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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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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
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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  機能レベルの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

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、 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。
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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。

表 20-1 データ型

データ タ
イプ 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
ウン

（Drop-down）

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
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
り値を使用）。

チェック
ボックス

（Check box）

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
展開して [デフォルト値（Default Value）] フィールドを設定します。

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
（Text Area）

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
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。
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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 min-threshold 4 70 80 90 100
wrr-queue random-detect max-threshold 4 80 90 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 5 70 80 90 100
wrr-queue random-detect max-threshold 5 80 90 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 6 70 80 90 100
wrr-queue random-detect max-threshold 6 80 90 100 100
wrr-queue random-detect min-threshold 7 60 70 80 90
wrr-queue random-detect max-threshold 7 70 80 90 100
@</MLTCMD>
#ENDS_INTERACTIVE

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 [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. [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。

b. [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. South、East、および West 地域についても同じ手順を実行します。

ステップ 2 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。

ステップ 3 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 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。
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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。

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
ル済み

（Scheduled）

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
（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
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。
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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。

• [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。

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。

• [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） 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。

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 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 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。

低 1 ヵ国および 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 [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、[適用/スケジュール
（Apply/Schedule）] タブを選択します。

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。

（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、[ 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。

[ 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 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。[ 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、 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。

• [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。

ステップ 3 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 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 小の帯域幅を
提供します。

• [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 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 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。

ステップ 4 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 [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 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 [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。

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。

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。
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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。

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 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）]

• [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。

ステップ 4 [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。 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。 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 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。 後の列は、テンプレートがいつ 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 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（ 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 初に適用されます。

f. 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。

ステップ 5 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）
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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 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。 後の列は、テンプレートがいつ 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 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 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。

• [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 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 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。

ステップ 22 [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。 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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• [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。 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。

ステップ 23 [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。

ステップ 24 [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。

ステップ 25 [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。

ステップ 26 [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。 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 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 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 [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。

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 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 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 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。

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。

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 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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• 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。 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 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。 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 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。

ステップ 7 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 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 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。

• [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。

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

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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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、 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。

• 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。

ステップ 4 .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 [ 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 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 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。
20-72
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

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 テンプレートの作成
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。 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 [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。

ステップ 2 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。

• 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。

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

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、 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 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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• [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。

ステップ 10 [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 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 [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。

ステップ 6 [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。

• [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。

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。

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 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 [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。

ステップ 2 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
20-80
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

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 CPU アクセス コントロール リスト テンプレートの作成
– [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。
20-81
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

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
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 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 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 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、 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。
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– [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

• [分類名（Classification Name）]（カスタム ルール タイプの場合のみ）。

ステップ 3 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。

• [ 小 RSSI（Minimum RSSI）]： 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 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。

• [不正クライアントの 小数（Minimum Number Rogue Clients）]：悪意のあるクライアントの
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 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。

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。
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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
20-86
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

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
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 + 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

も少ないアクセス ポイントは、負荷が も低くなります。クライアントのページ サイズと、負
荷が 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 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 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 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。

• [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 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。

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

• 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 [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。

• [ 大想定帯域幅（Maximum Expected Bandwidth）]：メディア ストリームが使用できる 大帯
域幅。

ステップ 4 [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）]： 高が 1、 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。

ステップ 5 [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。
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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）

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）

– [ 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 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。

– [ 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 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、 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 大数（Maximum Clients）]：クライアントの 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 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 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 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 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 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。

• 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。

ステップ 8 [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。

ステップ 9 [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。

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。

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 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 大帯域幅（Maximum Bandwidth Allowed）] フィールドで、許可される 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 大帯域幅（Maximum Bandwidth Allowed）] フィールドで、許可される 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 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。

• 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。

• [無線ごとのストリームの 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 大数を指定します。

• [クライアントごとのストリームの 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 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、 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。

• [ 大再試行の割合（Maximum Retry Percentage）] フィールドで、 大再試行の割合値を指定
します。

ステップ 5 [一般（General）] タブで、次のフィールドを指定します。

• [メディアの 大帯域幅（Maximum Media Bandwidth）] フィールドで、許可される 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。

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

• 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 [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 適化（Voice Optimized）]：音声用に 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 適化（Voice & Video Optimized）]：音声およびビデオを 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。

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 [ 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 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、

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 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 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 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、 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 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。
20-101
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

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 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。
20-103
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

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 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）] > [CleanAir] 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。

• 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 [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。

• [ 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 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 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 小受信信号強度インジケー
タ（RSSI）の値を示します。

ステップ 3 [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。

• [ 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 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。

ステップ 4 [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。 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。

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 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 [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。

ステップ 2 [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。 後の列は、テンプレートがい
つ 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。
20-107
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

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
– [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、 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 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 [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。

ステップ 2 [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。 後の列は、テンプレートがいつ
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。

• [ 大電力割り当て（Maximum Power Assignment）] フィールドに、割り当てる 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

• [ 小電力割り当て（Minimum Power Assignment）] フィールドに、割り当てる 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

• [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。

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 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 [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。

ステップ 2 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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• [802.11e の 大帯域幅（802.11e Max Bandwidth）] フィールドに、802.11e の 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。

ステップ 3 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。

ステップ 4 [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。

• [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。

ステップ 5 [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。

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

• 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 [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。

ステップ 2 [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 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 大帯域幅（Maximum Bandwidth Allowed）] フィールドで、許可される 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。
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• 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 大帯域幅（Maximum Bandwidth Allowed）] フィールドで、許可される 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 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。

• 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。

• [無線ごとのストリームの 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 大数を指定します。

• [クライアントごとのストリームの 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 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、 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。

• [ 大再試行の割合（Maximum Retry Percentage）] フィールドで、 大再試行の割合値を指定
します。

ステップ 4 [一般（General）] タブで、次のフィールドを指定します。

• [メディアの 大帯域幅（Maximum Media Bandwidth）] フィールドで、許可される 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。

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。
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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 [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。

ステップ 2 [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 適化（Voice Optimized）]：音声用に 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 適化（Voice & Video Optimized）]：音声およびビデオを 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 [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。

ステップ 2 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。

• [ 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 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、 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 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 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 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、 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 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 [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。

ステップ 2 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 [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。

ステップ 2 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

低の電波品質を表し、100 は 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。

• [失敗したクライアントの 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 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 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 小受信信号
強度インジケータ（RSSI）の値を示します。

ステップ 3 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 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 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。

ステップ 4 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。 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。

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。
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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 [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。

ステップ 2 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。

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 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 [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。

ステップ 2 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、 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。
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[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 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 [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。

ステップ 2 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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• [ 大電力割り当て（Maximum Power Assignment）] フィールドに、割り当てる 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

• [ 小電力割り当て（Minimum Power Assignment）] フィールドに、割り当てる 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

• [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。

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

• 802.11 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 [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。

ステップ 2 [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。 後の列は、テンプレートがいつ 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 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。 後の列は、テンプレートが
いつ 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 [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。

ステップ 2 [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。 後の列は、テンプレートがい
つ 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。

• [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 大許容値です。

ステップ 5 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。

• [ 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 大許容数です。
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ステップ 6 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。

ステップ 7 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。

ステップ 8 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。

ステップ 9 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。

ステップ 10 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。

ステップ 11 [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 [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。

ステップ 2 [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、 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。 後
の列は、テンプレートがいつ 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 [ 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 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 [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。

ステップ 2 [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。 後の列は、テンプレートがいつ 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。 後
の列は、テンプレートがいつ 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。 後の列は、テンプレートがいつ 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 [ 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 [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。

ステップ 2 [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。
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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、[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 大数を超えていないか確認してく
ださい。接続数が 大数を超えている場合、CLI セッションの 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 小値
（Packet Detection RSSI Minimum）] フィールドの値を調整します。
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• [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 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。

ステップ 12 [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。

• [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。

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 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 [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。
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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 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 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 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 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、 大パススルー数を指定
できます。

• [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 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 小数
を示す値を指定します。

• [許可される 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 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 大数を指定できます。

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

• 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 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 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 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 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 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 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 小値を指定します。有効な
範囲は 500 ～ 65535 秒です。

• [BRI 再送信の 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

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。

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

• 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 [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。

ステップ 2 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。
20-140
Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

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 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。

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

• 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。

• [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。

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

• 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 大 31 文字です。
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• サービス文字列の長さは 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。

• [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 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。

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）] > [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

• [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。

ステップ 4 [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。 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） 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 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 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 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。

ステップ 4 [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 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。

• [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 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。

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

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 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、 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） 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。

スケジュール 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。

• [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。

要約 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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