
[モニタ（Monitor）]ページのフィールド参
照

ここでは、Cisco Prime Infrastructureの [モニタ（Monitor）]タブにあるフィールドについて説
明します。

• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [検索（Search）]（3ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [表示（View）]（4ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [IPアドレス（IP Address）]（4ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [メモリ（Memory）]（6ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [環境（Environment）]（6ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [モジュール（Modules）]（7ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [VLAN（VLANs）]（8ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [VTP]（8ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [物理ポート（Physical Ports）]（9ペー
ジ）

• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [センサー（Sensors）]（9ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [スパニングツリー（Spanning Tree）]（
10ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [スパニングツリー（Spanning Tree）] >
[STPインスタンスID（STP instance ID）]（11ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [スタック（Stacks）]（11ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [イー
サネットインターフェイス（Ethernet Interfaces）]（12ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [イー
サネットインターフェイス名（Ethernet Interface Name）]（13ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [IPイン
ターフェイス（IP Interface）]（14ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [VLAN
インターフェイス（VLAN Interface）]（14ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] >
[EtherChannelインターフェイス（EtherChannel Interface）]（15ページ）
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• [モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [クライアント（Client）]（16ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポ
イントの無線（Access Point Radios）]（16ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポ
イントの無線（Access Point Radios）] > [ビューの編集（Edit View）]（17ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポ
イントの無線（Access Point Radios）] > [負荷（Load）]（20ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポ
イントの無線（Access Point Radios）] > [動的電力制御（Dynamic Power Control）]（21ペー
ジ）

• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポ
イントの無線（Access Point Radios）] > [音声 TSMテーブル（Voice TSMTable）]（22ペー
ジ）

• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポ
イントの無線（Access Point Radios）] > [音声 TSMレポート（Voice TSM Reports）]（23
ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイ
ントの無線（Access Point Radios）] > [全般（General）]（24ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポ
イントの無線（Access Point Radios）] > [インターフェイス（Interfaces）]（31ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポ
イントの無線（Access Point Radios）] > [CDPネイバー（CDP Neighbors）]（34ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポ
イントの無線（Access Point Radios）] > [現在関連付けられているクライアント（Current
Associated Client）]（35ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポ
イントの無線（Access Point Radios）] > [SSID]（36ページ）

• [不正 APアラーム（Rogue AP Alarms）]ページ（37ページ）
•アラーム重大度インジケータアイコン（38ページ）
•不正 APアラームのコマンドの選択（39ページ）
• [不正APアラームの詳細（Rogue AP Alarm Details）]ページのドロップダウンメニュー（
41ページ）

•アドホック不正アラームの詳細（42ページ）
• [不正AP履歴の詳細（Rogue AP History Details）]ページ（45ページ）
• [不正APイベント履歴の詳細（Rogue AP Event History Details）]ページ（47ページ）
• [アドホック不正アラーム（Ad hoc Rogue Alarms）]ページ（48ページ）
•アドホック不正 APアラームのコマンドの選択（49ページ）
•アドホック不正アラームの詳細の表示（50ページ）
• [チョークポイント（Chokepoints）]ページ（52ページ）
• [AP検出干渉（AP Detected Interferers）]ページ（52ページ）
• [AP検出干渉の詳細（AP Detected Interferers Details）]ページ（54ページ）
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• [モニタ（Monitor）] > [干渉源（Interferers）] > [干渉デバイス ID（Interference Device ID）]
> [ロケーション履歴（Location History）]（56ページ）

• [Spectrum Expert] > [要約（Summary）]（57ページ）
• [干渉源（Interferers）] > [要約（Summary）]（58ページ）
• [Spectrum Expertの詳細（Spectrum Experts Details）]ページ（59ページ）
• [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ユニファイド AP
（Unified AP）]（59ページ）

• [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコント
ローラ（Wireless Controller）] > [システムサマリー（System Summary）]（68ページ）

• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] [システム（System）] [スパニングツリー
プロトコル（Spanning Tree Protocol）]（71ページ）

• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [システム（System）] > [CLIセッション
（CLI Sessions）]（72ページ）

• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [システム（System）] > [DHCP統計情報
（DHCP Statistics）]（73ページ）

• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [WLAN]（74ページ）
• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [ポート（Ports）]（74ページ）
• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [CDPネイバー（CDP Neighbors）]（
75ページ）

• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [RADIUS
認証（RADIUS Authentication）]（76ページ）

• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [RADIUS
アカウンティング（RADIUS Accounting）]（78ページ）

• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [管理フ
レーム保護（Management Frame Protection）]（80ページ）

• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [不正 AP
ルール（Rogue AP Rules）]（81ページ）

• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] [セキュリティ（Security）] [ゲストユー
ザ（Guest Users）]（82ページ）

• [ワイヤレスコントローラ（WirelessController）] > [モビリティ（Mobility）] > [モビリティ
統計情報（Mobility Stats）]（82ページ）

• [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [冗長性（Redundancy）] > [冗長性の要
約（Redundancy Summary）]（85ページ）

•モニタツール（86ページ）
•メディアストリーム（96ページ）

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

次の表で、スイッチに高度な検索を実行した場合の各フィールドについて説明します。
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表 1 :スイッチ検索フィールド

オプションフィールド

[すべてのスイッチ（All Switches）]、[IPアドレス（IP
Address）]、または [スイッチ名（Switch Name）]を選択しま
す。ワイルドカード（*）を使用できます。たとえば、[IPア
ドレス（IPAddress）]を選択して172*を入力した場合、Prime
Infrastructureは IPアドレスが 172で始まるすべてのスイッチ
を返します。

スイッチの検索条件（Search
for Switches by）

ページあたりに返すスイッチの数を選択します。ページあたりの項目数（Items
per page）

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

次の表で、スイッチのサマリーが表示されるページの各フィールドについて説明します。

表 2 :スイッチの表示

説明フィールド

スイッチに割り当てられている IPアドレス。リスト
項目をクリックするとアクセスポイントの詳細が表

示されます。

[IPアドレス（IP Address）]

スイッチの名前。デバイス名（Device Name）

スイッチのタイプ。デバイスタイプ（Device Type）

スイッチが到達可能な場合は [OK]が表示され、ス
イッチが到達不能な場合は [到達不可能
（Unreachable）]が表示されます。

到達可能性ステータス（Reachability
Status）

スイッチ上のエンドポイントの数。エンドポイントカウント（Endpoint
Count）

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

次の表で、スイッチのサマリーページに表示されるサマリー情報について説明します。
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表 3 :スイッチの要約情報の表示

一般

スイッチの IPアドレス。[IPアドレス（IP Address）]

スイッチの名前。デバイス名（Device Name）

スイッチの種類。デバイスタイプ（Device Type）

最後にリブートしてからの時間。使用可能時間（Up Time）

スイッチ上の時刻。システムタイム（System Time）

有効な値は次のとおりです。

•到達可能（Reachable）

•到達不要

到達可能性ステータス（Reachability Status）

スイッチの場所。参照先

スイッチの担当者名。連絡先（Contact）

スイッチがアイデンティティ対応かどうかを示

します。

シスコアイデンティティ対応（Cisco Identity
Capable）

スイッチがロケーション情報を保存できるかど

うかを示します。

ロケーション対応（Location Capable）

指定した期間の最大、平均、および最小CPU使
用率のグラフが表示されます。

CPU使用率

Unique Device Identifier（UDI）

製品の種類。[名前（Name）]

UDIの説明。説明

注文可能な製品 ID。製品 ID

製品 IDのバージョン。バージョン ID（Version ID）

一意の製品シリアル番号。シリアル番号（Serial Number）

インベントリ

現在スイッチで動作しているソフトウェアのバー

ジョン。

ソフトウェアバージョン（SoftwareVersion）

スイッチのモデル番号。モデル番号（Model No.）
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一般

ポートサマリー

スイッチでアップ状態のポートの数。アップ状態のポート数（Number ofPortsUp）

スイッチでダウン状態のポートの数。ダウン状態のポート数（Number of Ports
Down）

指定した期間の最大、平均、および最小メモリ

使用率のグラフが表示されます。

メモリ使用率（Memory Utilization）

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

次の表で、スイッチのメモリ情報について説明します。

表 4 :スイッチのメモリ情報の表示

メモリプール

メモリのタイプ。タイプ（Type）

メモリプールに割り当てられた名前。[名前（Name）]

使用中のメモリ量（MB単位）。使用済み（MB）（Used(MB)）

使用可能なメモリ量（MB単位）。空き（MB）（Free (MB)）

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

次の表で、スイッチの環境情報について説明します。

表 5 :スイッチの環境情報の表示

電源モジュール

電源のモデル名。モデル名（Model Name）

電源の説明。説明
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電源モジュール

関連付けられている電源のステータス。

•緑：電源は動作可能です。

•赤：電源は動作不能です。

動作ステータス（Operational Status）

電源のメーカー名。製造業者名（Manufacturer Name）

空き電源スロット。未使用（Free）

ベンダー製機器タイプの説明。ベンダー機器タイプ（VendorEquipmentType）

ファン

ファンの名前。[名前（Name）]

ファンの説明。説明

ファンのステータス。

•緑：ファンは動作可能です。

•赤：ファンは動作不能です。

動作ステータス（Operational Status）

ベンダー製機器タイプの説明。ベンダー機器タイプ（VendorEquipmentType）

ファンのシリアル番号。シリアル番号（Serial Number）

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

次の表で、スイッチのモジュール情報について説明します。

表 6 :スイッチモジュール情報の表示

モジュール

モジュールの名前。製品名

モジュールが格納されている場所。物理ロケーション

モジュールがサポートするポートの数。ポート数（Number of Ports）

モジュールの動作ステータス。操作の状態（Operational State）

機器の種類。機器タイプ（Equipment Type）
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モジュール

モジュールにインラインパワー機能があるかど

うかを示します。

インラインパワー対応（Inline Power
Capable）

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

次の表で、スイッチの VLAN情報について説明します。

表 7 :スイッチの VLAN情報の表示

VLAN

VLANの ID。VLANID（Admin.VLANID）

VLANの名
前。

VLAN名（VLAN Name）

VLANの種
類。

VLANタイプ（VLANType）

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [VTP]
次の表で、スイッチの VTP情報について説明します。

表 8 :スイッチの VTP情報の表示

VTP

VTPドメインの名前。VTPドメイン名（VTP Domain
Name）

使用している VTPのバージョン。VTPバージョン（VTP Version）
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VTP

VTPモード。

•クライアント

•サーバ

• [トランスペアレント（Transparent）]：VTPメッセー
ジを生成またはリッスンしませんが、メッセージを

転送します。

• [オフ（Off）]：VTPメッセージを生成、リッスン、
転送しません。

VTPモード（VTP Mode）

VTPプルーニングが有効かどうかを示します。プルーニング有効（Pruning
Enabled）

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

次の表で、スイッチの物理ポート情報について説明します。

表 9 :スイッチの物理ポート情報の表示

物理ポート

物理ポートの名前。[ポート名（Port Name）]

物理ポートの説明。ポートの説明（Port Description）

物理ポートがあるモジュール。常駐モジュール（Residing Module）

ベンダー製機器タイプの説明。ベンダー機器タイプ（VendorEquipmentType）

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

次の表で、スイッチのセンサー情報について説明します。
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表 10 :スイッチのセンサー情報の表示

センサー

センサーの名前。センサー名（Sensor Name）

センサーの説明。センサーの説明（Sensor Description）

センサーの種類。タイプ（Type）

ベンダー製センサーの種類の説明。ベンダーセンサータイプ（VendorSensor
Type）

機器の名前。機器名（Equipment Name）

範囲が 1～ 9の場合、精度は、センサー値の固定小
数点数値の小数点以下の桁数です。範囲が -8～ -1
の場合、センサーの精度は、センサー値の固定小数

点数値の正確な桁数です。

精度（Precision）

センサーの動作ステータス。ステータス(Status)

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

次の表で、スパニングツリー情報について説明します。

表 11 :スイッチのスパニングツリー情報の表示

スパニングツリー

STPの ID。スパニングツリーの詳細情報を表
示するには、[STPインスタンス ID（STP
Instance ID）]をクリックします。

STPインスタンス ID（STP Instance ID）

VLANの ID。VLAN ID（Admin. VLAN ID）

パスのルートコスト。ルートパスコスト（Root Path Cost）

転送ポート。指定ルート（Designated Root）

ブリッジのプライオリティ。ブリッジプライオリティ（Bridge Priority）

ルートブリッジのプライオリティ番号。ルートブリッジプライオリティ（Root Bridge
Priority）

最大経過時間の STPタイマー値（秒単位）。最大経過時間（秒）（Max Age (sec)）
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スパニングツリー

STPタイマー値（秒単位）。Hello間隔（秒）（Hello Interval (sec)）

[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [スパニン
グツリー（Spanning Tree）] > [STPインスタンスID（STP
instance ID）]

次の表で、スパニングツリーの詳細情報のページにあるフィールドについて説明します。

表 12 :スパニングツリーの詳細の表示

スパニングツリー

STPポートの名前。STPポート（STP Port）

ポートのロール。ポートロール（Port Role）

ポートのプライオリティ番号。ポートプライオリティ（PortPriority）

パスのコスト。パスコスト（Path Cost）

ポートの状態。ポートステート(Port State)

ポートの種類。ポートタイプ（Port Type）

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

次の表で、スイッチスタック情報のページにあるフィールドについて説明します。

表 13 :スイッチのスタック情報の表示

スタック

スタックのMACアドレス。MACアドレス（MAC Address）
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スタック

スタックの役割。

• [マスター（Master）]：スタックマスター

• [メンバー（Member）]：スタックのアクティブメ
ンバー

• [非メンバー（Not Member）]：非アクティブス
タックメンバー

[役割（Role）]

スイッチのプライオリティ番号。スイッチプライオリティ（Switch
Priority）

スタックの現在の状態。ステート（State）

スイッチで動作しているソフトウェアイメージ。ソフトウェアバージョン（Software
Version）

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

次の表で、スイッチのイーサネットインターフェイスのページにあるフィールドについて説明

します。

表 14 :スイッチのイーサネットインターフェイスの表示

イーサネットインターフェイス

イーサネットインターフェイスの名前。詳細情報を

表示するには、イーサネットインターフェイスの名

前をクリックします。

[名前（Name）]

イーサネットインターフェイスのMACアドレス。MACアドレス（MAC Address）

イーサネットインターフェイスの現在の帯域幅の推

測値（bps単位）。
速度（Mbps）（Speed (Mbps)）

イーサネットインターフェイスの現在の動作状態。動作ステータス（Operational Status）

インターフェイスで送受信できる最大のパケットサ

イズ。

MTU

[モニタ（Monitor）]ページのフィールド参照
12

[モニタ（Monitor）]ページのフィールド参照

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



VLANモード。望ましいVLANモード（Desired VLAN
Mode）

ポートが設定されている VLAN。アクセス VLAN（Access VLAN）

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

次の表で、スイッチのイーサネットインターフェイスの詳細情報のページにあるフィールドに

ついて説明します。

表 15 :スイッチのイーサネットインターフェイスの詳細の表示

イーサネットインターフェ

イス

イーサネットインターフェイスの名前。[名前（Name）]

インターフェイスの管理ステータス。管理ステータス（Admin
Status）

インターフェイスで設定されているデュプレックスモード。デュプレックスモード

（Duplex Mode）

VLANスイッチポート
（VLAN Switch Port）

VLANスイッチポートの動作モードを示します（アクセスポー
トまたはトランクポート）。

使用可能な VLANモード
（OperationalVLANMode）

VLANモード（truck、access、dynamic、または desirable）。望ましい VLANモード
（Desired VLAN Mode）

ポートが設定されている VLAN。アクセス VLAN（Access
VLAN）

トランクのカプセル化（[802.1Q]または [なし（none）]）。使用可能なトランクカプセ

ル化（Operational Truck
Encapsulation）

VLANトランク（VLAN
Trunk）

トランクスイッチポートのタグなしの VLAN。ネイティブ VLAN
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[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [イーサネットインターフェイス名（Ethernet Interface Name）]



イーサネットインターフェ

イス

トランクポート上の VLANをプルーニングできるかどうかを示
します。

プルーニング対応（Prune
Eligible）

トランクポート上の許可される VLANのリスト。VLANの許可（Allows
VLANs）

トランクカプセル化。望ましいトランキングカプ

セル化（Desired Trunking
Encapsulation）

インターフェイスがネイバーインターフェイスとネゴシエーショ

ンを行い、近接インターフェイスの設定および機能に応じて、

ISLトランク（優先）または 802.1Qトランクになるよう指定し
ます。

トランキングカプセル化ネ

ゴシエーション（Trunking
Encapsulation Negotiation）

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

次の表で、スイッチの IPインターフェイスのページにあるフィールドについて説明します。

表 16 :スイッチの IPインターフェイスの表示

インターフェイスの名前。インターフェイス（Interface）

インターフェイスの IPアドレス。[IPアドレス（IP Address）]

アドレスタイプ（IPv4または IPv6）。アドレスタイプ（AddressType）

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

次の表で、スイッチの VLANインターフェイスのページにあるフィールドについて説明しま
す。
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[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [IPインターフェイス（IP Interface）]



表 17 :スイッチの VLANインターフェイスの表示

VLANポートの名前。[ポート名（Port Name）]

VLANポートの ID。VLAN ID（Admin. VLAN ID）

VLANインターフェイスの現在の動作状態。動作ステータス（Operational Status）

VLANインターフェイスの現在の管理状態。管理ステータス（Admin Status）

VLANポートの種類。ポートタイプ（Port Type）

VLANインターフェイスのサポートされる最高速
度。

最高速度（Mbps）（Maximum Speed
(Mbps)）

VLANインターフェイスで送受信できる最大のパ
ケットサイズ。

MTU

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

次の表で、スイッチのEtherChannelインターフェイスのページにあるフィールドについて説明
します。

表 18 :スイッチの EtherChannelインターフェイスの表示

EtherChannelインターフェイスの名前。[名前（Name）]

EtherChannelの数値 ID。チャネルグループ ID（Channel Group ID）

EtherChannelを管理するためのプロトコル
（LACPまたは TAgP）。

制御方式（Control Method）

チャネル ID。アクター管理キー（Actor Admin Key）

設定されているポート数。（LAG）メンバーの数（Number of (LAG)
Members）
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[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [EtherChannelインターフェイス（EtherChannel Interface）]



[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [クライア
ント（Client）]

次の表で、スイッチクライアントのページにあるフィールドについて説明します。

表 19 :現在関連付けられているクライアントの表示

クライアントの IPアドレス。[IPアドレス（IP Address）]

クライアントのMACアドレス。MACアドレス（MAC Address）

クライアントのユーザ名。ユーザ名

クライアントのベンダー名。ベンダー名

クライアントの場所。マップロケーション（Map Location）

クライアントが設定されている VLAN。VLAN

クライアントが設定されているインターフェイ

ス。

インターフェイス（Interface）

クライアントアソシエーションのタイムスタン

プ。

アソシエーション時間（AssociationTime）

格納されている認証プロファイル名。認証プロファイル名（Authorization Profile
Name）

[モニタ（Monitor）]>[ワイヤレステクノロジー（Wireless
Technologies）]> [アクセスポイントの無線（AccessPoint
Radios）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）]の各フィールドについて説明します。

表 20 : [アクセスポイント検索結果（Access Point Search Results）]フィールド

説明フィールド

アクセスポイントに割り当てられた名前。AP名

APイーサネットのMACアドレス。イーサネットMAC（Ethernet MAC）
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[モニタ（Monitor）] > [スイッチ（Switches）] > [クライアント（Client）]



説明フィールド

アクセスポイントのローカル IPアドレス。[IPアドレス（IP Address）]

不正アクセスポイントのプロトコルは、802.11a、802.11b、または 802.11gで
す。リスト項目をクリックするとアクセスポイントの無線の詳細が表示され

ます。

無線（Radio）

リスト項目をクリックすると、リストで示された場所に移動します。マップロケーション（Map Location）

リスト項目をクリックすると、コントローラに関するグラフィックと情報が表

示されます。

コントローラ(Controller)

現在コントローラにアソシエートされているクライアントの合計数が表示され

ます。

クライアントカウント（ClientCount）

アクセスポイントの管理状態が、有効または無効で表示されます。管理ステータス（Admin Status）

アクセスポイントの動作モードが表示されます。APモード（AP Mode）

Cisco WLAN Solutionデバイスの動作ステータス（Upまたは Down）が表示さ
れます。[管理ステータス（Admin Status）]が [無効（disabled）]の場合、動作
ステータスはダウンとラベル付けされ、アラームはありません。

Operステータス（Oper Status）

アラームのカラーコードは、次のとおりです。

•透明：アラームなし

•赤：重大アラーム

•オレンジ：メジャーアラーム

•黄色：マイナーアラーム

アラームステータス（Alarm Status）

[モニタ（Monitor）]>[ワイヤレステクノロジー（Wireless
Technologies）]> [アクセスポイントの無線（AccessPoint
Radios）] > [ビューの編集（Edit View）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）] > [ビューの編集（Edit View）]の各フィールドにつ
いて説明します。
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[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの無線（Access Point Radios）] > [ビューの編集
（Edit View）]



表 21 : [ビューの編集検索結果（Edit View Search Results）]フィールド

説明フィールド

アクセスポイントのタイプ（[統合（Unified）]または [自律
（Autonomous）]）を表示します。

APタイプ（AP Type）

アンテナの水平方向の角度を表示します。アンテナ方位角（Antenna Azim.Angle）

アンテナの多様性が有効か無効かを表示します。アンテナダイバーシティ

は、適切なアンテナを選択するためにアクセスポイントが 2つの統合ア
ンテナポートから無線信号をサンプリングすることをいいます。

アンテナダイバーシティ（Antenna
Diversity）

アンテナの垂直方向の角度を表示します。アンテナ仰角（Antenna Elev.Angle）

無線ネットワークアダプタに接続される指向性アンテナのピークゲイン

（dBi）、および全方向性アンテナの平均ゲイン（dBi）。ゲインは0.5dBi
の倍数で表します。整数値 4は、4 X 0.5 = 2dBiのゲインであることを意
味します。

アンテナゲイン（Antenna Gain）

全方向、指向性、または該当なしなどのアンテナモードを表示します。アンテナモード（Antenna Mode）

アンテナの名前またはタイプを表示します。アンテナ名（Antenna Name）

次の監査ステータスのいずれかを表示します。

• [不一致（Mismatch）]：最後の監査時に Prime Infrastructureとコント
ローラ間に設定上の相違が検出されました。

• [同一（Identical）]：最後の監査時に設定上の相違は検出されません
でした。

• [使用不可（Not Available）]：監査ステータスは利用できません。

監査ステータス（Audit Status）

ベース無線のMACアドレスを表示します。基礎無線MAC（Base Radio MAC）

アクセスポイントのグループ化に使用するブリッジグループの名前を表

示します（該当する場合）。

ブリッジグループ名（BridgeGroupName）

直接接続されているすべてのシスコデバイスを表示します。CDPネイバー（CDP Neighbors）

チャネル制御が自動かカスタムかを表示します。チャネル制御（Channel Control）

シスコの無線をブロードキャストしているチャネルを表示します。チャネル番号（Channel Number）

この無線のチャネル帯域幅を表示します。[チャネル幅（ChannelWidth）]
フィールドは、11nAPのみでサポートされます。その他のAPについては
「N/A」を表示します。

チャネル幅（Channel Width）

コントローラポートの数を表示します。コントローラポート（Controller Port）
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[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの無線（Access Point Radios）] > [ビューの編集
（Edit View）]



説明フィールド

Google Earthの場所情報が割り当てられているかどうかを表示し、その場
所を表示します。

Google Earthロケーション（Google Earth
Location）

アクセスポイントの物理的な場所を表示します。参照先

アクセスポイント間のホップの数を表示します。ノードのホップ数（Node Hops）

OfficeExtendアクセスが有効かどうかを示します。無効の場合、アクセス
ポイントはリモートで配置されており、セキュリティリスクが高まりま

す。

OfficeExtend AP（OfficeExtend AP）

アクセスポイントの Power over Ethernetのステータスを表示します。可能
な値は次のとおりです。

• [低（Low）]：アクセスポイントがイーサネットから低電力を取得し
ます。

• [15.4ボルト未満（Lower than 15.4 volts）]：アクセスポイントがイー
サネットから 15.4ボルト未満の電力を取得します。

• [16.8ボルト未満（Lower than 16.8 volts）]：アクセスポイントがイー
サネットから 16.8ボルト未満の電力を取得します。

• [標準（Normal）]：電力はアクセスポイントの動作に十分な高さで
す。

• [該当なし（Not Applicable）]：イーサネットは電力源ではありませ
ん。

PoEステータス（PoE Status）

このアクセスポイントのプライマリコントローラの名前を表示します。プライマリコントローラ（Primary
Controller）

無線のMACアドレスを入力します。無線MAC（Radio MAC）

規制ドメインをサポートしているかどうかを表示します。規制ドメインをサポート（Reg. Domain
Supported）

アクセスポイントのシリアル番号を入力します。シリアル番号（Serial Number）

スロット番号を表示します。スロット（Slot）

送信電力制御が自動かカスタムかを表示します。送信電力制御（Tx Power Control）

送信電力レベルを設定します。送信電力レベル（Tx Power Level）

アクセスポイントがアップしていた時間を、日、時間、分、および秒の

単位で表示します。

使用可能時間（Up Time）
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[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの無線（Access Point Radios）] > [ビューの編集
（Edit View）]



説明フィールド

WLANの上書きプロファイル名を入力します。WLANオーバーライド名（WLANOverride
Names）

WLANの上書きが有効か無効かを表示します。WLANオーバーライド（WLANOverride）

[モニタ（Monitor）]>[ワイヤレステクノロジー（Wireless
Technologies）]> [アクセスポイントの無線（AccessPoint
Radios）] > [負荷（Load）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [負荷（Load）]
の各フィールドについて説明します。

表 22 : [トラフィック負荷（Traffic Load）]ページのフィールド

説明フィールド

アクセスポイントの名前を表示します。AP名

不正アクセスポイントのプロトコルを表示します。802.11a、802.11b、ま
たは 802.11gのいずれかです。このアクセスポイントのオンデマンド統計
情報を表示するには、無線をクリックします。

無線（Radio）

接続されているクライアントの数を表示します（実際の数としきい値）。接続クライアントカウント（Attached
Client Count）

802.11a RFの使用率のしきい値を 0～ 100 %の範囲で表示します（実際の
割合としきい値）。

チャネル使用率（Channel Utilization）

802.11aまたは 802.11b/g RFの受信使用率のしきい値を 0～ 100 %の範囲
で表示します。

受信使用率（Receive Utilization）

802.11aまたは 802.11b/g RFの送信使用率のしきい値を 0～ 100 %の範囲
で表示します。

送信使用率（Transmit Utilization）

クライアント接続のステータスを表示します。ステータス(Status)
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[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの無線（Access Point Radios）] > [負荷（Load）]



[モニタ（Monitor）]>[ワイヤレステクノロジー（Wireless
Technologies）]> [アクセスポイントの無線（AccessPoint
Radios）] > [動的電力制御（Dynamic Power Control）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）] > [動的電力制御（Dynamic Power Control）]の各
フィールドについて説明します。

表 23 : [動的電力制御（Dynamic Power Control）]ページのフィールド

説明フィールド

APの名前を表示します。AP名

不正アクセスポイントのプロトコルを表示します。802.11a、802.11b、または 802.11g
のいずれかです。このアクセスポイントのオンデマンド統計情報を表示するには、無

線をクリックします。

無線（Radio）

送信電力テーブルから取得した動作送信電力レベルが表示されます。

電力レベルおよび使用可能なチャネルは国コード設定によって定義されており、国別に

規制されています。

APの送信電力レベルは次のとおりです。

• 1：国コード設定ごとに許可された最大電力

• 2：50%の電力

• 3：25%の電力

• 4：6.25～ 12.5 %の電力

• 5：0.195～ 6.25%の電力

現在の電力レベル（Current
Power Level）

動的な送信電力の割り当てを表示します。次の 3つのモードを使用できます。

• [自動（Automatic）]：送信電力は、この操作を許可するすべてのCisco 1000シリー
ズの Lightweight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（Assign Now）]ボ
タンがオンの場合に更新されます。

• [固定（Fixed）]：動的な送信電力の割り当ては行われず、値はグローバルデフォル
トに設定されます。デフォルトは [自動（Automatic）]です。

電力割り当てモード（Power
Assignment Mode）
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[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの無線（Access Point Radios）] > [動的電力制御
（Dynamic Power Control）]



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

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）] > [音声TSMテーブル（Voice TSMTable）]の各フィー
ルドについて説明します。

表 24 : [音声トラフィックストリームメトリックテーブル（Voice Traffic Stream Metrics Table）]ページのフィールド

説明フィールド

アクセスポイントから統計情報が収集された時刻。時刻（Time）

クライアントのMACアドレス。これには、過去 90秒の間隔中に評価された
クライアントのリストが表示されます。クライアントとしては、VoIP電話、
ラップトップ、PDAなどがあり、測定値を収集しているアクセスポイントに
接続されたすべてのクライアントを示します。

クライアントMAC（Client MAC）

WLANに影響を与える可能性のある QoS値（パケット遅延、パケットジッ
タ、パケット損失、ローミング時間）がモニタされます。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。

QoS

90秒の間隔中にダウンリンク（アクセスポイントからクライアントへ向かう
方向）で失われたパケットの割合。

PLR割合（ダウンリンク）（% PLR
(Downlink)）

90秒の間隔中にアップリンク（クライアントからアクセスポイントへ向かう
方向）で失われたパケットの割合。

PLR割合（アップリンク）（% PLR
(Uplink)）

ダウンリンクの平均キューイング遅延（ミリ秒単位）。パケットキューイン

グ遅延の平均は、音声キューを横断する音声パケットの平均遅延です。パケッ

トキュー遅延は、パケットが伝送のためにキューに入れられた時点から、パ

ケットが正常に送信される時点まで測定されます。これには、必要に応じて再

試行時間が含まれます。

平均キューイング遅延（ms）（ダウン
リンク）（Avg Queuing Delay (ms)
(Downlink)）

アップリンクの平均キューイング遅延（ミリ秒単位）。パケットキューイン

グ遅延の平均は、音声キューを横断する音声パケットの平均遅延です。パケッ

トキュー遅延は、パケットが伝送のためにキューに入れられた時点から、パ

ケットが正常に送信される時点まで測定されます。これには、必要に応じて再

試行時間が含まれます。

平均キューイング遅延（ms）（アップ
リンク）（Avg Queuing Delay (ms)
(Uplink)）
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説明フィールド

40 msを超えるキューイング遅延パケットのパーセンテージ。パケット割合 > 40 msのキューイング
遅延（% Packets > 40 ms Queuing
Delay）

20 msを超えるキューイング遅延パケットのパーセンテージ。パケット割合 > 20 msのキューイング
遅延（% Packets > 40 ms Queuing
Delay）

ローミング遅延（ミリ秒単位）。クライアントによって測定されるローミング

遅延は、古いアクセスポイントから最後のパケットを受信した時点から、ロー

ミングが正常に行われた後で新しいアクセスポイントから最初のパケットを

受信した時点まで測定されます。

ローミング遅延（Roaming Delay）

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

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）] > [音声TSMレポート（Voice TSM Reports）]の各
フィールドについて説明します。

表 25 : [音声トラフィックストリームメトリックテーブルレポート（Voice Traffic Stream Metrics Table Reports）]ページのフィールド

説明フィールド

平均キューイング遅延（ミリ秒単位）。パケットキューイング

遅延の平均は、音声キューを横断する音声パケットの平均遅延

です。パケットキュー遅延は、パケットが伝送のためにキュー

に入れられた時点から、パケットが正常に送信される時点まで

測定されます。これには、必要に応じて再試行時間が含まれま

す。

平均キューイング遅延（ms）（AverageQueuingDelay
(ms)）

遅延が 10ミリ秒未満のパケットのパーセンテージ。遅延が 10 ms未満のパケットの割合（% Packet with
less than 10 ms delay）

遅延が 10ミリ秒よりも大きく 20ミリ秒未満のパケットのパー
センテージ。

遅延が 10～ 20 msのパケットの割合（% Packet with
more than 10 < 20 ms delay）

遅延が 20ミリ秒よりも大きく 40ミリ秒未満のパケットのパー
センテージ。

遅延が 20～ 40 msのパケットの割合（% Packet with
more than 20 < 40 ms delay）
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説明フィールド

遅延が 40ミリ秒よりも大きいパケットのパーセンテージ。遅延が40msより多いパケットの割合（%Packetwith
more than 40 ms delay）

失われたパケットの割合。パケット損失率（Packet Loss Ratio）

パケットの総数。総パケットカウント（Total Packet Count）

この 90秒間のメトリックページでローミングネゴシエーショ
ンのために交換されたパケットの数。

ローミング数（Roaming Count）

ローミング遅延（ミリ秒単位）。ローミング遅延（Roaming Delay）

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

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）] > [全般（General）]の Lightweightアクセスポイン
トの各フィールドについて説明します。

表 26 : Lightweightアクセスポイントの [全般（General）]タブのフィールド

説明フィールド

一般

APのオペレータ定義の名前。AP名

IPアドレス、イーサネットMACアドレス、および無線MACアドレス。AP IP address、Ethernet MAC
address、および Base Radio MAC
address

サポートされる国コード。1台のコントローラで最大 20の国をサポートできま
す。

運用する国向けに設計されていない場合、アクセスポイントは正しく動作しない

可能性があります。製品ごとの完全な国コードのリストについては、

http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/wcs/4.0/configuration/guide/wcscod.htmlを参
照してください。

国コード（Country Code）
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説明フィールド

リンク遅延設定。次のリンク遅延が使用できます。

• [現在のリンク遅延（Current Link Latency）]：アクセスポイントからコント
ローラ、およびその逆のハートビートパケットの秒単位での現在のラウンド

トリップ時間。

• [最小リンク遅延（MinimumLinkLatency）]：リンク遅延を有効にしたか、リ
セットした場合のアクセスポイントからコントローラ、およびその逆のハー

トビートパケットの秒単位での最小ラウンドトリップ時間。

• [最大リンク遅延（MaximumLinkLatency）]：リンク遅延を有効にしたか、リ
セットした場合のアクセスポイントからコントローラ、およびその逆のハー

トビートパケットの秒単位での最大ラウンドトリップ時間。

リンク遅延設定（Link Latency
Settings）

LWAPP/CAPWAP接続がアクティブになっていた時間が表示されます。LWAPP/CAPWAP稼働時間
（LWAPP/CAPWAP Uptime）

LWAPP/CAPWAP接続が参加していた時間が表示されます。LWAPP/CAPWAP結合所要時間
（LWAPP/CAPWAP Join Taken
Time）

アクセスポイントの管理状態が、有効または無効で表示されます。管理ステータス（Admin Status）

APモード（AP Mode）

デフォルトモード。設定したチャネルをスキャンしてノイズと不正を探す間、

データクライアントにサービスが提供されます。アクセスポイントは 50ミリ秒
間、チャネルの不正をリッスンします。AutoRF設定の下で指定された期間の間、
各チャネルを巡回します。

Cisco Adaptive wIPS機能にローカルまたは FlexConnectのアクセスポイントを設
定するには、[ローカル（Local）]または [FlexConnect]を選択し、[強化された
wIPSエンジン有効（Enhanced wIPS Engine Enabled）]チェックボックスをオンに
します。

[ローカル（Local）]
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説明フィールド

無線受信専用モード。アクセスポイントは、設定されたすべてのチャネルを 12
秒ごとにスキャンします。このように設定されたアクセスポイントでは、認証解

除のパケットだけが無線で送信されます。モニタモードアクセスポイントは、

不正アクセスポイントにクライアントとして接続できます。

CiscoAdaptivewIPS機能にアクセスポイントを設定するには、[モニタ（Monitor）]
を選択します。[強化されたwIPSエンジン有効（EnhancedwIPS Engine Enabled）]
チェックボックスをオンにして、[モニタモード最適化（Monitor Mode
Optimization）]ドロップダウンリストから [wIPS]を選択します。

アクセスポイントでwIPSモードを有効にする前に、アクセスポイントの無線を
無効にする必要があります。アクセスポイントの無線を無効にしないと、エラー

メッセージが表示されます。

wIPSをアクセスポイントで有効にした後で無線を一度再有効化しています。

モニタ（Monitor）

アクセスポイントの無線がオフに切り替わり、アクセスポイントは有線トラ

フィックだけをリッスンします。このモードで動作するコントローラは、不正ア

クセスポイントをモニタします。コントローラはすべての不正アクセスポイン

トとクライアントのMACアドレスのリストを不正検出器に送信して、不正検出
器がこの情報をWLCに転送します。MACアドレスの一覧が、WLCアクセスポ
イントがネットワーク上で取得した内容と比較されます。MACアドレスが一致
する場合は、どの不正アクセスポイントが有線ネットワークに接続されるかを判

別できます。

不正検出（Rogue Detector）

アクセスポイントは特定チャネル上のすべてのパケットを取得して、AiroPeekを
実行するリモートマシンへ転送します。これらのパケットには、タイムスタン

プ、信号強度、パケットサイズなどの情報が含まれます。この機能は、データ

パケットのデコードをサポートする、サードパーティ製のネットワーク分析ソフ

トウェアである AiroPeekを実行する場合のみ有効にできます。

スニファ（Sniffer）

最大 6個のアクセスポイントに対して FlexConnectを有効にします。FlexConnect
アクセスポイントは、コントローラへの接続を失ったとき、クライアントデー

タトラフィックをローカルにスイッチングし、クライアント認証をローカルで実

行できます。

OfficeExtendアクセスポイントを設定するには、[FlexConnect]を選択する必要が
あります。FlexConnectモードでは、設定オプションに OfficeExtend APを有効に
してLeast LatencyControllerを接続できるようにするオプションが表示されます。

FlexConnect

これは、Autonomousアクセスポイントが無線クライアントのように機能して、
Lightweightアクセスポイントに接続する特殊なモードです。APモードが [ブリッ
ジ（Bridge）]に設定され、アクセスポイントがブリッジ対応である場合、ブリッ
ジとその有線クライアントは、Prime Infrastructureにクライアントとしてリストさ
れます。

ブリッジ（Bridge）
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説明フィールド

このモードでは、CleanAir対応のアクセスポイントを、すべてのモニタ対象チャ
ネル上の干渉源検出のために広範囲に使用できます。IDSスキャンやWi-Fiなど
のその他の機能はすべて一時停止されます。

Spectrum Expert

[有効（Enabled）]または [無効（Disabled）]のいずれかが設定され、CiscoAdaptive
wIPS機能を使用したセキュリティ攻撃のモニタが可能となります。

強化された wIPSエンジン
（Enhanced wIPS Engine）

[登録済み（Registered）]または [未登録（NotRegistered）]のいずれかとなり、コ
ントローラで決定されます。

動作ステータス（Operational
Status）

アクセスポイントが登録されているコントローラ。登録済みのコントローラの詳

細を表示します。

登録済みコントローラ（Registered
Controller）

このアクセスポイントのプライマリコントローラの名前。プライマリコントローラ（Primary
Controller）

アクセスポイントのプライマリコントローラの SNMP名。アクセスポイント
は、すべてのネットワーク操作について、ハードウェアリセットが発生した場

合、このコントローラに最初にアソシエートしようとします。

部品番号

アクセスポイントがアクティブで送受信できる状態になっている時間を表示しま

す。

AP稼働時間（AP Uptime）

アクセスポイントのカスタマー定義の場所名。クリックするとマップ上で実際の

場所が表示されます。詳細については、[モニタ（Monitor）] > [アクセスポイント
（Access Points）] > [名前（name）] > [マップロケーション（Map Location）]を選
択します。

マップロケーション（Map
Location）

Google Earthの場所が割り当てられているかどうかを示します。Google Earthロケーション（Google
Earth Location）

アクセスポイントが配置されている物理的な場所（または [未割り当て
（Unassigned）]）。

参照先

このカウンタは、アクセスポイントがその DOT11統計情報をコントローラに送
信する時間を秒単位で設定します。

統計タイマー（Statistics Timer）
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説明フィールド

アクセスポイントの Power over Ethernetのステータス。設定可能な値は次のとお
りです。

• [低（Low）]：イーサネットから供給されるアクセスポイントの電力が低い。

• [15.4V未満（Lower than 15.4 volts）]：イーサネットから供給されるアクセス
ポイントの電力が 15.4 V未満。

• [16.8V未満（Lower than 16.8 volts）]：イーサネットから供給されるアクセス
ポイントの電力が 16.8 V未満。

• [標準（Normal）]：アクセスポイントの操作に十分な電力が供給されてい
る。

• [該当なし（Not Applicable）]：電源がイーサネットではない。

PoEステータス（PoE Status）

不正検出が有効になっているかどうかを示します。

OfficeExtendアクセスポイントについては、不正検出が自動的に無効になります。
これらのアクセスポイントは、住居環境で展開され、大量の不正デバイスを検出

する可能性が高いためです。

不正検出（Rogue Detection）

アクセスポイントがOfficeExtendアクセスポイントとして有効になっているかど
うかを示します。APは、デフォルトで有効になっています。

OfficeExtendAP（OfficeExtendAP）

暗号化が有効になっているかどうかを示します。暗号化機能を有効または無効に

するとアクセスポイントが再起動し、それによってクライアントの接続が失われ

ることになります。

DTLSデータ暗号化は、セキュリティを維持するため、OfficeExtendアクセスポ
イントで自動的に有効になります。暗号化は、Plusライセンスが設定された5500
シリーズコントローラにアクセスポイントが接続されている場合のみ使用でき

ます。

暗号化（Encryption）

アクセスポイントは、プライオリティ順序検索（プライマリ、セカンダリ、ター

シャリコントローラ）から、遅延測定値が最善（最短遅延）のコントローラの検

索に切り替えます。遅延が最短のコントローラが、最善のパフォーマンスを提供

します。

最少遅延と Join（Least Latency
Join）

Telnetアクセスが有効になっているかどうかを示します。Telnetアクセス（Telnet Access）

SSHが有効になっているかどうかを示します。

OfficeExtendアクセスポイントは、デフォルトのパスワードがアクセスポイント
で使用されている場合に外部アクセスを許可する可能性があるWANに直接接続
されていることがあります。そのため、OfficeExtendアクセスポイントについて
は、Telnetおよび SSHのアクセスが自動的に無効になります。

SSHアクセス（SSH Access）

バージョン
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説明フィールド

コントローラで現在実行しているコードのオペレーティングシステムリリース

のバージョン番号。

ソフトウェアバージョン（Software
Version）

オペレーティングシステムのブートローダのバージョン番号。ブートバージョン（Boot Version）

インベントリ情報（Inventory
Information）

アクセスポイントの種類APタイプ（AP Type）

アクセスポイントのモデル番号。APモデル（AP Model）

Cisco IOSリリースの詳細。Cisco IOSバージョン（Cisco IOS
Version）

自己署名または製造者がインストールした証明書。AP証明書タイプ（AP Certificate
Type）

FlexConnectモードがサポートされているかどうかを示します。FlexConnectモードをサポート
（FlexConnect Mode Supported）

wIPSプロファイル（wIPSProfile）
（該当する場合）

wIPSプロファイルの詳細情報。プロファイル名（Profile Name）

zIPSプロファイルのバージョン。プロファイルバージョン（Profile
Version）

Unique Device Identifier（UDI）

アクセスポイントの Cisco APの名前。[名前（Name）]

アクセスポイントの説明。説明

注文可能な製品 ID。製品 ID

製品 IDのバージョン。バージョン ID（Version ID）

一意の製品シリアル番号。シリアル番号（Serial Number）

クリックするとアクセスポイントに pingが実行されます。結果はポップアップ
ダイアログボックスに表示されます。

Ping実行テストリンク（Run Ping
Test Link）

クリックすると、このアクセスポイントに関連付けられたアラームが表示されま

す。

アラームリンク（Alarms Link）

クリックすると、このアクセスポイントに関連付けられたイベントが表示されま

す。

イベントリンク（Events Link）
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次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）] > [全般（General）]の Autonomousアクセスポイン
トの各フィールドについて説明します。

表 27 : Autonomousアクセスポイントの [全般（General）]タブのフィールド

説明フィールド

オペレータが定義したアクセスポイント名。AP名

アクセスポイントの IPアドレス、イーサネットMACアドレス。APIPアドレスとイーサネットMACアドレス（AP
IP address and Ethernet MAC address）

アクセスポイントが送受信できる状態になっている時間（日、時

間、分、秒）を示します。

AP稼働時間（AP UpTime）

アクセスポイントのカスタマー定義の場所名。クリックするとマッ

プ上で実際の場所が表示されます。

マップロケーション（Map Location）

アクセスポイントがワークグループブリッジモードかどうかを

示します。

WGBモード（WGB Mode）

SNMP情報（SNMP Info）

システムオブジェクト ID。SysObjectId

システムデバイスの種類とファームウェアの現在のバージョン。SysDescription

デバイスが設置されている建物の名前や部屋など、デバイスの物

理的な場所。

SysLocation

デバイスを担当するシステム管理者の名前。SysContact

バージョン

現在コントローラで実行されているコードのオペレーティングシ

ステムの release.version.dot.maintenance番号。
ソフトウェアバージョン（Software Version）

指定した期間の最大、平均、および最小 CPU使用率が表示されま
す。

CPU使用率

指定した期間の最大、平均、および最小メモリ使用率が表示され

ます。

メモリ使用率（Memory Utilization）

インベントリ情報（Inventory Information）

APタイプを表示します。APタイプ（AP Type）

APモデル番号を表示します。APモデル（AP Model）

APの一意のシリアル番号を表示します。APシリアル番号（AP Serial Number）
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説明フィールド

選択した APで FlexConnectモードがサポートされているかどうか
を表示します。

FlexConnectモードをサポート（FlexConnect Mode
Supported）

Unique Device Identifier（UDI）

アクセスポイントの Cisco APの名前。[名前（Name）]

アクセスポイントの説明。説明

注文可能な製品 ID。製品 ID

製品 IDのバージョン。バージョン ID（Version ID）

一意の製品シリアル番号。シリアル番号（Serial Number）

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

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）] > [インターフェイス（Interfaces）]の各フィールド
について説明します。

表 28 : [インターフェイス（Interfaces）]タブのフィールド

説明フィールド

インターフェイス（Interface）

イーサネットインターフェイスが有効になっているかどうかを示

します。

管理ステータス（Admin Status）

イーサネットインターフェイスが動作可能かどうかを示します。動作ステータス（Operational Status）

受信したユニキャストパケットの数を示します。Rxユニキャストパケット（Rx Unicast Packets）

送信したユニキャストパケットの数を示します。Txユニキャストパケット（Tx Unicast Packets）

受信した非ユニキャストパケットの数を示します。Rx非ユニキャストパケット（Rx Non-Unicast
Packets）

送信した非ユニキャストパケットの数を示します。Tx非ユニキャストパケット（Tx Non-Unicast
Packets）
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説明フィールド

無線インタフェース

802.11a/nまたは 802.11b/g/n、XOR（2.4GHz）、XOR（5GHz）、ま
たは XOR（モニタモード）。

プロトコル

アクセスポイントが有効か無効かを示します。管理ステータス（Admin Status）

アクセスポイントが CleanAirを使用できるかどうかを示します。CleanAir対応（CleanAir Capable）

CleanAirのステータスを示します。CleanAirステータス（CleanAir Status）

Cisco無線がブロードキャストしているチャネルを示します。チャネル番号（Channel Number）

Cisco無線がブロードキャストしているセカンダリチャネルを示し
ます。

拡張チャネル（Extension Channel）

アクセスポイント送信電力レベル：1 =国番号設定で許可される最
大電力、2 = 50 %の電力、3 = 25 %の電力、4 = 6.25～ 12.5 %の電
力、5 = 0.195～ 6.25 %の電力。

電力レベル（Power Level）

この無線インターフェイスのチャネル帯域幅を示します。デフォル

トの設定は 20 MHzです。これは最小値でもあります。最大設定値
は、この無線がサポートする最大チャネル幅です。

チャネル幅（Channel Width）

アンテナの種類を示します。アンテナ名（Antenna Name）

次の表に、[インターフェイスプロパティ（Interface properties）]フィールドを示します。

表 29 : [インターフェイスプロパティ（Interface Properties）]フィールド

説明フィールド

アクセスポイントの名前。AP名

インターフェイスの速度をMbps単位で示します。リンク速度（Link speed）

インターフェイス上で受信したエラーのないパケットの総バイト数を示

します。

RXバイト（RX Bytes）

インターフェイス上で受信したユニキャストパケットの総数を示しま

す。

Rxユニキャストパケット（RX Unicast
Packets）

インターフェイス上で受信した非ユニキャストまたはマルチキャストパ

ケットの総数を示します。

Rx非ユニキャストパケット（RX
Non-Unicast Packets）

インターフェイス上で受信したパケット内の CRCエラーの総数を示し
ます。

入力 CRC（Input CRC）
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説明フィールド

インターフェイスでの受信中に発生した、パケットのすべてのエラーの

合計を示します。

入力エラー（Input Errors）

入力レートがレシーバのデータ処理能力を超えたために、レシーバハー

ドウェアが受信データをハードウェアバッファに送信できなかった回数

を示します。

入力オーバーラン（Input Overrun）

インターフェイス上で受信したパケット内のリソースエラーの総数を示

します。

入力リソース（Input Resource）

メディアの最小パケットサイズよりも小さいために廃棄されたパケット

数を示します。

ラント（Runts）

インターフェイスが、送信中のパケットが多すぎるため、配信速度を落

とすように、送信 NICにアドバイスを送信した合計回数を示します。
スロットル（Throttle）

イーサネットコリジョンにより再送信したパケットの総数を示します。出力コリジョン（Output Collision）

インターフェイス上で送信したパケットのリソースエラーの総数を示し

ます。

出力リソース（Output Resource）

最終的にインターフェイスからのパケットの送信ができなかった原因と

なるエラーの合計数を示します。

出力エラー（Output Errors）

AP上の物理イーサネットインターフェイスの動作状態を示します。動作ステータス（Operational Status）

インターフェイスのデュプレックスモードを示します。デュプレックス（Duplex）

インターフェイス上で送信したエラーのないパケットの総バイト数を示

します。

Txバイト（TX Bytes）

インターフェイス上で送信したユニキャストパケットの総数を示しま

す。

Txユニキャストパケット（TX Unicast
Packets）

インターフェイス上で送信した非ユニキャストまたはマルチキャストパ

ケットの総数を示します。

Tx非ユニキャストパケット（TXNon-Unicast
Packets）

インターフェイス上で受信中に中断されたパケットの総数を示します。入力中断（Input Aborts）

インターフェイス上で受信した、CRCエラーがあり、オクテット数が整
数でないパケットの総数を示します。

入力フレーム（Input Frames）

インターフェイス上での受信中に、キューが一杯だったためにドロップ

されたパケットの総数を示します。

入力ドロップ（Input Drops）

不明なプロトコルが原因でインターフェイス上で廃棄されたパケットの

総数を示します。

不明なプロトコル（Unknown Protocol）
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説明フィールド

メディアの最大パケットサイズを超過したために廃棄されたパケット数

を示します。

ジャイアント（Giants）

インターフェイスが完全にリセットされた回数を示します。インターフェイスリセット（Interface
Resets）

バッファ領域がなかったために廃棄されたパケットの総数を示します。出力バッファなし（Output No Buffer）

ルータの処理能力を超えた速度でトランスミッタが動作した回数を示し

ます。

出力アンダーラン（Output Underrun）

インターフェイスからの送信中に、キューが一杯だったためにドロップ

されたパケットの総数を示します。

出力総ドロップ数（Output Total Drops）

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

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）] > [CDPネイバー（CDP Neighbors）]の各フィールド
について説明します。

表 30 : [CDPネイバー（CDP Neighbors）]タブのフィールド

説明フィールド

アクセスポイントに割り当てられた名前。AP名

アクセスポイントの IPアドレス。AP IPアドレス（AP IP Address）

アクセスポイントに接続されているか割り当てられているポート番号。ポート番号（Port No）

ローカルインターフェイスを示します。ローカルインターフェイス（Local Interface）

隣接するシスコデバイスの名前。ネイバー名（Neighbor Name）

隣接するシスコデバイスのネットワークアドレス。ネイバーアドレス（Neighbor Address）

隣接するシスコデバイスのポート。ネイバーポート（Neighbor Port）

全二重なのか半二重なのかを示します。デュプレックス（Duplex）

インターフェイスが動作している速度。インターフェイス速度（Interface Speed）
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[モニタ（Monitor）]>[ワイヤレステクノロジー（Wireless
Technologies）]> [アクセスポイントの無線（AccessPoint
Radios）] > [現在関連付けられているクライアント
（Current Associated Client）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）] > [現在関連付けられているクライアント（Current
Associated Client）]の各フィールドについて説明します。

現在関連付けられているクライアントの IPアドレスは、（現在関連付けられているクライア
ントが起動された）現在のスイッチがそのクライアントの IPアドレスを取得している場合に
のみ表示されます。

（注）

表 31 : [現在関連付けられているクライアント（Current Associated Client）]タブのフィールド

説明フィールド

関連付けられているクライアントのユーザ名。[ユーザ名（Username）]

関連付けられているクライアントの IPアドレス。[IPアドレス（IP Address）]

関連付けられているクライアントのMACアドレス。クライアントMACアドレス（Client MAC Address）

アソシエーションの日時。アソシエーション時間（Association Time）

アソシエーションの継続時間。稼動時間（UpTime）

ユーザ定義の SSID名。SSID

関連付けられているクライアントの、信号対雑音比（dB単
位）。

SNR (dB)

受信信号強度インジケータ（dBm）。RSSI

イーサネットインターフェイスをいずれかの方法で経由し

て渡されたデータの総量。

バイト Tx（Bytes Tx）

イーサネットインターフェイスをいずれかの方法で経由し

て受信したデータの総量。

バイト Rx（Bytes Rx）
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説明フィールド

アクセスポイントがコントローラに関連付けられてい

ない場合、コントローラ自身ではなく、データベースを

使用してデータが取得されます。アクセスポイントが

関連付けられていない場合、次のフィールドが表示され

ます。

クライアントのユーザ名。ユーザ名

ローカル IPアドレス。[IPアドレス（IP Address）]

クライアントMACアドレス。クライアントMACアドレス（Client MAC Address）

クライアント関連付けのタイムスタンプ。アソシエーション時間（Association Time）

セッションの時間の長さ。セッションの長さ（Session Length）

ユーザ定義の SSID名。SSID

関連付けられているクライアントのプロトコル。プロトコル

[モニタ（Monitor）]>[ワイヤレステクノロジー（Wireless
Technologies）]> [アクセスポイントの無線（AccessPoint
Radios）] > [SSID]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセ
スポイントの無線（Access Point Radios）] > [SSID]の各フィールドについて説明します。

表 32 : [SSID]タブのフィールド

説明フィールド

アクセスポイントの無線によってブロードキャストされているサービスセッ

ト ID。
SSID

アクセスポイント上の SSIDは、特定の VLAN IDまたは名前を認識するた
めに設定されます。

SSID Vlan（SSID Vlan）

アクセスポイント上の SSIDは、特定の VLAN IDまたは名前を認識するた
めに設定されます。

SSID Vlan名（SSID Vlan Name）
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説明フィールド

DDISブロードキャストが無効になっていると、ワイヤレスクライアントが
SSIDを取得済みであるか、APに関連付けられているクライアントからのト
ラフィックをモニタするツールを使用していない限り、APは基本的に表示
されません。

MB SSIDブロードキャスト（MB SSID
Broadcast）

SSID内の内部通信が動作を継続する時間。MB SSID期間（MB SSID Time Period）

[不正 APアラーム（Rogue AP Alarms）]ページ
次の表で、[不正APアラーム（Rogue AP Alarms）]ページにあるフィールドについて説明しま
す。

表 33 : [不正 APアラーム（Rogue AP Alarms）]ページのフィールド

説明フィールド

アラームの重大度をアイコンで表示します。SeverityConfiguration機能を使用して、
次の不正アクセスポイントアラームタイプの重大度を決定できます。

•不正アクセスポイントが検出されました。

•不正アクセスポイントが検出され、封じ込められました。

•不正がネットワークで検出されました。

重大度（Severity）

不正アクセスポイントのMACアドレスを示します。不正MACアドレス（RogueMAC
Address）

不正アクセスポイントのベンダー名または [不明（Unknown）]ベンダー（Vendor）

[保留中（Pending）]、[悪意のある（Malicious）]、[危険性のない（Friendly）]、ま
たは [未分類（Unclassified）]。

分類タイプ（Classification Type）

この不正アクセスポイントに該当するすべての無線タイプをリストします。無線タイプ（Radio Type）

その不正の存続期間にわたってこの不正アクセスポイントに最も強力な AP RSSI
を表示します。不正アクセスポイントと、建物または場所の間に存在する最短距

離を示すために、不正の存続期間を超えて最も強いAPRSSIが表示されます。RSSI
が大きいほど、場所は近くなります。

最も強力なAPRSSI（StrongestAP
RSSI）

この不正アクセスポイントに関連付けられた不正クライアントの数を示します。

この数は、Prime Infrastructureデータベースから取得します。2時間ごとに更新され
ます。この数はリアルタイムの数であり、この不正アクセスポイントの [アラーム
の詳細（Alarm Details）]ページを開くたびに更新されます。

不正クライアントの数（No. of
Rogue Clients）
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説明フィールド

このアラームを割り当てる個人の名前、または（空白）。[オーナー（Owner）]

不正アクセスポイントが最後に確認された日時を表示します。最終確認時刻（Last Seen Time）

アラームの状態を示します。可能な状態は、不正アクセスポイントの分類タイプ

によって異なります。

•悪意のある不正アクセスポイントの状態には、Alert、Contained、Threat、
Contained Pending、および Removedがあります。

•危険性のない不正アクセスポイントの状態には、Internal、External、および
Alertがあります。

•未分類の不正アクセスポイントの状態には、Pending、Alert、Contained、およ
び Contained Pendingがあります。

ステート（State）

不正アクセスポイントの無線によってブロードキャストされるサービスセット識

別子を示します。SSIDがブロードキャストされていない場合は空欄になります。
SSID

この不正アクセスポイントのマップ位置。マップロケーション（Map
Location）

対象ユーザがこのアラームを確認済みであるかどうかが表示されます。

[アラームのまとめ（Alarm Summary）]ページに表示されないように、アラームを
承認できます。アラームは Prime Infrastructure内に残るため、アラーム検索機能を
使用すると、確認応答したすべてのアラームを検索できます。

承認済み（Acknowledged）

アラーム重大度インジケータアイコン
表 34 :アラーム重大度インジケータアイコン

意味アイコ

ン

クリティカル（Critical）

[メジャー（Major）]

[マイナー（Minor）]

警告
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意味アイコ

ン

情報

不明

コントローラがダウンした場合、コントローラインベントリダッシュレットでコントローラのス

テータスが重大として表示されます。しかし、無線インベントリダッシュレットでは、最後の既

知のステータスのままになります。[モニタ（Monitor）] > [AP]ページには、APアラームステータ
スが [不明（Unknown）]と表示されます。

（注）

クリア：不正がどのアクセスポイントでも検出されなくなった場合に表示されます。

不正は、複数のアクセスポイントによって検出されることがあります。1つのアクセスポイント
が不正を検出しなくなっても、他のアクセスポイントが検出する場合は、クリアは送信されませ

ん。

（注）

不正の重大度がクリアされると、アラームは 30日後に Prime Infrastructureから削除されます。（注）

不正 APアラームのコマンドの選択
1つ以上のアラームをそれぞれ対応するチェックボックスをオンにして選択し、次のドリップ
ダウンリストからいずれかのコマンドを選択します。

表 35 :不正 APアラームのコマンドドロップダウンメニュー

説明フィールド

• [確認（Acknowledge）]：アラームに確認応答し、[アラームのまとめ（Alarm Summary）]
ページに表示されないようにします。アラームはPrime Infrastructure内に残るため、アラー
ム検索機能を使用すると、確認応答したすべてのアラームを検索できます。

• [未確認（Unacknowledge）]：すでに認知しているアラームを未認知にします。

• [クリア（Clear）]：選択したアラームをクリアします。アラームがどのアクセスポイント
でも検出されなくなったことを示します。重大度が [クリア（Clear）]になると、アラーム
は 30日経過後に Prime Infrastructureから削除されます。

ステータスの変更

（Change Status）
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説明フィールド

• [未分類 -アラート（Unclassified - Alert）]：不正アクセスポイントに最小の脅威とするタ
グを設定し、その不正アクセスポイントの監視を継続して、封じ込めをオフにするには、

このコマンドを選択します。不正アクセスポイントのMACアドレスを示します。

• [悪意のある -アラート（Malicious - Alert）]：不正アクセスポイントに「悪意がある」と
するタグを設定するには、このコマンドを選択します。

• [危険性のない -内部（Friendly - Internal）]：不正アクセスポイントに内部とするタグを設
定し、[既知の不正AP（KnownRogueAP）]リストに追加して封じ込めをオフにするには、
このコマンドを選択します。

• [危険性のない -外部（Friendly - External）]：不正アクセスポイントに外部とするタグを設
定し、[既知の不正AP（KnownRogueAP）]リストに追加して封じ込めをオフにするには、
このコマンドを選択します。

• [ネットワークからの更新（Refresh from Network）]：ネットワークを更新します。

状態の変更

• [自分に割り当てる（Assign to me）]：選択したアラームを現在のユーザに割り当てます。

• [割り当て解除（Unassign）]：選択したアラームの割り当てを解除します。

• [所有者の選択（Select Owner）]：選択したアラームを特定のユーザに割り当てます。

割り当て(Assign)

メモを入力し、そのメモを保存して表示するには [投稿（Post）]をクリックします。メモを保
存せずにページを閉じるには [閉じる（Close）]をクリックします。

注釈（Annotation）

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント
（Alarms and Events）] > [電子メール通知（Email Notification）]ページに移動し、電子メールで
の通知を設定します。

電子メール通知
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[不正APアラームの詳細（Rogue AP Alarm Details）]ペー
ジのドロップダウンメニュー
表 36 : [不正 APアラームの詳細（Rogue AP Alarm Details）]ページのメニュー

説明フィールド

• [確認（Acknowledge）]：アラームに確認応答し、[アラームのまとめ（AlarmSummary）]ペー
ジに表示されないようにします。アラームは Prime Infrastructure内に残るため、アラーム検索
機能を使用すると、確認応答したすべてのアラームを検索できます。

• [未確認（Unacknowledge）]：すでに認知しているアラームを未認知にします。

• [クリア（Clear）]：選択したアラームをクリアします。アラームがどのアクセスポイントで
も検出されなくなったことを示します。重大度が [クリア（Clear）]になると、アラームは 30
日経過後に Prime Infrastructureから削除されます。

• [状態を「未分類 -アラート」に設定（Set State to ‘Unclassified - Alert’）]：不正アクセスポイ
ントに最低の脅威とするタグを設定し、その不正アクセスポイントの監視を継続して、封じ

込めをオフにするには、このコマンドを選択します。

• [状態を「悪意のある -アラート」に設定（Set State to ‘Malicious - Alert’）]：不正アクセスポ
イントに「悪意がある」とするタグを設定するには、このコマンドを選択します。

• [状態を「危険性のない -内部」に設定（Set State to ‘Friendly - Internal’）]：不正アクセスポイ
ントに内部とするタグを設定し、[既知の不正AP（KnownRogueAP）]リストに追加して封じ
込めをオフにするには、このコマンドを選択します。

• [状態を「危険性のない -外部」に設定（Set State to ‘Friendly - External’）]：不正アクセスポイ
ントに外部とするタグを設定し、[既知の不正AP（KnownRogueAP）]リストに追加して封じ
込めをオフにするには、このコマンドを選択します。

• [ネットワークからの更新（Refresh from Network）]：アラームの詳細情報を更新します。

ステータスの変更

（Change Status）

• [自分に割り当てる（Assign to me）]：選択したアラームを現在のユーザに割り当てます。

• [割り当て解除（Unassign）]：選択したアラームの割り当てを解除します。

• [所有者の選択（Select Owner）]：所有者を割り当てます。

割り当て(Assign)

•ネットワークでのAP検出の表示（View Detecting AP on Network）

•コントローラ別の詳細の表示（View Details by Controller）

表示（View）
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説明フィールド

• [1 AP封じ込め（1 AP Containment）]：不正アクセスポイントを 1つのアクセスポイントで封
じ込めます。（最小封じ込めレベル）。

• [2 AP封じ込め（2 AP Containment）]：不正アクセスポイントを 2つの Cisco 1000シリーズ
Lightweightアクセスポイントで封じ込めます。

• [3 AP封じ込め（3 AP Containment）]：不正アクセスポイントを 3つの Cisco 1000シリーズ
Lightweightアクセスポイントで封じ込めます。

• [4 AP封じ込め（4 AP Containment）]：不正アクセスポイントを 4つの Cisco 1000シリーズ
Lightweightアクセスポイントで封じ込めます。（最大封じ込めレベル）。

不正アクセスポイントの脅威が高いほど、高い封じ込め処理が必要です。

不正アクセスポイントの封じ込めは法的責任を伴う場合があります。AP封じ込めコマンドのいず
れかを選択すると、メッセージ「不正APを封じ込めると法的影響が出る可能性があります。続行
しますか?（Containing a Rogue AP may have legal consequences.Do you want to continue?）」が表示さ
れます。処理を続行する場合は [OK]をクリックします。アクセスポイントを封じ込めない場合は
[キャンセル（Cancel）]をクリックします。

AP封じ込め（AP
Containment）

アドホック不正アラームの詳細
次の表で、[アドホック不正アラームの詳細（AdhocRogueAlarmDetails）]ページにあるフィー
ルドについて説明します。

表 37 : [アドホック不正アラーム（Ad hoc Rogue Alarm）]のフィールド

説明フィールド

一般

不正アクセスポイントのMACアドレスを表示します。不正MACアドレス（Rogue MAC
Address）

不正アクセスポイントのベンダー名または [不明（Unknown）]を表示します。

Airlinkの不正アクセスポイントのアラームは Airlinkではなく、Alphaと表示さ
れます。

ベンダー（Vendor）

APなど、不正のタイプを表示します。不正タイプ（Rogue Type）

不正検出がどのように発生したかを表示します。ネットワーク上（On Network）

不正を検出したコントローラの名前を表示します（[はい（Yes）]または [いいえ
（No）]）。

コントローラ(Controller)
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説明フィールド

不正を検出したスイッチポートトレースを表示します。スイッチポートトレー

スのタイプは次のいずれかです。

•トレースしたが見つからなかった（Traced but not found）

•トレースして見つかった（Traced and found）

•トレースしなかった（Not traced）

スイッチポートトレース（Switch
Port Trace）

所有者の名前を表示します。空欄のままの場合もあります。[オーナー（Owner）]

対象ユーザがこのアラームを確認済みであるかどうかが表示されます。[アラーム
のまとめ（AlarmSummary）]ページに表示されないように、アラームを承認でき
ます。アラームは Prime Infrastructure内に残るため、アラーム検索機能を使用す
ると、確認応答したすべてのアラームを検索できます。

承認済み（Acknowledged）

不正アクセスポイントの分類タイプを表示します。次の分類があります。

• Malicious

•危険性のない（Friendly）

•未分類（Unclassified）

分類タイプ（Classification Type）

アラームの状態を表示します。不正アクセスポイントの分類タイプによって、表

示される状態が異なります。

ステート（State）

不正アクセスポイントの無線によってブロードキャストされるサービスセット

識別子を表示します。このフィールドは、SSIDブロードキャストでない場合は空
欄のままになります。

SSID

不正アクセスポイントのチャネルを表示します。チャネル番号（Channel Number）

不正アクセスポイントの封じ込めレベルを表示します。封じ込めレベル（Containment
Level）

この不正アクセスポイントに該当するすべての無線タイプをリストします。無線タイプ（Radio Type）

この不正アクセスポイントの不正の存続期間にわたって最も強力なAPRSSIを表
示します。

不正の存続期間で最も強い AP RSSIは、不正アクセスポイントとユーザのビル
ディングまたは場所間に存在した最も近い距離を示します。RSSIが大きいほど、
場所は近くなります。

最も強力な AP RSSI（Strongest AP
RSSI）
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説明フィールド

この不正アクセスポイントに関連付けられた不正クライアントの数を表示しま

す。

これは、唯一のリアルタイムフィールドです。これは、この不正アクセスポイ

ントの [アラームの詳細（AlarmDetails）]ページを開くたびに更新されます。[ア
ラームの詳細（AlarmDetails）]ページのその他すべてのフィールドは、ポーリン
グによってデータが設定され、2時間ごとに更新されます。

不正クライアントの数（No. of
Rogue Clients）

不正アクセスポイントが最初に検出された日時を表示します。この情報は、コン

トローラから入力されます。

初回確認時刻（First Seen Time）

不正アクセスポイントが最後に検出された日時を表示します。この情報は、コン

トローラから入力されます。

最終確認時刻（Last Seen Time）

アラームイベントがいつ変更されたかを表示します。変更あり

アラームイベントがどのように生成されたか（NMSかトラップからか）を表示
します。

• NMS（ネットワーク管理システム - Prime Infrastructure）：ポーリングにより
生成。Prime Infrastructureは、コントローラを定期的にポーリングして、イベ
ントを生成します。Prime Infrastructureは、トラップを無効にするか、これら
のイベントのトラップが失われるとイベントを生成します。この場合、[生成
者（Generated by）]には NMSと表示されます。

• [トラップ（Trap）]：コントローラによって生成されます。Prime Infrastructure
は、これらのトラップを処理して、対応するイベントを発生させます。この

場合、[生成者（Generated by）]はコントローラです。

生成者（Generated By）

アラームの重大度を表示します。重大度（Severity）

アラームの以前の重大度を表示します。

•クリティカル（Critical）

•メジャー

• [マイナー（Minor）]

•クリア（Clear）

以前の重大度（Previous Severity）

イベントの詳細情報を表示します。イベントの詳細（Event Details）

不正 APアラーム履歴の詳細情報を表示します。不正 AP履歴（Rogue AP History）
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説明フィールド

スイッチポートトレースのステータスを表示します。スイッチポートトレース

のステータスに含まれる可能性がある項目は次のとおりです。

•トレースしたが見つからなかった（Traced, but not found）

•トレースして見つかった（Traced and found）、トレースしなかった（Not
traced）

•失敗（Failed）

スイッチポートトレースステータ

ス（Switch Port Trace Status）

このアクセスポイントの不正クライアントを表示します。クライアントMACア
ドレス、クライアントが最後に確認された日時、クライアントの現在のステータ

スなどが含まれます。

不正クライアント（RogueClients）

この不正アクセスポイントに関する最新のメッセージを表示します。次について

のメッセージが送信されます。

•最初に検出された不正アクセスポイント

•送信されたトラップ

•変更された状態

メッセージ

この不正アクセスポイントに関する現在のメモを表示します。

新しい注釈を追加するには、[新しい注釈（NewAnnotation）]をクリックします。
メモを入力し、そのメモを保存して表示するには [投稿（Post）]をクリックしま
す。メモを保存せずにページを閉じるには [キャンセル（Cancel）]をクリックし
ます。

注釈

クライアントに対して記録されている位置の通知の数が表示されます。ロケーション通知（Location
Notifications）

可能な場合は、場所情報を表示します。参照先

[不正AP履歴の詳細（Rogue AP History Details）]ページ
次の表で、[不正AP履歴の詳細（Rouge APHistory Details）]ページにあるフィールドについて
説明します。

表 38 :不正 AP履歴の詳細（Rogue AP History Details）

説明フィールド

アラームの重大度。重大度（Severity）
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説明フィールド

不正アクセスポイントのMACアドレス。不正MACアドレス（Rogue MAC
Address）

悪意のある（Malicious）、危険性のない（Friendly）、または未分類
（Unclassified）。

分類タイプ（Classification Type）

この不正アクセスポイントに該当するすべての無線タイプをリストします。無線タイプ（Radio Type）

この不正アクセスポイントの不正の存続期間にわたって最も強力な AP RSSI
を表示します。不正の存続期間で最も強い AP RSSIは、不正アクセスポイン
トとユーザのビルディングまたは場所間に存在した最も近い距離を示します。

RSSIが大きいほど、場所は近くなります。

最も強力な AP RSSI（Strongest AP
RSSI）

この不正アクセスポイントに関連付けられた不正クライアントの数を示しま

す。

不正クライアントの数（No. of Rogue
Clients）

不正アクセスポイントが最初に検出された日時を示します。この情報は、コ

ントローラから入力されます。

初回確認時刻（First Seen Time）

不正アクセスポイントが最後に検出された日時を示します。この情報は、コ

ントローラから入力されます。

最終確認時刻（Last Seen Time）

アラームの状態を示します。可能な状態は、不正アクセスポイントの分類タ

イプによって異なります。

ステート（State）

不正アクセスポイント無線によってブロードキャストされているサービス

セット ID（SSID）。SSIDがブロードキャストされない場合は空欄になりま
す。

SSID

このアラームのカテゴリ（Securityや Prime Infrastructureなど）を示します。カテゴリ（Category）

不正検出がどのように発生したかを示します。

• [コントローラ（Controller）]：コントローラが不正を検出しました（[は
い（Yes）]または [いいえ（No）]）。

• [スイッチポートトレース（Switch Port Trace）]：不正がスイッチポート
トレースによって検出されました。[トレースしたが、見つからなかった
（Traced but not found）]、[トレースして見つかった（Traced and found）]、
[トレースしなかった（Not traced）]のいずれかで示されます。

ネットワーク上（On Network）

アドホック不正のチャネルを示します。チャネル番号（Channel Number）

アドホック不正の封じ込めレベル、または [未割り当て（Unassigned）]を示し
ます。

封じ込めレベル（Containment Level）
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説明フィールド

スイッチポートトレースのステータスを示します。スイッチポートトレー

スステータスには、[トレースしたが、見つからなかった（Traced but not
found）]、[トレースして見つかった（Traced and found）]、[トレースしなかっ
た（Not traced）]、[失敗（Failed）]があります。

スイッチポートトレースステータス

（Switch Port Trace Status）

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

次の表で、[不正APイベント履歴の詳細（RougeAPEventHistoryDetails）]ページにあるフィー
ルドについて説明します。

表 39 :不正 APイベント履歴の詳細（Rogue AP Event History Details）

説明フィールド

アラームの重大度。重大度（Severity）

不正アクセスポイントのMACアドレス。不正MACアドレス（Rogue MAC
Address）

不正アクセスポイントのベンダー名または [不明（Unknown）]ベンダー（Vendor）

悪意のある（Malicious）、危険性のない（Friendly）、または未分類
（Unclassified）。

分類タイプ（Classification Type）

不正検出が発生したかどうかを示します。コントローラが不正を検出しま

した（[はい（Yes）]または [いいえ（No）]）。
ネットワーク上（On Network）

この不正アクセスポイントに該当するすべての無線タイプをリストします。無線タイプ（Radio Type）

イベントが生成された日時。日時

アラームの状態を示します。可能な状態は、不正アクセスポイントの分類

タイプによって異なります。

ステート（State）

不正アクセスポイント無線によってブロードキャストされているサービス

セット ID（SSID）。SSIDがブロードキャストされない場合は空欄になり
ます。

SSID
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[アドホック不正アラーム（AdhocRogueAlarms）]ページ
次の表で、[アドホック不正アラーム（Ad hoc Rogue Alarms）]ページにあるフィールドについ
て説明します。

表 40 :アドホック不正アラームの詳細（Ad hoc Rogue Alarms Details）

説明フィールド

アラームの重大度をアイコンで表示します。SeverityConfiguration機能を使用して、
次の不正アクセスポイントアラームタイプの重大度を決定できます。

•不正アクセスポイントが検出されました。

•不正アクセスポイントが検出され、封じ込められました。

•不正がネットワークで検出されました。

重大度（Severity）

不正のMACアドレスを示します。不正MACアドレス（Rogue MAC
Address）

アドホック不正ベンダー名または [不明（Unknown）]を示します。ベンダー（Vendor）

この不正アクセスポイントに該当するすべての無線タイプをリストします。無線タイプ（Radio Type）

この不正の存続期間にわたって、この不正の最も強力な AP RSSIを表示します。
不正の存続期間で最も強い AP RSSIは、不正とユーザのビルディングまたは場所
間に存在した最も近い距離を示します。RSSIが大きいほど、場所は近くなります。

最も強力なAPRSSI（Strongest AP
RSSI）

この不正アクセスポイントに関連付けられた不正クライアントの数を示します。

不正クライアントの数は、[アラームの詳細（Alarm Details）]ページの唯一のリア
ルタイムフィールドです。これは、この不正アクセスポイントの [アラームの詳
細（Alarm Details）]ページを開くたびに更新されます。[アラームの詳細（Alarm
Details）]ページのその他すべてのフィールドは、ポーリングによってデータが設
定され、2時間ごとに更新されます。

不正クライアントの数（No. of
Rogue Clients）

所有者を示すか、空欄です。[オーナー（Owner）]

不正アクセスポイントが最後に確認された日時を表示します。最終確認時刻（Last Seen Time）

アラームの状態を示します。アドホック不正の可能な状態には、[脅威（Threat）]、
[アラート（Alert）]、[内部（Internal）]、[外部（External）]、[封じ込め済み
（Contained）]、[封じ込め保留中（Contained Pending）]、および [削除済み
（Removed）]があります。

ステート（State）

不正アドホック無線によってブロードキャストされるサービスセット識別子。ブ

ロードキャストがない場合は空白になります。

SSID
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説明フィールド

このアドホック不正のマップ場所を示します。マップロケーション（Map
Location）

対象ユーザがこのアラームを確認済みであるかどうかが表示されます。

[アラームのまとめ（Alarm Summary）]ページに表示されないように、アラームを
承認できます。アラームは Prime Infrastructure内に残るため、アラーム検索機能を
使用すると、確認応答したすべてのアラームを検索できます。

承認済み（Acknowledged）

アドホック不正 APアラームのコマンドの選択
1つ以上のアラームをそれぞれ対応するチェックボックスをオンにして選択し、次のドリップ
ダウンリストからいずれかのコマンドを選択します。

表 41 :アドホック不正 APアラームのコマンド

説明フィールド

• [確認（Acknowledge）]：[アラームのまとめ（AlarmSummary）]ページに表示されないよ
うに、アラームを承認します。アラームは Prime Infrastructureに保存されるため、アラー
ム検索機能を使用して、すべての認知しているアラームを検索できます。

• [未確認（Unacknowledge）]：すでに認知しているアラームを未認知にします。

• [クリア（Clear）]：選択したアラームをクリアします。アラームがどのアクセスポイン
トでも検出されなくなったことを示します。重大度が [クリア（Clear）]になると、アラー
ムは 30日経過後に Prime Infrastructureから削除されます。

•この状態のすべてをクリア（Clear all of this Condition）

ステータスの変更

（Change Status）

• [未分類 -アラート（Unclassified - Alert）]：不正アクセスポイントに最小の脅威とするタ
グを設定し、その不正アクセスポイントの監視を継続して、封じ込めをオフにするには、

このコマンドを選択します。不正アクセスポイントのMACアドレスを示します。

• [悪意のある -アラート（Malicious - Alert）]：不正アクセスポイントに「悪意がある」と
するタグを設定するには、このコマンドを選択します。

• [危険性のない -内部（Friendly - Internal）]：不正アクセスポイントに内部とするタグを
設定し、[既知の不正AP（KnownRogueAP）]リストに追加して封じ込めをオフにするに
は、このコマンドを選択します。

• [危険性のない -外部（Friendly - External）]：不正アクセスポイントに外部とするタグを
設定し、[既知の不正AP（KnownRogueAP）]リストに追加して封じ込めをオフにするに
は、このコマンドを選択します。

• [ネットワークからの更新（Refresh from Network）]

状態の変更
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説明フィールド

• [自分に割り当てる（Assign tome）]：選択したアラームを現在のユーザに割り当てます。

• [割り当て解除（Unassign）]：選択したアラームの割り当てを解除します。

• Select Owner（オーナーの選択）

割り当て(Assign)

メモを入力し、そのメモを保存して表示するには [投稿（Post）]をクリックします。メモを保
存せずにページを閉じるには [閉じる（Close）]をクリックします。

注釈（Annotation）

選択したアラームを削除します。削除（Delete）

[モニタ（Monitor）] > [アラームおよびイベント（AlarmsandEvents）] > [電子メール通知（Email
Notification）]ページに移動し、電子メールでの通知を設定します。

電子メール通知

アドホック不正アラームの詳細の表示
表 42 : [アドホック不正アラームの詳細（Ad hoc Rogue Alarm Details）]ページの説明

説明フィールド

不正のMACアドレスを示します。不正MACアドレス（Rogue MAC
Address）

アドホック不正ベンダー名または [不明（Unknown）]を示します。ベンダー（Vendor）

不正検出がどのように発生したか（コントローラかスイッチポートトレース

か）を示します。

スイッチポートトレースは、重大度、状態などの不正の属性を更新しません。

不正の属性はスイッチポートトレースで更新されないため、スイッチポート

トレースを使用して、不正が「ネットワーク上にある」と検出された場合、ア

ラームは生成されません。

ネットワーク上（On Network）

所有者を示すか、空欄です。[オーナー（Owner）]

ユーザがアラームに確認応答したかどうかを示します。

アラームに確認応答すると、[アラームのまとめ（Alarm Summary）]ページに
表示されません。アラームは Prime Infrastructure内に残るため、アラーム検索
機能を使用すると、確認応答したすべてのアラームを検索できます。

承認済み（Acknowledged）

アラームの状態を示します。アドホック不正の可能な状態には、[脅威
（Threat）]、[アラート（Alert）]、[内部（Internal）]、[外部（External）]、[封
じ込め済み（Contained）]、[封じ込め保留中（Contained Pending）]、および [削
除済み（Removed）]があります。

ステート（State）
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説明フィールド

不正アドホック無線によってブロードキャストされるサービスセット識別子。

ブロードキャストがない場合は空白になります。

SSID

アドホック不正のチャネルを示します。チャネル番号（Channel Number）

アドホック不正の封じ込めレベル、または [未割り当て（Unassigned）]を示し
ます。

封じ込めレベル（ContainmentLevel）

この不正アクセスポイントに該当するすべての無線タイプをリストします。無線タイプ（Radio Type）

この不正の存続期間にわたって、この不正の最も強力な AP RSSIを表示しま
す。不正の存続期間で最も強いAP RSSIは、不正とユーザのビルディングまた
は場所間に存在した最も近い距離を示します。RSSIが大きいほど、場所は近く
なります。

最も強力な AP RSSI（Strongest AP
RSSI）

この不正アクセスポイントに関連付けられた不正クライアントの数を示しま

す。不正クライアントの数は、[アラームの詳細（Alarm Details）]ページの唯
一のリアルタイムフィールドです。これは、この不正アクセスポイントの [ア
ラームの詳細（Alarm Details）]ページを開くたびに更新されます。[アラーム
の詳細（AlarmDetails）]ページのその他すべてのフィールドは、ポーリングに
よってデータが設定され、2時間ごとに更新されます。

不正クライアントの数（No. of Rogue
Clients）

アラームイベントがいつ作成されたかを示します。作成日（Created）

アラームイベントがいつ変更されたかを示します。変更あり

アラームイベントがどのように生成されたか（NMSかトラップからか）を示
します。

生成者（Generated By）

アラームの重大度を示します。重大度（Severity）

アラームの以前の重大度：[重大（Critical）]、[メジャー（Major）]、[マイナー
（Minor）]、[クリア（Clear）]色分けして表示されます。

以前の重大度（Previous Severity）

不正アクセスポイントが最後に確認された日時を表示します。最終確認時刻（Last Seen Time）

クライアントに対して記録されている位置の通知の数が表示されます。リンク

をクリックすると、通知が表示されます。

ロケーション通知（Location
Notification）

このアドホック不正のマップ場所を示します。マップロケーション（MapLocation）

このアクセスポイントの不正クライアントをリストします。クライアントMAC
アドレス、クライアントが最後に確認された日時、クライアントの現在のステー

タスなどが含まれます。

不正クライアントの詳細（Rogue
Clients Details）

アラームについての説明情報を示します。メッセージ

アラームについての最新情報を示します。ヘルプ
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説明フィールド

イベント履歴を表示します。イベント履歴（Event History）

選択したアラームの既存のメモをリストします。注釈

[チョークポイント（Chokepoints）]ページ
次の表に、チョークポイントが表示されるページのフィールドを示します。

表 43 : [チョークポイント（Chokepoints）]フィールドの説明

説明フィールド

チョークポイントのMACアドレス。MACアドレス（MAC Address）

チョークポイントのユーザ定義の名前。チョークポイント名（Chokepoint Name）

チョークポイントが開始/終了チョークポイントかどうかを示し
ます。

開始/終了チョークポイント（Entry/ExitChokepoint）

チョークポイントのスタティック IPアドレス。静的 IP（Static IP）

チョークポイントの場所を示すマップへのリンク。マップロケーション（Map Location）

[AP検出干渉（AP Detected Interferers）]ページ
表 44 : [AP検出干渉（AP Detected Interferers）]ページのフィールド

説明フィールド

干渉の一意の識別子。これは、疑似乱数によって生成される IDです。MACアドレス
に似ていますが、たとえば Bluetoothヘッドセットで使用されるものなど、実際のアド
レスではありません。

干渉 ID（Interferer ID）
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説明フィールド

干渉のカテゴリを示します。デバイスのタイプの詳細を参照するには、ここをクリッ

クします。ポップアップウィンドウに詳細が表示されます。次のカテゴリがあります。

• [Bluetoothリンク（Bluetooth link）]：Bluetoothリンク（802.11b/g/nのみ）

• [電子レンジ（Microwave Oven）]：電子レンジ（802.11b/g/nのみ）s

• [802.11 FH]：802.11周波数ホッピングデバイス（802.11b/g/nのみ）

• [Bluetoothの検出（Bluetooth Discovery）]：Bluetooth検出（802.11b/g/nのみ）

• [TDDトランスミッタ（TDD Transmitter）]：時分割複信（TDD）トランスミッタ

• [電波妨害装置（Jammer）]：電波妨害デバイス

• [連続トランスミッタ（Continuous Transmitter）]：連続トランスミッタ

• [DECT型電話（DECT-like Phone）]：Digital Enhanced Cordless Communication
（DECT）対応電話

• [ビデオカメラ（Video Camera）]：ビデオカメラ

• [802.15.4]：802.15.4デバイス（802.11b/g/nのみ）

• [WiFi反転（WiFi Inverted）]：スペクトル反転Wi-Fi信号を使用するデバイス

• [WiFi無効チャネル（WiFi Invalid Channel）]：非標準のWi-Fiチャネルを使用する
デバイス

• [SuperAG]：802.11 SuperAGデバイス

• [Canopy]：Motorola Canopyデバイス

• [レーダー（Radar）]：レーダーデバイス（802.11a/nのみ）

• [XBox]：Microsoft Xbox（802.11b/g/nのみ）

• [WiMAXモバイル（WiMAX Mobile）]：WiMAXモバイルデバイス（802.11a/nの
み）

• [WiMAX固定（WiMAX Fixed）]：WiMAX固定デバイス（802.11a/nのみ）

• [WiFi AOCI]：AOCIを使用するWiFiデバイス

• Unclassified

タイプ（Type）
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説明フィールド

干渉デバイスのステータスを示します。

• [アクティブ（Active）]：CleanAir対応アクセスポイントにより現在干渉源が検出
されていることを示します。

• [非アクティブ（Inactive）]：CleanAir対応のアクセスポイントでは干渉が検出さ
れなくなった、または、Prime Infrastructureでは到達できなくなったことを示しま
す。

ステータス(Status)

干渉デバイスの重大度ランキングを表示します。重大度（Severity）

このデバイスが干渉している帯域を表示します。影響を受けるバンド（Affected
Band）

影響を受けるチャネルを表示します。影響を受けるチャネル

（Affected Channels）

干渉デバイスのデューティサイクル（%単位）デューティサイクル（%）
（Duty Cycle（%））

検出された時刻を表示します。検出済み（Discovered）

干渉が最後に検出された時刻。最終更新日

干渉デバイスが存在する場所。階数（Floor）

[AP検出干渉の詳細（APDetectedInterferersDetails）]ペー
ジ
表 45 : [AP検出干渉の詳細（AP Detected Interferers Details）]ページのフィールド

説明フィールド

[タイプ（Type）]：APにより検出された干渉デバイスのタイプが表示されます。干渉プロパティ

（Interferer Properties）
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説明フィールド

干渉デバイスのステータス。干渉デバイスのステータスを示します。

• [アクティブ（Active）]：CleanAir対応アクセスポイントにより現在干渉源が検出され
ていることを示します。

• [非アクティブ（Inactive）]：CleanAir対応のアクセスポイントでは干渉が検出されな
くなった、または、Prime Infrastructureでは到達できなくなったことを示します。

• [重大度（Severity）]：干渉デバイスの重大度ランクを示します。

• [デューティサイクル（%）（Duty Cycle (%)）]：干渉デバイスのデューティサイクル
（パーセンテージ）。

• [影響を受けるバンド（AffectedBand）]：このデバイスが干渉している帯域を表示しま
す。

• [影響を受けるチャネル（Affected Channels）]：影響を受けるチャネルを表示します。

• [検出済み（Discovered）]：検出された時刻を表示します。

• [最終更新日（Last Updated）]：干渉源が最後に検出された時刻。

ステータス(Status)

干渉デバイスのステータスを示します。

• [アクティブ（Active）]：CleanAir対応アクセスポイントにより現在干渉源が検出され
ていることを示します。

• [非アクティブ（Inactive）]：CleanAir対応のアクセスポイントでは干渉が検出されな
くなった、または、Prime Infrastructureでは到達できなくなったことを示します。

ステータス(Status)

• [階数（Floor）]：この干渉デバイスが検出されたロケーション。

• [最終検出時刻（Last Located At）]：干渉デバイスが最後に検出された時刻。

• [MSE（On MSE）]：この干渉デバイスが検出されたモビリティサーバエンジン。

参照先

• [クラスタリング別（Clustered By）]：アクセスポイントからの干渉情報を収集したコ
ントローラまたはMSEの IPアドレスが表示されます。

• [APの検出（Detecting APs）]：干渉デバイスを検出したアクセスポイントの詳細情報
を表示します。詳細情報には、[アクセスポイント名（Mac）（Access Point Name
(Mac)）]、[重大度（Severity）]、および [ディーティサイクル（Duty Cycle(%)）]など
が含まれます。

クラスタリング情報

（Clustering Information）

干渉タイプについての簡単な説明を表示します。詳細（Details）
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[モニタ（Monitor）] > [干渉源（Interferers）] > [干渉デバ
イス ID（Interference Device ID）] > [ロケーション履歴
（Location History）]

このページを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [干渉源（Interferers）] > [干渉デバイス ID
（Interference Device ID）]の順に選択し、[コマンドの選択（Select a command）]ドロップダウ
ンリストから [ロケーション履歴（Location History）]を選択し、[実行（Go）]をクリックし
ます。

表 46 : [AP検出干渉の詳細ロケーション履歴（AP Detected Interferers Details Location History）]ページのフィールド

説明フィールド

干渉デバイスについての基本情報を表示します。

• [データ収集時刻（DataCollectedAt）]：データが収集された時点のタイムスタン
プ。

• [タイプ（Type）]：干渉デバイスのタイプ。

• [重大度（Severity）]：干渉デバイスの重大度インデックス。

• [デューティサイクル（DutyCycle）]：干渉デバイスのデューティサイクル（パー
センテージ）。

• [影響を受けるチャネル（AffectedChannels）]：影響を受けるチャネルのカンマ区
切りリスト。

干渉情報（Interferer
Information）

干渉デバイスの場所の履歴を表示します。

•タイムスタンプ（Time Stamp）

•階数（Floor）

干渉ロケーション履歴

（Interferer Location History）

[クラスタリング別（Clustered By）]：アクセスポイントからの干渉情報を収集した
コントローラまたはMSEの IPアドレスが表示されます。

クラスタリング情報（Clustering
Information）

• [AP名（AP Name）]：干渉デバイスを検出したアクセスポイント。

• [重大度（Severity）]：干渉デバイスの重大度インデックス。

• [デューティサイクル（%）（DutyCycle(%)）]：干渉デバイスのデューティサイ
クル（パーセンテージ）。

APの検出（Detecting APs）
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説明フィールド

• [データ収集時刻（LocationCalculatedAt）]：この情報が生成された時点のタイム
スタンプを表示します。

• [階数（Floor）]：干渉デバイスのロケーション情報を表示します。

•干渉デバイスのロケーションがマップにグラフィカルに表示されます。イメージ
を拡大表示するには [拡大（Enlarge）]リンクをクリックします。

参照先

[Spectrum Expert] > [要約（Summary）]
[Spectrum Experts] > [要約（Summary）]ページはデフォルトのページであり、システムに追加
された Spectrum Expertの表が表示されます。このテーブルには、次の Spectrum Expertの情報
が記載されています。

表 47 : [Spectrum Expertの要約（Spectrum Experts Summary）]ページのフィールド

説明フィールド

追加された方法に応じて、ホスト名または IPアドレスを表示します。ホスト名を
クリックし、[Spectrum Expertの詳細（Spectrum Experts Details）]ページにアクセス
します。

ホスト名（Host Name）

Spectrum Expertが検出している干渉の現在の数を示します。アクティブな干渉源（Active
Interferers）

検出された干渉によって影響を受けた可能性があり、SpectrumExpertで確認したア
クセスポイントの数。

影響を受けるAP（AffectedAPs）

SpectrumExpertが確認したアクティブな干渉トラップの数。クリックすると、この
Spectrum Expertのアクティブアラームに対してフィルタリングされている [アラー
ム（Alarm）]ページへアクセスします。

アラーム

Spectrum Expertが実行しており、Prime Infrastructureへデータを送信している場合
は、緑色で [到達可能（Reachable）]と表示されます。それ以外の場合は、赤で [到
達不可能（Unreachable）]と表示されます。

到達可能性ステータス

（Reachability Status）

Spectrumがワイヤレスクライアントの場合は、Spectrum Expertの場所を表示する
リンクが使用できます。SpectrumExpertの周囲の赤いボックスは、有効な範囲を示
します。クリックすると、マップに配置された最も近いアクセスポイントにアク

セスできます。

参照先
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[干渉源（Interferers）] > [要約（Summary）]
[干渉源（Interferers）] > [要約（Summary）]ページには、30日間隔で検出されたすべての干渉
源の一覧が表示されます。この表には、次のような干渉源の情報が記載されています。

表 48 : [干渉源の要約（Interferes Summary）]ページのフィールド

説明フィールド

異なる Spectrum Expert間で一意の識別子。これは、疑似乱数によって生成される
IDです。MACアドレスに似ていますが、実際のアドレスではなく、干渉デバイ
スの検出に使用できます。

干渉 ID（Interferer ID）

干渉のカテゴリを示します。カテゴリには、[Bluetooth]、[コードレス電話機
（Cordless Phones）]、[電子レンジ（Microwave Ovens）]、[802.11 FH]、[汎用 -固
定周波数（Generic - Fixed-Frequency）]、[電波妨害装置（Jammers）]、[汎用 -周波
数ホッピング（Generic - Frequency-Hopped）]、[汎用 -連続（Generic - Continuous）]
があります。

カテゴリ（Category）

干渉のタイプを示します。クリックすると、種類の説明のポップアップにアクセ

スできます。

タイプ（Type）

アクティブまたは非アクティブを示します。

• [アクティブ（Active）]：干渉源が現在SpectrumExpertで検出されていること
を示します。

• [非アクティブ（Inactive）]：Spectrum Expertが干渉を検出できなくなった、
または干渉を確認した Spectrum Expertに Prime Infrastructureが到達できなく
なったことを示します。

ステータス(Status)

検出時刻を示します。検出時刻（Discover Time）

影響を受けるチャネルを示します。影響を受けるチャネル（Affected
Channels）

次の条件を満たす場合、アクセスポイントは [影響を受ける（Affected）]として
リストされます。

•アクセスポイントが Prime Infrastructureによって管理されている。

• Spectrum Expectがアクセスポイントを検出している。

• Spectrum Expectがアクセスポイントの稼働チャネル上の干渉源を検出してい
る。

影響を受ける APの数（Number of
APs Affected）

dBm単位で示されます。電源
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説明フィールド

%で示されます。100 %は最悪値を示します。デューティサイクル（DutyCycle）

干渉の重大度ランキングを示します。100%は最悪値を示し、0は干渉源がないこ
とを示します。

重大度（Severity）

[Spectrum Expertの詳細（Spectrum Experts Details）]ペー
ジ

[Spectrum Expertの詳細（Spectrum Experts Details）]ページには、単一の Spectrum Expertからの
干渉の詳細がすべて表示されています。このページは20秒ごとに更新され、リモートSpectrum
Expertの状況がリアルタイムに表示されます。次の項目が含まれています。

表 49 : [Spectrum Expertの詳細（Spectrum Experts Details）]のフィールド

説明フィールド

特定の Spectrum Expertによって確認。総干渉カウント（Total Interferer Count）

カテゴリ別に干渉をグループ化する円グラフを表示します。アクティブ干渉カウントチャート（Active
Interferers Count Chart）

異なるチャネルのカテゴリ別にグループ化した干渉の数を表示し

ます。

チャネルあたりのアクティブ干渉カウント（Active
Interferer Count Per Channel）

Spectrum Expertがアクティブな干渉を検出したチャネル上で
Spectrum Expertが検出したアクセスポイントのリストを表示しま
す。

APリスト（AP List）

現在認証されているか、またはアクセスポイントリストにリスト

されたアクセスポイントのいずれかの無線に関連付けられている

クライアントのリストを表示します。

影響を受けるクライアントのリスト（Affected
Clients List）

[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）] > [ユニファイド AP（Unified AP）]

次の表は、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ユニファイド
AP（Unified AP）] > [AP名（AP Name）] > [設定（Configuration）]タブについて説明していま
す。
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表 50 :ユニファイドアクセスポイントの [全般（General）]タブのフィールド

説明フィールド

一般

APのオペレータ定義の名前。AP名

IPアドレス、イーサネットMACアドレス、および無線MACアドレス。AP IP address、Ethernet MAC address、
および Base Radio MAC address

サポートされる国コード。1台のコントローラで最大 20の国をサポートでき
ます。

運用する国向けに設計されていない場合、アクセスポイントは正しく動作し

ない可能性があります。製品ごとにサポートされる国コードの完全なリストに

ついては、『CiscoWireless Control SystemConfiguration Guide, Release 4.0』を参
照してください。

国コード（Country Code）

リンク遅延設定。次のリンク遅延が使用できます。

• [現在のリンク遅延（Current Link Latency）]：アクセスポイントからコン
トローラ、およびその逆のハートビートパケットの秒単位での現在のラ

ウンドトリップ時間。

• [最小リンク遅延（MinimumLinkLatency）]：リンク遅延を有効にしたか、
リセットした場合のアクセスポイントからコントローラ、およびその逆

のハートビートパケットの秒単位での最小ラウンドトリップ時間。

• [最大リンク遅延（MaximumLinkLatency）]：リンク遅延を有効にしたか、
リセットした場合のアクセスポイントからコントローラ、およびその逆

のハートビートパケットの秒単位での最大ラウンドトリップ時間。

リンク遅延設定（Link Latency
Settings）

LWAPP/CAPWAP接続がアクティブになっていた時間が表示されます。LWAPP/CAPWAP稼働時間
（LWAPP/CAPWAP Uptime）

LWAPP/CAPWAP接続が参加していた時間が表示されます。LWAPP/CAPWAP参加所要時間
（LWAPP/CAPWAP Join Taken Time）

アクセスポイントの管理状態が、有効または無効で表示されます。管理ステータス（Admin Status）
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説明フィールド

APモード（AP Mode）

Cisco 1815Iシリーズユニ
ファイドアクセスポイント

と Cisco Aironet 1810Wシ
リーズアクセスポイントで

は、ローカル、

FlexConnect、スニファの各
モードのみがサポートされ

ています。

（注）

デフォルトモード。設定したチャネルをスキャンしてノイズと不正を探す間、

データクライアントにサービスが提供されます。アクセスポイントは 50ミリ
秒間、チャネルの不正をリッスンします。Auto RF設定の下で指定された期間
の間、各チャネルを巡回します。

Cisco Adaptive wIPS機能にローカルまたは FlexConnectのアクセスポイントを
設定するには、[ローカル（Local）]または [FlexConnect]を選択し、[強化され
たwIPSエンジン有効（EnhancedwIPSEngine Enabled）]チェックボックスをオ
ンにします。

[ローカル（Local）]

無線受信専用モード。アクセスポイントは、設定されたすべてのチャネルを

12秒ごとにスキャンします。このように設定されたアクセスポイントでは、
認証解除のパケットだけが無線で送信されます。モニタモードアクセスポイ

ントは、不正アクセスポイントにクライアントとして接続できます。

Cisco Adaptive wIPS機能にアクセスポイントを設定するには、[モニタ
（Monitor）]を選択します。[強化された wIPSエンジン有効（Enhanced wIPS
Engine Enabled）]チェックボックスをオンにして、[モニタモード最適化
（Monitor Mode Optimization）]ドロップダウンリストから [wIPS]を選択しま
す。

アクセスポイントでwIPSモードを有効にする前に、アクセスポイントの無線
を無効にする必要があります。アクセスポイントの無線を無効にしないと、

エラーメッセージが表示されます。

wIPSをアクセスポイントで有効にした後で無線を一度再有効化しています。

モニタ（Monitor）

アクセスポイントの無線がオフに切り替わり、アクセスポイントは有線トラ

フィックだけをリッスンします。このモードで動作するコントローラは、不正

アクセスポイントをモニタします。コントローラはすべての不正アクセスポ

イントとクライアントのMACアドレスのリストを不正検出器に送信して、不
正検出器がこの情報をWLCに転送します。MACアドレスの一覧が、WLCア
クセスポイントがネットワーク上で取得した内容と比較されます。MACアド
レスが一致する場合は、どの不正アクセスポイントが有線ネットワークに接

続されるかを判別できます。

不正検出（Rogue Detector）
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説明フィールド

アクセスポイントは特定チャネル上のすべてのパケットを取得して、AiroPeek
を実行するリモートマシンへ転送します。これらのパケットには、タイムス

タンプ、信号強度、パケットサイズなどの情報が含まれます。この機能は、

データパケットのデコードをサポートする、サードパーティ製のネットワー

ク分析ソフトウェアである AiroPeekを実行する場合のみ有効にできます。

スニファ（Sniffer）

最大6個のアクセスポイントに対してFlexConnectを有効にします。FlexConnect
アクセスポイントは、コントローラへの接続を失ったとき、クライアントデー

タトラフィックをローカルにスイッチングし、クライアント認証をローカル

で実行できます。

OfficeExtendアクセスポイントを設定するには、[FlexConnect]を選択する必要
があります。FlexConnectモードでは、設定オプションに OfficeExtend APを有
効にして Least Latency Controllerを接続できるようにするオプションが表示さ
れます。

FlexConnect

これは、Autonomousアクセスポイントが無線クライアントのように機能して、
Lightweightアクセスポイントに接続する特殊なモードです。APモードが [ブ
リッジ（Bridge）]に設定され、アクセスポイントがブリッジ対応である場合、
ブリッジとその有線クライアントは、Prime Infrastructureにクライアントとし
てリストされます。

ブリッジ（Bridge）

このモードでは、CleanAir対応のアクセスポイントを、すべてのモニタ対象
チャネル上の干渉源検出のために広範囲に使用できます。IDSスキャンやWi-Fi
などのその他の機能はすべて一時停止されます。

Spectrum Expert

バージョン

コントローラで現在実行しているコードのオペレーティングシステムリリー

スのバージョン番号。

ソフトウェアバージョン（Software
Version）

[有効（Enabled）]または [無効（Disabled）]のいずれかが設定され、Cisco
Adaptive wIPS機能を使用したセキュリティ攻撃のモニタが可能となります。

強化された wIPSエンジン（Enhanced
wIPS Engine）

[登録済み（Registered）]または [未登録（NotRegistered）]のいずれかとなり、
コントローラで決定されます。

動作ステータス（Operational Status）

アクセスポイントが登録されているコントローラ。登録済みのコントローラ

の詳細を表示します。

登録済みコントローラ（Registered
Controller）

このアクセスポイントのプライマリコントローラの名前。プライマリコントローラ（Primary
Controller）

アクセスポイントのプライマリコントローラの SNMP名。アクセスポイント
は、すべてのネットワーク操作について、ハードウェアリセットが発生した

場合、このコントローラに最初にアソシエートしようとします。

部品番号
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説明フィールド

アクセスポイントがアクティブで送受信できる状態になっている時間を表示

します。

AP稼働時間（AP Uptime）

アクセスポイントのカスタマー定義の場所名。クリックするとマップ上で実

際の場所が表示されます。詳細については、[モニタ（Monitor）] > [アクセス
ポイント（Access Points）] > [名前（name）] > [マップロケーション（Map
Location）]を選択します。

マップロケーション（MapLocation）

Google Earthの場所が割り当てられているかどうかを示します。Google Earthロケーション（Google
Earth Location）

アクセスポイントが配置されている物理的な場所（または [未割り当て
（Unassigned）]）。

参照先

このカウンタは、アクセスポイントがその DOT11統計情報をコントローラに
送信する時間を秒単位で設定します。

統計タイマー（Statistics Timer）

アクセスポイントの Power over Ethernetのステータス。設定可能な値は次のと
おりです。

• [低（Low）]：イーサネットから供給されるアクセスポイントの電力が低
い。

• [15.4 V未満（Lower than 15.4 volts）]：イーサネットから供給されるアク
セスポイントの電力が 15.4 V未満。

• [16.8 V未満（Lower than 16.8 volts）]：イーサネットから供給されるアク
セスポイントの電力が 16.8 V未満。

• [標準（Normal）]：アクセスポイントの操作に十分な電力が供給されてい
る。

• [該当なし（Not Applicable）]：電源がイーサネットではない。

PoEステータス（PoE Status）

不正検出が有効になっているかどうかを示します。

OfficeExtendアクセスポイントについては、不正検出が自動的に無効になりま
す。これらのアクセスポイントは、住居環境で展開され、大量の不正デバイ

スを検出する可能性が高いためです。

不正検出（Rogue Detection）

アクセスポイントが OfficeExtendアクセスポイントとして有効になっている
かどうかを示します。APは、デフォルトで有効になっています。

OfficeExtend AP（OfficeExtend AP）
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説明フィールド

暗号化が有効になっているかどうかを示します。暗号化機能を有効または無効

にするとアクセスポイントが再起動し、それによってクライアントの接続が

失われることになります。

DTLSデータ暗号化は、セキュリティを維持するため、OfficeExtendアクセス
ポイントで自動的に有効になります。暗号化は、Plusライセンスが設定された
5500シリーズコントローラにアクセスポイントが接続されている場合のみ使
用できます。

暗号化（Encryption）

アクセスポイントは、プライオリティ順序検索（プライマリ、セカンダリ、

ターシャリコントローラ）から、遅延測定値が最善（最短遅延）のコントロー

ラの検索に切り替えます。遅延が最短のコントローラが、最善のパフォーマン

スを提供します。

最少遅延と Join（Least Latency Join）

Telnetアクセスが有効になっているかどうかを示します。Telnetアクセス（Telnet Access）

SSHが有効になっているかどうかを示します。

OfficeExtendアクセスポイントは、デフォルトのパスワードがアクセスポイン
トで使用されている場合に外部アクセスを許可する可能性があるWANに直接
接続されていることがあります。そのため、OfficeExtendアクセスポイントに
ついては、Telnetおよび SSHのアクセスが自動的に無効になります。

SSHアクセス（SSH Access）

インベントリ情報（Inventory
Information）

アクセスポイントの種類APタイプ（AP Type）

アクセスポイントのモデル番号。APモデル（AP Model）

Cisco IOSリリースの詳細。Cisco IOSバージョン（Cisco IOS
Version）

自己署名または製造者がインストールした証明書。AP証明書タイプ（AP Certificate
Type）

FlexConnectモードがサポートされているかどうかを示します。FlexConnectモードをサポート
（FlexConnect Mode Supported）

wIPSプロファイル（wIPS Profile）
（該当する場合）

wIPSプロファイルの詳細情報。プロファイル名（Profile Name）

zIPSプロファイルのバージョン。プロファイルバージョン（Profile
Version）

Unique Device Identifier（UDI）
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説明フィールド

アクセスポイントの Cisco APの名前。[名前（Name）]

アクセスポイントの説明。説明

注文可能な製品 ID。製品 ID

製品 IDのバージョン。バージョン ID（Version ID）

一意の製品シリアル番号。シリアル番号（Serial Number）

クリックするとアクセスポイントに pingが実行されます。結果はポップアッ
プダイアログボックスに表示されます。

Ping実行テストリンク（RunPingTest
Link）

クリックすると、このアクセスポイントに関連付けられたアラームが表示さ

れます。

アラームリンク（Alarms Link）

クリックすると、このアクセスポイントに関連付けられたイベントが表示さ

れます。

イベントリンク（Events Link）

グローバルユーザ名パスワードの設

定（Global Username Password
Configuration）

グローバルユーザ名およびパスワードの上書きを有効にするには、チェック

ボックスをオンにします。新しいアクセスポイントユーザ名およびパスワー

ドを、該当するテキストボックスに入力し確認します。

グローバルユーザ名とパスワードを

オーバーライド（Override Global
Username Password）

サプリカントクレデンシャルの設定

（Supplicant Credentials
Configuration）

このアクセスポイントがコントローラから認証ユーザ名およびパスワードを

継承しないようにするには、[サプリカントクレデンシャルのオーバーライド
（Override Supplicant Credentials）]チェックボックスをオンにします。デフォ
ルト値はオフです。[サプリカントクレデンシャルのオーバーライド（Override
SupplicantCredentials）]オプションは、コントローラリリース6.0以降でサポー
トされます。

[ユーザ名（Username）]、[パスワード（Password）]、および [パスワードの確
認（Confirm Password）]テキストボックスに、このアクセスポイントに割り
当てる一意のユーザ名およびパスワードを入力します。

サプリカントクレデンシャルのオー

バーライド（Override Supplicant
Credentials）

コントローラコンフィギュレーショ

ン
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説明フィールド

プライマリ、セカンダリおよびターシャリコントローラ名のドロップダウン

リストを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

• [プライマリ、セカンダリ、およびターシャリコントローラ名（Primary,
Secondary, and TertiaryController Name）]：プライマリ/セカンダリ/ターシャ
リコントローラ名。

• [プライマリ、セカンダリ、およびターシャリコントローラ IP（Primary,
Secondary, and TertiaryController IP）]：プライマリ、セカンダリ、ターシャ
リコントローラ IPは、コントローラの管理 IPです。

コントローラの設定（Controllers
Configuration）

•施設グループ（Venue Group）

•施設タイプ（Venue Type）

•セカンダリ施設名（Secondary Venue Name）

• [言語（Language）]

施設の設定（Venue Configuration）

Power over Ethernetの設定（Power
Over Ethernet Settings）

先行標準802.3afスイッチ（Pre-Standard 802.3af Switches）先行標準 802.3afスイッチ
（Pre-Standard 802.3af Switches）

有効にすると、コントローラに直接移動せずに、Prime Infrastructureを介して
パワーインジェクタ設定を操作できます。[パワーインジェクタの状態の有効
化（Enable Power Injector State）]を選択した場合、パワーインジェクタオプ
ションが表示されます。

パワーインジェクタの状態（Power
Injector State）

ドロップダウンリストから [インストール済み（Installed）]または [オーバー
ライド（Override）]を選択します。

パワーインジェクタの選択（Power
Injector Selection）

AP送信設定パラメータ（APTransmit
Config Parameters）

[AP再送信カウント（AP Retransmit Count）]および [AP再送信間隔（AP
Retransmit Interval）]に値を入力します。[AP再送信カウント（AP Retransmit
Count）]のデフォルト値は 5で、範囲は 3～ 8です。

AP送信カウント（APTransmitCount）

[AP再送信間隔（AP Retransmit Interval）]のデフォルト値は 3です。指定でき
る範囲は 2～ 5です。

AP再送信間隔（AP Retransmit
Interval）
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説明フィールド

[BLE Beaconの設定（BLE Beacon Configuration）]チェックボックスをオンに
して、以下の項目を設定します。

•ビーコン ID（Beacon Id）

•メジャーフィールド（Major Field）

•マイナーフィールド（Minor Field）

• Tx Power（dBm）

BLE Beaconの設定（BLE Beacon
Configuration）

AP LANポートの設定（AP LAN Port
Configuration）

この設定は、Cisco Aironet
702W Series APと Cisco
1810W Series APに対しての
み適用されます。

（注）

アクセスポイントでの LANオーバライドを有効にするには、このチェック
ボックスをオンにします。

AP LANオーバーライド（AP LAN
Override）

ポート番号を表示します。[ポート（Port）]

ポートのステータスを有効にするには、このチェックボックスをオンにしま

す。

状態（State）

最初のLANポートには、POEステータスを設定するための POEがあります。
POEステータスを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

POEステータス（POE Status）

VLAN IDを入力します。VLAN ID（Admin. VLAN ID）

グループボックスにはインターフェイス名、スロット ID、インターフェイス
の管理ステータスなどの情報が表示されます。

適切なインターフェイスを選択し、そのモードを指定します。

イーサネットインターフェイス
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説明フィールド

• [プロトコル（Protocol）]：802.11a/nまたは 802.11b/g/n、XOR（2.4GHz）、
XOR（5GHz）、または XOR（モニタモード）。

• [管理ステータス（Admin Status）]：アクセスポイントが有効または無効
のいずれであるかを示します。

• [チャネル番号（ChannelNumber）]：Cisco無線がブロードキャストしてい
るチャネルを示します。

• [電力レベル（Power Level）]：アクセスポイント送信電力レベル：1 =国
コード設定で許可される最大電力、2 = 50 %の電力、3 = 25 %の電力、4
= 6.25～ 12.5 %の電力、5 = 0.195～ 6.25 %の電力。

• [アンテナダイバーシティ（Antenna Diversity）]：アンテナの多様性が有
効か無効かを表示します。アンテナダイバーシティは、適切なアンテナ

を選択するためにアクセスポイントが 2つの統合アンテナポートから無
線信号をサンプリングすることをいいます。

• [アンテナタイプ（Antenna Type）]：外部アンテナまたは内部アンテナを
指定します。

•サブバンド（Sub Band）

• [アンテナ名（Antenna Name）]：アンテナの種類を示します。

無線インタフェース

[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless
Controller）] > [システムサマリー（System Summary）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（WirelessController）] > [システムサマリー（SystemSummary）]の各フィールドに
ついて説明します。

表 51 : [モニタシステムサマリー（Monitor System Summary）]ページのフィールド

説明フィールド

一般

コントローラ管理インターフェイスのローカルネットワーク IPアド
レス。

[IPアドレス（IP Address）]

ユーザ定義のコントローラ名[名前（Name）]
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説明フィールド

コントローラの種類。デバイスタイプ（Device Type）

最後のリブートからの経過時間（日数、時間、および分単位）。使用可能時間（Up Time）

コントローラによって使用された時間システムタイム（System Time）

コントローラのユーザ定義の物理位置参照先

コントローラの担当者または所有者。連絡先（Contact）

現在コントローラにアソシエートされているクライアントの合計数総クライアントカウント（Total Client Count）

Control And Provisioning of Wireless Access Points（CAPWAP）プロト
コルのトランスポートモード。コントローラとアクセスポイント間

の通信。[レイヤ2（Layer 2）]または [レイヤ3（Layer 3）]を選択し
ます。

現在のCAPWAPトランスポートモード（Current
CAPWAP Transport Mode）

電源が使用でき動作しているかどうか。これは4400シリーズコント
ローラ専用です。

電源 1（Power Supply One）

電源が使用でき動作しているかどうか。これは4400シリーズコント
ローラ専用です。

電源 2（Power Supply Two）

インベントリ

現在コントローラで実行されているコードのオペレーティングシス

テムの release.version.dot.maintenance番号。
ソフトウェアバージョン（Software Version）

コントローラのイメージバージョン。緊急イメージバージョン（Emergency Image
Version）

インベントリ項目の説明。説明

Vital Product Dataで定義されたマシンモデル。モデル番号（Model No）

このコントローラの一意のシリアル番号シリアル番号（Serial No）

このコントローラのバーンドインMACアドレスBurned-in MAC Address（Burned-in MAC
Address）

コントローラでサポートされているアクセスポイントの最大数サポートされている APの数（Number of APs
Supported）

オプションの 1000BASE-T/1000BASE-SX GigEカードの有無を示し
ます。

ギガビットイーサネット/光ファイバカード
（Gig Ethernet/Fiber Card）

[モニタ（Monitor）]ページのフィールド参照
69

[モニタ（Monitor）]ページのフィールド参照

[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [システムサマリー
（System Summary）]



説明フィールド

IPsecセキュリティを有効にして拡張処理能力を提供する、拡張セ
キュリティモジュールの有無を示します。

デフォルトでは、拡張セキュリティモジュールはコント

ローラに装着されていません。

（注）

Cisco Wireless LAN Controllerに装着できる暗号カードの最大数。

• Cisco 2000シリーズ：なし

• Cisco 4100シリーズ：1

• Cisco 4400シリーズ：2

暗号カード 1（Crypto Card One）

2番目の拡張セキュリティモジュールの有無を示します。暗号カード 2（Crypto Card Two）

[アップ（Up）]または [ダウン（Down）]。ポートのステータスを確
認するにはクリックします。

GIGEポートステータス（GIGE Port(s) Status）

Unique Device Identifier（UDI）

製品の種類。コントローラの場合は [シャーシ（Chassis）]、アクセ
スポイントの場合は Cisco AP。

[名前（Name）]

アクセスポイントの数など、コントローラの説明。説明

注文可能な製品 ID。製品 ID

製品 IDのバージョン。バージョン ID（Version ID）

一意の製品シリアル番号。シリアル番号（Serial No）

使用率（Utilization）

指定した期間の最大、平均、および最小CPU使用率のグラフが表示
されます。

CPU使用率

指定した期間の最大、平均、および最小メモリ使用率のグラフが表

示されます。

メモリ使用率（Memory Utilization）

指定された期間の最大、平均、最小のピアメモリ使用率のグラフを

表示します。

ピアメモリ使用率（Peer Memory Utilization）

指定された期間の最大、平均、最小のピアCPU使用率のグラフを表
示します。

スタンバイコントローラのピア CPU使用率
（Peer CPU Usage for Standby Controller）
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[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] [システ
ム（System）] [スパニングツリープロトコル（Spanning
Tree Protocol）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（Wireless Controller）] > [スパニングツリープロトコル（Spanning Tree Protocol）]
の各フィールドについて説明します。

表 52 : [モニタ（Monitor）] [ネットワークデバイス（Network Devices）] [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] [スパニングツリープロトコ
ル（Spanning Tree Protocol）]のフィールド

説明フィールド

一般

実行しているスパニングツリープロトコルのバージョン。IEEE 802.1Dの実装
は「IEEE 802.1D」を返します。現在のバージョンと互換性がない、将来のバー
ジョンの IEEEスパニングツリープロトコルがリリースされた場合に、新しい
値が定義されます。

スパニングツリーの仕様（Spanning
Tree Specification）

このコントローラがスパニングツリープロトコルに参加するかどうかを指定し

ます。ドロップダウンリストで対応する行を選択することで有効または無効に

できます。工場出荷時のデフォルトは無効です。

スパニングツリーアルゴリズム

（Spanning Tree Algorithm）

ブリッジ IDの書き込み可能な部分の値、つまり、ブリッジ IDの最初の 2つの
オクテット（8オクテット長）です。ブリッジ IDの残りの（後半の）6オクテッ
トは、ブリッジのMACアドレスの値によって設定されます。この値には 0～
65535の数値を指定できます。工場出荷時のデフォルトは 32768です。

[プライオリティ（Priority）]

STP統計情報（STP Statistics）

管理エンティティが最後にリセット、または初期化されてから、このブリッジ

によって検知されたトポロジに対する変更の総数。

トポロジ変更カウント（Topology
Change Count）

ブリッジによりトポロジの変更が検知されてから経過した時間（単位は日、時、

分、秒）。

トポロジ変更後の経過時間（Time
Since Topology Changed）

このノードで実行されているスパニングツリープロトコルによって決定され

る、スパニングツリーのルートのブリッジ ID。この値は、このノードを起点と
するコンフィギュレーション BPDUのすべての Root Identifierパラメータとして
使用されます。

指定ルート（Designated Root）

このブリッジからルートへのパスのコスト。ルートコスト（Root Cost）
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説明フィールド

このブリッジからルートブリッジへの最も低いコストパスを提供するポートの

ポート番号。

ルートポート（Root Port）

このブリッジがルートとして機能する場合、すべてのブリッジがMaxAgeに使
用する値。

802.1D-1990によって、このパラメータの範囲はSTPブリッジのハロー
タイムの値に関連することが規定されています。このタイマーの粒度

は、802.1D- 1990によって 1秒に規定されています。有効な値は 6～
40秒です。工場出荷時のデフォルトは 20です。

（注）

最大有効期間（秒）（MaximumAge
(seconds)）

このブリッジがルートとして機能する場合、すべてのブリッジがHelloTimeに使
用する値です。このタイマーの粒度は、802.1D- 1990によって 1秒に規定されて
います。有効な値は 1～ 10秒です。工場出荷時のデフォルトは 2です。

Helloタイム（秒）（Hello Time
(seconds)）

このブリッジがルートとして機能する場合、すべてのブリッジが ForwardDelay
に使用する値です。802.1D-1990によって、このパラメータの範囲はSTPブリッ
ジの最大経過時間の値に関連することが規定されています。このタイマーの粒

度は、802.1D- 1990によって 1秒に規定されています。整数秒でない値を設定し
ようとした場合、エージェントによって badValueエラーが返されることがあり
ます。有効な値は 4～ 30秒です。工場出荷時のデフォルトは 15です。

転送遅延（秒）（Forward Delay
(seconds)）

特定のLANポートを通じたコンフィギュレーションBPDUの送信の間の最小経
過時間。Hold Time期間内に、多くても 1個のコンフィギュレーションBPDUを
送信します。

保留時間（秒）（Hold Time
(seconds)）

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [シス
テム（System）] > [CLIセッション（CLI Sessions）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（Wireless Controller）] > [CLIセッション（CLI Sessions）]の各フィールドについて
説明します。

表53 : [モニタ（Monitor）]> [ネットワークデバイス（NetworkDevices）]> [ワイヤレスコントローラ（WirelessController）]
> [CLIセッション（CLI Sessions）]のフィールド

説明フィールド

セッション ID。セッションインデックス（Session Index）

ログインユーザ名。[ユーザ名（Username）]

Telnetまたはシリアルセッション。接続タイプ
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説明フィールド

クライアントコンピュータシステムの IPアドレ
ス。

接続元（Connection From）

経過したアクティブセッション時間。セッション時間（Session Time）

経過した非アクティブセッション時間。アイドル時間（Idle Time）

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [シス
テム（System）] > [DHCP統計情報（DHCP Statistics）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（Wireless Controller）] > [DHCP統計情報（DHCP Statistics）]の各フィールドにつ
いて説明します。

表 54 : [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [DHCP統計情報（DHCP
Statistics）]のフィールド

説明フィールド

サーバの IPアドレスが示されます。サーバ IP（Server IP）

このサーバがプロキシかどうかが示されます。プロキシかどうか（Is Proxy）

使用可能なサーバの場所を特定するために送信されたパケット数の合

計が示されます。

送信された検出パケット（Discover Packets
Sent）

サーバのクライアントの要求パラメータから送信されたパケット数、

またはアドレスの正当性を確認するために送信されたパケット数の合

計が示されます。

送信された要求パケット（RequestPacketsSent）

ネットワークアドレスがすでに使用中であることを示すパケットの

数が示されます。

拒否パケット（Decline Packets）

クライアントにはすでに外部でネットワークアドレスが設定されて

おり、そのクライアントからDHCPサーバへのローカル設定パラメー
タ要求の数を示します。

通知パケット（Inform Packets）

ネットワークアドレスをリリースし、残りのリースをキャンセルす

るパケット数が示されます。

リリースパケット（Release Packets）

応答パケット数が示されます。応答パケット（Reply Packets）

検出パケットに応答し、設定パラメータを提示するパケットの数が示

されます。

提案パケット（Offer Packets）
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説明フィールド

正常に送信されたことを知らせるパケットの数が示されます。肯定応答パケット（Ack Packets）

送信でエラーが発生したことを知らせるパケット数が示されます。否定応答パケット（Nak Packets）

発生した転送エラーの数が示されます。送信失敗（Tx Failures）

最後に受け取った応答のタイムスタンプ。最終受信応答（Last Response Received）

最後に送信した要求のタイムスタンプ。最終送信要求（Last Request Sent）

[ワイヤレスコントローラ（WirelessController）]>[WLAN]
次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（Wireless Controller）] > [WLAN]ページにあるフィールドについて説明します。

表 55 : [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [WLAN]のフィールド

説明フィールド

WLANの識別番号。WLAN ID

最初にWLANを作成するときに指定したユーザ定義プロファイル
名。プロファイル名はWLAN名です。

プロファイル名（Profile Name）

ユーザ定義の SSID名。SSID

WLANで有効になっているセキュリティポリシー。セキュリティポリシー（Security Policies）

モビリティアンカーは、WLANのアンカーコントローラとして指定
されるモビリティグループのサブセットです。

モビリティアンカーの数（No of Mobility
Anchors）

WLANのステータスは有効または無効のいずれかです。管理ステータス（Admin Status）

このWLANに現在アソシエートされているクライアントの数。クライアントの数（No. of Clients）

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [ポー
ト（Ports）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（Wireless Controller）] > [物理ポート（Physical Ports）]ページにあるフィールドに
ついて説明します。
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表 56 : [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [物理ポート（Physical
Ports）]のフィールド

説明フィールド

ポートの詳細を表示するには、ポート番号をクリックします。[ポート（Port）]

すべてのポートの物理モードが表示されます。次の選択肢があります。

• 100 Mbps全二重（100 Mbps Full Duplex）

• 100 Mbps半二重（100 Mbps Half Duplex）

• 10 Mbps全二重（10 Mbps Full Duplex）

• 10 Mbps半二重（10 Mbps Half Duplex）

物理モード（Physical Mode）

ポートの状態が [有効（Enable）]または [無効（Disable）]で表示されます。管理ステータス（Admin Status）

ポートの STPの状態が [転送中（Forwarding）]または [無効（Disabled）]で表示さ
れます。

STP状態（STP State）

実際のポートの物理インターフェイスが、次のいずれかで表示されます。

•自動ネゴシエーション（Auto Negotiate）

•半二重10 Mbps（Half Duplex 10 Mbps）

•全二重10 Mbps（Full Duplex 10 Mbps）

•半二重100 Mbps（Half Duplex 100 Mbps）

•全二重100 Mbps（Full Duplex 100 Mbps）

•全二重1 Gbps（Full Duplex 1 Gbps）

物理ステータス（PhysicalStatus）

赤（ダウン/障害）、黄（アラーム）、緑（アップ/正常）。リンクの状態（Link Status）

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [CDP
ネイバー（CDP Neighbors）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（Wireless Controller）] > [CDPネイバー（CDP Neighbors）]ページにあるフィール
ドについて説明します。
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表57 : [モニタ（Monitor）]> [ネットワークデバイス（NetworkDevices）]> [ワイヤレスコントローラ（WirelessController）]
> [CDPネイバー（CDP Neighbors）]のフィールド

説明フィールド

ローカルポート情報。ローカルインターフェイス（Local
Interface）

各 CDPネイバーの名前。ネイバー名（Neighbor Name）

各 CDPネイバーの IPアドレス。ネイバーアドレス（Neighbor Address）

CDPパケットを送信するために各CDPネイバー
が使用するポート。

ネイバーポート（Neighbor Port）

各 CDPネイバーの機能。機能（Capability）

各CDPネイバーデバイスのハードウェアプラッ
トフォーム。

プラットフォーム

全二重または半二重を表示します。デュプレックス（Duplex）

CDPネイバーで実行されているソフトウェア。ソフトウェアバージョン（Software
Version）

[ワイヤレスコントローラ（WirelessController）]>[セキュ
リティ（Security）] > [RADIUS認証（RADIUS
Authentication）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [RADIUS認証（RADIUS
Authentication）]ページにあるフィールドについて説明します。

表58 : [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）]
> [RADIUS認証（RADIUS Authentication）]のフィールド

説明フィールド

RADIUS認証サーバ（RADIUS
Authentication Servers）

RADIUSサーバのプライオリティ番号にアクセスします。最大4台のサーバ
を設定でき、サーバのコントローラによるポーリングはインデックス1で始
まり、次にインデックス 2というようになります。インデックス番号は、
RADIUSサーバをコントローラに追加した順番で決まります。

サーバインデックス（Server Index）
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説明フィールド

RADIUSサーバの IPアドレス。[IPアドレス（IP Address）]

アイコンをクリックすると、コントローラから RADIUSサーバに pingが実
行され、リンクが確認されます。

ping

インターフェイスプロトコルのコントローラポート番号。[ポート（Port）]

サーバが有効であるか無効であるかを示します。管理ステータス（Admin Status）

認証サーバ統計情報（Authentication
Server Statistics）

このRADIUS認証サーバからの、最新のAccess-Reply/Access-Challengeと、
それに一致した Access-Requestの間の間隔（ミリ秒単位）。

メッセージ往復時間（Msg Round Trip
Time）

このサーバに送信されたRADIUSAccess-Requestパケットの数。再送信は含
みません。

初回要求（First Requests）

この RADIUS認証サーバに再送信された RADIUS Authentication-Requestパ
ケットの数。

再試行要求（Retry Requests）

このサーバから受信した RADIUS Access-Acceptパケットの数（有効または
無効）。

受領応答（Accept Responses）

このサーバから受信した RADIUS Access-Rejectパケットの数（有効または
無効）。

拒否応答（Reject Responses）

このサーバから受信した RADIUS Access-Challengeパケットの数（有効また
は無効）。

チャレンジ応答（Challenge Responses）

このサーバから受信した不正な形式の RADIUS Access-Responseパケットの
数。不正な形式のパケットには、長さが不正なパケットが含まれます。オー

センティケータまたはシグニチャ属性の不正や不明なタイプは、不正な形式

のアクセス応答に含まれません。

不正な形式のメッセージ（Malformed
Msgs）

このサーバ宛の、まだタイムアウトしていないか、応答を受信していない

RADIUS Access-Requestパケットの数。この変数は、Access-Requestを送信
したときに増加し、Access-Accept、Access-Reject、または Access-Challenge
の受信か、タイムアウトまたは再送信により減少します。

保留中のリクエスト

不正なオーセンティケータまたはシグニチャ属性が含まれた、このサーバか

ら受信した RADIUS Access-Responseパケットの数。
不正認証メッセージ（Bad Authentication
Msgs）
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説明フィールド

このサーバに対する認証タイムアウトの数。タイムアウト後、クライアント

は同じサーバに再試行するか、異なるサーバに送信するか、あきらめる可能

性があります。同じサーバへの再試行は、再送信およびタイムアウトとして

カウントされます。異なるサーバへの送信は、要求およびタイムアウトとし

てカウントされます。

タイムアウト要求（Timeouts Requests）

このサーバから認証ポート上で受信した不明なタイプの RADIUSパケット
の数。

不明タイプメッセージ（Unknown Type
Msgs）

このサーバから認証ポート上で受信し、他の何らかの理由でドロップされた

RADIUSパケットの数。
その他のドロップ（Other Drops）

[ワイヤレスコントローラ（WirelessController）]>[セキュ
リティ（Security）]>[RADIUSアカウンティング（RADIUS
Accounting）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [RADIUSアカウンティング
（RADIUS Accounting）]ページにあるフィールドについて説明します。

表59 : [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）]
> [RADIUSアカウンティング（RADIUS Accounting）]のフィールド

説明フィールド

RADIUSアカウンティングサーバ
（RADIUS Accounting Server）

RADIUSサーバのプライオリティ番号にアクセスします。最大 4台のサーバ
を設定でき、サーバのコントローラによるポーリングはインデックス1で始
まり、次にインデックス 2というようになります。インデックス番号は、
RADIUSサーバをコントローラに追加した順番で決まります。

サーバインデックス（Server Index）

RADIUSサーバの IPアドレス。[IPアドレス（IP Address）]

アイコンをクリックすると、コントローラから RADIUSサーバに pingが実
行され、リンクが確認されます。

ping

RADIUSサーバのポート。[ポート（Port）]

サーバが有効であるか無効であるかを示します。管理ステータス（Admin Status）
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説明フィールド

アカウンティング統計情報（Accounting
Statistics）

この RADIUSアカウンティングサーバからの、最新の Accounting-Response
とそれに一致した Accounting-Requestの間の時間（ミリ秒単位）。

メッセージ往復時間（Msg Round Trip
Time）

送信した RADIUS Accounting-Requestパケットの数。再送信は含みません。初回要求（First Requests）

この RADIUSアカウンティングサーバに再送信された RADIUS
Accounting-Requestパケットの数。再送信には、Identifierと Acct-Delayが更
新された再試行と、それらが同じ再試行が含まれます。

再試行要求（Retry Requests）

このサーバからアカウンティングポートで受信したRADIUSパケットの数。アカウンティング応答（Accounting
Responses）

このサーバから受信した不正な形式の RADIUS Accounting-Responseパケッ
トの数。不正な形式のパケットには、長さが不正なパケットが含まれます。

オーセンティケータの不正や不明なタイプは、不正な形式のアカウンティン

グ応答に含まれません。

不正な形式のメッセージ（Malformed
Msgs）

このサーバから受信した、無効なオーセンティケータが含まれる RADIUS
Accounting-Responseパケットの数。

不正認証メッセージ（BadAuthentication
Msgs）

このサーバに送信した、まだタイムアウトしていないか、応答を受信してい

ない RADIUS Accounting-Requestパケットの数。この変数は、
Accounting-Requestを送信したときに増加し、Accounting-Responseの受信か、
タイムアウトまたは再送信により減少します。

保留中のリクエスト

このサーバに対するアカウンティングタイムアウトの数。タイムアウト後、

クライアントは同じサーバに再試行するか、異なるサーバに送信するか、あ

きらめる可能性があります。同じサーバへの再試行は、再送信およびタイム

アウトとしてカウントされます。異なるサーバへの送信は、Accounting-Request
およびタイムアウトとしてカウントされます。

タイムアウト要求（Timeouts Requests）

このサーバからアカウンティングポート上で受信した不明なタイプのRADIUS
パケットの数。

不明タイプメッセージ（Unknown Type
Msgs）

このサーバからアカウンティングポート上で受信し、他の何らかの理由で

ドロップされた RADIUSパケットの数。
その他のドロップ（Other Drops）
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[ワイヤレスコントローラ（WirelessController）]>[セキュ
リティ（Security）] > [管理フレーム保護（Management
Frame Protection）]

表 1-60で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレス
コントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [管理フレーム保護
（Management Frame Protection）]ページにあるフィールドについて説明します。

表60 : [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）]
> [管理フレーム保護（Management Frame Protection）]のフィールド

説明フィールド

一般

コントローラでインフラストラクチャMFPがグローバルに有効になって
いるかどうかを示します。

管理フレーム保護（Management Frame
Protection）

[コントローラ時刻源有効（Controller Time Source Valid）]フィールドに
は、コントローラ時間がローカルに設定されたか（手動で時刻を入力）、

または外部ソース（NTPサーバなど）を通じて設定されたかを示します。
時刻が外部ソースによって設定される場合は、このフィールドの値が"True"
になります。時刻がローカルに設定される場合は、この値が "False"にな
ります。時刻源は、モビリティグループ内の複数のコントローラのアクセ

スポイント間の管理フレーム上のタイムスタンプを検証するために使用さ

れます。

コントローラ時刻源有効（Controller Time
Source Valid）

WLANの詳細（WLAN Details）

WLAN ID。1～ 17。WLAN ID

最初にWLANを作成するときに指定したユーザ定義プロファイル名。SSID
名とプロファイル名の両方がユーザ定義です。WLAN名はプロファイル名
と同じです。

WLAN名（WLAN Name）

管理フレーム保護は、有効または無効のいずれかです。MFP保護（MFP Protection）

WLANのステータスは有効または無効のいずれかです。ステータス(Status)

APの詳細（AP Details）

オペレータが定義したアクセスポイント名。AP名

管理フレーム保護は、有効または無効のいずれかです。MFP検証（MFP Validation）

802.11aまたは 802.11b/g。無線（Radio）
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説明フィールド

動作ステータス（UPまたは DOWN）が表示されます。処理のステータス（Operation Status）

Full（全フレーム）。プロテクション(Protection)

Full（全フレーム）。検証

[ワイヤレスコントローラ（WirelessController）]>[セキュ
リティ（Security）] > [不正 APルール（Rogue AP Rules）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [不正APルール（Rogue AP
Rules）]ページにあるフィールドについて説明します。

表61 : [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）]
> [不正APルール（Rogue AP Rules）]のフィールド

説明フィールド

ルールの名前。ルール名（Rule Name）

Maliciousまたは Friendly

• [悪意のある不正（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。

• [危険性のない不正（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。

ルールタイプ

match anyまたは match all条件。一致タイプ（Match Type）

有効なすべてのルール条件を示します。次のものが含まれます。

•オープン認証

•管理対象 AP SSIDの照合（Match Managed AP SSID）

•ユーザ設定 SSIDの照合（Match User Configured SSID）

•最小 RSSI（Minimum RSSI）

•期間（Time Duration）

•最小不正クライアント数（Minimum Number Rogue Clients）

有効なルール条件（EnabledRule
Conditions）
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[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] [セキュ
リティ（Security）] [ゲストユーザ（Guest Users）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（WirelessController）] > [セキュリティ（Security）] > [ゲストユーザ（GuestUsers）]
ページにあるフィールドについて説明します。

表62 : [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [セキュリティ（Security）]
> [ゲストユーザ（Guest Users）]のフィールド

説明フィールド

ゲストユーザのログイン名を示します。ゲストユーザ名（Guest User Name）

ゲストユーザが結びつけられているプロファイルを示します。プロファイル（Profile）

ゲストユーザアカウントがアクティブな時間の長さを示します。時間の長

さは、日、時間、分単位で表示されるか、[無期限（Never Expires）]と表示
されます。

保存期間（Lifetime）

ゲストユーザアカウントがアクティブ化された時刻を示します。開始時刻

ゲストユーザアカウントの残り時間を示します。残りライフタイム（RemainingLifetime）

指定されたユーザロールを示します。[役割（Role）]

ユーザが最初にログインした日付と時刻を示します。初回ログイン時刻（First Logged in at）

このゲストユーザの合計ログイン回数を示します。ログイン回数（Number of logins）

識別を目的とする、ゲストユーザアカウントのユーザ定義の説明です。説明

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [モビ
リティ（Mobility）] > [モビリティ統計情報（Mobility
Stats）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（WirelessController）] > [モビリティ（Mobility）] > [モビリティ統計情報（Mobility
Stats）]ページにあるフィールドについて説明します。
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表 63 : [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [モビリティ（Mobility）]
> [モビリティ統計情報（Mobility Stats）]のフィールド

説明フィールド

グローバルモビリティ統計情報（Global Mobility
Statistics）

短すぎるパケットや不正な形式などの、一般的なプロトコルパ

ケット受信エラー。

Rx Errors

パケット送信失敗など、一般的なプロトコルパケット送信エ

ラー。

Tx Errors

モビリティプロトコルはUDPを使用し、応答が受信されない場
合には、複数回にわたって要求が再送信されます。ネットワーク

の遅延または処理の遅延のため、応答側が最初に要求に応答した

後に、1回以上の再試行要求を受信する場合があります。この
フィールドは、応答が再送信された回数です。

再送信応答（Responses Retransmitted）

ハンドオフ要求が受信、無視または応答された合計回数。受信されたハンドオフ要求（Handoff Requests
Received）

ハンドオフ終了要求が受信された合計回数。これらの要求は、ク

ライアントセッションの終了について相手に通知するために、

アンカーコントローラまたは外部コントローラによって送信さ

れます。

ハンドオフ終了要求（Handoff End Requests）

PEM（ポリシー施行モジュール）がクライアントのステート遷移
を拒否しました。通常、その結果としてハンドオフが中断されま

す。

拒否された状態遷移（State Transitions Disallowed）

バッファなどの必要なリソースが使用できませんでした。その結

果としてハンドオフが中断されます。

使用できないリソース（Resource Unavailable）

モビリティレスポンダ統計情報（MobilityResponder
Statistics）

無視されたハンドオフ要求またはクライアント通知の数。コント

ローラには単にそのクライアントに関する知識がありません。

無視されたハンドオフ要求（Handoff Requests
Ignored）

ハンドオフ期間が短すぎた（3秒）ために拒否されたハンドオフ
要求の数。

ドロップされたピンポンハンドオフ要求（PingPong
Handoff Requests Dropped）

クライアントについての認識が不完全であるか、パケットの問題

が原因でドロップされたハンドオフ要求の数。

ドロップされたハンドオフ要求（Handoff Requests
Dropped）

積極的に拒否されたハンドオフ要求の数。拒否されたハンドオフ要求（Handoff Requests
Denied）
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説明フィールド

ローカルロール中に送信されたハンドオフ応答の数。ローカルとしてのクライアントハンドオフ（Client
Handoff as Local）

外部ロール中に送信されたハンドオフ応答の数。外部としてのクライアントハンドオフ（Client
Handoff as Foreign）

受信したアンカー要求の数。受信されたアンカー要求（AnchorRequestsReceived）

拒否されたアンカー要求の数。拒否されたアンカー要求（AnchorRequestsDenied）

許可されたアンカー要求の数。許可されたアンカー要求（AnchorRequestsGranted）

クライアントが外部コントローラから現在のアンカーとして同じ

サブネット上のコントローラに移動したために、転送されたアン

カーの数。

転送されたアンカー（Anchor Transferred）

モビリティイニシエータ統計情報（MobilityInitiator
Statistics）

コントローラに関連付けられ、モビリティグループに通知され

ているクライアントの数。

送信されたハンドオフ要求（HandoffRequests Sent）

送信された要求に応答して受信された、ハンドオフ応答の数。受信されたハンドオフ応答（Handoff Replies
Received）

クライアントセッション全体が転送されたハンドオフの数。受信されたローカルとしてのハンドオフ（Handoff
as Local Received）

クライアントセッションが別の場所でアンカーされたハンドオ

フの数。

受信された外部としてのハンドオフ（Handoff as
Foreign Received）

拒否されたハンドオフの数。受信されたハンドオフ拒否（Handoff Denies
Received）

スリーパーティ（外部から外部）ハンドオフ用に送信されたアン

カー要求の数。ハンドオフが別の外部コントローラから受信さ

れ、新しいコントローラがクライアントを移動させるようアン

カーに要求しています。

送信されたアンカー要求（Anchor Request Sent）

現在のアンカーによって拒否されたアンカー要求の数。受信されたアンカー拒否（Anchor Deny Received）

現在のアンカーによって許可されたアンカー要求の数。受信されたアンカー許可（Anchor Grant Received）

現在のアンカーによって受信されたアンカー転送の数。受信されたアンカー転送（AnchorTransferReceived）
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[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [冗長
性（Redundancy）] > [冗長性の要約（Redundancy
Summary）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコ
ントローラ（Wireless Controller）] > [冗長性（Redundancy）] > [冗長性の要約（Redundancy
Summary）]ページにあるフィールドについて説明します。

表 64 : [モニタ（Monitor）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [冗長性（Redundancy）]
> [冗長性の要約（Redundancy Summary）]のフィールド

説明フィールド

ステータスを表示します。ローカル状態（Local State）

ピアの状態情報を表示します。ピア状態（Peer State）

アクティブなコントローラがプライマリコントローラかセ

カンダリコントローラかを表示します。

アクティブコントローラ（Active Controller）

ユニットのMACアドレスを表示します。ユニットMac（Unit Mac）

冗長性状態を表示します。冗長性状態（Redundancy State）

モビリティMACアドレス。モビリティMAC（Mobility MAC）

冗長性管理 IPアドレス。冗長性管理 IP（Redundancy-Management IP）

ピア冗長性管理 IPアドレス情報。ピア冗長性管理 IP（Peer Redundancy-Management IP）

冗長ポート IPアドレス。冗長ポート IP（Redundancy port IP）

ピア冗長ポート IPアドレス。ピア冗長ポート IP（Peer Redundancy port IP）

ピアサービスポートの IPアドレス。ピアサービスポート IP（Peer Service Port IP）

冗長性ピアの平均到達可能性遅延をマイクロ秒単位で表示

します。

平均冗長性ピア到達可能性遅延（マイクロ秒）（Average
Redundancy Peer Reachability Latency (Micro seconds)）

管理ゲートウェイに到達するまでの平均遅延をマイクロ秒

単位で表示します。

平均管理ゲートウェイ到達可能性遅延（マイクロ秒）

（AverageManagement Gateway Reachability Latency (Micro
seconds)）

プライマリからスタンバイコントローラへの設定同期のス

テータスを表示します。

プライマリからスタンバイへの一括同期ステータス

（Primary to Standby BulkSync Status）
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説明フィールド

ユニットのシリアル番号を表示します。

バージョン 8.7以降のコントローラで使用できま
す。

（注）

シリアル番号（Serial Number）

ユニットのファンのステータスを表示します。

バージョン 8.7以降のコントローラで使用できま
す。

（注）

ファンステータス（Fan Status）

モニタツール
次に、[モニタツール（Monitor Tools）]フィールドについて説明します。

• [パケットキャプチャ（Packet Capture）] > [キャプチャセッション（Capture Sessions）]

• [モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジーツール（Wireless Technologies Tools）]

[パケットキャプチャ（Packet Capture）] > [キャプチャセッション
（Capture Sessions）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [パケットキャプチャ（Packet Capture）]
> [キャプチャセッション（Capture Sessions）]にあるフィールドについて説明します。

表 65 : [モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [パケットキャプチャ（Packet Capture）]

説明フィールド

このキャプチャセッションの一意の名前を入力します。[名前（Name）]

パケット全体をキャプチャするには、0を入力します。パケットスライスサイズ（バイト）

（Packet Slice Size (bytes)）

キャプチャファイルの総サイズ。ファイルサイズ（MB）（File Size
(MB)）
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説明フィールド

このオプションが有効になっている場合は、明示的に停止するまで、キャプチャ

は継続されます。

NAMの場合は、結果は「number of files」パラメータにより、ラウンドロビン
シーケンスに保存されます。たとえば、「rotate」が真で、「number of files」が
2の場合、2つのキャプチャファイルが内容の保存に使用されます。パケットは、
いっぱいになるまでは最初のファイルに保存され、次のファイルでそのプロセス

が繰り返されます。

ASRの場合は、パケットファイルが循環します（同じファイルが使用され、内
容は上書きされます）。

ローテートファイル（Rotate Files）

• [Packet-to-Sample]：n番目のパケットをキャプチャします。たとえば、「3」
は、3つ目のパケットごとという意味です。

• [Packet-Rate]：1秒あたりにキャプチャするパケットの数。（最小値：1、有
効なエントリ：0～ 9）。

• [期間（Duration）]：キャプチャする時間。

• [パケット（Packets）]：キャプチャするパケットの総数。

For ASR devices only:

内容の保存に使用するファイルの数。NAMデバイスの場合のみ。ファイル数（Number of files）

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジーツール（Wireless
Technologies Tools）]

次に、[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジーツール（Wireless Technologies Tools）]
にあるページの各フィールドについて説明します。

[音声監査（Voice Audit）]フィールドの説明

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [ワイヤレス音声の監査（Wireless Voice
Audit）]ページの各フィールドについて説明します。

• [音声監査（Voice Audit）] [コントローラ（Controller）]タブ

• [音声監査（Voice Audit）] [ルール（Rules）]タブ

• [音声監査（Voice Audit）] [レポート（Report）]タブ

[音声監査（Voice Audit）] [コントローラ（Controller）]タブ

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [ワイヤレス音声の監査（Wireless Voice
Audit）] > [コントローラ（Controllers）]の各フィールドについて説明します。

[モニタ（Monitor）]ページのフィールド参照
87

[モニタ（Monitor）]ページのフィールド参照

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレステクノロジーツール（Wireless Technologies Tools）]



表 66 : [ワイヤレス音声の監査（Wireless Voice Audit）] > [コントローラ（Controllers）]タブのフィールドの説明

説明フィールド

次のいずれかのオプションを選択します。

• [すべてのコントローラ（All Controllers）]：追加のコントローラ情報は不要です。

• [1つのフロアエリア（AFloorArea）]：ドロップダウンリストから、該当するキャンパ
ス、ビルディング、フロア、およびコントローラを選択します。

• [単一のコントローラ（A Single Controller）]：該当するコントローラをドロップダウン
リストから選択します。

監査対象（Run audit
on）

[音声監査（Voice Audit）] [ルール（Rules）]タブ

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [ワイヤレス音声の監査（Wireless Voice
Audit）] > [ルール（Rules）]の各フィールドについて説明します。

表 67 : [ワイヤレス音声の監査（Wireless Voice Audit）] > [ルール（Rules）]タブのフィールドの説明

ルールの詳細ルール（Rule）

説明：VoWLAN SSIDが存在するかどうかを確認します。

ルールの有効性：ユーザ定義の VoWLAN SSID。

VoWLAN SSID

説明：7920 AP CACが VoWLANで有効になっているかどうかを確認します。

ルールの有効性：ユーザ定義の VoWLAN SSID。

CAC: 7920

説明：7920クライアント CACが VoWLANで無効になっているかどうかを確認しま
す。

ルールの有効性：ユーザ定義の VoWLAN SSID。

CAC: 7920クライアント（CAC:
7920 Clients）

説明：DHCPの割り当てが VoWLANで無効になっているかどうかを確認します。

ルールの有効性：ユーザ定義の VoWLAN SSID。

DHCP割り当て（DHCP
Assignment）

説明：VoWLANでMFPクライアント保護が [必須（Required）]に設定されていな
いかどうかを確認します。

ルールの有効性：ユーザ定義の VoWLAN SSID。

MFPクライアント（MFP
Client）

説明：VoWLANで QoSがプラチナ（音声）に設定されているかどうかを確認しま
す。

ルールの有効性：ユーザ定義の VoWLAN SSID。

プラチナ QoS（Platinum QoS）

説明：非 VoWLANで QoSがプラチナに設定されていないことを確認します。

ルールの有効性：ユーザ定義の VoWLAN SSID。

非プラチナ QoS（Non Platinum
QoS）
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ルールの詳細ルール（Rule）

説明：WMMが VoWLANで有効になっているかどうかを確認します。

ルールデータ：ドロップダウンリストから [許可（Allowed）]または [必須
（Required）]を選択します。

ルールの有効性：ユーザ定義の VoWLAN SSID。

WMM

説明：CCKMが VoWLANで有効になっているかどうかを確認します。

ルールの有効性：ユーザ定義の VoWLAN SSID。

CCKM

説明：VoWLAN向けの Cisco Centralized Key Management（CCKM）で AES暗号化が
有効になっていないことを確認します。このルールは、792x電話機専用です。

ルールの有効性：ユーザ定義の VoWLAN SSID。

AESが無効な CCKM（792x電
話機用）（CCKMWith No AES-
for 792x phones）

説明：Traffic Stream Metrics（TSM）が有効になっていることを確認します。

ルールデータ：[802.11a/n TSM]または [802.11b/g/n TSM]、あるいは両方のチェック
ボックスをオンにします。

ルールの有効性：少なくとも 1つのバンドを選択する必要があります。

TSM

説明：ChannelAnnouncementとChannelQuiteModeの両方で、動的周波数選択（DFS）
が有効になっているかどうかを確認します。

DFS

説明：アドミッション制御が有効になっているかどうかを確認します。

ルールデータ：[802.11a/n ACM]または [802.11b/g/n ACM]、あるいは両方のチェッ
クボックスをオンにします。

ルールの有効性：少なくとも 1つのバンドを選択する必要があります。

ACM

説明：動的送信電力制御が有効になっているかどうかを確認します。

ルールデータ：[802.11a/n DTPC]または [802.11b/g/n DTPC]、あるいは両方のチェッ
クボックスをオンにします。

ルールの有効性：少なくとも 1つのバンドを選択する必要があります。

DTPC

説明：緊急帯域幅が有効になっているかどうかを確認します。

ルールデータ：[802.11a/n緊急帯域幅（802.11a/n Expedited Bandwidth）]または
[802.11b/g/n緊急帯域幅（802.11b/g/n Expedited Bandwidth）]、あるいは両方のチェッ
クボックスをオンにします。

ルールの有効性：少なくとも 1つのバンドを選択する必要があります。

優先帯域幅（Expedited
Bandwidth）
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ルールの詳細ルール（Rule）

説明：負荷ベースのアドミッション制御（CAC）が有効になっているかどうかを確
認します。

ルールデータ：[802.11a/n負荷ベースの CAC（802.11a/n Load Based CAC）]と
[802.11b/g/n負荷ベースのCAC（LBCAC）（802.11b/g/n Load Based CAC (LBCAC)）]
のいずれかまたは両方のチェックボックスをオンにします。

ルールの有効性：少なくとも 1つのバンドを選択する必要があります。

不可ベースの CAC（Load Based
CAC）

説明：コールアドミッション制御の最大 RF帯域幅が適切に設定されているかどう
かを確認します。

ルールデータ：802.11a/nと 802.11b/g/nの最大許容帯域幅のテキストボックスにパー
センテージを入力します。

ルールの有効性：少なくとも 1つの帯域のデータを指定する必要があります。有効
な範囲は 0～ 80です。

CAC:最大帯域幅（CAC: Max
Bandwidth）

説明：コールアドミッション制御の予約済みローミング帯域幅が適切に設定されて

いるかどうかを確認します。

ルールデータ：テキストボックスに、802.11a/nと 802.11b/g/nの最大予約済みロー
ミング帯域幅のパーセンテージを入力します。

ルールの有効性：少なくとも 1つの帯域のデータを指定する必要があります。有効
な範囲は 0～ 80です。

CAC:予約済みローミング帯域
幅（CAC: Reserved Roaming
Bandwidth）

説明：ピコセルモードが無効になっているどうかを確認します。

ルールデータ：[802.11a/nピコセルモード（802.11a/n PicoCellmode）]と [802.11b/g/n
ピコセルモード（802.11b/g/n Pico Cell mode）]のいずれかまたは両方のチェック
ボックスをオンにします。

ルールの有効性：少なくとも 1つのバンドを選択する必要があります。

ピコセルモード（Pico Cell
mode）

説明：ビーコン周期が適切に設定されているかどうかを確認します。

ルールデータ：テキストボックスに、11a/nおよび 11b/g/nのビーコン周期（ミリ秒
単位）を入力します。

ルールの有効性：少なくとも 1つの帯域のデータを指定する必要があります。有効
な範囲は 20～ 1000です。0を入力するか、帯域を確認しない場合は空欄のままにし
ます。

ビーコン周期（Beacon Period）

説明：11b/gにショートプリアンブルが有効になっているかどうかを確認します。短いプリアンブル（Short
Preamble）
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ルールの詳細ルール（Rule）

説明：フラグメンテーションしきい値が適切に設定されているかどうかを確認しま

す。

ルールデータ：テキストボックスに、11a/nと 11b/g/nのフラグメンテーションしき
い値（バイト単位）を入力します。

ルールの有効性：少なくとも 1つの帯域のデータを指定する必要があります。有効
な範囲は 256～ 2346です。0を入力するか、帯域を確認しない場合は空欄のままに
します。

フラグメンテーションしきい値

（Fragmentation Threshold）

説明：データレートが適切に設定されているかどうかを確認します。

11b/gのデータレート設定：各Mbpsカテゴリで、[無効（Disabled）]、[サポート済
み（Supported）]、または [必須（Mandatory）]を選択します。

11aのデータレート設定：各Mbpsカテゴリで、[無効（Disabled）]、[サポート済み
（Supported）]、または [必須（Mandatory）]を選択します。

データレート

説明：アグレッシブロードバランシングが無効になっているかどうかを確認しま

す。

アグレッシブロードバランシン

グ（Aggressive Load Balancing）

説明：QoSプロファイルがデフォルト値から変更されていないことを確認します。QoSプロファイル（QoSProfile）

説明：EAP要求タイムアウトが適切に設定されているかどうかを確認します。

ルールデータ：EAP要求タイムアウトの時間制限（秒単位）を入力します。

ルールの有効性：データを空白のままにしたりゼロを設定したりできません。有効

な範囲は 1～ 120です。

EAP要求のタイムアウト（EAP
Request Timeout）

説明：ARPユニキャストが無効になっているどうかを確認します。ARPユニキャスト（ARP
Unicast）

[音声監査（Voice Audit）] [レポート（Report）]タブ

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [ワイヤレス音声の監査（Wireless Voice
Audit）] > [レポート（Report）]の各フィールドについて説明します。

表 68 : [ワイヤレス音声の監査（Wireless Voice Audit）] > [レポート（Report）]タブのフィールドの説明

説明フィールド

監査が完了しているかどうかを示します。監査ステータス（Audit Status）

音声監査の開始時刻と終了時刻を示します。開始時間と終了時間（Start Time and End
Time）

音声監査に関与するデバイスの数を示します。総デバイス数（# Total Devices）
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説明フィールド

ツールが監査しようとしたデバイスを数を示します。

コントローラが到達不能な場合、そのコントローラの監査がスキッ

プされます。そのコントローラに対してはルールチェックが実行

されません。

（注）

総完了デバイス数（# Completed
Devices）

音声監査に選択したルールの数を示します。ルール数（# Rules）

レポート結果（Report Results）

音声監査に関与するコントローラの IPアドレスを示します。[IPアドレス（IP Address）]

このコントローラに適用されたルールを示します。ルール（Rule）

適用されたルールの結果（[スキップ（Skipped）]、[違反（Violation）]、[到
達不可能（Unreachable）]）を示します。

現在の設定とルール値に不一致が存在しない場合、そのルールの

結果は表示されません。

（注）

結果

ルールの結果の説明を定義します。

適用されたルールの結果が [違反（Violation）]である場合、[詳細
（Details）]リンクをクリックすると、名前、デバイス値、ルール
値などの詳細が表示されます。リンクにマウスカーソルを合わせ

ると詳細が表示されます。

（注）

詳細（Details）

音声監査のタイプスタンプを指定します。時刻（Time）

[音声診断（Voice Diagnostic）]フィールドの説明

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [ワイヤレス音声の診断（Wireless Voice
Diagnostic）]ページの各フィールドについて説明します。

• [音声診断テストリスト（Voice Diagnostic Test List）]ページ

• [音声診断テストレポート（Voice Diagnostic Test Report）]ページ

[音声診断テストリスト（Voice Diagnostic Test List）]ページ

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [ワイヤレス音声の診断（Wireless Voice
Diagnostic）]の各フィールドについて説明します。

表 69 : [音声診断テストリスト（Voice Diagnostic Test List）]ページのフィールドの説明

説明フィールド

テストの名前。テスト名（Test Name）
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説明フィールド

テストが実行される継続時間。継続時間は、10分、20分、30分、40分、50分、
60分のいずれかです。デフォルトの選択値は 10分です。

テスト期間（分）（Duration of Test
(Minutes)）

クライアントのMACアドレスやそのクライアントにプロビジョニングされたす
べてのコントローラなど、最初のクライアントの詳細情報を表示します。また、

コントローラに到達できない場合は、プロビジョニングに失敗したコントロー

ラもリストされます。

最初のクライアント（First Client）

クライアントのMACアドレスやそのクライアントにプロビジョニングされたす
べてのコントローラなど、2番目のクライアントがある場合は、その詳細情報を
表示します。また、コントローラに到達できない場合は、プロビジョニングに

失敗したコントローラもリストされます。

2番目のクライアント（Second
Client）

テストが開始された時刻。開始時刻

テストの残り時間。残り時間（Remaining Time）

テストの状態。[実行中（Running）]、[完了（Completed）]、[停止（Stopped）]、
または [中断（Aborted）]の 4つの状態のいずれかです。

ステート（State）

テストのステータス。赤はテストで問題が検出されたことを示します。緑色は、

コール中の問題が検出されなかった音声診断テストを示します。

問題

[音声診断テストレポート（Voice Diagnostic Test Report）]ページ

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [ツール（Tools）] > [ワイヤレス音声診断テストレポート
（Wireless Voice Diagnostic Test Report）]のタブについて説明します。

表 70 : [音声診断テストレポート（Voice Diagnostic Test Report）]ページのタブの説明

説明タブ

要約

このタブは、3つの領域に分かれています。上部の領
域にはテストとクライアントの詳細情報が表示され

ます。真ん中の領域には問題が表示され、下部の領

域には対応するログメッセージが表示されます。
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説明タブ

[テストステータス（Test Status）]に、テストの名前、1番目の
クライアントのMACアドレス、2番目のクライアントのMAC
アドレス、デバイスタイプ、テストステータス、開始時刻、残

り時間、テスト期間などのテスト詳細が表示されます。テスト

が中断した場合、またはテストが完了した場合は再起動します。

実行中のテストを停止する [停止（Stop）]ボタンが表示されま
す。ステータスおよびクライアントの詳細を更新するには、[ス
テータスタブの更新（Refresh Status Tab）]ボタンおよび [クラ
イアントタブの更新（Refresh Client Tab）]ボタンを使用しま
す。クライアントのユーザ名、IPアドレス、MACアドレス、
ベンダー、CCXバージョン、802.11の状態、プロトコル、
SSID、プロファイル名、APの詳細など、クライアントの詳細
情報が表示されます。クライアントの詳細情報を参照するには、

クライアントのMACアドレスをクリックします。

テストとクライアントの詳細（Test andClientDetails）

[問題（Problems）]ペインは [テストとクライアントの詳細（Test
and Client Details）]ペインの下に表示されます。このペインに
は、現在の診断に関するすべての問題が表示されます。このペ

インは 5秒ごとに個別に更新されます。ページ全体を更新する
必要はありません。このペインの情報をソートするには、ペイ

ンのいずれかの列をクリックします。[問題（Problems）]ペイ
ンの行をクリックすると、問題の詳しい説明と推奨アクション

が示されたダイアログボックスが表示されます。

コントローラ間ローミングの障害の場合、[AP情報か
ら（FromAP information）]内のMACアドレスが正確
でなく、「00:00:00:00:00:00」と表示されることがあ
ります。

（注）

問題

[ログ（Logs）]ペインは、[問題（Problems）]ペインの下に表
示されます。このペインには、この診断中にコントローラと

WCS間でやり取りされたすべてのメッセージが表示されます。
このペインの情報をソートするには、ペインのいずれかの列を

クリックします。このペインは、ページ全体を更新しなくても、

5秒ごとに個別に更新されます。

ログ

グラフ

このタブには、各クライアントのアップリンクおよ

びダウンリンクトラフィックのグラフが表示されま

す。チャートは 10秒ごとに更新されます。
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説明タブ

[クライアントアップリンクトラフィックストリームメトリッ
ク（TSM）（Client Uplink Traffic Stream Metric (TSM)）]チャー
トには、CCX V4以上をサポートするクライアントが表示され
ます。TSMデータは10秒ごとにプロットされます。TSMチャー
トには、一連のシリーズのメトリックが表示され、チャート内

の [シリーズの選択（Select Series）]ボタンを使用して有効また
は無効にできます。

ローミングを含むクライアントアップリンクおよび

ダウンリンク TSMチャート（Client Uplink and
DownLink TSM Chart with Roaming）

間隔ごとに、QoSが計算され、[クライアントアップリンクQoS
（Client Uplink QoS）]チャートを表すチャートに表示されま
す。この円グラフには、QoSチャートの総数と、3つのカテゴ
リ内での分布が表示されます。これらのカテゴリは一般に、音

声コールの品質を示します。

クライアントアップリンクおよびダウンリンク QoS
チャート（Client Uplink and DownLink QoS Chart）

[ACキュー（AC Queue）]には、パケットのタイプと、シリー
ズのパケットの数が表示されます。[シリーズの選択（Select
Series）]ボタンを使用して、シリーズを有効または無効にでき
ます。

平均アップリンクおよびダウンリンク ACキュー
（Average Uplink and Downlink AC Queue）

ローミング履歴（Roam History）

このタブには、ローミングテーブル内のローミング

履歴情報が表示されます。このローミングテーブル

には、成功したローミング履歴と失敗したローミン

グ履歴の両方が表示されます。ローミングテーブル

では、次の情報が提供されます。

•クライアントのローミングが実行された時刻

•クライアントの移動元の APの名前

•クライアントの移動元の無線のタイプ

•クライアントの移動元のコントローラの IPアド
レス

•クライアントの移動先の APの名前

•クライアントの移動先のコントローラの IPアド
レス

•クライアントの移動先の無線のタイプ

•ローミングの結果（成功したか失敗したか）

•失敗の場合は、その失敗の理由も表示されます。
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説明タブ

イベント

[イベント（Event）]タブには、リスト内の音声コー
ル時のクライアントとAPに関連するイベント履歴が
表示されます。最後の 10のイベントが表示されま
す。[クライアントイベント（Client Events）]と [AP
イベント（AP Events）]の 2つのイベントテーブル
を利用できます。音声コール時のクライアント固有

のイベントは [クライアントイベント（Client
Events）]テーブルに、AP固有のイベントは [APイ
ベント（AP Event）]テーブルに表示されます。

[モニタ（Monitor）] > [WiFi TDOAレシーバ（WiFi TDOA Receivers）]
次の表で、[モニタ（Monitor）] > [TDOAレシーバ（TDOA Receivers）]ページの各フィールド
について説明します。

表 71 : [モニタ（Monitor）] > [TDOAレシーバ（TDOA Receivers）]フィールド

説明フィールド

WiFi TDOAレシーバのMACアドレス。MACアドレス（MAC Address）

TDOAレシーバの名前。WiFi TDOAレシーバ名（WiFi TDOA Receiver
Name）

WiFi TDOAレシーバのスタティック IPアドレス。静的 IP（Static IP）

ステータスが [アップ（Up）]か [ダウン（Down）]かを表示しま
す。

Operステータス（Oper Status）

WiFi TDOAレシーバのフロアマップを表示するには、[マップロ
ケーション（Map Location）]リンクをクリックします。

マップロケーション（Map Location）

メディアストリーム
次に、[メディアストリーム（Media Streams）]フィールドについて説明します。

• [モニタ（Monitor）] > [メディアストリーム（Media Streams）]

• [モニタ（Monitor）] > [メディアストリーム（Media Streams）] > [メディアストリームの詳
細（Media Stream Details）]
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[モニタ（Monitor）] > [メディアストリーム（Media Streams）]
次の表で、[モニタ（Monitor）] > [メディアストリーム（Media Streams）]ページの各フィール
ドについて説明します。

表 72 : [モニタ（Monitor）] > [メディアストリーム（Media Streams）]フィールド

説明フィールド

メディアストリームの名前。メディアストリームの詳細情報を表示するには、[スト
リーム名（Stream Name）]をクリックします。

ストリーム名（StreamName）

マルチキャストダイレクト機能が有効になっているメディアストリームの開始 IPアド
レス。

開始 IP（Start IP）

マルチキャストダイレクト機能が有効になっているメディアストリームの終了 IPアド
レス。

終了 IP（End IP）

メディアストリームの動作状態。ステート（State）

メディアストリームに割り当てられている最大帯域幅。最大帯域幅（MaxBandwidth）

メディアストリーム内に設定されているプライオリティビット。プライオリティは 1
～8の任意の数字です。値が小さいほど、プライオリティは高くなります。たとえば、
プライオリティ 1が最も高く、値 8は最も低くなります。

[プライオリティ（Priority）]

違反が発生した場合に実行されるアクション。表示される値は次のとおりです。

• [ドロップ（Drop）]：定期的な再評価時にストリームがドロップされることを示し
ます。

• [ベストエフォート（Best Effort）]：定期的な再評価時にストリームがベストエ
フォートクラスにデモートされることを示します。

違反（Violation）

メディアストリームポリシー。取り得る値は [許可（Admit）]または [拒否（Deny）]
です。

ポリシー

指定したメディアストリームを使用するコントローラの数。コントローラ

指定したメディアストリームを使用するクライアントの数。Clients

[モニタ（Monitor）]>[メディアストリーム（MediaStreams）]>[メディ
アストリームの詳細（Media Stream Details）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [メディアストリーム（Media Streams）] > [メディアストリー
ムの詳細（Media Stream Details）]ページの各フィールドについて説明します。
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表 73 : [モニタ（Monitor）] > [メディアストリーム（Media Streams）] > [メディアストリームの詳細（Media Stream Details）]のフィールド

説明フィールド

次のメディアストリーム設定情報を表示します。

•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 Start IP）

•マルチキャスト接続先終了 IP（Multicast Destination End IP）

•最大予想帯域幅（1～ 35000 kbps）（Maximum Expected Bandwidth (1 to 35000
kbps)）

•動作ステータス（Operational Status）

•平均パケットサイズ（100～ 1500バイト）（AveragePacket Size(100-1500 bytes)）

• RRC定期（RRC Periodic）

• RRC優先度（1～ 8）（RRC Priority(1-8)）

•トラフィックプロファイル違反（Traffic Profile Violation）

•ポリシー

メディアストリームの詳細

（Media Stream Details）

選択したメディアストリームを使用するコントローラの数とクライアントの数を表

示します。コントローラ数をクリックすると、選択したメディアストリームを使用

するコントローラの一覧にアクセスできます。

統計情報（Statistics）

その APのエラーと対応するフロアマップを表示します。エラー（Error）

各期間のクライアントの数を表示します。クライアント情報は、時間ベースのグラ

フに表示されます。時間ベースのグラフでは、グラフページの上部に、6時間、1
日、1週間、2週間、4週間、3ヵ月、6ヵ月、1年、およびカスタムを表示するリン
クバーがあります。選択すると、そのタイムフレームのデータが取得され、対応す

るグラフが表示されます。

クライアントカウント（Client
Counts）

各期間の失敗したクライアントの数を表示します。失敗クライアントカウント

（Failed Client Counts）

詳細については、最新の『Cisco Prime Infrastructure User Guide』の「Add, Position, and Delete
WiFi TDOA Receivers」を参照してください。

[モニタ（Monitor）] > [無線リソースの管理（Radio Resource
Management）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [無線リソースの管理（Radio Resource Management）]ページ
の各フィールドについて説明します。
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表 74 : [モニタ（Monitor）] > [無線リソースの管理（Radio Resource Management）]のフィールド

説明フィールド

次のネットワーク全体のRRMパフォーマンスの統計情報を表示し、まとめてグルー
プ化したイベントに基づいてチャネル変更の理由を予測します。

• [RFグループの数（Number of RF Groups）]：Prime Infrastructureが現在管理して
いる RFグループの総数を表示します。

• [最大電力時 AP（a/n/ac）（APs at maximum power (a/n/ac)）]：802.11 a/n無線に
よるアクセスポイントが最大電力であった時間の割合を表示し、それらのアク

セスポイントの場所を示します。

• [最大電力時 AP（b/g/n）（APs at maximum power (b/g/n)）]：802.11 a/n無線によ
るアクセスポイントが最大電力であった時間の割合を表示し、それらのアクセ

スポイントの場所を示します。

• [設定の不一致の総数（Total Configuration Mismatches）]：24時間にわたって検
出された設定不一致の総数を表示します。

• [チャネル変更総数（Total Channel Changes）]：チャネルが更新されたか、改訂
されたかにかかわらず、802.11a/b/g/n無線でのチャネル変更の総数を表示しま
す。カウントは、24時間および 7日間の期間に分割されます。割合のリンクま
たは [24時間表示（24-hour）]列の下にあるリンクをクリックすると、そのアク
セスポイントのみの詳細を示すページが表示されます。

• [CleanAirが開始したチャネル変更数（CleanAir Initiated Channel Changes）]：
CleanAirにより開始されたチャネル変更情報を表示します。

• [カバレッジホールイベント総数（Total Coverage Hole Events）]：7日間、1日
24時間にわたるカバレッジホールイベントの総数を表示します。

RRM統計情報（RRMStatistics）
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説明フィールド

すべての 802.11a/b/g/n無線についてチャネルが変更された理由を表示します。次の
パラメータが含まれています。

•信号：他のいくつかの近隣する無線のチャネル品質が改善されたためにチャネ
ルが変更されました。他のネイバー無線のチャネル品質を向上させると、アル

ゴリズムで評価されたように、システムのチャネル計画が向上しました。

• WiFi干渉

•ロード

•レーダー

•ノイズ

•永続的非Wifi干渉

•主要な電波品質イベント

•その他

チャネル変更理由（Channel
Change Reason）

802.11a/n無線のグラフィカルな横棒グラフを表示します。グラフは、チャネル変更
が行われた理由に基づいて作成されます。グラフは 2つの部分に分割され、それぞ
れ 24時間および 7日間に発生するイベントを引き起こす理由の重み付けされた理由
の割合を示します。チャネル変更の各イベントにはいくつかの理由があり、その重

みはそれらの理由に均等に分けられます。ネット原因コードは、イベントが発生し

た理由の数に関係なく、1という係数が与えられます。

チャネル変更理由（Channel
Change Causes）

チャネル変更情報を表示します。チャネル変更の各イベントには、Lightweightアク
セスポイントのMACアドレスが含まれます。各理由コードについて、チャネルイ
ベントの重み付き理由に基づいて 802.11a/nアクセスポイントに発生したチャネル変
更の多くが表示されます。カウントは、24時間および7日間の期間に分割されます。

チャネル変更 -チャネルを変更
した AP（Channel Change - APs
with channel changes）

24時間にわたる設定不一致を RFグループの詳細情報別に表示します。設定の不一致 -設定に不一致が
あるRFグループ（Configuration
Mismatch - RF Groups with
Configuration Mismatches）

カバレッジホールイベントをトリガーした（しきい値ベース）IF Type 11 a/nによっ
てフィルタリングされた上位 5つのアクセスポイントを表示します。

カバレッジホール -カバレッジ
ホールを報告するAP（Coverage
Hole - APs reporting coverage
holes）

カバレッジホールイベントに対応するため最大電力で動作している 802.11a/n
Lightweightアクセスポイントの合計のパーセンテージのグラフィカルなプログレッ
シブチャートを表示します。カウントは、24時間および 7日間の期間に分割されま
す。

最大電力時AP（APsatMaximum
Power）
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アラームおよびイベント（Alarms and Events）
次に、[アラームおよびイベント（Alarms and Events）]の各フィールドについて説明します。

• [モニタリングツール（MonitoringTools）] > [アラームおよびイベント（Alarms andEvents）]
> [アラーム（Alarms）]タブ

• [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよび
ユーザ（Clients and Users）]

[モニタリングツール（MonitoringTools）]>[アラームおよびイベント（AlarmsandEvents）]
> [アラーム（Alarms）]タブ

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよび
イベント（Alarms and Events）] > [アラーム（Alarms）]タブの各フィールドについて説明しま
す。

表 75 : [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] > [アラーム（Alarms）]タブ
のフィールド

説明フィールド

次のいずれかのアラームの重大度。

•クリティカル（Critical）

•メジャー

• [マイナー（Minor）]

•警告

•情報(Informational)

重大度（Severity）

アラームについてのメッセージ。メッセージ

アラームのステータス。ステータス(Status)

イベントのソース（名前やMACアドレスを含む）を示します。失敗ソース（Failure
Source）

アラームが発生した日時。Timestamp

このアラームを割り当てる個人の名前（入力された場合）。[オーナー（Owner）]

不正 AP、コントローラ、スイッチ、セキュリティなど、アラームに割り当てられたカテ
ゴリ。

カテゴリ（Category）

アラームの原因となった条件。条件
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説明フィールド

[アラームブラウザ（Alarm
Browser）]ツールバー

アラームステータスを次のいずれかに変更します。

• [確認（Acknowledge）]：アラームを認知できます。デフォルトでは、認知済みのア
ラームは [アラームブラウザ（Alarm Browser）]ページに表示されません。認知済み
のアラームは Prime Infrastructureに保存されるため、アラーム検索機能を使用して、
認知済みのすべてのアラームを検索できます。

• [未確認（Unacknowledge）]：すでに確認応答したアラームの確認応答を解除できま
す。

• [クリア（Clear）]：選択したアラームをクリアします。アラームが [アラームブラウ
ザ（AlarmBrowser）]から削除されます。クリアされたアラームはPrime Infrastructure
内に残るため、アラーム検索機能を使用すると、クリアされたすべてのアラームを検

索できます。

ステータスの変更（Change
Status）

選択したアラームに対して、次を実行できます。

• [自分に割り当てる（Assign to me）]：アラームを自分に割り当てます。

• [所有者の選択（Select Owner）]：アラームを選択したユーザに割り当てます。

• [割り当て解除（Unassign）]：指定した所有者をアラームから削除します。

割り当て(Assign)

選択したアラームに注釈を入力し、[投稿（Post）]をクリックします。入力した注釈はア
ラームの詳細を表示するときに表示されます。

注釈（Annotation）

選択したアラームを削除します。アラームがどのデバイスでも検出されなくなったことを

示します。

削除（Delete）

アラームのカテゴリと重大度レベルに基づいてアラームに電子メールによる通知を設定し

ます。Prime Infrastructureは、指定したカテゴリのアラームが発生したときに電子メール
による通知を送信します。

電子メール通知
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説明フィールド

ドロップダウンリストには次のオプションがあります。

• [クイックフィルタ（QuickFilter）]：入力したテキストが含まれたアラームを表示す
るには、ボックスにテキストを入力します。

• [高度なフィルタ（Advanced Filter）]：このフィルタは、高度なアラーム検索機能を
提供します。さまざまな条件（「含む」、「含まない」、「～で始まる」、「～で終

わる」など）を使用して、特定のフィールドを検索できます。

• [すべて（All）]：すべてのアラームが表示されます。

• [プリセットフィルタの管理（Manage Preset Filter）]：以前保存したフィルタの表示
と、以前保存したフィルタの編集および削除が可能です。

• [自分に割り当てる（Assigned toMe）]：自分に割り当てられたすべてのアラームが表
示されます。

• [割り当てられていないアラーム（Unassigned Alarms）]：割り当てられていないすべ
てのアラームが表示されます。

•過去 5分以内のアラーム（Alarms in Last 5 Minutes）

•過去 15分以内のアラーム（Alarms in Last 15 Minutes）

•過去 30分以内のアラーム（Alarms in Last 30 Minutes）

•過去 1時間以内のアラーム（Alarms in the last hour）

•過去 8時間以内のアラーム（Alarms in the last 8 hours）

•過去 24時間以内のアラーム（Alarms in the last 24 hours）

•過去 7日以内のアラーム（Alarms in last 7 days）

• [すべての有線アラーム（All wired alarms）]：有線デバイスのすべてのアラームが表
示されます。

• [すべてのワイヤレスアラーム（Allwireless alarms）]：ワイヤレスデバイスのすべて
のアラームが表示されます。

表示（Show）

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベ
ント（Alarms and Events）] > [イベント（Events）]

次の表で、[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよび
イベント（Alarms and Events）] > [イベント（Events）]タブの各フィールドについて説明しま
す。
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表 76 : [モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [アラームおよびイベント（Alarms and Events）] > [イベント（Events）]タブ
のフィールド

説明フィールド

イベントの詳細情報を説明します。説明

イベントが生成された日時を示します。時刻（Time）

イベントの重大度を示します。使用可能なオプションは、[重大
（Critical）]、[メジャー（Major）]、[マイナー（Minor）]、[警告
（Warning）]、[クリア済み（Cleared）]、または [情報（Information）]で
す。

重大度（Severity）

イベントのソース（名前やMACアドレスを含む）を示します。失敗ソース（Failure Source）

イベントのタイプ。[不正AP（RogueAP）]、[セキュリティ（Security）]、
[AP]など。

カテゴリ（Category）

メッシュリンクの情報。メッシュリンク（Mesh Links）

クライアントの情報。Clients

コンテキスト認識型の通知を表示します。コンテキスト認識型通知（Context Aware
Notifications）

カバレッジホールイベント（CoverageHole
Event）

アクセスポイント名。アクセスポイント名（Access Point Name）

カバレッジホールにより失敗したクライアントの数。失敗クライアント（Failed Clients）

カバレッジホールによる影響を受けたクライアントの数。合計クライアント数（Total Clients）

該当するアクセスポイントの無線の種類（802.11b/gまたは 802.11a）。無線タイプ（Radio Type）

カバレッジしきい値の情報を表示します。カバレッジしきい値（CoverageThreshold）

不正 APイベント（Rogue AP Events）

不正アクセスポイントのベンダー名または [不明（Unknown）]ベンダー（Vendor）

不正アクセスポイントのタイプ（[悪意のある（Malicious）]、[危険性の
ない（Friendly）]、[未分類（Unclassified）]など）を示します。

分類タイプ（Classification Type）

不正検出がどのように発生したかを示します。ネットワーク上（On Network）

コントローラが不正を検出しました（[はい（Yes）]または [いいえ
（No）]）。

コントローラ(Controller)
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説明フィールド

スイッチポートトレースによって不正が検出されました。[トレースした
が、見つからなかった（Traced but not found）]、[トレースして見つかっ
た（Traced and found）]、[トレースしなかった（Not traced）]のいずれか
で示されます。

スイッチポートトレース（Switch Port
Trace）

この不正アクセスポイントに該当するすべての無線タイプをリストしま

す。

無線タイプ（Radio Type）

アラームの状態を示します。アドホック不正の可能な状態には、[脅威
（Threat）]、[アラート（Alert）]、[内部（Internal）]、[外部（External）]、
[封じ込め済み（Contained）]、[封じ込め保留中（Contained Pending）]、
および [削除済み（Removed）]があります。

ステート（State）

不正アクセスポイント無線によってブロードキャストされているサービ

スセット ID（SSID）。SSIDがブロードキャストされない場合は空欄に
なります。

SSID

アドホック不正イベント（Adhoc Rogue
Events）

不正アクセスポイントのベンダー名または [不明（Unknown）]ベンダー（Vendor）

不正検出がどのように発生したかを示します。ネットワーク上（On Network）

コントローラが不正を検出しました（[はい（Yes）]または [いいえ
（No）]）。

コントローラ(Controller)

スイッチポートトレースによって不正が検出されました。[トレースした
が、見つからなかった（Traced but not found）]、[トレースして見つかっ
た（Traced and found）]、[トレースしなかった（Not traced）]のいずれか
で示されます。

スイッチポートトレース（Switch Port
Trace）

この不正アクセスポイントに該当するすべての無線タイプをリストしま

す。

無線タイプ（Radio Type）

アラームの状態を示します。アドホック不正の可能な状態には、[脅威
（Threat）]、[アラート（Alert）]、[内部（Internal）]、[外部（External）]、
[封じ込め済み（Contained）]、[封じ込め保留中（Contained Pending）]、
および [削除済み（Removed）]があります。

ステート（State）

不正アクセスポイント無線によってブロードキャストされているサービ

スセット ID（SSID）。SSIDがブロードキャストされない場合は空欄に
なります。

SSID

干渉（Interference）

干渉を検出したデバイスの IPアドレス。検出元（Detected By）
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説明フィールド

干渉を検出したデバイスの ID。ID

プレカバレッジホール（Pre Coverage
Hole）

プレカバレッジホールによる影響を受けたクライアントのMACアドレ
ス。

クライアントMACアドレス（Client MAC
Address）

該当するアクセスポイントのMACアドレス。AP MACアドレス（AP MAC Address）

該当するアクセスポイントの無線の種類（802.11b/gまたは 802.11a）。無線タイプ（Radio Type）

アクセスポイント送信電力レベル（1 =国番号設定で許可される最大電
力、2 = 50%の電力、3 = 25%の電力、4 = 6.25～ 12.5%の電力、5 = 0.195
～ 6.25 %の電力）。

電力レベル（Power Level）

クライアントタイプは、laptop(0)、pc(1)、pda(2)、dot11mobilephone(3)、
dualmodephone(4)、wgb(5)、scanner(6)、tabletpc(7)、printer(8)、projector(9)、
videoconfsystem(10)、camera(11)、gamingsystem(12)、dot11deskphone(13)、
cashregister(14)、radiotag(15)、rfidsensor(16)、server(17)です。

クライアントタイプ（Client Type）

カバレッジホールのステータスを表示します。WLANカバレッジホールステータス
（WLAN Coverage Hole Status）

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよび
ユーザ（Clients and Users）]

次の表で、[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）]ページで使用可能な設定済みの
フィルタと、それらのフィルタを [表示（Show）]ドロップダウンリストから選択した場合の
結果について説明します。

表 77 :クライアントリストフィルタ

結果フィルタ

非アクティブなクライアントを含むすべてのクライアン

ト。

一般に、[すべて（All）]フィルタはフィルタ
なしを意味します。すべてのSSIDが、PMIP、
WGB、または有線ゲストクライアントなど、
すべてのコントローラに接続されたすべてのク

ライアントを返します。

（注）

すべて（All）

2.4GHz無線帯域を使用しているすべてのクライアント。2.4 GHzクライアント（2.4 GHz
Clients）
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結果フィルタ

5.0GHz無線帯域を使用しているすべてのクライアント。5 GHzクライアント（5 GHz
Clients）

Lightweight APに接続されたすべてのクライアント。すべての軽量クライアント（All
Lightweight Clients）

自律 APに接続されたすべてのクライアント。すべての自律型クライアント（All
Autonomous Clients）

Prime Infrastructureが管理するスイッチに直接接続された
すべてのクライアント。

すべての有線クライアント（All
Wired Clients）

認証されているかどうかにかかわらず、ネットワークに

接続されているすべてのクライアントが表示されます。

関連付けられたクライアント

（Associated Clients）

有線クライアントおよびワイヤレスクライアントを含

め、MSEで検出されたすべてのクライアントが表示され
ます。

MSEにより検知されたクライアン
ト（Clients detected by MSE）

過去 24時間に検出されたすべてのクライアント。過去 24時間以内に検出されたクラ
イアント（Clients detected in last 24
hours）

ISEで認証されたすべてのクライアントが表示されます。ISEが認識済みのクライアント
（Clients Known by ISE）

アソシエートされている一方で、ポリシーが完了してい

ないクライアント。

問題のあるクライアント（Clients
with Problems）

コントローラによって除外された、すべてのLightweight
ワイヤレスクライアント。

除外クライアント（Excluded
Clients）

FlexConnect APに接続され、ローカルで認証されたクラ
イアント。

ローカルで認証された FlexConnect

過去 24時間に検出された新規クライアント。過去 24時間で検出された新しいク
ライアント（New Clients detected in
last 24 hours）

認証および認可を完了しており、データを送受信できる

クライアント。つまり、設定されたすべてのポリシーを

完了しており、ネットワーク上にあるクライアントで

す。クライアントはアイデンティティクライアントでは

なく、常に「On Network」と表示されます。

ネットワーククライアント上（On
Network Clients）
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結果フィルタ

すべてのWGBクライアント。

ブリッジ機能を持つアクセスポイントの AP
モードに [ブリッジ（Bridge）]を設定すると、
クライアントをWGBとして識別して表示でき
ます。WGBクライアントは、無線を有線にブ
リッジします。Cisco IOSアクセスポイントは
すべて、有線クライアントが接続された無線ク

ライアントとして、WGBのロールを果たすこ
とができます。このWGBについての情報はコ
ントローラに伝播され、Prime Infrastructureと
WLCの両方にクライアントとして表示されま
す。

（注）

WGBクライアント（WGBClients）

次の表に、[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）]テーブルで使用可能な列を示しま
す。
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説明タブ

クライアント属

性（Client
Attributes）

[モニタ（Monitor）]ページのフィールド参照
109

[モニタ（Monitor）]ページのフィールド参照

[モニタ（Monitor）] > [モニタリングツール（Monitoring Tools）] > [クライアントおよびユーザ（Clients and Users）]



説明タブ

[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）]リストからクライアント
を選択すると、[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）]リストに
クライアント属性が表示されます。クライアントは、MACアドレスを使用
して特定されます。

[クライアント属性（ClientAttributes）]グループボックスに表示される詳細
情報はデバイスから取得される一方で、[クライアントおよびユーザ（Clients
and Users）]リストに表示される詳細情報はデータベースから取得されま
す。したがって、[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）]リスト
と [クライアント属性（Client Attributes）]グループボックスでは、表示さ
れる詳細情報が食い違うこと場合があります。

有線クライアントの場合、この情報はスイッチから取得されます。また、

詳細ページに表示されるデータは、コントローラ/スイッチ/ISEからオンデ
マンドで収集されたライブデータです。

これらの詳細には、次のクライアント詳細が含まれます。

• [全般（General）]：ユーザ名、MACアドレスなどの生成情報をリスト
します。

• [セッション（Session）]：クライアントセッション情報をリストしま
す。

[セキュリティ（Security）]（ワイヤレスクライアントおよびアイデンティ
ティ有線クライアントのみ）：セキュリティポリシー、認証情報、および

EAPタイプをリストします。

アイデンティティクライアントは、認証タイプが802.1x、MAC認証バイパ
ス、またはWeb認証のクライアントです。アイデンティティクライアント
以外の認証タイプは N/Aです。

[クライアント属性（ClientAttributes）]グループボックスに表示されるデー
タは、クライアントのタイプ、つまりアイデンティティクライアントなの

か非アイデンティティクライアントなのかに応じて異なります。アイデン

ティティクライアントの場合は、認証ステータス、監査セッション IDなど
のセキュリティ情報を確認できます。

• [統計情報（Statistics）]（ワイヤレスのみ）

• [トラフィック（Traffic）]：クライアントのトラフィック情報を表示し
ます。

ワイヤレスクライアントの場合、クライアントのトラフィック情報はコン

トローラから取得します。有線クライアントの場合、クライアントのトラ

フィック情報は ISEから取得するため、スイッチ上でアカウンティング情
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説明タブ

報およびその他の必要な機能を有効にする必要があります。

クライアントの統計情報を参照するには、[デバイスから更新（Refresh from
Device）]をクリックします。

クライアント、アクセスポイント、スイッチトポロジに対応するデバイス

の 360°ビューを表示するには、そのアイコンをクリックします。
クライアント属

性サマリー

（Client
Attributes
Summary）

[クライアントおよびユーザ（Clients and Users）]リストから IPv6クライア
ントを選択すると、クライアント IPv6アドレスの詳細が表示されます。こ
の詳細情報は、コントローラから直接取得されています。

IPv6アドレスを持つ有線クライアントの場合は、Prime Infrastructureがス
イッチの IPv6ネイバーテーブルからクライアントのアドレスを検出しま
す。

この詳細には、次の情報が含まれます。

• IPアドレス：クライアントの IPv6アドレス。

•範囲

•アドレスタイプ

•検出時間

クライアント

IPv6アドレス
（Client IPv6
Addresses）
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説明タブ

クライアント統計情報には、選択したクライアントの次の情報が含まれま

す。

•クライアント APアソシエーション履歴。

• RSSI (dBm)：クライアントがアソシエートされたアクセスポイントで
検出された RSSI（受信信号強度インジケータ）。

• SNR：クライアントがアソシエートされたアクセスポイントで検出さ
れた SNR（クライアント RFセッションの信号対雑音比）。

RSSIと SNRのデフォルト値（それぞれ -128と 0）は、N/A（該当なし）と
して示されます。

•送受信バイト（Kbps）：アソシエートされたアクセスポイントで送受
信したバイト数。

•送受信パケット（毎秒）：アソシエートされたアクセスポイントで送
受信したパケット数。

•経時データレート。

グラフ上にマウスカーソルを合わせると、その他の統計情報が表示されま

す。

この情報は、インタラクティブグラフで表示されます。詳細については、

「関連項目」の「Interactive Graphs」の項を参照してください。

クライアントの

統計情報（Client
Statistics）
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クライアントア

ソシエーション

履歴（Client
Association
History）
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[アソシエーション履歴（Association History）]ダッシュレットには、選択
したクライアントの過去 10件のアソシエーション時間に関する情報が表示
されます。この情報は、クライアントのトラブルシューティングに役立つ

ことがあります。このセクションは、クライアントが正常に認証されなかっ

た場合は空欄のままになります。

選択した期間（たとえば、[6h]、[1d]、[1w]など）、次の理由により、[クラ
イアントアソシエーション履歴（Client Association History）]チャートが正
しく表示されない場合があります。

• ローミング中にクライアントが関連付けられたアクセスポイント

（Y軸にプロット）の数が 5を超えている。
•

•関連付けポイントと関連付け解除ポイント（X軸にプロット）の
数が 120を超えている。

•クライアントアソシエーション履歴（ワイヤレスクライアントの場
合）には、次の情報が含まれます。

•アソシエーションの日付と時刻

•アソシエーションの期間

• [ユーザ名（Username）]

• IPアドレス

•アクセスポイント名（ワイヤレスクライアントの場合のみ）

•アクセスポイントとコントローラ名（有線クライアントの場合の
み）

•マップの場所（有線クライアントの場合のみ）

•コントローラ名（ワイヤレスクライアントの場合のみ）

• SSID

•プロトコル

•トラフィックの量（MB）

•ホストネーム

•ローミング理由（コントローラから認識されなくなった、新規ア
ソシエーションを検出したなど）

[現在関連付けられているクライアント（CurrentAssociatedClients）]テーブ
ルの列を追加、削除、並べ替えるには、設定アイコンをクリックします。

設定アイコンを使用して追加できる新しいパラメータの追加については、

「関連項目」の「Configure the List of Access Points Display」の項を参照して
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ください。

Prime Infrastructureは、アクセスポイントの再関連付けを別のセッションと
してレポートします。この理由は次のとおりです。

• WLANでのセッションタイムアウト

•設定中のインターフェイスによる低電力レベル

•クライアントがローミング中

•クライアントドライバの実装

クライアントドライバでのデータ復号化エラー

[クライアントの詳細（Client Details）]ページの [クライアントイベント
（ClientEvent）]ダッシュレットには、イベントタイプやイベントの日時な
ど、このクライアントのすべてのイベントが表示されます。

イベントタイプの詳細を表示するには、イベントタイプをクリックしま

す。詳細については、「関連項目」の「Monitoring Failure Objects」の項を
参照してください。

クライアントイ

ベント情報

選択したクライアントの次のロケーションパラメータが表示されます（該

当する場合）。

• [マップ領域（MapArea）]：クライアントが最後に検出されたマップ領
域。

• [ELIN]：緊急ロケーション識別番号。MSEによって検出される有線ク
ライアントのみに適用されます。

• [住所（Civic Address）]：[住所（Civic Address）]タブにあるフィール
ドは、クライアントのCivicアドレスがインポートされている場合のみ
入力されます。MSEによって検出される有線クライアントのみに適用
されます。

• [詳細（Advanced）]：クライアントの詳細情報。このタブにあるフィー
ルドは、クライアントのCivicアドレスがインポートされている場合の
み入力されます。

クライアントのCivic情報のインポートの詳細については、「関連項目」の
「Configure a Switch Location」の項を参照してください。

クライアントロ

ケーション情報
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有線クライアントのロケーション履歴を表示できます。

有線クライアントはMSEによって検出されている必要があり、有線クライ
アントの履歴がMSEで有効化されている必要があります。

クライアントに関する次のロケーション履歴情報が表示されます。

• Timestamp

•ステート（State）

•ポートタイプ（Port Type）

•スロット（Slot）

•モジュール

• [ポート（Port）]

•ユーザ名

• [IPアドレス（IP Address）]

•スイッチ IP（Switch IP）

•サーバ名（Server Name）

•マップロケーション（Map Location）

•シビックロケーション（Civic Location）

有線ロケーショ

ン履歴（Wired
Location
History）

ワイヤレスクライアントのロケーション履歴を表示できます。

ワイヤレスクライアントはMSEによって検出されている必要があり、有線
クライアントの履歴がMSEで有効化されている必要があります。

ワイヤレスロ

ケーション履歴

（Wireless
Location
History）
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CCXv5クライアントは、シスコ互換の Extensions Version 5（CCXv5）をサ
ポートするクライアントデバイスです。CCXv5クライアントに固有のレ
ポートにより、クライアントの診断およびトラブルシューティングを強化

するクライアントの詳細が提供されます。

CCXv5製造元情報は、CCXv5クライアントの場合のみ表示されます。

• [組織固有識別子（Organizationally Unique Identifier）]：IEEEによって
割り当てられた組織固有識別子。無線ネットワーク接続デバイスの

MACアドレスの最初の 3バイトなど。

• [ID]：無線ネットワークアダプタの製造業者 ID。

• [モデル（Model）]：無線ネットワークアダプタのモデル。

• [シリアル番号（SerialNumber）]：無線ネットワークアダプタのシリア
ル番号。

• [無線（Radio）]：クライアントの無線の種類。

• [MACアドレス（MAC Address）]：クライアントに割り当てられた
MACアドレス。

• [アンテナタイプ（AntennaType）]：無線ネットワークアダプタに接続
されるアンテナの種類。

• [アンテナゲイン（AntennaGain）]：無線ネットワークアダプタに接続
される指向性アンテナのピークゲイン（dBi）、および全方向性アンテ
ナの平均ゲイン（dBi）。ゲインは 0.5dBiの倍数で表します。整数値 4
は、4 X 0.5 = 2dBiのゲインであることを意味します。

• [自動トラブルシューティングレポート（Automated Troubleshooting
Report）]：自動テストが実行された場合、このレポートには、自動ト
ラブルシューティングのログである AUTO_TS_LOG<ClientMac>.txtの
場所が表示されます。自動化されたテストが実行されていない場合は、

[存在しない（Not Exists）]が表示されます。

•電力（dBm）。

クライアント

CCXv5情報
（Client CCXv5
Information）
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[無線受信感度（Radio Receiver Sensitivity）]：次の情報を含む、ワイヤレス
ネットワークアダプタの受信装置の感度が表示されます。

•無線（Radio）

•データレート

•最小および最大 RSSI

[CCXV5機能情報（CCXV5 Capability Information）]：CCXv5クライアント
に限り、Capability Informationパラメータが表示されます。

•無線（Radio）

• [クライアントステータス（Client Status）]：成功または失敗。

• [サービス機能（ServiceCapability）]：音声、ストリーミング（一方向）
ビデオ、インタラクティブ（双方向）ビデオなどのサービス機能。

[無線チャネル（Radio Channels）]：該当する各無線のチャネルを識別しま
す。

[送信データレート（Transmit Data Rates）]：各無線の伝送データレート
（Mbps）を識別します。

[送信電力値（Transmit Power Values）]：次の情報を含む送信電力を示しま
す。

•電源モード

•無線（Radio）

クライアント

CCXv5情報
（Client CCXv5
Information）

次の表は、ネットワーククライアント無線測定結果のフィールドを示します。

表 78 :ネットワーククライアント無線測定結果

説明測定パラメータ

この測定に対するチャネル数。チャネル（Channel）

ビーコンまたはプローブの応答を送信したステーションの 6バイトの
BSSID。

BSSID

物理メディアの種類（FH、DSS、OFDM、高いデータレートの DSSまたは
ERP）。

PHY

ビーコンまたはプローブの応答フレームの dBm単位の強度。受信信号強度（Received Signal Power）

サービス中のアクセスポイントの TSF値の下位 4バイト。親TSF（Parent TSF）
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ビーコンまたはプローブの応答に含まれている 8バイトの TSF値。ターゲット TSF（Target TSF）

受信したビーコンまたはプローブの応答に含まれる 2バイトのビーコン間
隔。

ビーコン間隔（Beacon Interval）

ビーコンまたはプローブの応答に含まれている情報。機能情報（Capability information）

送信アドレスから受信したフレームの数。フレーム数（Number of frames）

802.11フレームの dBmでの信号強度。受信信号強度（Received Signal Power）

上限と定義された測定時間のうち、チャネルがビジーであるとCCAが示し
た時間の長さの割合（チャネルがビジーであるとCCAが示した時間の長さ
に 255を乗算して測定時間で除算した数値）。

CCAのビジーの割合（CCAbusy fraction）

8つの各電力範囲における RPI密度。RPI
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