] の順に選択します。MSE と同期される有線スイッチの概要が表示されます。

ステップ 4

スイッチとそのポート、有線クライアント（カウントおよびステータス）、および都市情報の詳細
については、有線スイッチの詳細を参照し、IP アドレス リンクをクリックしてください。

有線スイッチの詳細
有線スイッチの詳細を表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

該当する MSE のデバイス名リンクをクリックします。

ステップ 3

[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [有線（Wired）] > [有線スイッチ（Wired
Switches）] の順に選択します。MSE と同期される有線スイッチの概要が表示されます。

ステップ 4

該当する有線スイッチの IP アドレス リンクをクリックします。[有線スイッチの詳細（Wired
Switch Details）] ページが表示されます。
[有線スイッチの詳細（Wired Switch Details）] ページには、[スイッチ情報（Switch Information）]、[ス
イッチ ポート（Switch Ports）]、[都市（Civic）]、および [詳細（Advanced）] の 4 つのタブがあります。
スイッチから都市情報をエクスポートするには、[コマンドの選択（Select a command）] 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。このオプションは、[有線スイッチ（Wired
Switches）] ページの 4 つのダッシュレットすべてで使用可能です。
[有線スイッチの詳細（Wired Switch Details）] のタブには次の情報が表示されます。
•

[スイッチ情報（Switch Information）]：スイッチに接続している有線クライアントの合計数の
要約と、クライアントの状態（接続、未接続、不明）が表示されます。
– [接続クライアント
（Connected clients）]：有線スイッチに接続しているクライアント。
– [切断されたクライアント
（Disconnected clients）]：有線スイッチから接続が解除されたク

ライアント。
– [不明なクライアント
（Unknown clients）]：有線スイッチとの NMSP 接続が失われた時点

で、クライアントは不明としてマークされます。
有線クライアントの詳細情報を表示するには、クライアント カウント リンク（合計クラ
イアント数、接続、未接続、不明）のいずれかをクリックします。詳細については、
「「有線
クライアントのモニタリング」セクション（42-54 ページ）」を参照してください。
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•

[スイッチ ポート（Switch Ports）]：スイッチ上のポートの詳細リストを表示します。
ポート IP アドレス、スロット番号、モジュール番号、ポート タイプ、ポート番号のリスト順序
（昇順、降順）を変更できます。変更するには、該当する列見出しをクリックします。

•

[都市（Civic）]：有線スイッチの都市情報の詳細リストを表示します。

•

[詳細（Advanced）]：有線スイッチの追加的な都市情報の詳細リストを表示します。

有線クライアントのモニタリング
有線クライアントの詳細情報（MAC アドレス、IP アドレス、ユーザ名、シリアル番号、UDI、モデ
ル番号、ソフトウェア バージョン、VLAN ID）、ポートの関連付け、都市情報を表示することがで
きます。
（[サービス（Services）] > [サービスの同期（Synchronize Services）] > [スイッチ（Switches）] で）ス
イッチと MSE が同期されると、Prime Infrastructure を介して有線クライアント データが MSE に
ダウンロードされます。
Prime Infrastructure と MSE は XML を介して通信します。
有線クライアントの詳細は、有線スイッチのページ（[コンテキスト認識型サービス（Context
Aware Service）] > [有線（Wired）] > [有線スイッチ（Wired Switches）]）、または有線クライアントの
ページ（[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [有線（Wired）] > [有線クライア
ント（Wired Clients）]）に表示されます。
•

IP アドレス、MAC アドレス、VLAN ID、シリアル番号、またはユーザ名がわかっている場合
は、有線クライアント ページの検索フィールドを使用できます。

•

特定のスイッチに関連する有線クライアントを調べるには、有線スイッチ ページでその情
報を確認できます。詳細については、
「有線スイッチのモニタリング」を参照してください。

有線クライアントの詳細情報を表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

該当する MSE のデバイス名リンクをクリックします。

ステップ 3

[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [有線（Wired）] > [有線クライアント
（Wired Clients）] の順に選択します。
[有線クライアント（Wired Clients）] 要約ページでは、クライアントがスイッチ別にグループ化さ
れています。
次のように、クライアント ステータスが接続、未接続、不明として示されます。
•

[接続されたクライアント（Connected clients）]：有線スイッチに接続しているアクティブなク
ライアント。

•

[切断されたクライアント（Disconnected clients）]：有線スイッチから接続が解除されたクラ
イアント。

•

[不明なクライアント（Unknown clients）]：有線スイッチとの NMSP 接続が失われた時点で、
不明としてマークされたクライアント。NMSP 接続の詳細については、MSE NMSP 接続ス
テータスの表示を参照してください。
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有線クライアントの MAC アドレスがわかっている場合は、そのリンクをクリックしてクライア
ントの詳細ページを表示するか、または検索フィールドを使用することができます。有線クライ
アントの詳細については、有線クライアントの詳細を参照してください。
•

また、
有線クライアントを IP アドレス、
ユーザ名、
または VLAN ID で検索することもできます。

スイッチの IP アドレスをクリックすると、スイッチの詳細ページが表示されます。詳細について
は、
「有線スイッチのモニタリング」を参照してください。
ステップ 4

該当するクライアントの MAC アドレスをクリックして、有線クライアントの詳細を表示しま
す。有線クライアントの詳細については、有線クライアントの詳細を参照してください。

有線クライアントの詳細
有線クライアントの詳細を表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

該当する MSE のデバイス名リンクをクリックします。

ステップ 3

[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [有線（Wired）] > [有線クライアント
（Wired Clients）] の順に選択します。MSE と同期される有線クライアントの概要が表示されます。

ステップ 4

該当する有線クライアントの MAC アドレス リンクをクリックします。[有線クライアントの詳
細（Wired Client Details）] ページが表示されます。
[有線クライアントの詳細（Wired Client Details）] ページには、[デバイス情報（Device Information）]、
[ポートの関連付け（Port Association）]、[都市アドレス（Civic Address）]、および [詳細（Advanced）]
の 4 つのタブがあります。
[有線スイッチの詳細（Wired Switch Details）] のタブには、次の情報が表示されます。
•

[デバイス情報（Device Information）]：MAC アドレス、IP アドレス、ユーザ名、シリアル番号、
モデル番号、UDI、ソフトウェア バージョン、VLAN ID、および VLAN 名が表示されます。

•

[ポートの関連付け（Port Association）]：有線クライアントが終端するスイッチ ポート/スロッ
ト/モジュールの物理的なロケーション、クライアントのステータス（接続、未接続、不明）、お
よびスイッチ IP アドレスが表示されます。

•

[都市アドレス（Civic Address）]：都市アドレス（住所）情報が表示されます。

•

[詳細（Advanced）]：有線クライアントの拡張物理アドレス詳細情報が表示されます（該当す
る場合）。
クライアントは、クライアントが終端するポートに関して設定されている都市アドレス情報
と拡張ロケーション情報を使用します。ポート（ポート、スロット、モジュール）に関して都市
情報と拡張情報が定義されていない場合、ロケーション データは表示されません。
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コンテキスト認識型サービスの詳細パラメータ
ノースバウンド通知の変更
ノースバウンド通知は、MSE がどのタグ通知をサードパーティ アプリケーションに送信するか
を定義します。
ノースバウンド パラメータを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

設定する MSE の名前をクリックします。

ステップ 3

[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [詳細（Advanced）] > [通知パラメータ
（Notification Parameters）] の順に選択して、設定オプションを表示します。

ステップ 4

[ノースバウンド通知を有効にする（Enable Northbound Notifications）] チェックボックスをオン
にし、この機能を有効にします。
通知をサードパーティ アプリケーションに送信（ノースバウンド）するには、[通知コンテンツ
（Notification Contents）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5
ステップ 6

1 つ以上の [通知コンテンツ（Notification Contents）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 7

[通知トリガー（Notification Triggers）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8

1 つ以上の [通知トリガー（Notification Triggers）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 9

ノースバウンド通知を受信するシステムの IP アドレスまたはホスト名およびポートを入力します。

ステップ 10

ドロップダウン リストからトランスポート タイプを選択します。

ステップ 11

宛先システムに安全にアクセスするために HTTPS プロトコルを使用する場合は、[HTTPS]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 12

通知パラメータの設定を変更するには、このページの [詳細（Advanced）] タブの該当するテキス
ト ボックスに新しい値を入力します。表 42-10 を参照してください。

表 42-8

ユーザ設定可能な条件付き通知とノースバウンド通知のフィールド

フィールド

設定オプション

レート制限
（Rate Limit）

MSE で通知を生成するレートをミリ秒単位で入力します。値 0（デフォルト）を指定すると、MSE
は可能な限り迅速に通知を生成します（ノースバウンド通知のみ）。

キュー制限
（Queue Limit）

通知送信のイベント キュー制限を入力します。MSE は、この制限を超過するイベントをすべてド
ロップします。

再試行回数
（Retry Count）

リフレッシュ時間が満了する前にイベント通知を生成する回数を入力します。このパラメータは
非同期トランスポート タイプにのみ使用可能です。非同期トランスポート タイプでは通知の受信
確認応答を出さないため、送信中に通知が失われる可能性があります。デフォルト値は 1 です。
（注）

MSE データベースにはイベントが保存されません。

リフレッシュ時 通知を再送信するまでに待機する必要のある時間（分）を入力します。たとえば、[カバレッジ領域
間（Refresh
内（In Coverage Area）] 通知の対象としてデバイスが設定され、これがカバレッジ エリア内で継続
Time）
的に検出されるとします。リフレッシュ時間ごとに 1 回ずつ、通知が送信されます。デフォルト値
は 0 分です。
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表 42-8

ユーザ設定可能な条件付き通知とノースバウンド通知のフィールド（続き）

フィールド

設定オプション

キュー オーバー （読み取り専用）。起動時以降にキューからドロップされたイベント通知の数。
フローで最も古
いエントリをド
ロップ（Drop
Oldest Entry on
Queue
Overflow）
Mac アドレスご MAC アドレスが同じ一連のイベントを 1 つの宛先に連続的に送信するには、このオプションを選
択します。
と/宛先ごとに
イベントをシリ
アル化する
（Serialize Events
per Mac address
per Destination）
ステップ 13

[保存（Save）] をクリックします。

モビリティ サービスのロケーション パラメータの変更
Prime Infrastructure を使用して、モビリティ サービスの計算時間を保持するかどうか、およびモ
ビリティ サービスの受信信号強度インジケータ（RSSI）の累積測定時間を削除するまでの期間を
指定できます。また、要素のロケーション移動を管理するために、さまざまなスムージング レー
トを適用できます。
ロケーション パラメータを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

プロパティを編集するモビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから、[コンテキスト認識型サービス（Context Aware Service）] > [ロ
ケーション パラメータ（Location Parameters）] の順に選択します。

ステップ 4

次に示すロケーション パラメータを適切に変更します（表 42-9 を参照）。

表 42-9

ロケーション パラメータ

フィールド

説明

一般
計算時間を有効にする（Enable
Calculation Time）

ロケーション計算に要する時間の計算を有効にするには、このチェックボックス
をオンにします。

注意

このフィールドを有効にすると、ロケーション計算にかかる時間が全体的
に長くなるため、シスコ TAC 担当員の指示がある場合にのみ有効にしてく
ださい。
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表 42-9

ロケーション パラメータ（続き）

フィールド

説明

OW ロケーションを有効にする ロケーション計算の一部として外壁（OW）計算を有効にするには、このチェック
（Enable OW Location）
ボックスをオンにします。
（注）

ロケーション サーバでは OW ロケーション パラメータが無視されます。

RSSI 破棄の相対時間（Relative
discard RSSI time）

最新の RSSI サンプルから見て、RSSI 測定が古いと見なされ廃棄されるまでの経過
時間を分単位で入力します。デフォルト値は 3 です。可能な値の範囲は 0 ～ 99999
です。3 未満の値を指定することは推奨されません。

RSSI 破棄の絶対時間（Absolute
discard RSSI time）

最新のサンプルに関係なく、RSSI 測定が古いと見なされて廃棄されるまでの経過
時間を分単位で入力します。デフォルト値は 60 です。可能な値の範囲は 0 ～ 99999
です。60 未満の値を指定することは推奨されません。

RSSI カットオフ（RSSI Cutoff） 1 mW（dBm）に基づく RSSI カットオフ（遮断）値をデシベル（dBs）単位で入力しま
す。この値に達するまでは、モビリティ サービス エンジンが常にアクセス ポイン
ト測定を使用します。デフォルト値は -75 です。

ロケーション フィルタリング
を有効にする（Enable Location
Filtering）

チョークポイントの使用
（Chokepoint Usage）

（注）

RSSI カットオフ値よりも前に 3 つ以上の測定が使用可能な場合、モビリ
ティ サービスは最も強力な 3 つ（またはそれ以上）の測定を計算に使用し、
それ以外の弱い値をすべて破棄します。ただし、RSSI カットオフ値の後に
弱い測定のみが使用可能な場合は、これらの値が計算に使用されます。

注意

シスコ TAC 担当者の指示がある場合にのみ、変更を行ってください。この
値を変更すると、ロケーション計算の正確さが低下する可能性があります。

有効にすると、クライアント ロケーション計算にのみロケーション フィルタが適
用されます。
ロケーション フィルタを有効にすると、現行ロケーションの推定に以前のロケー
ション推定値を使用できるようになります。これにより、ステーショナリ クライア
ントのロケーション ジッターが低下し、モバイル クライアントの追跡機能が向上
します。
ロケーションを判別するためにチョークポイント プロキシミティを使用可能にす
るには、このチェックボックスをオンにします。これは、チョークポイント プロキ
シミティを報告できるシスコ互換タグに適用されます。

フロア間競合でチョークポイ
フロア間競合で正しいフロアを判別するために、チョークポイントを使用できる
ントを使用（Use Chokepoints for ようにします。
Interfloor conflicts）
[なし（Never）]、[常時（Always）]、または [フロアの曖昧さ（Floor Ambiguity）] を選択
します。
チョークポイント範囲外タイ
ムアウト（Chokepoint Out of
Range Timeout）

シスコ互換タグがチョークポイント プロキシミティ範囲を離れた後、このタイム
アウト（秒単位）が経過すると、RSSI 情報を再び使用してロケーションが判別され
ます。

不在データのクリーンアップ
間隔（Absent Data Cleanup
Interval）

非アクティブ要素をデータベースから削除する操作の間隔（分単位）を入力します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

42-58

OL-32122-01-J

第 42 章

Cisco Mobility Services Engine およびサービス
コンテキスト認識型サービス ソフトウェアのパラメータの管理

表 42-9

ロケーション パラメータ（続き）

フィールド

説明

シスコ以外のアンテナにデ
フォルト ヒートマップを使用
（Use Default Heatmaps for Non
Cisco Antennas）

ロケーション計算中にシスコ以外のアンテナにデフォルト ヒートマップを使用可
能にするには、このチェックボックスをオンにします。このオプションはデフォル
トでは無効になっています。

移動の検出
個別の RSSI 変化しきい値
（Individual RSSI change
threshold）
合計 RSSI 変化しきい値
（Aggregated RSSI change
threshold）

このフィールドは、個別 RSSI 移動再計算トリガーしきい値を指定します。
0 ～ 127 dBm の範囲内のしきい値を入力します。
Cisco TAC の指示がない場合は変更しないでください。
このフィールドは、集計された RSSI 移動再計算トリガーしきい値を指定します。
0 ～ 127 dBm の範囲内のしきい値を入力します。
この値は、Cisco TAC の指示がない場合は変更しないでください。

新しい RSSI 変化数のパーセン このフィールドは、多数の新規 RSSI 移動による再計算トリガーのしきい値（パー
テージしきい値（Many new
センテージ）を指定します。
RSSI change percentage
この値は、Cisco TAC の指示がない場合は変更しないでください。
threshold）
RSSI 欠落数パーセンテージし このフィールドには、多数の欠落 RSSI 移動による再計算トリガーのしきい値
きい値（Many missing RSSI
（パーセンテージ）を指定します。
percentage threshold）
この値は、Cisco TAC の指示がない場合は変更しないでください。
ステップ 5

[保存（Save）] をクリックし、選択内容を Prime Infrastructure およびモビリティ サービスのデータ
ベースに保存します。

モビリティ サービスの通知パラメータの変更
Prime Infrastructure を使用して、MSE のイベント通知パラメータを設定できます。これらのパラ
メータは、MSE による通知の生成または再送信の頻度などの項目を定義します。
通知パラメータを変更するのは、MSE が多数の通知を送信すると予想される場合、または通知が
受信されない場合だけにしてください。
また、タグがサードパーティ アプリケーションに送信されるよう、ノースバウンド通知の転送を
有効にすることもできます。
MSE が送信するノースバウンド通知の形式は、次の URL のシスコ開発者向けサポート ポータ
ルで参照できます。
http://www.cisco.com/en/US/products/svcs/ps3034/ps5408/ps5418/serv_home.html
通知パラメータを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

設定する MSE の名前をクリックします。
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ステップ 3

[コンテキスト認識型のソフトウェア（Context Aware Software）] メニューの [詳細（Advanced）] サ
ブヘッダーから [通知パラメータ（Notification Parameters）] を選択すると、設定オプションが表示
されます。

ステップ 4

[ノースバウンド通知を有効にする（Enable Northbound Notifications）] チェックボックスをオン
にし、この機能を有効にします。
通知をサードパーティ アプリケーションに送信（ノースバウンド）するには、[通知コンテンツ
（Notification Contents）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5
ステップ 6

通知コンテンツ オプションを 1 つ以上選択します。

ステップ 7

[通知トリガー（Notification Triggers）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8

通知トリガー オプションを 1 つ以上選択します。

ステップ 9

ノースバウンド通知を受信するシステムの IP アドレスとポートを入力します。

ステップ 10

ドロップダウン リストからトランスポート タイプを選択します。

ステップ 11

宛先システムに安全にアクセスするために HTTPS プロトコルを使用する場合は、[HTTPS] を選
択します。

ステップ 12

通知パラメータの設定を変更するには、このページの [詳細（Advanced）] タブの該当するテキス
ト ボックスに、新しい値を入力します。表 42-10 は、各パラメータについて説明しています。

表 42-10

ユーザ設定の条件付き/ノースバウンド通知パラメータ

フィールド

設定オプション

レート制限
（Rate Limit）

MSE で通知を生成するレート（ミリ秒単位）を入力します。値 0（デフォルト）を指定すると、MSE
は可能な限り迅速に通知を生成します（ノースバウンド通知のみ）。

キュー制限
（Queue Limit）

通知送信のイベント キュー制限を入力します。MSE は、この制限を上回るイベントをすべてド
ロップします。

再試行回数
（Retry Count）

リフレッシュ時間が満了する前にイベント通知を生成する回数を入力します。このフィールドは
非同期トランスポート タイプにのみ使用可能です。非同期トランスポート タイプでは通知の受信
確認応答を出さないため、送信中に通知が失われる可能性があります。デフォルト値は 1 です。
（注）

MSE データベースにはイベントが保存されません。

リフレッシュ時 通知を再送信するまでに待機する必要のある時間を分単位で入力します。たとえば [カバレッジ
間（Refresh
領域内（In Coverage Area）] 通知の対象としてデバイスが設定され、これがカバレッジ エリア内で
Time）
継続的に検出されるとします。リフレッシュ時間ごとに 1 回ずつ、通知が送信されます。
キュー オーバー （読み取り専用）。起動時以降にキューからドロップされたイベント通知の数。
フローで最も古
いエントリをド
ロップ（Drop
Oldest Entry on
Queue Overflow）
Mac アドレスご MAC アドレスが同じ一連のイベントを 1 つの宛先に連続的に送信するには、このオプションを選
と/宛先ごとに
択します。
イベントをシリ
アル化する
（Serialize Events
per Mac address
per Destination）
ステップ 13

[保存（Save）] をクリックします。
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パートナー エンジン ステータスの表示
[パートナー エンジン ステータス（Partner Engine Status）] ページにアクセスするには、[サービス
（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジン
（Mobility Services Engines）] > [MSE 名（MSE Name）] > [コンテキスト認識型サービス（Context
Aware Service）] > [パートナー エンジン
（Partner Engine）] > [ステータス（Status）
] の順に選択します。
タグ ライセンスが使用可能な場合は、Aeroscout Tag Engine が有効になります。そうでない場合
は、デフォルトで Cisco Partner Engine が有効になります。
評価ライセンスだけが使用可能な場合は、デフォルトで Cisco Partner Engine が有効になります。
パートナー エンジンのステータス ページには、Aeroscout Tag Engine または Cisco Tag Engine の
いずれであるかに応じてステータスが表示されます。

（注）

Prime Infrastructure マップ名に特殊文字（「&」など）が含まれていると、MSE で Aeroscout エンジ
ンを開始できません。
表 42-11 は、Aeroscout Tag Engine の [タグ エンジン ステータス（Tag Engine Status）] ページの
フィールドについて説明しています。

表 42-11

パートナー エンジン ステータスのフィールド

フィールド

説明

パートナー ロケーション エンジン パートナー エンジン名（aeroscout）。
名（Partner Location Engine Name）
バージョン（Version）

Aeroscout Tag Engine のバージョン。

説明（Description）

タグ エンジンの説明。

登録済み（Registered）

Aeroscout Tag Engine と MSE の間の通信が確立されている場合は [はい（True）]
と表示されます。

アクティブ（Active）

Aeroscout Tag Engine が実行中の場合は [はい（True）] と表示されます。

ライセンス情報（License
Information）

Aeroscout Tag Engine で使用可能なタグの最大数。

コンテキスト認識型サービスに Cisco Tag Engine を選択した場合、[タグ エンジン ステータス
（Tag Engine Status）] ページには次の情報が表示されます。
表 42-12 は、Cisco Tag Engine の [タグ エンジン ステータス（Tag Engine Status）] ページのフィー
ルドについて説明しています。
表 42-12

タグ エンジン ステータスのフィールド

フィールド

説明

タグ ロケーション エンジン名（Tag タグ ロケーション エンジンの名前（Cisco）。
Location Engine Name）
バージョン（Version）

Cisco Tag Engine のバージョン。

説明（Description）

Cisco Tag Engine の説明。

アクティブ（Active）

Cisco Tag Engine が実行中の場合は [はい（True）] と表示されます。

ライセンス情報（License
Information）

Cisco Tag Engine で使用可能なタグの最大数。
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MSE 通知の概要の表示
通知の概要を表示するには、[サービス
（Services）] > [モビリティ サービス
（Mobility Services）
] > [コ
ンテキスト認識型通知（Context Aware Notifications）
] > [通知の要約（Notification Summary）] の順に
選択します。
モビリティ サービスはイベント通知を送信しますが、保存しません（ファイア アンド フォー
ゲット）。ただし、通知イベントの宛先が Prime Infrastructure である場合、Prime Infrastructure は受
信した通知を保存し、次に示す 7 つのカテゴリに分類します。
•

[不在（欠落）
（Absence (Missing)）]：指定された時間にわたってモビリティ サービスが WLAN
内のアセットを認識できない場合に生成されます。

•

[ロケーション変更イベント（Location Change Events）]：クライアント ステーション、アセッ
ト タグ、不正クライアント、および不正アクセス ポイントが以前のロケーションから移動し
た場合に、生成されます。

•

[チョークポイント通知（Chokepoint Notifications）]：チョークポイントによってタグが確認
（スティミュレート）されたときに生成されます。この情報は、CCX v.1 準拠のタグについて
のみ、報告および表示されます。

•

[電池残量（Battery Level）]：追跡対象のアセット タグが、指定した電池残量になったときに生
成されます。

•

[エリア内/外（In/Out Area）]：アセットが指定エリア内外に移動した際に生成されます。
Prime Infrastructure の [マップ
（Maps）
] セクションで Containment 領域（キャンパス、ビルディン
グ、またはフロア）を定義します。Map Editor を使用して、カバレッジ エリアを定義できます。

•

[マーカーからの移動（Movement from Marker）]：マップ上に定義したマーカーから、指定した
距離を超えてアセットが移動した際に、生成されます。

•

[緊急（Emergency）]：タグのパニック ボタンがトリガーされたか、タグが削除、改ざん、非アク
ティブになった、または不明な状態が報告された際に、CCX v.1 準拠のアセット タグについ
て生成されます。この情報は、CCX v.1 準拠タグについてのみ、報告および表示されます。

概要の詳細には、次の情報が含まれます。
•

すべての通知（All Notifications）

•

クライアント ステーション（Client Stations）

•

アセット タグ（Asset Tags）

•

不正クライアント（Rogue Clients）

•

不正アクセス ポイント（Rogue Access Points）

各通知の詳細を表示するには、[過去 1 時間（Last Hour）]、[過去 24 時間（Last 24 Hours）]、または [合
計アクティブ（Total Active）] 列の数値をクリックし、該当する通知の詳細ページを開きます。

クリアされた通知
モビリティ サービスは、次のいずれかの状況でイベント条件をクリアした際に、イベント通知を
送信します。
•

欠落（不在）
：要素が再び出現した。

•

エリア内外（不正）
：要素が不正領域内に戻った、または領域外に出た。

•

距離：要素がマーカーから指定された距離内に戻った。

•

ロケーション変更：状態のクリアはこの条件には適用されません。

•

電池残量：タグが正常な電池残量で動作していることが再検出された。
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•

緊急

•

チョークポイント

Prime Infrastructure の [通知の要約（Notifications Summary）] ページには、クリアされたイベント
条件の通知を受信したかどうかが反映されます。

MSE 通知の表示および管理
通知の定義を表示するには、[サービス（Services）] > [モビリティ サービス
（Mobility Services）
] > [コ
ンテキスト認識型通知（Context Aware Notifications）
] > [通知定義（Notification Definition）] の順に選
択します。このページのグループにイベント グループおよびイベント定義を追加できます。どのグ
ループも、イベント通知を編成するのに役立ちます。イベント定義は、特定のグループに属してい
る必要があります。
イベント グループおよびイベント定義の追加について、詳しくは、
「イベント グループの追加」
セクション（42-65 ページ）および「イベント定義の追加」セクション（42-69 ページ）を参照してく
ださい。
イベント グループおよびイベント定義を追加した後、[通知定義（Notification Definition）] ページ
に次のパラメータが表示されます。
表 42-13 は、[通知定義（Notification Definition）] ページのフィールドのリストおよび説明を示し
ています。
表 42-13

[通知定義（Notification Definition）] ページ

フィールド

説明

グループ名（Group
Name）

イベント定義の追加先となるグループの名前。

イベント:定義（Event
Definitions）

イベント グループの既存のイベント定義。

作成日（Created On）

イベント グループの作成日。

通知統計情報の表示
特定の MSE の通知統計情報を表示できます。特定の MSE の通知統計情報を表示するには、[サー
ビス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [MSE-name] > [コンテキスト認識
型サービス（Context Aware Service）] > [通知統計情報（Notification Statistics）] の順に選択します
（[MSE-name] は MSE の名前）。
表 42-14 は、通知統計情報ページのフィールドのリストと説明です。
表 42-14

[通知統計情報（Notification Statistics）] のフィールド

フィールド

説明

要約
宛先（Destinations）
合計（Total）

宛先の合計数。

到達不要（Unreachable）

到達不能な宛先の数。
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表 42-14

[通知統計情報（Notification Statistics）] のフィールド（続き）

フィールド

説明

要約
通知統計情報の要約
トラック定義ステータス（Track トラック定義のステータス。トラック通知ステータスは [有効（Enabled）] または [無
Definition Status）
効（Disabled）] のいずれかです。
トラック定義（Track Definition） トラック定義は、ノースバウンドまたは CAS イベント通知です。
宛先 IP アドレス（Destination IP 通知が送信される宛先 IP アドレス。
Address）
宛先ポート（Destination Port）

通知が送信される宛先ポート。

接続先タイプ（Destination Type） 宛先のタイプ。たとえば SOAP_XML です。
宛先ステータス（Destination
Status）

宛先デバイスのステータス。ステータスは [アップ（Up）] または [ダウン（Down）]
です。

最終送信日時（Last Sent）

最後の通知が宛先デバイスに送信された日時。

最終失敗日時（Last Failed）

通知が失敗した日時。

総数（Total Count）

宛先に送信された通知の合計数。宛先デバイスの通知統計情報の詳細を表示する
には、カウント リンクをクリックします。

モバイル コンシェルジュ サービスのパラメータ
設定済みサービス アドバタイズメントの表示
設定済みのサービス アドバタイズメントを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス名（Device Name）] をクリックして、そのプロパティを表示します。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから、[モバイル コンシェルジュ サービス（Mobile Concierge
Service）] > [アドバタイズメント（Advertisements）] の順に選択します。
[モバイル コンシェルジュ サービス（Mobile Concierge Service）] ページに次の情報が表示されます。
•

[アイコン（Icon）]：サービス プロバイダーに関連付けられたアイコンを表示します。

•

[プロバイド名（Provide Name）]：サービス プロバイダー名を表示します。

•

[場所の名前（Venue Name）]：場所の名前を表示します。

•

アドバタイズメント
– [フレンドリ名
（Friendly Name）]：ハンドセットに表示されるわかりやすい名前。
– [アドバタイズメント タイプ
（Advertisement Type）]：ハンドセットに表示されるアドバタ

イズメントのタイプ。
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モバイル コンシェルジュ サービスの統計情報の表示
モバイル コンシェルジュ サービスの統計情報を表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ サービス エンジ
ン（Mobility Services Engines）] の順に選択します。

ステップ 2

[デバイス名（Device Name）] をクリックして、そのプロパティを表示します。

ステップ 3

左側のサイドバーのメニューから [モバイル コンシェルジュ サービス（Mobile Concierge
service）] > [統計情報（Statistics）] の順に選択します。
[モバイル コンシェルジュ サービス（Mobile Concierge Service）] ページに次の情報が表示されます。
•

[アクティブなモバイル MAC アドレス（上位 5 つ）
（Top 5 Active Mobile MAC addresses）]：特
定の場所で最もアクティブなモバイルについての情報を表示します。

•

[サービス URL（上位 5 つ）
（Top 5 Service URIs）]：特定の場所またはプロバイダーでのサービ
ス使用状況についての情報を表示します。

イベント グループ
イベントをより効率的に管理するために、Prime Infrastructure を使用してイベント グループを作
成できます。イベント グループを使用すると、イベント定義を編成しやすくなります。

イベント グループの追加
イベント グループを追加するには、次の手順に従います。
ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [コンテキスト認識型通知
（Context Aware Notifications）] の順に選択します。
左側のサイドバーのメニューから [通知定義（Notification Definition）] を選択します。
[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[イベント グループの追加
（Add Event Group）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

[グループ名（Group Name）] テキストボックスにグループの名前を入力します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。
[イベント設定（Event Settings）] ページに新しいイベント グループが表示されます。
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イベント グループの削除
イベント グループを削除するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [コンテキスト認識型通知
（Context Aware Notifications）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーのメニューから [通知定義（Notification Definition）] を選択します。

ステップ 3

削除するイベント グループのチェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[イベント グループの削除
（Delete Event Group(s)）] を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 6

[OK] をクリックして削除を実行します。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

イベント定義の操作
イベント定義には、イベントを発生させた条件、イベントが適用されるアセット、イベント通知
の宛先に関する情報が含まれます。ここでは、イベント定義を追加、削除、およびテストする方法
について説明します。
Prime Infrastructure では、グループ単位で定義を追加できます。新しいイベント定義はいずれも、
特定のグループに属する必要があります。
イベント定義を追加するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [コンテキスト認識型通知
（Context Aware Notifications）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーのメニューから、[通知定義（Notification Definitions）] を選択します。

ステップ 3

イベントの追加先となるグループの名前をクリックします。選択したイベント グループに関す
るイベント定義の概要ページが表示されます。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[イベント定義の追加（Add
Event Definition）] を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 6

[イベント定義名（Event Definition Name）] テキスト ボックスにイベント定義の名前を入力します。
イベント定義名は、イベント グループ内で一意である必要があります。

ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 8

[一般（General）] タブで、次のパラメータを管理します。
•

[管理ステータス（Admin Status）]：[有効（Enabled）] チェックボックスをオンにすると、イベン
トの生成が有効になります（デフォルトは無効）。

•

[優先度（Priority）]：ドロップダウン リストから数値を選択して、イベントの優先度を設定し
ます。最も高い設定値はゼロです。
優先度の高いイベント定義は、優先度の低いイベント定義よりも先に処理されます。
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•

ステップ 9

表 42-15

[アクティブ化（Activate）]：継続してイベントをレポートするには [常に（All the Time）]
チェックボックスを選択します。特定の日時でのアクティブ化を指定するには、[常に（All
the Time）] チェックボックスをオフにし、適用する日付および開始時刻と終了時刻を選択し
ます。[保存（Save）] をクリックします。

[条件（Conditions）] タブで、1 つ以上の条件を追加します。条件ごとに、イベント通知をトリガー
するためのルールを指定します。条件を追加するには、次の手順に従います。
a.

[追加（Add）] をクリックして、[条件の追加と編集（Add/Edit Condition）] ページを開きます。

b.

[条件タイプ（Condition Type）] ドロップダウン リストから条件タイプを選択し、それに関連
付ける [トリガー条件（Trigger If）] パラメータを設定します（表 42-15 を参照）。

[条件タイプ（Condition Type）] および [トリガー条件（Trigger If）] のパラメータ

条件タイプ

トリガー条件

欠落（Missing） [欠落している時間（分）
（Missing for Time (mins)）]：欠落アセット イベントが生成されてからの経過
時間（分）を入力します。
たとえば、このテキスト ボックスに 10 と入力した場合、MSE は、10 分経過してもアセットが見つ
からないときに、欠落アセット イベントを生成します。
内外（In/Out）

[次の内部（Inside of）] または [次の外部（Outside of）]：[エリアの選択（Select Area）] をクリックし、[選
択（Select）] ページからエリア パラメータを選択します。[選択（Select）] をクリックします。モニタで
きるエリアは、キャンパス全体、キャンパス内のビルディング、ビルディング内のフロア、またはカ
バレッジ エリアです（Map Editor を使用してカバレッジ エリアを定義できます）。

距離（Distance） [マーカーからの距離（フィート）
（In the distance of x (feet) from Marker）] テキスト ボックス：距離
（フィート単位）を入力します。モニタ対象アセットが指定の距離を超えてマーカーから移動した
際にイベント通知がトリガーされます。[マーカーの選択（Select Marker）] をクリックし、[選択
（Select）] ページでマーカー パラメータを選択します。[選択（Select）] をクリックします。
電池残量
[現在の電池残量（Battery Level Is）]：[Low（低）]、[Medium（中）]、[Normal（正常）]。イベントをトリ
（Battery Level） ガーする適切な電池残量を選択します。
ロケーション
変更（Location
Change）

アセットの位置が変化したときにイベントがトリガーされます。

緊急
（Emergency）

[すべて（Any）]、[パニック ボタン（Panic Button）]、[改ざん（Tampered）]、または [削除（Detached）]
チェックボックスを選択します。

チョークポイ
ント
（Chokepoint）

[チョークポイントの範囲内（In the range of Chokepoints）]：[チョークポイントの選択（Select
Chokepoint）] チェックボックスをオンにし、[選択（Select）] ページでチョークポイント パラメータ
を選択します。[選択（Select）] をクリックします。
c.

[適用先（Apply To）] ドロップダウン リストで、トリガー条件を満たしたときにイベントを生成
する対象となるアセットのタイプ（[すべて（Any）]、[クライアント（Clients）]、[タグ
（Tags）]、[不
正アクセス ポイント（Rogue APs）]、[不正クライアント（Rogue Clients）]、
または [干渉源
（Interferers）
]）
を選択します。
緊急イベントおよびチョークポイント イベントは、
（CCXv.1 準拠の）
タグにのみ適用できます。

d.

[一致基準（Match By）] ドロップダウン リストから、一致基準（[MAC アドレス（MAC
Address）]、[アセット名（Asset Name）]、[アセット グループ（Asset Group）]、または [アセット
カテゴリ（Asset Category）]）、演算子（[等しい（Equals）] または [類似（Like）]）を選択し、選択し
た [一致基準（Match By）] 要素に適切なテキストを入力します。

e.

[追加（Add）] をクリックします。
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ステップ 10

[宛先および転送（Destination and Transport）] タブで、次の手順に従ってイベント通知を受信する
1 つ以上の宛先を追加し、転送設定を行います。
a.

[追加（Add）] をクリックして、[宛先および転送の追加と編集（Add/Edit Destination and
Transport）] ページを開きます。

b.

1 つ以上の新しい宛先を追加するには、[新規追加（Add New）] をクリックし、該当する IP ア
ドレスを入力して [OK] をクリックします。
受信側システムで、通知を処理するイベント リスナーが動作している必要があります。デ
フォルトでは、イベント定義を作成すると、Prime Infrastructure はその IP アドレスを宛先と
して追加します。

c.

通知を受信する宛先を選択するには、右側のボックスで 1 つ以上の IP アドレスをクリックし
て強調表示し、[選択（Select）] をクリックして、左側のボックスに IP アドレスを追加します。

d.

メッセージ形式フィールドのドロップダウン リストから、[XML] または [プレーン テキスト
（Plain Text）] を選択します。
Prime Infrastructure を宛先として選択する場合は、XML 形式を選択する必要があります。

e.

[トランスポート タイプ（Transport Type）] ドロップダウン リストから次のいずれかの転送
（トランスポート）タイプを選択します。
– [SOAP]：Simple Object Access Protocol。
SOAP を使用すると、通知は HTTP/HTTPS を介し

て送信され、宛先の Web サービスによって処理されます。
HTTPS を介して通知を送信するかどうか、対応するチェックボックスをオンにして指定
します。[ポート番号（Port Number）
] テキスト ボックスに宛先のポート番号を入力します。
– [メール
（Mail）]：電子メールで通知を送信するには、このオプションを使用します。

[メール タイプ（Mail Type）] ドロップダウン リストから、メールを送信するためのプロ
トコルを選択します。ユーザ名とパスワード（認証が有効な場合）、送信者の名前、件名行
に追加するプレフィックス、受信者の電子メール アドレス、およびポート番号を必要に
応じて入力します。
– [SNMP]：Simple Network Management Protocol
（簡易ネットワーク管理プロトコル）。この

オプションを使用すると、SNMP 対応デバイスに通知を送信します。
SNMP バージョン v2c を選択した場合は、[SNMP コミュニティ（SNMP Community）] テ
キスト ボックスに SNMP コミュニティ ストリングを、[ポート番号（Port Number）] テキ
スト ボックスに該当するポート番号を入力するように促されます。
SNMP バージョン v3 を選択した場合は、ユーザ名とセキュリティ名を入力し、ドロップ
ダウン リストから認証タイプを選択して認証パスワードを入力し、ドロップダウン リ
ストからプライバシー タイプを選択してプライバシー パスワードを入力するように促
されます。
– [SysLog]：イベント通知の受信側である宛先システム上のシステム ログを指定します。
– [優先度
（Priority）] テキスト ボックスに通知の優先度を入力し、ファシリティの名前、お

よび宛先システム上のポート番号を入力します。
f.

[追加（Add）] をクリックします。
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イベント定義の追加
イベント定義には、イベントを発生させた条件、イベントが適用されるアセット、イベント通知
の宛先についての情報が含まれます。
Prime Infrastructure では、グループごとに定義を追加できます。各イベント定義は 1 つのグループ
に属している必要があります。イベント定義を削除またはテストする方法の詳細については、
『Cisco Content-Aware Software Configuration Guide』を参照してください。
イベント定義を追加するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [コンテキスト認識型通知
（Context Aware Notifications）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーのメニューから [通知定義（Notification Definition）] を選択します。

ステップ 3

イベントの追加先とするグループの名前をクリックします。選択したイベント グループに関す
るイベント定義の概要ページが表示されます。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [イベント定義の追加（Add
Event Definition）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 5

[条件（Conditions）] タブで、1 つ以上の条件を追加します。追加する条件ごとに、イベント通知を
トリガーするためのルールを指定します。

ヒント

たとえば、病院で心臓モニタによる経過観察を行う場合、心臓モニタを見失ってから 1 時間経過
したときや、心臓モニタがその割り当てられたフロアから移動した際、または心臓モニタがフロ
ア内の特定のカバレッジ エリアに入ったときなどにイベント通知を生成するルールを追加でき
ます。
条件を追加するには、次の手順に従います。
a.

[追加（Add）] をクリックして、このイベントを生成する条件を追加します。

b.

[条件の追加と編集（Add/Edit Condition）] ダイアログボックスで、次の手順に従います。
1.

[条件タイプ（Condition Type）] ドロップダウン リストから条件タイプを選択します。
[条件タイプ（Condition Type）] ドロップダウン リストから [欠落（Missing）] を選択した場
合は、欠落アセット イベントが生成されるまでの経過時間（分）を入力します。たとえば、
このテキスト ボックスに 10 と入力した場合、10 分経過してもアセットが見つからない
と、モビリティ サービス エンジンは欠落アセット イベントを生成します。ステップ c に
進みます。
[条件タイプ（Condition Type）] ドロップダウン リストから [内外（In/Out）] を選択した場
合は、[次の内部（Inside of）] または [次の外部（Outside of）] を選択してから [エリアの選
択（Select Area）] を選択し、アセットが出入りする対象エリアを選択します。[選択
（Select）] ダイアログボックスで、モニタするエリアを選択し [選択（Select）] をクリック
します。モニタできるエリアは、キャンパス全体、キャンパス内のビルディング、ビル
ディング内のフロア、またはカバレッジ エリアです（Map Editor を使用してカバレッジ
エリアを定義できます）。たとえば、ビルディング内のフロアの一部分をモニタするに
は、[キャンパス（Campus）] ドロップダウン リストからキャンパスを、[ビルディング
（Building）] ドロップダウン リストからビルディングを、[フロア エリア（Floor Area）] ド
ロップダウン リストからモニタするエリアを選択します。次に、[選択（Select）] をクリッ
クします。ステップ c に進みます。
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[条件タイプ（Condition Type）] ドロップダウン リストから [距離（Distance）] を選択した
場合は、モニタ対象アセットが指定の距離を超えてマーカーから移動した場合にイベン
ト通知をトリガーする距離（フィート単位）を入力し、[マーカーの選択（Select Marker）]
をクリックします。[選択（Select）] ダイアログボックスで、キャンパス、ビルディング、フ
ロア、およびマーカーをそれぞれ対応するドロップダウン リストから選択し、[選択
（Select）] をクリックします。たとえば、マーカーをフロア プランに追加し、トリガーに距
離を設定します。テキスト ボックスに 60 フィートと設定した場合、モニタ対象アセット
がマーカーから 60 フィートを超えて離れた際にイベント通知が生成されます。ステッ
プ c に進みます。
Map Editor を使用して、マーカーおよびカバレッジ エリアを作成できます。マーカー名
を作成する際には、システム全体で一意になるようにしてください。
[条件タイプ（Condition Type）] ドロップダウン リストから [電池残量（Battery Level）] を
選択した場合は、イベントをトリガーする電池残量（低、中、正常）の横にあるチェック
ボックスをオンにします。ステップ c に進みます。
[条件タイプ（Condition Type）] ドロップダウン リストから [ロケーション変更（Location
Change）] を選択した場合は、ステップ c に進みます。
[条件タイプ（Condition Type）] ドロップダウン リストから [緊急（Emergency）] を選択し
た場合は、イベントをトリガーする緊急事態（すべて、パニック ボタン、改ざん、削除）の
横にあるボタンをクリックします。ステップ c に進みます。
[条件タイプ（Condition Type）] ドロップダウン リストから [チョークポイント
（Chokepoint）] を選択した場合は、ステップ c に進みます。トリガー条件は 1 つのみ存在
し、それがデフォルトで表示されます。設定は必要ありません。
c.

[適用先
（Apply To）
] ドロップダウン リストから、
トリガー条件を満たしたときにイベントを生
成する対象となるアセットのタイプ
（[すべて（Any）]、
[クライアント
（Clients）]、
[タグ
（Tags）
]、
[不
正アクセス ポイント
（Rogue APs）
]、[不正クライアント
（Rogue Clients）
]、
または [干渉源
（Interferers）]）
を選択します。
[適用先（Apply To）] ドロップダウン リストから [すべて（Any）] オプションを選択した場合
は、すべてのタグ、クライアント、不正アクセス ポイント、および不正クライアントに電池条
件が適用されます。
緊急イベントおよびチョークポイント イベントは、Cisco Compatible Extensions タグのバー
ジョン 1（以降）のみに適用されます。

d.

[一致基準（Match By）] ドロップダウン リストで、一致基準（[MAC アドレス（MAC Address）]、
[アセット名（Asset Name）]、[アセット グループ（Asset Group）]、または [アセット カテゴリ
（Asset Category）]）、演算子（[等しい（Equals）] または [類似（Like）]）を選択し、選択した [一致
基準（Match By）] 要素に適切なテキストを入力します。
次に、指定可能なアセットの一致基準の例をいくつか示します。
– [一致基準
（Match By）] ドロップダウン リストから [MAC アドレス（MAC Address）] を選

択し、[演算子（Operator）] ドロップダウン リストから [等しい（Equals）] を選択して、
MAC アドレス（たとえば、12:12:12:12:12:12）を入力した場合、MAC アドレスが
12:12:12:12:12:12（完全一致）の要素にイベント条件が提供されます。
– [一致基準
（Match By）] ドロップダウン リストから [MAC アドレス（MAC Address）] を選

択し、[演算子（Operator）] ドロップダウン リストから [類似（Like）] を選択して 12:12 を
入力した場合、MAC アドレスが 12:12 で始まる要素にイベント条件が適用されます。
e.

[追加（Add）] をクリックして、定義済みの条件を追加します。
チョークポイントを定義している場合は、条件を追加した後にチョークポイントを選択する
必要があります。
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チョークポイントを選択するには、次の手順に従います。
1.

[チョークポイントの選択（Select Chokepoint）] をクリックします。入力ページが表示さ
れます。

2.

該当するドロップダウン リストから [キャンパス（Campus）]、[ビルディング（Building）]、
および [フロア（Floor）] を選択します。

3.

表示されるメニューから [チョークポイント（Chokepoint）] を選択します。

[条件の追加と編集（Add/Edit Condition）] ページに戻ると、
[チョークポイントの選択（Select
Chokepoint）] ボタンの横にあるテキスト領域にチョークポイントのロケーション パス（[キャ
ンパス（Campus）] > [ビルディング（Building）] > [フロア（Floor）]）が自動的に読み込まれます。
ステップ 6

[宛先および転送（Destination and Transport）] タブで、次の手順に従ってイベント通知を受信する
1 つ以上の宛先を追加し、転送（トランスポート）を設定します。
a.

新しい宛先を追加する場合は、[追加（Add）] をクリックします。[宛先設定の追加/編集
（Add/Edit Destination configuration）] ページが表示されます。

b.

[新規追加（Add New）] をクリックします。

c.

イベント通知を受信するシステムの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。
受信側システムで、通知を処理するイベント リスナーが動作している必要があります。デ
フォルトでは、イベント定義を作成すると、Prime Infrastructure はその IP アドレスを宛先と
して追加します。

d.

イベント通知を送信する宛先を選択するには、右側のボックスで 1 つ以上の IP アドレスを
強調表示し、[選択（Select）] をクリックして左側のボックスに IP アドレスを追加します。

e.

[XML] または [プレーン テキスト（Plain Text）] を選択して、メッセージ形式を指定します。

f.

[トランスポート タイプ（Transport Type）] ドロップダウン リストから次のいずれかの転送
（トランスポート）タイプを選択します。
– [SOAP]：イベント通知を送信するための転送タイプとして、
簡易 XML プロトコルであ

る Simple Object Access Protocol を指定します。SOAP を使用すると通知は HTTP/HTTPS
を介して送信され、宛先の Web サービスによって処理されます。
[SOAP] を選択した場合は、HTTPS を介して通知を送信するかどうか、対応するチェック
ボックスをオンにして指定します。選択しない場合は HTTP が使用されます。また、[ポー
ト番号（Port Number）] テキスト ボックスに宛先のポート番号を入力します。
– [メール
（Mail）]：電子メールで通知を送信するには、このオプションを使用します。

[メール（Mail）] を選択した場合は、[メール タイプ
（Mail Type）] ドロップダウン リストから
電子メールを送信するためのプロトコルを選択する必要があります。また、必要に応じて、
ユーザ名とパスワード（認証が有効な場合）、送信者の名前、件名行に追加するプレフィッ
クス、受信者の電子メール アドレス、およびポート番号を入力する必要もあります。
– [SNMP]：SNMP 対応デバイスに通知を送信するために使用され、
ネットワーク モニタリン

グに広く使用されている技術である Simple Network Management Protocol を使用します。
[SNMP] を選択した場合は、[SNMP コミュニティ（SNMP Community）] テキスト ボック
スに SNMP コミュニティ ストリングを、[ポート番号（Port Number）] テキスト ボックス
に通知の送信先のポート番号を入力します。
– [SysLog]：イベント通知の受信側である宛先システム上のシステム ログを指定します。

[SysLog] を選択した場合は、[優先度（Priority）] テキスト ボックスに通知の優先度を、[ファ
シリティ（Facility）] テキスト ボックスにファシリティの名前を、[ポート番号（Port
Number）
] テキスト ボックスに宛先システムのポート番号を入力します。
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g.

HTTPS を有効にするには、その横にある [有効（Enable）] チェックボックスをオンにします。
ポート番号が自動的に読み込まれます。

h.
ステップ 7

[保存（Save）] をクリックします。

[一般（General）] タブで、次の手順に従います。
a.

[管理ステータス（Admin Status）] の [有効（Enabled）] チェックボックスをオンにすると、イベ
ントの生成が有効になります（デフォルトは無効）。

b.

[優先度（Priority）] ドロップダウン リストから数値を選択して、イベントの優先度を設定し
ます。最も高い優先度はゼロです。
優先度の高いイベント通知は、優先度の低いイベント定義よりも先に処理されます。

c.

ステップ 8

イベント通知の送信頻度を選択するには、次の手順を実行します。
1.

イベントを継続的に報告する場合は、[常に（All the Time）] チェックボックスをオンにし
ます。ステップ g に進みます。

2.

イベント通知を送信する曜日と時刻を選択する場合は、[常に（All the Time）] チェック
ボックスをオフにします。曜日と時刻のフィールドが表示され、選択できるようになり
ます。ステップ d に進みます。

d.

イベント通知を送信する各日の横にあるチェックボックスをオンにします。

e.

[適用開始（Apply From）] 見出しから適切な時、分、AM/PM のオプションを選択して、イベン
ト通知を開始する時刻を選択します。

f.

[適用終了（Apply Until）] 見出しから適切な時、分、AM/PM のオプションを選択して、イベン
ト通知を終了する時刻を選択します。

g.

[保存（Save）] をクリックします。

イベント グループに新しいイベント通知がリストされたことを確認します（[モビリティ
（Mobility）] > [通知（Notifications）
] > [設定
（Settings）] > [イベント グループ名（Event Group Name）
]）。

イベント定義の削除
Prime Infrastructure から 1 つ以上のイベント定義を削除するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [コンテキスト認識型通知
（Context Aware Notifications）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーのメニューから、[設定（Settings）] を選択します。

ステップ 3

イベント定義を削除するグループの名前をクリックします。

ステップ 4

削除するイベント定義を、対応するチェックボックスをオンにして選択します。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[イベント定義の削除（Delete
Event Definition(s)）] を選択します。

ステップ 6

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 7

[OK] をクリックして、選択したイベント定義を削除することを確認します。
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IPv6 アドレスによる MSE 上のワイヤレス クライアントの検索
（注）

このリリースでは、ワイヤレス クライアントだけが IPv6 アドレスを使用します。

Prime Infrastructure の詳細検索機能を使用して、MSE に配置されたクライアントを検索するに
は、次の手順に従います。
ステップ 1

[詳細検索（Advanced Search）] をクリックします。

ステップ 2

[新規検索（New Search）] ダイアログで、[検索カテゴリ（Search Category）] ドロップダウン リスト
から検索カテゴリとして [クライアント（Clients）] を選択します。

ステップ 3

[メディア タイプ（Media Type）] ドロップダウン リストから、[ワイヤレス クライアント（Wireless
Clients）] を選択します。
メディア タイプとして [ワイヤレス クライアント（Wireless Clients）] を選択した場合にのみ、[ワ
イヤレス タイプ（Wireless Type）] ドロップダウン リストが表示されます。

ステップ 4

[ワイヤレス タイプ（Wireless Type）] ドロップダウン リストから、[すべて（All）]、[軽量
（Lightweight）]、または [自律型クライアント（Autonomous Clients）] のいずれかのタイプを選択し
ます。

ステップ 5

[検索項目（Search By）] ドロップダウン リストから、[IP アドレス（IP Address）] を選択します。
IP アドレスによるクライアントの検索では、IP アドレス全体または一部を対象にすることがで
きます。各クライアントは、最大 16 個の IPv6 アドレスと 4 個の IPv4 アドレスを持つことができ
ます。

ステップ 6

[クライアント検出元（Clients Detected By）] ドロップダウン リストから、MSE により検出された
クライアントを選択します。
これにより、コントローラと直接通信することで、MSE のコンテキスト認識型サービスによって
見つかったクライアントが表示されます。

ステップ 7

[この時間内に最後に検出（Last detected within）] ドロップダウン リストから、クライアントが検
出された時間帯を選択します。

ステップ 8

[クライアント IP アドレス（Client IP Address）] テキスト ボックスにクライアント IP アドレスを
入力します。IPv6 アドレスの一部または全体を入力できます。
IPv4 アドレスを使用して MSE 上で Prime Infrastructure のクライアントを検索している場合は、[ク
ライアント IP アドレス（Client IP Address）] テキスト ボックスに IPv4 アドレスを入力します。

ステップ 9

[クライアントの状態（Client States）] ドロップダウン リストから、クライアントの状態を選択し
ます。ワイヤレス クライアントに指定できる値は、[すべての状態（All States）]、[アイドル（Idle）]、
[認証済み（Authenticated）]、[関連付け済み（Associated）]、[プローブ中（Probing）]、または [退出済
み（Excused）] です。有線クライアントに指定できる値は、[すべての状態（All States）]、[認証済み
（Authenticated）]、および [関連付け済み（Associated）] です。

ステップ 10

[ポスチャ ステータス（Posture Status）] ドロップダウン リストからポスチャ ステータスを選択す
ると、デバイスがクリーンであるかどうか判別できます。指定できる値は、[すべて（All）]、[不明
（unknown）]、[合格（Passed）]、および [失敗（Failed）] です。

ステップ 11

[CCX 互換（CCX Compatible）] チェックボックスをオンにすると、Cisco Client Extensions と互換
性のあるクライアントを検索します。指定できる値は、[すべてのバージョン（All Versions）]、
[V1]、[V2]、[V3]、[V4]、[V5]、および [V6] です。
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ステップ 12

[E2E 互換（E2E Compatible）] チェックボックスをオンにすると、エンドツーエンドの互換性のあ
るクライアントを検索します。指定できる値は、[すべてのバージョン（All Versions）]、[V1]、およ
び [V2] です。

ステップ 13

[NAC 状態（NAC State）] チェックボックスをオンにすると、特定のネットワーク アドミッション
コントロール（NAC）の状態で特定されるクライアントを検索します。指定可能な値は、[検疫
（Quarantine）]、[アクセス（Access）]、[無効（Invalid）]、および [適用外（Not Applicable）] です。

ステップ 14

[関連付け解除を含む（Include Disassociated）] チェックボックスをオンにすると、ネットワーク上
には存在しなくなったが、Prime Infrastructure には履歴レコードが残っているクライアントが含
まれます。

ステップ 15

[ページごとの項目数（Items per page）] ドロップダウン リストから、検索結果ページに表示する
レコードの数を選択します。

ステップ 16

[検索の保存（Save Search）] チェックボックスをオンにすると、選択した検索オプションを保存で
きます。

ステップ 17

[移動（Go）] をクリックします。
[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] ページに、MSE で検出されたすべてのクライア
ントが表示されます。

MSE で検出されたクライアントの表示
Cisco WLC で 2.4 GHz のプローブ状態にあるクライアントを確認できますが、
「a」無線のみのプ
ローブ状態にあるクライアントのみです（[モニタ（Monitor）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] > [MSE で検出されたクライアント（Client detected by MSE）] ページ）。
「b/g」
無線のプローブ状態にあるクライアントは表示されません。これは、クライアントがプローブ状
態にあるとき、Prime Infrastructure はプロトコルの詳細を取得せず、デフォルトでこれらが 5 GHz
チャネルと表示されるためです。これらが関連付けられた後、プロトコルおよびチャネルの詳細
を含む INFO メッセージがコントローラから受信されます。しかし、それらが測定メッセージで
プローブしている場合、Prime Infrastructure にはこの情報がなく、デフォルトで 5 GHz に設定し
ます。
MSE で検出されたすべてのクライアントを表示するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択して、有線クライアントとワイヤレス クライアントの両方の情報を
表示します。
[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] 表にはデフォルトでいくつかの列が表示されま
す。使用可能な列を追加して表示するには、
をクリックし、[列（Columns）] をクリックしま
す。利用可能な列が表示されます。[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）] 表に表示する
列を選択します。列内の任意の場所をクリックすると、その列が選択され、クライアントの詳細
が表示されます。

ステップ 2

[表示（Show）] ドロップダウン リストから [MSE で検出されたクライアント（Clients detected by
MSE）] を選択すると、現在のリストをフィルタリングし、MSE によって検出されたクライアン
トをすべて選択できます。
有線およびワイヤレスを含め、MSE によって検出されたすべてのクライアントが表示されます。
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[MSE で検出されたクライアント（Clients Detected by MSE）] 表では、次のさまざまなパラメータ
を使用できます。
•

[MAC アドレス（MAC Address）]：クライアント MAC アドレス。

•

[IP アドレス（IP Address）]：クライアント IP アドレス。
[IP アドレス（IP Address）] 列に表示される IP アドレスは、定義済みの優先順位によって決ま
ります。使用可能な最初の IP アドレスが次の順序で [IP アドレス（IP Address）] テキスト
ボックスに表示されます。
– IPv4 アドレス

（注）

このリリースでは、ワイヤレス クライアントのみが IPv6 アドレスを使用します。各
クライアントは、最大 16 個の IPv6 アドレスと 4 個の IPv4 アドレスを持つことがで
きます。

– IPv6 グローバル固有アドレス。
このタイプのアドレスが複数ある場合は、クライアント

が受信した最新の IPv6 アドレスが表示されます。これは、ユーザがグローバル IPv6 アド
レスを 2 つ持っていても、どちらかが期限切れ対象の古いルータ アドバタイズメントの
アドレスである可能性があるためです。
– IPv6 ローカル固有アドレス。
IPv6 ローカル固有アドレスが複数ある場合は、最新のアド

レスが表示されます。
– IPv6 リンク ローカル アドレス。
IPv6 クライアントの場合は、必ず 1 つ以上のリンク ロー

カル アドレスがあります。
次のようなさまざまな IPv6 アドレス タイプがあります。
– リンクローカル ユニキャスト：リンクローカル アドレスは、
自動アドレス設定、ネイ

バー探索、ルータが存在しない場合などのために、単一リンクでのアドレス指定に使用
するように設計されています。
– サイトローカル ユニキャスト：サイトローカル アドレスは、
グローバル プレフィックス

が不要な、サイト内部でのアドレス指定に使用するように設計されています。
– 集約可能グローバル ユニキャスト：集約可能グローバル ユニキャスト アドレスは、
グ

ローバル ネットワーク内でクライアントを一意に特定します。パブリック IPv4 アドレ
スと同等です。クライアントは複数の集約可能グローバル ユニキャスト アドレスを持
つことができます。
•

[IP タイプ（IP Type）]：IP アドレス タイプは IPv4 および IPv6 です。
– グローバル固有
– 固有ローカル
– リンク ローカル

•

[ユーザ名（User Name）]：802.1x 認証に基づいたユーザ名。ユーザ名を使用しないで接続され
たクライアントの場合は [不明（Unknown）] と表示されます。

•

[タイプ（Type）]：クライアント タイプを示します。

•

–

軽量クライアントを示します

–

有線クライアントを示します

–

自律型クライアントを示します

[ベンダー（Vendor）]：OUI から導き出されたデバイス ベンダー。
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•

[デバイス名（Device Name）]：ネットワーク認証デバイス名。たとえば、WLC、スイッチなど
です。

•

[ロケーション（Location）]：接続しているデバイスのマップ位置。

•

[VLAN]：このクライアントのアクセス VLAN ID を示します。

•

[ステータス（Status）]：現在のクライアント ステータス。
– [アイドル
（Idle）]：正常な動作。クライアント アソシエーション（関連付け）要求は拒否さ

れていません。
– [認証保留中
（Auth Pending）]：AAA トランザクションを実行しています。
– [認証済み
（Authenticated）]：802.11 認証が完了しています。
– [関連付け済み
（Associated）]：802.11 アソシエーションが完了しています。これは、クライ

アントがネットワークに現在接続されていることを示すために有線クライアントでも
使用されます。
– [関連付け解除済み
（Disassociated）]：802.11 ディスアソシエーション（関連付け解除）が

完了しています。これは、クライアントがネットワーク上に現在存在しないことを示す
ために有線クライアントでも使用されます。
– [削除予定
（To Be Deleted）]：ディスアソシエーション後にクライアントが削除されます。
– [除外
（Excluded）]：セキュリティの脅威と見なされたため、システムによって自動的に無

効化されています。
•

[インターフェイス（Interface）]：クライアントの接続先であるコントローラ インターフェイ
ス（ワイヤレス）またはスイッチ インターフェイス（有線）。

•

プロトコル
– [802.11]：ワイヤレス
– [802.3]：有線

ステップ 3

•

[アソシエーション時間（Association Time）]：最後のアソシエーションの開始時間（ワイヤレ
ス クライアントの場合）。有線クライアントの場合、これは、クライアントがスイッチ ポート
に接続した時間です。クライアントがアソシエートされているが、ネットワーク上で問題が
ある場合は空欄になります。

•

[CCX]：軽量ワイヤレスのみ。

[クライアントおよびユーザ（Client and User）] ページの MAC アドレスの横にあるオプション ボ
タンを選択すると、アソシエートされたクライアント情報を表示できます。

MSE アラーム詳細の表示
[モニタ（Monitor）] > [モニタリング ツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms and Events）] ページで、[障害の原因（Failure Source）] 列の下にある MSE 項目をクリック
し、特定の MSE のアラーム詳細にアクセスします。
別の方法として、[サービス（Services）] > [モビリティ サービス エンジン（Mobility Services
Engines）] > [MSE 名（MSE Name）] > [システム（System）] > [ステータス（Status）] > [Prime
Infrastructure アラーム（Prime Infrastructure Alarms）] ページにアクセスし、[障害の原因（Failure
Source）] 列の下にある特定の MSE 項目をクリックして、特定の MSE のアラーム詳細にアクセス
できます。
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表 42-16 では、MSE の [アラームの詳細（Alarm Detail）] ページのフィールドについて説明してい
ます。
表 42-16

一般的なパラメータ

フィールド

説明

障害の原因
アラームを生成した MSE。
（Failure Source）
オーナー
（Owner）

このアラームが割り当てられている担当者の名前、または空欄。

承認済み
ユーザがこのアラームを認知しているかどうかを示します。
（Acknowledged）
カテゴリ
（Category）

アラームのカテゴリ。アラーム カテゴリは、MSE のモビリティ サービスです。

作成日（Created） アラームが作成された日時（月、日、年、時、分、秒、AM/PM）。
変更あり
（Modified）

最後にアラームが修正された日時（月、日、年、時、分、秒、AM または PM）。

作成元
（Generated By）

このフィールドには MSE と表示されます。

重大度（Severity） セキュリティのレベル：[重大（Critical）]、[やや重大（Major）]、[あまり重大でない（Minor）]、[警告
（Warning）]、[クリア（Clear）]、[通知（Info）] が色分けで表示されます。
前の重大度
（Previous
Severity）

[重大（Critical）]、[やや重大（Major）]、[あまり重大でない（Minor）]、[警告（Warning）]、[クリア
（Clear）]、[通知（Info）] が色分けで表示されます。

アラームのタイプによって、全般的な情報が異なる場合があります。たとえば、アラーム詳細の
中に、ロケーションおよびスイッチ ポート トレーシング情報が含まれる場合もあります。
•

[関連アラーム リスト（Related Alarm List）]：特定の攻撃に関連するすべてのアラームを示し
ます。

•

[不正クライアントの詳細（Rogue Client Details）]：不正なクライアントに関する情報を表示
します。

•

[注釈（Annotations）]：このテキスト ボックスに新しい注釈を入力して [追加（Add）] をクリッ
クすると、アラームが更新されます。注釈は [注釈（Annotations）] 表示ページに表示されます。

•

[メッセージ（Messages）]：アラームに関する情報が表示されます。

•

[デバイスの詳細（Device Details）]：

•

[スイッチ ポート トレース（Switch Port Tracing）]

•

[ロケーション通知（Location Notification）]

•

[マップ位置（Map Location）]

•

[デバイス イベント（Device Events）]

•

[関連履歴（Related History）]
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•

[監査レポート（Audit Report）]：これをクリックして、設定監査アラームの詳細を表示します。
このレポートは、設定監査アラームにのみ使用できます。
監査の矛盾が設定グループに施行されると、設定監査アラームが生成されます。施行が失敗
すると、設定グループに [重大（Critical）] アラームが生成されます。施行が成功すると、設定
グループに [あまり重大でない（Minor）] アラームが生成されます。アラームには監査レポー
トへのリンクがあり、各コントローラの矛盾のリストを表示できます。

•

[イベント履歴（Event History）]：[MSE アラーム イベント（MSE Alarm Events）] ページが開き、
このアラームのイベントを表示します。アラーム ページが複数ある場合は、ページ番号およ
び他のページへ移動するためのスクロール矢印がページ上部に表示されます。これらのスク
ロール矢印を使用して、その他のアラームを表示します。

モバイル コンシェルジュ サービスによるモニタリング
モバイル コンシェルジュ サービスにより、場所の所有者とサービス プロバイダーは WLAN を
モニタできます。このソリューションは、スマート フォンを使用している顧客に独自のストア内
エクスペリエンスを提供します。
モバイル コンシェルジュ サービスは、ネットワーク接続を確立するための一連のポリシーを使
用して設定されたワイヤレス スマート フォンを使用します。モバイル コンシェルジュ サービス
により、使用できるネットワークベース サービスをスマート フォンで簡単に検出できます。ス
トアの Wi-Fi ネットワークに接続した後、ストアのワイヤレス ゲスト ネットワークに参加して、
電子クーポン、プロモーション オファー、顧客ロイヤルティ データ、製品提案など、さまざまな
サービスにアクセスしたり、ショッピング リストを編成したり、ショッピング設定に基づき固有
のデジタル署名を受け取ったりすることができます。
関連項目
•

場所の定義

•

場所の削除

•

ポリシーを使用したプロバイダーの定義

•

プロバイダーの削除

•

ポリシーの定義

•

ポリシーの削除

場所の定義
場所を定義するには、次の手順に従います。
ステップ 1
ステップ 2

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モバイル コンシェルジュ
（Mobile Concierge）] の順に選択します。
左側のサイドバーのメニューから [モバイル コンシェルジュ サービス（Mobile Concierge
Services）] > [場所（Venues）] の順に選択します。
[場所（Venues）] ページが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [新しい場所の定義（Define New
Venue）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
[場所ウィザード（Venue Wizard）] ページが表示されます。
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ステップ 4

[場所名（Venue Name）] テキスト ボックスに場所の名前を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[フロア/屋外の関連付け（Floor/Outdoor Association）] グループ ボックスで、以下を設定できます。
•

[エリア タイプ（Area Type）] ドロップダウン リストから、サービス アドバタイズメントを表
示するエリア タイプを選択します。指定できる値は、[フロア エリア（Floor Area）] および [屋
外エリア（Outdoor Area）] です。

（注）

エリア タイプとして [フロア エリア（Floor Area）] を選択した場合に限り、ビルディング、
フロア エリア、カバレッジ エリアのドロップダウン リストが表示されます。

•

[キャンパス（Campus）] ドロップダウン リストから、サービス アドバタイズメントを表示さ
せるキャンパス名を選択します。

•

[ビルディング（Building）] ドロップダウン リストから、アドバタイズメントを表示させるビ
ルディング名を選択します。

•

[フロア（Floor）] ドロップダウン リストから、フロア タイプを選択します。

•

[カバレッジ エリア（Coverage Area）] ドロップダウン リストから、フロア内のカバレッジ領
域を選択します。

•

[屋外エリア（Outdoor Area）] ドロップダウン リストから、サービス アドバタイズメントを表
示する屋外領域を選択します。このフィールドは、エリア タイプとして [屋外エリア
（Outdoor Area）] を選択した場合にのみ表示されます。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。[オーディオ（Audio）] グループ ボックスが表示されます。

ステップ 7

[オーディオ（Audio）] グループ ボックスから [ファイルの選択（Choose File）] をクリックし、オー
ディオ通知を再生するためのオーディオ ファイルを参照して選択します。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。[アイコン（Icons）] グループ ボックスが表示されます。

ステップ 9

[アイコン（Icons）] グループ ボックスから [ファイルの選択（Choose File）] をクリックし、クライ
アント ハンドセットに表示するアイコンを参照して選択します。

ステップ 10

[次へ（Next）] をクリックします。[場所アプリ（Venue Apps）] グループ ボックスが表示されます。

ステップ 11

[場所アプリ（Venue Apps）] グループ ボックスの [Web アプリ（Web App）] ドロップダウン リスト
から、サービス アドバタイズメントを表示する場所アプリケーションを選択します。

ステップ 12

[次へ（Next）] をクリックします。[追加の場所情報（Additional Venue Information）] グループ ボッ
クスが表示されます。

ステップ 13

[追加情報（Additional Information）] グループ ボックスから、場所でモバイル アプリケーションに
提供する追加情報を指定できます。次の設定を行えます。

ステップ 14

•

[ロケーションの詳細（Location Detail）] テキスト ボックスに場所の詳細情報を入力します。
ここでは、場所のストア アドレス、郵便番号、住所などの詳細を指定します。

•

[緯度と経度（Latitude and Longitude）] テキスト ボックスに、場所の GPS 緯度および経度を入
力します。これにより、アプリケーションが場所を正確に特定しやすくなります。

•

[追加情報（Additional Information）] テキスト ボックスに、場所でモバイル アプリケーション
に提供する追加情報を入力します。

[保存（Save）] をクリックします。この情報は MSE に適用され、自動的に同期されます。
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関連項目
•

モバイル コンシェルジュ サービスによるモニタリング

•

場所の削除

•

ポリシーを使用したプロバイダーの定義

•

プロバイダーの削除

•

ポリシーの定義

•

ポリシーの削除

場所の削除
場所を削除するには、次の手順に従います。
ステップ 1
ステップ 2

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モバイル コンシェルジュ
（Mobile Concierge）] の順に選択します。
左側のサイドバーのメニューから [モバイル コンシェルジュ サービス（Mobile Concierge
Services）] > [場所（Venues）] の順に選択します。
[場所（Venues）] ページが表示されます。

ステップ 3

削除する場所のチェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[場所の削除（Delete Venue）] を
選択して [実行（Go）] をクリックします。
[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

モバイル コンシェルジュ サービスによるモニタリング

•

場所の定義

•

ポリシーを使用したプロバイダーの定義

•

プロバイダーの削除

•

ポリシーの定義

•

ポリシーの削除

ポリシーを使用したプロバイダーの定義
ステップ 1
ステップ 2

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モバイル コンシェルジュ
（Mobile Concierge）] の順に選択します。
左側のサイドバーのメニューから [モバイル コンシェルジュ サービス（Mobile Concierge
service）] > [プロバイダー（Providers）] の順に選択します。
[プロバイダー（Providers）] ページが表示されます。
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ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[新しいプロバイダーの定義
（Define New Provider）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
[プロバイダー ウィザード（Provider Wizard）] ページが表示されます。

ステップ 4

[プロバイダー名（Provider Name）] テキスト ボックスにプロバイダーの場所の名前を入力します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。[アイコン（Icons）] グループ ボックスが表示されます。

ステップ 6

[アイコン（Icons）] グループ ボックスから [ファイルの選択（Choose File）] をクリックし、クライ
アント ハンドセットに表示するアイコンを参照して選択します。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。[ローカル サービス（Local Services）] グループ ボックスが表示さ
れます。

ステップ 8

[ローカル サービス（Local Services）] グループ ボックスから、次の手順を実行します。
• 「ローカル サービス # 名前」
の左側にある逆三角形アイコンをクリックして [ローカル サー

ビス（Local Services）] を展開し、以下を設定します。
– [サービス タイプ
（Service Type）] ドロップダウン リストからサービス タイプを選択しま

す。選択可能なオプションは、[ディレクトリ情報（Directory Info）]、[サイン アップ（Sign
Up）]、[割り引きクーポン（Discount Coupon）]、[ネットワーク ヘルプ（Network Help）]、お
よび [その他（Other）] です。
– [表示名
（Display Name）] テキスト ボックスに表示名を入力します。
– [説明
（Description）] テキスト ボックスに説明を入力します。
– [サービス URI
（Service URIs）] ドロップダウン リストからサービス URI を選択します。
– [推奨されるアプリ
（Recommended Apps）] テキスト ボックスに、その場所に推奨される

アプリケーションを入力します。
ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

モバイル コンシェルジュ サービスによるモニタリング

•

プロバイダーの削除

•

場所の定義

•

場所の削除

•

ポリシーの定義

•

ポリシーの削除

プロバイダーの削除
プロバイダーを削除するには、次の手順に従います。
ステップ 1
ステップ 2

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モバイル コンシェルジュ
（Mobile Concierge）] の順に選択します。
左側のサイドバーのメニューから [モバイル コンシェルジュ サービス（Mobile Concierge
service）] > [プロバイダー（Providers）] の順に選択します。
[プロバイダー（Providers）] ページが表示されます。
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ステップ 3

削除するプロバイダーのチェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[プロバイダーの削除（Delete
Provider）] を選択して [実行（Go）] をクリックします。
[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

モバイル コンシェルジュ サービスによるモニタリング

•

ポリシーの定義

•

場所の定義

•

場所の削除

•

ポリシーを使用したプロバイダーの定義

•

ポリシーの削除

ポリシーの定義
ポリシーを定義するには、次の手順に従います。
ステップ 1
ステップ 2

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モバイル コンシェルジュ
（Mobile Concierge）] の順に選択します。
左側のサイドバーのメニューから [モバイル コンシェルジュ サービス（Mobile Concierge
Service）] > [ポリシー（Policies）] の順に選択します。
[ポリシー（Policies）] ページが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [新しいポリシーの定義（Define
New Policy）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
[ポリシー ウィザード（Policy Wizard）] ページが表示されます。

ステップ 4

[場所（Venue）] ドロップダウン リストから、ポリシーを適用する場所を選択します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。[プロバイダー（Provider）] グループ ボックスが表示されます。

ステップ 6

[プロバイダー（Provider）] ドロップダウン リストからプロバイダーを選択します。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。[SSID] グループ ボックスが表示されます。

ステップ 8

[SSID] ドロップダウン リストから、サービス アドバタイズメントをブロードキャストする
SSID を選択し、[OK] をクリックします。複数の SSID を選択できます。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックします。[表示ルール（Display Rule）] グループ ボックスが表示されます。

ステップ 10

[表示ルール（Display Rule）] グループ ボックスでは、次の操作を実行できます。
•

[表示ルール（Display Rule）] オプション ボタンを選択します。[すべての地点（Everywhere）]
または [選択したアクセス ポイントの近く（Near selected APs）] オプション ボタンを選択で
きます。デフォルトでは、[すべての地点で表示（Display everywhere）] が選択されています。

[すべての地点で表示（Display everywhere）] を選択した場合、これらの SSID を提供するすべての
モバイル コンシェルジュ対応コントローラが検索され、それらのコントローラが MSE に割り当
てられます。
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[選択したアクセス ポイントの近くで表示（Display near selected APs）] を選択した場合、次のパラ
メータを設定できます。
•

[AP]：アドバタイズメントをブロードキャストするアクセス ポイントを選択します。

•

[無線（Radio）]：アドバタイズメントをブロードキャストする無線周波数を選択します。選択
した無線帯域の近くにモバイル デバイスがある場合、サービス アドバタイズメントが表示
されます。可能な値は 2.4 GHz または 5 GHz です。
– [最小 RSSI
（min RSSI）]：ユーザ インターフェイスにサービス アドバタイズメントを表

示する RSSI の値を入力します。
ステップ 11

[終了（Finish）] をクリックします。

関連項目
•

モバイル コンシェルジュ サービスによるモニタリング

•

ポリシーの削除

•

場所の定義

•

場所の削除

•

ポリシーを使用したプロバイダーの定義

•

プロバイダーの削除

•

ポリシーの定義

ポリシーの削除
新しいポリシーを削除するには、次の手順に従います。
ステップ 1
ステップ 2

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モバイル コンシェルジュ
（Mobile Concierge）] の順に選択します。
左側のサイドバーのメニューから [モバイル コンシェルジュ サービス（Mobile Concierge
Service）] > [ポリシー（Policies）] の順に選択します。
[ポリシー（Policies）] ページが表示されます。

ステップ 3

削除するポリシーのチェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [ポリシーの削除（Delete
Policy）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
[OK] をクリックして削除を実行します。

関連項目
•

モバイル コンシェルジュ サービスによるモニタリング

•

場所の定義

•

場所の削除

•

ポリシーを使用したプロバイダーの定義

•

プロバイダーの削除

•

ポリシーの定義
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Cisco AppNav ソリューションの設定
Cisco AppNav は WAN 最適化のネットワーク統合を簡素化するハードウェアおよびソフトウェ
ア ソリューションです。さらに、プロビジョニング、可視性、拡張性、非対称性、およびハイ アベ
イラビリティに関する課題を解決します。
•

Cisco AppNav の概要

•

Cisco AppNav のコンポーネント

•

Cisco AppNav 設定の前提条件

•

Cisco AppNav の設定

Cisco AppNav の概要
Cisco AppNav ソリューションは、強力なクラスおよびポリシー メカニズムを使用し、Cisco
WAAS デバイス間でトラフィックを分散して最適化することで、代行受信スイッチやルータへ
の依存を低減します。ISR-WAAS を使用し、サイトやアプリケーションに基づいてトラフィック
を最適化できます。これにはデバイスレベルおよびテンプレートベースの設定が含まれます。
Cisco IOS-XE ソフトウェアのインテリジェント ロードバランシング メカニズムによって、Cisco
WAAS および OneFirewall（Cisco WAAS を初期ターゲットとする）を含むさまざまな製品への
TCP トラフィックの転送が可能です。ルータ管理は、Cisco Prime Infrastructure ネットワーク管理
アプリケーションによって実行されます。

Cisco AppNav のコンポーネント
Cisco AppNav ソリューションは、Cisco AppNav コントローラ（AC）と呼ばれる配信ユニットと
WAAS サービス ノード（SN）で構成されます。Cisco AppNav コントローラはフローを配信し、
サービス ノードはフローを処理します。最大 4 台の Cisco AppNav-XE（ルータ）をグループ化し
て Cisco AppNav コントローラ グループ（ACG）を形成し、非対称フローとハイ アベイラビリティ
に対応できます。ただし、ACG 内のすべてのルータは同じプラットフォームにあり、メモリ容量
が同じである必要があります。
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Cisco AppNav のコンポーネント

Cisco AppNav ソリューションのコンポーネントは、次の機能を実行します。
•

AppNav コントローラ：ルータからサービス ノードにインテリジェントにトラフィックを配
信するコンポーネントです。Cisco AppNav コントローラは、Cisco ISR-4400、Cisco CSR、およ
び Cisco ASR 1K プラットフォーム上の Cisco IOS-XE Release 3.10 の一部です。

•

Cisco WAAS サービス ノード：トラフィック フローを最適化します。Cisco IOS-XE コンテナ
で稼働するスタンドアロン アプライアンスや仮想化 ISR-WAAS などのさまざまなフォーム
ファクタで利用できます。

•

Cisco WAAS Central Manager：ISR-WAAS のモニタリングおよび設定に使用されます。

•

この章では、ルータでの Cisco AppNav コントローラ機能の設定について説明します。図 43-1
に Cisco AppNav のコンポーネントを示します。

図 43-1

Cisco AppNav のコンポーネント

Cisco WAAS Cluster

Cisco AppNav
Distribution
Policy

Cisco AppNav Controller Group
ANC1

Cisco WAAS Node Group 1
WN2

Cisco WAAS Node Group 2
WN3

WN4

360142

WN1

ANC2

Cisco AppNav コンポーネントを使用する利点は次のとおりです。
•

各サービス ノードの負荷に基づいて、インテリジェントに新しいフローをリダイレクトで
きます。これには、個々のアプリケーション アクセラレータの負荷が含まれます。

•

最適化を必要としないフローの場合、サービス ノードがパケットを直接渡すよう Cisco
AppNav コントローラに通知するため、遅延やリソース使用量が最小化されます。

•

サービス ノードを追加または除去する際のトラフィックへの影響が最小限になります。

•

Cisco AppNav コンポーネントは VRF をサポートします。トラフィックがサービス ノードか
ら戻る際に VRF 情報が維持されます。ただし Prime Infrastructure は VRF をサポートしてい
ません。

•

Messaging Application Programming Interface（MAPI）や仮想デスクトップ インフラストラク
チャ（VDI）などの特定のアプリケーションの場合、コンポーネントを使用することで一連の
フローが同じサービス ノードにリダイレクトされます。
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•

1 方向のトラフィックが Cisco AppNav コントローラを通過し、リターン トラフィックが別
の Cisco AppNav コントローラを通過する状況で、非対称フローを最適化できます。ただし、
どちらも同じ ISR-WAAS にトラフィックをリダイレクトします。これは、Cisco AppNav コン
トローラ グループを使用して行います。

•

ボックス間ハイ アベイラビリティも Cisco AppNav コントローラ グループの使用によりサ
ポートされます。つまり、1 台のルータがダウンした場合にトラフィックを Cisco AppNav コ
ントローラ グループ内の別のルータにリダイレクトすることで、フローの中断を回避でき
ます。

•

Cisco AppNav コントローラのボックス内ハイ アベイラビリティは、デュアル RP またはデュ
アル FP、もしくはその両方を備えた Cisco ASR 1000 シリーズ プラットフォームでサポート
されています。これは、フローの中断を回避するために、アクティブ RP に障害が発生した場
合にスタンバイ RP が引き継ぎ、アクティブ FP に障害が発生した場合にスタンバイ FP が引
き継ぐことを意味します。

Cisco AppNav テクノロジーにより、IP フローをルータで代行受信し、一連の Cisco WAAS サービ
ス ノードに送信して処理できます。Cisco IOS-XE Release 3.10 でサポートされる Cisco AppNav
の初期アプリケーションは Cisco WAAS に含まれます。

Cisco AppNav 設定の前提条件
Cisco AppNav を設定する際の前提条件は次のとおりです。
•

プラットフォームは、Cisco 4451-X ISR、Cisco サービス統合型ルータ（ISR）G2、Cisco ASR
1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ、またはシスコ クラウド サービス ルータ
である必要があります。

•

上記プラットフォームのソフトウェア バージョンは、バージョン 3.10 以降である必要があ
ります。

•

有効な appxk9 ライセンスをルータで有効にする必要があります。

•

Cisco WAAS サービス ノードが使用可能である必要があります。

Cisco AppNav の設定
トラフィックを Cisco WAAS サービス ノードにリダイレクトするには、ルータでいくつかのパ
ラメータを設定する必要があります。Cisco WAAS 仮想アプライアンスのインストールの一環と
して Cisco AppNav 設定が生成される場合、これは対応するユーザに対して透過的です。テンプ
レートまたはデバイス ワーク センターを使用して設定する場合は、ユーザがより直接的に関与
します。
次の 3 とおりの方法で Cisco AppNav を設定できます。
•

デバイス ワーク センターからの Cisco AppNav の設定

•

テンプレートを使用した Cisco AppNav の設定

•

ISR-WAAS コンテナのアクティベーション時における Cisco AppNav の自動設定
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Cisco AppNav の設定

Cisco AppNav 設定には次のいずれかを使用します。
•

コントローラ：共同でトラフィックをリダイレクトするルータのリスト。これは IP アドレス
のリストです。この内のいずれか 1 つが Cisco AppNav を設定するルータに属している必要
があります。

•

Cisco WAAS サービス ノード グループ（SNG）
：リダイレクトするトラフィックのターゲット
で、一連の IP アドレスとして定義された 1 つ以上の SNG が含まれます。

•

クラス マップ：着信および発信トラフィックを分類する一連のクラス マップ。クラス マッ
プは一連の一致条件で構成され、これらを組み合わせて対象トラフィックを指定します。次
の 3 種類の条件に基づいてトラフィックを照合できます。
– 送信元および宛先の IP アドレスとポートに基づいてトラフィックを選択するアクセス

コントロール リスト（ACL）。
– 固定ポート番号に依存せずに、
Microsoft のポート マッパー サービスを使用するトラ

フィックを選択するためのプロトコル。MAPI、および他の Microsoft プロトコルのホス
トを含みます。
– リモート エンドの特定の Cisco WAAS サービス ノードを通過したトラフィックを照合

するリモート デバイス。リモート デバイスは MAC アドレスで識別されます。
•

ポリシー マップ：Cisco AppNav ポリシー マップはルールの番号付きリストです。各ルールで
特定のタイプのトラフィックに対する処理を指定します。したがって、ルールはクラス マッ
プとアクションで構成されます。このアクションは、サービス ノード グループへのリダイレ
クトかパス スルーのいずれかになります。

•

クラスタ：Cisco WAAS クラスタとは、ポリシー マップ、コントローラ グループ、およびポリ
シー マップが使用する一連のサービス ノード グループを組み合わせたものです。クラスタ
は、有効にも無効にもできます。Prime Infrastructure では複数のクラスタを定義できますが、
一度に有効にできるのは 1 つのみです。クラスタのコントローラとノード間の通信を保護す
るため、認証キーが使用されます。

•

Cisco WAAS インターフェイス：Cisco WAAS が有効になっているインターフェイスでのみ
トラフィックを最適化できます。

WAN 最適化テンプレートとデバイス ワーク センターの両方にデフォルト ポリシーがありま
す。デフォルト ポリシーを構成する複数のクラス マップは、Cisco ISR-WAAS によって最適化さ
れるさまざまなタイプのトラフィック（HTTP、CIFS、TCP など）を照合します。テンプレートに
も、これらの各クラス マップのルールから成るポリシー マップが含まれます。デフォルトでは、
一致したすべてのトラフィックは単一のサービス ノード グループにリダイレクトされます。

デバイス ワーク センターからの Cisco AppNav の設定
管理者はデバイス ワーク センターを使用して、個々のデバイスの設定を表示および変更できま
す。ユーザが所有するデバイスが 1 つまたは少数である場合は、デバイス ワーク センターを使用
して Cisco AppNav を設定できます。デバイスでテンプレートを使用して展開された設定を個別
に編集することができます。
デバイス ワーク センターから Cisco AppNav を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

設定するデバイスを選択します。

ステップ 3

下部ペインの [設定（Configuration）] タブで [WAN 最適化（WAN Optimization）] をクリックし
ます。
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Cisco AppNav 設定は次のセクションに分かれています。
•

AppNav コントローラ：[コントローラ（Controllers）] ページには、そのルータと同じクラスタ
に属しているルータの IP アドレスが表示されます。アドレスの 1 つを、現在選択されている
ルータのいずれかのインターフェイスに割り当てる必要があります。各ルータの IP アドレ
スはドロップダウン リストに表示されます。同じクラスタ内の他のルータの IP アドレスは
個別のテーブルに表示されます。

•

Cisco WAAS クラスタ：[Cisco WAAS クラスタ（Cisco WAAS Clusters）] ページは、Cisco
AppNav のメイン ページです。デバイスに設定された Cisco WAAS クラスタが一覧表示され、
新規の作成が可能です。ポリシー マップなど、クラスタの詳細設定を表示するには、クラス
タを選択して [編集（Edit）] をクリックします。
– このページで、
クラスタ設定およびポリシーを編集できます。3 列目の矢印をクリックす

ると、個々のルールが展開されます。これにより、該当するルールを編集したり、クラス
マップおよび Cisco WAAS サービス ノード グループを表示、変更、作成したりすること
ができます。新しいルールを追加するには、[ポリシーの追加（Add Policy）] をクリックし
ます。ポリシー マップ内のルールの順序は重要です。順序は、テーブルで行をドラッグす
るか、隣接する複数の行を選択し、メニュー バーにある上下の矢印を使用して変更でき
ます。
– 新しいクラスタを作成するには、
[Cisco WAAS クラスタ概要（Cisco WAAS Cluster

Overview）] タブで [WAAS Cluster の追加（Add WAAS Cluster）] を選択します。ウィザード
が起動し、コントローラ、Cisco WAAS サービス ノード、代行受信インターフェイス、およ
びクラスタの一般パラメータの入力を求めるプロンプトが表示されます。必要な情報を
入力して [完了（Finish）] をクリックすると、設定が有効になります。
ウィザードによって、最小限のインストールで機能するデフォルト ポリシーを含むクラ
スタが作成されます。すべての TCP フローは単一のノード グループにリダイレクトさ
れ、そのノード グループは過負荷条件についてモニタされます。

（注）

Prime Infrastructure は VRF をサポートしないため、一度に有効にできる Cisco WAAS クラスタは
1 つのみです。
•

代行受信：管理者は [インターセプション（Interception）] ページを使用して、着信および発信
トラフィックをリダイレクトする（ポリシーの対象）インターフェイスを選択できます。ルー
タ上のすべての WAN インターフェイスで Cisco WAAS を有効にする必要があります。

•

詳細設定：[詳細設定（Advanced Settings）] フォルダには、Cisco WAAS サービス ノード グルー
プ、クラス マップ、およびポリシー マップのページが含まれます。この情報のほとんどは
[Cisco WAAS クラスタ（Cisco WAAS Clusters）] ページでも利用できますが、これらのオブ
ジェクトの定義を直接表示できるので便利です。
– Cisco WAAS ノード グループ：[Cisco WAAS ノード グループ
（Cisco WAAS Node

Groups）] ページでは、既存の Cisco WAAS ノード グループの編集、および新規の作成が
可能です。
– クラス マップとポリシー マップ：[クラス マップ
（Class Maps）] ページと [ポリシー マッ

プ（Policy Maps）] ページは同様に機能します。
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インターフェイス ロール
Cisco AppNav ソリューションが明示的に有効にされているインターフェイスでのみトラフィッ
クがリダイレクトされます。ルータは、使用可能なインターフェイスおよび命名方法に違いがあ
ります。テンプレートは複数のデバイスに適用されるため、実際のインターフェイスではなくイ
ンターフェイス ロールを参照します。
インターフェイス ロールは Prime Infrastructure にのみ存在する論理オブジェクトです。これら
は、テンプレートで実際のインターフェイス名の代わりに使用できます。テンプレートをデバイ
スに導入すると、インターフェイス ロールは一連の実際のインターフェイスに解決されます。
デバイスごとのテンプレート導入中に、Cisco WAAS が有効になっているインターフェイスの設
定を上書きできます。ただし、テンプレート導入プロセスを簡素化するためには、インターフェ
イス ロールを 1 つ以上定義してテンプレートの一部として保存することをお勧めします。
[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy
Objects）] > [インターフェイス ロール（Interface Role）] でインターフェイス ロールを定義できま
す。詳細については、インターフェイス ロールの作成を参照してください。

テンプレートを使用した Cisco AppNav の設定
Prime Infrastructure のテンプレートには、任意の数のデバイスに展開できる再利用可能な複数の
設定が含まれています。WAN 最適化テンプレートは、AppNav ルータ全体に適用できるポリシー
およびその他の情報を定義します。
デザイン ビューでテンプレートを定義して、後で 1 つ以上のデバイスに導入できます。導入プロ
セスの一環として、設定をデバイスに適用する前に、デバイス固有のパラメータを入力して最終
的な CLI を確認できます。テンプレートを変更した場合は、デバイスに再導入して変更を適用す
る必要があります。
複数のデバイスで類似した Cisco AppNav 設定が必要な場合に、この設定方法を使用します。同様
の設定で一部の値を若干カスタマイズした単一のテンプレートを、導入オプションを使用して
同じタイプの複数のデバイスに導入できます。
テンプレートを使用して Cisco AppNav を設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [WAN 最適化（WAN Optimization）] を選択します。

ステップ 2

[AppNav クラスタ（AppNav Cluster）] を選択します。

ステップ 3

次のタブで設定の詳細情報を入力します。
•

[コントローラ IP アドレス（Controller IP addresses）]：コントローラのリストはここで設定す
ることも、導入時に設定することもできます。たとえば、支社などの複数のサイトにテンプ
レートを使用する場合は、このフィールドを空のままにしてください。代わりに、導入時に値
を指定できます。

•

[サービス ノード（Service nodes）]：Cisco WAAS サービス ノード グループはポリシー マップ
によって使用されます。デフォルトでは、WNG-Default というサービス ノード グループが
1 つ含まれます。テンプレートを複数のサイトに使用する場合は、サービス ノード グループ
を空のままにして、導入時に実際の IP アドレスを追加します。次の詳細を入力します。
– サービス ノードの名前
– 説明
– Cisco WAAS サービス ノードの IP アドレス
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•

[インターセプション（Interception）]：Cisco WAAS を有効にする必要があるインターフェイ
ス ロール。導入時に、インターフェイスの実際のリストが表示されます。デバイスに属する
実際のインターフェイスを、デバイスごとに選択できます。インターフェイス ロールの目的
は、選択内容をデフォルトによって初期化することです。したがって、テンプレートのデザイ
ン ビューで有効なインターフェイス ロールのリストが空になっている可能性があります。
次の操作を実行できます。
– [WAAS の有効化
（Enable WAAS）] チェックボックスをオンまたはオフにします。

•

[一般（General）]：有効なクラスタ ID の範囲は 1 ～ 32 です。チェックボックスを使ってクラ
スタを有効または無効にします。次の詳細を入力します。
– クラスタ ID
– 認証キー
– この後、
[分散の有効化（Enable Distribution）] チェックボックスをオンまたはオフにし

ます。
•

[トラフィックのリダイレクト（Traffic redirection）]：これは、ポリシー関連の設定、ポリシー
マップ、クラスマップ、およびそれらと ISR-WAAS グループとの関係です。単純な設定に
よって、すべての TCP トラフィックを 1 つのノード グループにリダイレクトするデフォル
ト ポリシーを作成します。カスタム ポリシーを作成して各種の TCP トラフィックを別の
ISR-WAAS にリダイレクトするには、[エキスパート モード（expert mode）] を選択します。

ステップ 4

[テンプレートとして保存（Save as Template）] をクリックします。

ステップ 5

[終了（Finish）] をクリックします。
[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features &
Technologies）] > [マイ テンプレート（My Templates）] を選択して、設定したテンプレートを表示
できます。

Cisco AppNav テンプレートの導入
作成した Cisco AppNav テンプレートを適用して、トラフィック分散を開始できます。
Cisco AppNav テンプレートを導入するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー（Features and
Technologies）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のウィンドウ ペインで [マイ テンプレート（My Templates）] フォルダを選択します。

ステップ 3

導入する Cisco WAAS テンプレートを選択し、[導入（Deploy）] をクリックします。
1 つまたは複数のデバイスを選択して必要な設定を変更できます。

ステップ 4

[値の割り当て（Value Assignment）] パネルで各ターゲット デバイスを選択し、1 つずつそのルー
タのすべてのフィールドに入力します。
•

[基本パラメータ（Basic Parameters）]：クラスタが有効であるかどうかを示します。

•

[コントローラ（Controllers）]：コントローラの IP アドレスのリスト。デバイス自体に割り当
てられている IP アドレスを含める必要があります。
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•

[ノード グループ（Node Groups）]：ポリシーで使用される各 ISR-WAAS グループに属する IP
アドレスを入力します。

•

[インターセプション（Interception）]：Cisco WAAS 代行受信が有効になっている一連の WAN
インターフェイス。

ステップ 5

[適用（Apply）] をクリックします。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
Cisco AppNav が複数のデバイスに導入されます。

（注）

テンプレートを 1 つ以上のデバイスに導入すると、ジョブが作成されます。テンプレート導入の
ステータスを確認し、失敗、成功、または警告に関する詳細なステータス情報を表示するには、[管
理者（Administration）] > [ダッシュボード（Dashboards）] > [ジョブ ダッシュボード（Job
Dashboard）] を選択します。テンプレートの作成後は、必要に応じて何度でも編集できます。

ISR-WAAS コンテナのアクティベーション時における Cisco AppNav
の自動設定
この方法で Cisco AppNav を設定できるのは、Cisco 4451-X ISR のデバイスまたはプラット
フォームのみです。また、ISR-WAAS アクティベーションの必須ソフトウェア バージョンが、
バージョン 3.10 以降である必要があります。この方法では、Cisco WAAS 仮想アプライアンス
ノード（ISR4451X-WAAS）のインストールの一環として、自動的に設定が行われます。
•

単一のサービス ノード グループに、新しく作成された ISR-WAAS が含まれます。

•

Cisco WAAS サービス ノードによって最適化される各種のトラフィックに対して、クラス
マップが作成されます。

•

すべての TCP トラフィックを Cisco WAAS サービス ノードにリダイレクトするデフォルト
ポリシー マップが作成されます。

•

Cisco WAAS クラスタが作成されます。

•

インターフェイス ロール（コンテナ アクティベーション時に指定）で表されたインターフェ
イスで Cisco WAAS が有効化されます。

この方式で Cisco AppNav を設定する方法については、
「ISR-WAAS コンテナのインストール」を
参照してください。
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Cisco WAAS コンテナの設定
Cisco Wide Area Application Services（Cisco WAAS）コンテナは、強力な WAN 最適化アクセラレー
ション ソリューションです。

（注）

•

ISR-WAAS コンテナのインストールの前提条件

•

単一のルータへの ISR-WAAS コンテナのインストール

•

複数のルータへの ISR-WAAS コンテナのインストール

•

単一の Cisco ISR-WAAS コンテナのアンインストール

•

Cisco ISR-WAAS コンテナの非アクティブ化

この章では、ISR-WAAS デバイスをルータと呼び、ISR-WAAS コンテナをコンテナと呼びます。

ISR-WAAS コンテナのインストールの前提条件
Cisco WAAS コンテナをインストールするには、事前に Cisco Prime Infrastructure で次の設定を行
う必要があります。

（注）

•

Cisco WAAS Central Manager の統合

•

インターフェイス ロール

•

OVA イメージのインポート

ISR-WAAS の名前が 22 文字を超えないようにしてください。

Cisco WAAS Central Manager の統合
Cisco WAAS Central Manager で ISR-WAAS を管理するには、Cisco WAAS Central Manager に登録
する必要があります。Cisco WAAS Central Manager への ISR-WAAS の登録は、ISR-WAAS CLI ま
たは Cisco WAAS Central Manager GUI から行うか、Prime Infrastructure で ISR-WAAS をアクティ
ブ化する際に行うことができます。WCM は定期的に Cisco 4451-X サービス統合型ルータ（ISR）
をポーリングし、現在のステータス情報を取得して設定を同期させます。
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一般的な Cisco WAAS の展開は、Prime Infrastructure と Cisco WAAS Central Manager の両方のアプ
リケーションから構成されます。Cisco WAAS Central Manager の IP が ISR-WAAS のアクティベー
ション中に使用されます。アクティブ化された ISR-WAAS は、Cisco WAAS Central Manager に登
録されます。次の理由で、Prime Infrastructure には WCM の IP アドレスとサーバ名が必要です。
•

Cisco WAAS Central Manager に新しい Cisco ISR-WAAS を通知する

•

モニタリング用に Cisco WAAS Central Manager GUI をクロス起動する

（注）

Cisco WAAS Central Manager の設定はワンタイム設定です。Cisco WAAS Central Manager で
Prime Infrastructure を認証するには Cisco WAAS Central Manager の IP アドレスが必要であり、
Prime Infrastructure の [設定（Settings）] メニューを使ってこれを設定します。

（注）

Cisco WAAS Central Manager の IP を Prime Infrastructure に設定しないと、新たにアクティブ化さ
れた ISR-WAAS が Cisco WAAS Central Manager に登録されません。
Prime Infrastructure で Cisco WAAS Central Manager の IP アドレスとサーバ名を設定するには：

ステップ 1

[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] を選択します。

ステップ 2

[サービス コンテナの管理（Service Container Management）] をクリックします。

ステップ 3

WCM IP アドレスと WCM サーバ名を入力します。

ステップ 4

[保存（Save）] をクリックします。
WCM は次の条件下で展開できます。
Prime Infrastructure は、Prime Infrastructure で設定されているアクティブな Cisco WAAS Central
Manager とのみ連携します。
Cisco WAAS Central Manager のフェールオーバー後は、Prime Infrastructure と Cisco WAAS Central
Manager のインターワーキングを再び正常に動作させるために、次のいずれかを実行する必要が
あります。
•

Prime Infrastructure で新しい Cisco WAAS Central Manager の IP アドレスを再設定する。

•

障害が発生した Cisco WAAS Central Manager をアクティブにする。

シングル サインオンの設定
シングル サインオン（SSO）機能を設定すると、既存のシングル サインオン機能を使って Prime
Infrastructure から Cisco WAAS Central Manager をシームレスに起動できます。
SSO を設定するには：
ステップ 1

[管理（Administration）] > [ユーザ、ロールおよび AAA（Users, Roles, & AAA）] > [SSO サーバ（SSO
Servers）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [SSO サーバの追加（Add SSO
Server）] を選択します。
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ステップ 3

SSO サーバで使用する SSL/TLS 証明書のタイプを選択します。証明書タイプとして自己署名証
明書または認証局（CA）のいずれかを選択します。

ステップ 4

自己署名証明書タイプを使用する場合は SSO サーバとして動作する Prime Infrastructure の IP ア
ドレスを入力します。CA 証明書を使用する場合は、SSO サーバとなる Prime Infrastructure サーバ
の IP アドレスまたは FQDN を入力します。
（注）

シングル サインオン機能を提供するブラウザ Cookie は、ここで指定した IP アドレスまた
は FQDN に従ってブラウザに保存されます。したがって、すべてのクライアントにわたっ
て一貫性がある IP アドレスまたは FQDN を SSO サーバに入力する必要があります。

ステップ 5

[実行（GO）] をクリックします。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 7

[AAA モードの設定（AAA Mode Settings）] を選択します。

ステップ 8

[SSO] オプション ボタンを選択します。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 10

WCM IP アドレスを設定します。WCM IP アドレスの設定方法については、Cisco WAAS Central
Manager の統合を参照してください。

ステップ 11

IP アドレスを設定した後、Prime Infrastructure からログアウトし、WCM にログインしてユーザ名
を作成します。

Cisco WAAS Central Manager でのユーザ名の作成
ステップ 1

WCM にログインします。

ステップ 2

[ホーム（Home）] > [管理（Admin）] > [AAA] > [ユーザ（Users）] の順に選択します。

ステップ 3

[作成（Create）] をクリックします。

ステップ 4

Prime Infrastructure のユーザ名と一致するユーザ名を入力します。

ステップ 5

[ロール管理（Role Management）] を選択し、[管理（admin）] をクリックして RBAC ロールを割り当
て、ユーザ アカウントを作成します。

ステップ 6

[ドメイン管理（Domain Management）] を選択してロールとドメインを割り当てます。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

[デバイス（Devices）] > [設定（Configure）] > [AAA] > [NCS シングル サインオン（NCS Single
Sign-On）] の順に選択します。

ステップ 9

[NCS シングル サインオンの有効化（Enable NCS Single Sign-On）] チェックボックスをオンにし
て、CAS/SSO サーバの URL を入力します。

ステップ 10

[実行（Submit）] をクリックして証明書を作成します。

ステップ 11

証明書が作成された後、[実行（Submit）] をクリックします。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

44-3

第 44 章

Cisco WAAS コンテナの設定

インターフェイス ロールの定義

Cisco WAAS Central Manager のクロス起動
次の方法で Cisco WAAS Central Manager をクロス起動できます。
•

単一デバイスでの Cisco WAAS Central Manager のクロス起動

•

複数のデバイスでの Cisco WAAS Central Manager のクロス起動

単一デバイスでの Cisco WAAS Central Manager のクロス起動
Device Work Center から Cisco WAAS Central Manager をクロス起動するには：
ステップ 1
ステップ 2

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。
ISR-WAAS デバイスを選択します。
下のペインにデバイスの詳細が表示されます。

ステップ 3

[サービス コンテナ（Service Container）] タブをクリックします。

ステップ 4

対応する ISR-WAAS コンテナを選択して、[WCM の起動（Launch WCM）] をクリックします。

複数のデバイスでの Cisco WAAS Central Manager のクロス起動
[導入済みサービス（Deployed Services）] からクロス起動するには：
ステップ 1

[運用（Operate）] > [導入済みサービス（Deployed Services）] を選択します。

ステップ 2

対応する ISR-WAAS コンテナを選択して、[WCM の起動（Launch WCM）] をクリックします。
（注）

注：Cisco ISR-WAAS Container Lifecycle を使用すると、ユーザはサービス コンテナをイン
ストール、アンインストール、アクティブ化、または非アクティブ化できます。

インターフェイス ロールの定義
[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [共有ポリシー オブジェクト（Shared Policy
Objects）] > [インターフェイス ロール（Interface Role）] でインターフェイス ロールを定義できま
す。インターフェイス ロールの作成方法については、インターフェイス ロールの作成を参照し
てください。ポリシー オブジェクトを使用すると、要素の論理集合を定義できます。ポリシー オ
ブジェクトは再利用可能な名前付きコンポーネントであり、他のオブジェクトやポリシーでこ
れを使用できます。また、共有ポリシー オブジェクトを使用すると、ポリシーを定義するたびに
コンポーネントを定義する必要がなくなります。共有ポリシー オブジェクトの詳細については、
共有ポリシー オブジェクトを参照してください。
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OVA イメージのインポート
ISR-WAAS コンテナの OVA イメージをインポートするには：
ステップ 1

[サービス（Services）] > [ルータ仮想コンテナ（Router Virtual Containers）] > [WAAS-XE] を選択し
ます。

ステップ 2

次のいずれかの場所から OVA イメージを選択します。
•

デバイス

•

URL

•

プロトコル

•

ファイル

ステップ 3

[実行（Submit）] をクリックして、Prime Infrastructure にイメージをインポートします。

ステップ 4

[更新（Refresh）] をクリックし、[サービス（Services）] > [ルータ仮想コンテナ（Router Virtual
Containers）] > [WAAS-XE] > [サービス カタログ（Services Catalogue）] フォルダ内のインポート
されたイメージを表示します。

ISR-WAAS コンテナのアクティベーション時における
Cisco AppNav の自動設定
Cisco WAAS コンテナを単一のルータに設定するか（単一のルータへの ISR-WAAS コンテナのイ
ンストール）、複数のルータに設定するか（複数のルータへの ISR-WAAS コンテナのインストー
ル）に応じて、2 種類の方法で設定できます。
ISR-WAAS コンテナのインストールは、次の 2 つの方法で行うことができます。コンテナをイン
ストールした後でアクティブ化するか、インストールとアクティブ化を同時に行うことができ
ます。

（注）

ISR-WAAS の名前が 22 文字を超えないようにしてください。

ISR-WAAS コンテナのインストール
ISR-WAAS コンテナをインストールするには：
ステップ 1

[サービス（Services）] > [ルータ仮想コンテナ（Router Virtual Containers）] > [WAAS-XE] > [サービ
ス カタログ（Services Catalogue）] を選択し、OVA イメージをインポートします。OVA イメージの
インポート方法については、インターフェイス ロールの定義を参照してください。

ステップ 2

インポート後、[更新（Refresh）] をクリックして、インポートしたイメージを表示します。

ステップ 3

[展開（Deploy）] をクリックします。

ステップ 4

[ネットワーク ウィザード（Network Wizard）] ページで、コンテナを設定する ISR-WAAS デバイ
スを選択します。
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ステップ 5

[インストール（Install）] オプションを選択し、ドロップダウン リストからリソース プロファイ
ルを選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックして、ISR-WAAS コンテナをインストールします。

（注）

ISR-WAAS を正常にインストールしてアクティブ化するには、各リソース プロファイル用に十
分なメモリが必要です。ISR-WAAS-750 の場合は 4194304 KB のメモリと 2 つの CPU、
ISR-WAAS-1300 の場合は 6291456 KB のメモリと 4 つの CPU、ISR-WAAS-2500 の場合は
8388608 KB のメモリと 6 つの CPU が必要です。

ISR-WAAS コンテナのインストールとアクティブ化
ISR-WAAS コンテナをインストールしてアクティブ化するには：
ステップ 1

[サービス（Services）] > [ルータ仮想コンテナ（Router Virtual Containers）] > [WAAS-XE] > [サービ
ス カタログ（Services Catalogue）] を選択し、OVA イメージをインポートします。OVA イメージの
インポート方法については、インターフェイス ロールの定義を参照してください。

ステップ 2

インポートした後、[更新（Refresh）] をクリックして、インポートしたイメージを表示します。

ステップ 3

[展開（Deploy）] をクリックします。

ステップ 4

[ネットワーク ウィザード（Network Wizard）] 画面で、コンテナの設定場所となるデバイスを選択
します。

ステップ 5

[インストールおよび有効化（Install and Activate）] オプションを選択します。

ステップ 6

ドロップダウン リストからリソース プロファイルを選択します。

ステップ 7

[WAAS-XE with AppNav-XE へのトラフィックのリダイレクト（Redirect Traffic to WAAS-XE with
AppNav-XE）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8

[OK] をクリックし、ISR-WAAS コンテナをインストールしてアクティブ化します。

（注）

ISR-WAAS がインストールされてアクティブになると、Cisco AppNav の設定が自動的に行われ
ます。

（注）

ISR-WAAS を正常にインストールしてアクティブ化するには、750 リソース プロファイルの場
合、ルータに少なくとも 8 GB の RAM が必要です。

単一のルータへの ISR-WAAS コンテナのインストール
ISR-WAAS コンテナを単一のルータにインストールするには：
ステップ 1
ステップ 2

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。
表示されたリストから、ISR-WAAS コンテナをインストールするルータを選択します。
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ステップ 3

[サービス コンテナ（Service Container）] タブをクリックします。

ステップ 4

[追加（Add）] をクリックし、各フィールドに設定の詳細の入力します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

複数のルータへの ISR-WAAS コンテナのインストール
ISR-WAAS コンテナを複数のルータにインストールするには：
ステップ 1

[サービス（Services）] > [ルータ仮想コンテナ（Router Virtual Containers）] を選択します。

ステップ 2

インポートした OVA イメージが格納されている ISR-WAAS フォルダを選択します。

ステップ 3

[展開（Deploy）] をクリックします。
表示されたリストから、ISR-WAAS コンテナのインストール場所となるルータを選択します。
展開した後、[インストール（Install）
（ISR-WAAS
]
コンテナのインストール）または [インストール
および有効化（Install and Activate）
（ISR-WAAS
]
コンテナのインストールとアクティブ化）をク
リックできます。

ステップ 4

[インストールおよび有効化（Install and Activate）] を選択した場合は、[値割り当て（Value
Assignment）] 領域で次の詳細を入力します。
– ISR-WAAS の IP アドレス/マスクを入力します
– ルータの IP/マスクを入力します
– サービス コンテナ名を入力します
– リソース プロファイルを選択します

ステップ 5

[OK] をクリックします。

Cisco WAAS コンテナのアンインストールと非アクティ
ブ化
[デバイス ワーク センター（Device Work Center）] または [導入済みサービス（Deployed Services）]
から Cisco WAAS コンテナを非アクティブ化できます。[デバイス ワーク センター（Device Work
Center）] では単一の ISR-WAAS コンテナを非アクティブ化できますが、[導入済みサービス
（Deployed Services）] では複数の ISR-WAAS コンテナを非アクティブ化できます。
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単一の Cisco ISR-WAAS コンテナのアンインストール
[デバイス ワーク センター（Device Work Center）] から単一の ISR-WAAS コンテナをアンインス
トールするには：
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

表示されたリストで、Cisco WAAS コンテナをアンインストールするルータをクリックして選択
します。

ステップ 3

下部ペインで [サービス コンテナ（Service Container）] タブをクリックします。

ステップ 4

[アンインストール（Uninstall）] をクリックします。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

複数の Cisco ISR-WAAS コンテナのアンインストール
[導入済みサービス（Deployed Services）] から複数の ISR-WAAS コンテナをアンインストールす
るには：
ステップ 1

[サービス（Services）] > [ルータ仮想コンテナ（Router Virtual Containers）] > [WAAS-XE] > [導入済
みサービス（Deployed Services）] の順に選択します。

ステップ 2

表示されたリストで、Cisco WAAS コンテナをアンインストールする複数のルータをクリックし
て選択します。

ステップ 3

[アンインストール（Uninstall）] をクリックします。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

（注）

Prime Infrastructure を介して Cisco WAAS 仮想アプライアンスをアンインストールすると、対応
する Cisco AppNav の設定も削除されます。

Cisco ISR-WAAS コンテナの非アクティブ化
次の 2 つの方法で Cisco ISR-WAAS コンテナを非アクティブ化できます。
•

単一の Cisco ISR-WAAS コンテナの非アクティブ化

•

複数の Cisco ISR-WAAS コンテナの非アクティブ化
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単一の Cisco ISR-WAAS コンテナの非アクティブ化
[デバイス ワーク センター（Device Work Center）] の単一の Cisco ISR-WAAS コンテナを非アク
ティブ化するには：
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

デバイス グループ リストから Cisco ISR-WAAS デバイス名を選択します。

ステップ 3

[サービス コンテナ（Service Container）] タブをクリックします。

ステップ 4

[非アクティブ化（Deactivate）] をクリックします。

複数の Cisco ISR-WAAS コンテナの非アクティブ化
[導入済みサービス（Deployed Services）] の複数の Cisco ISR-WAAS コンテナを非アクティブ化す
るには：
ステップ 1

[サービス（Services）] > [ルータ仮想コンテナ（Router Virtual Containers）] > [WAAS-XE] > [導入済
みサービス（Deployed Services）] の順に選択します。

ステップ 2

リストから複数の ISR-WAAS デバイス名を選択します。

ステップ 3

[非アクティブ化（Deactivate）] をクリックします。
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ワイヤレス モビリティの使用
•

モビリティとは

•

新しいモビリティ

•

Mobility Work Center

•

モビリティ ドメインの作成

•

モビリティ アンカー

モビリティとは
モビリティ（ローミング）とは、安全かつ最小限の遅延で、あるアクセス ポイントから別のアクセ
ス ポイントへアソシエーションをシームレスに維持するワイヤレス クライアントの機能です。
より柔軟なローミングを可能にし、トラフィックのトンネル カプセル化の必要性を最小限にす
るために、Cisco Prime Infrastructure は、ネットワーク デバイス全体にモビリティ機能を提供する
堅固なモビリティ アーキテクチャを用意しています。
モビリティ アーキテクチャの主要要素は次のとおりです。
•

モビリティ コントローラ（MC）
：MC（Cisco 5700 シリーズ ワイヤレス コントローラなど）は
1 つ以上の MA またはスイッチ ピア グループを受け持ち、その制御範囲内でのローミング
と、MA 間または MC 間（または MA と MC 間）を移動するトラフィックを処理します。

•

モビリティ エージェント（MA）
：MA（Catalyst 3650 や Catalyst 3850 スイッチなど）は、WAP が
直接接続されるアクセス スイッチまたはエッジ スイッチに配置され、WAP との通信用
CAPWAP トンネルの終端となります。

•

モビリティ オラクル（MO）
：MO は大規模展開において複数の MC またはモビリティ サブド
メインを接続する最上位のコントロール エンティティであり、非常に大きな物理領域での
ローミングを可能にします。

•

モビリティ ドメイン（ローミング ドメイン）
：モバイル ユーザは、このドメイン（WAP とそれ
に関連するすべての制御エンティティ）のデバイス全体をローミングできます。通常、これに
は MA と MC が含まれますが、MO が含まれる場合もあります（複数のサブ ドメインを結合
するため）。

•

モビリティ サブドメイン：WAP とそれに関連する複数の MA および 1 つの MC。大規模なモ
ビリティ ドメインの一部を担います（複数のサブ ドメイン間のローミングは MO によって
調整されます）。
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•

スイッチ ピア グループ（SPG）
：スイッチのグループ（MA として機能）。SPG は、グループ メ
ンバー間にフル メッシュのモビリティ トンネルを確立し、グループ内のスイッチに関連す
る WAP 全体にわたって効率的なローミングをサポートします。また、SPG は、ハンドオフ中
のスイッチ間のインタラクションの範囲を制限するためにも使用されます。SPG はモビリ
ティ コントローラによって設定され、スイッチ ピア グループ内のすべてのスイッチがメン
バーシップに対して同一のビューを持ちます。SPG 内のスイッチは、一連のダイレクト トン
ネルによって相互接続される場合もあります。同じスイッチ ピア グループ内であるスイッ
チから別のスイッチにステーションがローミングする際に、Point of Presence が元のスイッ
チまたはアンカー スイッチにとどまる場合は、MTE を使用せずに、トラフィックを直接トン
ネリングしてアンカー スイッチに戻すことができます。この直接トンネリング メカニズム
はデータ パスの最適化であり、オプションです。

•

モビリティ グループ：モビリティ グループは一連の MC（および関連する MA/スイッチ ピア
グループ）です。

•

モビリティ トンネル エンドポイント：モビリティ トンネル エンドポイント（MTE）は、トン
ネリングを使用してモバイル デバイスにデータ プレーン サービスを提供します。これによ
り、ネットワーク上のユーザの Point of Presence を一定に保ち、ローミング イベントのネット
ワークへの影響を最小化します。ローミング対象のクライアントの VLAN またはサブネット
を MTE で使用可能な場合、
MTE は Point of Presence となることができます。使用できない場
合、MTE は単なるトンネル スイッチング エンティティとして機能し、Point of Presence であ
るアクセス スイッチまたは MTE にローミング対象のクライアントを接続します。

関連項目
•

Mobility Work Center

•

モビリティ ドメインの作成

新しいモビリティ
階層型モビリティは、ワイヤレス LAN コントローラ構成において新しいモビリティと呼ばれま
す。Prime Infrastructure 2.0 は、Cisco WLC 7.6 を実行している Cisco 5508 と WiSM2 プラット
フォームに新しいモビリティ機能を提供します。
Prime Infrastructure の新しいモビリティ機能の主要機能は、次のとおりです。
•

Mobility Work Center は、Cisco WLC 7.6 を実行している Cisco 5508 と WiSM 2 プラット
フォームを検出し、階層型モビリティ アーキテクチャの構築に必要な操作を提供します。こ
のアーキテクチャには、2 つのデバイス タイプ（Cisco 5508 と WiSM2）とモビリティ エー
ジェントとして展開されている Cisco 3650/3850 が含まれます。

•

階層型モビリティ アーキテクチャを展開する際に、LifeCycle ビューを使用して、WLAN、
VLAN、セキュリティ、ゲスト アンカーなどの無線機能を Cisco 5508 と WiSM2 に設定でき
ます。

•

Cisco 5508 および WiSM2 でのフラット モビリティ アーキテクチャの展開は、クラシック
ビューでのみサポートされ、ワイヤレス設定全体はクラシックおよび LifeCycle ビューのま
まになります。

•

Infrastructure 2.0 の場合、IOS ベースのデバイス（3850 と 5760）では、一部の無線機能（VLAN
インターフェイスの作成など）は引き続き CLI テンプレートを使用して設定されます。

新しいモビリティ機能の詳細については、次の URL にあるリリース ノート『Cisco Wireless LAN
Controllers and Lightweight Access Points for Release 7.3.112.0』の「Hierarchical Mobility (New
Mobility)」を参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/release/notes/crn7_3_112_0.html#wp1054557

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

45-2

OL-32122-01-J

第 45 章

ワイヤレス モビリティの使用
Mobility Work Center

Mobility Work Center
Mobility Work Center を使用するには、[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility
Services）] > [モビリティ ドメイン（Mobility Domains）] を選択します。
次の情報が表示されます。
•

[デバイス名（Device Name）]：MC の名前。

•

[管理 IP（Management IP）]：MC の管理 IP アドレス。

•

[ワイヤレス インターフェイス IP（Wireless Interface IP）]：モビリティ プロトコルで使用され
る MC の IP アドレス。

•

[モビリティ グループ（Mobility Group）]：MC が属しているモビリティ グループの名前。

•

[モビリティ ロール（Mobility Role）]：管理および動作のモビリティ モードを表示します。[管
理（Admin）] と [運用（Operational）] の値が異なる場合は、管理モードを有効にするためにデ
バイスを再起動する必要があります。モビリティ オラクルが有効な場合は、モビリティ モー
ドに加えて MO が表示されます。

このページでは、次のタスクを実行できます。

（注）

•

モビリティ ドメインの作成：モビリティ ドメインの作成を参照してください。

•

スイッチ ピア グループの作成：MC にスイッチ ピア グループを作成します。

•

モビリティ ロールの変更：MA から MC にコントローラを変更します。

•

ドメインの削除：ドメインのみを削除します。コントローラは Prime Infrastructure から削除
されません。

•

メンバーの削除：選択したドメインから選択した MC を削除します。

•

モビリティ オラクルとして設定：選択した MC をドメイン全体の MO として動作させる場
合は、その MC で MO を有効にします。ドメインごとに 1 つの MO のみが存在できます。
Cisco 5760 シリーズのコントローラのみが MO 機能をサポートしています。

•

スイッチ ピア グループへのメンバーの追加：スイッチ ピア グループにメンバーを追加し
ます。

•

スイッチ ピア グループからのメンバーの削除：スイッチ ピア グループからメンバーを削除
します。

デフォルトでは、[Mobility Work Center] ページには、管理対象ネットワークに設定されているす
べてのモビリティ ドメインが表示されます。モバイル デバイスのリストを表示するには、左側
のサイドバーから [すべてのモビリティ デバイス（All Mobility Devices）] を選択します。
関連項目
•

モビリティとは

•

モビリティ ドメインの作成
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モビリティ ドメインの作成
モビリティ ドメインは互いの IP アドレスが設定されたコントローラの集合であり、クライアン
トはモビリティ ドメイン内のコントローラ間でローミングできます。
[Mobility Work Center] には、Prime Infrastructure によって管理対象ネットワーク内に設定された
すべてのモビリティ ドメインが表示されます。左側のサイドバー メニューには以下が表示され
ます。
•

ドメイン

•

各ドメインの MC

•

各 MC 上の SPG

•

各 SPG 内の MA

左側のサイドバー メニューからノードを選択すると、右側のペインに詳細が表示されます。左側
のサイドバー メニューからドメイン ノードを選択すると、右側のペインにドメイン内の MC が
表示されます。
モビリティ ドメインを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ ドメイン
（Mobility Domains）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバー メニューをクリックします。

ステップ 3

グループ化する一連の MC のモビリティ ドメインの名前を入力します。
選択した MC が別のドメインに存在している場合、MC はそのドメインから削除され、新しいド
メインに追加されます。

ステップ 4

モビリティ ドメインのメンバー デバイスを選択します。
デバイスは 1 つのドメインまたは SPG にのみ属することができます。

ステップ 5

[適用（Apply）] をクリックします。

スイッチ ピア グループの作成
MC にはスイッチ ピア グループ（SPG）を含めることができ、スイッチ ピア グループには MA を
含めることができます。管理対象ネットワークの MA は [スイッチ ピア グループ（Switch Peer
Group）] ページに表示されます。すでに存在しているスイッチ ピア グループを作成すると、古い
スイッチ ピア グループから新しいスイッチ ピア グループに MC が移動され、すべての MA に
MC ワイヤレス インターフェイスの IP アドレスが設定されます。
スイッチ ピア グループを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ ドメイン
（Mobility Domains）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバーから MC を選択します。

ステップ 3

[スイッチ ピア グループの作成（Create Switch Peer Group）] をクリックします。
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ステップ 4

選択した MC でグループ化する、一連の MA を含めるスイッチ ピア グループの名前を入力し
ます。
選択した MA が別のスイッチ ピア グループに存在している場合、MA はそのグループから削除
され、新しいグループ追加されます。MC に複数のスイッチ ピア グループを作成できます。

ステップ 5

モビリティ エージェントを選択します。
デバイスは 1 つのドメインまたは SPG にのみ属することができます。

ステップ 6

[適用（Apply）] をクリックします。
作成した SPG が左側のサイド バーに表示されます。そこに移動して、選択したスイッチ ピア グ
ループのモビリティ エージェントを表示できます。

モビリティ ロールの変更
デフォルトでは、Cisco 3850 コントローラは MA として動作します。ネットワークで MC が必要
な場合は、これらのコントローラを MC に変換できます。
モビリティ ロールを変更するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [モビリティ ドメイン
（Mobility Domains）] の順に選択します。

ステップ 2

[すべてのモビリティ デバイス（All Mobility Devices）] を選択します。

ステップ 3

変更先のロールとデバイスを選択します。
•

[モビリティ コントローラへのロールの変更（Change Role To Mobility Controller）]：選択した
コントローラでモビリティ コントローラ機能を有効にします。

•

[モビリティ エージェントへのロールの変更（Change Role To Mobility Agent）]：選択したコン
トローラでモビリティ エージェント機能を有効にします。これを実行すると、MC 機能が無
効化されます。
MA から MC（またその逆）への変換は、3850 デバイスでのみ行うことができます。ロールの
変更を有効にするには、デバイスを再起動する必要があります。

•
ステップ 4

[モビリティ グループの割り当て（Assign Mobility Group）]：選択したデバイスの新しいモビ
リティ グループ名を入力します。

[適用（Apply）] をクリックします。

モビリティ アンカー
モビリティ アンカーは、WLAN のアンカー コントローラとして指定されたモビリティ グループ
のサブセットです。この機能を使用すると、クライアントのネットワーク エントリ ポイントに
関係なく、WLAN を 1 つのサブネットに制限できます。これにより、ユーザは企業全体のパブ
リック WLAN やゲスト WLAN にアクセスできますが、引き続き特定のサブネットに制限されま
す。また、WLAN は建物の特定のセクション（ロビー、レストランなど）を表すことができるため、
ゲスト WLAN を使って地理的ロード バランシングを実現することもできます。
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クライアントが WLAN のモビリティ アンカーとして事前設定されているモビリティ グループ
のコントローラに最初に関連付けると、クライアントはローカルでそのコントローラに関連付
けし、クライアントのローカル セッションが作成されます。クライアントは、WLAN の事前設定
されたアンカー コントローラにのみアンカーできます。指定された WLAN の場合、モビリティ
グループのすべてのコントローラ上で同じセットのアンカー コントローラを設定する必要があ
ります。
クライアントが、WLAN のモビリティ アンカーとして設定されていないモビリティ グループの
コントローラに最初に関連付けすると、クライアントはローカルでそのコントローラに関連付
けし、ローカル セッションがクライアントのために作成され、コントローラは同じモビリティ
グループの別のコントローラへ通知されます。その通知に対する回答がない場合、コントローラ
は WLAN に設定されたいずれかのアンカー コントローラに連絡をとり、ローカル スイッチ上の
クライアントに対する外部セッションを作成します。クライアントからのパケットは EtherIP を
使用してモビリティ トンネルを介してカプセル化され、アンカー コントローラに送信されま
す。ここでカプセル化が解除されて有線ネットワークへ配信されます。クライアントへのパケッ
トは、アンカー コントローラで受信され、EtherIP を使用してモビリティ トンネルを介して外部
コントローラへ転送されます。外部コントローラはパケットのカプセル化を解除し、クライアン
トへ転送します。

WLAN のゲスト アンカー コントローラの設定
ゲスト アンカー コントローラはゲスト トラフィック専用のコントローラであり、非武装地帯
（DMZ）とも呼ばれる非保護ネットワーク領域に配置されます。トラフィック発信元の他の内部
WLAN コントローラは、エンタープライズ LAN に配置されます。
（注）

Cisco 5760 コントローラはゲスト アンカーとして指定できますが、Catalyst 3850 スイッチはゲス
ト アンカーとして指定できません。ただし、外部コントローラとして指定できます。
ロード バランシングのために WLAN のモビリティ アンカーとしてゲスト コントローラを設定
できます。
はじめる前に
•

Prime Infrastructure でワイヤレス デバイスが設定されていることを確認します。ワイヤレス
デバイスの設定方法については、
「無線機能の設定」を参照してください。

•

WLAN のモビリティ アンカーとして設定するワイヤレス デバイスが、同じモビリティ ドメ
イン内にあることを確認します。

WLAN のゲスト アンカー コントローラを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワーク デバイス
（Network Devices）] を選択します。

ステップ 2

[デバイス グループ（Device Group）] 領域で、[デバイス タイプ（Device Type）] を展開し、次に [ワ
イヤレス コントローラ（Wireless Controller）] を展開します。

ステップ 3

ゲスト モビリティ アンカーとして指定するコントローラを選択します。デバイスの詳細が、
ページの下部に表示されます。

ステップ 4

[設定（Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 5

左側のサイドバーのメニューから、[WLANs] > [WLAN 設定（WLAN Configuration）] の順に選択
します。[WLAN コンフィギュレーション（WLAN Configuration）] ページが表示されます。
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（注）

クラシック ビューを使用している場合は、[設定（Configure）] >[コントローラ
（Controllers）] > [コントローラの IP アドレス（Ctrl IP addr）] > [WLANs] > [WLAN コン
フィギュレーション（WLAN Configuration）] の順に選択して、[WLAN コンフィギュレー
ション（WLAN Configuration）] 詳細ページにアクセスします。

ステップ 6

必要な WLAN ID の URL を選択します。タブ付きのページが表示されます。

ステップ 7

[詳細（Advanced）] タブをクリックし、ページ下部にある [モビリティ アンカー（Mobility
Anchors）] リンクをクリックします。[モビリティ アンカー（Mobility Anchors）] ページが表示され
ます。

（注）

ステップ 8

また、[WLAN コンフィギュレーション（WLAN Configuration）] ページから [モビリティ
アンカー（Mobility Anchors）] ページにアクセスすることもできます。目的の WLAN ID の
チェックボックスをオンにします。[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン
リストから、[モビリティ アンカー（Mobility Anchors）] を選択し、[移動（Go）] をクリック
します。[モビリティ アンカー（Mobility Anchors）] ページが表示されます。

モビリティ アンカーとして指定するコントローラの [IP アドレス（IP address）] チェックボック
スをオンにして、[保存（Save）] をクリックします。

Spectrum Expert の設定
Spectrum Expert クライアントは、リモート干渉センサーとして機能し、動的な干渉データを
Prime Infrastructure に送信します。この機能により、Prime Infrastructure はネットワーク内の
Spectrum Expert から詳細な干渉データを収集、モニタ、およびアーカイブできます。
Spectrum Expert を設定するには、[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility
Services）] > [Spectrum Expert（Spectrum Experts）] の順に選択します。このページには、次の項目を
含むすべての Spectrum Expert の一覧が表示されます。
•

[ホスト名（Hostname）]：Spectrum Expert ラップトップのホスト名または IP アドレス。

•

[MAC アドレス（MAC Address）]：ラップトップのスペクトラム センサー カードの MAC アド
レス。

•

[到達可能性ステータス（Reachability Status）]：Spectrum Expert が正常に稼働し、情報を Prime
Infrastructure に送信しているかどうかを指定します。ステータスは、[到達可能（Reachable）]
または [到達不能（Unreachable）] と表示されます。

•

Spectrum Experts の概要の表示（45-8 ページ）

•

Spectrum Experts の概要の表示（45-8 ページ）
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Spectrum Expert の追加
Spectrum Expert を追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [Spectrum Expert（Spectrum
Experts）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Spectrum Expert の追加（Add
Spectrum Expert）] を選択します。このリンクは、Spectrum Expert が 1 つも追加されていない場合
にのみ表示されます。[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから
[Spectrum Expert の追加（Add a Spectrum Expert）] を選択しても、[Spectrum Expert の追加（Add a
Spectrum Expert）] ページにアクセスできます。

ステップ 3

Spectrum Expert のホスト名または IP アドレスを入力します。ホスト名を使用する場合、Spectrum
Expert を Prime Infrastructure に追加するには DNS に登録する必要があります。
Spectrum Expert として正しく追加するには、Spectrum Expert クライアントが稼働しており、
Prime Infrastructure に通信するように設定されていなければなりません。

Spectrum Experts の概要の表示
[Spectrum Experts] ページには、システムに追加されている Spectrum Expert のテーブルが表示さ
れます。このテーブルには、次の Spectrum Expert の情報が記載されています。
[ホスト名（Hostname）]：ホスト名または IP アドレス。
[アクティブな干渉源（Active Interferers）]：Spectrum Expert により検出された現在の干渉源の数。
[アラーム AP（Alarms APs）]：検出された干渉源が潜在的な影響を及ぼしていると Spectrum
Expert により確認されたアクセス ポイントの数。
[アラーム（Alarms）]：Spectrum Expert から送信されたアクティブな干渉トラップの数。クリック
すると、この Spectrum Expert のアクティブ アラームに対してフィルタリングされている [ア
ラーム（Alarm）] ページへアクセスします。
[到達可能性ステータス（Reachability Status）]：Spectrum Expert が稼働しており、データを Prime
Infrastructure に送信している場合は、緑色で [到達可能（Reachable）] と表示されます。それ以外の
場合は、[到達不能（Unreachable）] と赤で表示されます。
[場所（Location）]：Spectrum Expert が無線クライアントの場合、場所へのリンクが使用できます。
それによって、Spectrum Expert の場所が有効範囲を示す赤いボックス付きで表示されます。

[干渉源の概要
（Interferers Summary）
] の表示
[干渉源 - SE（Interferers-SEs）] ページには、30 日間隔で検出されたすべての干渉源の一覧が表示
されます。このテーブルには、次のような干渉源の情報が記載されています。
•

•

[干渉源 ID（Interferer ID）]：異なる Spectrum Expert 間で一意の ID。これは、疑似乱数によって
生成される ID です。MAC アドレスに似ていますが、実際のアドレスではなく、干渉デバイス
の検出に使用できます。
[カテゴリ（Category）]：干渉源のカテゴリ。カテゴリには、[Bluetooth]、[コードレス電話
（cordless phones）]、[電子レンジ（microwave ovens）]、[802.11 FH]、[その他一般：周波数ホッピ
ング（generic: frequency-hopped）]、[その他一般：連続（generic:continuous）]、および [アナログ
ビデオ（analog video）] があります。
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•

[タイプ（Type）]：[アクティブ（Active）] は、干渉源が現在 Spectrum Expert で検出されている
ことを示します。[非アクティブ（Inactive）] は、干渉源が検出されなくなったこと、または
Prime Infrastructure が到達できる干渉源はなくなったと Spectrum Expert が確認したことを
示します。

•

[検出時刻（Discover Time）]：干渉源が発見された時刻を示します。

•

[影響を受けるチャネル（Affected Channels）]：影響を受けるチャネルを示します。

•

[影響を受ける AP の数（Number of APs Affected）]：Spectrum Expert が検出した Prime
Infrastructure により管理されるアクセス ポイントの数、または Spectrum Expert がアクセス
ポイントのチャネル上で検出した干渉源の数。アクティブな干渉源のみが表示されます。次
の条件のすべてが適合する場合、そのアクセス ポイントには [影響を受ける（affected）] とラ
ベルが付けられます。
– アクセス ポイントが Prime Infrastructure で管理されている。
– Spectrum Expect がアクセス ポイントを検出している。
– Spectrum Expect がアクセス ポイントの稼働チャネル上の干渉源を検出している。

•

[電力（Power）]：dBm で示されます。

•

[デューティ サイクル（Duty Cycle）]：パーセントで示されます。100 % は最低値です。

•

[重大度（Severity）]：干渉源の重大度ランキングを示します。100 は最低値、0 は干渉がないこ
とを表しています。

Spectrum Experts の詳細の表示
[Spectrum Expert] ページには、単一の Spectrum Expert からの干渉の詳細がすべて表示されます。
このページは 20 秒ごとに更新され、リアルタイムにリモートの Spectrum Expert を確認できま
す。このページに表示される項目は、次のとおりです。
•

[干渉源の合計数（Total Interferer Count）]：特定の Spectrum Expert から取得されます。

•

[アクティブな干渉源の数のチャート（Active Interferers Count Chart）]：干渉源をカテゴリごと
にグループ化した円グラフを表示します。

•

[チャネルあたりのアクティブな干渉源の数（Active Interferer Count Per Channel）]：異なる
チャネル上の干渉源をカテゴリごとにグループ化して干渉源の数を表示します。

•

[AP リスト（AP List）]：Spectrum Expert によって検出されたアクセス ポイントの一覧を表示
します。これらのアクセス ポイントは、アクティブな干渉源が検出されたチャネル上にあり
ます。

•

[影響を受けるクライアントのリスト（Affected Clients List）]：アクセス ポイントに現在認証
されているクライアントの一覧を表示します。外部認証を行う場合は、[セキュリティ
（Security）] > [AAA] ページで特定の RADIUS サーバまたは LDAP サーバを選択できます。

wIPS プロファイルの作成
Prime Infrastructure にはいくつかの定義済みプロファイルが用意されており、そこから選択でき
ます。これらのプロファイル（カスタマー タイプ、ビルディング タイプ、業界タイプなどに基づ
きます）を使用すると、Cisco Adaptive wIPS を通じて使用可能な追加のワイヤレスの脅威保護を
すばやくアクティブにできます。プロファイルは「そのまま」使用することも、要件に合わせてカ
スタマイズすることもできます。
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定義済みプロファイルには次のものがあります。
•

[教育（Education）]

•

[EnterpriseBest]

•

[EnterpriseRogue]

•

[金融（Financial）]

•

[医療（HealthCare）]

•

[HotSpotOpen]

•

[Hotspot8021x]

•

[軍（Military）]

•

[小売（Retail）]

•

[トレードショー（Tradeshow）]

•

[ウェアハウス（Warehouse）]

[wIPS プロファイル（wIPS Profiles）] > [プロファイル リスト（Profile List）] ページでは、現在の
wIPS プロファイルの表示、編集、適用、削除を行ったり、新しいプロファイルを追加したりでき
ます。[プロファイル リスト（Profile List）] には、各プロファイルの次の情報が表示されます。
•

[プロファイル名（Profile Name）]：現在のプロファイルのユーザ定義名を示します。プロファ
イルの詳細を表示または編集するには、プロファイル名をクリックします。
マウス カーソルをプロファイル名に移動すると、プロファイル ID とバージョンが表示され
ます。

•

[適用されている MSE（MSE(s) Applied To）]：このプロファイルが適用されている Mobility
Services Engine（MSE）の数を示します。MSE 数をクリックすると、プロファイルの割り当て
の詳細が表示されます。

•

[適用されているコントローラ（Controller(s) Applied To）]：このプロファイルが適用されてい
るコントローラの数を示します。コントローラ数をクリックすると、プロファイルの割り当
ての詳細が表示されます。

wIPS プロファイルを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [モビリティ サービス（Mobility Services）] > [wIPS プロファイル（wIPS
Profiles）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[プロファイルの追加（Add
Profile）] を選択し、[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 3

[プロファイル パラメータ（Profile Parameters）] ページの [プロファイル名（Profile Name）] テキス
ト ボックスにプロファイル名を入力します。

ステップ 4
ステップ 5

ドロップダウン リストから該当する定義済みのプロファイルを選択するか、[デフォルト
（Default）] を選択します。
[保存（Save）] > [次へ（Next）] を選択します。
[保存（Save）] を選択すると、Mobility Services Engine またはコントローラの割り当てや変更なし
で、プロファイルが Prime Infrastructure データベースに保存されます。プロファイルはプロファ
イル リストに表示されます。
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ステップ 6

ステップ 7

既存グループを編集または削除したり、新しいグループを追加するには、次の手順を実行し
ます。
a.

[SSID グループ リスト（SSID Group List）] ページの [コマンドの選択（Select a command）] ド
ロップダウン リストから、[グループの追加（Add Group）] または [グローバル リストからグ
ループを追加（Add Groups from Global List）] を選択し、[移動（Go）] をクリックします。

b.

グループ名と 1 つ以上の SSID グループを入力し、[保存（Save）] をクリックします。

現在のプロファイルに含めるポリシーを指定するには、[プロファイル コンフィギュレーション
（Profile Configuration）] を選択します。ポリシー ツリーのチェックボックス（左側の [ポリシーの
選択（Select Policy）] ペインにあります）は、現在のプロファイルで有効または無効になっている
ポリシーを示します。このページでは次の操作を実行できます。
•

該当するブランチまたはポリシーのチェックボックスをオン/オフすることで、ブランチ全
体や個別のポリシーを有効化または無効化することができます。
デフォルトでは、すべてのポリシーが選択されています。

•

•

ポリシーの説明を表示するには、個々のポリシーをクリックします。[ポリシー ルール
（Policy Rules）] ページを使用して、現在のポリシー ルールの設定を追加、編集、削除、並べ替
えることができます。

（注）

1 つ以上のポリシー ルールが存在する必要があります。リスト内に 1 つしかない場
合、そのポリシー ルールは削除できません。

（注）

プロファイルがコントローラに適用されている場合、そのプロファイルは削除でき
ません。

次を設定します。
– [しきい値
（Threshold）
（すべてのポリシーに適用されるわけではありません）
]
：選択した

ポリシーに関連付けられたしきい値または上限を示します。すべてのポリシーに 1 つ以
上のしきい値が含まれている必要があるため、標準的なワイヤレス ネットワークの問題
に基づいて、各ポリシーにデフォルトのしきい値が定義されています。しきい値オプ
ションは、選択したポリシーに応じて異なります。
ポリシーのしきい値に達すると、アラームがトリガーされます。Cisco Adaptive wIPS DoS
およびセキュリティ ペネトレーション攻撃からのアラームは、セキュリティ アラーム
として分類されます。これらの攻撃の要約は [セキュリティ サマリ（Security Summary）]
ページに表示されます。このページにアクセスするには [モニタ（Monitor）] > [セキュリ
ティ（Security）] を選択します。wIPS の攻撃は [脅威および攻撃（Threats and Attacks）] セ
クションにあります。
– [重大度
（Severity）]：選択したポリシーの重大度を示します。パラメータとしては、[重大

（critical）]、[やや重大（major）]、[情報（info）]、および [警告（warning）] があります。この
フィールドの値は、ワイヤレス ネットワークに応じて変わります。
– [通知
（Notification）]：しきい値に関連付けられた通知の種類を示します。
– [ACL/SSID グループ
（ACL/SSID Group）]：このしきい値が適用される ACL または SSID グ

ループを示します。

（注）

選択されたグループのみポリシーをトリガーします。
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ステップ 8

プロファイル設定が完了したら、[次へ（Next）] を選択して [MSE/コントローラ（MSE/Controller）]
ページに進みます。

ステップ 9

[プロファイルの適用（Apply Profile）] ページで、現在のプロファイルを適用する Mobility
Services Engine とコントローラを選択し、[適用（Apply）] をクリックして、選択した Mobility
Services Engine/コントローラに現在のプロファイルを適用します。
また、プロファイル リストから直接プロファイルを適用することもできます。[プロファイル リ
スト（Profile List）] ページで、適用するプロファイルを選択し、[コマンドの選択（Select a
command）] ドロップダウン リストで [プロファイルの適用（Apply Profile）] をクリックします。次
に、[移動（Go）] をクリックして [プロファイルの適用（Apply Profile）] ページにアクセスします。
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各種レポートの管理
Cisco Prime Infrastructure によるレポート作成は、ネットワーク問題のトラブルシューティング
に不可欠ですが、システムやネットワークの状態をモニタする上でも必要です。即時でも定期的
にでも、複数のレポートを生成して実行できます。レポートを組み合わせて複合レポートを作成
することも可能です。レポートの種類ごとに、レポートの定義に役立つ多数のユーザ定義の条件
が用意されています。レポートは、概要、表、または組み合わせ（表とグラフ）レイアウトで書式化
できます。定義したレポートは、今後の診断用に保存したり、定期的に実行するようにスケ
ジュールすることができます。
レポートは次の形式で保存されます。
•

CSV：標準形式。いずれかの CSV レポートが 15,000 レコードを超えると必ず、Prime
Infrastructure は ZIP ファイルを作成してそのレポートのすべての CSV ファイルを ZIP ファ
イルに保存します。

•

PDF：これらのレポートは、後でダウンロードするために Prime Infrastructure 上のファイルに
保存されるか、または特定の電子メール アドレスに送信されます。

以下のレポート カテゴリがあります。
•

現在：時間に依存しないデータのスナップショットを提供します。

•

履歴：デバイスから定期的にデータを取得し、そのデータを Prime Infrastructure のデータ
ベースに保存します。

•

傾向：集約データを使用してレポートを生成します。デバイスから定期的にデータを収集で
きるほか、レポートの生成スケジュールを作成できます。

•

上位 N 件：上位の使用率に基づいてレポートを生成します。

どのレポートも Prime Infrastructure を使用してエクスポートでき、表示したり、論理グループに
分類したり、長期保管用にアーカイブしたりできます。
[レポート（Reports）] メニューを使用すると、すべての Prime Infrastructure レポートに加えて、現
在保存されているレポートやスケジュールされているレポートにもアクセスできます。以下の
メニュー項目があります。
•

[レポート ラウンチ パッド（Report Launch Pad）]：すべての Prime Infrastructure レポートへの
ポータルとなるページです。このページから、特定タイプのレポートにアクセスしたり、新し
いレポートを作成することができます。

•

[スケジュール設定された実行結果（Scheduled Run Results）]：現在 Prime Infrastructure でスケ
ジュールされているすべての実行にアクセスして管理したり、オンデマンド エクスポート
および電子メール レポートにアクセスして管理することができます。

•

[保存済みレポート テンプレート（Saved Report Templates）]：現在 Prime Infrastructure に保存
されているすべてのレポート テンプレートにアクセスして管理できます。
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レポート フィールドの説明については、
「関連項目」の『Field Reference for Cisco Prime
Infrastructure Reports』を参照してください。
関連項目
•

レポートの管理

•

スケジュール設定されたレポートについて

•

保存されているレポート テンプレートについて

•

Prime Infrastructure のレポート

•

Field Reference for Cisco Prime Infrastructure Reports

レポートの管理
[レポート起動パッド（Report Launch Pad）] では、1 つのページからすべての Prime Infrastructure
レポートにアクセスできます。新しいレポートの作成と保存、現在のレポートの表示、特定タイ
プのレポートのオープン、後で実行するレポートのスケジューリング、レポート結果のカスタマ
イズ、複数のレポートの組み合わせによる 1 つのレポートの作成などを実行できます。
レポートの詳細を表示するには、レポートの種類の横にあるツールチップにカーソルを移動し
ます。
関連項目
•

各種レポートの管理

•

新しいレポートの作成、スケジューリング、実行

•

レポートの結合

•

レポート結果のカスタマイズ

•

スケジュール設定されたレポートについて

•

保存されているレポート テンプレートについて

•

Prime Infrastructure のレポート

新しいレポートの作成、
スケジューリング、
実行
新しいレポートを作成してスケジュール設定し、実行するには：
ステップ 1

[レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバー メニューからカテゴリを選択して各レポート カテゴリのレポート タイプを
表示し、[レポート起動パッド（Report Launch Pad）] のメイン エリアで該当するレポートに対応す
る [新規（New）] をクリックします。

ステップ 3

[レポートの詳細（Report Details）] ページで、[レポート起動パッド（Report Launch Pad）] > [レポー
トの種類（Report Type）] > [新規（New）] の説明に従って、フィールドに入力します。
「関連項目」の
『Field Reference for Cisco Prime Infrastructure Reports』を参照してください。
[レポートの詳細
（Report Details）] に表示されるパラメータはレポートの種類によって異なります。一部のレポー
トでは、レポートの結果をカスタマイズする必要があります。
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ステップ 4

ステップ 5

レポートを後で実行する場合や繰り返しレポートとして実行する場合は、[レポート起動パッド
（Report Launch Pad）] > [レポートの種類（Report Type）] > [新規（New）] の説明に従って、スケ
ジュール パラメータを入力します。
「関連項目」の『Field Reference for Cisco Prime Infrastructure
Reports』を参照してください。
レポートを実行するには、次のいずれかのオプションを選択します。
•

[実行（Run）]：レポート設定を保存せずにレポートを実行する場合にクリックします。

•

[保存（Save）]：レポートをすぐに実行せずにこのレポート設定を保存する場合にクリックし
ます。スケジュール パラメータが入力済みの場合は、スケジュールされた日時にレポートが
自動的に実行されます。

•

[実行して保存（Run and Save）]：レポートの設定を保存し、ただちにレポートを実行する場合
にクリックします。

•

[保存してエクスポート（Save and Export）]：レポートを保存して実行し、結果をファイルにエ
クスポートする場合にクリックします。以下を要求するプロンプトが表示されます。
– エクスポートするレポートのファイル形式
（CSV または PDF）を選択します。
– レポートが生成された際に電子メールを送信するかどうかを選択します。
このオプ

ションを選択する場合は、宛先メール アドレスと電子メールの件名を入力し、エクス
ポート ファイルを添付ファイルとして電子メールに含めるかどうかを選択する必要
があります。
– [OK] をクリックします。

CSV ファイルが正しく開かない場合は、次のいずれかの場所で区切り記号としてカンマが
指定されていることを確認してください。
– [コントロール パネル] > [地域と言語] > [形式] > [追加の設定]。
– Excel：[ファイル] > [オプション] > [詳細設定] > [システムの桁区切りを使用する]
•

[保存して電子メール（Save and Email）]：レポートを保存して実行し、結果をファイルにエク
スポートして電子メールで送信する場合にクリックします。以下を要求するプロンプトが表
示されます。
– エクスポートするレポートのファイル形式を選択します。
– 宛先メール アドレスと電子メールの件名を入力します。
– [OK] をクリックします。

•

[キャンセル（Cancel）]：このレポートを実行も保存もせずに前のページに戻る場合にクリッ
クします。

特定のレポートの種類用にレポートが保存されている場合は、[レポート起動パッド（Report
Launch Pad）] から現在のレポートにアクセスできます。
すべてのサブドメイン用に生成されたレポートを同時に変更したり更新することはできませ
ん。それぞれのサブドメインで個々にレポートを開いて変更できます。すべてのレポートを更新
するには、サブドメインで生成されたレポートを削除し、仮想ドメイン レポートを再生成して変
更を反映させます。
関連項目
•

Field Reference for Cisco Prime Infrastructure Reports

•

レポートの結合

•

レポート結果のカスタマイズ
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レポートの結合
複数のレポートを結合し、要件に基づいて情報をフィルタリングできます。ユーザは、それぞれ
のシナリオ向けに特別なレポートを作成するのではなく、複数のレポートを選択して結合でき
ます。複合レポートは、サポートされているレポートの定義済みリストから作成できます。
新規の複合レポートを作成するには：
ステップ 1

[レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）] の順に選択します。次のいずれ
かの方法で新しいレポートを作成できます。
a.

左側のサイドバー メニューで [複合（Composite）] > [複合レポート（Composite Report）] を選
択し、[新規（New）] をクリックします。

b.

[レポート起動パッド（Report Launch Pad）] ページで、[複合（Composite）] セクションを下方に
スクロールして [新規（New）] をクリックします。

ステップ 2

[新規カスタム複合レポート（New Custom Composite Report）] ページで、レポートのタイトルを入
力します。

ステップ 3

[レポート カテゴリ（Report Category）] ドロップダウンリストからカテゴリを選択します。

ステップ 4

使用可能なリストから必要なレポートを選択して [選択されたレポート（Selected Reports）] テキ
スト ボックスに追加します。レポートを選択して削除することもできます。

ステップ 5

ドロップダウンリストから適切な [レポート作成者（Report By）] カテゴリを選択します。カテゴ
リはレポートごとに異なります。

ステップ 6

[レポート基準（Report Criteria）] フィールドでは、前の [レポート作成者（Report By）] で行った選
択に応じて結果を分類できます。[編集（Edit）] をクリックして [フィルタ基準（Filter Criteria）]
ページを開き、必要なフィルタ基準を選択します。

ステップ 7
ステップ 8

レポートを後で実行する場合や繰り返しレポートとして実行する場合は、[スケジュール
（Schedule）] セクションでスケジュール パラメータを入力します。
レポートを実行するには、次のいずれかのオプションを選択します。
•

[実行（Run）]：レポート設定を保存せずにレポートを実行する場合にクリックします。

•

[保存（Save）]：レポートをただちに実行せずに、レポート設定を保存する場合にクリックし
ます。スケジュール パラメータが入力済みの場合は、スケジュールされた日時にレポートが
実行されます。

•

[実行して保存（Run and Save）]：レポート設定を保存し、ただちにレポートを実行する場合に
クリックします。

•

[保存してエクスポート（Save and Export）]：レポートを保存して実行し、結果をファイルまた
は電子メールの添付ファイルにエクスポートする場合にクリックします。その場合は、以下
を実行する必要があります。
– エクスポートするレポートのファイル形式を選択します
（CSV または PDF）。
– レポートが生成された際に電子メールを送信する場合は、
最初のチェックボックスをオ

ンにします。宛先メール アドレスと電子メールの件名を入力する必要があります。
– エクスポート ファイルを添付ファイルとして電子メールに含める場合は、
2 番目の

チェックボックスをオンにします。
[OK] をクリックします。
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•

[保存して電子メール送信（Save and Email）]：レポートを保存して実行し、結果をファイルに
エクスポートして電子メールで送信する場合にクリックします。以下を要求するプロンプト
が表示されます。
– エクスポートするレポートのファイル形式を選択します。
– 宛先メール アドレスと電子メールの件名を入力します。

[OK] をクリックします。
•

[キャンセル（Cancel）]：このレポートを実行も保存もせずに、前のページに戻る場合にクリッ
クします。

保存されている複合レポートには [保存済みレポート テンプレート（Saved Report Templates）] か
らアクセスできます。
関連項目
•

Field Reference for Cisco Prime Infrastructure Reports

•

新しいレポートの作成、スケジューリング、実行

•

レポート結果のカスタマイズ

レポート結果のカスタマイズ
多くのレポートでは、結果をカスタマイズして、必要な情報を含めたり除外することができま
す。作成するレポートでこれが許可されている場合、[カスタマイズ（Customize）] ボタンが表示さ
れます。このボタンをクリックすると、[カスタム レポートの作成（Create Custom Report）] ページ
にアクセスして、レポートの結果をカスタマイズできます。
レポート結果のカスタマイズが必要になる場合があります。たとえば、Flexible NetFlow（FNF）拡
張パラメータをトラフィック分析、アプリケーション、または音声ビデオ データのモニタリング
テンプレートに追加すると、それらのパラメータは Prime Infrastructure のモニタリング設定の一
部になります。ただし、収集された FNF 拡張モニタリング データは、コア、アプリケーション応
答所要時間（ART）、および RTP パフォーマンスに関するそれぞれの Conversations レポートに自
動的に表示されるわけではありません。FNF データが Conversations レポートに含まれるように
するには、[カスタム レポートの作成（Create Custom Report）] ページを使用して、[含めるデータ
フィールド（Data fields to include）] 列に FNF パラメータを追加する必要があります。
「関連項目」
に示されている『Field Reference for Cisco Prime Infrastructure Reports』の「Customizing」ページを
参照してください。
レポート結果をカスタマイズするには：
ステップ 1

[レポート（Reports）] > [レポート起動パッド（Report Launch Pad）] の順に選択します。

ステップ 2

該当するレポートの [レポート タイトル（Report Title）] リンクをクリックします。

ステップ 3

[レポートの詳細（Report Details）] ページで [カスタマイズ（Customize）] をクリックします。

ステップ 4

[カスタム レポートの作成（Create Custom Report）] ページで、必要な情報を入力し、[適用（Apply）
] をクリックして変更を確定します。
[カスタム レポートの作成（Create Custom Report）] ページで行った変更は、[レポートの詳細
（Report Details）] ページで [保存（Save）] をクリックしないうちは保存されません。
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スケジュール設定されたレポートについて

関連項目
•

Field Reference for Cisco Prime Infrastructure Reports

•

新しいレポートの作成、スケジューリング、実行

•

レポートの結合

スケジュール設定されたレポートについて
Prime Infrastructure でスケジュール設定されているレポートをすべて表示するには、[レポート
（Report）] > [スケジュール設定された実行結果（Scheduled Run Results）] の順に選択します。
スケジュール設定されたレポート タスクは、それが実行される仮想ドメインの外部では表示さ
れません。スケジュール設定されたレポート タスクの結果は、対応するドメインの [スケジュー
ル設定された実行結果（Scheduled Run Results）] ページで表示できます。
スケジュールされた実行のリストは、レポート カテゴリ、レポートの種類、タイム フレーム、お
よびレポート生成方法でソートできます。このページのフィールドの詳細については、
「関連項
目」に示されている『Field Reference for Cisco Prime Infrastructure Reports』の「Scheduled Run
Results」ページを参照してください。
関連項目
•

Field Reference for Cisco Prime Infrastructure Reports

•

新しいレポートの作成、スケジューリング、実行

•

レポートの結合

•

レポート結果のカスタマイズ

•

各種レポートの管理

•

保存されているレポート テンプレートについて

•

Prime Infrastructure のレポート

保存されているレポート テンプレートについて
保存されているレポート テンプレートは、[レポート（Reports）] > [保存済みレポート テンプレー
ト（Saved Report Templates）] で使用できます。[保存済みレポート テンプレート（Saved Report
Templates）] ページでは、レポート テンプレートを作成したり、保存されているレポート テンプ
レートを管理することができます。保存されているレポートは有効化、無効化、削除、または実行
することができます。また、レポート テンプレートをカテゴリ別、タイプ別、ステータス別にフィ
ルタリングしてソートできます。[Saved Report Templates] ページのフィールド、および保存され
ているレポート テンプレートのフィルタリングの詳細については、
「関連項目」の『Field
Reference for Cisco Prime Infrastructure Reports』を参照してください。
[保存済みレポート テンプレート（Saved Report Templates）] ページには、次の情報が表示されます。
•

[レポート タイトル（Report Title）]：ユーザが割り当てたレポート名を示します。
このレポートの詳細を表示するには、レポート タイトルをクリックします。

•

[レポートの種類（Report Type）]：特定のレポートの種類を示します。

•

[スケジュール済み（Scheduled）]：このレポートが有効か無効かを示します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

46-6

OL-32122-01-J

第 46 章

各種レポートの管理
Prime Infrastructure のレポート

•

[仮想ドメイン（Virtual Domain）]：このレポートがスケジュールされている仮想ドメインの名
前を指定します。

•

[今すぐ実行（Run Now）]：現在のレポートをただちに実行するには、[実行（run）] アイコンを
クリックします。

サブ仮想ドメインに対してドメイン ベースのレポートを実行すると、レポートには、現在ログイ
ンしている仮想ドメインにマッピングされているデバイス属性がすべて表示されます。
関連項目
•

Field Reference for Cisco Prime Infrastructure Reports

•

新しいレポートの作成、スケジューリング、実行

•

レポート結果のカスタマイズ

•

各種レポートの管理

•

Prime Infrastructure のレポート

•

スケジュール設定されたレポートについて

Prime Infrastructure のレポート
[管理（Administration）] > [設定（Settings）] > [システム設定（System Settings）] > [データ保持期間
（Data Retention）] での選択に基づいて設定されるデータ保持期間に応じて、レポートには毎時、
毎日、または毎週のデータが表示されます。データは、次の基準に基づいてデータベースから取
得されます。
期間が以下の場合：
1.

直近 1 日まで：データは raw テーブルから取得されます。

2.

直近 2 日から 4 週間：データは毎時の集約テーブルから取得されます。

3.

前月から直近 12 週間：毎日の集約テーブルから取得されます。

4.

直近 6 か月から直近 1 年：データは毎週の集約テーブルから取得されます。

Prime Infrastructure レポートの詳細については、
「関連項目」の『Field Reference for Cisco Prime
Infrastructure Reports』を参照してください。
関連項目
•

Field Reference for Cisco Prime Infrastructure Reports
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Prime Infrastructure ユーザ インターフェイ
スのリファレンス
Cisco Prime Infrastructure は Web ベースのアプリケーションです。
インストール済みの Cisco Prime 製品のいずれかがライセンスによって有効化されていない場
合、それらの機能のメニュー項目やオプションは Web インターフェイスに表示されません。
•

Prime Infrastructure のユーザ インターフェイスについて

•

一般的な UI タスク

•

検索方法

Prime Infrastructure のユーザ インターフェイスについて
初めて Prime Infrastructure にログインした際に、オーバーレイ ウィンドウにグラフィカル イン
ターフェイスの主要コンポーネントが表示されます。このオーバーレイ ウィンドウを再度表示
するには、画面右上のログイン名をクリックし、[ヘルプ（Help）] > [開始（Getting Started）] を選択
します。

ツールバー
図 A-1 は、各ページの上部にあるツールバーを示しています。
図 A-1

Prime Infrastructure のツールバー

1

クリックすると、メニューが開きます。

2

クリックすると、cisco.com の Prime Infrastructure 製品ページに移動します。

3

Prime Infrastructure 内のデータを検索する際に入力します。任意のテキスト文字列を入力できます（IP アドレ
スやユーザ名の一部またはすべてなど）。
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4

アラームの数が表示されます。色は使用しているネットワーク内の最も重大度が高いアラームに対応してい
ます。クリックすると、アラーム概要ウィンドウにすべてのアラームが表示され、重大度別（クリティカル、メ
ジャー、マイナー）にアラームの数が示されます。

5

割り当てられているログイン名と仮想ドメインが表示されます。ユーザ設定の変更、パスワードの変更、ログ
アウト、ヘルプへのアクセス、製品フィードバックの送信を行う際にクリックします。
関連項目
•

検索方法

フィルタ
フィルタ機能を使用すると、Prime Infrastructure インターフェイスに関する特定の情報を表示で
きます。データが表形式で表示される際は常に [フィルタ（Filter）] アイコンが表示されます。次の
タイプのフィルタを使用できます。
•

クイック フィルタ（クイック フィルタの実行を参照）

•

拡張フィルタ（拡張フィルタの実行を参照）

•

ダッシュボード フィルタ（ダッシュボード フィルタの使用を参照）

クイック フィルタの実行
このフィルタを使用すると、フィルタを特定のテーブル列に適用することで、テーブル内のデー
タを絞り込むことができます。さまざまな演算子を適用するには、[拡張フィルタ（Advanced
Filter）] オプションを使用します（拡張フィルタの実行を参照）。
クイック フィルタを起動するには、[フィルタ（Filter）] ドロップダウン リストから [クイック
フィルタ（Quick Filter）] を選択します。
クイック フィルタをクリアするには、[フィルタ（Filter）] をクリックします。

拡張フィルタの実行
このフィルタを使用すると、Does not contain、Does not equal、Ends with、Is empty など、複数の演算
子を使用してフィルタを適用することによって、表内のデータを絞り込むことができます。たと
えば、ドロップダウン リストからフィルタ パターン（テーブル列名ごと）と演算子を選択できま
す。さらに、Prime Infrastructureデータベースで使用可能なデータに基づいて、フィルタ基準を入
力する必要があります。
拡張フィルタを起動するには、[フィルタ（Filter）] ドロップダウンリストから [拡張フィルタ
（Advance Filter）] を選択します。
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図 A-2

拡張フィルタ

拡張フィルタで使用するフィルタ基準を保存するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

拡張フィルタの基準を入力して、[実行（Go）] をクリックします。フィルタ基準に基づいて、デー
タがフィルタリングされます。

ステップ 2

データがフィルタリングされたら、[保存（Save）] アイコンをクリックします。

ステップ 3

[プリセットフィルタの保存（Save Preset Filter）] ダイアログボックスで、プリセット フィルタの
名前を入力して、[保存（Save）] をクリックします。

ダッシュボード フィルタの使用
[フィルタ（Filters）] ツールバーを使用すると、ダッシュボードのすべてのダッシュレットに表示
するデータを絞り込むことができます。このツールバーを使用し、以下の基準によってダッシュ
レットのデータをフィルタリングできます。
•

[時間内（Time frame）]：いずれかのプリセット オプションを選択するか、カスタムのタイム
フレームを作成します。

•

[アプリケーション（Applications）]：1 つのサービス、最大 10 個のアプリケーション、またはす
べてのアプリケーションを選択します。

•

[ネットワーク対応（Network Aware）]：有線、ワイヤレス、またはすべてのネットワークを選択
します。

•

[サイト（Site）]：1 つのサイト、未割り当てサイト、またはすべてのサイトを選択します。

図 A-3

ダッシュボードの [フィルタ（Filters）] ツールバー

ダッシュボードのすべてのダッシュレット向けにデータをフィルタリングするには、次の手順
を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

ダッシュボードを開きます（例：[ダッシュボード（Dashboard）] > [概要（Overview）] > [一般
（General）] を選択）。
[フィルタ（Filters）] ツールバーで任意のオプションの設定を変更し、[実行（Go）] をクリックし
ます。
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データ入力機能
大部分のユーザ インターフェイスには、チェックボックスに加えて、ドロップダウン リストと
データ入力フィールドがあり、Prime Infrastructure ではいくつかの専用データ入力機能が使用さ
れます。これらの機能の目的はネットワークのビューを可能な限り整えることですが、ユーザ
は、必要に応じて、独自の設定を追加、更新、保存することができます。これらの専用データ入力
機能は、次のとおりです。
•

編集テーブル

•

データ ポップアップ

編集テーブル
Prime Infrastructure では、サイト、デバイス、イベントのリストなど、テーブルを使用してさまざま
な種類のデータが表示されます。スプレッドシートと同様に、データは行と列に配置されます。
編集テーブルは他のテーブルとは異なり、そこに含まれているデータを追加、編集、削除するこ
とができます。一部の編集テーブルでは、フィルタにアクセスすることもできます（フィルタを
参照）。通常、編集テーブルは、チェックボックスをオンにすると開くデータ ポップアップに表示
されます。
図 A-4

編集テーブル

編集テーブルの使用方法：
•

編集テーブルに新規行を追加するには：
[+] アイコンをクリックし、新しい行のフィールドに入力して [保存（Save）] をクリックします。

•

編集テーブルから 1 つ以上の既存の行を削除するには：
行ヘッダーのチェックボックス（各行の左端）を選択して、[削除（Delete）] をクリックします。

•

編集テーブルの行でフィールドのエントリを更新するには：
行ヘッダーまたはフィールドをクリックし、内容を編集して [保存（Save）] をクリックします。

データ ポップアップ
データ ポップアップは、チェックボックス、固定フィールド、その他のデータ入力機能に関連す
るウィンドウです。機能を選択すると自動的に表示されるので、機能に関連するデータを表示し
たり更新することができます。データ ポップアップには、チェックボックス、ドロップダウン リ
スト、データ入力フィールドに加えて、編集テーブルが含まれていることがあります。
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データ ポップアップを使用するには：
1.

データ ポップアップを開く機能（固定フィールドやチェックボックスなど）を選択します。

2.

関連するポップアップが表示されるので、必要に応じてフィールドを表示または更新します。

3.

作業が完了したら、データ ポップアップの外側をクリックします。新しい情報を入力した
り、既存の情報を変更したりした場合は、変更内容が自動的に保存されます。

関連項目
•

編集テーブル

インタラクティブ グラフ
Prime Infrastructure にはインタラクティブな折れ線グラフ、面積グラフ、円グラフ、積み重ね棒グ
ラフがあり、時間ベースと非時間ベースの両方のデータを表示できます。インタラクティブ グラ
フには次の機能が含まれています。
•

自動更新のサポート：グラフは事前に設定された間隔で自動的に更新されます。

•

次の 2 つのグラフ ビューがあります。
– グラフ
（チャート）ビュー（デフォルト）
– テーブル
（グリッド）ビュー

•

グラフの拡大

関連項目
•

インタラクティブ グラフの使用

•

時間ベースのグラフ

インタラクティブ グラフの使用
次の表は、インタラクティブ グラフの使用方法の要約を示しています。
表 A-1

インタラクティブ グラフの使用

手順は次のとおりです。

操作

グラフ ボタンを使ってヘルプ
を参照する

ボタンの上にマウス カーソルを移動します。Prime
Infrastructure によって、ポップアップ ツールチップにボタン
の説明が表示されます。

データをグラフまたはチャート [チャートで表示（View in Chart）] をクリックします。
として表示する
グリッドまたは表形式でデータ [グリッドで表示（View in Grid）] をクリックします。
を表示する
グラフを拡大する

グラフの右下にあるボタンをクリックします。Prime
Infrastructure によって、別のページに拡大グラフが表示さ
れます。新しいページでは [View in Chart（チャートで表示）]
と [グリッドで表示（View in Grid）] 切り替えボタンを使用
できるので、表示する拡大グラフの種類を変更できます。
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Prime Infrastructure のユーザ インターフェイスについて

関連項目
•

インタラクティブ グラフ

•

時間ベースのグラフ

時間ベースのグラフ
一部のグラフには時間ベースのデータが表示されます。時間ベースのグラフの場合、Prime
Infrastructure ではグラフの上にリンク バーが表示されます。リンク バーには、チャートのデータ
タイプに応じた標準のタイムフレーム（直近 6 時間、1 日など）を示す一連のリンクが含まれてい
ます。これらのタイムフレーム リンクのいずれかを選択すると、そのタイム フレームのデータ
が取得され、グラフが更新されてそのタイムフレームのデータのみが表示されます。
時間ベースのグラフに表示されるタイムフレーム リンクには、以下のオプションがあります。
•

[6h]：現在の時刻から最近の 6 時間分のデータを表します。データは、現在のデータベース
テーブルから収集されます。

•

[1d]：現在の時刻から最近の 1 日（24 時間）分のデータを表します。データは、現在のデータ
ベース テーブルから収集されます。

•

[1w]：現在の時刻から最近の 1 週間（7 日間）分のデータを表します。データは、時間単位で集
積したテーブルから収集されます。

•

[2w]：現在の時刻から最近の 2 週間分のデータを表します。データは、時間単位で集積した
テーブルから収集されます。

•

[4w]：現在の時刻から最近の 4 週間分のデータを表します。データは、時間単位で集積した
テーブルから収集されます。

•

[3m]：現在の時刻から最近の 3 ヵ月間分のデータを表します。データは、日単位で集積した
テーブルから収集されます。

•

[6m]：現在の時刻から最近の 6 ヵ月間分のデータを表します。データは、週単位で集積した
テーブルから収集されます。

•

[1y]：現在の時刻から最近の 1 年間（12 ヵ月間）分のデータを表します。データは、週単位で集
積したテーブルから収集されます。

•

[カスタム（Custom）]：ユーザが選択した期間。開始日時と終了日時を設定できます。現在の
データを使用するのか、または時間単位、日単位、週単位で集積したデータ元を使用するのか
は、選択した開始日によって変わります。

時間ベースのグラフに表示される集約データのデフォルトの最大および最小保持期間は、Prime
Infrastructure の管理者によって制御されます。詳細については、関連項目の「履歴データの保持に
ついて」を参照してください。
関連項目
•

インタラクティブ グラフ

•

インタラクティブ グラフの使用

•

履歴データの保持について [英語]
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一般的な UI タスク
Prime Infrastructure のほぼすべてのウィンドウから、次のアクションを実行できます。
•

パスワードの変更

•

アクティブ ドメインの変更

•

ホームページの設定

•

ユーザ プリファレンスの変更

•

[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] からのデバイスの詳細の取得

•

[ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] からのユーザの詳細の取得

•

ヘルプの表示

パスワードの変更
ステップ 1

画面右上のログイン名をクリックし、[パスワードの変更（Change Password）] を選択します。

ステップ 2

情報アイコンをクリックして、パスワード ポリシーを確認します。

ステップ 3

説明に従って新しいパスワードを入力し、[保存（Save）] をクリックします。

アクティブ ドメインの変更
ステップ 1

画面右上のログイン名をクリックし、[仮想ドメイン（Virtual Domain）] を選択します。

ステップ 2

メンバとして属しているドメインのリストから、ドメインを選択します。

ホームページの設定
ステップ 1

ホームページとして設定するページに移動します。

ステップ 2

画面右上のログイン名をクリックし、[現在のページをホームページとして設定（Set Current Page
as Home）] を選択します。
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ユーザ プリファレンスの変更
リスト ページに表示する項目の数、マップの設定、アイドル タイムアウトの設定、およびアラー
ム表示オプションを変更できます。
ステップ 1

画面右上のログイン名をクリックし、[マイプリファレンス（My Preferences）] を選択します。

ステップ 2

設定を変更し、[保存（Save）] をクリックします。

[デバイス 360 度ビュー
（Device 360° View）
] からのデバイスの詳細の取
得
[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] には、デバイス ステータス、インターフェイス ス
テータス、関連するデバイス情報など、詳細なデバイス情報が表示されます。デバイスの IP アド
レスが表示されるほぼすべてのページで [デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] を表示でき
ます。
デバイスの 360 度ビューを起動するには、デバイスの IP アドレスの横にある情報アイコンをク
リックします。
図 A-5 は [デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] の一例を示しています。
（注）

[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] に表示される機能は、デバイス タイプによって異な
ります。
図 A-5

[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] の例
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表 A-2

[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] の機能

[デバイス 360 度
ビュー（Device
360° View）] の機能 説明
デバイスのステー
タス（Device
status）

デバイスが到達可能かどうか、管理されているかどうか、および Prime Infrastructure データベー
スと同期されているかどうかを示します。

[アクション
[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] の右上にある [アクション（Action）] ドロップダウ
（Action）] ドロップ ン リストから、次のいずれかのオプションを選択します。
ダウン リスト
• [アラームブラウザ
（Alarm Browser）]：アラーム ブラウザを起動します。詳細については、ア
ラームのモニタリングを参照してください。
•

[デバイスの詳細（Device Details）]：デバイスの詳細を表示します。

•

[サポートコミュニティ（Support Community）]：シスコ サポート コミュニティを起動しま
す。シスコ サポート コミュニティの起動を参照してください。

•

[サポート要求（Support Request）]：サポート ケースを開くことができます。詳細について
は、サポート ケースを開くを参照してください。

•

[Ping]：デバイスを ping できます。

•

[Traceroute]：デバイスに対して traceroute を実行できます。

•

[デバイスへの接続（Connect to Device）]：Telnet、SSH、HTTP、および HTTPS プロトコルを使
用してデバイスに接続できます。

（注）

360 度ビューの Telnet や SSH をクライアント ブラウザで動作させるには、いくつかの前
提条件があります。

•

Firefox：外部アプリケーション（Putty for Telnet、SSH 用 FireSSH アドオンなど）を使用し
ます。

•

Internet Explorer（IE）および Google Chrome：Telnet および SSH の Regedit エントリを追
加します（関連項目を参照してください）。

アラーム（Alarms） アラーム ステータス、タイム スタンプ、およびカテゴリなど、デバイスのアラームがリストさ
れます。
モジュール
（Modules）

デバイス モジュールと、それらの名前、タイプ、状態、およびポートがリストされます。

インターフェイス
（Interfaces）

デバイス インターフェイスと、各インターフェイスの上位 3 つのアプリケーションがリストさ
れます。

ネイバー
（Neighbors）

ネイバーのインデックス、ポート、デュプレックス ステータス、およびシステム名など、デバイ
スのネイバーがリストされます。

ワイヤレスイン
ターフェイス
（Wireless
Interfaces）

インターフェイス名、関連する WLAN、VLAN ID、IP アドレスがリストされます。

WLAN

WLAN 名、SSID、セキュリティ ポリシー、およびクライアント数がリストされます。
関連項目
•

Internet Explorer/Google Chrome で Telnet と SSH を使用してデバイスを接続する
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Internet Explorer/Google Chrome で Telnet と SSH を使用してデバイスを接続する
はじめる前に

Internet Explorer および Chrome に Telnet と SSH のブラウザ プラグインがインストールされて
いることを確認します。

Internet Explorer での Telnet クライアント機能の有効化
32 ビット Internet Explorer を搭載した 64 ビット Windows オペレーティング システムで Telnet
クライアント機能を有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

コントロール パネルで Telnet クライアントを開きます。
•

[コントロールパネル（Control Panel）] に移動します。

•

[プログラムと機能（Programs And Features）] をクリックします。

•

左側のペインで [Windows の機能の有効化または無効化（Turn Windows features on or off）] ク
リックします。

•

[Telnet クライアント（Telnet Client）] チェックボックスをオンにします。

•

[OK] をクリックします。

ステップ 2

Windows ディレクトリの System32 から同じディレクトリの SysWOW64 に、telnet.exe の 64 ビッ
ト バージョンをコピーします。

ステップ 3

32 ビット バージョンの Internet Explorer の次のレジストリ キーを追加します。
•

regedit.exe を開き、次のレジストリキーに移動します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet
Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL

•

キーをバックアップする場合は、FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL を右クリック
し、[エクスポート（export）] を選択します。復元が必要になった際に簡単に検索できる場所に
キーを保存します。

（注）

ステップ 4

このキーが存在していない場合は、上記で指定されているキーを追加してください。

•

FEATURE_DISABLE_TELNET_PROTOCOL を再び右クリックして [新規（New）] を選択し、
ドロップダウン リストから [DWORD(32 ビット)値（DWORD (32-bit) Value）] を選択します。

•

右側のペインで、[新規の値（New Value）] を iexplore.exe に名前変更します。

•

iexplore.exe の値が「0x00000000」であることを確認し、regedit.exe を終了します。

System32\en-US\telnet.exe.mui ファイルを SysWOW64\en-US フォルダにコピーします。
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SSH の有効化
Internet Explorer で SSH セッションを開始するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

以下の内容を含む ssh.reg というファイルを作成します。
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\ssh]
@="URL:ssh Protocol"
"URL Protocol"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\ssh\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\ssh\shell\open]
[HKEY_CLASSES_ROOT\ssh\shell\open\command]
@="\"C:\\Program Files\\putty\\putty.exe\" \"%1\""

ステップ 2

（注）

このファイルを実行して Windows レジストリに情報を追加します。

Internet Explorer での Telnet クライアント機能の有効化や SSH の有効化を実行すると、Google
Chrome にも変更が反映されます。
関連項目
•

[デバイス 360 度ビュー（Device 360° View）] からのデバイスの詳細の取得

[ユーザ 360 度ビュー
（User 360° View）
] からのユーザの詳細の取得
[ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] には、エンド ユーザに関する以下の詳細情報が表示され
ます。
– エンド ユーザのネットワーク接続とアソシエーション
– 認証と認可
– ユーザのネットワーク接続に関連するネットワーク デバイスの潜在的な問題
– アプリケーション関連の問題
– 広範囲のネットワークにおけるその他の問題

ユーザの 360 度ビューにアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ
（Clients and Users）] を選択します。
[ユーザ名（User Name）] 列のユーザ名の横にある展開アイコンをクリックします。[ユーザ 360 度
ビュー（User 360° View）] を表示できます。
図 A-6 は [ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] の一例を示しています。
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図 A-6

表 A-3

[ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] の例

[ユーザ 360 度ビュー（User 360° View）] の機能

[ユーザ 360 度
ビュー（User 360°
View）] の機能
ユーザ情報（User
information）

説明
エンド ユーザに関する重要な情報を表示します。

エンドポイント
（Endpoint）

エンドポイント情報を表示します。この機能を使用するには、ISE サーバと統合する必要があり
ます。

接続先
（Connected To）

ネットワーク接続情報を表示します。
•

ネットワーク デバイス（アクセス スイッチまたは AP + コントローラ）
：デバイスに関連す
るアクティブ アラームの発生と重大度を視覚的に表示します。

•

接続ポート：ポートに関連するアクティブ アラームの発生と重大度を視覚的に表示し
ます。

参照先セッション ネットワーク セッション情報を表示します。
（Location Session）
• 場所は Prime Infrastructure 階層での位置です。
•

アクセス ポリシー（ISE 許可プロファイル）認証に関連するエラーの発生を視覚的に表示し
ます。この機能を使用するには、ISE サーバと統合する必要があります。

•

エンドポイントのコンプライアンス ステータス。この機能を使用するには、ISE サーバと統
合する必要があります。

•

セッションの開始時刻と終了時刻

アラーム（Alarms） ネットワーク セッションに関連するアラームと統計情報のリストを表示するには、[アラーム
（Alarms）] タブをクリックします。
アプリケーション
（Applications）

ネットワーク セッションに関連するアプリケーションと統計情報のリストを表示するには、[ア
プリケーション（Applications）] タブをクリックします。セッション情報（Netflow/NAM データ、
保証ライセンス）が使用可能である必要があります。
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ヘルプの表示
（画面右上の）ドメイン名の横にあるホイールをクリックして [コンテキストヘルプ（Contextual
Help）] を選択すると、オンライン ヘルプにアクセスできます。

検索方法
Prime Infrastructure には次の検索方法が用意されています。
•

アプリケーションの検索（アプリケーションの検索の実行を参照）。

•

高度な検索（高度な検索の実行を参照）。

•

保存されている検索（保存した検索の実行を参照）。

検索オプションには、Prime Infrastructure 内のどのページからもアクセスできます。

アプリケーションの検索の実行
Prime Infrastructure 内ですばやくデータを検索するために、任意のテキスト文字列を入力できま
す。たとえば、クライアントを検索する場合は、IP アドレスやユーザ名の一部またはすべてを入
力できます。
ステップ 1

画面右上の [検索（Search）] アイコンをクリックします。

ステップ 2

[検索（Search）] テキスト ボックスに検索文字列を入力し、[Prime Infrastructure の検索（Search
Prime Infrastructure）] をクリックします。

ステップ 3

[リストの表示（View List）] をクリックして、[モニタ（Monitor）] ページまたは [設定
（Configuration）] ページから一致するデバイスを表示します。

高度な検索の実行
Prime Infrastructure 内でさらに絞り込んだ検索を行うには、次の手順を実行します。
ステップ 1

画面右上の [検索（Search）] アイコンをクリックします。

ステップ 2

[検索（Search）] プルダウン メニューから、[高度な検索（Advanced Search）] を選択します。

ステップ 3

[高度な検索（Advanced Search）] ダイアログボックスで、[検索カテゴリ（Search Category）] ドロッ
プダウン リストからカテゴリを選択します。

ステップ 4

検索に適用できるすべてのフィルタまたはパラメータを選択します。

（注）
ステップ 5

検索パラメータは、選択したカテゴリによって異なります。

検索を保存するには、[検索の保存（Save Search）] チェックボックスを選択して、テキストボック
スに検索の一意の名前を入力し、[実行（Go）] をクリックします。
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（注）

検索結果ページに表示する情報を指定できます。詳細については、を参照してください。
検索カテゴリは以下のとおりです。
•

アクセス ポイント（アクセス ポイントの検索を参照）

•

アラーム（アラームの検索を参照）

•

クライアント（クライアントの検索を参照）

•

チョークポイント（チョークポイントの検索を参照）

•

設定バージョン（設定バージョンの検索を参照）

•

コントローラ ライセンス（コントローラ ライセンスの検索を参照）

•

コントローラ（コントローラの検索を参照）

•

デバイス タイプ（デバイス タイプの検索を参照）

•

イベント（イベントの検索を参照）

•

干渉（干渉の検索を参照）

•

ジョブ（ジョブの検索を参照）

•

マップ（マップの検索を参照）

•

不正クライアント（不正クライアントの検索を参照）

•

回避クライアント（回避クライアントの検索を参照）

•

スイッチ（スイッチの検索を参照）

•

タグ（タグの検索を参照）

•

Wi-Fi TDOA 受信機（Wi-Fi TDOA 受信機の検索を参照）

アラームの検索
アラームの高度な検索を実行する際に、次のパラメータを設定できます（表 A-4 を参照）。
表 A-4

アラーム検索フィールド

フィールド

オプション

重大度（Severity）

[すべての重大度（All Severities）]、[クリティカル（Critical）]、[メジャー（Major）]、[マイナー
（Minor）]、[警告（Warning）]、または [クリア（Clear）] を選択します。

アラームカテゴリ
（Alarm Category）

[すべてのタイプ（All Types）]、[システム（System）]、[アクセス ポイント（Access Points）]、
[コントローラ（Controllers）]、[カバレッジ ホール（Coverage Hole）]、[設定監査（Config
Audit）]、[モビリティ サービス（Mobility Service）]、[コンテキスト認識型通知（Context
Aware Notifications）]、[SE により検出された干渉（SE Detected Interferers）]、[メッシュ リ
ンク（Mesh Links）]、[不正 AP（Rogue AP）]、[アドホック不正（Adhoc Rogue）]、[セキュリ
ティ（Security）]、[パフォーマンス（Performance）]、[アプリケーション パフォーマンス
（Application Performance）]、[ルータ（Routers）]、[スイッチとハブ（Switches and Hubs）] ま
たは [Cisco インターフェイスおよびモジュール（Cisco Interfaces and Modules）] を選択し
ます。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

A-14

OL-32122-01-J

付録 A

Prime Infrastructure ユーザ インターフェイスのリファレンス
検索方法

表 A-4

アラーム検索フィールド（続き）

フィールド

オプション

条件（Condition）

ドロップダウン リストを使用し、条件を選択します。また、このドロップダウン リストに入
力して、条件を入力することもできます。
（注）

期間（Time Period）

アラーム カテゴリを選択した場合は、このドロップダウン リストには、そのカテゴ
リで使用可能な条件が含まれています。

[随時（Any Time）] から [過去 7 日（Last 7 days）] までの時間増分を選択します。デフォルトは
[随時（Any Time）] です。

承認済み状態
承認済み状態または未承認状態のアラームを検索するには、このチェックボックスを選択
（Acknowledged State） します。このチェックボックスを選択しない場合、承認済み状態は検索基準の考慮に入れら
れません。
割り当て済み状態
（Assigned State）

割り当て済み状態または未割り当て状態のアラームを検索するか、所有者名によってア
ラームを検索するには、このチェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択
しない場合は、割り当て済み状態は検索基準に含まれません。
（注）

[割り当て済み状態（Assigned State）] > [所有者名（Owner Name）] を選択する場合は、
使用可能なテキスト ボックスに所有者名を入力します。

ジョブの検索
ジョブの高度な検索を実行する際に、次のパラメータを設定できます（表 A-5 を参照）。
表 A-5

ジョブ検索フィールド

フィールド

オプション

ジョブ名（Job
Name）

検索するジョブの名前を入力します。

ジョブ タイプ
（Job Type）

検索するジョブのタイプを入力します。

ジョブのステー
[すべての状態（All Status）]、[完了（Completed）]、または [ス
タス（Job Status） ケジュール済み（Scheduled）] を選択します。
詳細については、ジョブのモニタリングを参照してください。

（注）

[ジョブ名（Job Name）] と [ジョブタイプ（Job Type）] テキスト ボックスでは、ワイルドカード（*、
? など）を使用して検索を絞り込んだり、検索範囲を広げたりすることができます。
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アクセス ポイントの検索
アクセス ポイントの高度な検索を実行する際に、次のパラメータを設定できます（表 A-6 を参照）。
表 A-6

アクセスポイント検索フィールド

フィールド

オプション

検索方法（Search By）

[すべての AP（All APs）]、[基礎無線 AC（Base Radio MAC）]、[イーサネット MAC（Ethernet
MAC）]、[AP 名（AP Name）]、[AP モデル（AP Model）]、[AP ロケーション（AP Location）]、
[IP アドレス（IP Address）]、[デバイス名（Device Name）]、[コントローラ IP（Controller IP）]、
[関連付けられていないすべての AP（All Unassociated APs）]、[床面積（Floor Area）]、[屋外
区域（Outdoor Area）]、[割り当てられていない AP（Unassigned APs）]、または [アラーム
（Alarms）] を選択します。
（注）

AP タイプ（AP Type）
AP モード（AP Mode）

検索パラメータは、選択したカテゴリによって変わることがあります。適用可能
な場合は、[検索条件（Search By）] カテゴリの特定に役立つよう、追加のパラメー
タまたはフィルタ情報を入力します。たとえば、[床面積（Floor Area）] を選択した
場合は、キャンパスとビルディングも特定する必要があります。または、[アラー
ム（Alarms）] を選択した場合は、アラームの重大度に基づいてアクセス ポイント
を検索できます。

[すべてのタイプ（All Types）]、[LWAPP]、または [自律（Autonomous）] を選択します。
[すべてのモード（All Modes）]、[ローカル（Local）]、[モニタ（Monitor）]、[FlexConnect]、[不
正検出（Rogue Detector）]、[スニファ（Sniffer）]、[ブリッジ（Bridge）]、または [SE 接続
（SE-Connect）] を選択します。

無線タイプ（Radio Type） [すべての無線（All Radios）]、[802.11a]、または [802.11b/g] を選択します。
802.11n サポート
（802.11n Support）

802.11n がサポートされるアクセス ポイントを検索するには、このチェックボックスを
選択します。

OfficeExtend AP が有効
（OfficeExtend AP
Enabled）

Office Extend アクセス ポイントを検索するには、このチェックボックスを選択します。

CleanAir サポート
（CleanAir Support）

CleanAir をサポートするアクセス ポイントを検索するには、このチェックボックスを選
択します。

CleanAir が有効（CleanAir CleanAir がサポートされ、有効になっているアクセス ポイントを検索するには、この
Enabled）
チェックボックスを選択します。
ページあたりの項目数
（Items per page）

検索結果ページに表示するレコードの数を設定します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

A-16

OL-32122-01-J

付録 A

Prime Infrastructure ユーザ インターフェイスのリファレンス
検索方法

コントローラ ライセンスの検索
コントローラ ライセンスの高度な検索の実行時に、
次のパラメータを設定できます
（表 A-7 を参照）
。
表 A-7

コントローラ ライセンス検索フィールド

フィールド

オプション

コントローラ名
ライセンス検索に関連付けられたコントローラ名を入力します。
（Controller Name）
機能名（Feature
Name）
タイプ（Type）
使用済みの割合
（%）- この値以上
（% Used or
Greater）

ライセンス ティアに応じて、[すべて（All）]、[プラス（Plus）]、または [基本（Base）] を選択します。
[すべて（All）]、[デモ（Demo）]、[拡張（Extension）]、[猶予期間（Grace Period）]、または [無期限
（Permanent）] を選択します。
このドロップダウン リストからライセンスの使用パーセンテージを選択します。0 ～ 100 の範
囲のパーセント値を使用します。

ページあたりの項 検索結果ページに表示するレコードの数を設定します。
目数（Items per
page）

コントローラの検索
コントローラの高度な検索を実行する際に、次のパラメータを設定できます（表 A-8 を参照）。
表 A-8

コントローラ検索フィールド

フィールド
コントローラの検索条件
（Search for controller by）

オプション
[すべてのコントローラ（All Controllers）]、[IP アドレス（IP Address）]、または [コント
ローラ名（Controller Name）] を選択します。
（注）

コントローラ IP アドレス
の入力（Enter Controller IP
Address）

検索パラメータは、選択したカテゴリによって変わることがあります。適用可能
な場合は、[検索条件（Search By）] カテゴリの特定に役立つよう、追加のパラメー
タまたはフィルタ情報を入力します。

このテキスト ボックスは、[コントローラの検索条件（Search for controller by）] ドロップ
ダウン リストから [IP アドレス（IP Address）] を選択した場合のみ表示されます。

コントローラ名の入力
（Enter Controller Name）

このテキスト ボックスは、[コントローラの検索条件（Search for controller by）
] ドロップダ
ウン リストから [コントローラ名（Controller Name）
] を選択した場合のみ表示されます。

監査ステータス
（Audit Status）

ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。

ページあたりの項目数
（Items per page）

•

[すべての状態（All Status）]

•

[不一致（Mismatch）]：最新の監査で、Prime Infrastructure とコントローラ間の設定の
相違が検出された。

•

[同一（Identical）]：最新の監査で、設定の相違は検出されなかった。

•

[使用不可（Not Available）]：監査ステータスは使用できない。

検索結果ページに表示するレコードの数を設定します。
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スイッチの検索
スイッチの高度な検索の実行時に、次のパラメータを設定できます（表 A-9 を参照）。
表 A-9

スイッチ検索フィールド

フィールド

オプション

スイッチの検索条件
[すべてのスイッチ（All Switches）]、[IP アドレス（IP Address）]、または [スイッチ名（Switch
（Search for Switches by） Name）] を選択します。ワイルドカード（*）を使用できます。たとえば、[IP アドレス（IP
Address）] を選択して「172*」と入力すると、Prime Infrastructure は IP アドレス 172 で始まる
すべてのスイッチを返します。
ページあたりの項目数 検索結果ページに表示するレコードの数を設定します。
（Items per page）

クライアントの検索
クライアントの高度な検索を実行する際に、次のパラメータを設定できます（表 A-10 を参照）。
.

表 A-10

クライアント検索フィールド

フィールド

オプション

メディア タイプ
（Media Type）

[すべて（All）]、[ワイヤレスクライアント（Wireless Clients）]、または [有線クライアント（Wired
Clients）] を選択します。

ワイヤレスタイ [メディア タイプ（Media Type）] リストから [ワイヤレス クライアント（Wireless Clients）] を選択
プ（Wireless Type） した場合は、[すべて（All）]、[軽量（Lightweight）]、または [自律型クライアント（Autonomous
Clients）] を選択します。
検索方法
（Search By）

[すべてのクライアント（All Clients）]、[すべての除外クライアント（All Excluded Clients）]、[すべて
の有線クライアント（All Wired Clients）]、[すべてのログインしたゲスト（All Logged in Guests）]、
[IP アドレス（IP Address）]、[ユーザ名（User Name）]、[MAC アドレス（MAC Address）]、[アセット名
（Asset Name）]、[アセット カテゴリ（Asset Category）]、[アセット グループ（Asset Group）]、[AP 名
（AP Name）]、[コントローラ名（Controller Name）]、[コントローラ IP（Controller IP）]、[MSE IP]、[フ
ロア領域（Floor Area）]、[屋外領域（Outdoor Area）]、[スイッチ名（Switch Name）]、または [スイッチ
タイプ（Switch Type）] を選択します。
（注）

クライアントの
検出元（Clients
Detected By）

検索パラメータは、選択したカテゴリによって変わることがあります。適用可能な場合
は、[検索条件（Search By）] カテゴリの特定に役立つよう、追加のパラメータまたはフィル
タ情報を入力します。たとえば、[IP アドレス（IP address）] を選択した場合は、この検索の
特定の IP アドレスを入力する必要があります。

[Prime Infrastructure] または [MSE（MSEs）] を選択します。
[Prime Infrastructure により検知されたクライアント（Clients detected by Prime Infrastructure）]：
Prime Infrastructure データベースに格納されたクライアント。
[MSE により検知されたクライアント（Clients detected by MSE）]：コントローラと直接通信する
MSE で Context Aware Service によって検索されるクライアント。

クライアント状 [すべての状態（All States）]、[アイドル（Idle）]、[認証済み（Authenticated）]、[関連付け（Associated）]、
態（Client States） [プローブ中（Probing）]、または [除外（Excluded）] を選択します。
ポスチャ ステー デバイスがクリーンであるかどうかを確認するには、[すべて（All）]、[不明（Unknown）]、[合格
タス（Posture
（Passed）]、[失敗（Failed）] を選択します。
Status）
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表 A-10

クライアント検索フィールド（続き）

フィールド

オプション

無線帯域による
制限（Restrict By
Radio Band）

特定の無線帯域を示すには、このチェックボックスを選択します。ドロップダウン リストから
[5 GHz] または [2.4 GHz] を選択します。

プロトコルによ
る制限（Restrict
By Protocol）

特定のプロトコルを示すには、このチェックボックスを選択します。ドロップダウン リストから
[802.11a]、[802.11b]、[802.11g]、[802.11n]、または [モバイル（Mobile）] を選択します。

SSID

このチェックボックスを選択して、ドロップダウン リストから適切な SSID を選択します。

プロファイル
（Profile）

選択したプロファイルに関連するすべてのクライアントをリストするには、このチェックボック
スを選択します。
（注）

CCX 互換（CCX
Compatible）

Cisco Client Extensions との互換性があるクライアントを検索するには、このチェックボックスを
選択します。
（注）

E2E 互換（E2E
Compatible）

チェックボックスの選択後に、ドロップダウン リストから、適切なバージョンとして [す
べてのバージョン（All Versions）] または [サポート対象外（Not Supported）] を選択します。

エンドツーエンドの互換性のあるクライアントを検索するには、このチェックボックスを選択し
ます。
（注）

NAC 状態（NAC
State）

チェックボックスの選択後に、ドロップダウン リストから適切なプロファイルを選択し
ます。

チェックボックスの選択後に、ドロップダウン リストから、適切なバージョンとして [す
べてのバージョン（All Versions）] または [サポート対象外（Not Supported）] を選択します。

特定のネットワーク アドミッション コントロール（NAC）状態によって識別されたクライアント
を検索するには、このチェックボックスを選択します。
（注）

チェックボックスの選択後に、ドロップダウン リストから [隔離（Quarantine）]、[アクセス
（Access）]、[無効（Invalid）]、および [該当なし（Not Applicable）] のうち適切なステートを選
択します。

関連付けなしを
含む（Include
Disassociated）

ネットワークに存在しないが、Prime Infrastructure に履歴レコードが保持されているクライアン
トを含めるには、このチェックボックスを選択します。

ページあたりの
項目数（Items per
page）

検索結果ページに表示するレコードの数を設定します。
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チョークポイントの検索
チョークポイントの高度な検索の実行時に、次のパラメータを設定できます（表 A-11 を参照）。
表 A-11

チョークポイントの検索フィールド

フィールド

オプション

検索方法
（Search By）

[MAC アドレス（MAC address）] または [チョークポイント名（Chokepoint Name）] を選択します。
（注）

検索パラメータは、選択したカテゴリによって変わることがあります。適用可能な場合は、[
検索条件（Search By）] カテゴリの特定に役立つよう、追加のパラメータまたはフィルタ情
報を入力します。たとえば、[MAC アドレス（MAC address）] を選択した場合は、この検索の
特定の MAC アドレスを入力する必要があります。

イベントの検索
イベントの高度な検索を実行する際に、次のパラメータを設定できます（表 A-12 を参照）。
表 A-12

イベントの検索フィールド

フィールド

オプション

重大度（Severity）

イベントカテゴリ
（Event Category）

条件（Condition）

[すべての重大度（All Severities）]、[クリティカル（Critical）]、[メジャー（Major）]、[マイナー
（Minor）]、[警告（Warning）]、[クリア（Clear）]、または [情報（Info）]、[色分け（Color coded）] を選択
します。
[すべてのタイプ（All Types）]、[アクセス ポイント（Access Points）]、[コントローラ（Controllers）]、
[セキュリティ（Security）]、[カバレッジ ホール（Coverage Hole）]、[不正 AP（Rogue AP）]、[アド
ホック不正（Adhoc Rogue）]、[干渉（Interference）]、[メッシュ リンク（Mesh Links）]、[クライアン
ト（Client）]、[モビリティ サービス（Mobility Service）]、[ロケーション通知（Location
Notifications）]、[プリカバレッジ ホール（Pre Coverage Hole）]、または [Prime Infrastructure] を選
択します。
ドロップダウン リストを使用し、条件を選択します。また、このドロップダウン リストに入力
して、条件を入力することもできます。
（注）

すべてのイベント
を検索（Search All
Events）

イベント カテゴリを選択した場合は、このドロップダウン リストには、そのカテゴリで
使用可能な条件が含まれています。

検索結果ページに表示するレコードの数を設定します。
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干渉の検索
アクセス ポイントによって検出される干渉の高度な検索の実行時に、次のパラメータを設定で
きます（表 A-13 を参照）。
表 A-13

SE 検知干渉検索フィールド

フィールド

オプション

検索方法（Search By）

[すべての干渉（All Interferers）]、[干渉源 ID（Interferer ID）]、[干渉カテゴリ（Interferer
Category）]、[干渉タイプ（Interferer Type）]、[影響を受けるチャネル（Affected Channel）]、[影
響を受ける AP（Affected AP）]、[重大度（Severity）]、[電源（Power）]、または [デューティ サイ
クル（Duty Cycle）] を選択します。
（注）

検索パラメータは、選択したカテゴリによって変わることがあります。適用可能な
場合は、[検索条件（Search By）] カテゴリの特定に役立つよう、追加のパラメータま
たはフィルタ情報を入力します。

検出条件（Detected By） [すべての Spectrum Expert（All Spectrum Experts）] を選択するか、ドロップダウン リストか
ら特定の Spectrum Expert を選択します。
過去(時間内)に検出さ
れたもの（Detected
within the last）

干渉検出の時間範囲を選択します。時間範囲は、5 分～ 24 時間または [すべての履歴（All
History）] です。

干渉状態（Interferer
Status）

このドロップダウン リストから [すべて（All）]、[アクティブ（Active）]、または [非アクティ
ブ（Inactive）] を選択します。

無線帯域/チャネルによ 無線帯域またはチャネルによる検索を設定します。
る制限（Restrict by
Radio Bands/Channels）
ページあたりの項目数
（Items per page）

検索結果ページに表示するレコードの数を設定します。

Wi-Fi TDOA 受信機の検索
Wi-Fi TDOA 受信機の高度な検索を実行する際に、
次のパラメータを設定できます
（表 A-14 を参照）
。
表 A-14

Wi-Fi TDOA 受信機検索フィールド

フィールド
検索方法
（Search By）

オプション
[MAC アドレス（MAC Address）] または [Wi-Fi TDOA 受信機名（Wi-Fi TDOA Receivers Name）] を選択
します。
（注）

検索パラメータは、選択したカテゴリによって変わることがあります。適用可能な場合は、[検
索条件（Search By）] カテゴリの特定に役立つよう、追加のパラメータまたはフィルタ情報を
入力します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

A-21

付録 A

Prime Infrastructure ユーザ インターフェイスのリファレンス

検索方法

マップの検索
マップの高度な検索を実行する際に、次のパラメータを設定できます（表 A-15 を参照）。
表 A-15

マップ検索フィールド

フィールド

オプション

検索対象（Search [すべてのマップ（All Maps）]、[キャンパス（Campuses）]、[ビルディング（Buildings）]、[床面積
For）
（FloorAreas）]、または [屋外区域（OutdoorAreas）] を選択します。
マップ名（Map
Name）

マップ名で検索します。テキスト ボックスにマップ名を入力します。

ページあたりの
項目数（Items per
page）

検索結果ページに表示するレコードの数を設定します。

不正クライアントの検索
不正クライアントの高度な検索を実行する際に、
次のパラメータを設定できます
（表 A-16 を参照）
。
表 A-16

不正クライアント検索フィールド

フィールド

オプション

クライアントの検索
条件（Search for
clients by）

[すべての不正クライアント（All Rogue Clients）]、[MAC アドレス（MAC Address）]、[コント
ローラ（Controller）]、[MSE]、[フロア領域（Floor Area）]、または [屋外領域（Outdoor Area）] を選
択します。

検索場所（Search In） [MSE（MSEs）] または [Prime Infrastructure コントローラ（Prime Infrastructure Controllers）] を
選択します。
状態（Status）

チェックボックスを選択して、ドロップダウン リストから [アラート（Alert）]、[阻止
（Contained）]、または [脅威（Threat）] を選択して、検索基準にステータスを含めます。

回避クライアントの検索
（注）

有線ネットワーク上の Cisco IPS センサーが不審なクライアントまたは脅威的なクライアント
を検出した場合は、そのクライアントを回避するようにコントローラに警告します。
回避クライアントの高度な検索を実行する際に、
次のパラメータを設定できます
（表 A-17 を参照）
。

表 A-17

フィールド

回避クライアント検索フィールド

オプション

検索方法
[すべての回避クライアント（All Shunned Clients）]、[コントローラ（Controller）]、または [IP アドレス
（Search By） （IP Address）] を選択します。
（注）

検索パラメータは、選択したカテゴリによって変わることがあります。適用可能な場合は、[検
索条件（Search By）] カテゴリの特定に役立つよう、追加のパラメータまたはフィルタ情報を入
力します。
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タグの検索
タグの高度な検索を実行する際に、次のパラメータを設定できます（表 A-18 を参照）。
表 A-18

タグ検索フィールド

フィールド

オプション

タグの検索条件
（Search for tags by）

[すべてのタグ（All Tags）]、[アセット名（Asset Name）]、[アセット カテゴリ（Asset Category）]、
[アセット グループ（Asset Group）]、[MAC アドレス（MAC Address）]、[コントローラ
（Controller）]、[MSE]、[フロア領域（Floor Area）]、または [屋外領域（Outdoor Area）] を選択し
ます。
（注）

検索パラメータは、選択したカテゴリによって変わることがあります。適用可能な場
合は、[検索条件（Search By）] カテゴリの特定に役立つよう、追加のパラメータまたは
フィルタ情報を入力します。

検索場所（Search In） [MSE（MSEs）] または [Prime Infrastructure コントローラ（Prime Infrastructure Controllers）] を
選択します。
以内で最後に検出さ
れたもの（Last
detected within）

時間増分を 5 分～ 24 時間の間で選択します。デフォルトは 15 分です。

タグベンダー（Tag
Vendor）

このチェックボックスを選択して、[Aeroscout]、[G2]、[PanGo]、または [WhereNet] を選択し
ます。

テレメトリタグのみ 適宜にタグを検索するには、[テレメトリタグのみ（Telemetry Tags only）] チェックボックスを
（Telemetry Tags only） オンにします。
ページあたりの項目
数（Items per page）

検索結果ページに表示するレコードの数を設定します。

デバイス タイプの検索
デバイス タイプの高度な検索を実行する際に、
次のパラメータを設定できます
（表 A-19 を参照）
。
表 A-19

デバイス タイプ検索フィールド

フィールド

オプション

デバイスタイプの [すべて（All）]、[スイッチとハブ（Switches and Hubs）]、[ワイヤレスコントローラ（Wireless
選択（Select Device Controller）]、[統合 AP（Unified AP）]、[自律 AP（Autonomous AP）]、[アンマネージド AP
Type）
（Unmanaged AP）]、および [ルータ（Routers）] を選択します。
デバイス IP の入力
（Enter Device IP）

[デバイスタイプの選択（Select Device Type）] フィールドで選択したデバイスの IP アドレスを
入力します。

設定バージョンの検索
設定バージョンの高度な検索を実行する際に、
次のパラメータを設定できます
（表 A-20 を参照）
。
表 A-20

設定バージョン検索フィールド

フィールド
タグを入力
（Enter Tag）

オプション
タグ名を入力します。
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保存した検索の実行
（注）

保存した検索は、現在のパーティションのみに適用されます。
以前に保存した検索にアクセスして実行するには、次の手順に従います。

ステップ 1

[アプリケーション検索（Application Search）] ボックスのアイコンをクリックし、[保存した検索
（Saved Search）] をクリックします。

ステップ 2

[カテゴリの検索（Search Category）] ドロップダウン リストからカテゴリを選択し、[保存した検
索のリスト（Saved Search List）] ドロップダウン リストから保存されている検索を選択します。

ステップ 3

必要に応じて、保存されている検索の現在のパラメータを変更し、[実行（Go）] をクリックします。
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システムのタイム ゾーン
この付録では、システムのタイム ゾーンに使用可能なすべての値を示します。
Libya

GB-Eire

Kwajalein

GMT

Australia/Lord_Howe

Australia/West

Australia/Sydney

Australia/South

Australia/Queensland

Australia/Yancowinna

Australia/Melbourne

Australia/Canberra

Australia/Adelaide

Australia/Brisbane

Australia/Broken_Hill

Australia/North

Australia/Lindeman

Australia/Eucla

Australia/LHI

Australia/Perth

Australia/Tasmania

Australia/NSW

Australia/ACT

Australia/Darwin

Australia/Hobart

Australia/Victoria

Australia/Currie

EST

Hongkong

CST6CDT

GMT0

Iran

Etc/GMT-7

Etc/GMT

Etc/GMT-5

Etc/GMT+9

Etc/GMT0

Etc/GMT+5

Etc/UCT

Etc/GMT-6

Etc/GMT+8

Etc/GMT+10

Etc/GMT-9

Etc/GMT-11

Etc/GMT-13

Etc/GMT+0

Etc/GMT-1

Etc/GMT-10

Etc/GMT+3

Etc/GMT-0

Etc/GMT-3

Etc/GMT-8

Etc/GMT+11

Etc/Universal

Etc/GMT+4

Etc/UTC

Etc/GMT+12

Etc/Zulu

Etc/GMT+7

Etc/GMT-12

Etc/Greenwich

Etc/GMT-2

Etc/GMT+1

Etc/GMT-14

Etc/GMT-4

Etc/GMT+6

Etc/GMT+2

Antarctica/Palmer

Antarctica/Rothera

Antarctica/Casey

Antarctica/South_Pole

Antarctica/Davis

Antarctica/Syowa

Antarctica/DumontDUrville

Antarctica/Mawson

Antarctica/Vostok

Antarctica/McMurdo

W-SU
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US/Central

US/Aleutian

US/Samoa

US/Mountain

US/Arizona

US/Michigan

US/East-Indiana

US/Pacific

US/Hawaii

US/Alaska

US/Eastern

US/Indiana-Starke

Eire

PRC

UCT

Jamaica

Chile/EasterIsland

Chile/Continental

Egypt

Brazil/West

Brazil/DeNoronha

Brazil/East

Brazil/Acre

Indian/Mahe

Indian/Antananarivo

Indian/Kerguelen

Indian/Mauritius

Indian/Chagos

Indian/Cocos

Indian/Reunion

Indian/Maldives

Indian/Mayotte

Indian/Christmas

Indian/Comoro

EET

Mideast/Riyadh88

Mideast/Riyadh89

Mideast/Riyadh87

Japan

Africa/Harare

Africa/Mogadishu

Africa/Cairo

Africa/Banjul

Africa/Luanda

Africa/Addis_Ababa

Africa/Johannesburg

Africa/Ouagadougou

Africa/Lubumbashi

Africa/Windhoek

Africa/Bissau

Africa/Nouakchott

Africa/Freetown

Africa/Sao_Tome

Africa/Brazzaville

Africa/Blantyre

Africa/Maseru

Africa/Algiers

Africa/Lome

Africa/Asmera

Africa/Tunis

Africa/Porto-Novo

Africa/Bamako

Africa/El_Aaiun

Africa/Kinshasa

Africa/Tripoli

Africa/Bujumbura

Africa/Bangui

Africa/Conakry

Africa/Lusaka

Africa/Nairobi

Africa/Ceuta

Africa/Mbabane

Africa/Timbuktu

Africa/Accra

Africa/Niamey

Africa/Gaborone

Africa/Djibouti

Africa/Lagos

Africa/Maputo

Africa/Kigali

Africa/Khartoum

Africa/Abidjan

Africa/Dar_es_Salaam

Africa/Asmara

Africa/Libreville

Africa/Dakar

Africa/Malabo

Africa/Kampala

Africa/Casablanca

Africa/Ndjamena

Africa/Monrovia

Africa/Douala

MST

Singapore

Europe/Copenhagen

Europe/Bratislava

Europe/Riga

Europe/Jersey

Europe/Uzhgorod

Europe/Luxembourg

Europe/Athens

Europe/Belfast

Europe/Samara

Europe/San_Marino

Europe/Tirane

Europe/Monaco

Europe/Sofia

Europe/Stockholm

Europe/Guernsey

Europe/Amsterdam

Europe/Sarajevo

Europe/Andorra

Europe/Zaporozhye

Europe/Bucharest
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Europe/Dublin

Europe/Zagreb

Europe/Ljubljan

Europe/Prague

Europe/Moscow

Europe/Vatican

Europe/Kiev

Europe/Warsaw

Europe/Chisinau

Europe/Zurich

Europe/Malta

Europe/Skopje

Europe/Volgograd

Europe/Vaduz

Europe/Rome

Europe/Brussels

Europe/Helsinki

Europe/Belgrade

Europe/Istanbul

Europe/Budapest

Europe/Madrid

Europe/Mariehamn

Europe/Simferopol

Europe/Paris

Europe/Minsk

Europe/Vilnius

Europe/Podgorica

Europe/Isle_of_Man

Europe/Vienna

Europe/Kaliningrad

Europe/Gibraltar

Europe/Lisbon

Europe/Tallinn

Europe/Oslo

Europe/London

Europe/Nicosia

Europe/Tiraspol

Europe/Berlin

Mexico/BajaSur

Mexico/BajaNorte

Mexico/General

GMT+0

WET

MST7MDT

Turkey

Factory

Atlantic/St_Helena

Atlantic/Bermuda

Atlantic/Faeroe

Atlantic/Madeira

Atlantic/Canary

Atlantic/Jan_Mayen

Atlantic/Reykjavik

Atlantic/Stanley

Atlantic/Azores

Atlantic/South_Georgia

Atlantic/Cape_Verde

Atlantic/Faroe

GMT-0

Poland

America/El_Salvador

America/Montreal

America/St_Kitts

America/Godthab

America/Cambridge_Bay

America/Glace_Bay

America/St_Thomas

America/Chicago

America/Shiprock

America/St_Barthelemy

America/Chihuahua

America/Guadeloupe

America/Miquelon

America/Maceio

America/Toronto

America/Noronha

America/Swift_Current

America/Tortola

America/Mendoza

America/Argentina/Mendoza

America/Argentina/San_Luis

America/Argentina/
Buenos_Aires

America/Argentina/Catamarca

America/Argentina/Tucuman

America/Argentina/San_Juan

America/Argentina/La_Rioja

America/Argentina/Salta

America/Argentina/Cordoba

America/Argentina/Jujuy

America/Argentina/
ComodRivadavia

America/Argentina/Ushuaia

America/Argentina/Rio_Gallegos America/St_Vincent

America/Boise

America/Regina

America/Thule

America/Santiago

America/Menominee

America/Coral_Harbour

America/Caracas

America/Aruba

America/Danmarkshavn

America/Jamaica

America/Fortaleza

America/Inuvik

America/Havana

America/Curacao

America/Cuiaba

America/Guatemala

America/Dawson

America/Yakutat
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America/Atikokan

America/Nipigon

America/Grenada

America/Panama

America/Eirunepe

America/Phoenix

America/Belem

America/Goose_Bay

America/Sao_Paulo

America/Vancouver

America/Adak

America/Tijuana

America/Louisville

America/Scoresbysund

America/Halifax

America/Antigua

America/Winnipeg

America/Asuncion

America/Santarem

America/Knox_IN

America/Buenos_Aires

America/Catamarca

America/Pangnirtung

America/Rainy_River

America/Rankin_Inlet

America/Araguaina

America/Atka

America/Cayenne

America/Campo_Grande

America/Mazatlan

America/Porto_Velho

America/Anguilla

America/Whitehorse

America/Nassau

America/Hermosillo

America/Guyana

America/Grand_Turk

America/St_Lucia

America/Manaus

America/Blanc-Sablon

America/Kentucky/Monticello

America/Kentucky/Louisville

America/Ensenada

America/Anchorage

America/Managua

America/Costa_Rica

America/La_Paz

America/Puerto_Rico

America/Iqaluit

America/Virgin

America/Porto_Acre

America/Yellowknife

America/Boa_Vista

America/Montserrat

America/Juneau

America/Port-au-Prince

America/Recife

America/Port_of_Spain

America/Barbados

America/Bahia

America/Monterrey

America/Indiana/Knox

America/Indiana/Marengo

America/Indiana/Vincennes

America/Indiana/Tell_City

America/Indiana/Vevay

America/Indiana/Petersburg

America/Indiana/Indianapolis

America/Indiana/Winamac

America/Resolute

America/Cordoba

America/Rosario

America/Santo_Domingo

America/Denver

America/Edmonton

America/Thunder_Bay

America/Merida

America/Dawson_Creek

America/St_Johns

America/Cancun

America/Fort_Wayne

America/Dominica

America/Marigot

America/Jujuy

America/Rio_Branco

America/Mexico_City

America/Cayman

America/Indianapolis

America/New_York

America/Guayaquil

America/Lima

America/Los_Angeles

America/Martinique

America/Belize

America/Bogota

America/Paramaribo

America/Detroit

America/Nome

America/Montevideo

America/North_Dakota/
New_Salem

America/North_Dakota/Center

America/Tegucigalpa

America/Moncton

Cuba

Navajo

NZ-CHAT

Iceland

Universal

Pacific/Pitcairn

Pacific/Kwajalein

Pacific/Noumea

Pacific/Samoa

Pacific/Enderbury

Pacific/Rarotonga
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Pacific/Pago_Pago

Pacific/Tarawa

Pacific/Fiji

Pacific/Chatham

Pacific/Guadalcanal

Pacific/Honolulu

Pacific/Palau

Pacific/Galapagos

Pacific/Kosrae

Pacific/Majuro

Pacific/Guam

Pacific/Efate

Pacific/Funafuti

Pacific/Wallis

Pacific/Nauru

Pacific/Fakaofo

Pacific/Easter

Pacific/Norfolk

Pacific/Yap

Pacific/Johnston

Pacific/Truk

Pacific/Port_Moresby

Pacific/Saipan

Pacific/Tongatapu

Pacific/Midway

Pacific/Marquesas

Pacific/Kiritimati

Pacific/Gambier

Pacific/Niue

Pacific/Auckland

Pacific/Ponape

Pacific/Apia

Pacific/Tahiti

Pacific/Wake

Israel

UTC

Portugal

ROC

NZ

Canada/Central

Canada/Yukon

Canada/East-Saskatchewan

Canada/Mountain

Canada/Atlantic

Canada/Pacific

Canada/Eastern

Canada/Newfoundland

Canada/Saskatchewan

PST8PDT

Zulu

CET

Arctic/Longyearbyen

GB

ROK

EST5EDT

Greenwich

Asia/Pyongyang

Asia/Vladivostok

Asia/Ulaanbaatar

Asia/Tel_Aviv

Asia/Riyadh

Asia/Riyadh88

Asia/Baku

Asia/Kuching

Asia/Kashgar

Asia/Harbin

Asia/Katmandu

Asia/Riyadh89

Asia/Aqtobe

Asia/Thimbu

Asia/Baghdad

Asia/Colombo

Asia/Tokyo

Asia/Aqtau

Asia/Taipei

Asia/Kuwait

Asia/Chungking

Asia/Jayapura

Asia/Tashkent

Asia/Ujung_Pandang

Asia/Karachi

Asia/Dhaka

Asia/Singapore

Asia/Gaza

Asia/Sakhalin

Asia/Kuala_Lumpur

Asia/Dubai

Asia/Kabul

Asia/Dushanbe

Asia/Jakarta

Asia/Novosibirsk

Asia/Qyzylorda

Asia/Dili

Asia/Shanghai

Asia/Irkutsk

Asia/Kamchatka

Asia/Urumqi

Asia/Aden

Asia/Muscat

Asia/Magadan

Asia/Yekaterinburg

Asia/Tbilisi

Asia/Brunei

Asia/Krasnoyarsk

Asia/Hong_Kong

Asia/Omsk

Asia/Samarkand

Asia/Pontianak

Asia/Saigon

Asia/Hovd

Asia/Bahrain

Asia/Phnom_Penh

Asia/Ashkhabad

Asia/Kolkata
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Asia/Bishkek

Asia/Macao

Asia/Anadyr

Asia/Calcutta

Asia/Yakutsk

Asia/Macau

Asia/Vientiane

Asia/Ashgabat

Asia/Istanbul

Asia/Dacca

Asia/Damascus

Asia/Yakutsk

Asia/Kathmandu

Asia/Makassar

Asia/Amman

Asia/Thimphu

Asia/Choibalsan

Asia/Manila

Asia/Yerevan

Asia/Tehran

Asia/Rangoon

Asia/Qatar

Asia/Almaty

Asia/Chongqing

Asia/Oral

Asia/Beirut

Asia/Seoul

Asia/Bangkok

Asia/Nicosia

Asia/Ho_Chi_Minh

Asia/Riyadh87

Asia/Jerusalem

MET

HST
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