
[設定（Configuration）]ページのフィール
ド参照

この章では、Cisco Prime Infrastructureの [設定（Configuration）]タブにあるページの各フィー
ルドについて説明します。

• [ネットワークデバイス（Network Devices）]のフィールドの説明（1ページ）
• [機能とテクノロジー（Features and Technologies）]フィールドの説明（12ページ）
• [CLIテンプレート（CLI Templates）]フィールドの説明（152ページ）
• [ワイヤレス設定（Wireless Configuration）]フィールドの説明（190ページ）
• [コンプライアンス（Compliance）]フィールドの説明（212ページ）
•スイッチの設定（219ページ）

[ネットワークデバイス（Network Devices）]のフィール
ドの説明

ここでは、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）]ページの各
フィールドについて説明します。

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controllers）] > [システム
（System）] > [AP 802.1Xサプリカントクレデンシャル（AP 802.1X
Supplicant Credentials）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（NetworkDevices）] > [コントロー
ラ（Controllers）] > [AP 802.1Xサプリカントクレデンシャル（AP802.1XSupplicant Credentials）]
ページの各フィールドについて説明します。
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表 1 : [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controllers）] > [システム（System）] > [AP 802.1Xサプリカントクレデンシャル（AP 802.1X Supplicant
Credentials）]

説明フィールド

テンプレートの基本（Template Basic）

テンプレートの名前を入力します。[名前（Name）]

（オプション）テンプレートの説明を入力します。説明

タグを 1つ以上入力します。テンプレートのグループ化にはタグを
使用します。テンプレートにタグを使用する方法は、次の 2通りあ
ります。

•テンプレートの作成時にタグを作成する。

•または、テンプレート検索バーの下にあるタグアイコンを使用
する。

タグ（Tags）

検証基準（Validation Criteria）

ドロップダウンリストから、デバイスタイプを選択します。デバイスタイプ（Device Type）

テンプレートの詳細（Template Detail）

グローバルサプリカントクレデンシャルを有効にするには、このオ

プションを選択します。

グローバルサプリカントクレデンシャル

（Global Supplicant Credential）

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controllers）] > [システム
（System）] > [APタイマー（AP Timers）]

表 2-2で、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [コントロー
ラ（Controllers）] > [APタイマー（AP Timers）]ページの各フィールドについて説明します。

表 2 : [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controllers）] > [システム（System）] > [APタイマー（AP Timers）]

説明フィールド

[アクセスポイントモード（Access Point Mode）]は自動的に入力されます。
[アクセスポイントモード（Access Point Mode）]列の各値は、リンクです。
リンクをクリックすると、[コントローラテンプレートアクセスポイントモー
ド（Controller Template access point mode）]ページが表示されます。

• [FlexConnectモード（FlexConnectMode）]：FlexConnectモードテンプレー
トを設定するには、このリンクをクリックします。

• [ローカルモード（Local Mode）]：ローカルモードテンプレートを設定
するには、このリンクをクリックします。

アクセスポイントモード（AccessPoint
Mode）
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説明フィールド

WLANテンプレートが適用されるコントローラの数が表示されます。適用先のコントローラ（Applied to
Controllers）

コントローラテンプレートが適用される仮想ドメインの数が表示されます。適用先の仮想ドメイン（Applied to
Virtual Domains）

テンプレートが最後に保存された日時を表示します。最後の保存場所（Last Saved At）

[ワイヤレスコントローラ（WirelessControllers）]>[システム（System）]
>[APタイマー（APTimers）]>[FlexConnectモード（FlexConnectMode）]
> [編集（Edit）]

次の表では、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [コント
ローラ（Controllers）] > [APタイマー（APTimers）] > [FlexConnectモード（FlexConnectMode）]
> [編集（Edit）]ページの各フィールドについて説明します。

表 3 : [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [コントローラ（Controllers）] > [APタイマー（AP Timers）] > [FlexConnect
モード（FlexConnect Mode）] > [編集（Edit）]

説明フィールド

テンプレートの基本（Template Basic）

テンプレートの名前を入力します。[名前（Name）]

（オプション）テンプレートの説明を入力します。説明

タグを 1つ以上入力します。テンプレートのグループ化にはタグを使用
します。テンプレートにタグを使用する方法は、次の 2通りあります。

•テンプレートの作成時にタグを作成する。

•または、テンプレート検索バーの下にあるタグアイコンを使用す
る。

タグ（Tags）

検証基準（Validation Criteria）

ドロップダウンリストから、デバイスタイプを選択します。デバイスタイプ（Device Type）

テンプレートの詳細（Template Detail）

[アクセスポイントモード（Access Point Mode）]は自動的に入力されま
す。

アクセスポイントモード（Access Point
Mode）

AP高速ハートビートのタイムアウ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。

AP高速ハートビートタイマーの状態（AP
Fast Heartbeat Timer State）
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説明フィールド

[AP高速ハートビートタイムアウト（AP Fast Heartbeat Timeout）]に値
を入力します。有効な値の範囲は 1～ 15秒です。デフォルトは 10秒で
す。推奨されるタイムアウト値を次に示します。

• 7500シリーズコントローラ：10～ 15秒

•リリース 7.0.98.0以前の 5500シリーズコントローラ：10～ 15秒

•リリース 7.0.98.0以降の 5500シリーズコントローラ：1～ 10秒

その他のコントローラ：1～ 10秒

AP高速ハートビートタイムアウト（APFast
Heartbeat Timeout）

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controllers）] > [システム
（System）] > [APタイマー（AP Timers）] > [ローカルモード（Local
Mode）] > [編集（Edit）]

次の表では、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [コント
ローラ（Controllers）] > [APタイマー（AP Timers）] > [ローカルモード（Local Mode）] > [編集
（Edit）]ページの各フィールドについて説明します。

表 4 : [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [コントローラ（Controllers）] > [APタイマー（AP Timers）] > [ローカル
モード（Local Mode）] > [編集（Edit）]

説明フィールド

テンプレートの基本（Template Basic）

テンプレートの名前を入力します。[名前（Name）]

（オプション）テンプレートの説明を入力します。説明

タグを 1つ以上入力します。テンプレートのグループ化にはタグを使用
します。テンプレートにタグを使用する方法は、次の 2通りあります。

•テンプレートの作成時にタグを作成する。

•または、テンプレート検索バーの下にあるタグアイコンを使用す
る。

タグ（Tags）

検証基準（Validation Criteria）

ドロップダウンリストから、デバイスタイプを選択します。デバイスタイプ（Device Type）

テンプレートの詳細（Template Detail）

[アクセスポイントモード（Access Point Mode）]は自動的に入力されま
す。

アクセスポイントモード（Access Point
Mode）
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説明フィールド

AP高速ハートビートのタイムアウ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。

AP高速ハートビートタイマーの状態（AP
Fast Heartbeat Timer State）

[AP高速ハートビートタイムアウト（AP Fast Heartbeat Timeout）]に値
を入力します。有効な値の範囲は 1～ 15秒です。デフォルトは 10秒で
す。推奨されるタイムアウト値を次に示します。

• 7500シリーズコントローラ：10～ 15秒

•リリース 7.0.98.0以前の 5500シリーズコントローラ：10～ 15秒

•リリース 7.0.98.0以降の 5500シリーズコントローラ：1～ 10秒

その他のコントローラ：1～ 10秒

AP高速ハートビートタイムアウト（APFast
Heartbeat Timeout）

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controllers）] > [システム
（System）] > [APユーザ名パスワード（AP Username Password）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（NetworkDevices）] > [コントロー
ラ（Controllers）] > [APユーザ名パスワード（AP Username Password）]ページの各フィールド
について説明します。

表 5 : [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [コントローラ（Controllers）] > [APユーザ名パスワード（AP Username
Password）]

説明フィールド

テンプレートの基本（Template Basic）

テンプレートの名前を入力します。[名前（Name）]

（オプション）テンプレートの説明を入力します。説明

タグを 1つ以上入力します。テンプレートのグループ化にはタグを
使用します。テンプレートにタグを使用する方法は、次の 2通りあ
ります。

•テンプレートの作成時にタグを作成する。

•または、テンプレート検索バーの下にあるタグアイコンを使用
する。

タグ（Tags）

検証基準（Validation Criteria）

ドロップダウンリストから、デバイスタイプを選択します。デバイスタイプ（Device Type）

テンプレートの詳細（Template Detail）
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説明フィールド

コントローラに接続するすべてのアクセスポイントが継承するパス

ワードを入力します。

APパスワード（AP Password）

アクセスポイントのパスワードを再入力します。[パスワードの確認（Confirm Password）]

Cisco IOS APの場合は、イネーブルパスワードが必要です。パスワードを有効にする（Enable Password）

Cisco IOSアクセスポイントの場合は、有効化パスワードも入力して
確認する必要があります。

イネーブルパスワードの確認（Confirm Enable
Password）

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controllers）] > [システム
（System）] > [DHCP]

次の表で、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（NetworkDevices）] > [コントロー
ラ（Controllers）] > [DHCP]ページの各フィールドについて説明します。

表 6 : [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [コントローラ（Controllers）] > [DHCP]

説明フィールド

テンプレートの基本（Template Basic）

テンプレートの名前を入力します。[名前（Name）]

（オプション）テンプレートの説明を入力します。説明

タグを1つ以上入力します。テンプレートのグループ化にはタグを使用しま
す。テンプレートにタグを使用する方法は、次の 2通りあります。

•テンプレートの作成時にタグを作成する。

•または、テンプレート検索バーの下にあるタグアイコンを使用する。

タグ（Tags）

検証基準（Validation Criteria）

ドロップダウンリストから、デバイスタイプを選択します。デバイスタイプ（Device Type）

テンプレートの詳細（TemplateDetail）

ドロップダウンリストから [AP-MAC]、[AP-MAC-SSID]、[AP-ETHMAC]、
または [AP-NAME-SSID]を選択します。

DHCPオプション 82リモート IDフィー
ルドの形式（DHCP Option 82 Remote Id
field format）
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説明フィールド

DHCPプロキシを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
DHCPプロキシがコントローラ上で有効になっている場合は、コントローラ
によってクライアントから設定済みサーバへDHCP要求がユニキャストされ
ます。少なくとも 1つの DHCPサーバが、WLANにアソシエートされたイ
ンターフェイスかWLAN自体で設定されている必要があります。DHCPプ
ロキシは、デフォルトで有効になっています。

DHCPプロキシ（DHCP Proxy）

[DHCPタイムアウト（DHCPTimeout）]を秒単位で入力します。この時間を
過ぎるとDHCP要求がタイムアウトされます。デフォルト設定は5です。有
効値の範囲は 5～ 120秒です。

DHCPタイムアウトは、リリース 7.0.114.74以降のコントローラで適用され
ます。

DHCPタイムアウト（DHCP Timeout）

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controllers）] > [システム
（System）] > [ダイナミックインターフェイス（Dynamic Interface）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（NetworkDevices）] > [コントロー
ラ（Controllers）] > [ダイナミックインターフェイス（Dynamic Interface）]ページの各フィー
ルドについて説明します。

表7 : [設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [コントローラ（Controllers）] > [ダイナミックインターフェイス（Dynamic
Interface）]

説明フィールド

テンプレートの基本（Template Basic）

テンプレートの名前を入力します。[名前（Name）]

（オプション）テンプレートの説明を入力します。説明

タグを1つ以上入力します。テンプレートのグループ化にはタグを使
用します。テンプレートにタグを使用する方法は、次の2通りありま
す。

•テンプレートの作成時にタグを作成する。

•または、テンプレート検索バーの下にあるタグアイコンを使用
する。

タグ（Tags）

検証基準（Validation Criteria）

ドロップダウンリストから、デバイスタイプを選択します。デバイスタイプ（Device Type）

テンプレートの詳細（Template Detail）
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説明フィールド

インターフェイスアドレス（Interface
Address）

インターフェイスを有線としてマークするには、このチェックボック

スをオンにします。

ゲスト LAN（Guest LAN）

VLANを検疫するには、このチェックボックスをオンにします。検疫（Quarantine）

インターフェイスのネットマスクアドレスを入力します。ネットマスク（Netmask）

物理情報（Physical Information）

リンクアグリゲーション（LAG）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。

LAGモード（LAG Mode）

プライマリポート番号を入力します。

プライマリおよびセカンダリのポート番号は、Cisco4400シリーズの
ワイヤレスコントローラにのみ存在します。

プライマリポート番号（Primary Port Number）

セカンダリポートを入力します。セカンダリポートは、プライマリ

ポートがダウンしているときにインターフェイスにより使用されま

す。プライマリポートが再アクティブ化されると、Cisco4400シリー
ズWirelessワイヤレス LANコントローラは、インターフェイスをプ
ライマリポートに戻します。

セカンダリポート番号（Secondary Port
Number）

アクセスポイントの管理を有効にするには、このチェックボックス

をオンにします。

AP Management

DHCP情報（DHCP Information）

プライマリ DHCPサーバの IPアドレスを入力します。プライマリ DHCPサーバ（Primary DHCP
Server）

セカンダリ DHCPサーバの IPアドレスを入力します。セカンダリ DHCPサーバ（Secondary DHCP
Server）

ドロップダウンリストから DHCPプロキシモードのタイプを選択し
ます。使用可能な値は [グローバル（Global）]、[有効（Enabled）]、
および [無効（Disabled）]です。

DHCPプロキシモード（DHCP Proxy Mode）

DHCPリレーエージェント情報オプションを有効にするには、この
チェックボックスをオンにします。

DHCPオプション 82の有効化（Enable DHCP
Option 82）

DHCPオプション 82 -リンク選択を有効にするには、このチェック
ボックスをオンにします。

DHCPオプション 82の有効化 -リンク選択
（Enable DHCP Option 82- Link Select）

[リンク選択リレーソース（Link Select relay source）]ドロップダウン
リストから値を選択します。

リンク選択リレーソース（Link Select relay
source）
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説明フィールド

DHCPオプション82 -VPN選択を有効にするには、このチェックボッ
クスをオンにします。

DHCPオプション 82の有効化 - VPN選択
（Enable DHCP Option 82-VPN Select）

[VRF名（VRF Name）]を選択します。VPN選択 - VRF名（VPN Select-VRF Name）

[VPN ID]を選択します。VPN選択 - VPN ID（VPN Select-VPN ID）

アクセスコントロールリスト

[ACL名（ACL Name）]ドロップダウンリストの定義済みの名前の
リストから名前を選択します。

ACL Name

[mDNSプロファイル（mDNSProfile）]ドロップダウンリストから、
mDNSプロファイルを選択します。デフォルトのオプションは [なし
（none）]です。

mDNSプロファイル（mDNS Profile）

[ワイヤレスコントローラ（Wireless Controllers）] > [システム
（System）] > [全般（General）] > [システムフィールドの説明（System
Field Descriptions）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [ネットワークデバイス（Network Devices）] > [ワイヤレ
スコントローラ（Wireless Controllers）] > [システム（System）] > [全般 -システム（General -
System）]ページの各フィールドについて説明します。

表 8 : [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controllers）] > [システム（System）] > [全般（General）] > [システムフィールドの説明（System Field
Descriptions）]

説明フィールド

有効または無効。802.3xフロー制御モード（802.3x Flow
Control Mode）

有効または無効。802.3ブリッジ（802.3 Bridging）

[PAP]、[CHAP]、または [MD5-CHAP]を選択します。

• [PAP]：パスワード認証プロトコル。クリアテキストでユーザ情報（ユー
ザ名およびパスワード）が送信される認証方法。

• [CHAP]：チャレンジハンドシェイク認証プロトコル。ユーザ情報を送
信用に暗号化する認証方式。

• [MD5-CHAP]：MessageDigest 5チャレンジハンドシェイク認証プロトコ
ル。MD5では、パスワードはMessage Digest 5アルゴリズムを使用して
ハッシュされます。

Web Radius認証（Web Radius
Authentication）
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説明フィールド

30～ 3600秒の値を入力します。

アクセスポイントはバックアップコントローラのリストを維持し、リスト

上の各エントリに対して定期的にプライマリディスカバリ要求を送信しま

す。設定されている場合、プライマリディスカバリ要求タイマーは、アクセ

スポイントからのプライマリディスカバリ要求に対して応答する時間を指

定します。この時間を超えても応答がない場合は、アクセスポイントはその

コントローラは接続できないと見なし、次にリストされているコントローラ

からのディスカバリ応答を待ちます。

APプライマリ検出タイムアウト（AP
Primary Discovery Timeout）

レイヤ 3またはレイヤ 2。詳細については、「Lightweightアクセスポイント
プロトコルトランスポートモード」を参照してください。

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

自動的に読み込まれます。現在の LWAPP動作モード（Current
LWAPP Operating Mode）

有効または無効。ブロードキャスト転送（Broadcast
Forwarding）

LAGを無効にするには、[無効（Disable）]を選択します。

リンク集約（LAG）は、802.3adポート集約標準の部分的な実装です。コン
トローラのすべてのディストリビューションシステムポートが1つの802.3ad
ポートチャネルにまとめられるので、コントローラのポートの設定に必要な

IPアドレスの数を減らすことができます。LAGが有効である場合、ポートの
冗長性は動的に管理され、アクセスポイントはユーザからは透過的にロード

バランシングされます。

Cisco 5500および 4400シリーズコントローラでは LAGはデフォルトで無効
化されていますが、CiscoWiSMコントローラおよび Catalyst 3750G統合型無
線 LANコントローラスイッチのコントローラではデフォルトで有効化され
ます。

LAGモード（LAG Mode）

• [無効（Disable）]：コントローラでのマルチキャストサポートを無効に
する場合に選択します。

• [ユニキャスト（Unicast）]：マルチキャストパケットを受信した場合に、
コントローラがパケットをアソシエートされたアクセスポイントすべて

に転送する場合に選択します。FlexConnectは、ユニキャストモードの
みをサポートしています。

• [マルチキャスト（Multicast）]：コントローラでのマルチキャストサポー
トを有効にする場合に選択します。

イーサネットマルチキャストサポート

（Ethernet Multicast Support）

有効または無効。ロードバランシングの詳細については「アグレッシブロー

ドバランシング」を参照してください。

アグレッシブロードバランシング

（Aggressive Load Balancing）

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
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説明フィールド

• [無効（Disable）]：同じサブネットのクライアントはこのコントローラ
を使用して通信します。

• [有効（Enable）]：同じサブネットのクライアントは上位レベルのルータ
を使用して通信します。

ピアツーピアブロッキングモード

（Peer to Peer Blocking Mode）

有効または無効。

無線プロビジョニング（OTAP）は、Cisco 5500および 4400シリーズコント
ローラでサポートされています。この機能がコントローラ上で有効にされる

と、アソシエートされたアクセスポイントすべてはワイヤレス CAPWAPま
たは LWAPPネイバーメッセージを送信し、新しいアクセスポイントはこれ
らのメッセージからコントローラの IPアドレスを受信します。この機能はデ
フォルトでは無効です。すべてのアクセスポイントをインストールする際

は、無効のままにしておいてください。

コントローラ上で OTAPを無効にしても、アクセスポイント上では OTAP
は無効になりません。OTAPはアクセスポイント上で無効化できません。

無線プロビジョン APモード（Over Air
Provision AP Mode）

有効または無効。

APフォールバックを有効にすると、プライマリコントローラの接続が切断
されたアクセスポイントがプライマリコントローラの復帰と同時に自動的

にサービスに戻ります。

APフォールバック（AP Fallback）

有効または無効。

アクセスポイントのフェールオーバー優先度設定を設定するには、まず AP
Failover Priority機能を有効にする必要があります。詳細については、「AP
フェールオーバープライオリティ」を参照してください。

APフェールオーバープライオリティ
（AP Failover Priority）

有効または無効。Apple Talkブリッジ（Apple Talk
Bridging）

有効または無効。

コントローラ上で高速 SSID変更が有効になっているときは、クライアント
はSSID間で移動することができます。クライアントが異なるSSIDの新しい
アソシエーションを送信すると、コントローラの通信テーブルのクライアン

トエントリがクリアされてから、新しい SSIDにクライアントが追加されま
す。高速 SSID変更が無効のときは、コントローラは一定の遅延時間が経過
した後でクライアントに新しい SSIDへの移動を許可します。

有効にすると、クライアントは SSID間で接続をほとんど中断せずにコント
ローラに瞬時に接続します。

高速 SSID変更（Fast SSID change）

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
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説明フィールド

有効または無効。

マスターコントローラは、通常、展開されたネットワークで使用されないた

め、マスターコントローラの設定は、リブートまたは OSコードのアップグ
レード時に自動的に無効になります。

マスターコントローラモード（Master
Controller Mode）

有効または無効。ワイヤレス管理（WirelessManagement）

有効または無効。ヒット数は、[ACLルール（ACLRule）]ページに表示され
ます。

ACLカウンタ（ACL Counters）

有効または無効。マルチキャストモビリティモード

（Multicast Mobility Mode）

ドメイン名を入力します。デフォルトモビリティドメイン名

（Default Mobility Domain Name）

クライアントが別のアクセスポイントへの接続を試みるまでに許可される遅

延時間を入力します。詳細については「モビリティアンカーグループのキー

プアライブインターバル」を参照してください。

マウスカーソルをパラメータのテキストボックスの上に移動する

と、そのフィールドの有効な範囲が表示されます。

ヒント

モビリティアンカーグループのキープ

アライブインターバル（MobilityAnchor
Group Keep Alive Interval）

許容される再試行の回数を入力します。

マウスカーソルをパラメータのテキストボックスの上に移動する

と、そのフィールドの有効な範囲が表示されます。

ヒント

モビリティアンカーグループのキープ

アライブ再試行回数（Mobility Anchor
Group Keep Alive Retries）

ネットワーク名を入力します。RFネットワーク名（RFNetworkName）

秒単位でタイムアウトを入力します。ユーザアイドルタイムアウト（秒単

位）（User Idle Timeout (seconds)）

秒単位でタイムアウトを入力します。ARPタイムアウト（秒単位）（ARP
Timeout (seconds)）

[機能とテクノロジー（FeaturesandTechnologies）]フィー
ルドの説明

ここでは、[機能とテクノロジー（Features and Technologies）]テンプレートの各フィールドに
ついて説明します。

• [アプリケーションの表示（Application Visibility）]フィールドの説明

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
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• [コントローラテンプレート（Controller Templates）]フィールドの説明

• [インターフェイステンプレート（Interfaces Templates）]フィールドの説明

• [ネットワーク解析モジュール（Network Analysis Module）]フィールドの説明

• [セキュリティテンプレート（Security Templates）]フィールドの説明

[アプリケーションの表示（Application Visibility）]フィールドの説明
アプリケーションの可視性機能では、インターネットへ送信されるトラフィックをモニタでき

ます。トラフィックフローをモニタし、そのトラフィックフローに基づいたレポートを生成

します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility &
Control）] > [アプリケーションの可視性（ApplicationVisibility）]の各フィールドについて説明
します。

表 9 :アプリケーションの表示（Application Visibility）

説明フィールド

テンプレートの詳細（Template
Detail）

ドロップダウンリストからインターフェイスロールを選択します。インター

フェイスロールの作成の詳細については、『User Guide for the Cisco Prime
Network Control System WAN 1.1』の「Controlling User Access」を参照してく
ださい。

インターフェイスロールへの適用

（Apply to Interface Role）

トラフィック統計情報（Traffic
Statistics）

データパケットに関する統計情報を収集しない場合は [オフ（Off）]をクリッ
クします。

次のことを推奨します。

•必要最小限の一連のフィルタを設定します。

• IPv4トラフィックのみを実行するサイトのトラフィック統計情報のみを
収集します。

[オン/オフ（On/Off）]

IPv4または IPv6のトラフィック、あるいは IPv4と IPv6の両方のトラフィッ
クに関するレポートを生成するオプションを選択します。

IP、サブネット（IPs、Subnets）

HTTP URLの可視性（HTTP URL
Visibility）

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
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説明フィールド

HTTP URLの可視性に関する統計情報を収集しない場合は [オフ（Off）]をク
リックします。

[オン/オフ（On/Off）]

モニタする特定の IPv4アドレスまたはサブネットのセットを選択し、IPv6ト
ラフィックに関するレポートを生成するかどうかを決定します。

IP、サブネット（IPs、Subnets）

モニタする特定のアプリケーション群を選択します（モニタ可能なアプリケー

ションは最大で 32個です）。デフォルトでは、すべてのエンタープライズ関
連の HTTPベースのアプリケーションがリストに含まれます。

アプリケーション

ドロップダウンリストから [サンプリングレート（Sampling Rate）]と [方向
（Direction）]を選択します。デバイスへのパフォーマンスの影響を低減する
には、モニタ対象の関連トラフィックのみを選択します。

詳細オプション

アプリケーション応答時間

アプリケーション応答時間のメトリックを収集しない場合は [オフ（Off）]を
クリックします。

[オン/オフ（On/Off）]

モニタする特定の IPv4アドレスまたはサブネットのセットを選択し、IPv6ト
ラフィックに関するレポートを生成するかどうかを決定します。

IP、サブネット（IPs、Subnets）

モニタする特定のアプリケーション群を選択します（モニタ可能なアプリケー

ションは最大で 32個です）。デフォルトでは、すべてのエンタープライズ関
連の HTTPベースのアプリケーションがリストに含まれます。

アプリケーション

音声/ビデオメトリック（Voice/Video
Metrics）

音声/ビデオのトラフィックに関するメトリックを収集しない場合は [オフ
（Off）]をクリックします。

[オン/オフ（On/Off）]

モニタする特定の IPv4アドレスまたはサブネットのセットを選択し、IPv6ト
ラフィックに関するレポートを生成するかどうかを決定します。

IP、サブネット（IPs、Subnets）

モニタする特定のアプリケーション群を選択します（モニタ可能なアプリケー

ションは最大で32個です）。デフォルトでは、エンタープライズ関連RTPの
エンタープライズ関連アプリケーションがすべてモニタされます。

アプリケーション

[コントローラテンプレート（ControllerTemplates）]フィールドの説明
多数のコントローラにわたって設定を変更するには、時間と手間がかかることがあります。テ

ンプレートで必要な設定を適用し、コントローラ間で一貫性を保つことにより、時間を節約で

きます。新しいサービスやサイトを実装する場合は、これらのコントローラテンプレートを使

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
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用してコントローラのパラメータや設定を定義します。そうしたパラメータや設定は後に、指

定した数のワイヤレス LANコントローラに展開できます。

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [コントローラ（Controller）]にあるページの各フィールドについて説明
します。

•コントローラ 802.11

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]

• [コントローラ（Controller）] > [80211b/g/n（80211b or g or n）]

• [コントローラ（Controller）] > [CLI] > [全般（General）]

• [コントローラ（Controller）] > [FlexConnect] > [FlexConnect APグループ（FlexConnect AP
Groups）]

• [コントローラ（Controller）] > [IPv6]

• [コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）]

• [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）]

• [コントローラ（Controller）] > [メッシュ（Mesh）] > [メッシュ設定（Mesh Settings）]

• [コントローラ（Controller）] > [PMIP]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）]

• [コントローラ（Controller）] > [システム（System）]

• [コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [WLANの設定（WLANConfiguration）]

• [コントローラ（Controller）] > [mDNS]

コントローラ 802.11

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11]にあるページの各フィールドにつ
いて説明します。

• [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [バンド選択（Band Select）]

• [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [ロードバランシング（Load Balancing）]

• [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [メディアストリーム（Media Stream）]

• [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [優先コール（Preferred Call）]

• [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [RFプロファイル（RF Profiles）]

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
15

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照

コントローラ 802.11



[コントローラ（Controller）] > [802.11] > [バンド選択（Band Select）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [バンド選択（Band
Select）]にある [テンプレートの詳細（TemplateDetail）]の各フィールドについて説明します。

表 10 : [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [バンド選択（Band Select）]

説明フィールド

プローブサイクル回数として 1～ 10の範囲で値を入力します。サイクル回数
は、新しいクライアントの抑制サイクルの回数を設定します。デフォルトのサイ

クル回数は 2です。

プローブサイクル回数（ProbeCycle
Count）

スキャンサイクル期間のしきい値として 1～ 1000ミリ秒の範囲で値を入力しま
す。この設定は、クライアントからの新しいプルーブ要求が新しいスキャンサ

イクルから送信される間の時間しきい値を決定します。デフォルトのサイクルし

きい値は 200ミリ秒です。

スキャンサイクル期間のしきい値

（Scan Cycle Period Threshold）

エージングアウト抑制として 10～ 200秒の範囲で値を入力します。エージング
アウト抑制は、以前に認識されていた 802.11b/gクライアントをプルーニングす
るための期限切れ時間を設定します。デフォルト値は 20秒です。この時間が経
過すると、クライアントは新規と見なされて、プローブ応答抑制の対象となりま

す。

エージングアウト抑制（Age Out
Suppression）

エージングアウトデュアルバンドとして 10～ 300秒の範囲で値を入力します。
エージングアウト期間は、以前に認識されていたデュアルバンドクライアント

をプルーニングするための期限切れ時間を設定します。デフォルト値は 60秒で
す。この時間が経過すると、クライアントは新規と見なされて、プローブ応答抑

制の対象となります。

エージングアウトデュアルバンド

（Age Out Dual Band）

許容されるクライアント受信信号強度インジケータ（RSSI）として -20～ -90
dBmの範囲で値を入力します。このフィールドは、クライアントがプローブに
応答するための最大 RSSIを設定します。デフォルト値は -80 dBmです。

許容可能なクライアント RSSI
（Acceptable Client RSSI）

[コントローラ（Controller）] > [802.11] > [ロードバランシング（Load Balancing）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [ロードバランシング
（Load Balancing）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて
説明します。

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
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表 11 : [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [ロードバランシング（Load Balancing）]

説明フィールド

1～ 20の範囲の数を入力してください。このページサイズは、アクセスポイン
トの負荷が高すぎてそれ以上はクライアントアソシエーションを受け付けるこ

とができないかどうかを判断するアルゴリズムで使用されます。

ロードバランシングページ +最も負荷が低い AP上のクライアントアソシエー
ション数 =ロードバランシングしきい値

クライアントウィンドウサイズ

（Client Window Size）

0～ 10の範囲の数を入力してください。拒否数は、ロードバランシング中のア
ソシエーション拒否の最大数を設定します。

最大拒否回数（Max Denial Count）

[コントローラ（Controller）] > [802.11] > [メディアストリーム（Media Stream）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [メディアストリーム
（Media Stream）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説
明します。

表 12 : [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [メディアストリーム（Media Stream）]

説明フィールド

メディアストリームの名前を入力します。メディアストリーム名（Media Stream
Name）

マルチキャストまでのメディアストリームの開始 IPアドレスを入力しま
す。

マルチキャスト接続先開始 IP（Multicast
Destination Start IP）

マルチキャストまでのメディアストリームの終了 IPアドレスを入力しま
す。開始 IPおよび終了 IPは、コントローラバージョン 7.2.x以降は、
IPv4または IPv6マルチキャストアドレスにすることができます。

マルチキャスト接続先終了 IP（Multicast
Destination End IP）

メディアストリームが使用できる最大帯域幅を入力します。最大予想帯域幅（Maximum Expected
Bandwidth）

メディアストリームが使用できる平均パケットサイズを入力します。平均パケットサイズ（AveragePacket Size）

定期的に更新されるリソース予約コントロール（RRC）の計算を入力し
ます。無効にすると、RRCの計算は、クライアントがメディアストリー
ムに加入したときに、1回のみ行われます。

RRC定期更新（RRC Periodical Update）

RRCの優先度を 1（最高）～ 8（最低）までの値で入力します。RRC優先度（RRC Priority）

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
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説明フィールド

ドロップダウンリストからトラフィックプロファイル違反を選択しま

す。このドロップダウンリストは、ストリームがQoSビデオプロファイ
ルに違反したときに、ストリームがドロップされたか、ベストエフォー

トキューに入れられた場合に表示されます。

トラフィックプロファイル違反（Traffic
Profile Violation）

ドロップダウンリストからポリシーを選択します。このドロップダウン

リストは、メディアストリームが許可または拒否された場合に表示され

ます。

ポリシー

[コントローラ（Controller）] > [802.11] > [優先コール（Preferred Call）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [優先コール（Preferred
Call）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 13 : [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [優先コール（Preferred Call）]

説明フィールド

優先番号を識別する値を入力します。優先コール番号は最大 6つまで入力できます。値の範囲
は 1～ 6です。デフォルト値は 1です。

番号 ID（Number
Id）

優先電話番号を入力します。優先電話番号

[コントローラ（Controller）] > [802.11] > [RFプロファイル（RF Profiles）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [RFプロファイル（RF
Profiles）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明しま
す。

表 14 : [コントローラ（Controller）] > [802.11] > [RFプロファイル（RF Profiles）]

説明フィールド

テンプレートの名前を入力します。テンプレート名（Template Name）

現在のプロファイルの名前を入力します。プロファイル名（Profile Name）

テンプレートの説明を入力します。説明

ドロップダウンリストからアクセスポイントの無線タイプを選択します。無線タイプ（Radio Type）

最小電源レベルの割り当てとして -10～ 30 dBmの範囲で値を入力します。
デフォルト値は -10 dBmです。

最小電力レベル割り当て（-10～ 30
dBm）（MinimumPower Level Assignment
(-10 to 30 dBm)）
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説明フィールド

最大電源レベルの割り当てとして -10～ 30 dBmの範囲で値を入力します。
デフォルト値は 30 dBmです。

最大電力レベル割り当て（-10～ 30
dBm）（MaximumPower Level Assignment
(-10 to 30 dBm)）

電源しきい値 v1として -80～ -50 dBmの範囲で値を入力します。デフォル
ト値は -70 dBmです。

電力しきい値 v1（-80～ -50 dBm）
（Power Threshold v1(-80 to -50 dBm)）

電源しきい値 v2として -80～ -50 dBmの範囲で値を入力します。デフォル
ト値は -67 dBmです。

電力しきい値 v2（-80～ -50 dBm）
（Power Threshold v2(-80 to -50 dBm)）

アクセスポイントとクライアント間でデータを送信できるレートを指定す

るには、ドロップダウンリストからデータレートを選択します。次のデー

タレートが使用可能です。

• [802.11a]：6、9、12、18、24、36、48、および 54 Mbps。

• [802.11b/g]：1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、または 54
Mbps。

また、データレートごとに、次のオプションのいずれかを選択する必要が

あります。

• [必須（Mandatory）]：このコントローラ上のアクセスポイントに関連
付けるには、クライアントがこのデータレートをサポートしている必

要があります。

• [サポート（Supported）]：関連付けられたクライアントは、このデータ
レートをサポートしていれば、このレートを使用してアクセスポイン

トと通信できます。ただし、クライアントがこのレートを使用できな

くても、関連付けは可能です。

• [無効（Disabled）]：通信に使用するデータレートは、クライアントが
指定します。

データレート

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]にある
ページの各フィールドについて説明します。

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [DCA]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [イン
ターバル（Intervals）]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [TPC]
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• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [しきい
値（Thresholds）]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [802.11h]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [CleanAir]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [EDCAパラメータ（EDCA
Parameters）]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [高スループット
（802.11n）（High Throughput (802.11n)）]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [メディアパラメータ
（Media Parameters）] > [全般（General）]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [メディアパラメータ
（Media Parameters）] > [ビデオ（Video）]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [メディアパラメータ
（Media Parameters）] > [音声（Voice）]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [パラメータ（Parameters）]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [ローミングパラメータ
（Roaming Parameters）]

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [DCA]

[無線リソース管理（RRM）動的チャネル割り当て（DCA）（RadioResourceManagement (RRM)
Dynamic Channel Assignment (DCA)）]ページを使用して、このコントローラのチャネル幅のほ
か、DCAチャネルを選択できます。

RRMDCAは、5 GHz帯域で 802.11n 40 MHzチャネルをサポートします。より高い帯域幅を使
用すると、瞬間的データレートが高くなります。

大きい帯域幅を選択すると、オーバーラッピングしないチャネルが減少するため、展開によっ

ては全体のネットワークスループットが低下することがあります。

（注）

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [dot11a-RRM] > [DCA]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドにつ
いて説明します。
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表 15 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [DCA]

説明フィールド

ドロップダウンリストから、次の 3つのモードのいずれかを選択します。

• [自動（Automatic）]：送信電力は、この操作を許可するすべてのアクセスポイントで
定期的に更新されます。

• [オンデマンド（On Demand）]：送信電力は、[今すぐ割り当て（Assign Now）]をク
リックすると更新されます。

• [無効（Disabled）]：動的な送信電力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。

割り当てモード

（Assignment Mode）

[有効（Enable）]チェックボックスをオンにすると、チャネルを割り当てる際に、RRMが
外部 Ciscoアクセスポイント（RF/モビリティドメイン外の Cisco以外のアクセスポイン
ト）からの干渉を考慮します。RRMでこの干渉を無視するには、このチェックボックス
をオフにします。外部アクセスポイントからの干渉エネルギー（dB）および負荷（使用
率）が著しい特定の状況では、RRMは、この外部アクセスポイントの近くのアクセスポ
イントのこれらのチャネル（および場合により隣接チャネル）を回避するために、チャネ

ル割り当てを調整することがあります。この調整によって、キャパシティが増加し、Cisco
WLANソリューションの変動性が減少します。

外部 AP干渉の回避
（Avoid Foreign AP
Interference）

[有効（Enable）]チェックボックスをオンにすると、アクセスポイントにチャネルを割り
当てる際に、コントローラによって各アクセスポイントによって使用されるトラフィッ

ク帯域幅が考慮されます。RRMでこの値を無視するには、このチェックボックスをオフ
にします。特定の状況でより高密度に展開されている場合、完全なチャネルの再使用を適

切に作成するには、チャネルが十分に存在しないことがあります。このような状況で、

RRMは、より大きなトラフィック負荷を伝送するアクセスポイントに、より良い再使用
パターンを割り当てることができます。

Cisco AP負荷の回避
（Avoid Cisco AP Load）

[有効（Enable）]チェックボックスをオンにすると、アクセスポイントは、アクセスポイ
ント以外のノイズ源（電子レンジや Bluetoothデバイスなど）からの干渉があるチャネル
を回避します。RRMでこの干渉を無視するには、このチェックボックスをオフにします。
非 802.11ノイズ源からの干渉エネルギー（dB）が著しい特定の状況では、このノイズ源
の近くのアクセスポイントのこれらのチャネル（および場合により隣接チャネル）を回

避するため、RRMがチャネル割り当てを調整することがあります。この調整によって、
キャパシティが増加し、Cisco WLANソリューションの変動性が減少します。

非 802.11ノイズの回避
（Avoid non 802.11 Noise）

常に有効になっています（変更不可）。Signal Strength Contributionは常に RF/モビリティ
ドメイン内のすべてのアクセスポイントの相対位置をモニタし、最適に近いチャネルの

再使用を保証します。その結果、CiscoWLANSolutionキャパシティについては増加、チャ
ネル相互および隣接チャネルの干渉については減少となります。

Signal Strength Contribution
（Signal Strength
Contribution）
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説明フィールド

[有効（Enable）]チェックボックスをオンにし、スペクトルイベント駆動型 RRMを無効
にします。デフォルトでは、[イベント駆動型 RRM（Event Driven RRM）]は有効です。
CleanAir対応アクセスポイントが重大なレベルの干渉を検出すると、イベント駆動型RRM
が使用されます。

イベント駆動型 RRM
（Event Driven RRM）

[イベント駆動型RRM（EventDrivenRRM）]が有効の場合、このフィールドには、イベン
ト駆動型 RRMが生成されるしきい値レベルが表示されます。値は、[低（Low）]、[中
（Medium）]、または [高（High）]のいずれかになります。アクセスポイントの干渉がし
きい値レベルを上回ると、RRMはローカルの動的チャネル割り当て（DCA）の実行を開
始し、ネットワークのパフォーマンスを改善するために可能な場合は影響を受けるアクセ

スポイント無線のチャネルを変更します。[低（Low）]は、環境の変更に対する感度を下
げることを表すのに対して、[高（High）]は、感度を上げることを表します。

感度しきい値（Sensitivity
Threshold）

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [インターバル（Intervals）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [dot11a-RRM] > [インターバル（Intervals）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]
の各フィールドについて説明します。

表 16 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [インターバル（Intervals）]

説明フィールド

各アクセスポイントに対して強度測定を行う間隔を入力します。デ

フォルトは 300秒です。
ネイバーパケット周波数（Neighbor Packet
Frequency）

各アクセスポイントに対してノイズおよび干渉測定を行う間隔を入力

します。デフォルトは 300秒です。
チャネルスキャン持続期間（Channel Scan
Duration）

各アクセスポイントに対して負荷測定を行う間隔を入力します。デ

フォルトは 300秒です。

このパラメータは Cisco WLC Release 4.3以降には適用できま
せん。

（注）

負荷測定インターバル（Load Measurement
Interval）

各アクセスポイントに対してカバレッジ測定を行う間隔を入力しま

す。デフォルトは 300秒です。

このパラメータは Cisco WLC Release 4.3以降には適用できま
せん。

（注）

カバレッジ測定インターバル（Coverage
Measurement Interval）

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [TPC]

コントローラは、リアルタイムの無線 LAN状況に基づいて、アクセスポイントの送信電力を
動的に制御します。通常は、送信電力を低く維持することでキャパシティを増やし、干渉を減
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らします。コントローラは、3番目に送信電力の強いネイバーによるアクセスポイントの認識
に応じて、アクセスポイントの送信電力の調整を試行します。

送信電力コントロール（TPC）アルゴリズムは、RF環境での変更に応じてアクセスポイント
の電力を増減します。ほとんどの場合、TPCは干渉を減らすためにアクセスポイントの電力
を下げようとします。しかし、RFカバレッジで急な変更が発生した場合（アクセスポイント
で障害が発生する、またはアクセスポイントが無効になるなど）、TPCは周辺のアクセスポ
イントで電力を増大することもあります。この機能は、カバレッジホール検出とは異なりま

す。カバレッジホールの検出は主にクライアントと関係がありますが、TPCはアクセスポイ
ント間におけるチャネルの干渉を最小限に抑えながら、必要なカバレッジレベルを達成するた

め、十分な RFパワーを提供する必要があります。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [dot11a-RRM] > [TPC]にある [テンプレートの詳細（Templete Detail）]の各フィールドについ
て説明します。

表 17 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [TPC]

説明フィールド

ドロップダウンリストから [TPCv1]または [TPCv2]を選択します。

[TPCv2]オプションは、バージョン 7.2.x以降のコントローラだ
けで使用できます。

（注）

TPCバージョン（TPC Version）

[動的割り当て（Dynamic Assignment）]ドロップダウンリストから、次の
3つのモードのいずれかを選択します。

• [自動（Automatic）]：送信電力は、この操作を許可するすべてのアク
セスポイントで定期的に更新されます。

• [オンデマンド（OnDemand）]：送信電力は、[今すぐ割り当て（Assign
Now）]をクリックすると更新されます。

• [無効（Disabled）]：動的な送信電力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。

動的割り当て（Dynamic Assignment）

割り当てる最大電力を指定します。範囲：-10～ 30 dB。デフォルト：30
dB。

最大電力割り当て（Maximum Power
Assignment）

割り当てる最小電力を指定します。範囲：-10～ 30 dB。デフォルト：30
dB。

最小電力割り当て（Minimum Power
Assignment）

送信電力の動的制御を有効にするには、このチェックボックスをクリック

します。

動的送信電力制御（Dynamic Tx Power
Control）

送信電力のしきい値を -50～ -80の範囲で入力します。送信電力しきい値（Transmitted Power
Threshold）
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説明フィールド

送信電力制御の間隔を秒単位で表示します（読み取り専用）。制御インターバル（Control Interval）

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [しきい値（Thresholds）]

このオプションを使用して、負荷、干渉、ノイズ、カバレッジなど、さまざまな RRMしきい
値を設定するテンプレートを作成または変更します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [dot11a-RRM] > [しきい値（Thresholds）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の
各フィールドについて説明します。

これらのRRMしきい値の値を適用する前に、802.11a/n/acネットワークを無効にする必要があ
ります。

（注）

表 18 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [しきい値（Thresholds）]

説明フィールド

現在コントローラにアソシエートされている故障したクライアントの最小

数を入力します。

最小故障クライアント数（Min Failed
Clients）

カバレッジしきい値の対象範囲を入力します（dB）。カバレッジレベル（Coverage Level）

[カバレッジレベル（Coverage Level）]フィールドを調整すると、信号強度
（dBm）の値にこの変更が自動的に反映されます。[信号強度（Signal
Strength）]フィールドにより、カバレッジレベルを調整するときの信号強
度に関する情報が提供されます。

信号強度（Signal Strength）

データ RSSI（–60～ –90 dBm）を入力します。この数値は、クライアント
がアクセスポイントにアソシエートするために必要なデータの最小受信信

号強度インジケータ（RSSI）の値を示します。

データ RSSI（Data RSSI）

音声 RSSI（–60～ –90 dBM）を入力します。この数値は、クライアントが
アクセスポイントにアソシエートするために必要な音声の最小受信信号強

度インジケータ（RSSI）の値を示します。

音声 RSSI（Voice RSSI）

コントローラに関連付けることができるクライアントの最大数を入力しま

す。

最大クライアント数（Max. Clients）

この無線タイプのしきい値の割合を入力します。RF使用率（RF Utilization）

干渉しきい値を 0～ 1002347の範囲で入力します。干渉しきい値（Interference Threshold）
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説明フィールド

ノイズしきい値を -127～ 0 dBmの範囲で入力します。このしきい値を超え
ると、コントローラは Prime Infrastructureにアラームを送信します。

ノイズしきい値（Noise Threshold）

カバレッジ例外レベルの割合を入力します。最小クライアント数に設定さ

れたカバレッジから、この割合分減少した場合、カバレッジホールが生成

されます。

APあたりのカバレッジ例外レベル
（Coverage Exception Level Per AP）

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [802.11h]

802.11hでは、チャネルの変更がクライアントデバイスに通知されます。また、クライアント
デバイスの送信電力を制限できるようになっています。802.11hパラメータ（電力制限および
チャネルコントローラ通知）を設定するテンプレートを作成または変更し、これらの設定を複

数のコントローラに適用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [802.11h]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明しま
す。

表 19 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [802.11h]

説明フィールド

アクセスポイントによる現在のチャネルでの転送を停止する場合、[電力制限
（Power Constraint）]チェックボックスをオンにします。

電力制限（Power Constraint）

[チャネル通知（ChannelAnnouncement）]チェックボックスを選択してチャネル
通知を有効にします。チャネル通知は、新しいチャネルや新しいチャネル番号

に切り替わった場合に、アクセスポイントが通知するメソッドです。

チャネル通知（Channel
Announcement）

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [CleanAir]

このオプションを使用して、802.11a/n/ac無線の CleanAirパラメータを設定するテンプレート
を作成または変更します。テンプレートを設定して、CleanAirを有効または無効にできます。
また、レポートおよびアラームに含める干渉デバイスのタイプを設定できます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [CleanAir]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明しま
す。
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表 20 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [CleanAir]

説明フィールド

[干渉の報告（Report Interferers）]チェックボックスをオンにして、CleanAirシス
テムで干渉源を検出してレポートできるようにします。コントローラが干渉源を

レポートしないようにするには、これを選択解除します。デフォルト値はオフで

す。

干渉の報告（Report Interferers）

CleanAirシステムに検出およびレポートされる必要のある干渉源が [検出する干
渉（Interferences to Detect）]ボックスに表示され、検出される必要のない干渉源
が [無視する干渉（Interferers to Ignore）]ボックスに表示されていることを確認し
てください。[>]および [<]ボタンを使用して、これらの 2つのボックス間で干渉
源を移動します。デフォルトでは、すべての干渉源が無視されます。

報告に対して無視/選択された干渉
（Interferers Ignored/Selected for
Reporting）

CleanAirで検出できる永続デバイスに関する情報を伝播できるようにするには、
[永続デバイス伝播（Persistent Device Propagation）]チェックボックスを選択しま
す。永続デバイスの伝播によって、干渉タイプに関する情報を指定して、この情

報を近隣のアクセスポイントに伝播できます。永続干渉は、検出されない場合で

も、常に存在し、WLANの動作に干渉します。

永続デバイス伝播（PersistentDevice
Propagation）

[電波品質アラーム（AirQualityAlarm）]チェックボックスをオンにして、電波品
質アラームのトリガーを有効にします。この機能を無効にするには、このボック

スを選択解除します。

電波品質アラーム（Air Quality
Alarm）

[電波品質アラーム（AirQualityAlarm）]チェックボックスをオンにした場合は、
[電波品質アラームしきい値（Air Quality Alarm Threshold）]フィールドに 1～ 100
の範囲で値を入力して、電波品質アラームが生成されるしきい値を指定します。

電波品質がしきい値レベルを下回ると、アラームが生成されます。値 1は最低の
電波品質を表し、100は最高を表します。デフォルト値は 1です。

電波品質アラームしきい値（Air
Quality Alarm Threshold）

未分類の干渉源カテゴリについてアラームを生成できるようにするには、[電波品
質未分類カテゴリアラーム（Air Quality Unclassified category Alarm）]チェック
ボックスをオンにします。CleanAirは、未分類の干渉源を検出してモニタできま
す。未分類の干渉源は、検出はされるものの、既知のいずれの干渉タイプにも対

応しない干渉源です。

電波品質未分類カテゴリアラーム

（Air Quality Unclassified Category
Alarm）

[電波品質未分類カテゴリアラーム（Air Quality Unclassified Category Alarm）]
チェックボックスをオンにした場合、[電波品質未分類カテゴリ重大度しきい値
（Air Quality Unclassified Category Severity Threshold）]テキストボックスに 1～
99の範囲で値を入力して、未分類カテゴリのアラームを生成するしきい値を指定
します。デフォルトは 20です。

電波品質未分類カテゴリ重大度し

きい値（Air Quality Unclassified
Category Severity Threshold）

[セキュリティアラームの対象干渉（Interferers For Security Alarm）]チェックボッ
クスをオンにして、指定したデバイスタイプによって検出されたときに干渉源ア

ラームをトリガーするようにします。この機能を無効にするには、このボックス

を選択解除します。デフォルト値はオフです。

セキュリティアラームの対象干渉

（Interferers For Security Alarm）
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説明フィールド

干渉デバイスアラームを生成する必要のある干渉源が [セキュリティアラームに
対して無視/選択された干渉（Interferers Selected for SecurityAlarms）]に表示され、
干渉デバイスアラームを生成する必要のない干渉源が [セキュリティアラームに
対して無視された干渉（Interferers Ignored for Security Alarms）]に表示されている
ことを確認してください。[>]および [<]ボタンを使用して、これらの 2つのボッ
クス間で干渉源を移動します。デフォルトでは、セキュリティアラームに対して

すべての干渉源が無視されます。

セキュリティアラームに対して無

視/選択された干渉（Interferers
Ignored/Selected for Security Alarms）

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [EDCAパラメータ（EDCA Parameters）]

Enhanced Distributed Channel Access（EDCA;拡張型分散チャネルアクセス）パラメータは、音
声、ビデオ、およびその他の Quality of Service（QoS）トラフィックに優先的な無線チャネル
アクセスを提供するように設計されています。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [EDCAパラメータ（EDCA Parameters）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の
各フィールドについて説明します。

表 21 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n（80211a or n）] > [EDCAパラメータ（EDCA Parameters）]

説明フィールド

[EDCAプロファイル（EDCA Profile）]ドロップダウンリストで、次のいずれかのオプション
を選択します。

• [WMM]：Wi-Fi Multimedia（WMM）のデフォルトパラメータを有効にします。これがデ
フォルト値です。音声サービスまたはビデオサービスがネットワーク上に展開されてい

ない場合に、このオプションを選択します。

• [Spectralink音声優先（Spectralink Voice Priority）]：Spectralink音声優先パラメータを有効
にします。通話の質を向上するため、ネットワークにSpectralink電話技術を実装している
場合に、このオプションを選択します。

• [音声用に最適化（Voice Optimized）]：音声用に最適化された EDCAプロファイルパラ
メータを有効にします。Spectralink以外の音声サービスをネットワーク上で展開している
場合に、このオプションを選択します。

• [音声およびビデオ最適化済み（Voice & Video Optimized）]：音声およびビデオを最適化
した EDCAプロファイルパラメータを有効にします。ネットワーク上で音声サービスと
ビデオサービスを両方とも展開する場合に、このオプションを選択します。

ビデオサービスは、アドミッション制御（ACM）とともに展開する必要がありま
す。ACMなしのビデオサービスはサポートされていません。

（注）

無線インターフェイスをシャットダウンしてから、EDCAパラメータを設定してく
ださい。

（注）

EDCAプロファイル
（EDCA Profile）

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
27

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [EDCAパラメータ（EDCA Parameters）]



説明フィールド

ネットワーク上のすべてのクライアントがWMM準拠の場合にだけ、低遅延MACを有効にし
てください。

低遅延MAC（Low
Latency MAC）

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [高スループット（802.11n）（High Throughput (802.11n)）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [高スループット（802.11n）（High Throughput (802.11n)）]にある [テンプレートの詳細
（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 22 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [高スループット（802.11n）（High Throughput (802.11n)）]

説明フィールド

高いスループットを可能にするには、[802.11nネットワークステータス有効
（802.11n Network Status Enabled）]チェックボックスを選択します。

802.11nネットワークステータス有効
（802.11n Network Status Enabled）

サポートするデータレートのレベルを選択します。変調符号化方式（MCS）
は 802.11aデータレートと類似しています。デフォルトは 20 MHzで、ショー
トガードインターバルです。番号付きのデータレートの横にある [サポート
済み（Supported）]チェックボックスをオンにすると、選択した番号が列の下
部にある [選択されたMCSインデックス（SelectedMCS Indexes）]フィールド
に表示されます。

選択されたMCSインデックス
（Selected MCS Indexes）

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [メディアパラメータ（Media Parameters）] > [全般
（General）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [メディアパラメータ（Media Parameters）] > [全般（General]にある [テンプレートの詳細
（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 23 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [メディアパラメータ（Media Parameters）] > [全般（General）]

説明フィールド

許容する最大帯域幅のパーセンテージを指定します。このオプ

ションは、CACが有効の場合のみ使用可能です。
最大メディア帯域幅（0～ 85%）（Maximum Media
Bandwidth (0 to 85%)）

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [メディアパラメータ（Media Parameters）] > [ビデオ
（Video）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
28

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [高スループット（802.11n）（High Throughput (802.11n)）]



> [メディアパラメータ（Media Parameters）] > [ビデオ（Video]にある [テンプレートの詳細
（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 24 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [メディアパラメータ（Media Parameters）] > [ビデオ（Video）]

説明フィールド

アドミッション制御を有効にするには、このチェックボックスをオンにし

ます。

アドミッション制御（ACM）（Admission
Control (ACM)）

許容する最大帯域幅のパーセンテージを指定します。このオプションは、

CACが有効の場合のみ使用可能です。
許容最大帯域幅（Maximum Bandwidth
Allowed）

予約するローミング帯域幅のパーセンテージを指定します。このオプショ

ンは、CACが有効の場合のみ使用可能です。
予約ローミング帯域幅（ReservedRoaming
Bandwidth）

アドミッション制御（ACM）が有効になっている場合は、CAC方式を負荷
ベースまたはスタティックに指定します。負荷ベースのCACで取り入れら
れている測定方式では、それ自体からのすべてのトラフィックタイプによっ

て同一チャネルアクセスポイントで消費される帯域幅や、同一チャネルの

干渉によって消費される帯域幅が考慮されています。負荷ベースのCACで
は、PHYおよびチャネル欠陥の結果発生する追加の帯域幅消費も対象とな
ります。

CAC方式（CAC Method）

ビデオキュー内のすべての非メディアストリームパケットがベストエ

フォートキューにリダイレクトされるようにするには、[ユニキャストビ
デオリダイレクト（Unicast Video Redirect）]チェックボックスをオンにし
ます。無効にすると、ビデオマーキングのあるパケットはすべてのビデオ

キューに保持されます。

ユニキャストビデオリダイレクト

（Unicast Video Redirect）

クライアントがメディアストリームに加入するために必要な物理データ

レートを [クライアント最小PHYレート（ClientMinimumPhyRate）]ドロッ
プダウンリストから指定します。

クライアント最小 PHYレート（Client
Minimum Phy Rate）

この無線上の任意のWLANでMedia Directを有効にするには、[マルチキャ
ストダイレクト有効化（Multicast Direct Enable）]チェックボックスを選択
します。

マルチキャストダイレクト有効化

（Multicast Direct Enable）

許容する無線ごとのストリームの最大数を指定します。無線あたりの最大ストリーム数

（MaximumNumber of Streams per Radio）

許容するクライアントごとのストリームの最大数を指定します。クライアントあたりの最大ストリーム数

（MaximumNumber of Streams per Client）

新しいクライアント要求をベストエフォートキューにリダイレクトするに

は、[ベストエフォートQOSアドミッション（Best Effort QOSAdmission）]
チェックボックスをオンにします。これは、すべてのビデオ帯域幅が使用

されている場合のみ発生します。これが無効になっており、最大のビデオ

帯域幅が使用されている場合は、新しいクライアント要求が拒否されます。

ベストエフォート QOSアドミッション
（Best Effort QOS Admission）
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[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [メディアパラメータ（Media Parameters）] > [音声
（Voice）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [メディアパラメータ（Media Parameters）] > [音声（Voice）]にある [テンプレートの詳細
（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 25 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [メディアパラメータ（Media Parameters）] > [音声（Voice）]

説明フィールド

アドミッション制御を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。VoIP
通話中にエンドユーザが許容できる音声品質と感じるよう、パケットはエンドポイ

ントから別のエンドポイントまで低遅延、低パケット損失で配送される必要があり

ます。異なるネットワーク負荷の下でQoSを維持するには、コールアドミッション
制御（CAC）が必要です。アクセスポイントでの CACにより、アクセスポイント
は、ネットワークの輻輳時でも QoSが制御された状態を維持し、許容する最大の通
話数を許容できる数に保つことができます。

アドミッション制御（ACM）
（Admission Control (ACM)）

アドミッション制御（ACM）が有効になっている場合は、CAC方式を負荷ベースま
たはスタティックに指定します。負荷ベースのCACで取り入れられている測定方式
では、それ自体からのすべてのトラフィックタイプによって同一チャネルアクセス

ポイントで消費される帯域幅や、同一チャネルの干渉によって消費される帯域幅が

考慮されています。負荷ベースのCACでは、PHYおよびチャネル欠陥の結果発生す
る追加の帯域幅消費も対象となります。

CAC方式（CAC Method）

許容する最大帯域幅のパーセンテージを指定します。このオプションは、CACが有
効の場合のみ使用可能です。

許容最大帯域幅（Maximum
Bandwidth Allowed）

予約するローミング帯域幅のパーセンテージを指定します。このオプションは、CAC
が有効の場合のみ使用可能です。

予約ローミング帯域幅（Reserved
Roaming Bandwidth）

緊急コール用にCACの拡張として優先帯域幅を有効にするには、このチェックボッ
クスを選択します。より高い優先度がTSPEC要求に与えられるように、CCXv5準拠
の優先帯域幅の IEが必要となります。

優先帯域幅（Expedited
Bandwidth）

SIP CACを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。SIP CACは、
ステータスコード 17をサポートし、TSPECベースのアドミッション制御をサポー
トしない電話のみに使用する必要があります。

SIP CAC（SIP CAC）

この無線で使用するコーデック名を指定します。使用可能なオプションは、[G.711]、
[G.729]、および [ユーザ定義（User Defined）]です。

SIPコーデック（SIP Codec）

ネットワークで SIPコールごとに割り当てる帯域幅（キロビット/秒単位）を指定し
ます。このフィールドは、選択されている [SIPコーデック（SIPCodec）]が [ユーザ
定義（User Defined）]である場合のみ設定できます。

SIPコール帯域幅（SIP Call
Bandwidth）
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説明フィールド

コーデックを動作させる必要があるサンプル間隔（ミリ秒）を指定します。SIPサンプルインターバル（SIP
Sample Interval）

メトリック収集を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。トラ

フィックストリームメトリックは、ワイヤレス LANでのVoIPに関する一連の統計
情報で、ワイヤレス LANの QoSを通知します。アクセスポイントで測定値を収集
するには、トラフィックストリームメトリックが有効であることが必要です。これ

を有効にすると、コントローラは、関連付けられたすべてのアクセスポイントから、

90秒ごとに 802.11b/gインターフェイスに関する統計情報データの収集を開始しま
す。VoIPまたはビデオを使用している場合は、この機能を有効にする必要がありま
す。

メトリック収集（Metric
Collection）

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [パラメータ（Parameters）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [パラメータ（Parameters）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールド
について説明します。

表 26 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [パラメータ（Parameters）]

説明フィールド

802.11a/nネットワーク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。

802.11aネットワークステータ
ス（802.11a Network Status）

このドロップダウンリストからは、ClientLinkをサポートするすべてのアクセスポイ
ント 802.11a/n無線でClientLinkを有効にします。それ以外の場合は [無効（Disable）]
を選択します。

クライアントリンク（Client
Link）

ビーコンの間隔をミリ秒単位で入力します。有効な値の範囲は 20～ 1000ミリ秒で
す。

ビーコン周期（BeaconPeriod）

配送数テキストボックスが 0のトラフィックインジケータメッセージ（TIM）要素
を含むビーコンフレームの送信間に経過する可能性のあるビーコン間隔を入力しま

す。この値は、ビーコンフレームの DTIM Periodフィールドで送信されます。DTIM
を追加したビーコンをクライアントデバイスが受信すると、通常は、保留中のパケッ

トをチェックするためにクライアントデバイスが再起動します。DTIMの間隔が長く
なると、クライアントのスリープ時間が長くなり、電力を節約できます。反対に、

DTIMの間隔が短くなるとパケットの受信の遅延を抑えられますが、クライアントが
頻繁に起動するためバッテリー残量が消費されます。

DTIM期間（DTIM Period）

パケットを断片化する（1ブロックではなく、いくつかの断片として送信する）サイ
ズを指定します。通信状態の悪いエリアや電波干渉が非常に多いエリアでは、低い数

値を設定します。

フラグメンテーションしきい値

（Fragmentation Threshold）
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説明フィールド

802.11eの最大帯域幅のパーセンテージを入力します。802.11e最大帯域幅（802.11e
Max Bandwidth）

Cisco Compatible Extensions（CCX）位置測定を有効にするには、このチェックボック
スをオンにします。有効な場合、これによってクライアントの位置の正確さが向上し

ます。

[モード（Mode）]

CCX位置測定信号をブロードキャストする間隔を秒単位で入力します。CiscoCompatible
Extensionの CCX位置測定間隔を変更できるのは、測定モードが有効になっている場
合だけです。

インターバル（Interval

各データレートのネゴシエーションタイプを選択します。クライアントおよびコン

トローラは、データレートをネゴシエートします。データレートが [必須
（Mandatory）]に設定されている場合、クライアントはネットワークを使用するに
は、そのデータレートをサポートしている必要があります。データレートがコント

ローラで [サポート済み（Supported）]として設定されている場合は、同じレートをサ
ポートしており、関連付けられているクライアントはそのレートを使用してアクセス

ポイントと通信する可能性があります。しかし、アソシエートするために、サポート

されるすべてのレートをクライアントが使用する必要はありません。それぞれのレー

トについて、[必須（Mandatory）]または [サポート済み（Supported）]のドロップダ
ウンリストが使用可能です。各データレートは、[無効（Disabled）]に設定し、クラ
イアントの設定に合わせることもできます。

データレートドロップダウン

（Data Rate Dropdowns）

[ノイズ/干渉/不正モニタリングチャネル（Noise/Interference/RogueMonitoringChannels）]
セクションのこのドロップダウンリストから、必要なモニタリングレベルに基づい

て、すべてのチャネル、各国のチャネル、またはDCAチャネルから選択します。DCA
により、コントローラに接続された管理対象デバイスの中から妥当なチャネルの割り

当てが自動的に選択されます。

チャネルリスト（Channel
List）

[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [ローミングパラメータ（Roaming Parameters）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）]
> [ローミングパラメータ（Roaming Parameters）]にある [テンプレートの詳細（Template
Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 27 : [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [ローミングパラメータ（Roaming Parameters）]

説明フィールド

[モード（Mode）]ドロップダウンリストを使用して、デフォルト値またはカスタム値のいず
れかのコンフィギュレーションモードを選択します。[デフォルト（Default）]を選択した場
合は編集にローミングパラメータが使用できなくなり、テキストボックスにデフォルト値が

表示されます。ローミングパラメータを編集するには、[カスタム（Custom）]を選択しま
す。

[モード（Mode）]
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説明フィールド

クライアントをアクセスポイントに関連付けるときに必要な受信信号強度インジケータ

（RSSI）の最小値を入力します。クライアントの平均の受信信号の強度がこのしきい値より
低い場合、通常、信頼できる通信はできません。したがって、最小のRSSI値に達する前に、
クライアントはより強い信号のある別のアクセスポイントをすでに見つけてローミングして

いる必要があります。範囲：-80～ -90 dBm。デフォルト：-85 dBm。

最小 RSSI（Minimum
RSSI）

クライアントがローミングするために必要な、隣接するアクセスポイントの信号強度の値を

入力します。このフィールドは、クライアントが物理的に 2つのアクセスポイントの境界上
やその近くにある場合に、アクセスポイント間のピンポンの量を減らすためのものです。範

囲：2～ 4 dB。デフォルト：2 dB。

ローミングヒステリシ

ス（Roaming
Hysteresis）

クライアントが関連付けられているアクセスポイントの RSSI値を入力します。この値以下
の場合にクライアントは指定された移行時間内に隣接するアクセスポイントにローミングで

きる必要があります。このフィールドはまた、クライアントがアクティブまたはパッシブス

キャンで費やす時間を最小限に抑えるための節電方法も提供します。たとえば、クライアン

トはRSSIがしきい値よりも高いときにはゆっくりとスキャンし、しきい値よりも低いときに
はより速くスキャンすることができます。範囲：-70～ -77 dB。デフォルト：-72 dB。

スキャンしきい値パラメータと移行時間パラメータは、クライアントのローミング

パフォーマンスの最低レベルを保証します。これらのパラメータと、最も高いクラ

イアント速度とローミングヒステリシスを一緒に使用すると、アクセスポイント

間に一定の最小オーバーラップ距離を確保することにより、ローミングをサポート

する無線 LANネットワークを設計することが可能となります。

（注）

適応型スキャンしきい

値（Adaptive Scan
Threshold）

クライアントが関連付けられているアクセスポイントの RSSIがスキャンしきい値を下回っ
たときに、クライアントがローミングする適切な隣接アクセスポイントを検出し、ローミン

グを完了するまでの最大許容時間を入力します。範囲は 1～ 10秒です。デフォルト：5秒。

スキャンしきい値パラメータと移行時間パラメータは、クライアントのローミング

パフォーマンスの最低レベルを保証します。これらのパラメータと、最も高いクラ

イアント速度とローミングヒステリシスを一緒に使用すると、アクセスポイント

間に一定の最小オーバーラップ距離を確保することにより、ローミングをサポート

する無線 LANネットワークを設計することが可能となります。

（注）

移行時間（Transition
Time）

[コントローラ（Controller）] > [80211b/g/n（80211b or g or n）]

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [80211b/g/n（80211b or g or n）]にあるペー
ジの各フィールドについて説明します。

• [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [DCA]

• [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [インター
バル（Intervals）]
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• [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [しきい
値（Thresholds）]

• [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [TPC]

• [コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [CleanAir]

• [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [EDCAパラメータ（EDCA
Parameters）]

• [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [高スループット
（802.11n）（High Throughput (802.11n)）]（35ページ）

• [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [メディアパラメータ
（Media Parameters）]

• [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [パラメータ（Parameters）]

• [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [ローミングパラメータ
（Roaming Parameters）]

[コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [DCA]

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features and
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM]
> [DCA]の各フィールドの説明については、「[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac
（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [DCA]」を参照してください。

[コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [インターバル（Intervals）]

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features and
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM]
>[インターバル（Intervals）]の各フィールドの説明については、「[コントローラ（Controller）]
> [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [インターバル（Intervals）]」を参照して
ください。

[コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [TPC]

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features and
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM]
>[TPC]の各フィールドの説明については、「[コントローラ（Controller）]> [80211a/n/ac（80211a
or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [TPC]」を参照してください。

[コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [しきい値（Thresholds）]

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features and
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM]
> [しきい値（Thresholds）]の各フィールドの説明については、「[コントローラ（Controller）]
> [80211a/n/ac（80211a or n or ac）] > [dot11a-RRM] > [しきい値（Thresholds）]」を参照してく
ださい。

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
34

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照

[コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [dot11b-RRM] > [DCA]



[コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [CleanAir]

[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features and
Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [CleanAir]
の各フィールドの説明については、「[コントローラ（Controller）] > [80211a/n/ac（80211a or n
or ac）] > [CleanAir]」を参照してください。

[コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [EDCAパラメータ（EDCA Parameters）]

このオプションを使用して、802.11b/g/nEDCAパラメータを設定するテンプレートを作成また
は変更します。EDCAパラメータは、音声およびビデオのMACレイヤで事前設定プロファイ
ルを指定します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or nc）]
> [EDCAパラメータ（EDCA Parameters）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の
各フィールドについて説明します。

表 28 : [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [EDCAパラメータ（EDCA Parameters）]

説明フィールド

プロファイルには、Wi-Fi Multimedia (WMM)、Spectralink Voice Priority (SVP)、Voice
Optimized、および Voice & Video Optimizedが含まれます。WMMがデフォルトの
EDCAプロファイルです。

無線インターフェイスをシャットダウンしてから、EDCAパラメータを設
定してください。

（注）

デバイスのWMMからWMMを無効にしたり、EDCAプロファイルを変更
したりすると、APの再起動時に 11nのレートが無効になります。

（注）

EDCAプロファイル（EDCA
Profile）

このオプションは DSCPマーキングがメディア（RTP）およびシグナリングパケッ
トに適切な場合にのみ有効にします。

低遅延MAC（Low Latency
MAC）

[コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [高スループット（802.11n）（High Throughput (802.11n)）]

このオプションを使用して、MCS（データレート）設定およびインデックスなどのハイスルー
プットパラメータを設定し、これらの 802.11n設定を複数のコントローラに適用するテンプ
レートを作成または変更します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or nc）]
> [高スループット（802.11n）（High Throughput (802.11n)）]にある [テンプレートの詳細
（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。
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表 29 : [コントローラ（Controller）] > [80211b/g/n（80211b or g or n）] > [高スループット（802.11n）（High Throughput (802.11n)）]

説明フィールド

ハイスループッ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。

802.11nネットワークステータス
（802.11n Network Status）

サポートするデータレートのレベルを選択します。MCSは、802.11aデータ
レートと似た変調符号化方式です。デフォルトの値としては、20 MHzおよ
びショートガードインターバルが使用されます。[サポート済み（Supported）]
チェックボックスをオンにすると、選択した数値が [選択されたMCSイン
デックス（Selected MCS Indexes）]ページに表示されます。

MCS（データレート）の設定（MCS
(Data Rate) Settings）

[コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [メディアパラメータ（Media Parameters）]

このオプションを使用して、コールアドミッション制御およびトラフィックストリームメト

リックなど 802.11b/g/nの音声パラメータを設定するテンプレートを作成または変更します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or nc）]
> [メディアパラメータ（Media Parameters）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]
の各フィールドについて説明します。

表 30 : [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [メディアパラメータ（Media Parameters）]

説明フィールド

一般

許容する最大帯域幅のパーセンテージを指定します。このオプションは、CAC
が有効の場合のみ使用可能です。

最大メディア帯域幅（0～ 85%）
（Maximum Media Bandwidth (0 to
85%)）

[ビデオ（Video）]

アドミッション制御を有効にするには、このチェックボックスをオンにしま

す。

アドミッション制御（ACM）
（Admission Control (ACM)）

許容する最大帯域幅のパーセンテージを指定します。このオプションは、CAC
が有効の場合のみ使用可能です。

最高帯域幅

予約するローミング帯域幅のパーセンテージを指定します。このオプション

は、CACが有効の場合のみ使用可能です。
予約ローミング帯域幅（Reserved
Roaming Bandwidth）

ビデオキュー内のすべての非メディアストリームパケットがベストエフォー

トキューにリダイレクトされるようにするには、[ユニキャストビデオリダ
イレクト（UnicastVideoRedirect）]チェックボックスをオンにします。無効に
すると、ビデオマーキングのあるパケットはすべてのビデオキューに保持さ

れます。

ユニキャストビデオリダイレクト

（Unicast Video Redirect）
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説明フィールド

クライアントがメディアストリームに加入するために必要な物理データレー

トを [クライアント最小 PHYレート（Client Minimum Phy Rate）]ドロップダ
ウンリストから選択します。

クライアント最小 PHYレート（Client
Minimum Phy Rate）

この無線上の任意のWLANでMedia Directを有効にするには、[マルチキャス
トダイレクト有効化（Multicast Direct Enable）]チェックボックスを選択しま
す。

マルチキャストダイレクト有効化

（Multicast Direct Enable）

許容する無線ごとのストリームの最大数を指定します。無線あたりの最大ストリーム数

（Maximum Number of Streams per
Radio）

許容するクライアントごとのストリームの最大数を指定します。クライアントあたりの最大ストリーム

数（Maximum Number of Streams per
Client）

新しいクライアント要求をベストエフォートキューにリダイレクトするに

は、[ベストエフォート QOSアドミッション（Best Effort QOS Admission）]
チェックボックスをオンにします。これは、すべてのビデオ帯域幅が使用さ

れている場合のみ発生します。無効になっており、最大のビデオ帯域幅が使

用されている場合、新しいクライアント要求は拒否されます。

ベストエフォート QOSアドミッショ
ン（Best Effort QOS Admission）

音声

アドミッション制御を有効にするには、このチェックボックスをオンにしま

す。VoIP通話中にエンドユーザが許容できる音声品質と感じるよう、パケッ
トはエンドポイントから別のエンドポイントまで低遅延、低パケット損失で

配送される必要があります。異なるネットワーク負荷の下で QoSを維持する
には、コールアドミッション制御（CAC）が必要です。アクセス時の CAC
は、ネットワークのが輻輳していても CoSが維持された状態を保ち、許容す
る最大コール数を許容数に保つことができます。

アドミッション制御（ACM）
（Admission Control (ACM)）

アドミッション制御（ACM）が有効になっている場合は、CAC方式を負荷
ベースまたはスタティックに指定します。負荷ベースの CACで取り入れられ
ている測定方式では、それ自体からのすべてのトラフィックタイプによって

同一チャネルアクセスポイントで消費される帯域幅や、同一チャネルの干渉

によって消費される帯域幅が考慮されています。負荷ベースの CACでは、
PHYおよびチャネル欠陥の結果発生する追加の帯域幅消費も対象となります。

CAC方式（CAC Method）

許容する最大帯域幅のパーセンテージを入力します。このオプションは、CAC
が有効の場合のみ使用可能です。

許容最大帯域幅（Maximum Bandwidth
Allowed）

予約するローミング帯域幅のパーセンテージを入力します。このオプション

は、CACが有効の場合のみ使用可能です。
予約ローミング帯域幅（Reserved
Roaming Bandwidth）
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説明フィールド

緊急コール用に CACの拡張として優先帯域幅を有効にするには、このチェッ
クボックスを選択します。より高い優先度が TSPEC要求に与えられるよう
に、CCXv5準拠の優先帯域幅の IEが必要となります。

優先帯域幅（Expedited Bandwidth）

SIPCAC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。SIPCAC
は、ステータスコード 17をサポートし、TSPECベースのアドミッション制
御をサポートしない電話のみに使用する必要があります。

SIP CAC（SIP CAC）

[SIPコーデック（SIP Codec）]ドロップダウンリストから、この無線で使用
するコーデック名を選択します。使用可能なオプションは、[G.711]、[G.729]、
および [ユーザ定義（User Defined）]です。

SIPコーデック（SIP Codec）

ネットワークで SIPコールごとに割り当てる帯域幅（キロビット/秒単位）を
入力します。このフィールドは、選択されている [SIPコーデック（SIPCodec）]
が [ユーザ定義（User Defined）]である場合のみ設定できます。

SIPコール帯域幅（SIPCallBandwidth）

コーデックを動作させる必要があるサンプル間隔（ミリ秒）を入力します。SIPサンプルインターバル（SIPSample
Interval）

無線ごとのコールの最大数を入力します。無線あたりの最大コール数（Max
Number of Calls per Radio）

メトリック収集を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

トラフィックストリームメトリックは、ワイヤレス LANでの VoIPに関する
一連の統計情報で、ワイヤレス LANの QoSを通知します。アクセスポイン
トで測定値を収集するには、トラフィックストリームメトリックが有効であ

ることが必要です。これを有効にすると、コントローラは、関連付けられた

すべてのアクセスポイントから、90秒ごとに 802.11b/gインターフェイスに
関する統計情報データの収集を開始します。VoIPまたはビデオを使用してい
る場合は、この機能を有効にする必要があります。

メトリック収集（Metric Collection）

[コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [パラメータ（Parameters）]

このオプションを使用して、802.11b/g/nパラメータ（電源およびチャネルステータス、デー
タレート、チャネルリストおよびCCX位置測定など）を設定するテンプレートを作成または
変更して、これらの設定をコントローラに適用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or nc）]
> [パラメータ（Parameters）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールド
について説明します。
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表 31 : [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [パラメータ（Parameters）]

説明フィールド

適用されているセキュリティポリシーの名前を入力します。ポリシー名

ドロップダウンリストから [有効（Enable）]または [無効（Disable）]を選択します。
ビームフォーミングは、信号の送受信の方を制御するときに使用される一般的な信号処

理技術です。

ビームフォーミング（Beam
Forming）

送信電力のしきい値を入力します。値の範囲は -50～ -80です。送信電力しきい値

（Transmitted Power
Threshold）

SSIDがアクセスポイントによりブロードキャストされるレート（ビーコン間隔）。有
効な値の範囲は 100～ 600ミリ秒です。

ビーコン周期（Beacon
Period）

配送数フィールドが 0のトラフィックインジケータメッセージ（TIM）要素を含むビー
コンフレームの送信間に経過したビーコン間隔。この値は、ビーコンフレームのDTIM
Periodフィールドで送信されます。DTIMを追加したビーコンをクライアントデバイス
が受信すると、通常は、保留中のパケットをチェックするためにクライアントデバイス

が再起動します。DTIMの間隔が長くなると、クライアントのスリープ時間が長くなり、
電力を節約できます。反対に、DTIMの間隔が短くなるとパケットの受信の遅延を抑え
られますが、クライアントが頻繁に起動するためバッテリー残量が消費されます。

DTIMの間隔は、コントローラバージョン 5.0.0.0以降では使用できません。

DTIM期間（DTIM Period）

パケットを断片化する（1ブロックではなく、いくつかの断片として送信する）サイズ
を指定します。通信状態の悪いエリアや電波干渉が非常に多いエリアでは、低い数値を

設定します。デフォルト値は 2346です。

フラグメンテーションしき

い値（Fragmentation
Threshold）

802.11eの最大帯域幅のパーセンテージ。デフォルト値は 100です。802.11e最大帯域幅（802.11e
Max Bandwidth）

[動的割り当て（Dynamic Assignment）]ドロップダウンリストから、次の動的送信電力
割り当てモードのいずれかを選択します。

• [自動（Automatic）]：送信電力は、この操作を許可するすべてのアクセスポイント
で定期的に更新されます。

• [オンデマンド（On Demand）]：送信電力は、[今すぐ割り当て（Assign Now）]を
クリックすると更新されます。

• [無効（Disabled）]：動的な送信電力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。

動的割り当て（Dynamic
Assignment）
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説明フィールド

DTPCサポートを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。このオプショ
ンが有効な場合、無線の送信電力レベルは、ビーコンにアドバタイズされ、プローブが

応答します。

動的送信電力制御（Dynamic
Tx Power Control）

[割り当てモード（AssignmentMode）]ドロップダウンリストから、次の動的チャネル割
り当てモードのいずれかを選択します。

• [自動（Automatic）]：チャネル割り当ては、この操作を許可するすべてのアクセス
ポイントで定期的に更新されます。

• [オンデマンド（OnDemand）]：チャネル割り当ては、必要に応じて更新されます。

• [無効（Disabled）]：動的なチャネル割り当ては行われず、値はグローバルデフォル
トに設定されます。

デフォルトは [自動（Automatic）]です。

割り当てモード（Assignment
Mode）

この無線リソース管理（RRM）外部 802.11干渉モニタリングフィールドを有効にする
と、シスコのアクセスポイントにチャネルを割り当てるときに、無線リソース管理に

よって外部（RF/モビリティドメイン外のシスコ以外のアクセスポイント）アクセスポ
イントからの干渉が考慮されます。無線リソース管理にこの干渉を無視させるには、こ

のフィールドを無効にします。

外部アクセスポイントからの干渉エネルギー（dB）および負荷（使用率）が著しい特定
の状況では、無線リソース管理は、この外部アクセスポイントの近くのシスコのアクセ

スポイントのこれらのチャネル（および場合により隣接チャネル）を回避するために、

チャネル割り当てを調整することがあります。これにより、シスコのWLANソリュー
ションのキャパシティが増加し、変動性が減少します。

外部 AP干渉の回避（Avoid
Foreign AP Interference）

この無線リソース管理（RRM）帯域幅認識フィールドを有効にすると、チャネルをアク
セスポイントに割り当てる際に、各アクセスポイントで使用されるトラフィック帯域幅

がコントローラによって考慮されます。無線リソース管理にこの値を無視させるには、

このフィールドを無効にします。

特定の状況でより高密度に展開されている場合、完全なチャネルの再使用を適切に作成

するには、チャネルが十分に存在しないことがあります。このような状況で、無線リソー

ス管理は、より大きなトラフィック負荷を伝送する APに、より良い再使用パターンを
割り当てることができます。

CiscoAP負荷の回避（Avoid
Cisco AP Load）
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説明フィールド

この無線リソース管理（RRM）のノイズモニタリングフィールドを有効にすると、電
子レンジや Bluetoothデバイスなど、アクセスポイントでないソースからの干渉のある
チャネルが回避されます。無線リソース管理にこの干渉を無視させるには、このフィー

ルドを無効にします。

802.11以外のノイズ源からの干渉エネルギー（dB）が著しい特定の状況では、このノイ
ズ源の近くのアクセスポイントのこれらのチャネル（および場合により隣接チャネル）

を回避するため、無線リソース管理がチャネル割り当てを調整することがあります。こ

れにより、シスコのWLANソリューションのキャパシティが増加し、変動性が減少しま
す。

非 802.11ノイズの回避
（Avoid non 802.11 Noise）

このチェックボックスは常にオンです（変更不可）。無線リソース管理（RRM）は常
に、RF/モビリティドメイン内のすべてのアクセスポイントの相対位置をモニタし、最
適に近いチャネルの再使用を保証します。その結果、CiscoWLANSolutionキャパシティ
については増加、チャネル相互および隣接チャネルの干渉については減少となります。

Signal Strength Contribution
（Signal Strength
Contribution）

データレートセットは、クライアントとコントローラ間でネゴシエートされます。デー

タレートが [必須（Mandatory）]に設定されている場合、クライアントはネットワーク
を使用するには、そのデータレートをサポートしている必要があります。データレート

がコントローラで [サポート済み（Supported）]として設定されている場合は、同じレー
トをサポートしており、関連付けられているクライアントはそのレートを使用してアク

セスポイントと通信する可能性があります。しかし、6、9、12、18、24、36、48、54
Mbpsを関連付けるために、サポートされるすべてのレートをクライアントが使用する必
要はありません。

それぞれのレートについて、[必須（Mandatory）]または [サポート済み（Supported）]の
ドロップダウンリスト選択が可能です。各データレートは、[無効（Disabled）]に設定
し、クライアントの設定に合わせることもできます。

データレート

必要なモニタリングレベルに基づいて、すべてのチャネル、カントリーチャネルまたは

DCAチャネルを選択します。Dynamic Channel Allocation（DCA）により、コントローラ
に接続された管理対象デバイスの中から妥当なチャネルの割り当てが自動的に選択され

ます。

チャネルリスト（Channel
List）

ブロードキャスト無線測定要求を有効または無効にします。有効にすると、このパラメー

タによってクライアントの位置の正確さが向上します。

[モード（Mode）]

測定要求間の秒単位の間隔です。

CiscoCompatibleExtension位置測定間隔は、測定モードが有効な場合だけ変更できます。

インターバル（Interval

[コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [ローミングパラメータ（Roaming Parameters）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or nc）]
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> [ローミングパラメータ（Roaming Parameters）]にある [テンプレートの詳細（Template
Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 32 : [コントローラ（Controller）] > [802.11b/g/n（802.11b or g or n）] > [ローミングパラメータ（Roaming Parameters）]

説明フィールド

ドロップダウンリストから、[デフォルト値（Default Values）]または [カスタム値（Custom
Values）]を選択します。[デフォルト値（Default Values）]を選択した場合はローミングパ
ラメータを使用できません。デフォルト値が表示されます。

[モード（Mode）]

クライアントをアクセスポイントに関連付けるときに必要な受信信号強度インジケータ

（RSSI）の最小値を入力します。クライアントの平均の受信信号の強度がこのしきい値より
低い場合、通常、信頼できる通信はできません。したがって、最小のRSSI値に達する前に、
クライアントはより強い信号のある別のアクセスポイントをすでに見つけてローミングして

いる必要があります。範囲：-80～ -90 dBm。デフォルト：-85 dBm。

最小 RSSI（Minimum
RSSI）

クライアントがローミングするために必要な隣接するアクセスポイントの信号強度を示す値

を入力します。このフィールドは、クライアントが物理的に 2つのアクセスポイントの境界
上やその近くにある場合に、アクセスポイント間のピンポンの量を減らすためのものです。

範囲：2～ 4 dB。デフォルト：2 dB。

ローミングヒステリシ

ス（Roaming
Hysteresis）

クライアントが関連付けられたアクセスポイントのRSSI値を入力します。これ以下の場合、
クライアントは指定された移行時間内に隣接するアクセスポイントにローミングできる必要

があります。このフィールドはまた、クライアントがアクティブまたはパッシブスキャンで

費やす時間を最小限に抑えるための節電方法も提供します。たとえば、クライアントはRSSI
がしきい値よりも高いときにはゆっくりとスキャンし、しきい値よりも低いときにはより速

くスキャンすることができます。範囲：-70～ -77 dB。デフォルト：-72 dB。

スキャンしきい値パラメータと移行時間パラメータは、クライアントのローミング

パフォーマンスの最低レベルを保証します。これらのパラメータを使用すると、最

も高いクライアント速度とローミングヒステリシスが得られるだけでなく、アク

セスポイント間の一定の最小オーバーラップ距離を確保することにより、ローミ

ングをサポートする無線 LANネットワークを設計することが可能となります。

（注）

適応型スキャンしきい

値（Adaptive Scan
Threshold）

クライアントが関連付けられたアクセスポイントからの RSSIがスキャンのしきい値より低
くなった場合に、クライアントがローミングに適した隣接するアクセスポイントの検出およ

びローミングにかけられる最大許容時間を入力します。範囲は1～10秒です。デフォルト：
5秒。

スキャンしきい値パラメータと移行時間パラメータは、クライアントのローミング

パフォーマンスの最低レベルを保証します。これらのパラメータを使用すると、最

も高いクライアント速度とローミングヒステリシスが得られるだけでなく、アク

セスポイント間の一定の最小オーバーラップ距離を確保することにより、ローミ

ングをサポートする無線 LANネットワークを設計することが可能となります。

（注）

移行時間（Transition
Time）
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[コントローラ（Controller）] > [CLI] > [全般（General）]

このオプションを使用して、CLIコマンドのセットを含むテンプレートを作成し、それらを
Prime Infrastructureから 1つ以上のコントローラに適用できます。これらのテンプレートは、
SNMPサポートまたはカスタム Prime Infrastructureユーザインターフェイスがない複数のコン
トローラに機能をプロビジョニングします。テンプレートコンテンツは、コマンド配列の文字

列です。置換変数、条件式などはサポートされていません。

デバイスの CLIセッションは、ユーザプリファレンスに基づいて確立されます。デフォルト
プロトコルは SSHです。

コントローラで正しいユーザ名およびパスワードが設定されていても、ユーザ名およびパス

ワードが無効なため、Controller Telnetクレデンシャルチェックが失敗するか、コントローラ
CLIテンプレートが失敗した場合、コントローラがCLI接続の最大数を超えていないか確認し
てください。接続数が最大数を超えている場合、CLIセッションの最大数を増やすか、コント
ローラの既存の CLIセッションを終了してから、操作を再試行してください。

（注）

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [CLI] > [全般（General）]にあ
る [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 33 : [コントローラ（Controller）] > [CLI] > [全般（General）]

説明フィールド

一連の CLIコマンドを入力します。コマンド

[適用後に設定を更新（Refresh Config after Apply）]チェックボックス
をオンにして、CLIテンプレートが正常に適用されたら、コントロー
ラで refresh configを実行します。

適用後に設定を更新（Refresh Config after
Apply）

設定を保存するには、[適用後にフラッシュする設定を保存（Save
Config to Flash after apply）]チェックボックスをオンにします。

適用後にフラッシュする設定を保存（Save
Config to Flash after apply）

コントローラをリブートするには、[適用後にコントローラをリブー
ト（RebootController after apply）]チェックボックスをオンにします。

適用後をコントローラをリブート（Reboot
Controller after apply）

テンプレート適用中に発生したすべてのエラーを無視するには、[コ
ントローラへのテンプレートの適用時にエラーを無視（Ignore errors
on Apply Template to Controllers）]をオンにします。

コントローラへのテンプレートの適用時にエ

ラーを無視（Ignore errors on Apply Template to
Controllers）

[コントローラ（Controller）] > [FlexConnect] > [FlexConnect APグループ（FlexConnect AP
Groups）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [FlexConnect] > [FlexConnect AP
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グループ（FlexConnectAPGroups）]にある [テンプレートの詳細（TemplateDetail）]の各フィー
ルドについて説明します。

表 34 : [コントローラ（Controller）] > [FlexConnect] > [FlexConnect APグループ（FlexConnect AP Groups）]

説明フィールド

一般

この APグループのプライマリ RADIUS認証サーバ。RADIUS認証サーバ
がコントローラ上にない場合は、Prime Infrastructureで設定した RADIUS
サーバは適用されません。

プライマリ RADIUS（Primary RADIUS）

プライマリ RADIUSサーバのポート番号を入力します。部品番号

テキストボックスに共有秘密を入力します。共有秘密鍵（Shared Secret）

共有秘密を再入力します。共有秘密の確認（Confirm Shared Secret）

この APグループのセカンダリ RADIUS認証サーバ。RADIUS認証サーバ
がコントローラ上にない場合は、Prime Infrastructureで設定した RADIUS
サーバは適用されません。

セカンダリ RADIUS（Secondary
RADIUS）

アクセスポイントのイーサネットMACアドレスは、同じコントローラ上
の複数のFlexConnectグループに存在できません。複数のグループが同じコ
ントローラに適用されている場合は、[イーサネットMAC（EthernetMAC）]
チェックボックスをオンにして、グループの 1つのアクセスポイントの選
択を解除します。この変更は保存したり、コントローラに適用したりでき

ます。

FlexConnect AP

FlexConnectグループのローカル認証を有効にします。

[全般（General）]タブで、[プライマリ RADIUSサーバ（Primary
RADIUS Server）]フィールドと [セカンダリ RADIUSサーバ
（Secondary RADIUS Server）]フィールドが [なし（None）]に設
定されていることを確認します。

（注）

FlexConnect設定（FlexConnect
Configuration）

このFlexConnectグループのローカル認証を有効にします。デフォルト値は
オフです。

この機能を使用しようとすると、ライセンスの必要な機能である

ことを知らせる警告メッセージが表示されます。

（注）

ページ下部に表示される [グループ内の設定されたユーザ（Users
configured in the group）]リンクをクリックして、FlexConnectユー
ザのリストを表示できます。FlexConnectユーザを作成できるの
は、FlexConnect APグループを保存した後だけです。

（注）

FlexConnectローカル認証
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説明フィールド

FlexConnectアクセスポイントでLEAPを使用してクライアントを認証でき
るようにします。

FlexConnectアクセスポイントで EAP-FASTを使用してクライアントを認
証できるようにするには、[EAP-FAST]チェックボックスをオンにします。
手動のPACプロビジョニングを使用するには、[EAP-FASTキー（EAP-FAST
Key）]テキストボックスと [EAP-FASTキーの確認（Confirm EAP-FAST
Key）]テキストボックスに、PACの暗号化と復号化に使用するキーを入力
します。

EAPタイプ

PACプロビジョニング中に、PACがないクライアントに PACが自動的に
送信されるようにします。

自動キー生成（Auto Key Generation）

EAP-FASTサーバの権限識別子。識別子は 32桁の 16進数文字である必要
があります。

EAP-FASTキー（EAP-FAST Key）

テキスト形式のローカル EAP-FASTサーバの権限識別子。32桁までの 16
進数文字を入力できます。

EAP-FAST権限 ID（EAP-FAST Authority
ID）

EAP-FASTサーバの権限情報を入力します。EAP-FAST権限情報（EAP-FASTAuthority
Info）

PACが編集ボックスに表示される秒数を入力します。有効な値の範囲は 2
～ 4095秒です。

EAP-FAST Pacタイムアウト（EAP-FAST
Pac Timeout）

イメージのアップグレード（Image
Upgrade）

FlexConnectアクセスポイントをアップグレードする場合に選択します。FlexConnect APのアップグレード
（FlexConnect AP Upgrade）

スレーブがFlexConnectグループ内のマスターからのダウンロード開始を試
行する最大回数。このオプションは、[FlexConnect APのアップグレード
（FlexConnect AP Upgrade）]チェックボックスをオンにした場合のみ使用
できます。

[全般（General）]タブで [FlexConnect APのアップグレード
（FlexConnect AP Upgrade）]チェックボックスが有効になってい
る場合に限り、アクセスポイントをマスターアクセスポイント

として追加できます。

（注）

スレーブ最大再試行回数（SlaveMaximum
Retry Count）

このタブの編集テーブルを使用してVLAN-ACLマッピングを追加します。VLAN-ACLマッピング（VLAN-ACL
Mapping）

有効な VLAN IDの範囲は 1～ 4094です。VLAN ID（Admin. VLAN ID）

入力 ACLを選択します。入力 ACL（Ingress ACL）
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説明フィールド

出力 ACLを選択します。出力 ACL（Egress ACL）

このタブの編集テーブルを使用してWLAN-ACLマッピングを追加します。WLAN-ACLマッピング（WLAN-ACL
Mapping）

WLAN ID。WLAN ID

WLANプロファイルを選択します。WLANプロファイル名（WLAN Profile
Name）

WebAuth ACLを選択します。WebAuth ACL（WebAuth ACL）

このタブの編集テーブルを使用してローカルスプリット ACLを追加また
は選択します。

ローカルスプリット（Local Split）

WLANプロファイルの名前をリストから選択します。WLANプロファイル名（WLAN Profile
Name）

ローカルスプリット ACLを選択します。ローカルスプリット ACL（Local-Split
ACL）

このタブの編集テーブルを使用してWebポリシーの ACLを追加または選
択します。

Webポリシー（Web Policies）

Webポリシー ACLを選択します。最大 16個のWebポリシー ACLを追加
できます。

Webポリシー ACL（Web-Policy ACL）

このタブの編集テーブルを使用して、各WLANプロファイルの中央DHCP
を追加または選択します。

クライアント DHCP（Central DHCP）

WLANプロファイルの名前をリストから選択します。WLANプロファイル名（WLAN Profile
Name）

このプロファイルの中央 DHCPを有効にするには [有効（Enable）]を選択
します。

クライアント DHCP（Central DHCP）

このプロファイルの DNSのオーバーライドを有効にするには [有効
（Enable）]を選択します。

DNSを無視（Override DNS）

このプロファイルのネットワークアドレスとポートアドレスの変換を有効

にするには [有効（Enable）]を選択します。
NAT-PAT（NAT-PAT）

[コントローラ（Controller）] > [IPv6]

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [IPv6]にあるページの各フィールドについ
て説明します。
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• [コントローラ（Controller）] > [IPv6] > [ネイバーバインドタイマー（Neighbor Binding
Timers）]

• [コントローラ（Controller）] > [IPv6] > [RAガード（RA Guard）]

• [コントローラ（Controller）] > [IPv6] > [RAスロットルポリシー（RA Throttle Policy）]

[コントローラ（Controller）] > [IPv6] > [ネイバーバインドタイマー（Neighbor Binding Timers）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [IPv6] > [ネイバーバインドタ
イマー（Neighbor Binding Timers）]にある [テンプレートの詳細（TemplateDetail）]の各フィー
ルドについて説明します。

表 35 : [コントローラ（Controller）] > [IPv6] > [ネイバーバインドタイマー（Neighbor Binding Timers）]

説明フィールド

このフィールドでダウンライフタイムを有効にします。このチェックボックスをオン

にした場合、[ダウンライフタイムインターバル（Down Lifetime Interval）]テキスト
ボックスに値を指定します。このダウンライフタイム間隔は、ダウンインターフェイ

スから取得したエントリが削除されるまで、または、エントリが到達可能であるとい

う証拠を受け取るまで、そのエントリがバインドテーブルに保持される最大時間（秒

単位）を示します。範囲は 0～ 86400秒で、デフォルト値は 0です。

ダウンライフタイムインター

バル（DownLifetime Interval）

このフィールドで到達可能ライフタイムを有効にします。このチェックボックスをオ

ンにした場合、[到達可能ライフタイムインターバル（Reachable Lifetime Interval）]テ
キストボックスに値を指定します。到達可能ライフタイム間隔は、到達可能という証

明（トラッキングを介した直接的な到達可能性、またはネイバー探索プロトコル（NDP）
検査を介した間接的な到達可能性）を受け取らずにエントリが到達可能と見なされる

最大時間（秒単位）を示します。この時間が経過すると、エントリはステイルに移行

します。範囲は 0～ 86400秒で、デフォルト値は 0秒です。

到達可能ライフタイムイン

ターバル（Reachable Lifetime
Interval）

このフィールドでステイルライフタイムを有効にします。このチェックボックスをオ

ンにした場合、[ステイルライフタイムインターバル（Stale Lifetime Interval）]テキス
トボックスに値を指定します。ステイルライフタイム間隔は、ステイルエントリが

削除されるまで、または、ステイルエントリが到達可能であるという証拠を受け取る

まで、そのエントリがバインドテーブルに保持される最大時間（秒単位）を示しま

す。範囲は 0～ 86400秒で、デフォルト値は 0です。

ステイルライフタイムイン

ターバル（Stale Lifetime
Interval）

[コントローラ（Controller）] > [IPv6] > [RAガード（RA Guard）]

RAガードは、RAをワイヤレスクライアントからドロップする際に使用されるユニファイド
ワイヤレスソリューションです。これはグローバルに設定され、デフォルトで有効です。IPv6
ルータアドバタイズメントパラメータを設定するテンプレートを作成または変更できます。
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[コントローラ（Controller）] > [IPv6] > [RAスロットルポリシー（RA Throttle Policy）]

このオプションを使用して、ワイヤレスネットワークで循環するマルチキャストルータアド

バタイズメント（RA）の量を制限します。RAスロットポリシー、スロット期間およびその
他のオプションなど IPv6ルータアドバタイズメントパラメータを設定するテンプレートを作
成または変更できます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [IPv6] > [RAスロットポリシー
（RA Throttle Policy）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについ
て説明します。

表 36 : [コントローラ（Controller）] > [IPv6] > [RAスロットルポリシー（RA Throttle Policy）]

説明フィールド

RAスロットルポリシーを有効にします。RAスロットルポリシー（RAThrottle Policy）

秒単位のスロットル期間の長さ。範囲は 10～ 86400秒です。スロットル期間（Throttle Period）

秒単位での一定期間で通過する RAの数。最大スルー（Max Through）

<<存在しません>>

間隔オプションが指定されているRAの場合の動作を示します。インターバルオプション（Interval Option）

<<存在しません>>

ルータ単位で抑制されない RAの最小数を示します。最低限の許可（Allow At-least）

<<存在しません>>

ルータ単位で抑制されない RAの最大数を示します。最大限の許可（Allow At-most）

<<存在しません>>

[コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）]

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）]ページの各
フィールドについて説明します。

• [コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] > [グローバルBLE設定（Global
BLE Configuration）]

• [コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] > [ロケーションの設定（Location
Configuration）] > [全般（General）]

• [コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] > [ロケーションの設定（Location
Configuration）] > [詳細（Advanced）]
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[コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] > [グローバルBLE設定（Global BLE Configuration）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] >
[グローバルBLE設定（Global BLE Configuration）]の各フィールドについて説明します。

表 37 : [コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] > [グローバルBLE設定（Global BLE Configuration）]

説明フィールド

BLE伝送間隔をヘルツ（Hz）単位で入力します。ビーコン間隔（Beacon Interval）

固定ビーコン ID。CUWNデバイスでは、固定ビーコン IDインデックスは 1
～ 5であり、CUWN-IOSおよびUAデバイスでは、ビーコン IDインデックス
は 0～ 4です。

ビーコン ID（Beacon Id）

ビーコン管理者によって定義された一意の ID。UUID

1mの距離で測定された伝送済みデータの RSSIの調整済みインジケータ。Tx Power（dBm）

ビーコンのステータス（有効または無効）ビーコンのステータス（BeaconStatus）

[コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] > [ロケーションの設定（Location Configuration）] > [全般
（General）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] >
[ロケーションの設定（Location Configuration）] > [全般（General）]にある [テンプレートの詳
細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 38 : [コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] > [ロケーションの設定（Location Configuration）] > [全般（General）]

説明フィールド

タグ収集を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。モビリティ

サービスエンジンがコントローラからアセットタグデータを収集する前に、コ

ントローラで config rfid status enableコマンドを使用して、アクティブ RFIDタ
グの検出を有効にする必要があります。

RFIDタグデータ収集（RFID Tag
Data Collection）

このチェックボックスをオンにして、クライアントの校正を有効にします。コン

トローラは、アクセスポイントから校正クライアントに通常の S36または S60
要求を送信します（クライアント機能に異なります）。パケットは、すべての

チャネルで送信されます。チャネルに関係なくすべてのアクセスポイント（チャ

ネル変更なし）が、RSSIデータを各位置のクライアントから収集します。これ
らの追加送信およびチャネル変更は、同時に発生する音声またはビデオトラ

フィックの質が低下する場合があります。使用可能なすべての無線（802.11a/b/g/n）
を使用するには、[詳細（Advanced）]タブでマルチバンドを有効にする必要があ
ります。

校正クライアント（Calibrating
Client）
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説明フィールド

校正を行わないクライアントを使用するには、このチェックボックスをオンにし

ます。S36要求はクライアントに送信されません。S36および S60は、特定の
Cisco Compatible Extensionsとの互換性があるクライアントドライバです。S36に
は CCXv2以降との互換性があります。S60には CCXv4以降との互換性がありま
す。詳細については『Cisco Context Aware and Location FAQ』を参照してくださ
い。

標準クライアント（NormalClient）

検出されたタグ、クライアント、不正 AP、または不正クライアントを通知する
までの時間を秒単位で指定します。

タグ、クライアント、および不正

AP/クライアント（Tags, Clients and
Rogue APs/Clients）

クライアントの RSSI測定が廃棄される時間を秒単位で入力します。クライアント用（For Clients）

校正クライアントの RSSI測定が廃棄される時間を秒単位で入力します。校正クライアント用（ForCalibrating
Clients）

タグの RSSI測定が廃棄される時間を秒単位で入力します。タグ用（For Tags）

不正アクセスポイントの RSSI測定が廃棄される時間を秒単位で入力します。不正 AP用（For Rogue APs）

[コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] > [ロケーションの設定（Location Configuration）] > [詳細
（Advanced）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] >
[ロケーションの設定（Location Configuration）] > [詳細（Advanced）]にある [テンプレートの
詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 39 : [コントローラ（Controller）] > [ロケーション（Location）] > [ロケーションの設定（Location Configuration）] > [詳細（Advanced）]

説明フィールド

RFIDタグデータのタイムアウトを設定する秒単位の値を入力しま
す。

RFIDタグデータタイムアウト（RFIDTagData
Timeout）

すべてのチャネルで S36および S60パケット（該当する場合）を送
信するには、このチェックボックスをオンにします。調整クライアン

トは、[全般（General）]タブで有効にする必要があります。

校正クライアントマルチバンド（Calibrating
Client Multiband）

[コントローラ（Controller）] > [管理（Management）]

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）]にあるページの各
フィールドについて説明します。

• [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [レガシーSyslog（Legacy Syslog）]
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• [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [ローカル管理ユーザ（Local
Management User）]

• [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [Telnet SSH]

• [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [トラップ制御（Trap Control）]

• [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [トラップレシーバ（TrapReceiver）]

[コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [レガシーSyslog（Legacy Syslog）]

レガシー syslogは、5.0.6.0以前のコントローラバージョンに適用されます。（注）

このテンプレートの作成に関する基本情報については、『Cisco Prime Infrastructure 3.1 User
Guide』の「Creating Feature-Level Configuration Templates」を参照してください。

[コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [ローカル管理ユーザ（Local Management User）]

このオプションを使用して、ローカルユーザ、それらのユーザの特権レベルおよびパスワード

を設定します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [全般
（General）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明し
ます。

表 40 : [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [ローカル管理ユーザ（Local Management User）]

説明フィールド

テンプレートユーザ名を入力します。ユーザ名

このローカル管理ユーザテンプレートのパスワードを入力します。[パスワード（Password）]

パスワードを再度入力します。[パスワードの確認（Confirm
Password）]

[アクセスレベル（Access Level）]ドロップダウンリストを使用して、[読み取
り専用（ReadOnly）]または [読み取り/書き込み（ReadWrite）]を選択します。

アクセスレベル

[Telnetのクレデンシャルの更新（Update Telnet Credentials）]チェックボックス
をオンにして、Telnet/SSHアクセスの Prime Infrastructureのユーザクレデンシャ
ルを更新します。

テンプレートが正常に適用され、[Telnetのクレデンシャルの更新
（Update Telnet Credentials）]オプションが有効な場合、適用される管
理ユーザクレデンシャルが、その適用対象コントローラへのTelnet/SSH
クレデンシャルの Prime Infrastructureで使用されます。

（注）

Telnetクレデンシャルの更新（Update
Telnet Credentials）
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[コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [Telnet SSH]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [Telnet
SSH]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 41 : [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [Telnet SSH]

説明フィールド

ログオフされるまでに Telnetセッションが非アクティブの状態を継続できる時
間を分単位で入力します。0は、タイムアウトしないことを意味します。有効
な範囲は 0～ 160で、デフォルトは 5です。

セッションのタイムアウト（Session
Timeout）

許可する同時 Telnetセッションの数を入力します。有効な範囲は 0～ 5で、デ
フォルトは 5です。DS（ネットワーク）ポートでは、新しい Telnetセッション
を許可または禁止できます。サービスポートでは、新しいTelnetセッションは
常に許可されます。

最大セッション数（Maximum
Sessions）

DSポートでの新しい Telnetセッションを許可する場合は [はい（Yes）]、許可
しない場合は [いいえ（No）]を選択します。DS（ネットワーク）ポートでは、
新しいTelnetセッションを許可または禁止できます。サービスポートでは、新
しいTelnetセッションは常に許可されます。デフォルトは [はい（Yes）]です。

新しい Telnetセッションを許可
（Allow New Telnet Session）

セキュアシェル Telnetセッションを許可する場合は [はい（Yes）]、許可しな
い場合は [いいえ（No）]を選択します。デフォルトは [はい（Yes）]です。

新しいSSHセッションを許可（Allow
New SSH Session）

[コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [トラップ制御（Trap Control）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [トラッ
プ制御（Trap Control）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドにつ
いて説明します。

表 42 : [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [トラップ制御（Trap Control）]

説明フィールド

このページのすべてのトラップを有効にするには、このチェックボックスをオン

にします。

すべてのトラップを選択（SelectAll
Traps）

SNMPv2エンティティが、適切に認証されていないプロトコルメッセージを受
信しました。SNMP V3モードで設定されているユーザが正しくないパスワード
でコントローラにアクセスを試みると、認証は失敗し、エラーメッセージが表

示されます。ただし、認証エラーの場合、トラップログは生成されません。

SNMP認証

状態をアップまたはダウンに変更するには、[リンク（ポート）アップ/ダウン
（Link (Port) Up/Down）]チェックボックスをオンにします。

リンク（ポート）アップ/ダウン
（Link (Port) Up/Down）
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説明フィールド

同じログイン IDで 2人のユーザがログインできるようにするには、[複数のユー
ザ（Multiple Users）]チェックボックスをオンにします。

複数のユーザ（Multiple Users）

スパニングツリーのトラップを有効にするには、[スパニングツリー（Spanning
Tree）]チェックボックスをオンにします。個々のパラメータの説明については、
STPの仕様を参照してください。

スパニングツリー

不正なアクセスポイントが検出された場合や、以前に検出された不正なアクセ

スポイントが存在しなくなった場合に、MACアドレスを使用してトラップを送
信するには、[不正 AP（Rogue AP）]チェックボックスをオンにします。

不正 AP（Rogue AP）

設定を変更したときに通知を送信するには、[コントローラ設定保存（Controller
Config Save）]チェックボックスをオンにします。

コントローラ設定保存（Controller
Config Save）

クライアントがWLANに関連付けられたときにトラップを送信するには、[802.11
アソシエーション（802.11 Association）]をオンにします。このトラップは、ク
ライアントが認証されることを保証しません。

802.11アソシエーション（802.11
Association）

クライアントが関連付け解除のフレームを送信したときに関連付け解除通知を送

信するには、[802.11ディスアソシエーション（802.11 Disassociation）]チェック
ボックスをオンにします。

802.11ディスアソシエーション
（802.11 Disassociation）

クライアントが認証解除のフレームを送信したときに認証解除通知を送信するに

は、[802.11認証解除（802.11 Deauthentication）]チェックボックスをオンにしま
す。

802.11認証解除（802.11
Deauthentication）

クライアントが成功以外のステータスコードで認証フレームを送信したときに

認証失敗通知を送信するには、[802.11認証失敗（802.11 Failed Authentication）]
チェックボックスをオンにします。

802.11認証失敗（802.11 Failed
Authentication）

クライアントが成功以外のステータスコードで関連付けフレームを送信したと

きに関連付け失敗通知を送信するには、[802.11アソシエーション失敗（802.11
Failed Association）]チェックボックスをオンにします。

802.11アソシエーション失敗
（802.11 Failed Association）

クライアントが除外されたときに関連付け失敗通知を送信するには、[除外
（Excluded）]チェックボックスをオンにします。

除外（Excluded）

アクセスポイントがコントローラに関連付けられたとき、またはコントローラ

との関連付けが解除されたときに通知を送信するには、[APレジスタ（AP
Register）]チェックボックスをオンにします。

APレジスタ（AP Register）

アクセスポイントインターフェイス（802.11a/nまたは 802.11b/g/n）のステータ
スがアップまたはダウンになったときに通知を送信するには、[APインターフェ
イスアップ/ダウン（APInterfaceUp/Down）]チェックボックスをオンにします。

APインターフェイスアップ/ダウン
（AP Interface Up/Down）
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説明フィールド

負荷プロファイルの状態が PASSから FAIL、または FAILから PASSに変化した
ときに通知を送信するには、[負荷プロファイル（LoadProfile）]チェックボック
スをオンにします。

負荷プロファイル（Load Profile）

ノイズプロファイルの状態が PASSから FAIL、または FAILから PASSに変化
したときに通知を送信するには、[ノイズプロファイル（Noise Profile）]チェッ
クボックスをオンにします。

ノイズプロファイル（Noise
Profile）

干渉プロファイルの状態が PASSから FAIL、または FAILから PASSに変化した
ときに通知を送信するには、[干渉プロファイル（Interference Profile）]チェック
ボックスをオンにします。

干渉プロファイル（Interference
Profile）

カバレッジプロファイルの状態が PASSから FAIL、または FAILから PASSに
変化したときに通知を送信するには、[カバレッジプロファイル（Coverage
Profile）]チェックボックスをオンにします。

カバレッジプロファイル（Coverage
Profile）

アクセスポイントの動的チャネルアルゴリズムが更新されたときに通知を送信

するには、[チャネル更新（ChannelUpdate）]チェックボックスをオンにします。
チャネル更新（channel update）

アクセスポイントの動的送信電力アルゴリズムが更新されたときに通知を送信

するには、[送信電力更新（Tx Power Update）]チェックボックスをオンにしま
す。

送信電力更新（Tx Power Update）

クライアントの RADIUS認証の失敗が発生したときにトラップを送信してユー
ザに通知するには、[ユーザ認証失敗（User Auth Failure）]チェックボックスを
オンにします。

ユーザ認証失敗（UserAuthFailure）

RADIUSクライアントが送信した認証要求に応答する RADIUSサーバがないこ
とを示すためにトラップを送信するには、[RADIUSサーバ無応答（RADIUSServer
No Response）]チェックボックスをオンにします。

RADIUSサーバ無応答（RADIUS
Server No Response）

無効なハッシュがある IPsecパケットが着信 ESP SAで見つかったときに通知を
送信するには、このチェックボックスをオンにします。

ESP認証失敗（ESP Authentication
Failure）

無効なシーケンス番号がある IPsecパケットが着信 ESP SAで見つかったときに
通知を送信するには、[ESP認証失敗（ESPAuthentication Failure）]チェックボッ
クスをオンにします。

ESPリプレイ失敗（ESP Replay
Failure）

不明な SPIがあるパケットが、指定したプロトコルを使用して指定した SPIがあ
る指定したピアから検出されたときに通知を送信するには、[無効なSPI（Invalid
SPI）]チェックボックスをオンにします。

無効な SPI（Invalid SPI）

フェーズ 1 IKE SAをネゴシエートする試行が失敗したときに通知を送信するに
は、[IKEネゴシエーション失敗（IKE Negotiation Failure）]チェックボックスを
オンにします。ネゴシエーションエラーの総数カウンタの現在の値とともに、

トラップの一部として通知回数も送信されます。

IKEネゴシエーション失敗（IKE
Negotiation Failure）
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説明フィールド

指定したセレクタのフェーズ 2 SAスイートをネゴシエートする試行が失敗した
ときに通知を送信するには、[IKEスイート失敗（IKE Suite Failure）]チェック
ボックスをオンにします。この障害に関係した通知の通知タイプ回数とともに、

現在の合計障害回数が渡されます。

IKEスイート失敗（IKE Suite
Failure）

指定された宛先への、無効な cookieがある ISAKMPパケットが指定された送信
元から検出されたときに通知を送信するには、[無効なCookie（Invalid Cookie）]
チェックボックスをオンにします。発信側と送信側の cookieもトラップととも
に送信されます。

無効な Cookie（Invalid Cookie）

コントローラがWEP復号化エラーを検出したときに通知を送信するには、[WEP
復号化エラー（WEP Decrypt Error）]チェックボックスをオンにします。

WEP復号化エラー（WEP Decrypt
Error）

802.11セキュリティトラップを有効にするには、[署名攻撃（Signature Attack）]
チェックボックスをオンにします。

署名攻撃（Signature Attack）

[コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [トラップレシーバ（Trap Receiver）]

ネットワーク上に SNMPトラップを受信するモニタリングデバイスがある場合、このページ
を使用してトラップレシーバテンプレートを追加できます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [トラッ
プレシーバ（Trap Receiver）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールド
について説明します。

表 43 : [コントローラ（Controller）] > [管理（Management）] > [トラップレシーバ（Trap Receiver）]

説明フィールド

サーバの IPアドレスを入力します。[IPアドレス（IP Address）]

SNMPトラップをレシーバに送信する場合は、このチェックボックスをオンにして、
管理者ステータスを有効にします。

管理ステータス（AdminStatus）

[コントローラ（Controller）] > [メッシュ（Mesh）] > [メッシュ設定（Mesh Settings）]

コントローラとの接続を確立するには、このオプションを使用してアクセスポイントを設定し

ます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [メッシュ（Mesh）] > [メッシュ
設定（Mesh Settings）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについ
て説明します。
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表 44 : [コントローラ（Controller）] > [メッシュ（Mesh）] > [メッシュ設定（Mesh Settings）]

説明フィールド

[RootAPからMeshAPの範囲（Root AP to Mesh AP Range）]はデフォルトで 12,000
フィートです。ルートアクセスポイントとメッシュアクセスポイント間の適切

な距離をフィート単位で入力します。このグローバルフィールドは、コントロー

ラにアクセスポイントが接続されるとすべてのアクセスポイントに適用され、

ネットワーク内に存在するすべての既存のアクセスポイントにも適用されます。

RootAPからMeshAPの範囲
（RootAP to MeshAP Range）

[バックホールリンクへのクライアントアクセス（ClientAccess onBackhaul Link）]
チェックボックスは、デフォルトでオンになっていません。このオプションが有

効の場合、メッシュアクセスポイントは 802.11a/n無線クライアントと 802.11a/n
バックホールを介してアソシエートできます。このクライアントアソシエーショ

ンは、ルートとメッシュアクセスポイント間の 802.11a/nバックホール上の既存
の通信に追加されます。

この機能は 2つの無線のあるアクセスポイントだけに適用されます。（注）

バックホールリンクへのクライア

ントアクセス（Client Access on
Backhaul Link）

バックグラウンドスキャンを有効にする場合は [バックグラウンドスキャン
（Background Scanning）]チェックボックスをオンにし、この機能を無効にする場
合はオフにします。デフォルトでは、無効に設定されています。バックグラウン

ドスキャンにより、Cisco Aironet 1510アクセスポイントは、より最適なパスと親
を探すために、能動的に連続してネイバーチャネルをモニタできます。

バックグラウンドスキャン

（Background Scanning）

[メッシュ DCAチャネル（Mesh DCA Channels）]チェックボックスは、デフォル
トでオンになっていません。このオプションをオンにして、コントローラで設定

されている DCAチャネルリストを使用したコントローラでのバックホールチャ
ネル選択解除を有効にします。コントローラDCAリスト内のチャネルに対する変
更はすべて、関連付けられたアクセスポイントに適用されます。この機能は、

1524SBメッシュアクセスポイントだけに適用されます。この機能の詳細につい
ては、『Controller Configuration Guide』を参照してください。

メッシュ DCAチャネル（Mesh
DCA Channels）

グローバルなパブリックセーフティを確立するには、[グローバルパブリックセー
フティ（Global Public Safety）]チェックボックスをオンにします。

グローバルパブリックセーフティ

（Global Public Safety）

RAPダウンリンクバックホールの無線として 2.4 GHzまたは 5 GHzのいずれかを
[メッシュ RAP

ダウンリンクバックホール（Mesh RAPDownlink Backhaul）]ドロップダウンリス
トから選択します。

メッシュ RAPのダウンリンク

バックホール（MeshRAPDownlink
Backhaul）

[セキュリティモード（Security Mode）]ドロップダウンリストから、[EAP]
（ExtensibleAuthentication Protocol）または [PSK]（事前共有キー）を選択します。

セキュリティモード（Security
Mode）
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[コントローラ（Controller）] > [PMIP]

プロキシモバイル IPv6は、任意の IPモビリティ関連シグナリングでモバイルノードのプロ
キシとして動作することによってモバイルノードをサポートする、ネットワークベースのモ

バイル管理プロトコルです。ネットワークのモビリティエンティティは、モバイルノードの

移動を追跡し、モビリティシグナリングを起動して必要なルーティング状態を設定します。

主要な機能エンティティは、ローカルモビリティアンカー（LMA）とモバイルアクセスゲー
トウェイ（MAG）です。LMAはモバイルノードの到達可能性状態を維持し、モバイルノー
ドの IPアドレス用のトポロジアンカーポイントになります。MAGはモバイルノードの代わ
りにモビリティ管理を行います。MAGはモバイルノードがアンカーされているアクセスリン
クに存在します。コントローラはMAG機能を実装します。

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [PMIP]にあるページの各フィールドにつ
いて説明します。

• [コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [グローバル設定（Global Config）]

• [コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [LMA設定（LMA Config）]

• [コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [PMIPプロファイル（PMIP Profile）]

[コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [グローバル設定（Global Config）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [グローバル設定（Global
Config）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明しま
す。

表 45 : [コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [グローバル設定（Global Config）]

説明フィールド

ドメインの名前。ドメイン名（Domain Name）

コントローラがMAGに送信できるバインディングアップデートの最大
数。値の範囲は 0～ 40000です。

許容最大バインディング数（Maximum
Bindings Allowed）

コントローラのバインディングエントリのライフタイム。有効な範囲は

10～ 65535秒です。デフォルト値は 65535です。バインディングライフ
タイムは 4秒の倍数であることが必要です。

バインディングライフタイム（Binding
Lifetime）

コントローラのバインディングエントリのリフレッシュ時間。有効な範

囲は 4～ 65535秒です。デフォルト値は 300秒です。バインディングリ
フレッシュ時間は 4秒の倍数であることが必要です。

バイディングリフレッシュ時間（Binding
Refresh Time）

コントローラがプロキシバインディング確認（PBA）を受信しない場合
のプロキシバインディングアップデート（PBU）間の初期タイムアウ
ト。有効な範囲は 100～ 65535秒です。デフォルト値は 1000秒です。

バイディング初期再試行タイムアウト

（Binding Initial Retry Timeout）
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説明フィールド

コントローラがプロキシバインディング確認（PBA）を受信しない場合
のプロキシバインディングアップデート（PBU）間の最大タイムアウ
ト。有効な範囲は 100～ 65535秒です。デフォルト値は 32000秒です。

バイディング最大再試行タイムアウト

（Binding Maximum Retry Timeout）

受信したプロキシバインディング確認のタイムスタンプと現在の日時と

の時間差の上限。有効な値の範囲は 1～ 255ミリ秒です。デフォルト値
は、7ミリ秒です。

リプレイ保護タイムスタンプ（Replay
Protection Timestamp）

コントローラが BRIメッセージを再送信するまでに待機する時間の最小
値。有効な範囲は 500～ 65535秒です。

最小 BRI再送信タイムアウト（Minimum
BRI Retransmit Timeout）

コントローラが Binding Revocation Indication（BRI）メッセージを再送信
するまでに待機する時間の最大値。有効な範囲は 500～ 65535秒です。
デフォルト値は 2000秒です。

最大 BRI再送信タイムアウト（Maximum
BRI Retransmit Timeout）

コントローラがBindingRevocationAcknowledgment（BRA）メッセージを
受信する前に BRIメッセージを再送信する最大回数。値の範囲は 1～ 10
です。デフォルト値は 1です。

BRI再試行回数（BRI Retries）

[コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [LMA設定（LMA Config）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [LMA設定（LMA
Config）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明しま
す。

表 46 : [コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [LMA設定（LMA Config）]

説明フィールド

コントローラに接続された LMAの名前。LMA名（LMA Name）

コントローラに接続されたLMAの IPアドレス。LMAIPアドレス（LMAIPAddress）

[コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [PMIPプロファイル（PMIP Profile）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [PMIPプロファイル
（PMIP Profile）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説
明します。

表 47 : [コントローラ（Controller）] > [PMIP] > [PMIPプロファイル（PMIP Profile）]

説明フィールド

プロファイル名を入力し、[追加（Add）]をクリックします。PMIPプロファイル（PMIP Profile）
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説明フィールド

プロファイルに関連付けられたネットワークアクセス識別子

（NAI）の名前。
ネットワークアクセス識別子（Network Access
Identifier）

プロファイルを関連付ける LMAの名前。LMA名（LMA Name）

コントローラに接続されているアクセスポイントノードの名

前。

アクセスポイントノード（Access Point Node）

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）]

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）]にあるページ
の各フィールドについて説明します。

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA]> [LDAPサーバ（LDAP
Servers）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUSアカウン
ティングサーバ（RADIUS Acct Servers）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS認証サーバ
（RADIUS Auth Servers）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [TACACS+サーバ
（TACACS+ Servers）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカルEAP（Local EAP）]
> [EAP-FASTパラメータ（EAP-FAST Parameters）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカルEAP（Local EAP）]
> [全般 -ローカルEAP（General - Local EAP）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカルEAP（Local EAP）]
> [ローカルEAPのプロファイル（Local EAP Profiles）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [危険性のないアクセスポイント（FriendlyAccess Point）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [無視された不正AP（Ignored Rogue AP）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [不正APルール（Rogue AP Rules）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー
（Wireless Protection Policies）] > [不正ポリシー（Rogue Policies）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [アクセスコントロールリスト
（Access Control Lists）]
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• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [CPUアクセスコントロールリ
スト（CPU Access Control List）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ファイル暗号化（File
Encryption）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [IPグループ（IP Groups）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [IPv6グループ（IPv6Groups）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [プロトコルグループ（Protocol
Groups）]

• [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [URL ACL（URL ACLs）]

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [LDAPサーバ（LDAP Servers）]

この項では、LightweightDirectoryAccess Protocol（LDAP）サーバを、RADIUSデータベースや
ローカルユーザデータベースに類似したバックエンドデータベースとして設定する方法につ

いて説明します。LDAPバックエンドデータベースを使用すると、コントローラで、特定の
ユーザの資格情報（ユーザ名およびパスワード）をLDAPサーバから検索できるようになりま
す。これらの資格情報は、ユーザの認証に使用されます。たとえば、ローカルEAPでは、ユー
ザクレデンシャルを取得するために、バックエンドデータベースとして LDAPサーバを使用
する場合があります。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[AAA] > [LDAPサーバ（LDAP Servers）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各
フィールドについて説明します。

表 48 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [LDAPサーバ（LDAP Servers）]

説明フィールド

サーバの IPアドレスを入力します。サーバアドレス（Server Address）

アクセスポイントが接続されているコントローラのポート番号。部品番号

[認証済み（Authenticated）]または [匿名（Anonymous）]を選択します。
[認証済み（Authenticated）]を選択した場合、バインドユーザ名および
パスワードも入力する必要があります。バインドは、検索処理を実行す

る空きソケットです。匿名のバインド要求は拒否されます。

バインドタイプ（Bind Type）

ユーザすべてのリストを含むLDAPサーバ内のサブツリーの識別名を入
力します。

サーバユーザベース DN（Server User Base
DN）

LDAPサーバにユーザ名が含まれている属性を入力します。サーバユーザ属性（Server User Attribute）

ユーザを識別する ObjectType属性を入力します。サーバユーザタイプ（Server User Type）
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説明フィールド

再送信の間隔を秒単位で入力します。有効な範囲は2～30秒で、デフォ
ルト値は 2秒です。

再送信タイムアウト（Retransmit Timeout）

LDAPサーバに管理権限を持たせる場合は、[有効（Enable）]チェック
ボックスをオンにします。

管理ステータス（Admin Status）

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUSアカウンティングサーバ（RADIUS Acct
Servers）]

このページでは、新しいRADIUSアカウンティングテンプレートの追加、または既存のRADIUS
アカウンティングテンプレートの変更が可能です。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[AAA] > [RADIUSアカウンティングサーバ（RADIUS Acct Servers）]にある [テンプレートの
詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 49 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUSアカウンティングサーバ（RADIUS Acct Servers）]

説明フィールド

サーバアドレスを入力します。サーバアドレス（Server Address）

ポートアドレスを入力します。部品番号

[ASCII]または [16進数（Hex）]を選択します。

選択した形式に関係なく、セキュリティ上の理由で、ASCIIのみが
ワイヤレスLANコントローラ（およびPrime Infrastructure）に表示
されます。そのため、自動プロビジョニング時にテンプレートを

使用しても、別のコントローラの設定を複製できません。検出さ

れたテンプレートが別のデバイスに適用される場合、テンプレー

トでもう一度キー形式を設定する必要があります。

（注）

[共有秘密形式（Shared Secret Format）]

指定したサーバで使用する RADIUS共有秘密を入力し、確認します。[共有秘密（Shared Secret）] [共有秘密の
確認（Confirm Shared Secret）]

サーバに管理権限を確立する場合は、[有効（Enable）]チェックボックスを
オンにします。

管理ステータス（Admin Status）

ネットワークユーザ認証を有効にする場合はオンにします。このオプショ

ンが有効な場合、このエントリがネットワークユーザの RADIUS認証サー
バと見なされます。

[ネットワークユーザ（Network User）]

RADIUS認証要求がタイムアウトし、コントローラが再転送を試みるまでの
時間を秒単位で指定します。2～ 30秒の値を指定できます。

再送信タイムアウト（Retransmit
Timeout）
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説明フィールド

IPセキュリティを有効にするには、[有効（Enable）]チェックボックスをオ
ンにします。

IPsec有効（IPsec Enable）

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS認証サーバ（RADIUS Auth Servers）]

このオプションを使用して、RADIUS認証テンプレートを追加するか、または既存のテンプ
レートを変更します。これらのサーバテンプレートを設定した後、CLIまたは GUIを経由し
てコントローラにログインしているコントローラユーザが認証されます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[AAA] > [RADIUS認証サーバ（RADIUSAuth Servers）]にある [テンプレートの詳細（Template
Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 50 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS認証サーバ（RADIUS Auth Servers）]

説明フィールド

サーバアドレスを入力します。サーバアドレス（Server
Address）

ポートアドレスを入力します。部品番号

[ASCII]または [16進数（hex）]を選択します。

選択した形式に関係なく、セキュリティ上の理由で、ASCIIのみがWLC（お
よび Prime Infrastructure）に表示されます。そのため、自動プロビジョニング
時にテンプレートを使用しても、別のコントローラの設定を複製できません。

検出されたテンプレートが別のデバイスに適用される場合、テンプレートでも

う一度キー形式を設定する必要があります。

（注）

[共有秘密形式（SharedSecret
Format）]

指定のサーバで使用する RADIUS共有秘密を入力します。共有秘密鍵（Shared Secret）

指定のサーバで使用する RADIUS共有秘密を再入力します。共有秘密の確認（Confirm
Shared Secret）
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説明フィールド

キーラップを有効にする場合は、チェックボックスをオンにします。このチェックボッ

クスが有効な場合、認証要求は次の Key Encryption Key（KEK）およびMessage
Authenticator CodeKeys（MACK）が設定されているRADIUSサーバに送信されます。有
効にされている場合、次のフィールドが表示されます。

• [共有秘密の形式（Shared Secret Format）]：ASCIIまたは 16進数を入力します。

選択した形式に関係なく、セキュリティ上の理由で、ASCIIのみがWLC（お
よび Prime Infrastructure）に表示されます。そのため、自動プロビジョニング
時にテンプレートを使用しても、別のコントローラの設定を複製できません。

検出されたテンプレートが別のデバイスに適用される場合、テンプレートでも

う一度キー形式を設定する必要があります。

（注）

• [KEK共有秘密（KEK Shared Secret）]：KEK共有秘密を入力します。

• [MACK共有秘密（MACK Shared Secret）]：MACK共有秘密を入力します。

コントローラが共有秘密の通知を受けるたびに、既存の共有秘密は新しい共有

秘密に上書きされます。

（注）

キーラップ（Key WRAP）

管理権限を有効にする場合はオンにします。管理ステータス（Admin
Status）

RFC 3576のサポートを有効にする場合はオンにします。RFC 3576は、Remote
Authentication Dial In User Service（RADIUS）プロトコルの拡張版です。これは、ユーザ
セッションに対する動的な変更を可能とし、ユーザの接続解除やユーザセッションに適

用できる認可の変更に対するサポートを含みます。これらの認可と共に、[切断
（Disconnect）]および [Change-of-Authorization（Change-of-Authorization）]（CoA）メッ
セージのサポートが提供されます。Disconnectメッセージはユーザセッションをただち
に終了させ、CoAメッセージはデータフィルタなどセッションの認可属性を変更しま
す。

[RFC 3576のサポート
（Support for RFC 3576）]

ネットワークユーザ認証を有効にする場合はオンにします。このオプションが有効な場

合、このエントリがネットワークユーザの RADIUS認証サーバと見なされます。
[ネットワークユーザ
（Network User）]

管理認証を有効にする場合はオンにします。このオプションが有効な場合、このエント

リが管理ユーザの RADIUS認証サーバと見なされます。
管理ユーザ（Management
User）

RADIUS認証要求がタイムアウトし、コントローラが再転送を試みるまでの時間を秒単
位で指定します。2～ 30秒の値を指定できます。

再送信タイムアウト

（Retransmit Timeout）

クリックして IPセキュリティメカニズムを有効にすると、追加の IPセキュリティフィー
ルドがページに追加されます。

IPsec
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説明フィールド

使用する IPセキュリティ認証プロトコルを選択します。オプションは、[HMAC-SHA1]、
[HMAC-MD5]、および [なし（None）]です。

秘密キーを共有する 2者間では、やり取りされる情報を検証するために、メッセージ認
証コード（MAC）が使用されます。HMAC（ハッシュMAC）は、暗号ハッシュ関数に
基づいたメカニズムで、反復された任意の暗号ハッシュ関数の組み合わせで使用できま

す。HMAC-MD5とHMAC-SHA1は、MD5ハッシュ関数と SHA1ハッシュ関数を使用し
た HMACの 2つの構造です。また、HMACでは、メッセージ認証値の計算と検証に秘
密キーを使用します。

IPsec認証（IPsec
Authentication）

使用する IPセキュリティ暗号化メカニズムを選択します。

• [DES]：データ暗号規格（DES）は、秘密キーを使用してデータを暗号化する方法で
す。DESでは、56ビットのキーを 64ビットのデータブロックごとに適用します。

• [トリプル DES（Triple DES）]：3つのキーを連続で適用するデータ暗号規格。

• [AES 128 CBC]：高度暗号化規格（AES）は 128、192、または 256ビットの長さの
キーを使用して 128、192、または 256ビットの長さのブロックを暗号化します。
AES 128 CBCでは、暗号ブロック連鎖（CBC）モードで 128ビットのデータパスを
使用します。

• [なし（None）]：IPセキュリティ暗号化メカニズムはありません。

IPsec暗号化（IPsec
Encryption）

インターネットキーエクスチャンジ（IKE）認証は、編集可能なテキストボックスでは
ありません。Internet Key Exchangeプロトコルは、セッションキー（暗号化と認証）を
配信し、VPNエンドポイントにデータの保護方法に合意する方法を提供するメソッドで
す。IKEはセキュリティアソシエーション（SA）のバンドルを各接続に割り当てること
によって、接続を追跡します。

IKE認証（IKE
Authentication）

[アグレッシブ（aggressive）]または [メイン（main）]のいずれかを選択します。これに
よって、IKEプロトコルが設定されます。IKEフェーズ 1は、IKEの保護方法をネゴシ
エートするために使用されます。アグレッシブモードは、少ないパケットでより多くの

情報を渡し、若干高速の接続になる利点がありますが、セキュリティゲートウェイの ID
を暗号化せずに転送する欠点があります。

IKEフェーズ 1（IKE Phase
1）

セッションの期限が切れるまでのタイムアウト間隔（秒単位）を設定します。保存期間（Lifetime）

IKEDiffie-Hellmanグループを設定します。オプションは、[グループ 1（group 1）]（768
ビット）、[グループ2（group2）]（1024ビット）、または [グループ5（group5）]（1536
ビット）です。Diffie-Hellman技術は、対称キーを生成するために2つのデバイスによっ
て使用されます。これによって、値を公に交換し、同じ対称キーを生成できます。

3つのグループのすべてで従来の攻撃に対するセキュリティが確保されますが、キーの
サイズが大きいことから、グループ 5の安全性がより高くなります。ただし、グループ
1ベースまたはグループ 2ベースのキーを使用した計算は、素数サイズがより小さいた
めに、多少高速に実行される可能性があります。

IKE Diffie Hellmanグループ
（IKEDiffieHellmanGroup）
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[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [RADIUS認証サーバ（RADIUS Auth Servers）]



[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [TACACS+サーバ（TACACS+ Servers）]

このオプションを使用して、TACACS+サーバテンプレートを追加するか、または既存の
TACACS+サーバテンプレートを変更します。これらのサーバテンプレートを設定した後、
CLIまたは GUIを経由してコントローラにログインしているコントローラユーザが認証され
ます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[AAA] > [TACACS+サーバ（TACACS+ Servers）]にある [テンプレートの詳細（Template
Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 51 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [TACACS+サーバ（TACACS+ Servers）]

説明フィールド

チェックボックスをオンにして、1つ以上のサーバタイプを選択します。次
のサーバタイプが使用可能です。

• [認証（authentication）]：ユーザ認証/承認用のサーバ

• [承認（authorization）]：ユーザ承認のみを行うサーバ

• [アカウンティング（accounting）]：RADIUSユーザアカウンティング用
のサーバ

サーバタイプ（Server Type）

サーバの IPアドレスを入力します。サーバアドレス（Server Address）

サーバのポート番号を入力します。デフォルトは 49です。部品番号

[ASCII]または [16進数（hex）]を選択します。

選択した形式に関係なく、セキュリティ上の理由で、ASCIIのみがWLC（お
よび Prime Infrastructure）に表示されます。そのため、自動プロビジョニング
時にテンプレートを使用しても、別のコントローラの設定を複製できません。

検出されたテンプレートが別のデバイスに適用される場合、テンプレートで

もう一度キー形式を設定します。

[共有秘密形式（Shared Secret Format）]

指定のサーバで使用する TACACS+共有秘密を入力します。共有秘密鍵（Shared Secret）

指定のサーバで使用する TACACS+共有秘密を再入力します。確認済みの共有秘密（ConfirmedShared
Secret）

LDAPサーバに管理権限を持たせる場合はオンにします。管理ステータス（Admin Status）

TACACS+認証要求がタイムアウトし、コントローラが再転送を試みるまでの
時間を秒単位で入力します。

再送信タイムアウト（Retransmit
Timeout）
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[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [AAA] > [TACACS+サーバ（TACACS+ Servers）]



[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカルEAP（Local EAP）] > [EAP-FASTパラメータ（EAP-FAST
Parameters）]

この認証の種類（Flexible Authentication via Secure Tunneling）は、3段階のトンネル認証プロセ
スを使用して高度な 802.1X EAP相互認証を実行します。ユーザ名、パスワード、および PAC
を使用し、アクセスポイントを介して RADIUSサーバと相互認証を行います。このページで
は、EAP-FASTテンプレートの追加、または既存の EAP-FASTテンプレートの変更が可能で
す。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[ローカル EAP（Local EAP）] > [EAP-FASTパラメータ（EAP-FAST Parameters）]にある [テン
プレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 52 : [コントローラ（Controller）] [セキュリティ（Security）] [ローカルEAP（Local EAP）] [EAP_FASTパラメータ（EAP_FAST Parameters）]

説明フィールド

PACの有効日数を入力します。有効な範囲は 1～ 1000日で、デフォルト
の設定は 10日です。

PACの存続時間（Time to Live for the PAC）

16進数文字のローカル EAP-FASTサーバの権限識別子を入力します。最
大 32文字の 16進数文字を入力できますが、文字数は偶数である必要があ
ります。

認証局 ID（Authority ID）

テキスト形式のローカル EAP-FASTサーバの権限識別子を入力します。認証局情報（Authority Info）

PACの暗号化と復号化に使用するキー（16進数文字）を入力します。サーバキーとサーバキーの確認（Server
Key and Confirm Server Key）

匿名プロビジョニングを有効にする場合にオンにします。この機能を使用

すると、PACプロビジョニング中に、PACがないクライアントに PACが
自動的に送信されるようになります。この機能を無効にすると、PACを
手動でプロビジョニングする必要があります。

匿名プロビジョニング（Anonymous
Provision）

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカルEAP（Local EAP）] > [全般 -ローカルEAP（General
- Local EAP）]

このページでは、ローカルEAPのタイムアウト値を指定できます。次に、既存のローカルEAP
汎用テンプレートに変更を追加すること、またはこのテンプレートを変更することができま

す。
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[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカルEAP（Local EAP）] > [EAP-FASTパラメータ（EAP-FAST Parameters）]



コントローラ上でRADIUSサーバが設定されている場合は、コントローラはまずRADIUSサー
バを使用してワイヤレスクライアントを認証しようとします。ローカルEAPは、RADIUSサー
バがタイムアウトしていたり、RADIUSサーバが設定されていなかったりした場合など、
RADIUSサーバが見つからない場合にのみ試行されます。4台の RADIUSサーバが設定されて
いる場合、コントローラは最初のRADIUSサーバを使用してクライアントの認証を試行し、次
に 2番目の RADIUSサーバ、その次にローカル EAPを試行します。その後クライアントが手
動で再認証を試みると、コントローラは 3番目の RADIUSサーバを試行し、次に 4番目の
RADIUSサーバ、その次にローカル EAPを試行します。

（注）

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[ローカル EAP（Local EAP）] > [全般 -ローカル EAP（General - Local EAP）] >にある [テンプ
レートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 53 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカルEAP（Local EAP）] > [全般 -ローカルEAP（General - Local EAP）]

説明フィールド

設定された RADIUSサーバのペアで障害が
発生してから、コントローラがローカル

EAPを使用してワイヤレスクライアントの
認証を試みるまでの時間（秒単位）を入力

します。有効な範囲は 1～ 3600秒で、デ
フォルト設定は 1000秒です。

ローカル認証アクティブタイムアウト（Local Auth Active Timeout）

EAP-FAST、手動パスワード入力、ワンタイムパスワード、ま
たは 7920/7921電話を使用する場合は、以下で指定した値を入
力します。自動プロビジョニングを使用している PACをクラ
イアントで取得する場合、コントローラで802.1xのタイムアウ
ト値を大きくする必要があります（デフォルトは2秒）。Cisco
ACSサーバでの推奨およびデフォルトのタイムアウトは 20秒
です。複数のコントローラで次の値が同じに設定されていない

と、ローミングが失敗します。

（注）

1ローカル EAP ID要求タイムアウト（Local EAP Identity Request Timeout）

20ローカルEAP ID要求最大再試行回数（Local EAP IdentityRequestMaximum
Retries）

[0]ローカルEAP動的WEPキーインデックス（Local EAPDynamicWEPKey
Index）

20ローカル EAP要求タイムアウト（Local EAP Request Timeout）

2ローカルEAP要求最大再試行回数（LocalEAPRequestMaximumRetries）
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[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカルEAP（Local EAP）] > [全般 -ローカルEAP（General - Local EAP）]



説明フィールド

1000（ミリ秒単位）EAPOLキータイムアウト（EAPOL-Key Timeout）

2EAPOLキー最大再試行回数（EAPOL-Key Max Retries）

コントローラに同じユーザ名で接続できる

デバイスの数を制限するには、[有効
（Enable）]をオンにします。

最大ログイン無視 ID応答（Max Login Ignore Identity Response）

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカルEAP（Local EAP）] > [ローカルEAPのプロファイル
（Local EAP Profiles）]

このページでは、ローカル EAPプロファイルテンプレートの追加、または既存のテンプレー
トの変更が可能です。ローカル EAPは、ユーザおよびワイヤレスクライアントのローカル認
証を可能にする認証方式です。この方式は、バックエンドシステムが妨害されたり、外部認証

サーバがダウンしたりした場合でも、ワイヤレスクライアントへの接続を維持できるように、

リモートオフィスで使用する目的で設計されています。ローカル EAPを有効にすると、コン
トローラは認証サーバおよびローカルユーザデータベースとして機能するため、外部認証サー

バへの依存が排除されます。ローカル EAPは、ローカルユーザデータベースまたは LDAP
バックエンドデータベースからユーザの資格情報を取得して、ユーザを認証します。

LDAPバックエンドデータベースは、証明書による EAP-TLSおよび EAP-FASTのローカル
EAPメソッドだけをサポートします。LDAPバックエンドデータベースでは、LEAPおよび
PACによる EAP-FASTはサポートされません。

（注）

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[ローカル EAP（Local EAP）] > [ローカル EAPプロファイル（Local EAP Profiles）]にある [テ
ンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 54 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカルEAP（Local EAP）] > [ローカルEAPのプロファイル（Local EAP Profiles）]

説明フィールド

ユーザ定義の識別子。EAPプロファイル名（EAP Profile
Name）
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[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ローカルEAP（Local EAP）] > [ローカルEAPのプロファイル（Local EAP Profiles）]



説明フィールド

目的の認証タイプを選択します。

• [LEAP]：この認証のタイプは Cisco Key Integrity Protocol（CKIP）と
Multi-Modal Hashing（MMH）メッセージ整合性チェック（MIC）を使用
してデータを保護します。ユーザ名とパスワードを使用し、アクセスポ

イントを介して RADIUSサーバと相互認証を行います。

• [EAP-FAST]：この認証のタイプ（Flexible Authentication via Secure
Tunneling）は、3段階のトンネル認証プロセスを使用して高度な 802.1X
EAP相互認証を実行します。ユーザ名、パスワード、および PAC（保護
されたアクセスクレデンシャル）を使用し、アクセスポイントを介して

RADIUSサーバと相互認証を行います。

• [TLS]：この認証のタイプは、クライアントアダプタおよびRADIUSサー
バの動的セッションベースの暗号鍵を使用してデータを暗号化します。

認証のためには、クライアント証明書が必要です。

• [PEAP]：この認証の種類は EAP-TLS認証に基づいていますが、認証にク
ライアント証明書ではなくパスワードを使用します。PEAPは、クライア
ントアダプタおよびRADIUSサーバの動的セッションベースのWEPキー
を使用してデータを暗号化します。

プロファイルメソッドの選択（Select
Profile Methods）

認証用の証明書をシスコが発行したか、別のベンダーが発行したかを特定し

ます。証明書が必要なのは、EAP-FASTと TLSだけです。
証明書発行元（Certificate Issuer）

クライアントからの受信証明書をコントローラ上の認証局（CA）証明書と照
合して検証する場合はオンにします。

CA証明書に対するチェック（Check
Against CA Certificates）

受信証明書の共通名（CM）を CA証明書の共通名と照合して検証する場合は
オンにします。

証明書CN IDの検証（Verify Certificate
CN Identity）

受信デバイス証明書がその時点でも有効で、期限が切れていないことをコン

トローラに確認させる場合はオンにします。

日付の妥当性に対するチェック（Check
Against Date Validity）

ローカル証明書が必要な場合はオンにします。ローカル証明書が必要（Local
Certificate Required）

クライアント証明書が必要な場合はオンにします。クライアント証明書が必要（Client
Certificate Required）

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] >
[危険性のないアクセスポイント（Friendly Access Point）]

このテンプレートを使用すると、危険性のない内部アクセスポイントをインポートできます。

危険性のないアクセスポイントをインポートすると、非 Lightweightアクセスポイントが不正
アクセスポイントとして識別されるのを防ぐことができます。
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[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] > [危険性のないアクセス
ポイント（Friendly Access Point）]



危険性のない内部アクセスポイントは、以前は既知の APと呼ばれていました。（注）

[危険性のない AP（Friendly AP）]ページでは、アクセスポイントのMACアドレス、ステー
タス、コメント、このアクセスポイントに対するアラームの抑制有無が確認できます。

危険性のないアクセスポイントは、アクセスポイントをインポートするか、アクセスポイン

ト情報を手動で入力することにより追加できます。

•インポート機能を使用してアクセスポイントをインポートする手順は次のとおりです。

• [ファイルからインポート（Import from File）]チェックボックスをオンにします。

•ファイルのパスを入力するか、[参照（Browse）]をクリックしてインポートするファイル
を選択します。

改行を使用して、インポートするファイルのMACアドレスを区切ります。たとえば、次のよ
うにMACアドレスを入力します。00:00:11:22:33:4400:00:11:22:33:4500:00:11:22:33:46

アクセスポイントを手動で追加するには、次の手順に従います。

（注）

手順

ステップ 1 [ファイルからインポート（Import from File）]チェックボックスをオフにします。

ステップ 2 アクセスポイントのMACアドレスを入力します。

ステップ 3 [ステータス（Status）]ドロップダウンリストから [内部（Internal）]アクセスポイントを選択
します。

ステップ 4 このアクセスポイントに関するコメントを必要に応じて入力します。

ステップ 5 [アラームを抑制（Suppress Alarms）]チェックボックスをオンにして、このアクセスポイント
のすべてのアラームを抑制します。

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] >
[無視された不正AP（Ignored Rogue AP）]

[無視される不正APテンプレート（Ignored Rogue AP Template）]ページでは、無視されるアク
セスポイントをインポートするテンプレートを作成または変更できます。[無視された AP
（Ignored AP）]リストのアクセスポイントは、不正アクセスポイントと識別されません。

無視される不正APテンプレートは、コントローラに適用されません。コントローラが不正AP
を Prime Infrastructureに報告するときに、無視される不正APテンプレートに不正MACアドレ
スがあり、このMACアドレスがコントローラの不正 AP無視リストに追加される場合、不正
AP/アドホックアラームが抑制されます。
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[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] > [無視された不正AP（Ignored
Rogue AP）]



無視される不正アクセスポイントは、アクセスポイントをインポートするか、アクセスポイ

ント情報を手動で入力することにより追加できます。

手順

ステップ 1 インポート機能を使用して無視される不正アクセスポイントをインポートする手順は、次のと
おりです。<<インポート機能は存在しません>>

ステップ 2 [ファイルからインポート（Import from File）]チェックボックスをオンにします。<<存在しま
せん>>

ステップ 3 ファイルのパスを入力するか、[参照（Browse）]ボタンを使用してインポートするファイルを
選択します。インポートファイルは、MACアドレスを含む（1行にMACアドレス 1つ）CSV
ファイルにする必要があります。<<存在しません>>

たとえば、次のようにMACアドレスを入力します。
00:00:11:22:33:4400:00:11:22:33:4500:00:11:22:33:46

（注）

次のタスク

無視された不正アクセスポイントを手動で追加するには、[ファイルからインポート（Import
from File）]チェックボックスをオフにします。<<存在しません>>

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] >
[不正APルール（Rogue AP Rules）]

不正アクセスポイントのルールを使用すると、不正アクセスポイントを自動的に分類するルー

ルを定義できます。Prime Infrastructureでは、不正アクセスポイントの分類ルールをコントロー
ラに適用します。これらのルールでは、RSSIレベル（それよりも弱い不正アクセスポイント
は無視）、または時間制限（指定された時間内に表示されない不正アクセスポイントにはフラ

グを立てない）に基づいて、マップ上の不正表示を制限できます。

不正アクセスポイントのルールは、誤アラームを減らすのにも役立ちます。

不正クラスには以下の種類があります。

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

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

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

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワ
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[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] > [不正APルール（Rogue
AP Rules）]



イヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] > [不正 APルール（Rogue AP Rules）]に
ある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 55 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] > [不正APルール（Rogue
AP Rules）]

説明フィールド

ドロップダウンリストから [悪意のある（Malicious）]または [危険性のない
（Friendly）]を選択します。検出されたアクセスポイントがユーザ定義のMalicious
ルールと合致した場合、または危険性のない APカテゴリから手動で移動された場合
には、悪意のある不正と見なされます。不正が既知、認知済み、または信頼されたア

クセスポイントである場合、または検出されたアクセスポイントがユーザ定義の

Friendlyルールと一致している場合、危険性がない不正と見なされます。

ルールタイプ

[すべての条件に一致（Match All Conditions）]または [いずれかの条件に一致（Match
Any Condition）]を選択します。

一致タイプ（Match Type）

オープン認証を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。オープン認証

管理対象 APの SSIDとの一致を有効にするには、このチェックボックスをオンにし
ます。

管理対象 SSIDは、WLANに対して設定された SSIDで、システムが既知の
ものです。

（注）

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

ユーザ設定の SSIDとの一致を有効にするには、このチェックボックスをオンにしま
す。

ユーザ設定の SSIDは、手動で追加された SSIDです。[ユーザ設定 SSIDの
照合（Match User Configured SSID）]テキストボックスに、ユーザ設定の
定義の SSIDを（1行に 1つずつ）入力します。

（注）

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

最小 RSSIしきい値制限を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

テキストボックスにRSSIしきい値の最小レベル（dB単位）を入力します。
検出されたアクセスポイントがここで指定したRSSIしきい値を超えている
と、そのアクセスポイントは悪意のあるものとして分類されます。

（注）

最小 RSSI（Minimum RSSI）

時間制限を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

テキストボックスに制限時間（秒単位）を入力します。検出されたアクセ

スポイントが指定した制限時間よりも長く表示されているとき、そのアク

セスポイントは悪意のあるものとして分類されます。

（注）

期間（Time Duration）

最小不正クライアント数制限を有効にするには、このチェックボックスをオンにしま

す。悪意のあるクライアントを許可する最小数を入力します。検出されたアクセスポ

イントにアソシエートされたクライアントの数が指定した値以上になると、そのアク

セスポイントは悪意のあるものとして分類されます。

最小不正クライアント数

（Minimum Number Rogue
Clients）
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[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] >
[不正ポリシー（Rogue Policies）]

このページでは、コントローラに適用される（アクセスポイントとクライアントに対する）不

正ポリシーを設定できます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワ
イヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] > [不正ポリシー（Rogue Policies）]にあ
る [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 56 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ワイヤレス保護ポリシー（Wireless Protection Policies）] > [不正ポリシー（Rogue
Policies）]

説明フィールド

Rogue Location Discovery Protocol（RLDP）が企業の有線ネットワークに接続
しているかどうかを判断します。次のいずれかを実行します。

• [無効（Disable）]：すべてのアクセスポイント上で RLDPを無効にしま
す。

• [すべての AP（All APs）]：すべてのアクセスポイント上で RLDPを有
効にします。

• [モニタモード AP（Monitor Mode APs）]：モニタモードのアクセスポ
イント上でのみ RLDPを有効にします。

RLDPが有効の場合、コントローラは管理対象のアクセスポイント
に対して、不正アクセスポイントをアソシエートし、特殊なパケッ

トをコントローラへ送信するよう指示します。コントローラがこの

パケットを受信すると、不正アクセスポイントが企業ネットワー

クに接続されます。この方法は、暗号化を有効にしていない不正ア

クセスポイントに対して機能します。

（注）

不正ロケーション検出プロトコル

（Rogue Location Discovery Protocol）

不正アクセスポイントエントリの期限切れタイムアウトを秒単位で入力しま

す。

不正APと不正クライアントのエントリ
の期限切れタイムアウト（Expiration
Timeout for Rogue AP and Rogue Client
Entries）

APからコントローラに不正検出レポートを送信する間隔を秒単位で入力しま
す。有効な範囲は 10～ 300秒で、デフォルト値は 10秒です。この機能は、
モニタモードの APのみに適用されます。

不正検出レポートインターバル（Rogue
Detection Report Interval）
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説明フィールド

APで検出するために不正に必要であり、かつコントローラで不正エントリが
作成されるために必要な最小RSSI値を入力します。有効な範囲は -70～ -128
dBmで、デフォルト値は -128 dBmです。この機能は、すべてのAPモードに
適用できます。

RSSI値が非常に低く、不正解析にとって有益な情報とならない不正が多く存
在する可能性があります。そのため、このオプションを使用して APが不正
を検出する最小 RSSI値を指定することで、不正をフィルタできます。

不正検出最小 RSSI（Rogue Detection
Minimum RSSI）

最初に不正がスキャンされた後、APが継続的に不正をスキャンする必要のあ
る間隔を入力します。一時的な間隔を入力することで、APが不正をスキャン
する間隔を制御できます。APは、一時的な間隔の値に基づいて、不正をフィ
ルタできます。有効な範囲は 120～ 1800秒で、デフォルト値は 0です。この
機能は、モニタモードの APのみに適用されます。

不正検出一時インターバル（Rogue
Detection Transient Interval）（無効にす
るには 0を入力）

不正クライアントの AAA検証を有効にする場合にオンにします。AAAに対する不正クライアントの検証
（Validate Rogue Clients against AAA）

アドホックネットワーキングに参加している不正クライアントの検出とレ

ポートを有効にする場合にオンにします。

アドホックネットワークの検出と報告

（Detect and Report Adhoc Networks）

有線ネットワークで検出された不正を自動的に封じ込めます。有線の不正（Rogue on Wire）

ネットワークのSSIDをアドバタイズしている不正を自動的に封じ込めます。
このパラメータをオフにしておくと、該当する不正が検出されても警告が生

成されるだけです。

SSIDの使用（Using our SSID）

信頼できるクライアントが関連付けられた不正アクセスポイントを自動的に

封じ込めます。このパラメータをオフにしておくと、該当する不正が検出さ

れても警告が生成されるだけです。

不正AP上の有効なクライアント（Valid
Client on Rogue AP）

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [アクセスコントロールリスト（Access Control Lists）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ア
クセスコントロールリスト（Access Control Lists）]にある [テンプレートの詳細（Template
Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 57 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [アクセスコントロールリスト（Access Control Lists）]

説明フィールド

IPv6は、コントローラバージョン7.2.xからサポートされます。ACLタイプ（ACL
Type）

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
74

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [アクセスコントロールリスト（Access Control Lists）]



関連項目

•再利用可能なグループ化された IPアドレスを作成するには、「[コントローラ（Controller）]
> [システム（System）]」を参照してください。

•新しいプロトコルグループを作成するには、「[コントローラ（Controller）] > [セキュリ
ティ（Security）] > [プロトコルグループ（Protocol Groups）]」を参照してください。

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [CPUアクセスコントロールリスト（CPU Access Control List）]

IPv6での CPU ACL設定は、このリリースではサポートされません。これは、仮想インター
フェイスを除き、インターフェイスのコントローラのすべての IPアドレスが IPv4を使用する
ためです。

（注）

「Creating a FlexConnect Access Control List Template」（『Cisco Prime Infrastructure 3.1 User
Guide』を参照）で確立した既存のACLを使用して、中央処理装置（CPU）とネットワークプ
ロセッサユニット（NPU）間のトラフィック制御を設定します。

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ファイル暗号化（File Encryption）]

このページでは、ファイル暗号化テンプレートの追加、または既存のファイル暗号化テンプ

レートの変更が可能です。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[ファイル暗号化（FileEncryption）]にある [テンプレートの詳細（TemplateDetail）]の各フィー
ルドについて説明します。

表 58 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [ファイル暗号化（File Encryption）]

説明フィールド

ちょうど 16個の ASCII文字から成る暗号キーテキスト
文字列を入力します。

[暗号化キー（EncryptionKey）] [暗号化キーの確認（Confirm
Encryption Key）]

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [IPグループ（IP Groups）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [IP
グループ（IP Groups）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドにつ
いて説明します。

IPv6グループを作成するには、「[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[IPv6グループ（IPv6 Groups）]」を参照してください。
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表 59 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [IPグループ（IP Groups）]

説明フィールド

IPv4アドレス形式を入力します。[IPアドレス（IP Address）]

ネットマスクを入力すると、IPアドレスプロパティのCIDR表記ではなく、ドット区
切り 10進数表記でサブネットマスクを設定できます。範囲内の IPアドレスを持つマ
シンだけにインターネットサービスへのアクセスを許可するために定義された IPア
ドレスの範囲。

ネットマスク表記

（NetmaskNotation）

クラスレスドメイン間ルーティング（CIDR）表記は、複数の連続ブロックでのクラ
スCの IPアドレス割り当てを許可するプロトコルです。この表記を使用して、1つの
クライアントオブジェクトを設定するだけで、サブネット範囲に存在する大量のクラ

イアントを追加できます。

CIDR表記（CIDR Notation）

IPアドレスグループがすべて一覧表示されます。IPアドレスグループ 1つで最高 128
の IPアドレスとネットマスクの組み合わせを格納できます。新しい IPアドレスグ
ループを定義するには、[追加（Add）]を選択します。既存の IPアドレスグループを
表示または変更するには、IPアドレスグループの URLをクリックします。[IPアド
レスグループ（IP address group）]ページが開きます。

IPアドレスが「any」の場合用に、「any」グループが定義されています。（注）

[上へ（Move Up）]ボタンおよび [下へ（Move Down）]ボタンを使用して、リスト項
目の順序を変更します。[削除（Delete）]ボタンを使用すると、IPアドレスまたはネッ
トマスクを削除できます。

IPアドレス/ネットマスクのリ
スト（List of IP
Addresses/Netmasks）

関連項目

IPv6グループを作成するには、「[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[IPv6グループ（IPv6 Groups）]」を参照してください。

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [IPv6グループ（IPv6 Groups）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[IPv6グループ（IPv6 Groups）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィール
ドについて説明します。

表 60 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [IPv6グループ（IPv6 Groups）]

説明フィールド

IPv6アドレス形式を入力します。[IPアドレス（IP Address）]

IPv6アドレスのプレフィックス（0～ 128）。プレフィックス長
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説明フィールド

IPアドレスグループがすべて一覧表示されます。IPアドレスグループ 1つで最高
128の IPアドレスとネットマスクの組み合わせを格納できます。新しい IPアドレ
スグループを定義するには、[追加（Add）]を選択します。既存の IPアドレスグ
ループを表示または変更するには、IPアドレスグループの URLをクリックしま
す。[IPアドレスグループ（IP address group）]ページが開きます。

IPアドレスが「any」の場合用に、「any」グループが定義されています。（注）

[上へ（Move Up）]ボタンおよび [下へ（Move Down）]ボタンを使用して、リスト
項目の順序を変更します。[削除（Delete）]ボタンを使用すると、IPアドレスまた
はネットマスクを削除できます。

IPアドレス/ネットマスクのリス
ト（List of IP
Addresses/Netmasks）

関連項目

IPv4グループを作成するには、「[コントローラ（Controller）] > [システム（System）]」を参
照してください。

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [プロトコルグループ（Protocol Groups）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [プ
ロトコルグループ（Protocol Groups）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各
フィールドについて説明します。

表 61 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [プロトコルグループ（Protocol Groups）]

説明フィールド

既存のルールの場合はルール名が表示され、新しいルールの場合は名前を入力できます。ルー

ルを定義するためにACLは必要ありません。パケットがルールのすべてのフィールドに一致す
ると、このルールに対する動作が実行されます。

ルール名（Rule
Name）
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説明フィールド

ドロップダウンリストからプロトコルを選択します。

• [任意（Any）]：すべてのプロトコル

• [TCP]：トランスミッションコントロールプロトコル

• [UDP]：ユーザデータグラムプロトコル

• [ICMP]：インターネット制御メッセージプロトコル

• [ESP]：IP Encapsulating Security Payload

• [AH]：認証ヘッダー

• [GRE]：Generic Routing Encapsulation

• [IP]：インターネットプロトコル

• [Eth Over IP]：Ethernet over Internet Protocol

• [その他のポート OSPF（Other Port OSPF）]：Open Shortest Path First

• [その他（Other）]：その他の任意の IANAプロトコル（http://www.iana.org/）

一部のプロトコル（TCPまたはUDPなど）を選択すると、追加の送信元ポートおよび宛先ポー
ト GUIエレメントが表示されます。

プロトコル

送信元ポートを入力します。[任意（Any）]、[HTTP]、[HTTPS]、[Telnet]、[RADIUS]、[DHCP
サーバ（DHCP Server）]、[DHCPクライアント（DHCP Client）]、[DNS]、[L2TP]、[PPTP制御
（PPTPcontrol）]、[FTP制御（FTPcontrol）]、[SMTP]、[SNMP]、[LDAP]、[Kerberos]、[NetBIOS
NS]、[NetBIOS DS]、[NetBIOS SS]、[MSディレクトリサーバ（MS Dir Server）]、[その他
（Other）]、[ポート範囲（Port Range）]を指定できます。

送信元ポート

接続先ポートを入力します。[TCP]または [UDP]が選択されている場合、[任意（Any）]、
[HTTP]、[HTTPS]、[Telnet]、[RADIUS]、[DHCPサーバ（DHCP Server）]、[DHCPクライアン
ト（DHCPClient）]、[DNS]、[L2TP]、[PPTP制御（PPTP control）]、[FTP制御（FTP control）]、
[SMTP]、[SNMP]、[LDAP]、[Kerberos]、[NetBIOSNS]、[NetBIOSDS]、[NetBIOSSS]、[MSディ
レクトリサーバ（MS Dir Server）]、[その他（Other）]、[ポート範囲（Port Range）]を指定で
きます。

宛先ポート

ドロップダウンリストから [任意（Any）]または [特定（Specific）]を選択します。[特定
（Specific）]を選択した場合は DSCP（0～ 255）を入力します。DSCPは、インターネットで
のサービスの質を定義するために使用できるパケットヘッダーコードです。

DSCP（DiffServコー
ドポイント）

[コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [URL ACL（URL ACLs）]

URLフィルタリング機能により、インターネットのWebサイトへのアクセスを制御できます。
この処理を行うには、URLアクセスコントロールリスト（ACL）に含まれる情報に基づいて、
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特定のWebサイトへのアクセスを許可または拒否します。その後、URLフィルタリングによ
り、ACLリストに基づいてアクセスを制限します。

ロケーションベースのフィルタリングを使用して、APはさまざまな APグループにまとめら
れます。また、WLANプロファイルにより、同じ SSIDの信頼できるクライアントと信頼でき
ないクライアントが分けられます。これにより、信頼できるクライアントが信頼できない AP
に移動する場合、あるいはその逆の場合、再認証と新しい VLANの使用が強制されます。

ワイヤレスコントローラ（WLC）は、最大で 64個の ACLをサポートします。各 ACLでは最
大 100個のURLを指定できます。これらのACLでは、要求を許可または拒否するよう設定で
きます。また、これらの ACLを各種のインターフェイス（WLANや LANなど）に関連付け
て、フィルタリングを効果性を高めることができます。ポリシーは、適用されたグローバルポ

リシーとは異なるWLANまたは APグループでローカルで実装することができます。

各 ACLでサポートされるルール（URL）の数はWLCごとに異なります。

• Cisco 5508 WLCおよびWiSM2は URL ACLごとに 64件のルールをサポートできます。

• Cisco 5520、8510、8540 WLCは URL ACLごとに 100件のルールをサポートできます。

• URLフィルタリングと NATの制限。

• Cisco 2504 WLC、vWLC、Mobility Expressではサポートされていません。

• WLAN中央スイッチングはサポートされますが、ローカルスイッチングはサポートされ
ていません。

•ローカルスイッチングを使用したフレックスモードではサポートされていません。

• URL名の長さは 32文字に制限されています。

•一致した URLの AVCプロファイルはありません。一致した URLは ACLアクションでサ
ポートされています。

•ホワイトリストとブラックリストのリストを、ACLの「*」暗黙ルールを使用して作成
し、要求を個別に許可または拒否することができます。

• HTTPS URLはサポートされていません。

•次の状況では ACLはフィルタできない場合があります。

• URLがフラグメント化されたパケットにまたがっている。

• IPパケットがフラグメント化されている。

• URLの代わりに直接 IPアドレスまたはプロキシ設定が使用されている。

•これらは現在サポートされていません。次の条件と一致する URLは、フィルタリングの
対象になりません。

•ワイルドカードの URL（例：www.uresour*loc.com）

•サブ URL（例：www.uresour* loc.com/support）
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•サブドメイン（例：reach.url.comや sub1.url.com）

•テンプレートの作成時に、重複する URLがある場合、重複 URLルールは考慮されませ
ん。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] >
[URL ACL（URL ACLs）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドに
ついて説明します。

表 62 : [コントローラ（Controller）] > [セキュリティ（Security）] > [URL ACL（URL ACLs）]

説明フィールド

[URL名（URL Name）]テキストボックスで、URLアドレスを入力します。URL

ドロップダウンリストから [許可（Allow）]または [拒否（Deny）]を選択します。ルールアクション（RuleAction）

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）]

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）]にあるページの各
フィールドについて説明します。

• [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [AP 802.1Xサプリカントクレデン
シャル（AP 802.1X Supplicant Credentials）]

• [コントローラ（Controller）]> [システム（System）]> [APユーザ名パスワード（APUsername
Password）]

• [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [DHCP]

• [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [ダイナミックインターフェイス
（Dynamic Interface）]

• [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [一般（General）]

• [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [グローバルCDP設定（Global CDP
Configuration）]

• [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [QoSプロファイル（QoSProfiles）]

• [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [SNMPコミュニティ（SNMP
Community）]

• [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [トラフィックストリームメトリッ
クのQoS（Traffic Stream Metrics QoS）]

• [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [ユーザロール（User Roles）]
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[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [AP 802.1Xサプリカントクレデンシャル（AP 802.1X Supplicant
Credentials）]

このオプションを使用して、Lightweightアクセスポイントとスイッチ間の 802.1X認証を設定
します。アクセスポイントは 802.1Xサプリカントとして動作し、EAP-FASTと匿名 PACプロ
ビジョニングを使用してスイッチにより認証されます。すべてのアクセスポイントがコント

ローラ接続時に継承するグローバル認証を設定できます。これには、コントローラに現在接続

されているすべてのアクセスポイント、および今後接続されるすべてのアクセスポイントが

含まれます。

このテンプレートの作成に関する基本情報については、『Cisco Prime Infrastructure 3.1 User
Guide』の「Creating Feature-Level Configuration Templates」を参照してください。

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [APユーザ名パスワード（AP Username Password）]

このオプションを使用して、アクセスポイントのユーザ名およびパスワードを設定するテンプ

レートを作成または変更します。すべてのアクセスポイントは、コントローラに接続されると

きにパスワードを継承します。これらのクレデンシャルは、コンソールまたはTelnet/SSHを介
してアクセスポイントにログインするときに使用されます。

[APユーザ名のパスワード（AP Username Password）]ページでは、すべてのアクセスポイン
トがコントローラに接続する際に継承する、グローバルパスワードを設定できます。また、ア

クセスポイントを追加するときに、このグローバルユーザ名およびパスワードを受け入れる

か、アクセスポイント単位で上書きするかを選択できます。

さらにコントローラソフトウェアリリース 5.0では、アクセスポイントをコントローラに接
続すると、そのアクセスポイントのコンソールポートセキュリティが有効になり、アクセス

ポイントコンソールポートへログインするたびにユーザ名とパスワードの入力を要求されま

す。ログインした時点では非特権モードのため、特権モードを使用するには、有効化パスワー

ドを入力する必要があります。

このテンプレートの作成に関する基本情報については、『Cisco Prime Infrastructure 3.1 User
Guide』の「Creating Feature-Level Configuration Templates」を参照してください。

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [DHCP]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [DHCP]
にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 63 : [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [DHCP]

説明フィールド

このフィールドで、DHCPを使用してネットワークアドレスを割り当てる場合の
セキュリティを強化します。具体的には、コントローラがDHCPリレーエージェ
ントとして動作して、信頼できないソースからの DHCPクライアント要求を阻止
できるようにします。DHCP要求にオプション 82情報を追加してからDHCPサー
バに転送するように、コントローラを設定することができます。

DHCPオプション 82リモート ID
フィールドの形式（DHCP Option
82 Remote Id field format）
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説明フィールド

WLANベースではなく、グローバルにDHCPプロキシを有効にするには、[DHCP
プロキシ（DHCP Proxy）]チェックボックスをオンにします。

DHCPプロキシがコントローラ上で有効になっている場合は、コントローラによっ
てクライアントから設定済みサーバへ DHCP要求がユニキャストされます。少な
くとも 1つのDHCPサーバが、WLANにアソシエートされたインターフェイスか
WLAN自体で設定されている必要があります。

DHCPプロキシ（DHCP Proxy）

（バージョン7.0.114.74以降のコントローラの場合）DHCPタイムアウトを秒単位
で入力します。

DHCPタイムアウト（DHCP
Timeout）

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [ダイナミックインターフェイス（Dynamic Interface）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [ダイナ
ミックインターフェイス（Dynamic Interface）]にある [テンプレートの詳細（TemplateDetail）]
の各フィールドについて説明します。

表 64 : [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [ダイナミックインターフェイス（Dynamic Interface）]

説明フィールド

インターフェイスを有線としてマークする場合にオンにします。ゲスト LAN（Guest LAN）

VLANの検疫を有効または無効にします。チェックボックスをオンにすると有効
になります。

検疫（Quarantine）

インターフェイスのネットマスクアドレスを入力します。ネットマスク（Netmask）

LAGモー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。このイン
ターフェイスでLAGモードを選択した場合は、LAG対応コントローラにのみ設定
が適用されます。

LAGモード（LAG Mode）

インターフェイスに現在使用されているポートを入力します。プライマリポート番号（Primary
Port Number）

セカンダリポートを入力します。セカンダリポートは、プライマリポートがダウ

ンしているときにインターフェイスにより使用されます。プライマリポートが再

アクティブ化されると、Cisco 4400シリーズワイヤレス LANコントローラは、イ
ンターフェイスをプライマリポートに転送されます。

プライマリおよびセカンダリのポート番号は、Cisco4400シリーズワイヤレスLAN
コントローラにのみ存在します。

セカンダリポート番号（Secondary
Port Number）

アクセスポイントの管理を有効にするには、このチェックボックスをオンにしま

す。

AP Management
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説明フィールド

プライマリ DHCPサーバの IPアドレスを入力します。プライマリDHCPサーバ（Primary
DHCP Server）

セカンダリ DHCPサーバの IPアドレスを入力します。セカンダリ DHCPサーバ
（Secondary DHCP Server）

定義済みの名前のリストから名前を選択します。

[インターフェイス形式タイプの追加（Add Interface Format Type）]グループボッ
クスの [形式タイプの追加（Add Format Type）]ドロップダウンリストから、[端
末情報（Device Info）]または [ファイル（File）]のいずれかを選択します。[端末
情報（Device Info）]を選択する場合、各コントローラのデバイス固有フィールド
を設定する必要があります。[ファイル（File）]を選択する場合、CSVファイルで
指定されているすべての管理対象コントローラの CSVデバイス固有フィールド
（[インターフェイス名（Interface Name）]、[VLAN識別子（VLAN Identifier）]、
[検疫VLAN識別子（Quarantine VLAN Identifier）]、[IPアドレス（IP Address）]、
[ゲートウェイ（Gateway）]）を設定する必要があります（次の表を参照）。

ACL Name

サンプル CSVファイルを次に示します。

表 65 :サンプル CSVファイル

ゲートウェイinterface_

ip_address

quarantine_

vlan_id

vlan_idinterface_nameip_address

209.165.200.229209.165.200.22821dyn-1209.165.200.224

209.165.200.231209.165.200.23024interface-1209.165.200.225

209.165.200.233209.165.200.23235interface-2209.165.200.226

209.165.200.235209.165.200.23432dyna-2209.165.200.227

CSVファイルの最初の行は、含まれている列の説明に使用されます。CSVファイルには、次
のフィールドを含めることができます。

• ip_address

• interface_name

• vlan_id

• quarantine_vlan_id

• interface_ip_address

•ゲートウェイ

[コントローラに適用（Apply to Controllers）]を選択した場合、[適用先（Apply To）]ページに
進みます。このページで、各コントローラのデバイス固有フィールドを設定できます。
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[追加（Add）]および [削除（Remove）]オプションを使用して、各コントローラのデバイス固
有フィールドを設定します。[編集（Edit）]をクリックすると、現在のパラメータ入力を示す
ダイアログボックスが表示されます。

ダイアログボックスで必要な変更を行い、[OK]をクリックします。

インターフェイスフィールドを変更する場合、WLANが一時的に無効になるため、一部のク
ライアントとの接続が切断されることがあります。インターフェイスフィールドの変更は、コ

ントローラに正常に適用された後で保存されます。

（注）

ここでインターフェイスを削除すると、インターフェイスは、コントローラではなく、テンプ

レートからのみ削除されます。

（注）

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [一般（General）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [全般 -
システム（General - System）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールド
について説明します。

表 66 : [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [全般 -システムテンプレート（General - System Template）]

説明フィールド

フロー制御モードを有効または無効にします。802.3xフロー制御モード（802.3x Flow
Control Mode）

802.3ブリッジングを有効または無効にします。Cisco 5500シリーズおよび
Cisco 2106シリーズのコントローラについては、この 802.3ブリッジングオプ
ションは使用できません。

802.3ブリッジ（802.3 Bridging）

必要なWeb RADIUS認証を選択します。ユーザ資格情報の交換時に、コント
ローラとクライアント間の認証用に、PAP、CHAP、またはMD5-CHAPの使
用を選択できます。

Web Radius認証（Web Radius
Authentication）

APプライマリ検出タイムアウトの秒数を指定します。デフォルトは120秒で、
有効な範囲は 30～ 3600秒です。

APプライマリ検出タイムアウト（AP
Primary Discovery Timeout）
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説明フィールド

バックアップのプライマリコントローラおよびセカンダリコントローラの詳

細を指定します。

バックアッププライマリコントロー

ラ IPアドレス（Back-up Primary
Controller IP Address）

バックアッププライマリコントロー

ラ名（Back-up Primary Controller
Name）

バックアップセカンダリコントロー

ラ IPアドレス（Back-up Secondary
Controller IP Address）

バックアップセカンダリコントロー

ラ名（Back-up Secondary Controller
Name）

レイヤ 2またはレイヤ 3転送モードを指定します。レイヤ 3に設定した場合、
Lightweightアクセスポイントは IPアドレスを使用してアクセスポイントと通
信します。これらの IPアドレスは必須の DHCPサーバから収集します。レイ
ヤ 2に設定した場合、Lightweightアクセスポイントは専用コードを使用して
アクセスポイントと通信します。

バージョン 5.2までのコントローラでは LWAPPが使用され、新しいコント
ローラバージョンでは CAPWAPが使用されます。

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

ブロードキャスト転送を有効または無効にします。デフォルトではディセーブ

ルになっています。

ブロードキャスト転送（Broadcast
Forwarding）

[LAGモード（LAGMode）]ドロップダウンリストから [有効（Enable）]また
は [無効（Disable）]を選択します。リンク集約によって、物理ポートをすべ
てグループ化してリンク集約グループ（LAG）を作成し、コントローラ上の
ポートを構成するために必要な IPアドレスの数を削減できます。

LAGがコントローラで有効にされている場合、インターフェイスデータベー
ス内での設定の矛盾を避けるため、作成したダイナミックインターフェイス

が削除されます。LAG設定に変更を加えると、変更を有効にするためにコン
トローラをリブートする必要があります。

インターフェイスは Dynamic AP Managerフラグを設定した状態では作成でき
ません。また、コントローラ上では複数の LAGを作成できません。

LAGモード（LAG Mode）

ピアツーピアブロッキングモードを有効にするか無効にするかを選択します。

[無効（Disable）]を選択すると、同じサブネットのクライアントはすべてこの
コントローラを使用して通信します。[有効（Enable）]を選択すると、同じサ
ブネットのクライアントはすべて上位レベルのルータを使用して通信します。

ピアツーピアブロッキングモード

（Peer to Peer Blocking Mode）
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説明フィールド

[無線プロビジョニング APモード（Over-the-Air AP Provision Mode）]ドロッ
プダウンリストから、[有効（enable）]または [無効（disable）]を選択しま
す。

無線プロビジョニング APモード
（Over-the-Air Provisioning AP Mode）

[APフォールバック（APFallback）]ドロップダウンリストで、[有効（enable）]
または [無効（disable）]を選択します。フォールバックを有効にすると、プラ
イマリコントローラの接続を切断されたアクセスポイントがプライマリコン

トローラの復帰と同時に自動的にサービスに戻ります。

コントローラに障害が発生した場合、アクセスポイントに設定されたバック

アップコントローラがすぐに多くの検出と接続要求を受信します。これによ

り、コントローラは飽和ポイントに達し、いくつかのアクセスポイントを拒

否する可能性があります。優先順位をアクセスポイントに割り当てることに

よって、拒否されるアクセスポイントを制御します。フェールオーバー時に

バックアップコントローラが飽和している状況では、優先度の低いアクセス

ポイントの接続を切断すると、優先度の高いアクセスポイントがバックアッ

プコントローラに接続できるようになります。この機能を有効にする場合、

[APフェールオーバープライオリティ（AP Failover Priority）]ドロップダウン
リストから [有効（enable）]を選択します。

APフォールバック（AP Fallback）

APフェールオーバープライオリティ
（AP Failover Priority）

AppleTalkブリッジングを有効にするか無効にするかを選択します。

このAppleTalkブリッジングオプションは、Cisco 5500シリーズコントローラ
では使用できません。

Apple Talkブリッジング（Apple Talk
Bridging）

[高速 SSID変更（Fast SSIDChange）]オプションを有効にするか無効にするか
を選択します。このオプションを有効にすると、クライアントは SSID間で接
続をほとんど中断せずにコントローラに瞬時に接続します。通常、各クライア

ントは SSIDに特定された特定のWLANに接続します。クライアントが接続
したアクセスポイントの範囲外に移動した場合、クライアントは別のアクセ

スポイントを使用してコントローラに再接続する必要があります。この通常

のプロセスは、DHCPサーバが IPアドレスをクライアントに割り当てる必要
があるため、少し時間がかかります。

マスターコントローラは、通常、展開されたネットワークで使用されないた

め、マスターコントローラの設定は、リブートまたはオペレーティングシス

テムコードのアップグレード時に自動的に無効になります。コントローラを

マスターコントローラとして [マスターコントローラモード（MasterController
Mode）]ドロップダウンリストから有効にする場合もあります。

高速 SSID変更（Fast SSID Change）

無線クライアントからコントローラ管理インターフェイスへのアクセスを有効

にするか無効にするかを選択します。IPsec動作により、無線による管理は
WPAまたは静的WEP全体にログインしているオペレータだけが実行できま
す。

マスターコントローラモード（Master
Controller Mode）
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説明フィールド

ワイヤレス管理は、IPsec WLANを経由してログインしようとしているクライ
アントは実行できません。

ワイヤレス管理（Wireless
Management）

シンメトリックトンネリングモードを有効にするか無効にするかを選択しま

す。シンメトリックモビリティトンネリングを使用すると、コントローラで

は 1つのアクセスポイントから無線LAN内の別のアクセスポイントへローミ
ングするクライアントに対して、サブネット間のモビリティが提供されます。

有線ネットワーク上のクライアントトラフィックは、外部コントローラによっ

て直接ルーティングされます。ルータでリバースパス転送（RPF）が有効に
なっている場合、受信パケットで追加確認が実行され、通信はブロックされま

す。RPFが有効になっている場合でも、シンメトリックモビリティトンネリ
ングによって、アンカーとして指定されたコントローラにクライアントトラ

フィックが到達できるようになります。

モビリティグループのすべてのコントローラは、同一のシンメトリックトン

ネリングモードを備えている必要があります。

シンメトリックトンネリングを有効にするには、リブートする必要がありま

す。

シンメトリックトンネリングモード

（Symmetric Tunneling Mode）

[ACLカウンタ（ACL Counters）]ドロップダウンリストを使用して、ACLカ
ウンタを有効または無効にします。各コントローラの ACLルールごとの値を
表示できます。

ACLカウンタ（ACL Counters）

[デフォルトモビリティドメイン名（Default Mobility Domain Name）]テキス
トボックスにオペレータが定義したRFモビリティグループ名を入力します。

デフォルトモビリティドメイン名

（Default Mobility Domain Name）

クライアントが別のアクセスポイントへの接続を試みるまでの遅延時間を指

定します。このゲストトンネリングのN+1冗長機能を使用すると、コントロー
ラのエラー後にクライアントが別のアクセスポイントに接続するためにかか

る時間が短縮されます。エラーがすばやく特定され、クライアントが問題発生

のコントローラから移動し、別のコントローラに接続されるためです。

マウスカーソルをフィールドの上に移動すると、値の有効な範囲が表示され

ます。

モビリティアンカーグループのキー

プアライブインターバル（Mobility
Anchor Group Keep Alive Interval）

クライアントが到達不能であると宣言するまで、アンカーするクエリの数を指

定します。

モビリティアンカーグループのキー

プアライブ再試行回数（Mobility
Anchor Group Keep Alive Retries）

8～ 19文字で RFネットワークグループ名を入力します。無線リソース管理
（RRM）ネイバーパケットは RFネットワークグループ内のアクセスポイン
トに分散されます。Ciscoアクセスポイントは、この RFネットワーク名で送
信された RRMネイバーパケットだけを受け入れます。別の RFネットワーク
名で送信された RRMネイバーパケットはドロップされます。

RFネットワーク名（RF Network
Name）
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説明フィールド

アイドルクライアントのタイムアウトを指定します。工場出荷時のデフォル

トは300秒です。タイムアウトを過ぎると、クライアントは認証を失い、アク
セスポイントから一時的に関連付けを解除し、再度関連付けて、再認証を行

います。

アドレス解決プロトコルのタイムアウトを秒単位で指定します。工場出荷時の

デフォルトは 300秒です。

ユーザアイドルタイムアウト（User
Idle Timeout）

タイムアウトを秒単位で指定します。ARPタイムアウト（ARP Timeout）

[グローバル TCP調整MSS（Global TCP Adjust MSS）]チェックボックスをオ
ンにすると、クライアントから送信される TCPパケットが、TCP SYN/TCP
ACKパケットおよびMSS値に対してチェックされ、アップストリームおよび
ダウンストリーム側の設定値にリセットされます。

グローバルTCP調整MSS（GlobalTCP
Adjust MSS）

このチェックボックスをオンにすると、APはローカル SSIDをブロードキャ
ストしなくなったり、すべてのイーサーネットポートへのアクセスを許可し

なくなります。

ローカルアクセスの無効化（Disable
local access）

無線とともに、設定済みの APグループの両方に設定済みの RFプロファイル
を作成するには、このチェックボックスをオンにします。

設定済み（Out of Box）

手動プロキシ設定がクライアントのブラウザで設定されている場合、[Web認
証プロキシリダイレクトモード（Web Auth Proxy Redirect Mode）]の [有効
（enable）]または [無効（disable）]を選択します。このクライアントから送
信されるすべてのWebトラフィックは、ブラウザで設定されている PROXY
IPおよび PORTに送信されます。

Web認証プロキシリダイレクトモー
ド（Web Auth Proxy Redirect Mode）

[Web認証プロキシリダイレクトポート（Web Auth Proxy Redirect Port）]に値
を入力します。デフォルトのポートは、8080および 3128です。指定できる範
囲は 0～ 65535です。

Web認証プロキシリダイレクトポー
ト（Web Auth Proxy Redirect Port）

[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再送信カウント（AP Retransmit
Count）

AP再送信間隔（AP Retransmit
Interval）

[グローバル IPv6設定（Global IPv6 Config）]ドロップダウンリストから、[有
効（Enabled）]または [無効（Disabled）]を選択します。

グローバル IPv6設定（Global IPv6
Config）

[Dot1xシステム認証制御（Dot1x SystemAuthentication Control）]チェックボッ
クスで、802.1xを有効または無効に設定します。

Dot1xシステム認証制御（Dot1xSystem
Authentication Control）

HTTPプロファイリングポート番号を入力します。これにより、カスタムHTTP
ポート設定が可能になります。

HTTPプロファイリングポート（HTTP
Profiling Port）
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[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [グローバルCDP設定（Global CDP Configuration）]

CiscoDiscoveryProtocol（CDP）は、すべてのシスコ製ネットワーク機器で実行されるデバイス
検出プロトコルです。各デバイスはマルチキャストアドレスに識別メッセージを送信し、他の

デバイスから送信されたメッセージをモニタします。CDPは、デフォルトでイーサネットと、
ブリッジの無線ポートで有効です。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [グロー
バル CDP設定（Global CDP Configuration）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]
の各フィールドについて説明します。

表 67 : [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [グローバルCDP設定テンプレート（Global CDP Configuration Template）]

説明フィールド

コントローラで CDPを有効にするか、無効にするかを選択します。こ
の設定は、WiSM2コントローラには適用できません。

コントローラ上の CDP（CDP on controller）

アクセスポイントでCDPを有効にするか、無効にするかを選択します。AP上のグローバル CDP（Global CDP on
APs）

CDPメッセージが生成される時間を秒単位で入力します。デフォルトは
60です。

更新時間間隔（Refresh-time Interval）

CDPネイバーエントリの期限が切れるまでの時間を秒単位で入力しま
す。デフォルトは 180です。

保留時間（Holdtime）

使用する CDPプロトコルのバージョンを入力します。デフォルトは v1
です。

CDPアドバタイズメントバージョン（CDP
Advertisement Version）

CDPを有効にするイーサネットインターフェイスのスロットを選択し
ます。[イーサネットインターフェイス用の CDP（CDP for Ethernet
Interfaces）]フィールドは、バージョン 7.0.110.2以降のコントローラで
サポートされています。

イーサネットインターフェイススロット

（Ethernet Interface Slot）

CDPを有効にする無線インターフェイスのスロットを選択します。[無
線インターフェイス用の CDP（CDP for Radio Interfaces）]フィールド
は、バージョン7.0.110.2以降のコントローラでサポートされています。

無線インターフェイススロット（Radio
Interface Slot）

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [QoSプロファイル（QoS Profiles）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [QoSプ
ロファイル（QoS Profiles）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールド
について説明します。
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表 68 : [コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [QoSプロファイルテンプレート（QoS Profiles Template）]

説明フィールド

すべてに 0または [オフ（Off）]のデフォルトがありま
す。

（注）ユーザ単位の帯域幅コントラクト（Per-User
Bandwidth Contracts）

UDP以外のトラフィックの平均データレート。平均データレート（Average Data Rate）

UDP以外のトラフィックのピークデータレート。AP上のグローバル CDP（Global CDP on APs）

UDPトラフィックの平均データレート。平均リアルタイムレート（AverageReal-timeRate）

UDPトラフィックのピークデータレート。バーストリアルタイムレート（Burst Real-time
Rate）

無線 QoS設定は、コントローラバージョン 7.0以前の
バージョンに適用できます。

（注）無線 QoS（Over-the-Air QoS）

クライアントに利用可能な最大エア帯域幅。デフォルトは 100 %
です。

APあたりの最大QoSRF使用率（MaximumQoSRF
Usage per AP）

クライアントのクラスのキュー深度。これより大きな値のパケッ

トは、アクセスポイントでドロップされます。

QoSキュー深度（QoS Queue Depth）

有線 QoSプロトコル（Wired QoS Protocol）

802.1Pプライオリティタグをアクティブにするには 802.1Pを選
択し、802.1Pプライオリティフラグを非アクティブにするには
[なし（None）]を選択します。

有線 QoSプロトコル（Wired QoS Protocol）

有線接続の 802.1Pプライオリティタグを 0～ 7の範囲で選択し
ます。このタグは、トラフィックおよび CAPWAPパケットに使
用されます。

802.1Pタグ（802.1P Tag）

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [SNMPコミュニティ（SNMP Community）]

このオプションを使用して、コントローラでのSNMPコミュニティの設定用のテンプレートを
作成または変更します。SNMPコミュニティのみが SNMPv1および v2cに適用されます。
SNMPv3はユーザ名とパスワードを使用します。

このテンプレートの作成に関する基本情報については、『Cisco Prime Infrastructure 3.1 User
Guide』の「Creating Feature-Level Configuration Templates」を参照してください。

SNMPコミュニティ情報を入力する際にアクセスモードオプションを [読み取り専用（Read
Only）]に設定した場合は、このテンプレートを設定した後の Prime Infrastructureにはコント
ローラへの読み取りアクセスのみが備わります。
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[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [トラフィックストリームメトリックのQoS（Traffic Stream Metrics
QoS）]

トラフィックストリームメトリックは、無線 LANでの VoIPに関する一連の統計で、無線
LANの QoSについて報告します。これらの統計は、VoIPシステムにより提供されるエンド
ツーエンドの統計とは異なります。エンドツーエンドの統計は、コールパスからなるすべての

リンクをカバーする、パケット損失および遅延に関する情報を提供します。しかし、トラフィッ

クストリームメトリックは、コールのWLANセグメントだけの統計です。このためシステム
管理者は、音声の問題がWLANによるものであるのか、コールに関与するその他のネットワー
ク要素によるものであるのかを、迅速に判断できます。どのアクセスポイントの QoSが低下
しているかを監視することにより、システム管理者は問題の発生している物理領域を迅速に特

定できます。無線のカバレッジ不足または過度の干渉が根本的な問題である場合は、これが重

要となります。

音声コールの音声品質に影響を与える可能性のある 4つの QoSの値（パケット遅延、パケッ
トジッター、パケット損失、ローミング時間）がモニタされます。このプロセスには、すべて

の無線 LANコンポーネントが関与しています。アクセスポイントおよびクライアントでメト
リックを測定し、アクセスポイントで計測結果を収集してこれらをコントローラに送信しま

す。アクセスポイントでは、90秒ごとにコントローラのトラフィックストリームメトリック
情報を更新し、一度に 10分間分のデータが格納されます。Prime Infrastructureはコントローラ
にメトリックを問い合わせ、[トラフィックストリームメトリックの QoSステータス（Traffic
Stream Metrics QoS Status）]にこれらを表示します。これらのメトリックはしきい値と比較さ
れ、ステータスレベルが決定されます。統計のいずれかのステータスレベルが可（黄色）ま

たは低下（赤）と表示された場合には、管理者は無線 LANの QoSを調査します。

アクセスポイントで測定値を収集するには、トラフィックストリームメトリックがコントロー

ラで有効であることが必要です。

[トラフィックストリームメトリックQoSコントローラ設定（TrafficStreamMetricsQoSController
Configuration）]ページにいくつかの QoS値が示されます。管理者は、音声およびビデオの次
の品質をモニタできます。

•アップストリーム遅延

•アップストリームパケット損失率

•ローミング時間

•ダウンストリームパケット損失率

•ダウンストリーム遅延

パケット損失率（PLR）は音声の明瞭さに影響を与えます。パケット遅延は、明瞭さと接続に
おけるやり取りの品質の両方に影響を与える可能性があります。過度のローミング時間は音声

に望ましくないギャップが生じます。

測定レベルは 3つあります。

• Normal：正常な QoS（緑）

• Fair：一応は満足できる QoS（黄色）
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• Degraded：低下した QoS（赤）

緑、黄色、および赤のアラームレベルを設定する際、システム管理者は何らかの判断を採る必

要があります。考慮すべきファクタは次のとおりです。

• PLRに影響を与える可能性のある干渉および無線のカバレッジを含む環境ファクタ。

•モバイルデバイスでの音声品質に対するエンドユーザの期待およびシステム管理者の要
求（音声品質が低いほど高い PLRが可能）。

•電話により使用されるコーデックの種類が異なると、パケット損失の許容値は異なる。

•すべてのコールがモバイル間のコールとは限らず、そのため、中には無線 LANに関する
PLR要件があまり厳しくないものがある。

[コントローラ（Controller）] > [システム（System）] > [ユーザロール（User Roles）]

このオプションを使用して、ユーザロール設定用のテンプレートを作成または変更します。

ユーザロールは、ネットワークが使用できる帯域幅の量を決定します。ゲストユーザに割り

当てる帯域幅には、4つのQoSレベル（プラチナ、ブロンズ、ゴールドおよびシルバー）を使
用できます。ゲストユーザには、ロール（契約者、顧客、代理店、ベンダー、ビジター、その

他）が事前に割り当てられます。また、それぞれの帯域幅は、管理者により設定されます。こ

れらの役割は、新しいゲストユーザを追加する際に適用できます。

このテンプレートの作成に関する基本情報については、『Cisco Prime Infrastructure 3.1 User
Guide』の「Creating Feature-Level Configuration Templates」を参照してください。

[コントローラ（Controller）] > [WLAN（WLANs）] > [WLANの設定（WLAN Configuration）]

WLANテンプレートを利用すると、複数のコントローラに適用するためのさまざまなWLAN
プロファイルを定義できます。

同じ SSIDのWLANを複数設定できます。この機能によって、同じ無線 LAN内で別のレイヤ
2セキュリティポリシーを割り当てられます。WLAN設定テンプレートを展開すると、イン
ターフェイス/インターフェイスグループ、選択した RADIUSサーバ、LDAPサーバ、ACL名
とルール、および入力インターフェイスが [テンプレートの導入 -準備とスケジュール（Template
Deployment - Prepare and Schedule）]ページに表示されます。

（注）

次の制限は、同じ SSIDで複数のWLANを設定する場合に適用されます。

•同じSSIDのWLANは、クライアントがビーコンおよびプローブ内のアドバタイズされた
情報に基づいてWLANを選択できるように、一意のレイヤ2セキュリティポリシーを持っ
ている必要があります。利用できるレイヤ 2セキュリティポリシーは次のとおりです。

•なし（オープンWLAN）

•静的WEPまたは 802.1

• CKIP
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• WPA/WPA2

• SSIDを共有するWLAN上で Broadcast SSIDを有効にする必要があります。これによっ
て、アクセスポイントがこれらのWLANのプローブ応答を生成できます。

• FlexConnectアクセスポイントは、複数の SSIDをサポートしません。

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN
Configuration）]の各フィールドについて説明します。

• [コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [全般
（General）]

• [コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLANConfiguration）] > [セキュ
リティ（Security）]

• [コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [QoS]

• [コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [詳細
（Advanced）]

• [コントローラ（Controller）] > [WLAN]> [WLANの設定（WLANConfiguration）] > [HotSpot]

[コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [全般（General）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features andTechnologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN]> [WLANの設定（WLAN
Configuration）] > [全般（General）]にある [テンプレートの詳細（TemplateDetail）]の各フィー
ルドについて説明します。
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表 69 : [コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [全般（General）]

説明フィールド

このチェックボックスをオンにし、このWLANが有線 LANかどうかを示します。

ゲストアクセスに指定および設定したイーサネット接続から有線ゲストア

クセスをゲストユーザに設定するかどうかを指定します。有線ゲストアク

セスポートは、ゲストのオフィスまたは会議室の特定のポートで使用でき

ます。ロビーアンバサダーポータルを使用してアカウントがネットワーク

に追加されます。出力インターフェイスまたは入力インターフェイスの設

定は、有線 LANのみで使用できます。

（注）

[タイプ（Type）]ドロップダウンリストを使用して、有線LANのタイプを選択しま
す。

• [ゲスト LAN（Guest LAN）]：この有線 LANがゲスト LANであることを示しま
す。[ゲストLAN（GuestLAN）]オプションを選択した場合、任意のゲストLAN
に割り当てられていない出力インターフェイスを選択する必要があります。

• [リモート LAN（Remote LAN）]：有線 LANがリモート LANであることを示し
ます。

有線 LAN（Wired LAN）

WLANまたはゲスト LANを示す [プロファイル名（Profile Name）]テキストボック
スに名前を入力します。入力する名前には、スペースを使用しないでください。

プロファイル名（ProfileName）

WLAN SSIDの名前を入力します。SSIDは、ゲスト LANには必要ありません。

同じ SSIDのWLANは、クライアントがビーコンおよびプローブ内のアドバタイズ
された情報に基づいてWLANを選択できるように、一意のレイヤ 2セキュリティポ
リシーを持っている必要があります。

SSID

[ステータス（Status）]フィールドで [有効（Enable）]チェックボックスをオンにし
ます。

ステータス(Status)

WLANに識別子を指定するには、このチェックボックスをオンにします。

WLAN識別子（整数）を入力するには、[WLAN ID]テキストボックスを使用しま
す。

WLAN IDの設定（Cigure Wlan
Id）

[セキュリティ（Security）]タブで行った変更は、テンプレートを保存した後に表示
されます。

セキュリティポリシー（Security
Policies）

すべて（802.11a/b/g/n）、802.11aのみ、802.11gのみ、802.11b/gのみ、または802.11a/g
のみに適用するWLANポリシーを設定します。

無線ポリシー（Radio Policy）

[コントローラ（Controller）] > [インターフェイス（Interfaces）]モジュールで作成し
たインターフェイスの利用可能な名前を選択します。

インターフェイス/インターフェ
イスグループ（Interface/Interface
Group）
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説明フィールド

[有効（Enable）]チェックボックスをオンにし、マルチキャスト VLAN機能を有効
にします。

[マルチキャストVLANインターフェイス（MulticastVLAN Interface）]ドロップダウ
ンリストから、適切なインターフェイス名を選択します。このリストは、マルチキャ

スト VLAN機能を有効にすると自動的に読み込まれます。

マルチキャスト VLAN
（Multicast VLAN）

このWLANについて SSIDブロードキャストをアクティブ化する場合にオンにしま
す。

ブロードキャスト SSID
（Broadcast SSID）

[コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [セキュリティ（Security）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features andTechnologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN]> [WLANの設定（WLAN
Configuration）] > [セキュリティ（Security）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]
の各フィールドについて説明します。

表 70 : [コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [セキュリティ（Security）]

説明フィールド

レイヤ 2

レイヤ 2の選択はありません。

• [FT有効（FT Enable）]：アクセスポイント間の高速移行（FT）を有効にする場合は、この
チェックボックスをオンにします。

高速移行は FlexConnectモードではサポートされません。（注）

[DS経由（Over the DS）]：分散システム（DS）での高速移行を有効にする場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。

[再アソシエーションタイムアウト（Reassociation Timeout）]：高速移行の再関連付けがタイムア
ウトするまでの時間（秒単位）。デフォルトは 20秒です。有効な範囲は 1～ 100です。

[DS経由（Over the DS）]または [再アソシエーションタイムアウト（Reassociation Timeout）]を
有効にするには、高速移行を有効にする必要があります。

なし

WEP 802 1Xデータ暗号化タイプ。

• 40/64ビットキー

• 104ビットキー

• 152ビットキー

802.1X
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説明フィールド

静的WEP暗号化フィールド：

• [キーサイズ（Key sizes）]：設定なし、40/64、104および 152ビットキーサイズ

• [キーインデックス（Key Index）]：1～ 4。

• [暗号化キー（Encryption Key）]：暗号キーは必須です。

• [キー形式（Key Format）]：ASCIIまたは HEX

• [許容共有キー認証（Allowed Shared Key Authentication）]：チェックボックスをオンにする
と、共有キー認証が有効になります。

選択した形式に関係なく、セキュリティ上の理由で、ASCIIのみがWLC（および Prime
Infrastructure）に表示されます。そのため、自動プロビジョニング時にテンプレートを使用して
も、別のコントローラの設定を複製できません。検出されたテンプレートが別のデバイスに適用

される場合、テンプレートでもう一度キー形式を設定する必要があります。

静的WEP

この設定により、静的WEPと 802.1Xの両方のポリシーを有効にします。このオプションを選択
すると、静的WEPと 802.1Xのフィールドがページの下部に表示されます。

静的WEP暗号化フィールド：

• [キーサイズ（Key sizes）]：設定なし、40/64、104および 152ビットキーサイズ

• [キーインデックス（Key index）]：1～ 4。

• [暗号化キー（Encryption Key）]：暗号キーを入力します。

• [キー形式（Key Format）]：ASCIIまたは HEX

• [許容共有キー認証（Allowed SharedKeyAuthentication）]：チェックボックスをオンにすると
有効になります。

• 802.1データ暗号化：40/64ビットキー、104ビットキー、152ビットキー

静的WEP-802.1X
（Static
WEP-802.1X）
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説明フィールド

Cisco Key Integrity Protocol（CKIP）。Ciscoのアクセスポイントは、ビーコンおよびプローブの
応答パケットで CKIPのサポートをアドバタイズします。CKIPは、Aironet IEがWLANで有効な
場合にだけ設定できます。

CKIPは 10xx APではサポートされていません。（注）

選択すると、これらの CKIPフィールドが表示されます。

• [キーサイズ（Key size）]：設定なし、40または 104

• [キーインデックス（Key Index）]：1～ 4。

• [暗号化キー（Encryption Key）]：暗号キーを指定します。

• [キー形式（Key Format）]：ASCIIまたは HEX

選択した形式に関係なく、セキュリティ上の理由で、ASCIIのみがWLC（およびPrime
Infrastructure）に表示されます。そのため、自動プロビジョニング時にテンプレートを
使用しても、別のコントローラの設定を複製できません。検出されたテンプレートが別

のデバイスに適用される場合、テンプレートでもう一度キー形式を設定する必要があり

ます。

（注）

[MMHモード（MMHMode）]：チェックボックスをオンにすると有効になります。

[キーの並べ替え（Key Permutation）]：チェックボックスをオンにすると有効になります。

CKIP

MACアドレスでクライアントをフィルタリングする場合にオンにします。

MACフィルタリスト内で指定されていなくてもコントローラに接続できるのは、メッ
シュアクセスポイントだけです。

（注）

4.1.82.0以前のリリースでは、メッシュアクセスポイントはMACフィルタリストで定
義されていない限り、コントローラに接続しません。

（注）

新しく追加されたアクセスポイントがコントローラに接続できるようにするには、MACフィル
タリストを無効にします。MACフィルタリストを再度有効にする前に、新しいアクセスポイン
トのMACアドレスを入力する必要があります。

MACフィルタリン
グ（MAC
Filtering）

目的の種類の認証キー管理を選択します。802.1X、CCKMまたは PSKを選択できます。

PSKを選択した場合は、共有キーと種類（ASCIIまたは 16進数）を入力する必要があ
ります。

（注）

選択した形式に関係なく、セキュリティ上の理由で、ASCIIのみがWLC（およびPrime
Infrastructure）に表示されます。そのため、自動プロビジョニング時にテンプレートを
使用しても、別のコントローラの設定を複製できません。検出されたテンプレートが別

のデバイスに適用される場合、テンプレートでもう一度キー形式を設定する必要があり

ます。

（注）

Authentication Key
Management（認証
キー管理）

レイヤ 3
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説明フィールド

[なし（None）]または [VPNパススルー（VPN Pass Through）]のいずれかを選択します。

VPNパススルーオプションは、2106シリーズおよび 5500シリーズのコントローラで
は使用できません。

（注）

レイヤ 3セキュリ
ティ（Layer 2
Security）
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説明フィールド

Webポリシー
（Web Policy）
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説明フィールド

デフォルトのスタティックWEP（Web認証）を変更するか、または特定のWeb認証（ログイン、
ログアウト、ログイン失敗）ページとサーバソースを割り当てることができます。

1. スタティックWEPをパススルーに変更するには、[Webポリシー（WebPolicy）]チェックボッ
クスをオンにして、ドロップダウンリストから [パススルー（Passthrough）]オプションを選
択します。これでユーザは、ユーザ名やパスワードを入力しなくてもネットワークにアクセ

スできます。

[電子メールの入力（Email Input）]チェックボックスが表示されます。ユーザがネットワークに
接続しようとしたとき、電子メールアドレスの入力を求める場合は、このチェックボックスをオ

ンにします。

1. [MACフィルタ失敗時のWeb認証（WebAuth on MAC Filter Failure）]オプションをオンにす
ると、クライアントがMACフィルタで失敗すると、自動的にwebAuthに切り替えられます。

[MACフィルタ失敗時のWeb認証（WebAuth onMAC Filter Failure）]オプションは、[レ
イヤ 2 Macフィルタリング（Layer 2 Mac Filtering）]オプションが有効な場合だけ機能
します。

（注）

1. カスタムなWeb認証ページを指定するには、[グローバルWeb認証の設定（Global WebAuth
Configuration）]の [有効（Enable）]チェックボックスをオフにします。

[Web認証タイプ（Web Auth Type）]ドロップダウンリストが表示されたら、次のいずれかのオ
プションを選択して、無線ゲストユーザ用のWebログインページを定義します。

• [デフォルト内部（Default Internal）]：コントローラのデフォルトWebログインページを表
示します。これがデフォルト値です。

• [カスタマイズされたWeb認証（Customized Web Auth）]：カスタムWebログインページ、
ログイン失敗ページ、およびログアウトページを表示します。カスタマイズオプションを

選択した場合は、ログインページ、ログイン失敗ページ、およびログアウトページを選択

するための 3つのドロップダウンリストが表示されます。これら 3つすべてのオプションに
ついてカスタマイズページを定義する必要はありません。カスタマイズしたページを表示し

ないオプションに対しては、該当するドロップダウンリストで [なし（None）]を選択しま
す。

•これらのオプションのログインページ、ログイン失敗ページ、ログアウトページは、
webauth.tarファイルとしてコントローラにダウンロードされます。

• [外部（External）]：認証のためにユーザを外部サーバにリダイレクトします。このオプショ
ンを選択する場合、[URL]テキストボックスに外部サーバの URLも入力する必要がありま
す。

外部Web認証は、2106および 5500シリーズコントローラではサポートされてい
ません。

（注）

•外部認証を行う場合は、[セキュリティ（Security）] > [AAA]ページで特定のRADIUSサーバ
または LDAPサーバを選択できます。
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説明フィールド

（注） [セキュリティ（Security）] > [AAA]ページで選択できるように、RADIUSサーバと
LDAPサーバを事前に設定しておく必要があります。[RADIUS認証サーバ（RADIUS
Authentication Servers）]ページ、[TACACS+認証サーバ（TACACS+ Authentication
Servers）]ページでこれらのサーバを設定できます。

[Web認証タイプ（Web Authentication Type）]で [外部（External）]を選択した場合は、[セ
キュリティ（Security）] > [AAA]を選択し、ドロップダウンリストから RADIUSサーバと
LDAPサーバを 3つまで選択します。

2番目の（アンカー）コントローラがネットワークで使用中の場合は、このプロセスを繰り
返します。

AAAサーバ（AAA
Server）

WLANに設定されている動的インターフェイスを経由してクライアントが認証要求を送信する場
合にオンにします。[Radiusサーバ上書きインターフェイス（Radius Server Overwrite Interface）]
オプションを有効にすると、WLCは、そのWLANで設定されているダイナミックインターフェ
イスを使用して、WLANのすべての RADIUSトラフィックを送信します。

[診断チャネル（DiagnosticChannel）]が有効な場合、[Radiusサーバ上書きインターフェ
イス（Radius Server Overwrite Interface）]を有効にすることはできません。

（注）

[Radiusサーバ上書きインターフェイス（Radius Server Overwrite Interface）]オプション
は、コントローラバージョン 7.0.x以降でサポートされます。

（注）

[有効（Enable）]チェックボックスをオンにし、RADIUSおよび LDAPサーバセクションのド
ロップダウンリストを使用して、認証およびアカウンティングサーバを選択します。これによっ

て、指定したWLANのデフォルトの RADIUSサーバが選択され、ネットワークに対して設定さ
れているRADIUSサーバは上書きされます。3つすべてのRADIUSサーバが特定の 1つのWLAN
に対して設定されている場合、優先順位はサーバ 1が最も高くなります。

LDAPサーバをここで選択しないと、Prime Infrastructureはデータベースのデフォルトの LDAP
サーバ順序を使用します。

Radiusサーバ上書
きインターフェイ

ス（Radius Server
Overwrite
Interface）

RADIUSサーバアカウンティングの暫定アップデートを有効にする場合はオンにします。この
チェックボックスをオンにした場合、[暫定インターバル（InterimInterval）]値を指定します。範
囲は 180～ 3600秒で、デフォルト値は 0です。

[暫定インターバル（Interim Interval）]は、[暫定アップデート（Interim Update）]を有
効にした場合にのみ入力できます。

（注）

暫定アップデート

（Interim Update）

有効にする EAPプロファイルをすでに設定している場合は、[ローカルEAP認証（Local EAP
Authentication）]チェックボックスをオンにします。ローカル EAPは、ユーザと無線クライアン
トがローカルで認証できる認証メソッドです。この方式は、バックエンドシステムが妨害された

り、外部認証サーバがダウンした場合でも、ワイヤレスクライアントへの接続を維持できるよう

に、リモートオフィスで使用する目的で設計されています。

ローカル EAP認証
（Local EAP
Authentication）
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説明フィールド

AAAオーバーライドを有効にした場合で、クライアントにおいて AAAとコントローラWLAN
認証フィールドが競合しているときは、クライアント認証は AAAサーバにより行われます。こ
の認証の一部として、オペレーティングシステムはクライアントをデフォルトのCiscoWLANソ
リューションから、AAAサーバにより返され、コントローラのインターフェイス設定で事前定義
された VLANに移動します（MACフィルタリング、802.1X、またはWPA動作用に設定されて
いる場合のみ）。すべての場合において、オペレーティングシステムはまた、QoS、およびAAA
サーバにより提供される ACLがコントローラインターフェイス設定で事前に定義されている限
り、これらを使用します。（このAAAオーバーライドによるVLANスイッチングは、IDネット
ワーキングとも呼ばれます）。

たとえば、企業のWLANが主にVLAN2に割り当てられた管理インターフェイスを使用し、AAA
オーバーライドが VLAN 100へのリダイレクトを返す場合、物理ポートが VLAN 100に割り当て
られているかどうかは関係なく、オペレーティングシステムは、すべてのクライアント転送を

VLAN 100にリダイレクトします。

AAAオーバーライドを無効にすると、コントローラの認証パラメータ設定がすべてのクライアン
ト認証においてデフォルトで使用され、コントローラWLANにクライアント固有の認証パラメー
タがない場合は、AAAサーバのみによって認証が実行されます。

AAAオーバーライド値は、たとえば RADIUSサーバから取り込まれます。

AAAオーバーライ
ドを許可（Allow
AAA Override）

[コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [QoS]

次の表で、[設計（Design）] > [設定（Configuration）] > [機能設計（Feature Design）] > [機能と
テクノロジー（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLAN
の設定（WLAN Configuration）] > [QoS]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各
フィールドについて説明します。

表 71 : [コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [QoS]

説明フィールド

Platinum（音声）、Gold（ビデオ）、Silver（ベストエフォート）、またはBronze
（バックグラウンド）を選択します。VoIPなどのサービスはGoldに設定する必要
がありますが、テキストメッセージなど差別的ではないサービスは Bronzeに設定
できます。

Quality of Service（QoS）

ユーザごとのデータレートユーザ単位のレート制限のオー

バーライド（Override Per-User
Rate Limits）

[平均データレート（Average Data Rate）]テキストボックスに Kbps単位でレート
を入力して、ユーザごとまたは SSIDごとの TCPトラフィックの平均データレー
トを定義します。値 0は、プロファイルに帯域幅の制限を課しません。

平均データレート（Average Data
Rate）
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説明フィールド

[バーストデータレート（Burst Data Rate）]テキストボックスに Kbps単位でレー
トを入力して、ユーザごとまたは SSIDごとの TCPトラフィックのピークデータ
レートを定義します。値0は、プロファイルに帯域幅の制限を課しません。バース
トデータレートは平均データレート以上でなければなりません。それ以外の場

合、QoSポリシーにより、ワイヤレスクライアントとのトラフィックがブロック
されることがあります。

バーストデータレート（Burst
Data Rate）

[平均リアルタイムレート（Average Real-Time Rate）]テキストボックスにKbps単
位でレートを入力して、ユーザごとまたは SSIDごとの UDPトラフィックの平均
リアルタイムレートを定義します。値 0は、プロファイルに帯域幅の制限を課し
ません。

平均リアルタイムレート

（Average Real-Time Rate）

[バーストリアルタイムレート（Burst Real-Time Rate）]テキストボックスに Kbps
単位でレートを入力して、ユーザごとまたはSSIDごとのUDPトラフィックのピー
クリアルタイムレートを定義します。値 0は、プロファイルに帯域幅の制限を課
しません。バーストリアルタイムレートは平均リアルタイムレート以上でなけれ

ばなりません。それ以外の場合、QoSポリシーにより、ワイヤレスクライアント
とのトラフィックがブロックされることがあります。

バーストリアルタイムレート

（Burst Real-Time Rate）

SSIDごとのデータレートSSID単位のレート制限のオーバー
ライド（Override Per-SSID Rate
Limits）

[平均データレート（Average Data Rate）]テキストボックスに Kbps単位でレート
を入力して、ユーザごとまたは SSIDごとの TCPトラフィックの平均データレー
トを定義します。値 0は、プロファイルに帯域幅の制限を課しません。

平均データレート（Average Data
Rate）

[バーストデータレート（Burst Data Rate）]テキストボックスに Kbps単位でレー
トを入力して、ユーザごとまたは SSIDごとの TCPトラフィックのピークデータ
レートを定義します。値0は、プロファイルに帯域幅の制限を課しません。バース
トデータレートは平均データレート以上でなければなりません。それ以外の場

合、QoSポリシーにより、WLANのトラフィックがブロックされる場合がありま
す。

バーストデータレート（Burst
Data Rate）

[平均リアルタイムレート（Average Real-Time Rate）]テキストボックスにKbps単
位でレートを入力して、ユーザごとまたは SSIDごとの UDPトラフィックの平均
リアルタイムレートを定義します。値 0は、プロファイルに帯域幅の制限を課し
ません。

平均リアルタイムレート

（Average Real-Time Rate）

[バーストリアルタイムレート（Burst Real-Time Rate）]テキストボックスに Kbps
単位でレートを入力して、ユーザごとまたはSSIDごとのUDPトラフィックのピー
クリアルタイムレートを定義します。値 0は、プロファイルに帯域幅の制限を課
しません。バーストリアルタイムレートは平均リアルタイムレート以上でなけれ

ばなりません。それ以外の場合、QoSポリシーにより、WLANのトラフィックが
ブロックされる場合があります。

バーストリアルタイムレート

（Burst Real-Time Rate）
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説明フィールド

[無効（Disabled）]、[許可（Allowed）]（クライアントがWLANと通信できるよう
にする）、または [必須（Required）]（クライアントが通信でWMMを有効にする
ことを必須とする）を選択します。

WMMポリシー（WMM Policy）

Cisco 7920電話でのサポートを有効にする場合はオンにします。

7920電話でWLANに旧バージョンのソフトウェアをサポートさせる場合は、[7920
クライアントCAC（7920Client CAC）]チェックボックスをオンにして有効にしま
す。コールアドミッション制御（CAC）の制限は、より新しいバージョンのソフ
トウェアのアクセスポイントで設定されます。

7920 AP CAC（7920 AP CAC）

[コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [詳細（Advanced）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features andTechnologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN]> [WLANの設定（WLAN
Configuration）] > [詳細（Advanced）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各
フィールドについて説明します。

表 72 : [コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [詳細（Advanced）]

説明フィールド

FlexConnectローカルスイッチングを有効にする場合はオンにします。FlexConnectローカル
スイッチングを有効にすると、FlexConnectアクセスポイントは、クライアント認証を処理
し、クライアントデータパケットをローカルにスイッチングします。

FlexConnectローカルスイッチングは、Cisco 1130/1240/1250シリーズのアクセスポイントに
対してだけ適用可能です。これは、L2TPまたは PPTP認証ではサポートされていません。ま
た、WLAN ID 9～ 16には適用できません。

[VLAN ID]：VLAN IDとして有効な 1～ 4094の範囲の値を入力します。このフィールドは、
[WLANの設定（WLANConfiguration）] > [一般（General）]タブの [LANタイプ（LANType）]
ドロップダウンリストで [ゲストLAN（Guest LAN）]を選択した場合のみ表示されます。

FlexConnectローカル
スイッチング

（FlexConnect Local
Switching）

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
104

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照

[コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [詳細（Advanced）]



説明フィールド

FlexConnectローカル認証を有効にする場合はオンにします。

ローカル認証は、ラウンドトリップ遅延が 100 msを超えず、最大伝送ユニット（MTU）が
500バイトを下回らない、最小帯域幅が 128 kbpsのリモートオフィス設定の基準を維持でき
ない場合に役立ちます。ローカルスイッチングでは、認証機能はアクセスポイント自体に存

在します。そのため、ローカル認証によって、ブランチオフィスの遅延要件が軽減されま

す。

ローカル認証は、ローカルスイッチングモードの FlexConnect APのWLANのみで
有効にできます。

（注）

ローカル認証は、次のシナリオではサポートされません。

•ゲスト認証は、FlexConnectローカル認証を有効にしたWLANで実行できません。

• RRM情報は、FlexConnectローカル認証を有効にしたWLANのコントローラでは使用不
可です。

•ローカル RADIUSはサポートされません。

•クライアントが認証されると、グループのWLCおよびその他の FlexConnectでクライア
ント情報が更新された後で、ローミングがサポートされます。

FlexConnectローカル認
証（FlexConnect Local
Auth）

ハイブリッドREAPローカルスイッチングを有効にすると、[クライアントIPアドレスの学習
（Learn Client IP Address）]チェックボックスがデフォルトで有効になります。ただし、クラ
イアントがFortressレイヤ2暗号化を使用するように設定されている場合は、コントローラが
そのクライアント IPアドレスを知ることができないので、コントローラはクライアントの接
続を定期的に切断します。コントローラがクライアント IPアドレスを知らなくてもクライア
ント接続を維持できるように、このオプションを無効にしてください。このオプションを無

効にできるのは、ハイブリッド REAPローカルスイッチングを行うように設定されていると
きだけです。ハイブリッド REAP中央スイッチングを行う場合は、無効にすることはできま
せん。

クライアント IPアドレ
スの学習（Learn Client
IP Address）

選択して診断チャネル機能を有効にするか、そのままにして機能を無効にします。診断チャ

ネル機能により、WLANとのクライアント通信に関する問題のトラブルシューティングが可
能になります。問題のあるクライアントにより診断チャネルが開始されると、通信への障害

物が最も少なく、最も堅牢な通信方法が提供されます。

診断チャネル

（Diagnostic Channel）

このWLANの Aironet情報要素（IE）のサポートを有効にする場合はオンにします。Aironet
IEのサポートが有効になっている場合、アクセスポイントは、Aironet IE 0x85（アクセスポ
イント名、ロード、アソシエートされたクライアントの番号などを含む）をこのWLANの
ビーコンやプローブ応答に格納して送信します。また、アクセスポイントが再アソシエー

ション要求内の Aironet IE 0x85を受信する場合、コントローラは、Aironet IEs 0x85および
0x95（コントローラの管理 IPアドレスおよびアクセスポイントの IPアドレスを含む）を再
アソシエーション要求に格納して送信します。

Aironet IE
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説明フィールド

[IPv6]チェックボックスをオンにします。同じWLAN上で IPv6ブリッジおよび IPv4 Web認
証を設定できます。

IPv6

クライアントセッションが再認可を必要とせずに続行できる最大時間を設定する場合はオン

にします。

セッションのタイムア

ウト（Session
Timeout）

このWLANでCoverageHoldDetection（CHD）を有効または無効にするか選択します。デフォ
ルトでは、CHDは、コントローラのすべてのWLANで有効です。WLANでCHDを無効にし
た場合、カバレッジホールの警告はコントローラに送信されますが、カバレッジホールを解

消するためのそれ以外の処理は行われません。この機能は、モバイル利用率の高いゲストが

短期間だけネットワークに接続するゲストWLANで役に立ちます。

カバレッジホールの検

出（Coverage Hole
Detection）

[インターフェイス ACLのオーバーライド（Override Interface ACL）]ドロップダウンリスト
は、定義済みのアクセスコントロールリスト（ACL）のリストを提供します。リストから
ACLを選択すると、WLANはそのACLをWLANに関連付けます。ACLの選択はオプション
で、このフィールドのデフォルトは、[なし（None）]です。

インターフェイスACL
のオーバーライド

（Override Interface
ACL）

すべてのWLANにステータスを適用するのではなく、WLANごとにピアツーピアブロック
を設定できます。[ピアツーピアブロッキング（Peer to Peer Blocking）]ドロップダウンリス
トから、次のいずれかを選択します。

• [無効（Disable）]：ピアツーピアブロッキングは無効にされています。トラフィックは
可能な場合はローカルでブリッジされます。

• [ドロップ（Drop）]：パケットは破棄されます。

• [転送アップストリーム（Forward Up Stream）]：パケットはアップストリーム VLAN上
に転送され、そのパケットをどうするかが決定されます。

ローカルでスイッチされるクライアントの場合、転送アップストリームはバージョ

ン 7.2.xのコントローラからのドロップと同じになります。
（注）

WLANのFlexConnectローカルスイッチングが有効になっている（トラフィックがコントロー
ラを通過するのを防ぐ）場合は、このドロップダウンリストが灰色になります。

ピアツーピアブロッキングは、マルチキャストトラフィックには適用されません。（注）

ピアツーピアブロッキ

ング（Peer to Peer
Blocking）
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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。

• [無効（Disabled）]：WLANのWi-Fi Directクライアントポリシーを無効にして、すべて
のWi-Fi Direct対応クライアントを認証解除します。デフォルトは [無効（Disabled）]で
す。

• [許可（Allow）]：Wi-Fi DirectクライアントとインフラストラクチャWLANとのアソシ
エーションを許可します。

• [禁止（Not-Allow）]：Wi-Fi DirectクライアントとインフラストラクチャWLANとのア
ソシエーションを禁止します。

Wi-Fi Directクライアントポリシーは、ローカルモードの APが含まれるWLANの
みに適用できます。

（注）

Wi-Fi Directクライアントポリシーは、バージョン 7.2.x以降のコントローラのみに
適用できます。

（注）

Wi-FiDirectクライアン
トポリシー（Wi-Fi
Direct Clients Policy）

自動的なクライアントの除外を有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。

クライアントの除外を有効にする場合、無効となるクライアントマシンのタイムアウト値を

秒単位で設定することも必要です。クライアントマシンはMACアドレスで除外され、その
ステータスは監視できます。0のタイムアウト設定は、クライアントを再度有効にするには
管理制御が必要であることを示します。

セッションのタイムアウトが設定されていない場合、除外されたクライアントはそ

のまま残り、除外された状態からタイムアウトすることはありません。除外機能が

無効であることを意味するのではありません。

（注）

クライアント除外

[最大クライアント数（MaximumClients）]テキストボックスに、WLANに関連付けられるク
ライアントの最大数を入力します。値の範囲は 0～ 7000です。デフォルト値は 0です。

値を 0にすると、WLANに関連付けられるクライアント数が無限になります。（注）

パッシブクライアント

（Passive Client）

[スタティック IPトンネリング（Static IP Tunneling）]チェックボックスをオンにして、スタ
ティック IPクライアントのダイナミックアンカリングを有効にします。

スタティック IPトンネ
リング（Static IP
Tunneling）

この機能により、アクセスポイントは音声コールの確立、終了、および失敗を検出し、それ

をコントローラおよび Prime Infrastructureにレポートできます。WLANごとに有効化または
無効化できます。

メディアセッションスヌーピングが有効な場合、このWLANをアドバタイズするアクセス
ポイント無線は、Session Initiation Protocol（SIP）音声パケットをスヌープします。ポート番
号 5060に宛てた、またはポート番号 5060からのパケットはいずれも、詳細検査の対象とし
て考慮されます。アクセスポイントは、Wi-Fiマルチメディア（WMM）および非WMMク
ライアントがコールを確立中か、すでにアクティブなコール上にあるか、またはコールの終

了処理中であるかをトラッキングし、コントローラに対して主要なコールイベントを通知し

ます。

メディアセッションス

ヌーピング（Media
Session Snooping）
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説明フィールド

[KTSベースの CAC（KTS based CAC）]チェックボックスをオンにして、WLANごとの KTS
ベース CACサポートを有効にします。

WLCは、TSPECベースの CACおよび SIPベースの CACをサポートします。ただし、異な
る CACのプロトコルで稼働する特定の電話があります。これらは、KTS（Key Telephone
System）をベースとします。CACおよび KTSベースの SIPクライアントをサポートするに
は、WLCはこのプロトコルの一部として、特定のその他のメッセージを処理して送信するこ
とに加えて、これらのクライアントからの帯域幅要求メッセージを理解して処理し、AP無線
上に要求された帯域幅を割り当てる必要があります。

KTSCAC設定は、コントローラソフトウェアリリース7.2.xを実行するCisco5508、
7500、WISM2、2500コントローラのみでサポートされています。この機能は、Cisco
4400シリーズコントローラではサポートされません。

（注）

KTSベースの CAC
（KTS based CAC）

[SNMP NAC]または [Radius NAC]を選択します。検出された SIPエラーにより、クライアン
トのトラブルシューティングおよびアラーム画面に表示されるトラップが生成されます。コ

ントローラはアウトオブバンドの NACアプライアンスと統合できます。NACアプライアン
スは、クライアントが分析および解除されるまでデータパス内に保持されます。アウトオブ

バンドモードでは NACアプライアンスのトラフィック負荷が削減されるので、NAC処理の
集中化が可能になります。

NAC状態（NAC
State）

Off-Channel Scanning Deferは、ノイズや干渉など代替チャネル選択に関する情報を収集する
RRMを使用するときに重要となります。また、Off-Channel Scanning Deferは、不正検出を行
います。Off-Channel Scanning Deferを提供する必要があるデバイスは、可能な限り、同じ
WLANを使用する必要があります。このようなデバイスが多くある場合（この機能を使用し
て Off-Channel Deferスキャンが完全に無効化されている可能性があります）、モニタアクセ
スポイントや、このWLANが割り当てられていない同じ位置にあるその他のアクセスポイ
ントなど、代わりにローカル APで Off-Channel Scanning Deferを実装する必要があります。

QoSポリシー（ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ）のWLANへの割り当ては、クラ
イアントからアップリンクでどのように受信されたかに関係なく、パケットがアクセスポイ

ントからのダウンリンク接続でどのようにマーキングされるかに影響します。UP=1,2は最低
の優先順位で、UP=0,3はその次に高い優先順位です。各QoSポリシーのマーキング結果は次
のとおりです。

•ブロンズは、すべてのダウンリンクトラフィックを UP=1にマーキングします。

•シルバーは、すべてのダウンリンクトラフィックを UP=0にマーキングします。

•ゴールドは、すべてのダウンリンクトラフィックを UP= 4にマーキングします。

•プラチナは、すべてのダウンリンクトラフィックを UP= 6にマーキングします。

優先順位引数をクリックして [スキャン延期優先順位（Scan Defer Priority）]を設定し、[ス
キャン延期間隔（ScanDefer Interval）]テキストボックスに時間をミリ秒単位で設定します。
有効な値は 0～ 60000です。デフォルト値は、100ミリ秒です。

スキャン延期優先順位

（Scan Defer Priority）
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説明フィールド

802.11a/nネットワークおよび 802.11b/g/nネットワークの場合、Lightweightアクセスポイン
トは、Delivery Traffic IndicationMap（DTIM）と同期する一定間隔でビーコンをブロードキャ
ストします。アクセスポイントでビーコンがブロードキャストされると、DTIM期間で設定
した値に基づいて、バッファされたブロードキャストフレームおよびマルチキャストフレー

ムが送信されます。この機能により、ブロードキャストデータやマルチキャストデータが予

想されると、適切なタイミングで省電力クライアントを再起動できます。

通常、DTIMの値は 1（ブロードキャストフレームおよびマルチキャストフレームはビーコ
ンのたびに送信）または 2（ビーコン 1回おきに送信）のいずれかに設定されます。たとえ
ば、802.11a/nまたは 802.11b/g/nのネットワークのビーコン期間が 100msで DTIM値が 1に
設定されていると、アクセスポイントは、バッファされたブロードキャストフレームおよび

マルチキャストフレームを毎秒 10回送信します。ビーコン期間が 100msで DTIM値が 2に
設定されていると、アクセスポイントは、バッファされたブロードキャストフレームおよび

マルチキャストフレームを毎秒 5回送信します。ブロードキャストフレームおよびマルチ
キャストフレームの頻度を考慮して、VoIPを含むアプリケーションに適したいずれかの設定
を使用できます。

ただし、802.11a/nまたは 802.11b/g/nのすべてのクライアントで省電力モードが有効になって
いる場合は、DTIM値を最大 255まで設定できます（ブロードキャストフレームおよびマル
チキャストフレームは 255回のビーコンで 1回送信）。クライアントは DTIM期間に達した
ときのみリッスンする必要があるため、ブロードキャストとマルチキャストをリッスンする

頻度を少なく設定することで、結果的にバッテリー寿命を長くできます。たとえば、ビーコ

ン期間が 100msで DTIM値が 100に設定されていると、アクセスポイントは、バッファされ
たブロードキャストフレームおよびマルチキャストフレームを 10秒おきに送信するので、
省電力クライアントを再起動してブロードキャストとマルチキャストをリッスンするまでの

スリープ時間が長くなり、結果的にバッテリー寿命が長くなります。

多くのアプリケーションでは、ブロードキャストメッセージとマルチキャストメッセージと

の間隔を長くすると、プロトコルとアプリケーションのパフォーマンスが低下します。省電

力クライアントをサポートしている 802.11a/nネットワークおよび 802.11b/g/nネットワーク
では、DTIM値を小さく設定することを推奨します。

[DTIM期間（DTIM Period）]の下の [802.11a/n]フィールドと [802.11b/g/n]フィールドに 1～
255までの値を入力します。デフォルト値は1（ブロードキャストフレームおよびマルチキャ
ストフレームはビーコンのたびに送信）です。

DTIM期間（DTIM
Period）
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説明フィールド

DHCPサーバを上書きするには、このチェックボックスをオンにします。別のフィールドが
表示されます。このフィールドにDHCPサーバの IPを入力します。一部のWLAN設定では、
これは必須です。有効な 3つの設定は、次のとおりです。

• [DHCP必須かつ有効な DHCPサーバ IPアドレス（DHCP Required and a valid DHCP server
IP address）]：すべてのWLANクライアントはDHCPサーバから IPアドレスを取得しま
す。

• [DHCP不要かつ有効な DHCPサーバアドレス（DHCP is not required and a valid DHCP
server address）]：すべてのWLANクライアントは、DHCPサーバから IPアドレスを取
得するか、スタティック IPアドレスを使用します。

• [DHCP不要かつ DHCPサーバ IPアドレス 0.0.0.0（DHCP not required and DHCP server IP
address 0.0.0.0）]：すべてのWLANクライアントは強制的にスタティック IPアドレスを
使用します。すべての DHCP要求はドロップされます。

DHCPのアドレス割り当てを要求した後にDHCPサーバの IPアドレスの入力を選択できませ
ん。

DHCPサーバ（DHCP
Server）

このWLANに関連付けられたアクセスポイントによって送信された 802.11管理フレームの
署名生成を有効にする場合はオンにします。署名生成によって、侵入者による送信された管

理フレームへの変更が、確実に検出および報告されます。

MFP署名生成（MFP
Signature Generation）

コントローラの個々のWLANの設定に [有効（Enabled）]、[無効（Disabled）]、または [必須
（Required）]を選択します。インフラストラクチャMFPが有効でない場合、このドロップ
ダウンリストは使用できません。

[有効（Enabled）]パラメータは、WLCグラフィカルユーザインターフェイスの
[MFPクライアント保護（MFP Client Protection）]ドロップダウンリストで選択す
る [オプション（Optional）]パラメータと同じです。

（注）

クライアント側MFPは、Cisco Compatible Extensions（バージョン 5以降）クライア
ントをサポートするよう設定されているWLANでだけ使用でき、WPA2が最初に
設定されている必要があります。

（注）

MFPクライアント保護
（MFP Client
Protection）

ビーコン間隔の値を 1～ 255の範囲で入力します。コントローラは、間隔として入力された
値に基づいて、このWLANの DTIMパケットを送信します。

DTIM設定は、ゲスト LANには適していません。（注）

DTIM期間（DTIM
Period）

WLANに関連付けられたすべてのクライアントのプロファイリングを有効または無効にする
場合は、このチェックボックスをオンにします。

FlexConnectローカル認証では、クライアントプロファイリングはサポートされて
いません。

（注）

クライアントプロファイリングは、[DHCPアドレス割り当て（DHCP Address
Assignment）]チェックボックスをオンにした場合のみ設定できます。

（注）

ローカルクライアント

プロファイリング

（Local Client
Profiling）
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説明フィールド

モビリティタイプを次のオプションから選択します。

• [なし（None）]：簡易 IPを使用してWLANを設定します。

• [混合（Mixed）]：簡易 IPおよび PMIPv6を使用してWLANを設定します。

• [PMIPv6]：PMIPv6のみを使用してWLANを設定します。

PMIPモビリティ
（PMIP Mobility）

[コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [HotSpot]

モバイルコンシェルジュは、外部ネットワークで相互運用できるように 802.1X対応クライア
ントを有効にするソリューションです。モバイルコンシェルジュ機能は、クライアントにサー

ビスのアベイラビリティに関する情報を提供し、使用可能なネットワークをアソシエートする

のに役立ちます。

ネットワークから提供されるサービスは、次の 2つのプロトコルに大きく分類できます。

• 802.11u MSAP

• 802.11u HotSpot 2.0

モバイルコンシェルジュには、次のガイドラインと制限事項が適用されます。

•モバイルコンシェルジュは FlexConnectアクセスポイントではサポートされません。

• 802.11u設定アップロードはサポートされません。設定のアップグレードを実行し、設定
をコントローラにアップロードすると、WLANの HotSpotの設定は失われます。

モビリティコンシェルジュ（802.11u）グループを作成するには、[設定（Configuration）] > [テ
ンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features and Technologies）] > [コントロー
ラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [HotSpot]を選択しま
す。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features andTechnologies）] > [コントローラ（Controller）] > [WLAN]> [WLANの設定（WLAN
Configuration）] > [HotSpot]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドに
ついて説明します。

表 73 : [コントローラ（Controller）] > [WLAN] > [WLANの設定（WLAN Configuration）] > [HotSpot]

説明フィールド

802.11uの設定

802.11u一般パラメータ
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説明フィールド

WLANで 802.11uを有効にする場合はオンにします。

•ドロップダウンリストから、[HESSID]フィールドにHomogenous Extended Service
Set Identifier値を入力します。HESSIDは、HESSを識別する 6オクテットのMAC
アドレスです。

802.11uステータス（802.11u
Status）

このWLANを有効にしてインターネットサービスを提供する場合はオンにします。インターネットアクセス

（Internet Access）

このWLANに設定する 802.11uを最も適切に説明するネットワークタイプを次の中
から 1つ選択します。

•プライベートネットワーク（Private Network）
• [ゲストアクセスでのプライベートネットワーク（Private Network with Guest
Access）]

• [有料のパブリックネットワーク（Chargeable Public Network）]
• [無料のパブリックネットワーク（Free Public Network）]
• [緊急サービス専用ネットワーク（Emergency Services Only Network）]
• [個人のデバイスネットワーク（Personal Device Network）]
• [テストまたは実験用（Test or Experimental）]
•ワイルドカード

ネットワークタイプ（Network
Type）

このネットワークの 802.11uパラメータ用に設定する認証タイプを選択します。

• [未設定（Not configured）]
• [規約への同意（Acceptance of Terms and Conditions）]
• [オンライン登録（Online Enrollment）]
• [HTTP/HTTPSリダイレクト（HTTP/HTTPS Redirection）]

ネットワーク認証タイプ

（Network Auth Type）

ドロップダウンリストから IPv4アドレスタイプを選択します。IPv4アドレスタイプ（IPv4
Address Type）

ドロップダウンリストから IPv6アドレスタイプを選択します。IPv6アドレスタイプ（IPv6
Address Type）

その他

次の詳細を入力します。

• OUI名（OUI name）
• [ビーコン（Is Beacon）]
• OUIインデックス（OUI Index）

[追加（Add）]を選択して、OUI（組織固有識別子）エントリをこのWLANに追加し
ます。

•グループボックス内（In the group box）

OUIリスト（OUI List）
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説明フィールド

次の詳細を入力します。

• [ドメイン名（Domain Name）]：802.11アクセスネットワークで稼働するドメイ
ン名。

• [ドメインインデックス（Domain Index）]：ドロップダウンリストからドメイン
インデックスを選択します。

[追加（Add）]を選択して、ドメインエントリをこのWLANに追加します。

ドメインリスト（Domain
List）

次の詳細を入力します。

• [レルム名（Realm Name）]：レルム名。
• [レルムインデックス（Realm Index）]：レルムインデックス。

[追加（Add）]を選択して、ドメインエントリをこのWLANに追加します。

OUIリスト（OUI List）

サービスアドバタイズメント

サービスアドバタイズメントを有効にする場合はオンにします。前のステップでMSAP
を有効にした場合は、サーバインデックスを提供する必要があります。このWLAN
のサーバインデックスを入力します。サーバインデックスフィールドは、BSSIDを
使用して到達可能である場所を提供するMSAPサーバインスタンスを一意に識別し
ます。

MSAP（Mobility Services Advertisement Protocol）は、ネットワーク接続を確立するた
めのポリシーセットを使用して設定されたモバイルデバイスで主に使用するために

設計されています。これらのサービスは、上位層サービスを提供するデバイス、つま

りサービスプロバイダー経由で有効にされるネットワークサービス向けです。サー

ビスアドバタイズメントは、MSAPを使用して、Wi-Fiアクセスネットワークへの関
連付け前にサービスをモバイルデバイスに提供します。この情報はサービスアドバ

タイズメントで伝送されます。シングルモードまたはデュアルモードモバイルデバ

イスは、関連付けの前にサービスネットワークをネットワークにクエリします。デバ

イスによるネットワークの検出および選択機能では、ネットワークへの参加に関する

判断においてサービスアドバタイズメントを使用する場合があります。

MSAP（MSAP）
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説明フィールド

MSAPを有効にした場合は、サーバインデックスを提供する必要があります。この
WLANのサーバインデックスを入力します。サーバインデックスフィールドは、
BSSIDを使用して到達可能である場所を提供するMSAPサーバインスタンスを一意
に識別します。

MSAP（Mobility Services Advertisement Protocol）は、ネットワーク接続を確
立するためのポリシーセットを使用して設定されたモバイルデバイスで主

に使用するために設計されています。これらのサービスは、上位層サービス

を提供するデバイス、つまりサービスプロバイダー経由で有効にされるネッ

トワークサービス向けです。サービスアドバタイズメントは、MSAPを使
用して、Wi-Fiアクセスネットワークへの関連付け前にサービスをモバイル
デバイスに提供します。この情報はサービスアドバタイズメントで伝送さ

れます。シングルモードまたはデュアルモードモバイルデバイスは、関連

付けの前にサービスネットワークをネットワークにクエリします。デバイ

スによるネットワークの検出および選択機能では、ネットワークへの参加に

関する判断においてサービスアドバタイズメントを使用する場合がありま

す。

（注）

サーバインデックス（Server
Index）

HotSpot 2.0

HotSpot2を有効にします。HotSpot2の有効化（HotSpot2
Enable）

hotspot2.0で送信するドメイン IDを入力します。ドメイン ID（Domain ID）

WLANプロファイル名を入力します。OSEN有効/オープンWLANプ
ロファイル（OSENenable/Open
Wlan Profile）

リンクステータスを選択します。WANリンクステータス
（WAN Link Status）

対称リンクステータス。たとえば、アップリンクとダウンリンクに異なる速度または

同じ速度を設定できます。

WAN対称リンクステータス
（WANSymmetric Link Status）

ダウンリンク速度。最大値は 4,194,304 kbpsです。ダウンリンク速度（DownLink
Speed）

アップリンク速度。最大値は 4,194,304 kbpsです。アップリンク速度（Up Link
Speed）
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説明フィールド

次を指定します。

• [オペレータ名（Operator Name）]：802.11オペレータの名前を指定します。
• [オペレータインデックス（Operator Index）]：オペレータインデックスを選択し
ます。指定できる範囲は 1～ 32です。

• [言語コード（LanguageCode）]：言語を定義する ISO-14962-1997エンコード文字
列。この文字列は 3文字の言語コードです。

[追加（Add）]を選択して、オペレータの詳細を追加します。

オペレータ名リスト（Operator
Name List）

次を指定します。

• [IPプロトコル（IP Protocol）]：有効にしたい IPプロトコル。オプションは、
ESP、FTP、ICMP、および IKEV2です。

• [ポート番号（Port No）]：このWLANで有効になっているポート番号。
• [ステータス（Status）]：ポートのステータス。

ポート設定リスト（PortConfig
List）

[オンラインサインアップリスト（Online Sign Up List）]グループボックスで、次の
項目を指定します。[オンラインサインアップ（OSU）（Online Sign Up（OSU））]
は、モバイルデバイスがサービスプロバイダー（SP）に登録するプロセスであり、
ネットワークアクセスを利用できるプランを選択でき、ネットワークに安全に接続す

るために必要なクレデンシャルがプロビジョニングされます。

• [OSUインデックス（OSU Index）]：OSUインデックスは、OSUサーバの構成の
インスタンスを固有に識別します。

• [OSUインデックス（OSU Index）]ドロップダウンリストから値を選択します。
• [言語（Language）] OSUインデックスに定義された言語。言語コードには最小 2
文字、最大 3文字を指定できます。

• [SP名（SPName）]：OSUインデックスのサービスプロバイダー（SP）の名前を
入力します。SP名の範囲は 1～ 255文字です。

• [説明（Description）]：OSUインデックスのサービスプロバイダー（SP）の説明
を入力します。説明は、最大 255文字で指定します。

オンラインサインアップリス

ト（Online Sign Up List）
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説明フィールド

次を指定します。

• [OSUインデックス（OSU Index）]：[オンラインサインアップリスト（Online
SignUpList）]で設定したOSUインデックスのみを追加できます。OSUインデッ
クスは、OSUサーバの構成のインスタンスを固有に識別します。[OSUインデッ
クス（OSU Index）]ドロップダウンリストから値を選択します。

• [アイコン名（IconName）]：アイコンの名前があらかじめ入力されます。アイコ
ンの画像は、[構成（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワー
クデバイス（Network Devices）]からダウンロードして、[システム（System）] >
[コマンド（Commands）]のパスを選択します。CiscoWLCアイコンをダウンロー
ドする前に、アイコンの構成を設定します。

• [アイコン（Icon）]ドロップダウンリストから、ダウンロードしたアイコン名を
選択します。アイコンは、FTPサーバまたは TFTPサーバからコントローラにダ
ウンロードできます。

オンラインサインアップアイ

コンファイル名（Online Sign
Up Icon Filename）

次を指定します。

• [OSUインデックス（OSU Index）]：[オンラインサインアップリスト（Online
Sign Up List）]で設定した OSUインデックスのみを追加できます。

• [プライマリの方法（Primary Method）]：プライマリの値とセカンダリの値は異
なっている必要があります。プライマリの値は、特定の OSUインデックスのプ
ライマリサーバの方法を表します。

• [セカンダリの方法（Secondary Method）]セカンダリの値は、特定の OSUイン
デックスのセカンダリサーバの方法を表します。

• [Uniform Resource Identifier（URI）]：これは、特定の OSUインデックスの URI
を表します。

• [ネットワークアクセス識別子（NAI）（Network Access Identifier (NAI)）]：これ
は、特定の OSUインデックスの NAIを表します。

オンラインサインアップのそ

の他の構成

[コントローラ（Controller）] > [mDNS]

マルチキャスト DNS（mDNS）サービス検出では、ローカルネットワーク上のサービスをア
ナウンスし、検出するための手段を提供します。mDNSは、IPマルチキャストで DNSクエリ
を実行します。mDNSはゼロコンフィギュレーション IPネットワーキングをサポートしま
す。

mDNSテンプレートを作成するときには、次のガイドラインおよび制限事項に従ってくださ
い。

• mDNSサービスが 1つ以上のプロファイルにマップされている場合、その mDNSサービ
スは削除できません。

•プロファイル名およびサービス名は最大 31文字です。
•サービス文字列の長さは最大 255文字です。
•デフォルトプロファイル（default-mdns-profile）は削除できません。
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•プロファイルがインターフェイス、インターフェイスグループ、またはWLANにマップ
されている場合、それらのプロファイルは削除できません。

• mDNSサービスがインターフェイス、インターフェイスグループ、またはWLANにマッ
プされている場合、プロファイルからそれらの mDNSサービスを削除できません。新し
いサービスを追加できます。

• mDNSテンプレートを作成して適用すると、コントローラの現在の設定が上書きされま
す。

• FlexConnectローカルスイッチングが有効になっている場合、WLANのmDNSスヌーピン
グは有効にできません。

• APManagementが有効の場合、インターフェイスにmDNSプロファイルをアタッチできま
せん。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [コントローラ（Controller）] > [mDNS] > [mDNS]にある [テン
プレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 74 : [コントローラ（Controller）] > [mDNS] > [mDNS]

説明フィールド

このタブのフィールドを使用して、グローバルmDNSパラメータを設定し、Master
Servicesデータベースを更新します。

[サービス（Services）]タブ

mDNSパケットのスヌーピングを有効にする場合はオンにします。

コントローラはmDNSスヌーピングを有効にしても、IPv6mDNSパケッ
トをサポートしません。

（注）

MDNSグローバルスヌーピング
（MDNS Global Snooping）

設定可能な分単位の mDNSクエリ間隔。この間隔は、WLCによって、サービス
アドバタイズメントを自動的に送信しないサービスに対して、そのサービスが開

始された後に定期的なmDNSクエリメッセージを送信するために使用されます。
範囲は、10～ 120分です。デフォルト値は 15分です。

クエリ間隔（10～ 120）（Query
Interval(10-120)）

クエリが可能なサポート対象のサービスのリスト。マスターサービス（Master
Services）

mDNSサービスの名前。マスターサービス名（Master
Service Name）

mDNSサービスに関連付けられた一意の文字列。たとえば、_airplay._tcp.local.は、
AppleTVに関連付けられたサービス文字列です。

サービス文字列（Service String）
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説明フィールド

サービスにmDNSクエリを有効にするには、このチェックボックスをオンにしま
す。

定期的な mDNSクエリメッセージは、クエリのステータスが有効な場
合だけ、WLCによって、サービスに対して設定されたクエリ間隔で送
信されます。それ以外の場合、サービスは、クエリのステータスが無効

になっているその他のサービス（たとえばAppleTV）に自動的にアドバ
タイズする場合があります。

（注）

クエリステータス（Query Status）

このタブを使用して、コントローラに設定されているmDNSプロファイルを表示
し、新しい mDNSプロファイルを作成します。新しいプロファイルを作成した
後、インターフェイスグループ、インターフェイス、またはWLANにプロファ
イルをマッピングする必要があります。

クライアントはプロファイルに関連付けられたサービスだけのサービスアドバタ

イズメントを受信します。コントローラはインターフェイスグループに関連付け

られたプロファイルに最高の優先順位を与えます。次にインターフェイスプロ

ファイル、WLANプロファイルが続きます。各クライアントは、優先順位に従っ
てプロファイルにマップされます。

デフォルトでは、コントローラにmDNSプロファイル、デフォルトmdnsプロファ
イルがあります。このデフォルトプロファイルは削除できません。

[プロファイル（Profiles）]タブ

mDNSプロファイルの名前。最大 16個のプロファイルを作成できます。プロファイル名（Profile Name）

mDNSプロファイルにマップするサービスを選択します（チェックボックスを使
用）。

マップするサービス（Mapped
Services）

[インターフェイステンプレート（InterfacesTemplates）]フィールドの
説明

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [セルラー（Cellular）]にあるページ
の各フィールドについて説明します。

• [インターフェイス（Interfaces）] > [セルラープロファイル（Cellular Profile）]

• [インターフェイス（Interfaces）] > [GSMプロファイル（GSM Profile）]
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[インターフェイス（Interfaces）] > [セルラープロファイル（Cellular Profile）]

UMTS、GSM、HSPA、または HSPA+R7モデムでセルラープロファイルテンプレートを展開
するには、ルータにGSMプロファイル [インターフェイス（Interfaces）] > [GSMプロファイル
（GSM Profile）]が設定されている必要があります。

（注）

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [セルラー（Cellular）] > [セ
ルラープロファイル（Cellular Profile）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各
フィールドについて説明します。

表 75 : [インターフェイス（Interfaces）] > [セルラー（Cellular）] > [セルラープロファイル（Cellular Profile）]

説明フィールド

検証基準（Validation Criteria）

ドロップダウンリストから、デバイスタイプを選択します。デバイスタイプ（Device Type）

インターフェイスの詳細（Interface Details）

セルラーインターフェイスの名前を入力します。固定プラットフォー

ムルータ（8xx）の場合は、常にCellular0、モジュラプラットフォーム
の場合は、セルラースロット/サブスロットまたはポートの形式です。
たとえば、Cellular 0/1/0などです。

セルラーインターフェイス（Cellular
Interface）

次のオプションのいずれかを選択し、セルラーインターフェイスを設

定します。

•プライマリWANインターフェイス（Primary WAN Interface）
•バックアップWANインターフェイス（Backup WAN Interface）

このセルラーインターフェイスの定義対象

（Define this cellular interface as）

プライマリインターフェイスの詳細情報を入力します。このフィール

ドは、[このセルラーインターフェイスの定義対象（Define this cellular
interface as）]が [バックアップWANインターフェイス（Backup WAN
Interface）]に設定されているときに表示されます。

プライマリインターフェイス（Primary
Interface）

ルートマップを識別する一意の名前を入力します。ルートマップタグ（Route Map Tag）

ルートマップの条件を定義する数値を入力します。シーケンス番号（Sequence Number）

デフォルトでは、このフィールド値は [許可（Permit）]に設定されてい
ます。

操作

対象となるトラフィックを検査するため、ルートマップに関連付けら

れたアクセスリストの詳細情報を入力します。ACLは、拡張ACLであ
る必要があり、名前付きの ACLであってもかまいません。

アクセスリスト（Access List）
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説明フィールド

（読み取り専用）ユーザがプライマリインターフェイスを入力したと

きに詳細が自動的に挿入されます。

ファーストホップインターフェイス（First
Hop Interface）

接続が確認されるサーバの IPアドレスを入力します。このサーバは、
サービスレベル契約（SLA）の一部として特定されます。

ターゲットアドレス（Target Address）

ping要求ごとにタイムアウト値をミリ秒単位で入力します。タイムアウト値（Timeout Value）

pingが生成される間隔を入力します。時間間隔（Time Interval）

ダイヤラの設定（Dialer Configuration）

永続的なデータ接続を有効にするには、[はい（Yes）]を選択します。永続データ接続（Persistent Data Connection）

関連ダイヤラを入力します。このフィールドは、[永続データ接続
（Persistent Data Connection）]を [はい（Yes）]に設定した場合に表示さ
れます。

関連ダイヤラ（Associate Dialer）

ダイヤラのアイドルタイムアウトを入力します。このフィールドは、

[永続データ接続（PersistentDataConnection）]を [いいえ（No）]に設定
した場合に表示されます。

ダイヤラアイドルタイムアウト（Dialer Idle
Timeout）

チャートスクリプトの設定（Chat-Script
Configuration）

セルラーモデムがダイヤルアウトし、トラフィックを開始する文字列

値を入力します。

チャートスクリプト名（Chat-Script Name）

Cisco IOSデバイスがモデムからの応答を待機するために使用するタイ
ムアウト値を入力します。Cisco IOSが期待している応答を取得できな
い場合やセルラーモデムからの応答がない場合、コールは失敗します。

タイムアウト値（Timeout Value）

[インターフェイス（Interfaces）] > [GSMプロファイル（GSM Profile）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [インターフェイス（Interfaces）] > [セルラー（Cellular）] >
[GSMプロファイル（GSMProfile）]にある [テンプレートの詳細（TemplateDetail）]の各フィー
ルドについて説明します。

表 76 : [インターフェイス（Interfaces）] > [セルラー（Cellular）] > [GSMプロファイル（GSM Profile）]

説明フィールド

ドロップダウンリストから、デバイスタイプを選択します。デバイスタイプ（Device Type）

テンプレートの詳細（Template Detail）
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説明フィールド

最大16個のプロファイルをサポートする一方で、一度に1つのみをアクティ
ブ化する CiscoワイヤレスWANインターフェイスを入力します。一般に、
デフォルトではプロファイル番号 1が選択されます。

セルラーインターフェイス（Cellular
Interface）

モバイルデータユーザが通信するパケットデータネットワーク（PDN）を
識別する名前を入力します。一般に、ユーザがセルラーモデムを購入した

時点で、APNはサービスプロバイダーによって共有されます。

アクセスポイント名（APN）（Access
Point Name (APN)）

ドロップダウンリストから、プロファイル番号を選択します。プロファイル番号（Profile Number）

ドロップダウンリストからパケットデータプロトコル（PDP）タイプを選
択します。PDPは、モバイルやネットワークなどのユーザ機器が IPパケッ
トをやり取りできるパケットデータ接続を提供します。

選択可能な PDPタイプは次のとおりです。

• IPv4（デフォルト）
• PPP

PDPタイプ（PDP Type）

サービスプロバイダーが使用する認証のタイプを選択します。CHAP認証は
PAP認証よりも安全です。

認証

CHAP認証、または PAP認証では、インターネットサービスプロバイダー
またはネットワーク管理者が付与したユーザ名を入力します。

[ユーザ名（Username）] [パスワード
（Password）]

[セキュリティテンプレート（Security Templates）]フィールドの説明
次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [セキュリティ（Security）]にあるページの各フィールドについて説明し
ます。

• [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）]
• [セキュリティ（Security）] > [ゾーンベースファイアウォール（Zone Based Firewall）]
• [セキュリティ（Security）] > [DMVPN]
• [セキュリティ（Security）] > [Easy VPN Remote]
• [セキュリティ（Security）] > [Easy VPNサーバ（Easy VPN Server）]
• [セキュリティ（Security）] > [EasyVPNサーバプロキシ設定（EasyVPNServerProxySetting）]
• [セキュリティ（Security）] > [GETVPN-GroupMember]
• [セキュリティ（Security）] > [GETVPN-KeyServer]
• [セキュリティ（Security）] > [ScanSafe]
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[セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）]

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）]
の各フィールドについて説明します。

• [セキュリティ（Security）] [VPNコンポーネント（VPNComponents）] [IKEポリシー（IKE
Policies）]

• [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [IKE設定（IKE
Settings）]

• [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [IPSecプロファ
イル（IPSec Profile）]

• [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [事前共有キー
（Pre-shared Keys）]

• [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [RSAキー
（RSA-Keys）]

• [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPNComponents）] > [トランスフォー
ムセット（Transform Sets）]

[セキュリティ（Security）] [VPNコンポーネント（VPN Components）] [IKEポリシー（IKE Policies）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN
Components）] > [IKEポリシー（IKEPolicies）]にある [テンプレートの詳細（TemplateDetail）]
の各フィールドについて説明します。

表 77 : [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [IKEポリシー（IKE Policies）]

説明フィールド

IKEポリシー（IKE
Policies）

IKEプロポーザルのプライオリティ値を入力します。このプライオリティ値によって、共通の
SAの検出試行時に、ネゴシエーションする 2つのピアを比較することで、IKEプロポーザル
の順序が決定します。リモート IPsecピアが、最初のプライオリティポリシーで選択されてい
るパラメータをサポートしていない場合、デバイスは、次に低いプライオリティ番号を持つポ

リシーで定義されているパラメータの使用を試行します。

指定できる範囲は 1～ 10000です。値が小さいほど、プライオリティが高くなります。

[プライオリティ
（Priority）]

[認証（Authentication）]ドロップダウンリストから、次のオプションのいずれかを選択しま
す。

• [PRE_SHARE]：事前共有キーを使用して認証が実行されます。
• [RSA_SIG]：デジタル署名を使用して認証が実行されます。

認証
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説明フィールド

Diffie-Hellman（D-H）グループは、2つの IPsecピア間の共有秘密を互いに送信することなく
実行するために使用されます。係数が大きいほどセキュリティが強化されますが、処理時間が

長くなります。2つのピアに、一致する係数グループが設定されている必要があります。
[Diffie-Hellmanグループ（Diffie-Hellman Group）]ドロップダウンリストから、次のオプショ
ンのいずれかを選択します。

• [1]：Diffie-Hellmanグループ 1（768ビット係数）。
• [2]：Diffie-Hellmanグループ 2（1024ビット係数）。
• [5]：Diffie-Hellmanグループ 5（1536ビット係数。128ビットキーの保護に推奨される）。

D-Hグループ（D-H
Group）

[暗号化（Encryption）]ドロップダウンリストから暗号化アルゴリズムの 1つを選択します。

• [AES-128]：128ビットキーを使用する高度暗号化規格（AES）に従って暗号化を実行し
ます。

• [AES-192]：192ビットキーを使用する AESに従って暗号化を実行します。
• [AES-256]：256ビットキーを使用する AESに従って暗号化を実行します。
• [DES]：56ビットキーを使用するデータ暗号規格（DES）に従って暗号化を実行します。
• [3DES]：56ビットキーを使用して暗号化を 3回実行します。3DESは DESよりもセキュ
アですが、暗号化と復号化には、より多くの処理を必要とします。ただし、AESに比べる
とセキュリティは低くなります。

このオプションを使用するには 3DESのライセンスが必要です。（注）

暗号化（Encryption）

ハッシュアルゴリズムのドロップダウンリストを選択します。このハッシュアルゴリズムに

よって、メッセージの整合性の確保に使用されるメッセージダイジェストが作成されます。

次のオプションがあります。

• [SHA (Secure Hash Algorithm)]：160ビットのダイジェストを生成します。SHAには、総当
たり攻撃に対して、MD5よりも高い耐性が備えられています。

• [MD5 (Message Digest 5)]：128ビットのダイジェストを生成します。MD5では、処理時間
が SHAよりも少なくなります。

ハッシュ（Hash）

SAのライフタイムを秒単位で入力します。このライフタイムを超えると、SAの期限が切れ、
2つのピア間で再ネゴシエーションを行う必要があります。一般的に、一定の限度に達するま
で、ライフタイムが短いほど、IKEネゴシエーションがセキュアになります。ただし、ライフ
タイムが長いと、今後の IPsecセキュリティアソシエーションのセットアップが、短いライフ
タイムの場合よりも迅速に行われます。

指定できる範囲は 60～ 86400です。デフォルト値は 86400です。

IKEライフタイム
（IKE lifetime）

[セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [IKE設定（IKE Settings）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN
Components）] > [IKE設定（IKE Settings）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の
各フィールドについて説明します。
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表 78 : [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [IKE設定（IKE Settings）]

説明フィールド

IKE設定（IKE Settings）

IKEをグローバルに有効にするには、[IKEの有効化（Enable IKE）]チェックボックス
をオンにします。（デフォルトでは、IKEは有効になっています）。インターフェイス
ごとに IKEを有効にする必要はなく、ルータですべてのインターフェイスに対してグ
ローバルに有効にすることができます。

IP Security（IPsec）の実装に IKEを使用しない場合は、すべての IPsecピアに対して
IKEを無効にすることができます。あるピアに対して IKEを無効にする場合は、すべ
ての IPsecピアに対して IKEを無効にする必要があります。

IKEの有効化（Enable IKE）

Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）アグレッシブモー
ドを有効にするには、[アグレッシブモードの有効化（EnableAggressiveMode）]チェッ
クボックスをオンにします。このアグレッシブモードを無効にした場合、デバイスに

対するすべてのアグレッシブモード要求と、デバイスから出されたすべてのアグレッ

シブモード要求がブロックされます。

アグレッシブモードの有効化

（Enable Aggressive Mode）

[IKE ID（IKE identity）]ドロップダウンリストからいずれかのオプションを選択しま
す。

ISAKMP識別情報は、事前共有キーまたは RSA署名の認証を指定した場合は常に設定
されます。原則として、ピアの識別情報はすべて同じ方法で（IPアドレスまたはホス
ト名のいずれかで）設定してください。次のオプションがあります。

• [IPアドレス（IP Address）]：ISAKMP識別情報を、IKEネゴシエーションのとき
にリモートピアと通信するために使用するインターフェイスの IPアドレスに設定
します。

• [識別名（Distinguished Name）]：ISAKMP識別情報を、ルータ証明書の識別名
（DN）に設定します。

• [ホスト名（HOSTNAME）]：ISAKMP識別情報を、ドメイン名と連結されたホス
ト名（例：myhost.example.com）に設定します。

IKE ID（IKE Identity）

ゲートウェイがピアに Dead Peer Detection（DPD）メッセージを送信できるようにしま
す。DPDは、ルータが IKEピアの活性を照会するために使用できるキープアライブス
キームです。

デッドピア（DPD）検出の有
効化（Enable Dead Peer
Detection (DPD)）

DPDメッセージの間隔を、[DPDキープアライブ（DPDKeepalive）]フィールドに秒数
で指定します。指定できる範囲は 10～ 3600です。

キープアライブ（Keepalive）

DPD再試行時にDPDメッセージが失敗した場合の再試行間隔を秒単位で指定します。
指定できる範囲は 2～ 60です。

Retry
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[セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [IPSecプロファイル（IPSec Profile）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN
Components）] > [IPSecプロファイル（IPSec Profile）]にある [テンプレートの詳細（Template
Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 79 : [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [IPSecプロファイル（IPSec Profile）]

説明フィールド

この IPsecプロファイルの名前を入力します。プロファイルを編集する場合、
IPsecプロファイルの名前を編集することはできません。

[名前（Name）]

追加または編集している IPsecプロファイルの説明を追加します。説明

トランスフォームセット名を入力します。トランスフォームセット（2～ 87
ページの「[セキュリティ（Security）]>[VPNコンポーネント（VPNComponents）]
> [トランスフォームセット（Transform Sets）]」を参照）はトンネル上のトラ
フィックを暗号化します。

トランスフォームセット（Transform
Sets）

設定した期間が経過した後に新しい SAを確立するための、IPSec SAライフタ
イムを入力します。この時間は秒数で入力します。指定できる範囲は 120～
86400です。

IPSec SAライフタイム（秒単位）
（IPSec SA Lifetime (secs)）

[セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [事前共有キー（Pre-shared Keys）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN
Components）] > [事前共有キー（Pre-shared Keys）]にある [テンプレートの詳細（Template
Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 80 : [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [事前共有キー（Pre-shared Keys）]

説明フィールド

リモートピアの IPアドレスまたはホスト名を入力します。IPアドレス/ホスト名（IP Address/Host Name）

サブネットマスクを入力します。サブネットマスク（Subnet Mask）

事前共有キーを入力し、そのキーを再入力して事前共有キー

を確認します。

事前共有キー/事前共有キーの確認（Pre-sharedKey/Confirm
Pre-shared Key）

[セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [RSAキー（RSA-Keys）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN
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Components）] > [RSAキー（RSA-Keys）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の
各フィールドについて説明します。

表 81 : [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [RSAキー（RSA-Keys）]

説明フィールド

キーペアの名前を入力します。ラベル（Label）

キーモジュラス値を入力します。512～ 1024の係数が必要な場合は、64の倍数と
なる整数を入力します。1024よりも大きい値が必要な場合は、1536または 2048を
入力できます。512よりも大きい値を入力すると、キー生成に 1分以上かかる場合
があります。

モジュラス値に応じて、キーのサイズが決まります。モジュラスが大きいほどキー

の安全性は高くなりますが、大きなモジュラスのキーは生成に要する時間が長くな

り、大きなキーほど暗号化/復号化の処理にかかる時間が長くなります。

モジュラス（Modulus）

生成する RSAキーのタイプを選択します。次のオプションがあります。

• general-keys
• usages-keys
•暗号化
•シグニチャ

タイプ（Type）

エクスポート可能キーとして RSAを生成するには、このフィールドを有効にしま
す。

エクスポート可能の有効化

（Enable Exportable）

[セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [トランスフォームセット（Transform Sets）]

トランスフォームセットは、特定のセキュリティプロトコルとアルゴリズムの組み合わせを

表します。IPSec SAのネゴシエーション中に、ピアは特定のトランスフォームセットを使用
して特定のデータフローを保護することに合意します。トランスフォームセットには、特定

のセキュリティプロトコルとそれに対応するアルゴリズムが記述されます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN
Components）] > [トランスフォームセット（Transform Sets）]にある [テンプレートの詳細
（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 82 : [セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [トランスフォームセット（Transform Sets）]

説明フィールド

トランスフォームセットの名前を入力します。[名前（Name）]

ペイロードの暗号化に使用する ESP暗号化アルゴリズムを選択します。ESP暗号化（ESP
Encryption）
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説明フィールド

ペイロードの整合性を確認するために使用する ESP整合性アルゴリズムを選択します。ESP整合性（ESP
Integrity）

ドロップダウンリストから AH整合性を選択します。次のオプションがあります。

• MD5（MessageDigest 5）（Hash-basedMessageAuthenticationCode（HMAC）バリアン
ト）認証アルゴリズムを使用する AH。

• SHA（セキュアハッシュアルゴリズム）（HMACバリアント）認証アルゴリズムを
使用する AH。

AH整合性（AH Integrity）

Lempel-Ziv-Stac（LZS）アルゴリズムを使用した IP圧縮を有効または無効にします。圧縮（Compression）

ドロップダウンリストからモードを選択します。次のオプションがあります。

• [トランスポート（Transport）]：データだけを暗号化します。トランスポートモード
は、両方のエンドポイントが IPsecをサポートしている場合に使用されます。トラン
スポートモードでは、認証ヘッダーまたはカプセル化されたセキュリティペイロー

ドが元の IPヘッダーの後に配置されます。これにより、IPペイロードだけが暗号化
されます。この方式を使用すると、暗号化されたパケットにQuality of Service（QoS）
制御などのネットワークサービスを適用できます。

• [トンネル（Tunnel）]：データと IPヘッダーを暗号化します。トンネルモードはトラ
ンスポートモードよりも強力な保護を提供します。IPパケット全体がAHまたはESP
内にカプセル化されるため、新しい IPヘッダーが付加され、データグラム全体を暗
号化できます。トンネルモードを使用すると、ルータなどのネットワークデバイス

を複数のVPNユーザ用の IPsecプロキシとして機能させることができます。トンネル
モードは、そのような設定で使用してください。

[モード（Mode）]

[セキュリティ（Security）] > [ゾーンベースファイアウォール（Zone Based Firewall）]

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
andTechnologies）] > [セキュリティ（Security）] > [ゾーンベースファイアウォール（ZoneBased
Firewall）]の各フィールドについて説明します。

• [セキュリティ（Security）] > [ゾーンベースファイアウォール（ZoneBased Firewall）] > [ポ
リシールール（Policy Rules）]

[セキュリティ（Security）] > [ゾーンベースファイアウォール（Zone Based Firewall）] > [ポリシールール（Policy Rules）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [ゾーンベースファイアウォール
（Zone Based FireWall）] > [ポリシールール（Policy Rules）]にある [テンプレートの詳細
（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。
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表 83 : [セキュリティ（Security）] > [ゾーンベースファイアウォール（Zone Based FireWall）] > [ポリシールール（Policy Rules）]

説明要素

（任意）ポリシー規則の名前を入力します。[名前（Name）]

インターフェイスロールのリストから送信元ゾーンを選択します。送信元ゾーンは、トラ

フィックの起点となるインターフェイスの名前を指定します。

送信元ゾーン（Source
Zone）

インターフェイスロールのリストから宛先ゾーンを選択します。宛先ゾーンは、トラフィッ

クの宛先となるインターフェイスの名前を指定します。

宛先ゾーン

（Destination Zone）

検査対象のデータの送信元 IPアドレスを入力します。有効なパラメータは次のとおりです。

•任意（Any）
• [その他（Other）]：[その他（Other）]オプションを選択した場合は、IPアドレス、サブ
ネット、およびネットワークオブジェクトを組み合わせて選択できます。

ソース（Source）

検査対象のデータの宛先 IPアドレスを入力します。有効なパラメータは次のとおりです。

•任意（Any）
• [その他（Other）]：[その他（Other）]オプションを選択した場合は、IPアドレス、サブ
ネット、およびネットワークオブジェクトを組み合わせて選択できます。

[接続先（Destination）]

オブジェクトセレクタから検査対象データのサービスを選択します。有効なパラメータは次

のとおりです。

• L3/4アプリケーション（L3/4 Applications）
• ACLベースのアプリケーション：TCP、UDP、ICMP

サービス

規則が条件と一致する場合にトラフィック上で実行するアクションを選択します。次の場合

に規則が一致します。

•トラフィックの送信元 IPが送信元規則条件と一致。
•トラフィックの宛先 IPが宛先規則条件と一致し、トラフィックの検査対象のサービスが
サービス規則条件と一致。

アクションのオプションは次のとおりです。

• [ドロップ（Drop）]：ドロップアクションによって処理されるトラフィックは確認される
ことなくドロップされます。システムはエンドホストに通知を送信しません。

• [ドロップアンドログ（Drop and Log）]：ドロップアンドログアクションで処理される
トラフィックはドロップされ、エンドホストに syslog通知が送信されます。

• [検査（Inspect）]：検査アクションでは、状態ベースのトラフィック制御が提供され、
ルータによってTCPおよびUDPトラフィックの接続情報またはセッション情報が維持さ
れます。

• [パス（Pass）]：このアクションでは、ルータがあるゾーンから別のゾーンにトラフィッ
クを転送します。

• [パスアンドログ（Pass andLog）]：このアクションでは、転送済みトラフィックの syslog
通知の作成中にルータがあるゾーンから別のゾーンにトラフィックを転送します。

操作
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[セキュリティ（Security）] > [DMVPN]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [DMVPN]にある [テンプレート
の詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 84 : [セキュリティ（Security）] > [DMVPN]

説明フィールド

IPsec情報（IPsec
Information）

[事前共有キー（Preshared Keys）]オプションボタンまたは [デジタ
ル証明書（Digital Certificates）]オプションボタンをオンにします。

• [事前共有キー（Preshared Keys）]：秘密キーを 2つのピア間で
共有したり、認証フェーズ中に IKEで使用したりできます。

• [デジタル証明書（Digital Certificates）]：IKEキー管理メッセー
ジを署名および暗号化するために、RSAキーペアが使用される
認証方式。証明書によって、2つのピア間の通信の否認防止が提
供されます。つまり、実際に通信が行われたことを証明できま

す。

認証タイプ

（Authentication
Type）

IKE認証（IKE
Authentication）

IKEプロポーザルのプライオリティ値を入力します。このプライオ
リティ値によって、共通のセキュリティアソシエーション（SA）の
検出試行時に、ネゴシエーションする2つのピアを比較することで、
IKEプロポーザルの順序が決定します。リモート IPsecピアが、最初
のプライオリティポリシーで選択されているパラメータをサポート

していない場合、デバイスは、次に低いプライオリティ番号を持つ

ポリシーで定義されているパラメータの使用を試行します。

有効な値の範囲は1～10000です。値が小さいほど、プライオリティ
が高くなります。このフィールドをブランクのままにすると、Security
Managerによって、まだ割り当てられていない最も小さい値が割り当
てられます。値は 1から始まり、次は 5となり、その後は 5ずつ増
加します。

[プライオリティ
（Priority）]

ドロップダウンリストから、認証タイプを選択します。認証
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説明フィールド

Diffie-Hellman（D-H）グループを選択します。D-Hグループは、2つ
の IPsecピア間の共有秘密キーを互いに送信することなく取得するた
めに使用されます。係数が大きいほどセキュリティが強化されます

が、処理時間が長くなります。2つのピアに、一致する係数グループ
が設定されている必要があります。次のオプションがあります。

[1]：Diffie-Hellmanグループ 1（768ビット係数）。

[2]：Diffie-Hellmanグループ 2（1024ビット係数）。

[5]：Diffie-Hellmanグループ 5（1536ビット係数。128ビットキーの
保護に推奨されるが、グループ 14の方がより強力）。AES暗号化を
使用する場合は、このグループ（またはそれ以上）を使用します。

ASAでは、最上のグループとしてこのグループがサポートされます。

D-Hグループ
（D-H Group）

ドロップダウンリストから暗号化アルゴリズムを選択します。この

暗号化アルゴリズムを使用してフェーズ 2ネゴシエーションを保護
するためのフェーズ 1 SAを確立します。

[AES-128]：128ビットキーを使用するAESに従って暗号化を実行し
ます。

[AES-192]：192ビットキーを使用するAESに従って暗号化を実行し
ます。

[AES-256]：256ビットキーを使用するAESに従って暗号化を実行し
ます。

[DES]：56ビットキーを使用する DESに従って暗号化を実行しま
す。

[3DES]：56ビットキーを使用して暗号化を 3回実行します。3DES
は DESよりもセキュアですが、暗号化と復号化には、より多くの処
理を必要とします。ただし、AESに比べるとセキュリティは低くな
ります。このオプションを使用するには 3DESのライセンスが必要
です。

暗号化

（Encryption）

IKEプロポーザルで使用されるアルゴリズムを選択します。このハッ
シュアルゴリズムによって、メッセージの整合性の確保に使用され

るメッセージダイジェストが作成されます。次のオプションがあり

ます。

• [SHA (SecureHashAlgorithm)]：160ビットのダイジェストを生成
します。SHAには、総当たり攻撃に対して、MD5よりも高い耐
性が備えられています。

• [MD5 (Message Digest 5)]：128ビットのダイジェストを生成しま
す。MD5では、処理時間が SHAよりも少なくなります。

ハッシュ（Hash）
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説明フィールド

IKEライフタイム値を 60～ 86400の範囲で指定します。デフォルト
は 86400です。このライフタイムを超えると、SAの期限が切れ、2
つのピア間で再ネゴシエーションを行う必要があります。一般的に、

一定の限度に達するまで、ライフタイムが短いほど、IKEネゴシエー
ションがセキュアになります。ただし、ライフタイムが長いと、今

後の IPsecセキュリティアソシエーションのセットアップが、短い
ライフタイムの場合よりも迅速に行われます。

IKEライフタイム
（IKE lifetime）

トランスフォームセット名を入力します。トランスフォームセット

によって、トンネル上のトラフィックが暗号化されます。

[名前（Name）]暗号化ポリシー（Encryption
Policy）

ペイロードの暗号化に使用するアルゴリズムをドロップダウンリス

トから選択します。次のオプションがあります。

• 128ビット AES暗号化アルゴリズムを使用する ESP。
• 192ビット AES暗号化アルゴリズムを使用する ESP。
• 256ビット AES暗号化アルゴリズムを使用する ESP。
• 168ビット DES暗号化アルゴリズム（3DES、トリプル DESと
も呼ばれる）を使用する ESP。

•ヌル暗号化アルゴリズム。

ESP暗号化（ESP
Encryption）

ペイロードの整合性の確認に使用する整合性アルゴリズムをドロッ

プダウンリストから選択します。次のオプションがあります。

• MD5（HMACバリアント）認証アルゴリズムを使用する ESP。
• SHA（HMACバリアント）認証アルゴリズムを使用する ESP。

ESP整合性（ESP
Integrity）

ドロップダウンリストから [AH整合性（AH integrity）]を選択しま
す。次のオプションがあります。

• MD5（MessageDigest 5）（Hash-basedMessageAuthenticationCode
（HMAC）バリアント）認証アルゴリズムを使用する AH。

• SHA（セキュアハッシュアルゴリズム）（HMACバリアント）
認証アルゴリズムを使用する AH。

AH整合性（AH
Integrity）

ペイロードを圧縮するために IP圧縮を有効にします。Lempel-Ziv-Stac
（LZS）アルゴリズムを使用した IP圧縮。

圧縮

（Compression）

トラフィックを転送するモードを選択します。[モード（Mode）]

トポロジーおよびルーティ

ング情報（Topology and
Routing Information）

トポロジ内のスポークとしてルータを設定するには、[スポーク
（Spoke）]オプションボタンをオンにします。

—スポーク（Spoke）
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トポロジ内のハブとしてルータを設定するには、[ハブ（Hub）]オプ
ションボタンをオンにします。

次のルーティングプロトコルのいずれかを選択します。

• [EIGRP]：AS番号を入力します。
• RIPV2
•その他

—ハブ（Hub）

スポーク間に動的な接続を設定するには、[スポーク間の動的接続の
確立（Create Dynamic Connection between Spokes）]チェックボックス
をオンにします。

—スポーク間の動的接続の確

立（Create dynamic
connection between Spokes）

マルチポイント GREイン
ターフェイス情報

（Multipoint GRE Interface
Information）（次のフィー
ルドは、[運用（Operate）]
>[デバイスワークセンター
（Device Work Center）]の
下にだけ表示されます）

インターネットに接続するWANインターフェイスをドロップダウ
ンリストから選択します。

—インターネットに接続する

トンネルソースの選択

（Select the Tunnel source that
connects to internet）

トンネルインターフェイスの IPアドレスを入力します。—このルータのGREトンネル
インターフェイスのアドレ

ス（IP Address of this router’s
GRE Tunnel Interface）

サブネットマスクを入力します。—サブネットマスク（Subnet
Mask）

NHRPとトンネルパラメー
タ（NHRP and Tunnel
Parameters）

NHRPのネットワーク IDを入力します。このネットワーク IDは、
非ブロードキャストマルチアクセス（NBMA）ネットワークからの、
グローバルに一意の32ビットネットワーク識別子です。指定できる
範囲は 1～ 4294967295です。

—ネットワーク ID（Network
ID）

（任意）Next Hop Resolution Protocol（NHRP）NBMAアドレスを有
効としてアドバタイズする秒数を入力します。デフォルト値は 7200
です。

—保留時間（Hold Time）
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認証文字列を入力します。—NHRP認証文字列（NHRP
Authentication String）

トンネルキーを入力します。特定のトンネルインターフェイスに

キー IDを有効にするために使用します。指定できる範囲は 0～
4294967295です。

—トンネルキー（Tunnel
Key）

帯域幅を入力します。これはオプションのフィールドです。—Bandwidth

（任意）特定のインターフェイスで送信される IPパケットのMTU
サイズを入力します。イーサネットとシリアルインターフェイスに

対するデフォルト値は1500です。デフォルト値は、メディアタイプ
によって異なります。

—IP MTU（IP MTU）

TCP最大セグメントサイズを入力します。指定できる範囲は 500～
1460です。

—TCP最大セグメントサイズ
（TCP Maximum Segment
Size）

（任意）物理インターフェイスを入力します。—トンネルソースインター

フェイス（Tunnel Source
Interface）

IPsec情報（IPsec
Information）（次のフィー
ルドは、[運用（Operate）]
>[デバイスワークセンター
（Device Work Center）]の
下にだけ表示されます）

トランスフォームセットの名前を入力します。[名前（Name）]暗号化ポリシー（Encryption
Policy）

暗号化アルゴリズムを選択します。ペイロードを暗号化するために

使用するアルゴリズムです。

ESP暗号化（ESP
Encryption）

整合性アルゴリズムを選択します。ペイロードの整合性をチェック

するために使用するアルゴリズムです。

ESP整合性（ESP
Integrity）

ドロップダウンリストから AH整合性を選択します。AH整合性（AH
Integrity）

ペイロードの圧縮を有効または無効にするには、適切なオプション

を選択します。

圧縮

（Compression）

モードを選択します。トラフィックを転送するためのモードを指定

します。

[モード（Mode）]

NHSサーバ（NHS Server）
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1つ以上のハブがあるグループを形成するために、クラスタ値を入力
します。指定できる範囲は 0～ 10です。

[クラスタID
（Cluster ID）]

クラスタのサポート

特定のグループまたはクラスタでアクティブにできる接続の最大数

を入力します。

最大接続数（Max
Connections）

クラスタ内の特定のハブの優先順位を選択します。ハブデバイスに

よってトンネルを形成するスポークルータのプライオリティに依存

します。

[プライオリティ
（Priority）]

ネクストホップサーバの IPアドレスを入力します。ネクストホップ

サーバ（Next Hop
Server）

ハブの物理インターフェイスの IPアドレスを入力します。—ハブの物理インターフェイ

スの IPアドレス（IP
Address of Hub's physical
interface）

[セキュリティ（Security）] > [Easy VPN Remote]

ケーブルモデムや xDSLルータなど、インターネットへの接続性能が高いブロードバンドア
クセスにはさまざまな形式がありますが、多くのアプリケーションでは、高度な認証を実行し

たり、2つのエンドポイント間のデータを暗号化したりするなど、VPN接続に対するセキュリ
ティが必要です。また、2つのルータ間にVPN接続を確立するには、複雑な作業が伴う場合が
ありますし、2つのルータのVPNパラメータを設定するには普通、ネットワーク管理者間で面
倒な調整が必要です。

Cisco Easy VPN Remote機能を使い、Cisco Unity Clientプロトコルを実装することで、ほとんど
の VPNパラメータが Cisco IOS Easy VPNサーバで定義できるようになるため、こうした面倒
な作業が大幅に軽減されます。サーバには、CiscoVPN3000シリーズコンセントレータやCisco
PIXファイアウォールなどの専用VPNデバイスを使用できるほか、Cisco Unity Clientプロトコ
ルをサポートする Cisco IOSルータも使用できます。

Cisco Easy VPNサーバを設定すると、最小設定の VPN接続がシスコデバイス上に作成されま
す。Easy VPN Remoteによる VPNトンネル接続が開始すると、Cisco Easy VPNサーバでは、
IPsecポリシーが Easy VPN Remoteにプッシュされ、それに対応する VPNトンネル接続が構成
されます。

Easy VPN Clientテンプレートを作成する前に、同一アドレッシング ACL、対象トラフィック
ACL、保護サブネット ACLなどの必要な ACLを ACLテンプレートを使用して作成します。
詳細については、『Cisco Prime Infrastructure 3.1 User Guide』を参照してください。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [Easy VPN Remote]にある [テンプ
レートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。
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表 85 : [セキュリティ（Security）] > [Easy VPN Remote]

説明フィールド

EasyVPNRemoteプロファイ
ル名とインターフェイスの

設定（Easy VPN Remote
Profile Name and Interface
Configuration）

プロファイル名を入力します—プロファイル名（Profile
Name）

これらは、Easy VPN接続に組み込まれているインターフェイス
です。これらのインターフェイスに接続されたすべてのホストま

たはサブネットが VPNに含まれます。

内部インターフェイス

（Inside Interfaces）
インターフェイスとサーバ

アソシエーション（Interface
and Server Association）

Easy VPNサーバまたはコンセントレータに接続するWANイン
ターフェイス。

外部インターフェイス

（Outside Interfaces）

この番号によって、ルーティング可能なインターフェイスを指定

し、選択したトラフィックをさまざまなEasyVPNコンセントレー
タへ送信してインターネットへ送信します。

仮想テンプレート番号

（Virtual Template
Number）

Easy VPNサーバアドレスを入力します。最大 10個の IPv4サー
バアドレスまたはサーバホスト名を追加できます。

Easy VPNサーバ
（Easy VPN Server）

サーバのアイドル時間を秒単位で入力します。指定できる範囲は

60～ 86400です。デフォルト値は 60です。
アイドル時間（Idle
Time）

Easy VPN Remote接続設定
（Each VPN Remote
Connection Settings）
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ルータの内部ネットワーク上の PCやその他のデバイスでプライ
ベート IPアドレスを持つプライベートネットワークを形成する
場合は、[クライアント（Client）]を選択します。トラフィック
のルーティングにはネットワークアドレス変換（NAT）とポー
トアドレス変換（PAT）が使用されます。LAN外部のデバイス
は、LAN上のデバイスを pingしたり、それらのデバイスに直接
到達したりできなくなります。

クライアント動作のモード（Mode of
Operation）

デバイスを内部インターフェイスに接続しており、ルーティング

可能で、宛先ネットワークが到達可能な IPアドレスを取得する
場合は、[ネットワーク拡張（Network Extension）]モードを選択
します。接続の両端のデバイスは、一体となって1つの論理ネッ
トワークを形成します。PATは自動的に無効になっており、接続
の両端にあるPCやホストが相互にダイレクトアクセスできるよ
うになっています。

ネットワーク拡張

（Network Extension）

モード設定により IPアドレスを要求し、利用可能なループバッ
クインターフェイスに自動的に割り当てるには、[ネットワーク
拡張プラス（Network Extension Plus）]モードを選択します。こ
の IPアドレスの IPsec SAは、Easy VPN Remoteにより自動的に
作成されます。この IPアドレスを使用してルータに接続し、リ
モート管理およびトラブルシューティング（ping、Telnet、およ
びセキュアシェル）を行うことができます。

ルータが Easy VPN Remote Phase 4以降をサポートする
Cisco IOSイメージを実行していない場合は、Network
Extension Plusモードを設定できません。

（注）

ネットワーク拡張プラ

ス（Network Extension
Plus）

指定された内部インターフェイスの直接的な部分ではないサブ

ネットの ACLを入力します。
—保護されたサブネット ACL

（Protected Subnets ACL）

Easy VPN設定がルータ設定ファイルに配信される場合にVPNト
ンネルを自動的に確立するには、[自動（Auto）]を選択します。
ただし、トンネルを手動で制御できなくなります。

Auto接続方法

VPNトンネルがいつ確立され、いつ終了するかを制御する場合
は、[手動（Manual）]を選択します。

手動（Manual）

特定のトラフィックが検知されたときにのみトンネルを確立する

場合は、[対象トラフィック（InterestingTraffic）]を選択します。
このトラフィックは、対象トラフィック ACLで特定されます。

対象トラフィック

（Interesting Traffic）

EasyVPNRemote認証メカニ
ズム（EasyVPN Remote
Authentication Mechanisms）
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デバイス認証方式を選択します。[事前共有キー（Pre-sharedKey）]
または [デジタル証明書（Digital Certificate）]を選択できます。

—プライマリ認証（Primary
Authentication）

IPsecグループ名を入力します。このグループ名は、VPNコンセ
ントレータまたはサーバで定義されているグループ名と一致する

必要があります。この情報は、ネットワーク管理者から取得して

ください。

グループ名（Group
Name）

事前共有キーの設定（Pre
Shared Key Configuration）

パスワードを暗号化するには [暗号化されたパスワードの有効化
（Enable Encrypted Password）]チェックボックスをオンにしま
す。

暗号化されたパスワー

ドの有効化（Enable
Encrypted Password）

[事前共有キー（Preshared Key）]をオンにすると、秘密キーを 2
つのピア間で共有したり、認証フェーズ中に IKEで使用したりで
きます。

事前共有キー（Pre
Shared Key）

事前共有キーを再入力し、そのキーを確認します。事前共有キーの確認

（Confirm Pre Shared
Key）

IKEキー管理メッセージを署名および暗号化するためにRSAキー
ペアを使用する認証方式。証明書によって、2つのピア間の通信
の否認防止が提供されます。つまり、実際に通信が行われたこと

を証明できます。

—デジタル証明書（Digital
Certificate）

拡張認証（Extended
Authentication）

Cisco IOSデバイスのデフォルトでは、[拡張認証の有効化（Enable
XAuth）]は有効になっています。

—拡張認証の有効化（Enable
XAuth）

Web認証方式を使用するには、[Web認証の使用（Use Web
Authentication）]オプションボタンをオンにします。HTTP認証
を使用するには、[EasyVPNRemoteの背後のクライアントごとに
HTTP認証を使用（Use HTTPAuthorization for each client behind the
Easy VPN Remote）]チェックボックスをオンにします。

—Web認証の使用（Use Web
Authentication）

[クレデンシャルの保存（Save Credentials）]オプションボタンを
オンにし、ユーザ名とパスワードを指定します。パスワードを確

認するため、そのパスワードを再入力します。

—クレデンシャルの保存（Save
Credentials）

[クレデンシャルの要求（Prompt for Credentials）]オプションボ
タンを選択し、クレデンシャルを指定します。

—クレデンシャルの要求

（Prompt for Credential）

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
137

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照

[セキュリティ（Security）] > [Easy VPN Remote]



説明フィールド

EasyVPN Remoteファイア
ウォール設定（EasyVPN
Remote Firewall Settings）

ファイアウォール設定を有効にするには、[ファイアウォール経
由の EasyVPN（EasyVPN through Firewall）]チェックボックスを
オンにします。

—ファイアウォール経由の

EasyVPNの有効化（Enable
EasyVPN through Firewall）

Cisco Tunneling Control Protocol（cTCP）ポート番号を入力しま
す。この番号は、EZVPNサーバの cTCPポート番号と一致する
必要があります。指定できる範囲は 1～ 65535です。デフォルト
値は 10000です。

—cTCPポート番号（cTCPPort
Number）

ファイアウォールのキープアライブ時間を秒単位で入力します。

指定できる範囲は 5～ 3600です。デフォルト値は 5です。
—NAT/ファイアウォールキー

プアライブ（NAT/Firewall
Keepalive）

[セキュリティ（Security）] > [Easy VPNサーバ（Easy VPN Server）]

Easy VPNサーバ機能により、Cisco VPN Client Release 3.x以降、および Cisco VPNハードウェ
アクライアント（Cisco Integrated Servicesルータやシスコアプリケーション固有のルータな
ど）がサーバのサポート対象となりました。IP Security（IPsec）を使用して、集中管理された
IPsecポリシーがサーバによってクライアントデバイスにプッシュされ、エンドユーザの設定
を最小限に抑えることができます。

Easy VPNサーバの設定に、動的な仮想トンネルインターフェイスやダイナミック暗号マップ
方式を使用できます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [Easy VPNサーバ（Easy VPN
Server）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明しま
す。

表 86 : [セキュリティ（Security）] > [Easy VPNサーバ（Easy VPN Server）]

説明フィールド

検証基準（Validation Criteria）

[ルータ（Routers）]を選択します。—デバイスタイプ（Device
Type）

インターフェイスの設定方法

（Interface Configuration
Methods）
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WANリンクに接続するインターフェイス名を入力します。—[外部インターフェイス
（Outside Interface）]

IPsecプロファイルテンプレートで作成した仮想テンプレー
ト番号と IPsecプロファイル名を入力します（2～ 85ページ
の「[セキュリティ（Security）]> [VPNコンポーネント（VPN
Components）] > [IPSecプロファイル（IPSec Profile）]」を参
照）。または、デバイスに存在している IPsecプロファイル
の名前も入力できます。デバイスに存在している IPsecプロ
ファイルは、デバイスビューに表示されます。

—ダイナミック仮想トンネルイ

ンターフェイスの設定

（Configure Dynamic Virtual
Tunnel Interface）

トランスフォームセットテンプレートで作成した暗号マッ

プ名とトランスフォームセット名を入力します（2～87ペー
ジの「[セキュリティ（Security）] > [VPNコンポーネント
（VPNComponents）] > [トランスフォームセット（Transform
Sets）]」を参照）。または、デバイスに存在しているトラン
スフォームセットの名前も入力できます。デバイスに存在

しているトランスフォームセットは、デバイスビューに表

示されます。

—ダイナミック暗号マップの設

定（Configure Dynamic Crypto
Map）

ISAKMP設定（ISAKMP
Settings）

ドロップダウンリストからクライアント設定のアドレスタ

イプを選択します。

—クライアント設定アドレスタ

イプ（Client Configuration
Address Type）

デッドピア検出（DPD）メッセージをEasyVPNクライアン
トに送信するように、デバイスを有効にします。クライアン

トが DPDメッセージに応答しない場合は、接続は終了され
ます。

—デッドピア検出の有効化

（Enable Dead Peer Detection）

DPDメッセージ間隔を [キープアライブ間隔（Keepalive
Interval）]フィールドに秒単位で指定します。指定できる範
囲は 10～ 3600です。

—キープアライブ間隔（Keep
Alive Interval）

DPDメッセージが失敗した場合の再試行間隔を秒単位で指
定します。指定できる範囲は 2～ 60です。

—再試行間隔（Retry Interval）

AAAグループ/ユーザポリシー
（AAA Group/User Policy）

CLIテンプレートで作成したものと同じ AAAグループメ
ソッドリストのプロファイル名を入力します。

—AAAグループメソッドリス
ト（AAA Group Method List）
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CLIテンプレートで作成したものと同じAAAユーザメソッ
ドリストのプロファイル名を入力します。

—AAAユーザメソッドリスト
（AAA User Method List）

AAAサーバからユーザ属性を取得し、モード設定を使用し
てリモートデバイスにプッシュするには、[PKIダウンロー
ドの有効化（Enable PKI download）]チェックボックスをオ
ンにします。属性を取得する際に使用するユーザ名は、リ

モートデバイスの証明書から取得されます。

—PKIダウンロードの有効化
（Enable PKI download）

ルータ内にローカルに存在しないものの、そのアイデンティ

ティは ISAKMPプロファイルと一致する必要がある ISAKMP
グループを指定します。

—VPNグループ（VPN groups）

EasyVPNグループの設定
（EasyVPN Group
Configuration）

一般

Easy VPNグループ名を入力します。グループ名（Group
Name）

一般

暗号化された事前共有キーを指定できるようにするには、

[暗号化されたキーの有効化（Enable EncryptedKey）]チェッ
クボックスをオンにします。

暗号化されたキーの有効

化（Enable Encrypted
Key）

事前共有キーを使用すると、秘密キーを2つのピア間で共有
したり、認証フェーズ中に IKEで使用したりできます。

Pre-SharedKey;事前共有
キー

事前共有キーを再入力し、そのキーを確認します。事前共有キーの確認

（Confirm Pre-Shared
Key）
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説明フィールド

クライアントへ内部 IPアドレスを割り当てるための新しい
IPアドレスプールを作成するには、[リモートクライアント
への IPアドレスの割り当て（Assign IP Address to Remote
Clients）]チェックボックスをオンにします。

リモートクライアント

への IPアドレスの割り
当て（Assign IP Address
to Remote Clients）

アドレスプールの設定

（Address Pool Configuration）

範囲の開始 IPアドレス（例：1.1.1.1）を入力します。開始 IPアドレス
（Starting IP Address）

範囲の終了 IPアドレス（例：1.1.1.1～ 1.1.254.1）を入力し
ます。

終了 IPアドレス
（Ending IP Address）

ローカル接続の接続先クライアントが使用するサブネット

マスクを入力します。

サブネットマスク

（Subnet Mask）

設定できる接続の最大数を入力します。指定できる範囲は1
～ 5000です。

許容最大接続数（Max
Connections Allowed）

拡張認証方式を有効にするには、[拡張認証の有効化（Enable
XAuth）]チェックボックスをオンにします。

拡張認証の有効化

（Enable XAuth）
拡張認証オプション（XAuth
Options）

サーバがEasyVPNRemoteにプッシュするバナーを入力しま
す。

拡張認証バナー（XAuth
Banner）

ユーザごとに許可する最大ログイン数。指定できる範囲は1
～ 10です。

ユーザあたりの許容最大

ログイン数（MaxLogins
allowed per user）

拡張認証時に追加の認証確認を実行するには、[拡張認証用
のグループロックの有効化（Enable group lock for XAuth）]
チェックボックスをオンにします。拡張認証時に入力したグ

ループ名は、事前共有キーデバイス認証用に送信したグルー

プ名でサーバによって比較されます。それらのグループ名が

一致しない場合は、サーバにより接続が拒否されます。

拡張認証用のグループ

ロックの有効化（Enable
group lock for XAuth）

後続のサーバへの接続時の IKEモード設定中にポリシーを
受け取った後、拡張認証クレデンシャルを入力するように求

められた際、クライアントはパスワードをローカルに保存で

きます。

ルータ上での拡張認証パ

スワードの保存（Save
XAuth password on
router）

DNS &WINS

グループが属する DNSドメインの名前を入力します。—ドメイン名（Domain Name）

グループのプライマリおよびセカンダリ DNSサーバを指定
するには、[DNSサーバの設定（Configure DNS Servers）]
チェックボックスをオンにします。

—DNSサーバの設定
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プライマリ DNSサーバの IPアドレスを入力します。—プライマリ DNSサーバ
（Primary DNS Server）

セカンダリ DNSサーバの IPアドレスを入力します。—セカンダリ DNSサーバ
（Secondary DNS Server）

グループのプライマリおよびセカンダリ DNSサーバを指定
するには、[WINSサーバの設定（Configure WINS Server）]
チェックボックスをオンにします。

—WINSサーバの設定（Configure
WINS Server）

プライマリWINSサーバの IPアドレスを入力します。—プライマリWINSサーバ
（Primary WINS Server）

セカンダリWINSサーバの IPアドレスを入力します。—セカンダリWINSサーバ
（Secondary WINS Server）

スプリットトンネリング

（Split Tunneling）

スプリットトンネリング用の保護サブネットを表すACLの
名前を入力します。

—スプリットトンネル ACL
（Split Tunnel ACL）

プラベートネットワークに対してトンネリングまたは解決

する必要のあるドメイン名を入力します。

—スプリット DNSの設定（Split
DNS Configuration）

設定

リモートデバイスがサーバから設定を取得する際に使用す

るURLを入力します。このURLは、設定済みファイルの完
全パスを指定する非ヌル終端 ASCII文字列である必要があ
ります。

URL設定転送（ConfigurationPush）

設定のバージョンを入力します。指定できる範囲は1～32767
です。

Version

バックアップゲートウェイを割り当てて、クライアントデ

バイスにバックアップゲートウェイのリストをプッシュし

ます。これまでのゲートウェイが失敗した場合に、これらの

ゲートウェイが使用されます。

バックアップゲートウェ

イ（Backup Gateways）
バックアップの設定（Backup
Configuration）
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クライアントと同時にローカルサブネットワークにアクセ

スするために非スプリットトンネリング接続を許可するに

は、[ローカル LANを含む（Include local LAN）]チェック
ボックスをオンにします。

ローカル LANを含む
（Include local LAN）

アクセス設定（Access
Settings）

IPsec SAに Perfect Forward Secrecyが必要かどうかについて
クライアントに通知するには、[Perfect Forward Secrecyの有
効化（Enable perfect forward secrecy）]チェックボックスをオ
ンにします。

Perfect Forward Secrecyの
有効化（Enable perfect
forward secrecy）

Are-U-Thereファイアウォールを有効にするには、
[Are-U-Thereファイアウォールの有効化（Enable Firewall
Are-U-There）]チェックボックスをオンにします。

Are-U-Thereファイア
ウォールの有効化

（Enable Firewall
Are-U-There）

ファイアウォールとプロキシ

の設定（Firewall and Proxy
Settings）

EasyVPNブラウザプロキシテンプレートが設定したブラウ
ザプロキシプロファイルを入力します。

ブラウザプロキシ設定

（Browse Proxy Settings）

ファイアウォール設定

（Firewall Settings）

EasyVPNの cTCPカプセル化を設定するには、[cTCPの有効
化（Enable cTCP）]チェックボックスをオンにします。最大
10個のポート番号を設定できます。

—cTCPの有効化（Enable cTCP）

cTCPのポート番号を入力します。—cTCPポート番号（cTCP Port
Number(s)）

cTCPキープアライブ時間を秒単位で入力します。指定でき
る範囲は 5～ 3600です。

—

[セキュリティ（Security）]>[EasyVPNサーバプロキシ設定（EasyVPNServerProxySetting）]

Easy VPNサーバのプロキシ設定機能では、Easy VPNリモートと Easy VPNクライアントに対
して Easy VPNサーバがプッシュするブラウザプロキシ設定を指定できます。Easy VPNサー
バのプロキシ設定機能を使用すると、Cisco IOS VPNクライアントを使用して社内ネットワー
クに接続する際にWebブラウザのプロキシ設定を手動で変更する必要はありません。また、
ネットワークから切断する際にプロキシ設定を手動で元に戻す必要もありません。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [Easy VPNサーバプロキシ設定
（Easy VPN Server Proxy Setting）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィー
ルドについて説明します。
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表 87 : [セキュリティ（Security）] > [Easy VPNサーバプロキシ設定（Easy VPN Server Proxy Setting）]

説明フィールド

ブラウザのプロキシ設定のプロファイル名を入力します。ブラウザプロキシ名（Browser Proxy Name）

•このグループのクライアントにプロキシサーバを使用させない
場合は、[プロキシサーバなし（No Proxy Server）]オプション
を選択します。

•このグループのクライアントがVPNトンネルで使用する際にそ
れらのクライアントにプロキシサーバを自動的に検出するに

は、[プロキシ設定の自動検出（Automatically Detect Proxy
Settings）]オプションを選択します。

•このグループのクライアントにプロキシサーバを手動で設定す
るには、[手動設定（Manual Configuration）]オプションを選択
します。

クライアントブラウザで使用されるプロキシ

サーバ設定（Proxy Server Settings Used by Client
Browser）

プロキシサーバの IPアドレスを入力します。プロキシサーバの IPアドレス（IP Address of
Proxy Server）

プロキシサーバのポート番号を入力します。[ポート（Port）]

プロキシサーバを使用しないホストのアドレスを入力します。次のホストへのアクセスにプロキシサーバを使

用しない（Do not Use Proxy Server for Accessing
the Following Hosts）

クライアントがローカル（LAN）アドレスにプロキシサーバを使用
しないようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。

ローカルアドレス用のプロキシサーバのバイパ

ス（Bypass Proxy Serve for Local Addresses）

[セキュリティ（Security）] > [GETVPN-GroupMember]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features andTechnologies）] > [セキュリティ（Security）] > [GETVPNグループメンバー（GET
VPN Group Member）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについ
て説明します。

表 88 : [セキュリティ（Security）] > [GET VPNグループメンバー（GET VPN Group Member）]

説明フィールド

グループ情報

グループIDを入力します。これは、GETVPN
グループメンバーの一意の識別子です。数

値または IPアドレスを指定できます。

—グループ ID（Group ID）

GETVPNグループメンバーのグループ名を
入力します。

—グループ名（Group Name）
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説明フィールド

この固定されたフィールドと関連付けられた

ポップアップダイアログボックスを使用し

て、この GETVPNグループメンバーの認証
タイプとポリシーを指定します。

—IKE認証ポリシー（IKE
Authentication Policy）

IKE認証タイプとして事前共有キーを選択
するには、このオプションボタンをオンに

します。このオプションボタンをオンにし

た場合は、このボタンのすぐ下にある [事
前共有キー（Pre-SharedKey）]フィールド
にキーを入力する必要があります。

Pre-SharedKey;事前共有キー

事前共有キーを再入力して確認します。こ

のフィールドは、認証タイプとして事前共

有キーを選択した場合にのみ表示されま

す。

事前共有キーの確認

（Confirm Pre-Shared Key）

IKE認証タイプとしてデジタル証明書を選
択するには、このオプションボタンをオン

にします。この認証タイプを選択した場合

は、ルータには、そのルータ自体を認証す

るために認証局によって発行されたデジタ

ル証明書が必要です。

デジタル証明書（Digital
Certificate）

値 1～ 10000を入力し、認証ポリシーのネ
ゴシエーション優先順位を設定します（最

も高い優先度は 1）。このプライオリティ
値によって、共通の SAの検出試行時に、
ネゴシエーションする2つのピアを比較す
ることで、IKEプロポーザルの順序が決定
します。リモート IPsecピアが、最初のプ
ライオリティポリシーで選択されているパ

ラメータをサポートしていない場合、デバ

イスは、次に低いプライオリティ番号を持

つポリシーで定義されているパラメータの

使用を試行します。

[プライオリティ（Priority）]

認証ポリシーの認証タイプをリストから選

択します。

認証

認証ポリシーのD-Hグループをリストから
選択します。

D-Hグループ（D-HGroup）

認証ポリシーの暗号化タイプをリストから

選択します。

暗号化（Encryption）
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認証ポリシーのハッシュタイプをリストか

ら選択します。

ハッシュ（Hash）

SAライフタイムを秒単位で入力します。
このライフタイムを超えると、SAの期限
が切れ、2つのピア間で再ネゴシエーショ
ンを行う必要があります。一般に、ライフ

タイムが短いほど、IKEネゴシエーション
がセキュアになります。

IKEライフタイム（IKE
lifetime）

GETVPNグループメンバーのWANインター
フェイス登録情報を入力します。

—WANインターフェイス
（WAN Interface）

トラフィックの詳細

（Traffic Details）

GETVPNグループメンバーがクリアテキス
トで送信する必要があるトラフィックを指定

するローカル例外ポリシー ACLを入力しま
す。

—ローカル例外ポリシー ACL
（Local Exception Policy
ACL）

GETVPN暗号化が失敗したときに許可する
必要があるトラフィックを指定するフェール

クローズ ACLを入力します。フェールク
ローズ ACL機能を設定した場合、グループ
メンバー経由で通過するすべてのトラフィッ

クは、グループメンバーが正常に登録され

るまでドロップされます。グループメンバー

が正常に登録され、SAがダウンロードされ
た後に、この機能は自動的に無効になりま

す。

—フェールクローズ ACL
（Fail Close ACL）

キーサーバ（Key Servers）

プライマリ暗号キーサーバの IPアドレスま
たはホスト名を入力します。プライマリキー

サーバは、グループポリシーを作成してす

べてのグループメンバーに配布する処理、

およびセカンダリキーサーバと定期的に同

期する処理を担当します。

—プライマリキーサーバ

（Primary Key Server）
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説明フィールド

一連のセカンダリキーサーバを指定するに

は、この編集テーブルを使用します。編集

テーブルの最上部に優先度が最も高いサーバ

が来るように、優先度順にサーバを入力しま

す。プライマリキーサーバがダウンしてい

たり、アクセスできない状態にある間、優先

度が一番高いアクセス可能なセカンダリキー

サーバがプライマリキーサーバとして機能

するように選択されます。

—セカンダリキーサーバ

（Secondary Key Servers）

グループメンバーでパッシブSAモードを有
効にするには、[パッシブ SAの有効化
（Enable Passive SA）]チェックボックスを
オンにします。

—パッシブ SAの有効化
（Enable Passive SA）

[セキュリティ（Security）] > [GETVPN-KeyServer]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [GETVPNキーサーバ（GETVPN
Key Server）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明し
ます。

表 89 : [セキュリティ（Security）] > [GET VPNキーサーバ（GET VPN Key Server）]

説明フィールド

テンプレートの詳細

（Template Detail）

GETVPNグループメンバーテンプレートのグループ名を入力します。グループ名（Group Name）

GETVPNグループメンバーの一意の IDを入力します。数値または IPアドレスを指定
できます。指定できる範囲は 0～ 2147483647です。

グループ ID（Group ID）

IKE認証ポリシー（IKE
Authentication Policy）

[事前共有キー（Preshared Keys）]オプションボタンまたは [デジタル証明書（Digital
Certificates）]オプションボタンをクリックします。

• [事前共有キー（Preshared Keys）]：秘密キーを 2つのピア間で共有したり、認証
フェーズ中に IKEで使用したりできます。

• [デジタル証明書（DigitalCertificates）]：IKEキー管理メッセージを署名および暗
号化するために、RSAキーペアが使用される認証方式。証明書によって、2つの
ピア間の通信の否認防止が提供されます。つまり、実際に通信が行われたことを

証明できます。

認証タイプ（Authorization
Type）
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IKEプロポーザルのプライオリティ値。このプライオリティ値によって、共通の SA
の検出試行時に、ネゴシエーションする 2つのピアを比較することで、IKEプロポー
ザルの順序が決定します。リモート IPsecピアが、最初のプライオリティポリシーで
選択されているパラメータをサポートしていない場合、デバイスは、次に低いプライ

オリティ番号を持つポリシーで定義されているパラメータの使用を試行します。

有効な値の範囲は 1～ 10000です。値が小さいほど、プライオリティが高くなりま
す。

[プライオリティ（Priority）]

ドロップダウンリストから暗号化アルゴリズムを選択します。この暗号化アルゴリズ

ムを使用してフェーズ 2ネゴシエーションを保護するためのフェーズ 1 SAを確立し
ます。

• [AES-128]：128ビットキーを使用する AESに従って暗号化を実行します。
• [AES-192]：192ビットキーを使用する AESに従って暗号化を実行します。
• [AES-256]：256ビットキーを使用する AESに従って暗号化を実行します。
• [DES]：56ビットキーを使用する DESに従って暗号化を実行します。
• [3DES]：56ビットキーを使用して暗号化を 3回実行します。3DESは DESより
もセキュアですが、暗号化と復号化には、より多くの処理を必要とします。AES
に比べるとセキュリティは低くなります。このオプションを使用するには 3DES
のライセンスが必要です。

暗号化（Encryption）

IKEプロポーザルで使用されるハッシュアルゴリズム。このアルゴリズムによって、
メッセージの整合性の確保に使用されるメッセージダイジェストが作成されます。次

のオプションがあります。

• [SHA (Secure Hash Algorithm)]：160ビットのダイジェストを生成します。SHAに
は、総当たり攻撃に対して、MD5よりも高い耐性が備えられています。

• [MD5 (Message Digest 5)]：128ビットのダイジェストを生成します。MD5では、
処理時間が SHAよりも少なくなります。

ハッシュ（Hash）

Diffie-Hellmanグループは、2つの IPsecピア間の共有秘密キーを互いに送信すること
なく取得するために使用されます。係数が大きいほどセキュリティが強化されます

が、処理時間が長くなります。2つのピアに、一致する係数グループが設定されてい
る必要があります。次のオプションがあります。

• [1]：Diffie-Hellmanグループ 1（768ビット係数）。
• [2]：Diffie-Hellmanグループ 2（1024ビット係数）。
• [5]：Diffie-Hellmanグループ 5（1536ビット係数。128ビットキーの保護に推奨
されるが、グループ 14の方がより強力）。AES暗号化を使用する場合は、この
グループ（またはそれ以上）を使用します。ASAでは、最上のグループとしてこ
のグループがサポートされます。

Diffie-Hellmanグループ
（Diffie-Hellman Group）
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説明フィールド

SAのライフタイム（秒数）。このライフタイムを超えると、SAの期限が切れ、2つ
のピア間で再ネゴシエーションを行う必要があります。一般的に、一定の限度に達す

るまで、ライフタイムが短いほど、IKEネゴシエーションがセキュアになります。た
だし、ライフタイムが長いと、今後の IPsecセキュリティアソシエーションのセット
アップが、短いライフタイムの場合よりも迅速に行われます。

60～ 2147483647の値を指定できます。デフォルトは 86400です。

保存期間（Lifetime）

暗号マップを関連付ける必要があるインターフェイスの名前を入力します。登録インターフェイス

（Registration Interface）

トラフィックの詳細（Traffic
Details）

暗号化から除外する必要があるトラフィックの ACLを選択します。ローカル例外 ACL（Local
Exception ACL）

グループメンバーがキーサーバに登録されるまで、クリアテキストで送信する必要

があるトラフィックの ACLを選択します。フェールクローズ機能を設定した場合、
グループメンバー経由で通過するすべてのトラフィックは、グループメンバーが正

常に登録されるまでドロップされます。グループメンバーが正常に登録され、SAが
ダウンロードされた後に、この機能は自動的に無効になります。

フェールクローズ ACL（Fail
Close ACL）

キーサーバ情報（Key Server
Information）

クライアントを接続するプライマリキーサーバの IPアドレスを指定します。プライ
マリキーサーバは、グループポリシーを作成してすべてのグループメンバーに配布

する処理、およびセカンダリキーサーバと定期的に同期する処理を担当します。プ

ライオリティが最も高いサーバが、プライマリキーサーバとして選択されます。

プライマリキーサーバ

（Primary Key Server）

プライマリキーサーバの登録に失敗した場合に、グループメンバーがフォールバッ

クするセカンダリキーサーバの IPアドレスを指定します。すべてのセカンダリキー
サーバのリストから使用可能な任意のキーサーバに登録するようにグループメンバー

を設定できます。グループメンバーの設定によって、登録順序が決定されます。最初

に定義されたキーサーバに対して接続が試みられ、その後、定義された順番でキー

サーバへの接続が試みられます。グループメンバーに対して最大 8台のキーサーバ
を割り当てることができます。

セカンダリキーサーバ

（Secondary Key Server）

移行

グループメンバーでパッシブ SAモードを有効にするには、このオプションを使用し
ます。パッシブSAモードでは、キーサーバの受信専用SAオプションが上書きされ、
すべての発信トラフィックが暗号化されます。

パッシブSAの有効化（Enable
Passive SA）

GETVPNグループメンバーテンプレートのグループ名を入力します。グループ名（Group Name）
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[セキュリティ（Security）] > [ScanSafe]

Cisco Scansafeによる Cisco ISR Webセキュリティは、クラウドベースのサービスとしてのセ
キュリティ（SaaS）で、HTTPや HTTPsのトラフィックのコンテンツをスキャンできます。
Cisco ScanSafeによる Cisco ISR Webセキュリティをルータと統合すると、選択した HTTPや
HTTPSのトラフィックが ScanSafeクラウドにリダイレクトされ、コンテンツのスキャンとマ
ルウェア検出が行われます。

Webトラフィックを Cisco ScanSafeによる Cisco ISR Webセキュリティにリダイレクトするよ
うにCisco ScanSafeによるCisco ISRWebセキュリティを設定すると、ISRは IPアドレスとポー
トに基づいてHTTPおよびHTTPSのトラフィックを ScanSafeのプロキシサーバに透過的にリ
ダイレクトします。Cisco ScanSafeによるCisco ISRWebセキュリティによるスキャンが実行さ
れることなく、最初に要求したWebサーバにWebトラフィックを直接リレーするように ISR
を設定できます。

トラフィックのホワイトリスト

承認されたWebトラフィックが Cisco ScanSafeによる Cisco ISR Webセキュリティにリダイレ
クトされ、スキャンが行われないように ISRを設定できます。このスキャンをバイパスする
と、ISRは、Cisco ScanSafeによる Cisco ISRWebセキュリティに問い合わせることなく最初に
要求したWebサーバからコンテンツを直接取得します。Webサーバから応答を受け取ると、
データをクライアントに送信します。これをトラフィックのホワイトリストといいます。

ScanSafeの詳細については、『Security Configuration Guide』を参照してください。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [セキュリティ（Security）] > [ScanSafe]にある [テンプレート
の詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 90 : [セキュリティ（Security）] [ScanSafe]

説明フィールド

サーバ情報

プライマリ ScanSafeサーバの IPv4アドレスまたはホスト名を入力します。プライマリサーバ（Primary Server）

HTTP要求がプライマリサーバにリダイレクトされる HTTPポートを指定し
ます。デフォルトでは、ScanSafeはHTTPトラフィックについてはポート 80
を使用します。ただし、要求タイプごとに異なるポートを使用するよう選択

できます。

HTTPポート（HTTP Port）

HTTPS要求をプライマリサーバにリダイレクトするHTTPSポートを指定し
ます。デフォルトでは、ScanSafeは HTTPSトラフィックについてはポート
443を使用します。ただし、要求タイプごとに異なるポートを使用するよう
選択できます。

HTTPSポート（HTTPS Port）

セカンダリ ScanSafeサーバの IPv4アドレスまたはホスト名を入力します。セカンダリサーバ（Secondary Server）
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説明フィールド

HTTP要求がセカンダリサーバにリダイレクトされる HTTPポートを指定し
ます。デフォルトでは、ScanSafeはHTTPトラフィックについてはポート 80
を使用します。

HTTPポート（セカンダリ）（HTTPPort
(secondary)）

HTTPS要求がセカンダリサーバにリダイレクトされるHTTPSポートを指定
します。デフォルトでは、ScanSafeは HTTPSトラフィックについてはポー
ト 443を使用します。

HTTPSポート（HTTPS Port）

要求を開始した組織を示すために ISRが ScanSafeプロキシサーバに送信す
るライセンスキーを指定します。ライセンスは 16バイトの 16進キーです。

Scansafeライセンス（Scansafe License）

ライセンス情報を暗号化するには、[ライセンス情報の暗号化（EncryptLicense
Info）]チェックボックスをオンにします。

ライセンス情報の暗号化（Encrypt
License Info）

プライマリ ScanSafeサーバのタイムアウトを秒単位で指定します。ISRは指
定されたタイムアウト期間を待機してから、ScanSafeプロキシサーバをポー
リングし、利用可能かどうかを確認します。

サーバタイムアウト（Server timeout）

プライマリ ScanSafeセッションのアイドルタイムアウトを秒単位で指定し
ます。プライマリサーバに障害が発生した場合、ISRはセカンダリサーバを
アクティブな ScanSafeプロキシサーバとして使用します。連続する 3回の
タイムアウト期間にアクティブである場合、ISRは自動的にプライマリサー
バにフォールバックします。

セッションのタイムアウト（Session
Timeout）

ScanSafeが有効になっている送信元の IPv4アドレスまたはインターフェイス
名を指定します。

送信元インターフェイス（Source
Interface）

着信トラフィックが設定された ScanSafeプロキシサーバに到達できない場
合に、ISRがそのトラフィックをどのように処理するかを指定します。オプ
ションはすべてのトラフィックをドロップする [全トラフィックをドロップ
（Drop all traffic）]か、すべてのトラフィックを許可する [全トラフィックを
許可（Allow all traffic）]です。デフォルトは [全トラフィックをドロップ
（Drop all traffic）]です。

ScanSafeサーバが応答できない場合の
ルータの動作（Router behavior when
ScanSafe server fail to respond）

ユーザ情報

ルータの入力インターフェイスにWeb認証（webauth）が設定されていない
場合は、グローバルユーザを入力します。

グローバルユーザ（Global User）

ルータの出力インターフェイスにWeb認証（webauth）が設定されていない
場合は、グローバルユーザグループを入力します。

グローバルユーザグループ（Global
User Group）

2つの編集テーブルを使用して、ScanSafeタワーとのやり取り時に含める、
または除外するユーザグループ情報を指定します。ユーザグループ情報は、

ルータの入力および出力インターフェイスにWeb認証（webauth）が設定す
る場合にのみ使用されます。

ユーザグループの包含/除外情報（User
Group Inclusion & Exclusion Info）
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説明フィールド

ScanSafeタワーにホワイトリスト情報を送信し、送信する Safe URL、Safe
ユーザエージェント、Safe ACL情報を指定するにはこのオプションを選択
します。

ScanSafeタワーへのホワイトリスト情
報の通知（Notify Whitelist Info to
ScanSafe Tower）

[CLIテンプレート（CLI Templates）]フィールドの説明
次に、システム CLIテンプレートで使用されているフィールドについて説明します。

•認証の802.1X変更 - IOS（802.1X Change of Authorization-IOS）
•アクセスレイヤ - IOS（Access Layer-IOS）
•認証プロキシ - IOS（Authentication Proxy-IOS）
•バナー構成 - IOS（Banner Configuration-IOS）
•認証局 - IOS（Certificate Authority-IOS）
•コアレイヤ - IOS（Core Layer-IOS）
•暗号マップ構成 - IOS（Crypto Map Configuration-IOS）
• DNS設定 - IOS（DNS Configuration-IOS）
• DNS設定 - NAM（DNS Configuration-NAM）
• DNS設定 - Nexus（DNS Configuration-Nexus）
•ディストリビューション層 - IOS（Distribution Layer-IOS）
• EEM環境変数 - IOS（EEM Environmental Variables-IOS）
• Embedded Event Manager構成 - IOS（Embedded Event Manager Configuration-IOS）
•イネーブルパスワード - IOS（Enable Password-IOS）
• Cat6kデバイスのゴールドブートレベルとモニタリングテスト - IOS（GOLDBoot Level and
Monitoring Test for Cat6k Devices-IOS）

•非スタックデバイスのゴールドモニタリングテスト - IOS（GOLD Monitoring Test for Non
Stack Devices-IOS）

•スタック対応デバイスのゴールドモニタリングテスト - IOS（GOLDMonitoringTest for Stack
Enabled Devices-IOS）

•ゲストユーザ
• HTTP-HTTPSサーバおよびWSMAの構成 - IOS（HTTP-HTTPS Server and WSMA
Configuration-IOS）

• MACトラップの設定（MAC Trap Configuration）
• Mediatrace-Responder-Configuration
• Medianet-PerfMon
• RADIUS構成 - IOS（RADIUS Configuration-IOS）
•リロード構成 - IOS（Reload Configuration-IOS）
•リロード構成 - NAM（Reload Configuration-NAM）
• Webユーザ構成 - NAM（Web User Configuration-NAM）
•ユーザ定義プロトコル構成 - NAM（User Defined Protocol Configuration-NAM）
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認証の802.1X変更 - IOS（802.1X Change of Authorization-IOS）
スイッチの動的認証を行うための RADIUSクライアント設定をサポートするには、このオプ
ションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [認証の802.1X変更 -
IOS（802.1X Change of Authorization-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の
各フィールドについて説明します。

表 91 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [認証の802.1X変更 - IOS（802.1X Change of
Authorization-IOS）]

説明フィールド

フォームビュー（Form View）

DNShost名または RADIUSサーバホストの IPアドレスRADIUSクライアントの IPアドレスまたはホスト
名（RADIUS client IP Address or Host Name）

RADIUSクライアントにデバイスが使用する必要がある認証のタ
イプ（[任意（any）]、[すべて（all）]、または [セッションキー
（session key）]）を指定します。クライアントは、認証用に設定
された属性と一致していなければなりません。

デバイスが RADIUSクライアントに対して使用す
る認証のタイプ（Type of authorization the device uses
for RADIUS clients）

RADIUSサーバの認証および暗号キーを指定します。

キーは、RADIUSサーバで使用する暗号化キーに一致するテキス
トストリングでなければなりません。先頭のスペースは無視され

ますが、キーの中間および末尾のスペースは使用できます。キー

にスペースを使用する場合は、引用符自体がキーの一部でない限

り、そのキーを引用符で囲まないでください。

デバイスと RADIUSクライアント間で共有される
RADIUSキー（RADIUS Key shared between the
device and RADIUS clients）

デバイスが RADIUSの要求をリッスンするポート番号を指定しま
す。

ポート番号の範囲は 0～ 65535です。デフォルト値は 1700です。

デバイスが RADIUS要求をリッスンするポート
（Port on which the device listens for RADIUS
requests）

アクセスレイヤ - IOS（Access Layer-IOS）
プラットフォーム、LANスイッチのユニバーサル設定、アクセススイッチのグローバル設定、
クライアント接続を設定し、デバイスをディストリビューションルータまたはWANルータに
接続するには、このオプションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [アクセスレイヤ - IOS
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（Access Layer-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについ
て説明します。

表 92 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [アクセスレイヤ - IOS（Access Layer-IOS）]

説明フィールド

[フォームビュー（Form View）]タブ

選択したデバイスタイプにのみテンプレートを展開します。

展開上の問題を避けるため、このフィールドは編集しな

いでください。

（注）

デバイスタイプ（Device Type）

選択したデバイス OIDにのみテンプレートを展開します。

展開上の問題を避けるため、このフィールドは編集しな

いでください。

（注）

デバイス OID（Device OID）

Catalyst 2960-Sおよび 3750-Xプラットフォームのスイッチ番号を
入力します。

スイッチ番号（Switch Number）

LANスイッチユニバーサル設定（LAN Switch
Universal Configuration）

設定するデバイスのホスト名を入力します。ホスト名

非完全修飾ホスト名（ドット付き 10進表記ドメイン名のない名
前）を完成させるために Cisco IOSソフトウェアが使用する、デ
フォルトのドメイン名を入力します。ドメイン名を未修飾の名前

から区切るために使用される最初のピリオドは入れないでくださ

い。

IPドメイン名（IP Domain-name）

SimpleNetworkManagement Protocol（SNMP）へのアクセスを許可
するコミュニティアクセス文字列を設定する、SNMPサーバコ
ミュニティの読み取り専用アクセス（RO）を入力します。

SNMPサーバコミュニティ RO（SNMP-server
community RO）

SimpleNetworkManagement Protocol（SNMP）へのアクセスを許可
するコミュニティアクセス文字列を設定するには、SNMPサーバ
コミュニティの読み取り/書き込みアクセス権（RW）を入力しま
す。

SNMPサーバコミュニティ RW（SNMP-server
community RW）

自動的に暗号化を実行するには、[イネーブルシークレットパス
ワード（Enable Secret Password）]コマンドを入力します。

イネーブルシークレットパスワード（EnableSecret
Password）

ユーザ名管理パスワードを入力します。ユーザ名管理パスワード（Username Admin
Password）

TACACSサーバの IPアドレスを入力します。Tacacsサーバの IPアドレス（IP Address of Tacacs
Server）
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説明フィールド

スイッチを TACACSサーバに対して認証するには、TACACS秘
密キーを入力します。

TACACSキー（TACACS Key）

アプリケーションやその他のデスクトッププロセスのクロックの

同期を保持するために、NTPサーバの IPアドレスを入力します。
NTPサーバの IPアドレス

新しい夏時間（DST）の変更に適合するには、タイムゾーンを入
力します。

タイムゾーン

協定世界時間（UTC）から遅れている、または進んでいる時間数
を選択します。

UTCからの時間オフセット（Hours offset from
UTC）

協定世界時間（UTC）から遅れている、または進んでいる分数を
入力します。

UTCからの分オフセット（Minutesoffset fromUTC）

夏時間を入力します。夏タイムゾーン（Summer Time zone）

アクセススイッチグローバル設定とクライアント

接続（Access Switch Global Settings and Client
Connectivity）

IP電話からの IP音声トラフィックを搬送するアクセスポートを
有効にするには、音声 VLANを入力します。

ボイス VLAN

ユーザ生成トラフィックのみを搬送するには、データVLANを入
力します。

データ VLAN

アクセススイッチグローバル設定の構成

（Configure Access Switch Global Settings）

telnet、SSH、SNMP、syslogなどのプロトコルを使用してリモー
トの場所からスイッチを管理するための管理 VLANを入力しま
す。

管理 VLAN（Management VLAN）

ネットワークで使用される IPアドレス空間を検出、モニタ、監
査、および管理するための管理 IPアドレスを入力します。

管理 IPアドレス（Management IP Address）

管理サブネットマスクを入力します。管理サブネットマスク（Management SubnetMask）

デフォルトルータの IPアドレスを入力します。デフォルトルータ IPアドレス（Default Router IP
Address）

その他の設定（Other Settings）

ドロップダウンリストからインターフェイスタイプを選択しま

す。

クライアント接続を設定するためのインターフェ

イスタイプ（Interface Type to Configure Client
Connectivity）
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説明フィールド

開始インターフェイス番号を入力します。たとえば、Gigabit
Ethernetの場合は 0/1、PortChannelの場合は 1などです。

開始インターフェイス番号（Start InterfaceNumber）

終了インターフェイス番号を入力します。たとえば、2などです。終了インターフェイス番号（End InterfaceNumber）

ドロップダウンリストから、必要なオプションを選択します。ディストリビューションまたはWANルータへの接
続（Connect to Distribution or WAN Router）

EtherChannelインターフェイスを EtherChannelグループに割り当
てて設定するには、チャネルグループ番号を入力します。

チャネルグループ番号（Channel Group Number）

ドロップダウンリストからインターフェイスタイプを選択しま

す。

ディストリビューションまたはWANルータに接続
するためのインターフェイスタイプ（InterfaceType
for Connect to Distribution or WAN Router）

開始インターフェイス番号を入力します。たとえば、Gigabit
Ethernetの場合は 0/1、PortChannelの場合は 1などです。

開始インターフェイス番号（Start InterfaceNumber）

終了インターフェイス番号を入力します。たとえば、2などです。終了インターフェイス番号（End InterfaceNumber）

未使用の VLANをネイティブ VLANとして入力します。ホッピング用の未使用のVLAN（Unused VLAN for
Hopping）

認証プロキシ - IOS（Authentication Proxy-IOS）
ネットワークにログインしたり、HTTPを使用してインターネットにアクセスし、VPN機能用
に設定されている Cisco IOSデバイスの認証プロキシシステム定義済み設定テンプレートの展
開を容易にするには、このオプションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [認証プロキシ - IOS
（Authentication Proxy-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールド
について説明します。

表 93 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [認証プロキシ - IOS（Authentication Proxy-IOS）]

説明フィールド

必要なオプションを有効または無効にする場合に選択します。変更を加え

ない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。
AAAアクション（AAA Action）

認証の最初の方式として [TACACS+]または [RADIUS]のいずれかを選択し
ます。設定しない場合は、[なし（None）]を選択します。

AAA方式 1（AAA Method1）
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説明フィールド

最初の方式の選択に基づき、2番目の認証方式として [TACACS+]または
[RADIUS]のいずれかを選択します。設定しない場合は、[なし（None）]を
選択します。

AAA方式 2（AAA Method2）

タイムアウト値。デフォルトのタイムアウト値の範囲は 1～ 2147483647で
す。デフォルト値は 60です。

分単位のキャッシュタイムアウト（Cache
Timeout in Minutes）

ログインページのバナー表示を設定またはリセットするには、[有効
（Enable）]または [無効（Disable）]を選択します。

• [有効（Enable）]を選択した場合は、ログインページにルータ名が表
示されます。

• [無効（Disable）]を選択した場合は、ルータ名は表示されません。

バナーに変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。

バナーアクション（Banner Action）

ログイン後にバナーに表示するテキストを入力します。バナーテキストを

入力した場合、ルータ名ではなく、このテキストがログインページに表示

されます。

これはオプションのフィールドです。

バナーテキスト（Banner Text）

認証プロキシ規則を有効または無効にします。

• [有効（Enable）]を選択した場合は、名前付きの認証プロキシ規則が作
成され、アクセスリストに関連付けられます。

• [無効（Disable）]を選択した場合は、関連付けられているプロキシ規
則が削除されます。

フィールドの認証プロキシ規則グループに変更を加えない場合は、[変更な
し（No Change）]を選択します。

認証プロキシルールアクション

（Authentication Proxy Rule Action）

認証プロキシルールの名前を入力します。

名前には 16文字以内の英数字を使用できます。

認証プロキシルール名（Authentication
Proxy Rule Name）

デフォルトのキャッシュタイムアウトを上書きするタイムアウト値を入力

します。

これはオプションのフィールドです。上書きするタイムアウト値は 1～
2147483647の範囲にする必要があります。

認証プロキシルール上書きタイムアウト

（Authentication Proxy Rule Overriding
Timeout）

認証プロキシと一緒に使用する標準アクセスリストの名前または番号を入

力します。

これはオプションのフィールドです。

認証プロキシルール ACL番号/名
（Authentication Proxy Rule ACL
Number/Name）

AAAを有効または無効にするために必要なオプションを選択します。ニューモデル [AAA]アクション（New
Model [AAA] Action）
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バナー構成 - IOS（Banner Configuration-IOS）
次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [バナー構成 - IOS
（Banner Configuration-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールド
について説明します。

表 94 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [バナー構成 - IOS（Banner Configuration-IOS）]

説明フィールド

[フォームビュー（Form View）]タ
ブ

デイバナーのメッセージを追加または削除する適切なオプションを選択します。

既存のタスクを変更ない場合や、このフィールドの値を変更したくない場合は、

[変更なし（No Change）]を選択します。

Motdアクション（Motd Action）

[アクション（Action）]フィールドで [追加（Add）]を選択した場合は、メッセー
ジを入力します。ユーザがルータに接続すると、ログインプロンプトよりも前

に、Message-of-The-Day（Motd）バナーが表示されます。

Motdメッセージ（Motd Message）

Execバナーを追加または削除する適切なオプションを選択します。既存のタス
クを変更ない場合や、このフィールドの値を変更したくない場合は、[変更なし
（No Change）]を選択します。

Execアクション（Exec Action）

[アクション（Action）]フィールドで [追加（Add）]を選択した場合は、メッセー
ジを入力します。ユーザがルータにログインした後に、Execバナーまたは着信
バナーが表示されます。

Execメッセージ（Exec Message）

着信バナーを追加または削除する適切なオプションを選択します。既存のタスク

を変更ない場合や、このフィールドの値を変更したくない場合は、[変更なし（No
Change）]を選択します。

着信アクション（IncomingAction）

[アクション（Action）]フィールドで [追加（Add）]を選択した場合は、メッセー
ジを入力します。ユーザがルータに正常にログインした後に、Execバナーまた
は着信バナーが表示されます。

着信メッセージ（Incoming
Message）

ログインバナーを追加または削除する適切なオプションを選択します。既存の

タスクを変更ない場合や、このフィールドの値を変更したくない場合は、[変更
なし（No Change）]を選択します。

ログインアクション（Login
Action）

[アクション（Action）]フィールドで [追加（Add）]を選択した場合は、メッセー
ジを入力します。ユーザがルータに接続すると、最初にMotdバナーが表示され
（設定されている場合）、続いてログインバナーとプロンプトが表示されます。

ログインメッセージ（Login
Message）
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説明フィールド

Slip/PPPバナーを追加または削除する適切なオプションを選択します。既存のタ
スクを変更ない場合や、このフィールドの値を変更したくない場合は、[変更な
し（No Change）]を選択します。

Slip_PPPアクション（Slip_PPP
Action）

[アクション（Action）]フィールドで [追加（Add）]を選択した場合は、カスタ
ムの SLIPまたは PPP接続メッセージを入力します。これは、レガシークライア
ントアプリケーションに専用の接続文字列が必要な場合に役立ちます。

Slip_PPPメッセージ（Slip_PPP
Message）

認証局 - IOS（Certificate Authority-IOS）
このテンプレートでは、VPNデバイスの IPセキュリティ標準の管理性および拡張性を指定で
きます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（SystemTemplates - CLI）] > [認証局 - IOS（Certificate
Authority-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明
します。

表 95 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [認証局 - IOS（Certificate Authority-IOS）]

説明フィールド

[フォームビュー（Form View）]タブ

認証局（CA）をアクティブ化または非アクティブ化するには、[有効（Enable）]
または [無効（Disable）]を選択します。

• [有効（Enable）]を選択した場合は、CAを作成または変更できます。
• [無効（Disable）]を選択した場合は、CAを削除できます。

認証局アクション（CertificateAuthority
Action）

CA名を入力します。この名前が、設定する認証局を識別するために使用され
ます。

この名前は、CAドメイン名です。

認証局名（Certificate Authority Name）

• [値（Value）]フィールドで指定したURLを使用してルータが CAに接続
できるようにするには、[有効（Enable）]を選択します。

• CAに接続しない場合は、[有効（Disable）]を選択します。
• [登録 URL（Enrollment URL）]フィールドを変更せずにそのままにする
には、[変更なし（No Change）]を選択します。

登録URLアクション（EnrollmentURL
Action）

CAの URLを入力します。

URLには、利用可能な非標準 cgi-binスクリプトの場所が含まれている必要が
あります。

登録 URL値（Enrollment URL Value）
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説明フィールド

• CAが登録局（RA）を提供する場合は、[有効（Enable）]を選択します。
•指定した LDAPサーバを無効にするには、[無効（Disable）]を選択しま
す。

• [登録モード（Enrollment Mode）]フィールドを変更せずにそのままにす
るには、[変更なし（No Change）]を選択します。

登録モードアクション（Enrollment
Mode Action）

CAシステムが RAを提供する場合は、CAの LDAPサーバを入力します。

LDAPサーバには CRL（証明書失効リスト）の場所と証明書が含まれていま
す。

登録モード LDAPサーバ（Enrollment
Mode LDAP Server）

証明書要求の次の再試行までの待機時間を入力します。

待機時間は、1～ 60分です。

デフォルトの待機時間を1分に設定するには、このオプションを選択します。

分単位の登録再試行期間（Enrollment
Retry Period in Minutes）

証明書要求の再試行回数を入力します。

再試行回数は 1～ 100にする必要があります。

デフォルトの再試行時間を 1分に設定するには、このオプションを選択しま
す。

登録再試行回数（EnrollmentRetryCount
Number）

証明書失効リストを確認するには、[有効（Enable）]を選択します。

[無効（Disable）]を選択した場合は、証明書失効リストは確認されません。

変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。

CRLオプションアクション（CRL
Optional Action）

証明書クエリを有効または無効にする場合、あるいは変更を加えない場合に

このオプションを選択します。

• [有効（Enable）]を選択した場合、証明書クエリがルータ上のすべてのト
ラストポイントに追加されます。

• [無効（Disable）]を選択した場合は、証明書に問い合わせは行われませ
ん。

証明書クエリアクション（Certificate
Query Action）

RSAキーペアを生成または削除する場合、あるいは変更を加えない場合にこ
のオプションを選択します。この機能で、Cisco IOSルータが複数のキーペア
を持てるように設定できます。

したがって、Cisco IOSソフトウェアはアイデンティティ証明書ごとに異なる
キーペアを維持できます。

RSAキーペアアクション（RSA Key
pairs Action）
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説明フィールド

次の中からキータイプを指定します。

• [汎用（General Purpose）]：暗号化と署名の両方に使用する汎用キーペア
を生成します。

• [使用状況（Usage）]：ドキュメントの暗号化および署名に別個の使用状
況キーを生成します。

RSAキーペアキータイプ（RSA Key
pairs Key Type）

署名キーについては、キー係数のサイズを 360～ 4096の範囲で選択します。
512を超えるキー係数を選択すると、数分かかる場合があります。

モジュラスビット数の入力（Enter
number of modulus bits）

コアレイヤ - IOS（Core Layer-IOS）
プラットフォーム、LANスイッチのユニバーサル設定、コアスイッチのグローバル設定、IP
マルチキャストルーティングを設定し、デバイスをディストリビューションレイヤに接続す

るには、このオプションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [コアレイヤ - IOS
（Core Layer-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて
説明します。

表 96 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [コアレイヤ - IOS（Core Layer-IOS）]

説明フィールド

[フォームビュー（Form View）]タブ

LANスイッチユニバーサル設定の構成（ConfigureLAN
Switch Universal Setting）

LANスイッチのユニバーサル設定のホスト名を入力します。ホスト名

非完全修飾ホスト名（ドット付き 10進表記ドメイン名のない
名前）を完成させるために Cisco IOSソフトウェアが使用す
る、デフォルトのドメイン名を入力します。ドメイン名を未

修飾の名前から区切るために使用される最初のピリオドは入

れないでください。

IPドメイン名（IP Domain-name）

Simple Network Management Protocol（SNMP）へのアクセスを
許可するコミュニティアクセス文字列を設定する、SNMPサー
バコミュニティの読み取り専用アクセス（RO）を入力しま
す。

SNMPサーバコミュニティRO（SNMP-server community
RO）
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Simple Network Management Protocol（SNMP）へのアクセスを
許可するコミュニティアクセス文字列を設定するには、SNMP
サーバコミュニティの読み取り/書き込みアクセス権（RW）
を入力します。

SNMPサーバコミュニティ RW（SNMP-server
community RW）

自動的に暗号化を実行するには、[イネーブルシークレットパ
スワード（Enable Secret Password）]コマンドを入力します。

イネーブルシークレットパスワード（Enable Secret
Password）

ユーザ名管理パスワードを入力します。ユーザ名管理パスワード（UsernameAdmin Password）

TACACSサーバの IPアドレスを入力します。Tacacsサーバの IPアドレス（IP Address of Tacacs
Server）

スイッチを TACACSサーバに対して認証するには、TACACS
秘密キーを入力します。

TACACSキー（TACACS Key）

アプリケーションやその他のデスクトッププロセスのクロッ

クの同期を保持するために、NTPサーバの IPアドレスを入力
します。

NTPサーバの IPアドレス

新しい夏時間（DST）の変更に適合するには、タイムゾーン
を入力します。

タイムゾーン

協定世界時間（UTC）から遅れている、または進んでいる時
間数を選択します。

UTCからの時間オフセット（Hours offset from UTC）

協定世界時間（UTC）から遅れている、または進んでいる分
数を入力します。

UTCからの分オフセット（Minutes offset from UTC）

夏時間を入力します。夏タイムゾーン（Summer Time zone）

コアスイッチグローバル設定の構成（Configure the
Core Switch Global Settings）

ループバック 1の IPアドレスを入力します。ループバック 1 IPアドレス（Loopback-1 IP Address）

ループバック 2の IPアドレスを入力します。ループバック 2 IPアドレス（Loopback-2 IP Address）

ネットワークを一意に識別する自律システム番号を入力しま

す。

自律システム番号（Autonomous System Number）

ネットワークアドレスを入力します。ネットワークアドレス（Network Address）

逆マスクを入力します。逆マスク（Inverse Mask）

マルチキャストデータの送信元と受信側が接触する場所とし

て機能するランデブーポイント（RP）の IPアドレスを入力
します。

ランデブーポイントの IPアドレス（IP address of
Rendezvous-point）
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説明フィールド

アクセスリスト番号を入力します。アクセスリスト番号（Access List Number）

マルチキャストネットワークのアドレスを入力します。マルチキャストネットワーク（Multicast Network）

マルチキャストの逆マスクのアドレスを入力します。マルチキャスト逆マスク（Multicast Inverse Mask）

その他の設定（Other Setting）

さまざまなドメイン内のすべてのランデブーポイント（RP）
にグループのマルチキャスト送信元を通知するには、Multicast
Source Discovery Protocol（MSDP）を入力します。

IPマルチキャストルーティングを設定するための
MSDPコアスイッチ IPアドレス（MSDP Core Switch
IP Address to Configure IP Multicast Routing）

ディストリビューションレイヤへの接続（Connecting
to Distribution Layer）

ポートチャネル番号を入力します。ポートチャネル番号（Port Channel Number）

ポートチャネルの IPアドレスを入力します。ポートチャネル IPアドレス（Port Channel IPAddress）

ポートチャネルのサブネットマスクを入力します。ポートチャネルサブネットマスク（PortChannelSubnet
Mask）

<ポートチャネルのネットワークマスクとして表示>

TenGigabitEthernetの最初のインターフェイス番号を入力しま
す。

TenGigabitEthernetファーストインターフェイス番号
（TenGigabitEthernet First Interface Number）

TenGigabitEthernetの 2番目のインターフェイス番号を入力し
ます。

TenGigabitEthernetセカンドインターフェイス番号
（TenGigabitEthernet Second Interface Number）

暗号マップ構成 - IOS（Crypto Map Configuration-IOS）
デバイスで IPsecを設定するには、このオプションを選択します。IKEとトランスフォームを
設定してから、このテンプレートを設定する必要があります。そうすることで、VPN対応デバ
イスにのみダウンロードできます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [暗号マップ構成 - IOS
（Crypto Map Configuration-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィー
ルドについて説明します。

表 97 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート（System Templates）] - [CLI] > [暗号マップ構成 - IOS（Crypto Map Configuration-IOS）]

説明フィールド

[フォームビュー（Form View）]タブ
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説明フィールド

Cisco IOS設定を追加または削除するオプションを選択します。暗号マップアクション（Crypto Map
Action）

暗号マップの名前を入力します。暗号マップ名（Crypto Map Name）

暗号マップの番号を入力します。

1～ 65535の範囲で値を入力する必要があります。

マップ番号（Map Number）

暗号マップのマップタイプ（手動か ISAKMPか）を選択します。

• [手動（Manual）]：通常、手動キーイングは、インターネットキーエ
クスチェンジ（IKE）をサポートしない別のベンダーのデバイスに対
してトラフィックを暗号化するようにシスコデバイスを設定する場合

にのみ必要です。

• [ISAKMP]：ISAKMPは、インターネットキー管理用のフレームワー
クを提供し、セキュリティ属性のネゴシエーションに特定のプロトコ

ルサポートを提供します。

マップタイプ（Map Type）

暗号マップの説明を入力します。マップの説明（Map Description）

暗号マップの拡張アクセスリストを入力します。暗号 ACL（Crypto ACL）

暗号マップに関連付ける IPsecのピアホスト名または IPアドレスを入力し
ます。

IPSecピア（IPSec Peer）

暗号マップで使用するトランスフォームセット名を入力します（「[セキュ
リティ（Security）] > [VPNコンポーネント（VPN Components）] > [トラン
スフォームセット（Transform Sets）]」を参照）。

トランスフォームセット名（Transform
Set Name）

DNS設定 - IOS（DNS Configuration-IOS）
Cisco IOSデバイスでドメインネームシステム（DNS）を設定するには、このオプションを使
用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [DNS設定 -IOS（DNS
Configuration-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて
説明します。
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表 98 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [DNS設定 - IOS（DNS Configuration-IOS）]

説明フィールド

[フォームビュー（Form View）]タ
ブ

追加する DNSネームサーバの IPv4アドレス/IPv6アドレスを入力します。

複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

デバイスが許可する DNSサーバが 1つだけの場合は、最初のアドレスが考慮さ
れます。

DNSサーバの追加（Add DNS
Servers）

削除する DNSネームサーバの IPv4アドレス/IPv6アドレスを入力します。

複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

DNSサーバの削除（Remove DNS
Servers）

ドメイン名を削除するには、このオプションを選択します。

変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。

ドメイン名の削除（Remove Domain
Name）

削除する DNSネームサーバの IPアドレスを入力します。

複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

ドメイン名（Domain Name）

IP DNSベースのホスト名からアドレスへの変換を有効または無効にする場合に
選択します。

変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。

ドメイン検索（Domain Lookup）

CLNSNSAPオプションを有効または無効にする場合、あるいは変更を加えない
場合に選択します。このオプションを有効にすると、指定したCLNSNSAPプレ
フィックスを持つパケットはCLNS（ConnectionlessNetwork Service）プロトコル
をルータが検出されなかったかのように動作させます。

変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。

CLNS NSAP（CLNS NSAP）

OSPF（Open Shortest Path First）プロトコルオプションを有効または無効にする
場合、あるいは変更を加えない場合に選択します。

変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。

OSPF

ドメインリストを追加または削除する場合、あるいは変更を加えない場合に選

択します。

変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。

ドメインリストアクション

（Domain List Action）

不完全なホスト名を完全にするか、既存のリストに追加するにはドメイン名を

入力します。

複数のドメイン名はカンマで区切ります。

最初のピリオドはドメイン名の前に入れないでください。

ドメインリスト（Domain List）
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DNS設定 - NAM（DNS Configuration-NAM）
NAMカテゴリデバイスでドメインネームシステム（DNS）を設定するには、このオプショ
ンを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（SystemTemplates - CLI）] > [DNS設定 - NAM（DNS
Configuration-NAM）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについ
て説明します。

表 99 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [DNS設定 - NAM（DNS Configuration-NAM）]

説明フィールド

[フォームビュー（Form View）]タブ

追加する DNSネームサーバの IPv4アドレスを入力します。

複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

デバイスが許可する DNSサーバが 1つだけの場合は、最初のアドレ
スが考慮されます。

DNSサーバの追加（Add DNS Servers）

ドメイン名を削除するには、このオプションを選択します。ドメイン名の削除（Remove Domain Name）

削除する DNSネームサーバの IPアドレスを入力します。

複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

ドメイン名（Domain Name）

ドメインネームサーバを無効にする場合に選択します。ネームサーバの無効化（DisableNameServers）

DNS設定 - Nexus（DNS Configuration-Nexus）
Nexusカテゴリデバイスでドメインネームシステム（DNS）を設定するには、このオプショ
ンを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（SystemTemplates - CLI）] > [DNS設定 - Nexus（DNS
Configuration-Nexus）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについ
て説明します。

表 100 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [DNS設定 - Nexus（DNS Configuration-Nexus）]

説明フィールド

[フォームビュー（Form View）]タブ
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説明フィールド

追加する DNSネームサーバの IPv4アドレス/IPv6アドレスを入力します。

複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

デバイスが許可するDNSサーバが 1つだけの場合は、最初のアドレスが考
慮されます。

DNSサーバの追加（Add DNS Servers）

削除する DNSネームサーバの IPv4アドレス/IPv6アドレスを入力します。

複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

DNSサーバの削除（Remove DNS
Servers）

ドメイン名を削除するには、このオプションを選択します。ドメイン名の削除（Remove Domain
Name）

削除する DNSネームサーバの IPアドレスを入力します。

複数のアドレスを指定する場合は、カンマで区切ります。

ドメイン名（Domain Name）

IP DNSベースのホスト名からアドレスへの変換を有効または無効にする場
合に選択します。

変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。

ドメイン検索（Domain Lookup）

ドメインリストを追加または削除する場合、あるいは変更を加えない場合

に選択します。

変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。

ドメインリストアクション（DomainList
Action）

不完全なホスト名を完全にするか、既存のリストに追加するにはドメイン

名を入力します。

複数のドメイン名はカンマで区切ります。

最初のピリオドはドメイン名の前に入れないでください。

ドメインリスト（Domain List）

ディストリビューション層 - IOS（Distribution Layer-IOS）
プラットフォームの設定、LANスイッチのユニバーサル設定、ディストリビューションのグ
ローバル設定を行い、デバイスをアクセスレイヤおよび LANコアまたはWANルータに接続
するには、このオプションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [ディストリビュー
ション層 - IOS（Distribution Layer-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各
フィールドについて説明します。

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
167

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照

ディストリビューション層 - IOS（Distribution Layer-IOS）



表 101 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [ディストリビューション層 - IOS（Distribution
Layer-IOS）]

説明フィールド

[フォームビュー（Form View）]タブ

選択したデバイスタイプにのみテンプレートを展開します。

展開上の問題を避けるため、このフィールドは編集し

ないでください。

（注）

デバイスタイプ（Device Type）

選択したデバイス OIDにのみテンプレートを展開します。

展開上の問題を避けるため、このフィールドは編集し

ないでください。

（注）

デバイス OID（Device OID）

スイッチ番号を入力します。スイッチ番号（Switch Number）

LANスイッチユニバーサル設定（LAN Switch
Universal Configuration）

LANスイッチのユニバーサル設定のホスト名を入力します。ホスト名

非完全修飾ホスト名（ドット付き 10進表記ドメイン名のない名
前）を完成させるためにCisco IOSソフトウェアが使用する、デ
フォルトのドメイン名を入力します。ドメイン名を未修飾の名

前から区切るために使用される最初のピリオドは入れないでく

ださい。

IPドメイン名（IP Domain-name）

Simple Network Management Protocol（SNMP）へのアクセスを許
可するコミュニティアクセス文字列を設定する、SNMPサーバ
コミュニティの読み取り専用アクセス（RO）を入力します。

SNMPサーバコミュニティ RO（SNMP-server
community RO）

Simple Network Management Protocol（SNMP）へのアクセスを許
可するコミュニティアクセス文字列を設定するには、SNMPサー
バコミュニティの読み取り/書き込みアクセス権（RW）を入力
します。

SNMPサーバコミュニティ RW（SNMP-server
community RW）

自動的に暗号化を実行するには、[イネーブルシークレットパス
ワード（Enable Secret Password）]コマンドを入力します。

イネーブルシークレットパスワード（Enable Secret
Password）

ユーザ名管理パスワードを入力します。ユーザ名管理パスワード（UsernameAdminPassword）

TACACSサーバの IPアドレスを入力します。Tacacsサーバの IPアドレス（IP Address of Tacacs
Server）

スイッチを TACACSサーバに対して認証するには、TACACS秘
密キーを入力します。

TACACSキー（TACACS Key）

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
168

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照

ディストリビューション層 - IOS（Distribution Layer-IOS）



説明フィールド

アプリケーションやその他のデスクトッププロセスのクロック

の同期を保持するために、NTPサーバの IPアドレスを入力しま
す。

NTPサーバの IPアドレス

新しい夏時間（DST）の変更に適合するには、タイムゾーンを
入力します。

タイムゾーン

協定世界時間（UTC）から遅れている、または進んでいる時間
数を選択します。

UTCからの時間オフセット（Hours offset fromUTC）

協定世界時間（UTC）から遅れている、または進んでいる分数
を入力します。

UTCからの分オフセット（Minutes offset fromUTC）

夏時間を入力します。夏タイムゾーン（Summer Time zone）

ディストリビューショングローバル設定の構成

（Distribution Global Settings Configuration）

ループバック 1の IPアドレスを入力します。ループバック 1 IPアドレス（Loopback-1 IPAddress）

マルチキャストデータの送信元と受信側が接触する場所として

機能するランデブーポイント（RP）の IPアドレスを入力しま
す。

ランデブーポイントの IPアドレス（IP address of
Rendezvous-point）

マルチキャストネットワークのアドレスを入力します。マルチキャストネットワークアドレス（Multicast
Network Address）

ネットワークアドレスを入力します。ネットワークアドレス（Network Address）

逆マスクのアドレスを入力します。逆マスク（Inverse Mask）

各ネットワークを一意に識別する自律システム番号を入力しま

す。

自律システム番号（Autonomous System Number）

その他の設定（Other Setting）

アクセスリスト番号を入力します。アクセスリスト番号（Access List Number）

アクセスレイヤへの接続（Connecting to Access
Layer）

ユーザ生成トラフィックのみを搬送するには、データ VLANを
入力します。

データ VLAN

IP電話からの IP音声トラフィックを搬送するアクセスポートを
有効にするには、音声 VLANを入力します。

ボイス VLAN

ネットワークで使用される IPアドレス空間を検出、モニタ、監
査、および管理するための管理 VLANを入力します。

管理 VLAN（Management VLAN）
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説明フィールド

ホッピングを防ぐため、未使用のVLANをネイティブVLANと
して入力します。

ホッピング用の未使用の VLAN（Unused VLAN for
Hopping）

EtherChannelインターフェイスをEtherChannelグループに割り当
てて設定するには、チャネルグループ番号を入力します。

チャネルグループ番号（Channel Group Number）

ドロップダウンリストからインターフェイスタイプを選択しま

す。

インターフェイスタイプ

TenGigabitEthernetの最初のインターフェイス番号を入力します。TenGigabitEthernetファーストインターフェイス番号
（TenGigabitEthernet First Interface Number）

TenGigabitEthernetの 2番目のインターフェイス番号を入力しま
す。

TenGigabitEthernetセカンドインターフェイス番号
（TenGigabitEthernet Second Interface Number）

ネットワークデバイスに IPアドレスを割り当てるには、Dynamic
Host Configuration Protocol（DHCP）の IPアドレスを入力しま
す。

DHCPサーバの IPアドレス（DHCP Server IP
Address）

データ VLANの IPアドレスを入力します。データ VLAN IPアドレス（Data VLAN IP Address）

データ VLANの IPマスクを入力します。データ VLAN IPマスク（Data VLAN IP Mask）

音声 VLANの IPアドレスを入力します。音声 VLAN IPアドレス（Voice VLAN IP Address）

音声 VLANの IPマスクを入力します。音声 VLAN IPマスク（Voice VLAN IP Mask）

管理 VLANの IPアドレスを入力します。管理 VLAN IPアドレス（Management VLAN IP
Address）

管理 VLANの IPマスクを入力します。管理VLAN IPマスク（Management VLAN IPMask）

LANコアまたはWANルータへの接続（Connecting
to LAN Core or WAN Router）

ポートチャネル番号を入力します。ポートチャネル番号（Port Channel Number）

ポートチャネルの IPアドレスを入力します。ポートチャネル IPアドレス（Port Channel IP
Address）

ポートチャネルのサブネットマスクを入力します。ポートチャネルサブネットマスク（Port Channel
Subnet Mask）

ネットワークアドレスを入力します。ネットワークアドレス（Network Address）

ネットワークのサブネットマスクを入力します。ネットワークサブネットマスク（Network Subnet
Mask）
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説明フィールド

ドロップダウンリストからインターフェイスタイプを選択しま

す。

インターフェイスタイプ

LANコアまたはWANルータに接続するための開始インターフェ
イス番号を入力します。

開始インターフェイス番号（Start InterfaceNumber）

LANコアまたはWANルータに接続するための終了インターフェ
イス番号を入力します。

終了インターフェイス番号（End Interface Number）

EEM環境変数 - IOS（EEM Environmental Variables-IOS）
Cisco IOSデバイスで Embedded Event Manager（EEM）TCLスクリプトポリシーによって使用
される EEMの環境変数を設定するには、このオプションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [EEM環境変数 - IOS
（EEM Environmental Variables-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各
フィールドについて説明します。

表 102 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [EEM環境変数 - IOS（EEM Environmental
Variables-IOS）]

説明フィールド

[フォームビュー（Form View）]タ
ブ

次のいずれかを選択します。

• [追加（Add）]：1つ以上の変数を追加します。

または

• [削除（Remove）]：1つ以上の変数を削除し
ます。

操作

変数の名前を入力します。

例：

my_counter

一度に最大 5つの変数を作成できます。

変数名
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説明フィールド

変数の値を入力します。

例：

15

これで、変数 my_counterの値は 15になります。

変数値（Variable Value）

5つの変数名と変数値を一度に入力できます。6つ以上の変数名と値を入力するには、テンプ
レートを再度展開する必要があります。

（注）

Embedded Event Manager構成 - IOS（Embedded Event Manager
Configuration-IOS）

Cisco IOSデバイスで Embedded Event Manager（EEM）スクリプトまたはアプレットを設定す
るには、このオプションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（SystemTemplates - CLI）] > [EmbeddedEventManager
構成 - IOS（EmbeddedEventManager Configuration-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template
Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 103 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [Embedded Event Manager構成 - IOS（Embedded
Event Manager Configuration-IOS）]

説明フィールド

[フォームビュー（FormView）]タブ

スクリプトまたはアプレットを登録または登録解除するには、[登録（Register）]
または [登録解除（Unregister）]を選択します。

EEM設定アクション（EEM
Configuration Action）
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説明フィールド

ポリシーとして [スクリプト（Script）]または [アプレット（Applet）]のいず
れかを選択します。

ポリシータイプとしてスクリプトを選択した場合は、次のフィールドに入力し

ます。

•新しいディレクトリの作成（Create New Directory）
•ディレクトリ名
•サーバ名の入力（Enter the Server Name）
•名前を含むスクリプトファイルの場所の入力（Enter the Script File Location
with Name）

ポリシータイプとしてアプレットを選択した場合は、次のフィールドに入力し

ます。

•アプレット名の入力（Enter the Applet Name）
•アプレットファイルの内容の入力（Enter the Applet File Content）

EEM設定ポリシータイプ（EEM
Configuration Policy Type）

スクリプトをコピーするデバイスに新しいディレクトリを作成する場合は、こ

のオプションをオンにします。

このチェックボックスをオンにすると、[ディレクトリ名（Directory Name）]
テキストボックスに指定した入力を使用して新しいディレクトリが作成されま

す。

新しいディレクトリの作成（Create
New Directory）

ファイルを配置する必要があるデバイス上のディレクトリの絶対パスを入力し

ます。

例：

disk0:/Testing

ここでは、disk0パーティションの下のデバイスに新しいディレクトリのTesting
が作成されます。

スクリプトファイルをコピーする前に、選択したディレクトリに十分な容量が

あることを確認してください。

ディレクトリ名

TFTPサーバ名を入力します。

スクリプトファイルは TFTP起動フォルダ内で利用可能である必要
があります。

（注）

サーバ名の入力（Enter the Server
Name）

デバイスに展開するためにスクリプトをアップロードするファイルの場所を入

力するには、このオプションを使用します。

絶対パスとファイル名を入力する必要があります。

指定できるスクリプトファイルは 1つだけです。（注）

スクリプトファイルの場所の入力

（Enter the Script File Location）
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説明フィールド

EEMの設定アクションとして [登録解除（Unregister）]を選択した場合は、ア
プレット名を入力します。

アプレット名の入力（Enter the Applet
Name）

EEMの設定アクションとして [登録（Register）]を選択した場合は、アプレッ
トファイルのコンテンツを入力します。

アプレットファイルの内容の入力

（Enter the Applet File Content）

イネーブルパスワード - IOS（Enable Password-IOS）
イネーブルパスワード、またはシークレットパスワードを設定し、Cisco IOSデバイスでイ
ネーブルモードに入るには、このオプションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [イネーブルパスワー
ド - IOS（Enable Password-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィー
ルドについて説明します。

表 104 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] [イネーブルパスワード - IOS（Enable Password-IOS）]

説明フィールド

[フォームビュー（FormView）]
タブ

イネーブルパスワードを有効または無効にする場合、あるいは変更を加えない場合

にこのオプションを選択します。

変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。

操作

イネーブルパスワードを入力します。パスワードを有効にする（Enable
Password）
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説明フィールド

イネーブルパスワードのレベルを設定します。レベルは 1～ 100の範囲で指定でき
ます。

Cisco IOSデバイスの場合、パスワードを有効にしても、Cisco IOSデバイスがイネー
ブルモードになれないため、イネーブルパスワードも、イネーブルシークレット

パスワードも無効にしないことをお勧めします。デバイスのコンソールパスワード

がある場合にのみ、これを行うことができます。

[共通パラメータ（Common Parameters）]ペインでイネーブルパスワードに [変更な
し（No Change）]を選択し、[IOSパラメータ（IOS Parameters）]ペインでイネーブ
ルシークレットに [無効（Disable）]を選択した場合は、デバイスおよびクレデン
シャルデータベースのイネーブルシークレットパスワードが更新されます。

[共通パラメータ（Common Parameters）]ペインでイネーブルパスワードに [無効
（Disable）]を選択し、[IOSパラメータ（IOSParameters）]ペインでイネーブルシー
クレットに [変更なし（No Change）]を選択した場合は、デバイスおよびクレデン
シャルデータベースのイネーブルパスワードが更新されます。

パスワードレベル（Password
Level）

パスワードを暗号化するには、このオプションを選択します。暗号化

シークレットパスワードを有効または無効にする場合、あるいは変更を加えない場

合にこのオプションを選択します。

シークレットアクション（Secret
Action）

シークレットパスワードを入力します。シークレットパスワード（Secret
Password）

パスワードレベルを設定します。1～ 15のレベルを指定できます。水準器

パスワードを暗号化するには、このオプションを選択します。暗号化

Cat6kデバイスのゴールドブートレベルとモニタリングテスト - IOS
（GOLD Boot Level and Monitoring Test for Cat6k Devices-IOS）

ゴールドの起動レベルとモニタリングテストを Cat6kデバイス上で設定するには、このオプ
ションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [Cat6kデバイスのゴー
ルドブートレベルとモニタリングテスト - IOS（GOLD Boot Level and Monitoring Test for Cat6k
Devices-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明
します。
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表 105 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [Cat6kデバイスのゴールドブートレベルとモニ
タリングテスト - IOS（GOLD Boot Level and Monitoring Test for Cat6k Devices-IOS）]

説明フィールド

アクションを有効にするには [有効（Enable）]、アクションを無効に
するには [無効（Disable）]を選択します。

ゴールドブートレベル設定アクション（Gold
Boot Level Configuration Action）

起動レベルを完全に設定するには [完全（Complete）]、起動レベルを
最小に設定するには [最小（Minimal）]を選択します。

ゴールドブートレベル（Gold Bootup Level）

次のいずれかをオンにします。

• [間隔の追加（Addinterval）]：間隔を追加します。
• [間隔なし（Nointerval）]：間隔を追加しません。

ゴールドのモニタリングテストのアクションに変更を加えない場合

は、[変更なし（No Change）]を選択します。

ゴールドモニタリングテストアクション

（GOLD Monitoring Test Action）

選択したデバイス内のゴールドのモニタリングテストのモジュール番

号を入力します。カンマで区切ると、複数のモジュール番号を入力で

きます。

ゴールドモニタリングテストモジュール番号

（GOLD Monitoring Test Module Number）

次のいずれかをオンにします。

• [すべて（All）]：すべての診断テストを設定できるようにしま
す。

• [テスト名（Testnames）]：テスト名を手動で入力できるようにし
ます。

• [テスト範囲（TestRange）]：実行するテストの範囲を入力できる
ようにします。

テストの詳細アクション（TestsDetailsAction）

カンマで区切ると、複数のテスト名を入力できます。カンマの間にス

ペースを入れないでください。アクションが [テスト名（Testnames）]
の場合、このフィールドは必須です。

テスト名（Test Names）

テスト範囲を入力します。アクションが [テスト範囲（TestRange）]
の場合、このフィールドは必須です。

範囲

デバイスでテストを実行するまでの日数を入力します。日数には 0～
20の任意の値を入力できます。

ヘルスモニタリング間隔を設定する日数（No.
of Days To Configure HealthMonitoring Interval）

テストを実行する頻度を時間、分、秒単位で入力します。ヘルスモニタリング間隔を設定する開始時刻

（Begin Time To Configure Health Monitoring
Interval）

テストを実行するミリ秒単位の頻度を入力します。秒は 0～ 999の任
意の値を入力できます。

ミリ秒単位のヘルスモニタリング間隔の設定

（Configuring Health Monitoring Interval in
Milliseconds）
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説明フィールド

次のいずれかをオンにします。

• [有効（Enable）]：ヘルスモニタリングテストを開始します。
• [無効（Disable）]：実行しているヘルスモニタリングテストを停
止します。

ヘルスモニタリングテストのアクションに変更を加えない場合は、

[変更なし（No Change）]を選択します。

ヘルスモニタリング診断テストの有効化/無効
化アクション（Enable/DisableHealthMonitoring
Diagnostics Test Action）

非スタックデバイスのゴールドモニタリングテスト - IOS（GOLD
Monitoring Test for Non Stack Devices-IOS）

ゴールドのモニタリングテストを非スタックデバイス上で設定するには、このオプションを

使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [非スタックデバイス
のゴールドモニタリングテスト - IOS（GOLD Monitoring Test for Non Stack Devices-IOS）]にあ
る [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 106 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [非スタックデバイスのゴールドモニタリングテ
スト - IOS（GOLD Monitoring Test for Non Stack Devices-IOS）]

説明フィールド

次のいずれかをオンにします。

• [間隔の追加（Addinterval）]：間隔を追加します。
• [間隔なし（Nointerval）]：間隔を追加しません。

非スタックヘルスモニタのアクションに変更を加えない場合は、[変更な
し（No Change）]を選択します。

非スタックヘルスモニタアクション

（Non Stack Health Monitor Action）

次のいずれかをオンにします。

• [すべて（All）]：すべての診断テストを設定できるようにします。
• [テスト名（Testnames）]：テスト名を手動で入力できるようにします。
• [テスト範囲（TestRange）]：実行するテストの範囲を入力できるよう
にします。

非スタックテストの詳細アクション

（Non Stack Tests Details Action）
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スタック対応デバイスのゴールドモニタリングテスト - IOS（GOLD
Monitoring Test for Stack Enabled Devices-IOS）

ゴールドのモニタリングテストをスタック対応デバイス上で設定するには、このオプションを

使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [スタック対応デバイ
スのゴールドモニタリングテスト - IOS（GOLDMonitoring Test for Stack Enabled Devices-IOS）]
にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 107 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [スタック対応デバイスのゴールドモニタリング
テスト - IOS（GOLD Monitoring Test for Stack Enabled Devices-IOS）]

説明フィールド

次のいずれかをオンにします。

• [間隔の追加（Addinterval）]：間隔を追加します。
• [間隔なし（Nointerval）]：間隔を追加しません。

スタックヘルスモニタのアクションに変更を加えない場合は、[変更なし
（No Change）]を選択します。

スタックヘルスモニタアクション

（Stack Health Monitor Action）

スイッチ IDを入力します。単一のスイッチ IDを入力したり、複数のスイッ
チ IDをカンマで区切って入力したりできます。例 1：ID 2のスイッチを含
める場合は 2と入力します。例 2：ID 3と 6のスイッチを含める場合は 3, 6
と入力します。

スタックヘルスモニタスイッチ ID
（Stack Health Monitor Switch Id(s)）

次のいずれかをオンにします。

• [すべて（All）]：すべての診断テストを設定できるようにします。
• [テスト名（Testnames）]：テスト名を手動で入力できるようにします。
• [テスト範囲（TestRange）]：実行するテストの範囲を入力できるように
します。

スタックテストの詳細アクション（Stack
Tests Details Action）

ゲストユーザ

ゲストユーザアカウントの目的は、一定の時間だけ有効なユーザアカウントを用意すること

です。ロビーアンバサダーは、ゲストユーザアカウントがアクティブとなる特定の時間フレー

ムを設定できます。指定した時間が経過すると、ゲストユーザアカウントは自動的に失効し

ます。[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能およびテクノロジー
（Features & Technologies）] > [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート
- CLI（System Templates - CLI）] > [ゲストユーザ（Guest Users）]の順に選択し、[ゲストユー
ザテンプレート（Guest Users template）]ページにアクセスします。
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表 108 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [ゲストユーザ（Guest Users）]

説明フィールド

ゲストユーザ名を [ユーザ名（User Name）]テキストボックスに入力します。最大長は 24文
字です。

ユーザ名（User
Name）

このユーザ名のパスワードを [パスワード（Password）]テキストボックスに入力します。[パスワード
（Password）]

• [プロファイル（Profile）]ドロップダウンリストから、接続先のゲストユーザを選択しま
す。

•ドロップダウンリストから、ゲストユーザのユーザロールを選択します。ユーザロール
は、管理者により事前に定義され、ゲストのアクセスに関連付けられています。

ユーザロールを使用して、ネットワーク内の特定のユーザに割り当てられた帯域幅の量を管理

します。

次のオプションボタンのいずれかを選択して、ゲストアカウントのライフタイムを指定しま

す。

• • [制限（Limited）]：時間および分のドロップダウンリストを使用した、ゲストユーザ
アカウントをアクティブにする期間。[制限（Limited）]のデフォルト値は、1日（8
時間）です。

• [無制限のライフタイム（Unlimited Lifetime）]：ゲストアカウントの有効期限はあり
ません。

•ゲストユーザのトラフィックが制限される領域（屋内、屋外）、コントローラの一覧、ま
たは設定グループを [次に適用（Apply to）]ドロップダウンリストから選択します。

•必要に応じて、[一般（General）]タブでデフォルトのゲストユーザの説明を変更します。
これは必須ではありません。

•必要に応じて、[一般（General）]タブで [免責事項（Disclaimer）]のテキストを変更しま
す。入力されたテキストをデフォルトにする場合は、[この免責事項をデフォルトにする
（Make this Disclaimer default）]チェックボックスをオンにします。これは必須ではありま
せん。

• [保存（Save）]をクリックします。

詳細設定

（Advanced）

HTTP-HTTPSサーバおよびWSMAの構成 - IOS（HTTP-HTTPS Server and
WSMA Configuration-IOS）

デバイスでHTTPアクセスを設定し、次にWSMAおよびVPNの機能を設定するには、このオ
プションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [HTTP-HTTPSサーバ
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およびWSMAの構成 -IOS（ConfigurationHTTP-HTTPS Server andWSMAConfiguration-IOS）]に
ある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 109 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [HTTP-HTTPSサーバおよびWSMAの構成 -IOS
（HTTP-HTTPS Server and WSMA Configuration-IOS）]

説明フィールド

デバイスでのHTTPまたはHTTPsのアクセスを有効または無効にするオプショ
ンを選択します。サーバのアクションに変更を加えない場合は、[変更なし（No
Change）]を選択します。

サーバのアクション

HTTPまたは HTTPSサーバのポート番号を 1024～ 65535までの範囲で指定し
ます。デフォルトの HTTPポート番号は 80、デフォルトの HTTPSポート番号
は 443です。

部品番号

認証方式を有効または無効にするオプションを選択します。認証のアクション

に変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。
認証アクション（Authentication
Action）

認証方式を選択します。

• aaa
•有効（Enable）
•ローカル（local）
• tacacs

認証方式（Authentication Method）

アクセスリストを有効または無効にするオプションを選択します。アクセス

リストのアクションに変更を加えない場合は、[変更なし（NoChange）]を選択
します。

アクセスリストアクション（Access
List Action）

使用するアクセスコントロールリストの番号または名前を入力します。アク

セスリストの番号は 1～ 99にする必要があります。
ACL番号/名（ACL Number/Name）

WSMAアクションを有効または無効にするオプションを選択します。WSMA
のアクションに変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択しま
す。

WSMAアクション（WSMA Action）

Cisco IOSデバイスに [HTTP-HTTPSサーバおよびWSMAの構成 - IOS（HTTP-HTTPS Server and
WSMA Configuration-IOS）]テンプレートを適用するには、次の手順を実行します。

テンプレートに2つのインスタンスを作成します。つまり、指定したテンプレートを編集し、
そのテンプレートを HTTP-WSMA-For-ISR-ASR-Seriesとして（WSMAを有効/無効として）保
存し、再度、そのテンプレートを別の名前で編集して保存できます。

ISR、ISR-G2、およびASRシリーズのルータを有効にする必要があります。その他のルータの
[WSMA]オプションは [変更なし（No Change）]のままにしてください。

（注）
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MACトラップの設定（MAC Trap Configuration）
SNMPv1または SNMPv2のMAC通知トラップをスイッチで有効にするには、このオプション
を使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [MACトラップの設定
（MAC Trap Configuration）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールド
について説明します。

表 110 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [MACトラップの設定（MAC Trap Configuration）]

説明フィールド

選択したデバイス OIDにのみテンプレートを展開します。

展開上の問題を避けるため、このフィールドは編集しないで

ください。

（注）

デバイス OID（Device OID）

トラップの間隔を 0～ 2147483647の秒単位で入力します。通知間隔（Notification Interval）

トラップ受信側のホスト名または IPアドレスを入力します。ホスト名/IPアドレス（HostName/IPAddress）

SNMP v1/v2cコミュニティ文字列を入力します。SNMPコミュニティ（SNMP Community）

トラップを受信する UDPポート番号を 0～ 65535の範囲で入力しま
す。

UDPポート（UDP Port）

トラップを設定する必要があるインターフェイス、またはインターフェ

イスの範囲を入力します。

インターフェイス範囲（Interface Range）

Mediatrace-Responder-Configuration
次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] >
[Mediatrace-Responder-Configuration]にある [テンプレートの詳細（TemplateDetail）]の各フィー
ルドについて説明します。

表 111 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [Mediatrace-Responder-Configuration]

説明フィールド

テンプレートの名前と説明（任意）を入力します。[名前（Name）] [説明
（Description）]
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説明フィールド

タグを 1つ以上入力します。

テンプレートのグループ化にはタグを使用します。テンプレートにタグを使用す

る方法は、次の 2通りあります。

•テンプレートの作成時にタグを作成する。
•または、テンプレート検索バーの下にあるタグアイコンを使用する。

タグ（Tags）

[ルータ（Routers）]を選択します。デバイスタイプ（Device Type）

選択したデバイスタイプの OSバージョンを入力します。これは、次の表に示す
最小Cisco IOSバージョン以降にする必要があります。このフィールドを空白のま
まにすると、選択したデバイスタイプカテゴリに利用可能なすべてのタイプ（ファ

ミリ/シリーズ/タイプ）が表示されます。

OSのバージョン

Medianet-PerfMon
Medianetのパフォーマンスモニタリングを設定するには、このオプションを使用します。
[フォームビュー（Form View）]タブのフィールドは CLIテンプレートの変数として機能する
ため、編集できません。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [Medianet-PerfMon]に
ある [テンプレートの詳細（Template Detail）]フィールドについて説明します。

表 112 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [Medianet-PerfMon]

説明フィールド

テンプレートの名前と説明（任意）を指定します。[名前（Name）] [説明（Description）]

タグを 1つ以上入力します。

テンプレートのグループ化にはタグを使用します。テンプレートにタグを

使用する方法は、次の 2通りあります。

•テンプレートの作成時にタグを作成する。
•または、テンプレート検索バーの下にあるタグアイコンを使用する。

タグ（Tags）

Medianet PerfMonと互換性のあるデバイスのタイプをドロップダウンリス
トから 1つ選択します。

デバイスタイプ（Device Type）

選択したデバイスタイプの OSバージョンを入力します。これは、次の表
に示す最小Cisco IOSバージョン以降にする必要があります。このフィール
ドを空白のままにすると、選択したデバイスタイプカテゴリに利用可能な

すべてのタイプ（ファミリ/シリーズ/タイプ）が表示されます。

OSのバージョン
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説明フィールド

選択したデバイスタイプの NetFlowエクスポータの名前。これは、文字の
集合です（例：EXPORTER-1）。

フローエクスポータ名（Flow Exporter
Name）

Prime Infrastructureサーバの IPアドレス。フローエクスポータアドレス（Flow
Exporter Address）

NetFlowモニタがエクスポートされたデータを受信するポート。上書きする
特別な必要性がない限り、デフォルトの 9991ポートを使用します。

フローエクスポータポート（Flow
Exporter Port）

フローエクスポータからデータをキャッシングするMedianet Performance
Monitorの名前（例：MP-MONITOR-1）。

パフォーマンスモニタ名（Performance
Monitor Name）

NetFlowデータをモニタするデバイス上のインターフェイスの名前（例：
ethernet 0/0）。

インターフェイス（Interface）

フローエクスポータからデータをキャッシングする NetFlowモニタの名前
（例：FLOW-MONITOR-1）。

フローモニタ名（Flow Monitor Name）

RADIUS構成 - IOS（RADIUS Configuration-IOS）
IOSデバイスに単一のRADIUSホストまたはRADIUSグループを設定するには、このオプショ
ンを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [RADIUS構成 - IOS
（RADIUS Configuration-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィール
ドについて説明します。

表 113 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [RADIUS構成 - IOS（RADIUS Configuration-IOS）]

説明フィールド

RADIUSグループ名を入力します。Radiusグループ名（Radius Group Name）

RADIUSサーバの認証および暗号キーを指定します。共有キー

検証用のキーを指定します。共有キーの確認（Verify Shared Key）
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説明フィールド

RADIUSサーバグループ/ホストの DNS名または IPアドレス。

単一の RADIUSホストを入力する場合は、次のフィールドのみに入力する
必要があります。

•共有キー
•共有キーの確認（Verify Shared Key）
• Radiusグループ/ホストのサーバ名または IPアドレス（Server name or
IP Address for Radius Group/Host）

•認証ポート（Authentication Port）
•アカウンティングポート（Accounting Port）
• 802.1X/MAB AAAの有効化（Enable for 802.1X / MAB AAA）
• Web認証用の AAAの有効化（Enable AAA for Web Authentication）

Radiusグループ/ホストのサーバ名または
IPアドレス（Server name or IP Address for
Radius Group/Host）

認証要求用のポート番号を指定します。認証用とアカウンティング用のポー

ト番号は同一にできません。ポート番号が 0に設定されている場合、その
ホストは認証に使用されません。デフォルトの認証ポート番号は 1645で
す。

認証ポート（Authentication Port）

アカウンティング要求用のポート番号を指定します。認証用とアカウンティ

ング用のポート番号は同一にできません。ポート番号が 0に設定されてい
る場合、そのホストはアカウンティングに使用されません。デフォルトの

アカウンティングポート番号は 1646です。

アカウンティングポート（Accounting
Port）

RADIUSサーバグループの DNS名または IPアドレス。Radiusグループ専用のサーバ名または IP
アドレス（Server name or IP Address for
Radius Group Only）

認証要求用のポート番号を指定します。認証用とアカウンティング用のポー

ト番号は同一にできません。ポート番号が 0に設定されている場合、その
ホストは認証に使用されません。デフォルトの認証ポート番号は 1645で
す。

認証ポート（Authentication Port）

アカウンティング要求用のポート番号を指定します。認証用とアカウンティ

ング用のポート番号は同一にできません。ポート番号が 0に設定されてい
る場合、そのホストはアカウンティングに使用されません。デフォルトの

アカウンティングポート番号は 1646です。

アカウンティングポート（Accounting
Port）

RADIUSサーバグループの DNS名または IPアドレス。Radiusグループ専用のサーバ名または IP
アドレス（Server name or IP Address for
Radius Group Only）

認証要求用のポート番号を指定します。認証用とアカウンティング用のポー

ト番号は同一にできません。ポート番号が 0に設定されている場合、その
ホストは認証に使用されません。デフォルトの認証ポート番号は 1645で
す。

認証ポート（Authentication Port）
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説明フィールド

アカウンティング要求用のポート番号を指定します。認証用とアカウンティ

ング用のポート番号は同一にできません。ポート番号が 0に設定されてい
る場合、そのホストはアカウンティングに使用されません。デフォルトの

アカウンティングポート番号は 1646です。

アカウンティングポート（Accounting
Port）

RADIUSサーバグループの DNS名または IPアドレス。Radiusグループ専用のサーバ名または IP
アドレス（Server name or IP Address for
Radius Group Only）

認証要求用のポート番号を指定します。認証用とアカウンティング用のポー

ト番号は同一にできません。ポート番号が 0に設定されている場合、その
ホストは認証に使用されません。デフォルトの認証ポート番号は 1645で
す。

認証ポート（Authentication Port）

アカウンティング要求用のポート番号を指定します。認証用とアカウンティ

ング用のポート番号は同一にできません。ポート番号が 0に設定されてい
る場合、そのホストはアカウンティングに使用されません。デフォルトの

アカウンティングポート番号は 1646です。

アカウンティングポート（Accounting
Port）

RADIUSサーバグループの DNS名または IPアドレス。Radiusグループ専用のサーバ名または IP
アドレス（Server name or IP Address for
Radius Group Only）

認証要求用のポート番号を指定します。認証用とアカウンティング用のポー

ト番号は同一にできません。ポート番号が 0に設定されている場合、その
ホストは認証に使用されません。デフォルトの認証ポート番号は 1645で
す。

認証ポート（Authentication Port）

アカウンティング要求用のポート番号を指定します。認証用とアカウンティ

ング用のポート番号は同一にできません。ポート番号が 0に設定されてい
る場合、そのホストはアカウンティングに使用されません。デフォルトの

アカウンティングポート番号は 1646です。

アカウンティングポート（Accounting
Port）

802.1XおよびMAB認証用のAAAを有効または無効にするために必要なオ
プションを選択します。

802.1X/MAB AAAの有効化（Enable for
802.1X / MAB AAA）

Webベースの認証（WebAuth）用のAAAを有効または無効にするために必
要なオプションを選択します。

Web認証用のAAAの有効化（EnableAAA
for Web Authentication）

リロード構成 - IOS（Reload Configuration-IOS）
Cisco IOSデバイスをリロードするには、このオプションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
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Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [リロード構成 - IOS
（Reload Configuration-IOS）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールド
について説明します。

表 114 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [リロード構成 - IOS（Reload Configuration-IOS）]

説明フィールド

リロードの前に設定を保存しない場合に、このオプショ

ンをオンにします。

リロード前に設定を保存しない（Do not Save config before
reload）

リロード後の待機時間を分単位で入力します。リロード後の待機時間の入力（Enter time towait after reload）

リロード構成 - NAM（Reload Configuration-NAM）
NAMデバイスをリロードするには、このオプションを使用します。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [リロード構成 - NAM
（Reload Configuration-NAM）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィール
ドについて説明します。

表 115 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [リロード構成 - NAM（Reload Configuration-NAM）]

説明フィールド

リロード後の待機時間を分単位で入力します。リロード後の待機時間の入力（Enter time towait after reload）

Webユーザ構成 - NAM（Web User Configuration-NAM）
NAMデバイスのローカルWebユーザを作成、編集、削除するには、このオプションを使用し
ます。

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（SystemTemplates - CLI）] > [Webユーザ構成 - NAM
（Web User Configuration-NAM）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィー
ルドについて説明します。
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表 116 : [CLIテンプレート（CLI Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [Webユーザ構成 - NAM（Web User
Configuration-NAM）]

説明フィールド

フィールドのWebユーザグループを追加または削除するオプションを選択し
ます。アクションに変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択
します。

操作

Webユーザのユーザ名を入力します。[ユーザ名（Username）]

ユーザ名の DESパスワードを入力します。DES暗号化Webユーザパスワードの
入力（Enter DES encrypted WebUser
Password）

アカウント管理を有効または無効にするために必要なオプションを選択しま

す。アカウント管理に変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選
択します。

アカウント管理（Account
Management）

システム設定を有効または無効にするために必要なオプションを選択します。

システム設定に変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択しま
す。

システム設定（System Config）

キャプチャ設定を有効または無効にするために必要なオプションを選択しま

す。キャプチャ設定に変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選
択します。

Capture

アラーム設定を有効または無効にするために必要なオプションを選択します。

アラーム設定に変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択しま
す。

アラーム設定（Alarm Config）

収集設定を有効または無効にするために必要なオプションを選択します。収集

設定に変更を加えない場合は、[変更なし（No Change）]を選択します。
収集設定（Collection Config）

ユーザ定義プロトコル構成 - NAM（User Defined Protocol
Configuration-NAM）

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [テンプレート（Templates）] > [CLIテンプレート（CLI
Templates）] > [システムテンプレート - CLI（System Templates - CLI）] > [ユーザ定義プロトコ
ル構成 -NAM（UserDefinedProtocolConfiguration-NAM）]にある [テンプレートの詳細（Template
Detail）]の各フィールドについて説明します。
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表 117 : [ユーザ定義プロトコル構成 - NAM（User Defined Protocol Configuration-NAM）]テンプレートページのフィールドの説明

説明フィールド

ユーザ定義プロトコルを追加、削除、または置換するオプションを選択します。操作

次のプロトコルを選択します。

• TCP
• UDP

プロトコル

ポート番号を入力します。0～ 65535の範囲でポート番号を入力できます。ポート

ユーザ定義プロトコルの名前を入力します。名前

[ホストを有効にする場合にこのオプションを選択（Select this option to enable host）]：パケットのス
トリームを調べ、それらのパケットで検出されたすべてのネットワークアドレス（収集データ）の

テーブルを生成します。

各エントリでは、ホストによって送受信されたパケットおよびバイトの合計数と、ホストによって

送信された非ユニキャストパケットの数が記録されます。

ホスト

ホストカンバセーションを有効にするには、このオプションを選択します。カンバセーショ

ン

アプリケーション応答時間を有効にするには、このオプションを選択します。ART

[ネットワーク解析モジュール（NetworkAnalysisModule）]フィールド
の説明

次に、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー（Features
and Technologies）] > [ネットワーク解析モジュール（Network Analysis Module）]ページの各
フィールドについて説明します。

• [ネットワーク解析モジュール（NetworkAnalysisModule）] > [モニタリング（Monitoring）]
• [ネットワーク解析モジュール（Network Analysis Module）] > [システム（System）]

[ネットワーク解析モジュール（NetworkAnalysisModule）]>[モニタリング（Monitoring）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [ネットワーク解析モジュール（Network Analysis Module）] >
[モニタリング（Monitoring）]の各フィールドについて説明します。
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表 118 : [ネットワーク解析モジュール（Network Analysis Module）] > [モニタリング（Monitoring）]

説明フィールド

[応答時間モニタ（Response Time Monitor）]チェックボックスをオンにし、応答時間
ResponseTime1<=ResponseTime2<=ResponseTime3<=ResponseTime4<=ResponseTime5<=ResponseTime6<=Late
Response Timeを入力します。

Response Time

[コール信号モニタリング（Call Signal Monitoring）]チェックボックスをオンにし、NAMがサポートする
値ごとにMOS品質範囲を入力します。

音声

[RTPストリームモニタリング（RTP StreamMonitoring）]チェックボックスをオンにし、送信元および宛
先の IPv4/IPv6アドレスとマスクを使用してフィルタを入力します。

RTPフィルタ（RTP Filter）

短期および長期の間隔として最小値を入力します。集約間隔（Aggregation Interval）

[ネットワーク解析モジュール（Network Analysis Module）] > [システム（System）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [機能とテクノロジー
（Features and Technologies）] > [ネットワーク解析モジュール（Network Analysis Module）] >
[システム（System）]の各フィールドについて説明します。

表 119 : [NAM解析モジュール（NAM Analysis Module）] > [システム（System）]

説明フィールド

ドメイン名と DNSサーバの IPアドレスを入力します。DNSパラメータ（DNS Parameters）

読み取り/書き込みアクセス許可を持つ SNMPコミュニティを作成します。SNMPエージェント

[NTPとシステム時刻の同期（Synchronize System Time With NTP）]チェック
ボックスをオンにし、プライマリ NTPサーバ名/IPアドレス（IPv4または
IPv6）、セカンダリ NTPサーバ名/IPアドレス（IPv4または IPv6）、および
タイムゾーンを入力します。

システムタイム（System Time）

[メール（Mail）]チェックボックスをオンにし、外部メールサーバおよび
メールアラームの送信先（メール ID）を入力します。

電子メール設定（Email Setting）

[Webデータパブリケーション（Web Data Publication）]チェックボックスを
オンにし、アクセスリストの IPアドレスまたは許可する必要があるサブネッ
トを入力します。

Webデータパブリケーション（Web
Data Publication）

SNMPトラップの IPアドレスおよび UDPポートとともにコミュニティの詳
細情報を入力します。

SNMPトラップ（SNMP Trap）
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システムテンプレートのジョブステータスは、NAMデバイスに発生した変更以外の NAM3
の表示の障害時に展開します。

（注）

[ワイヤレス設定（Wireless Configuration）]フィールドの
説明

次に、[設計（Design）] > [設定（Configuration）] > [ワイヤレス設定（Wireless Configuration）]
にあるページの各フィールドについて説明します。

• FlexConnectパラメータ
• Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）
•スイッチ位置設定テンプレート
• Autonomous AP移行テンプレート
•コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）

FlexConnectパラメータ
次の表で、[設定（Configuration）] > [ネットワーク（Network）] > [ネットワークデバイス
（Network Devices）]を選択し、[デバイスタイプ（Device Type）] > [ワイヤレスコントローラ
（WirelessController）]を選択し、コントローラのデバイス名をクリックしてから [FlexConnect]
を選択した場合の [FlexConnect]の各フィールドについて説明します。

表 120 : [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）] > [FlexConnectパラメータ（FlexConnect Parameters）]

説明フィールド

[一般（General）]タブ

このコントローラに適用されるテンプレートの名前。テンプレート名（Template Name）

ドロップダウンリストから、コントローラ上に存在するプライマリRADIUS認証
サーバを選択します。選択または設定した RADIUS認証サーバが、バージョン
7.4以下のコントローラにない場合は、テンプレートは失敗します。

Prime InfrastructureのFlexConnectRADIUSサーバ設定を適用する前に、コントロー
ラ上で RADIUSサーバ設定を行う必要があります。

プライマリ Radius（Primary
Radius）

ドロップダウンリストから、コントローラ上に存在するセカンダリRADIUS認証
サーバを選択します。RADIUS認証サーバがコントローラ上にない場合は、Prime
Infrastructureで設定した RADIUSサーバは適用されません。

セカンダリ Radius（Secondary
Radius）

[FlexConnect AP]タブ
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説明フィールド

FlexConnectグループに適用するには、このチェックボックスをオンにします。

APのイーサネットMACアドレスは、同じコントローラ上の複数の FlexConnect
グループには存在できません。APイーサネットMACが別の FlexConnectグルー
プにすでに存在する場合、その APイーサネットMACを FlexConnectグループに
設定することは、コントローラでは許可されていません。

イーサネットMAC（Ethernet
MAC）

クリックして、既存の FlexConnectグループに追加の FlexConnect AP（Prime
Infrastructureに存在しているもの）を追加します。[APの追加（Add AP）]をク
リックした場合、この FlexConnectグループの一部であるアクセスポイントのみ
がリストされます。

FlexConnectグループのローカル認証を有効にするには、[FlexConnect設定
（FlexConnectConfiguration）]タブをクリックします。[全般（General）]タブで、
[プライマリ RADIUSサーバ（Primary RADIUS Server）]パラメータと [セカンダ
リRADIUSパラメータ（SecondaryRADIUSServer）]パラメータが [なし（None）]
に設定されていることを確認します。

APの追加（Add AP）

FlexConnectアクセスポイントで LEAPを使用してクライアントを認証できるよ
うにする場合に選択します。

LEAP

FlexConnectアクセスポイントで EAP-FASTを使用してクライアントを認証でき
るようにする場合に選択します。EAP-FASTキーを指定するとともに、EAP-FAST
キーを確認する必要があります。

EAP-FAST

•手動のPACプロビジョニングを使用するには、[EAP=FASTキー（EAP=FAST
Key）]テキストボックスに、PACの暗号化と暗号化解除に使用するキーを
入力します。キーは 32桁の 16進数文字である必要があります。

• PACプロビジョニング中に PACのないクライアントに自動的に PACを送信
できるようにするには、[サーバキーを無視（Ignore Server Key）]チェック
ボックスをオンにします。

Protected Access Credential（PAC）
（Protected Access Credentials
(PACs)）

EAP-FASTサーバの権限識別子を入力します。識別子は 32桁の 16進数文字であ
る必要があります。

EAP-FAST権限 ID（EAP-FAST
Authority ID）

テキスト形式の EAP-FASTサーバの権限識別子を入力します。32桁までの 16進
数文字を入力できます。

EAP-FAST権限情報（EAP-FAST
Authority Info）

編集テキストボックスに PACが表示される秒数を入力することによって、PAC
タイムアウト値を指定します。有効な値の範囲は 2～ 4095秒です。

EAP-FAST PACタイムアウト
（EAP-FAST PAC Timeout）

[イメージのアップグレード（Image
Upgrade）]タブ

FlexConnectアクセスポイントをアップグレードする場合に、このオプションを
選択します。

FlexConnect APのアップグレード
（FlexConnect AP Upgrade）
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説明フィールド

スレーブが FlexConnectグループ内のマスターからのダウンロード開始を試行す
る最大回数を指定する場合に、このオプションを選択します。このオプション

は、[FlexConnect APのアップグレード（FlexConnect AP Upgrade）]チェックボッ
クスをオンにした場合のみ使用できます。

[全般（General）]タブで [FlexConnect APのアップグレード（FlexConnect AP
Upgrade）]チェックボックスが有効になっている場合に限り、アクセスポイント
をマスターアクセスポイントとして追加できます。

スレーブ最大再試行回数（Slave
Maximum Retry Count）

Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration
Templates）

• [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight APConfiguration Templates）] > [テンプレー
トの基本（Template Basic）]

• [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [APパラ
メータ（AP Parameters）]

• [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [メッシュ
（Mesh）]

• [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight APConfiguration Templates）] > [802.11a/n/ac]

• [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [802.11aサ
ブバンド（802.11a SubBand）]

• [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight APConfiguration Templates）] > [802.11b/g/n]

• [LightweightAP設定テンプレート（LightweightAPConfiguration Templates）] > [802.11a/b/g/n]

• [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [CDP]

• [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight APConfiguration Templates）] > [FlexConnect]

• [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight APConfiguration Templates）] > [スケジュー
ル（Schedule）]

[Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [テンプレー
トの基本（Template Basic）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [軽量アクセスポイント
（Lightweight Access Points）]にある [テンプレートの基本（Template Basic）]タブの各フィー
ルドについて説明します。
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表 121 : [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [テンプレートの基本（Template Basic）]

説明フィールド

LightweightAP設定テンプレートの名前。テンプレート名（TemplateName）

LightweightAP設定テンプレートの説明。説明

[Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [APパラ
メータ（AP Parameters）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [軽量アクセスポイント
（Lightweight Access Points）]にある [APパラメータ（AP Parameters）]タブの各フィールドに
ついて説明します。

表 122 : [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [APパラメータ（AP Parameters）]

説明フィールド

一般

[ロケーション（Location）]テキストボックスに位置を入力します。参照先

[管理と有効化（Admin andEnabled）]チェックボックスをオンにして、管理ス
テータスを有効にします。

エネルギーを節約するために、アクセスポイントを作業時間以外の指定され

た時間にオフにすることができます。[有効（Enabled）]チェックボックスを
選択することで、アクセスポイントを有効にしたり、無効にしたりできます。

管理ステータス（Admin Status）
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説明フィールド

ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。

• [ローカル（Local）]：デフォルト。
• [モニタ（Monitor）]：モニタモードのみ。

[モニタ（Monitor）]をオンにして、Cisco Adaptive wIPSのアクセスポイント
テンプレートを有効にします。[モニタ（Monitor）]を選択した場合、[Enhanced
WIPS Engine]チェックボックスおよび [Enabled]チェックボックスをオンにし
ます。[APモニタモードの最適化（APMonitor Mode Optimization）]チェック
ボックスをオンにして、[APモニタモードの最適化（AP Monitor Mode
Optimization）]ドロップダウンリストから [WIPS]を選択します。

• [FlexConnect]：Cisco 1030 IEEE 802.11a/b/g/nリモートエッジ Lightweight
アクセスポイントに使用するCisco 1030リモートエッジ Lightweightアク
セスポイント（REAP）。

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。APモードが FlexConnectの場合、FlexConnectの設定オプション
が表示されます。これには、OfficeExtendAPを有効にするオプションと、Least
Latency Controller Joinを有効にするオプションが含まれます。

• [不正検出（RogueDetector）]：不正アクセスポイントをモニタしますが、
不正アクセスポイントを送信したり、封じ込め処理をすることはありま

せん。

• [ブリッジ（Bridge）]
• [スニファ（Sniffer）]：アクセスポイントは、所定のチャネルで無線を
「スニファ」します。アクセスポイントは、そのチャネル上のクライア

ントからのすべてのパケットを取得し、AiroPeek（IEEE 802.11無線 LAN
のパケットアナライザ）を実行するリモートマシンに転送します。これ

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。動作モードとして [スニファ（Sniffer）]を選択する場合、AP/無線
テンプレートの [802.11b/g/nパラメータ（802.11b/g/n Parameters）]または
[802.11a/nパラメータ（802.11a/n Parameters）]タブでチャネルとサーバ
IPアドレスの入力を要求されます。

スニファ機能は、データパケットのデコードをサポートする、サードパーティ

製のネットワーク分析ソフトウェアである AiroPeekを実行する場合だけ有効
になります。AiroPeekの詳細については、http://www.wildpackets.comを参照し
てください。

• [SE接続（SE-Connect）]：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での干渉検出に広く使用できます。

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。

このオプションは、アクセスポイントが CleanAir対応の場合のみ表示されま
す。

APモードを変更すると、アクセスポイントがリブートします。

APモード（AP Mode）
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説明フィールド

ドロップダウンリストからオプションを選択します。APサブモード（AP Sub Mode）

[強化されたwIPSエンジン（EnhancedwIPSEngine）]および [有効（Enabled）]
チェックボックスをオンにして有効にします。

強化された wIPSエンジン（Enhanced
wIPS Engine）

アクセスポイントの高さ（フィート）をテキストボックスに入力します。AP高さ（フィート）（AP Height
(feet)）

ミラーモードを有効にするには、[有効（Enabled）]チェックボックスをオン
にします。

ミラーモード（Mirror Mode）

適切な国コードをドロップダウンリストから選択します。国コード（Country Code）

状態収集間隔をテキストボックスに入力します。状態収集間隔（StatsCollection Interval）

Cisco Discovery Protocolを有効にするには、[有効（Enabled）]チェックボック
スをオンにします。

Cisco Discovery Protocol

ドロップダウンリストから [低（Low）]、[中（Medium）]、[高（High）]ま
たは [重要（Critical）]を選択して、アクセスポイントフェールオーバー優先
度を示します。デフォルトの優先度は [低（Low）]です。

APフェールオーバープライオリティ
（AP Failover Priority）

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）

アンテナバンドモード（Antenna Band Mode）アンテナバンドモード（AntennaBand
Mode）

ドメイン名はスタティック IPがある APでのみ設定できます。ドメイン名（Domain Name）

ドメイン名サーバ IPはスタティック IPがある APでのみ設定できます。サーバの IPアドレス

暗号化を有効にするには、[暗号化（Encryption）]チェックボックスを選択し
ます。

暗号化（Encryption）

不正検出を有効にするには、チェックボックスを選択します。不正検出（Rogue Detection）

SSHアクセスを有効にするには、[SSHアクセス（SSHAccess）]チェックボッ
クスを選択します。

SSHアクセス（SSH Access）

Telnetアクセスを有効にするには、[Telnetアクセス（Telnet Access）]チェッ
クボックスをオンにします。

Telnetアクセス（Telnet Access）
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説明フィールド

コントローラでリンク遅延を設定して、アクセスポイントおよびコントロー

ラの間のリンクを計測できます。

リンク遅延は、接続モードの FlexConnectアクセスポイントでのみ
サポートされます。スタンドアロンモードの FlexConnectアクセス
ポイントはサポートされません。

（注）

リンク遅延（Link Latency）

[TCP調整MSS（TCP Adjust MSS）]チェックボックスをオンにして、TCPを
有効にしてMSSを調整します。

TCP調整MSS（TCP Adjust MSS）

VLANタギングは、バージョン7.3.1.26以降のコントローラでのみサポートさ
れています。VLANタギングのモードまたは値を変更した場合は、アクセス
ポイントが再起動されます。VLANタギングは、APがブリッジモードの場合
は有効にできません。VLANタギングを有効にすると、ネイティブ VLAN ID
は無視されます。

VLANタグ付け（VLAN Tagging）

APグループ名。APグループ名（AP Group Name）

何らかの更新を行った後のアクセスポイントの再起動を有効にするには、こ

のチェックボックスをオンにします。

APのリブート（Reboot AP）

パワーインジェクタの設定（Power
Injector Configuration）

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）

インジェクタスイッチのMACアドレスを入力します。インジェクタスイッチMACアドレス
（Injector Switch MAC Address）

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）
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説明フィールド

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
Supplicant Credentials）]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）

AP再送信の設定（AP Retransmit
Configuration）

AP再送信回数を入力します。[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再送信カウント（AP Retransmit
Count）

AP再送信間隔を入力します。[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（秒）（AP Retransmit
Interval (secs)）

コントローラコンフィギュレーション

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 Tertiary Controller 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, andTertiaryController 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）

[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）
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説明フィールド

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）

[Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [メッシュ
（Mesh）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [軽量アクセスポイント
（Lightweight Access Points）]にある [メッシュ（Mesh）]タブの各フィールドについて説明し
ます。

表 123 : [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [メッシュ（Mesh）]

説明フィールド

ブリッジグループ名（最大 10文字）をテキストボックスに入力します。

ブリッジグループは、メッシュアクセスポイントを論理的にグループ化し

て、同一チャネル上の 2つのネットワークが互いに通信しないようにする
ために使用されます。メッシュアクセスポイントが通信するためには、同

じブリッジグループ名が付いている必要があります。複数のRAPを使用す
る設定の場合は、ある RAPから別の RAPへフェールオーバーできるよう
に、すべてのRAPに同じブリッジグループ名が付いていることを確認して
ください。

（注）

ブリッジグループ名（Bridge
Group Name）
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説明フィールド

ドロップダウンリストから、バックホールインターフェイスのデータレートを選択

します。使用可能なデータレートは、バックホールインターフェイスによって指示

されます。デフォルトのレートは 18 Mbpsです。

このデータレートは、メッシュアクセスポイント間で共有され、メッシュ

ネットワーク全体に対して固定されます。展開したメッシュネットワーク

ソリューションに対してデータレートを変更しないでください。

（注）

データレート（Mbps）（Data
Rate (Mbps)）

[イーサネットブリッジ（Ethernet Bridging）]ドロップダウンリストから、メッシュ
アクセスポイントの Ethernetブリッジングを有効にします。

イーサネットブリッジ

（Ethernet Bridge）

メッシュアクセスポイントのロールをドロップダウンリストから選択します（[MAP]
または [RAP]）。デフォルトの設定はMAPです。

メッシュネットワークのアクセスポイントは、ルートアクセスポイント（RAP）ま
たはメッシュアクセスポイント（MAP）として機能します。

[役割（Role）]

このグループボックスには、インターフェイス名、モード、VLAN ID、およびトラ
ンク ID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

スエリア（Ethernet Interfaces
area）

[Lightweight AP設定テンプレート（LightweightAPConfiguration Templates）]> [802.11a/n/ac]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [軽量アクセスポイント
（Lightweight Access Points）]にある [802.11a/n/ac]タブの各フィールドについて説明します。

表 124 : [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [802.11a/n/ac]

説明フィールド

適用する必要がある 802.11aパラメータのチェックボックスをオンにします。

•チャネル割り当て（Channel Assignment）
•チャネル幅（Channel Width）
•管理ステータス（Admin Status）

802.11aパラメータ（802.11a
parameters）

適用する必要がある 802.11acパラメータのチェックボックスをオンにします。802.11ac
パラメータは、11acモジュールにのみ適用できます。

•チャネル幅（Channel Width）
•管理ステータス（Admin Status）

802.11acパラメータ
（802.11ac parameters）

適切な電力レベルを選択するには、[電力割り当て（Power Assignment）]チェックボッ
クスをオンにします。

電力割り当て（Power
Assignment）

11nアンテナ選択パラメータを選択するには、[アンテナ選択（AntennaSelection）]チェッ
クボックスをオンにします。

アンテナ選択（Antenna
Selection）
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説明フィールド

CleanAir機能を有効にするには、[CleanAir]チェックボックスをオンにします。CleanAir
は、CleanAir対応 AP用のWLCリリース 7.0以降でサポートされています。

CleanAir

適用する必要がある設定のチェックボックスをオンにします。

• [アンテナモード（Antenna Mode）]：アンテナモードを選択します。
• [アンテナダイバーシティ（Antenna Diversity）]：有効または無効を選択します。
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。

• [アンテナ名（Antenna Name）]：[アンテナタイプ（Antenna Type）]チェックボッ
クスをオンにして、所定のアンテナ名をドロップダウンリストから選択します。

• [アンテナゲイン（Antenna Gain）]：アンテナのゲイン値を入力します。
• [水平面（Azimuth）]：各アクセスポイントにカスタムの水平面方向を度単位で設定
します。[水平面（Azimuth）]と [垂直面（Elevation）]はアクセスポイントの外見
上の位置を定義する角度です。

• [垂直面（Elevation）]：各アクセスポイントにカスタムの垂直面方向を度単位で設
定します。

• [上（Up）]/[下（Down）]：ドロップダウンリストから上または下を選択します。

アンテナ設定（Antenna
Configuration）

[Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [802.11aサブ
バンド（802.11a SubBand）]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [軽量アクセスポイント
（Lightweight Access Points）]にある [802.11aサブバンド（802.11a SubBand）]タブの各フィー
ルドについて説明します。[802.11aサブバンド（802.11a SubBand）]タブでは、適用する必要
がある 802.11a Sub Bandオプション（4.9または 5.8パラメータ）を選択します。サブバンド
オプションは、フィールド左側のチェックボックスがオンでない限り無効です。

表 125 : [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [802.11aサブバンド（802.11a SubBand）]

説明フィールド

管理権限を有効にする場合は、[管理ステータス（AdminStatus）]チェックボッ
クスをオンにします。

管理ステータス（Admin Status）

チェックボックスをオンにして、該当するチャネルをドロップダウンリスト

から選択します。

チャネル番号は、その無線でサポートされているチャネル一覧に対

して検証されます。

（注）

チャネル割り当て（Channel
Assignment）
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説明フィールド

チェックボックスをオンにして、該当する電力レベルをドロップダウンリス

トから選択します。

電力レベルは、その無線でサポートされている電力レベル一覧に対

して検証されます。

（注）

電力割り当て（Power Assignment）

チェックボックスをオンにして、[無効（Disable）]または [有効（Enable）]を
ドロップダウンリストから選択します。

WLANの上書きについての変更を有効にするためには、このアクセ
スポイントをリセットする必要があります。

（注）

WLANオーバーライド（WLAN
Override）

外部アンテナまたは内部アンテナかを示します。アンテナタイプ（Antenna Type）

[アンテナタイプ（AntennaType）]チェックボックスをオンにして、適切なア
ンテナ名をドロップダウンリストから選択します。

アンテナ名（Antenna Name）

[Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [802.11b/g/n]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [軽量アクセスポイント
（Lightweight Access Points）]にある [802.11b/g/n]タブの各フィールドについて説明します。

表 126 : [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [802.11b/g/n]

説明フィールド

グローバル割り当て方式を選択するか、カスタムを選択してチャネルを指定しま

す。

チャネル割り当て（Channel
Assignment）

ドロップダウンリストから、[20 MHz]または [40 MHz]を選択します。チャネル幅（Channel Width）

管理権限を有効にする場合はオンにします。管理ステータス（Admin Status）

グローバル割り当て方式を選択するか、カスタムを選択して電力割り当てを指定

します。

電力割り当て（PowerAssignment）

選択すると有効になります。トラッキング最適化モニタモード

（Tracking Optimized Monitor
Mode）

[アンテナ選択（Antenna Selection）]チェックボックスをオンにして、適切なアン
テナをリストから選択します。

アンテナ選択（Antenna Selection）

ClearAir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。CleanAir
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説明フィールド

適用する必要がある設定のチェックボックスをオンにします。

• [アンテナモード（Antenna Mode）]：アンテナモードを選択します。
• [アンテナダイバーシティ（Antenna Diversity）]：有効または無効を選択しま
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（AntennaType）]：外部アンテナまたは内部アンテナを指定
します。

• [アンテナ名（AntennaName）]：[アンテナタイプ（Antenna Type）]チェック
ボックスをオンにして、所定のアンテナ名をドロップダウンリストから選択

します。

• [アンテナゲイン（Antenna Gain）]：アンテナのゲイン値を入力します。
• [水平面（Azimuth）]：各アクセスポイントにカスタムの水平面方向を度単位
で設定する必要があります。[水平面（Azimuth）]と [垂直面（Elevation）]は
アクセスポイントの外見上の位置を定義する角度です。

• [垂直面（Elevation）]：各アクセスポイントにカスタムの垂直面方向を度単位
で設定する必要があります。

• [上（Up）]/[下（Down）]：ドロップダウンリストから上または下を選択しま
す。

アンテナ設定（Antenna
Configuration）

[LightweightAP設定テンプレート（LightweightAPConfigurationTemplates）]>[802.11a/b/g/n]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [軽量アクセスポイント
（Lightweight Access Points）]にある [802.11a/b/g/n]タブの各フィールドについて説明します。

このタブでは、ハイパーロケーション、WSM、モニタモード APのモジュール無線を設定し
ます。

表 127 : [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [802.11a/b/g/n]

説明フィールド

この設定は、XOR無線でのみサポートされます。無線の割り当て方法を設定するには、
このチェックボックスをオンにします。

割り当て方法には [自動（Auto）]、[提供中（Serving）]、[モニタ（Monitor）]がありま
す。

[無線の役割の割り当て（Radio Role Assignment）]を [提供中（Serving）]に設定する場
合は、2.4 GHzまたは 5 GHzの無線を選択します。

無線の役割の割り当て

（Radio Role Assignment）

管理権限を有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。管理ステータス
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説明フィールド

（[無線の役割の割り当て（Radio Role Assignment）]が [提供中（Serving）]の場合の
み）次のいずれかを設定する場合は、このチェックボックスをオンにします。

• [グローバル（Global）]：アクセスポイントのチャネルがコントローラによってグ
ローバルに設定される場合は、この設定を使用します。

• [カスタム（Custom）]：アクセスポイントのチャネルがローカルで設定されている
場合は、この設定を使用します。[カスタム（Custom）]ドロップダウンリストか
らチャネルを選択します。ドロップダウンの値は 2.4 GHz無線と 5 GHz無線で異な
ります。

チャネル割り当て（Channel
Assignment）

（[無線の役割の割り当て（Radio Role Assignment）]が [提供中（Serving）]の場合の
み）チャネル幅は、11nがサポートされているAPでのみサポートされます。2.4GHz無
線では、20 MHzの無線のみがサポートされています。5 GHzの場合は、[チャネル幅
（Channel Width）]ドロップダウンリストから、20 MHz、40 MHz、80 MHz、または
160 MHzのいずれかを選択します。

チャネル幅（ChannelWidth）

（[無線の役割の割り当て（Radio Role Assignment）]が [提供中（Serving）]の場合の
み）ドロップダウンリストからアンテナモードを選択します。

アンテナモード（Antenna
Mode）

（[無線の役割の割り当て（Radio Role Assignment）]が [提供中（Serving）]の場合の
み）[右/A面（Right/Side A）]、[左/B面（Left/Side B）]、または [有効（Enabled）]を選
択します。

アンテナダイバーシティ

（Antenna Diversity）

[アンテナタイプ（Antenna Type）]チェックボックスをオンにして、適切なアンテナ名
をドロップダウンリストから選択します。

アンテナタイプ（Antenna
Type）

（[無線の役割の割り当て（Radio Role Assignment）]が [提供中（Serving）]または [モ
ニタ（Monitor）]の場合）ドロップダウンリストから適切なアンテナ名を選択します。

アンテナ名（AntennaName）

（[自動（Auto）]モードでのみ）ドロップダウンリストからアンテナ名を選択して、A
帯域のアンテナを設定します。

XORアンテナ A

（[自動（Auto）]モードでのみ）ドロップダウンリストからアンテナ名を選択して、B
帯域のアンテナを設定します。

XORアンテナ B

（[無線の役割の割り当て（Radio Role Assignment）]が [提供中（Serving）]の場合の
み）テキストボックスに目的のアンテナゲインを入力します。カスタムアンテナゲイ

ンを設定するには、[アンテナ名（Antenna Name）]オプションで [その他（Others）]を
選択します。

アンテナゲイン（Antenna
Gain）
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説明フィールド

（[無線の役割の割り当て（Radio Role Assignment）]が [提供中（Serving）]の場合の
み）Prime Infrastructureには、特定のアンテナの使用を有効または無効にする機能があ
ります。デフォルトでは、すべてのアンテナが有効になっています。[11nアンテナ選択
（11n Antenna Selection）]パラメータのいずれかを選択します。

• Antenna A（アンテナ A）
• Antenna B（アンテナ B）
• Antenna C（アンテナ C）
• Antenna D（アンテナ D）

アンテナ選択（Antenna
Selection）

[CleanAir]チェックボックスを選択して、ドロップダウンリストから適切なオプション
を選択します。

[提供中（Serving）]および [自動（Auto）]モードの場合、次のオプションを使用でき
ます。

•有効（Enabled）
•無効（Disabled）

[モニタ（Monitor）]モードの XORでは、次のオプションを使用できます。

• 2.4 GHzが有効（2.4 GHz Enabled）
• 5 GHzが有効（5 GHz Enabled）
•両方とも有効（Both Enabled）
•両方とも無効（Both Disabled）

[CleanAir]

次のいずれかを選択します。

• [グローバル（Global）]：電力レベルがコントローラによってグローバルに設定さ
れている場合は、この設定を使用します。

• [カスタム（Custom）]：アクセスポイントの電力レベルがローカルで設定されてい
る場合は、この設定を使用します。ドロップダウンリストから電力レベルを選択

します。

電力割り当て（Power
Assignment）

適用する必要がある設定のチェックボックスをオンにします。

• [水平面（Azimuth）]：各アクセスポイントにカスタムの水平面方向を度単位で設定
する必要があります。[水平面（Azimuth）]と [垂直面（Elevation）]はアクセスポ
イントの外見上の位置を定義する角度です。

• [垂直面（Elevation）]：各アクセスポイントにカスタムの垂直面方向を度単位で設
定する必要があります。

• [上（Up）]/[下（Down）]：ドロップダウンリストから上または下を選択します。

アンテナ設定（Antenna
Configuration）
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[Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [CDP]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [軽量アクセスポイント
（Lightweight Access Points）]にある [CDP]タブの各フィールドについて説明します。

表 128 : [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [CDP]

説明フィールド

CDPを有効にするイーサネットインターフェイススロッ
トのチェックボックスをオンにします。

イーサネットインターフェイス上での Cisco Discovery
Protocol（Cisco Discovery Protocol on Ethernet Interfaces）

CDPを有効にする無線インターフェイススロットの
チェックボックスをオンにします。

無線インターフェイス上でのCiscoDiscovery Protocol（Cisco
Discovery Protocol on Radio Interfaces）

[LightweightAP設定テンプレート（LightweightAPConfigurationTemplates）]>[FlexConnect]

次の表で、[設定（Configuration）] > [テンプレート（Templates）] > [軽量アクセスポイント
（Lightweight Access Points）]にある [FlexConnect]タブの各フィールドについて説明します。

表 129 : [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [FlexConnect]

説明フィールド

FlexConnect設定（VLANサポート、ネイティブ VLAN IDおよびプロファイル名
VLANマッピングなど）を有効にするには、このチェックボックスをオンにします。

これらのオプションは、FlexConnectモードのアクセスポイントだけで使
用できます。

（注）

FlexConnect設定（FlexConnect
Configuration）

デフォルトは [有効（Enabled）]です。

このチェックボックスを選択解除すると、単にこのアクセスポイントのOfficeExtend
モードが無効になります。アクセスポイントの設定すべてが取り消されることはあ

りません。アクセスポイント設定をクリアし、工場出荷時設定に戻す場合、アクセ

スポイント詳細ページ下部の [設定のクリア（Clear Config）]をクリックします。
アクセスポイントパーソナル SSIDだけをクリアする場合、アクセスポイント詳細
ページ下部の [パーソナル SSIDのリセット（Reset Personal SSID）]をクリックしま
す。

[OfficeExtend APの有効化（Enable for the OfficeExtend AP）]を選択した場合、いく
つかの設定が自動的に変更されます。たとえば、暗号化およびリンク遅延が有効に

なり、不正検出、SSHアクセス、Telnetアクセスが無効になります。

OfficeExtendアクセスポイントを有効にする場合、少なくとも 1つのプライマリ、
セカンダリ、ターシャリコントローラ（名前および IPアドレスを含む）を設定す
る必要があります。

OfficeExtend（OfficeExtend）
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説明フィールド

有効にした場合は、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。

アクセスポイントは、コントローラを初めて追加したときにこの検索を一度のみ実

行します。接続後は、プライマリ、セカンダリおよびターシャリの遅延測定を再計

算して、遅延測定が変わったかどうかを確認されることはありません。

最少遅延のコントローラと Join
（Least Latency Controller Join）

VLANサポートを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。VLANサポート（VLAN
Support）

有効なネイティブ VLAN IDの範囲は 1～ 4094です。モードを REAPに変更すると
きに、アクセスポイントがまだREAPモードでない場合、他のすべてのREAPパラ
メータはそのアクセスポイントに適用されません。

ネイティブ VLAN ID（Native
VLAN ID）

WLAN VLANマッピング（WLANプロファイル名と VLAN IDのマッピングなど）
を有効にするには、[WLAN VLANマッピング（WLAN VLAN Mapping）]チェック
ボックスをオンにします。

WLAN VLANマッピング
（WLAN VLAN Mapping）

VLAN IDACLマッピングを有効にするには、[VLAN IDACLマッピング（VLAN ID
ACL Mapping）]チェックボックスをオンにします。VLAN IDを入力して、ドロッ
プダウンリストボックスから入力 ACLと出力 ACLを選択して、指定 VLAN IDに
マッピングします。

Web認証ACLマッピング（Web
Auth ACL Mapping）

ポリシー ACLマッピングを有効にするには、[ポリシー ACLマッピング（Policy
ACL Mapping）]チェックボックスをオンにします。

ポリシー ACLマッピング
（Policy ACL Mapping）

ローカルスプリットACLマッピングを有効にするには、[ローカルスプリットACL
マッピング（Local Split ACL Mapping）]チェックボックスをオンにします。

ローカルスプリット ACLマッ
ピング（Local Split ACL
Mapping）

[Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] > [スケジュー
ル（Schedule）]

次の表で、Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）にある
[スケジュール（Schedule）]ページの各フィールドについて説明します。
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表 130 : [Lightweight AP設定テンプレート（Lightweight AP Configuration Templates）] [スケジュール（Schedule）]

説明フィールド

スケジュールした時間にテンプレートの展開を設定し、開始できます。

[今すぐ（Now）]：テンプレートをただちに展開します。

[日付（Date）]：テキストボックスに日付を入力するか、カレンダーのアイコンを使用して開始日
を選択します。

開始時刻

[なし（none）]、[毎時（hourly）]、[毎日（daily）]または [毎週（weekly）]から選択して、スケ
ジュールの発生頻度を指定します。

テンプレートは [AP選択（AP Selection）]タブまたは [スケジュール（Schedule）]タブを使用して
展開できます。

定例

（Recurrence）

スイッチ位置設定テンプレート

次の表で、[設計（Design）] > [ワイヤレス設定（Wireless Configuration）] > [スイッチ位置設定
（Switch Location Configuration）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィー
ルドについて説明します。

表 131 : [設計（Design）] > [ワイヤレス設定（Wireless Configuration）] > [スイッチ位置設定（Switch Location Configuration）]

説明フィールド

マップロケーション（Map Location）

スイッチまたはスイッチポートのマップ位置のキャンパスを選択しま

す。

キャンパス（Campus）

スイッチまたはスイッチポートのマップ位置のビルディングを選択し

ます。

建物

スイッチまたはスイッチポートのマップ位置のフロアを選択します。フロア（Floor）

選択したキャンパス、ビルディングおよびフロアの Civic情報をイン
ポートします。

インポート（Import）

ELINと Civicロケーション（ELIN and Civic
Location）

緊急ロケーション識別番号。ELIN

スイッチ/スイッチポートで使用できる Civic住所情報。[住所（Civic Address）]タブ

スイッチ/スイッチポート位置に関する詳細情報。[詳細設定（Advanced）]タブ
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説明フィールド

スイッチのNMSPを有効または無効にするには、このチェックボック
スをオンまたはオフにします。

NMSP（NMSP）

Autonomous AP移行テンプレート
次の表で、[設計（Design）] > [設定（Configuration）] > [ワイヤレス設定（Wireless
Configuration）] > [自律 AP移行テンプレート（Autonomous AP Migration Templates）]にある
[テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 132 : [Autonomous AP移行テンプレート（Autonomous AP Migration Template）]ページ

説明フィールド

テンプレート名。[名前（Name）]

テンプレートの説明。説明

APの数。APカウント（APCount）

スケジュールされた実行時刻。スケジュール実行

（Schedule Run）

次のいずれかを示します。

• [未開始（Not initiated）]：テンプレートの移行が未開始ですが、スケジュールされた時
刻に開始します。

• [無効（Disabled）]：テンプレートが無効で、スケジュールされた時刻に実行しません。
これは、Autonomousアクセスポイントを選択せずに作成された場合のテンプレートの
デフォルト状態です。

• [期限切れ（Expired）]：テンプレートは、スケジュールされた時刻に実行しませんでし
た（Prime Infrastructureサーバがダウンしていた可能性があります）。

• [有効（Enabled）]：テンプレートの移行が未開始ですが、スケジュールされた時刻に
開始します。

• [進行中（In progress）]：テンプレートは、現在、選択した Autonomousアクセスポイ
ントを CAPWAPに変換しています。

• [成功（Success）]：テンプレートは、Autonomousアクセスポイントの CAPWAPへの
移行を正常に完了しました。

• [失敗（Failure）]：テンプレートは、選択された Autonomousアクセスポイントから
CAPWAPへのすべての移行に失敗しました。[移行ステータスの表示（View Migration
Status）]ページを使用して、失敗の詳細ステータスを確認できます。

• [一部成功（Partial Success）]：テンプレートは、選択されたAutonomousアクセスポイ
ントから CAPWAPへのサブセットの移行に失敗しました。[移行ステータスの表示
（ViewMigrationStatus）]ページを使用して、失敗の詳細ステータスを確認できます。

ステータス(Status)
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[Autonomous AP移行テンプレート（Autonomous AP Migration Templates）] [テンプレート
の追加（Add Template）]

次の表で、[設計（Design）] > [設定（Configuration）] > [ワイヤレス設定（Wireless
Configuration）] > [自律 AP移行テンプレート（Autonomous AP Migration Templates）]にある
[テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 133 : Autonomous AP移行テンプレート

説明フィールド

アップグレードオプション（Upgrade
Options）

変換後にすべてのアクセスポイントが DHCPサーバから IPを取得したこと
を確認します。

DHCPサポート（DHCP Support）

このアクセスポイントに対して同じホスト名を保持できます。

APから CAPWAPに初めて移行する場合だけ、ホスト名が CAPWAPで維持
されます。APのアップグレードを複数回行っている場合、ホスト名が維持
されない場合があります。自律アクセスポイントのホスト名が 32文字を超
えると、CAPWAPアクセスポイントのホスト名は defaultに設定されます。

アクセスポイントを 12.3(11)JA、12.3(11)JA1、12.3(11)JA2、12.3(11)JA3自律
イメージから LWAPPにアップグレードする場合、変換されるアクセスポイ
ントは、スタティック IPアドレス、ネットマスク、ホスト名およびデフォル
トゲートウェイを維持しない場合があります。

APホスト名の保持（Retain AP
HostName）

アクセスポイントで実行されるCLIコマンドのデフォルトのタイムアウトを
延長します。

このオプションを有効にした場合、env_varsファイルにリモート TFTPサー
バ位置が保存されます。この情報は、アクセスポイントにコピーされます。

このオプションが選択されていない場合、Prime Infrastructure内部 TFTPサー
バを使用して、env_varsファイルをアクセスポイントにコピーします。

WANLink経由の移行（Migrate over
WANLink）

DNSアドレスを入力します。DNSアドレス（DNS Address）

ドメイン名を入力します。ドメイン名（Domain Name）

コントローラの詳細（Controller
Details）

コントローラ IPアドレスを入力します。コントローラ IP（Controller IP）
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説明フィールド

アクセスポイントマネージャ IPアドレスを入力することで、アクセスポイ
ントが接続するコントローラを指定します。

SSC対応アクセスポイントの場合、この IPアドレスは、コントローラ IP
フィールドと同じにする必要があります。MIC対応アクセスポイントの場
合、IPアドレスが一致する必要はありません。

APマネージャ IP（AP Manager IP）

ユーザ名を入力します。ユーザ名

ユーザ名のパスワードを入力します。[パスワード（Password）]

TFTPの詳細（TFTP Details）

Prime Infrastructureサーバの IPアドレスを入力します。Prime Infrastructure
は、インストールおよびセットアップ中に独自の TFTPおよび FTPサーバを
提供します。

[TFTPサーバ IP（TFTP Server IP）]

Prime Infrastructure設定時に定義した TFTPディレクトリを入力します。ファイルパス（File Path）

Prime Infrastructure設定時に TFTPディレクトリで定義された CAPWAP変換
ファイルを入力します（例：c1240-rcvk9w8-tar.123-11JX1.tar）。

ファイル名

スケジュールの詳細

移行のテンプレートを適用するときのオプションを選択します。テンプレートの適用（ApplyTemplate）

通知を送信する受信者の電子メールアドレスを入力します。通知（Notification）

コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）
次に、[設計（Design）] > [ワイヤレス設定（WirelessConfiguration）] > [ワイヤレス設定（Wireless
Configuration）] > [コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）]の各フィール
ドについて説明します。

• [コントローラ設定グループ（ControllerConfigurationGroups）] > [設定グループの追加（Add
Config Group）]

• [コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）] > [全般（General）]
• [コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）] > [スケジュールの適用
（Apply Schedule）]

[コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）] > [設定グループの追加
（Add Config Group）]

次の表で、[コントローラ設定グループ（Controller ConfigurationGroups）] > [設定グループの追
加（Add Config Group）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドにつ
いて説明します。
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表 134 : [ワイヤレス設定（Wireless Configuration）] > [コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）]

説明フィールド

すべてのグループを通じて、グループ名は一意である必要があります。グループ名（Group
Name）

Prime Infrastructureで作成されたその他のテンプレートを、設定グループに割り当てることがで
きます。同じWLANテンプレートを、1つ以上の設定グループに割り当てできます。次のオプ
ションから選択します。

• [選択して後で追加（Select and add later）]：後でテンプレートを追加します。

• [コントローラからテンプレートをコピー（Copy templates from a controller）]：別のコント
ローラからテンプレートをコピーします。現在のコントローラ一覧からコントローラを選

択して、それに適用されているテンプレートを新しい設定グループにコピーします。テン

プレートだけがコピーされます。

無線テンプレートを使用する場合、テンプレートの順序が重要になります。たと

えば、テンプレートリストに無線テンプレートが含まれ、無線パラメータを適

用する前に無線ネットワークを無効にする必要がある場合、まず無線ネットワー

クを無効にするテンプレートをテンプレートに追加する必要があります。

（注）

テンプレート

[コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）] > [全般（General）]

次の表で、[コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）] > [全般（General）]
にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについて説明します。

表 135 : [ワイヤレス設定（Wireless Configuration）] > [コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）] > [全般（General）]

説明フィールド

選択した場合は、このグループに含まれるすべてのテンプレートが、ネット

ワークとコントローラの監査中にコントローラに対して監査されます。

このオプションを有効にするには、[管理（Administration）] > [シス
テム（System）] > [監査（Audit）]で表示されるテンプレートベー
スの監査オプションを設定します。

（注）

バックグラウンド監査の有効化（Enable
Background Audit）

選択した場合は、何らかの矛盾が見つかったときに監査中にテンプレートが

自動的に適用されます。

このオプションを有効にするには、[管理（Administration）] > [シス
テム（System）] > [監査（Audit）]で表示されるテンプレートベー
スの監査オプションを設定します。

（注）

適用の有効化（Enable Enforcement）

選択した場合は、モビリティグループ名がグループ内のすべてのコントロー

ラに適用されます。

モビリティグループの有効化（Enable
Mobility Group）
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説明フィールド

グループ内のすべてのコントローラにプッシュされる名前。このフィールド

を使用して、グループ名を変更することもできます。

コントローラを複数の設定グループに含めることができます。（注）

モビリティグループ名（Mobility Group
Name）

設定グループを最後に変更した日付と時刻。最終変更日（Last Modified On）

最後に変更を適用した日付と時刻。最終適用日（Last Applied On）

[コントローラ設定グループ（Controller Configuration Groups）] > [スケジュールの適用
（Apply Schedule）]

次の表で、[コントローラ設定グループ（Controller ConfigurationGroups）] > [スケジュールの適
用（Apply Schedule）]にある [テンプレートの詳細（Template Detail）]の各フィールドについ
て説明します。

表 136 : [ワイヤレス設定（Wireless Configuration）] > [コントローラ設定グループ（Controller Config Groups）] > [スケジュールの適用（Apply Schedule）]

説明フィールド

[スケジュール（Schedule）]オプションが有効になっていない場合にのみ、この
オプションを使用できます。

（注）

[適用（Apply）]をクリックして、モビリティグループ、モビリティメンバー、およびテ
ンプレートのプロビジョニングを、設定グループのすべてのコントローラに対して開始し

ます。適用後には、このページを離れたり、Prime Infrastructureからログアウトすること
ができます。プロセスは継続され、後でこのページに戻りレポートを表示できます。

プロビジョニングの適用時は、その他の設定グループの機能は実行しないでく

ださい。

（注）

[最新適用レポート（RecentApplyReport）]ページにレポートが表示されます。コントロー
ラのそれぞれに正常に適用されたモビリティグループ、モビリティメンバー、またはテ

ンプレートが表示されます。

適用（Apply）

[スケジュール（Schedule）]オプションを有効にすると、[適用（Apply）]オプションは無
効になります。

スケジュール

開始日時を入力し、[スケジュール（Schedule）]をクリックします。[開始日（Start Date）] [開
始時間（Start Time）]

[コンプライアンス（Compliance）]フィールドの説明
次に、[コンプライアンス（Compliance）]フィールドについて説明します。
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• [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）]
• [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [プロファイル（Profiles）]
• [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [違反サマリー（Violation
Summary）]

[設定（Configuration）]>[コンプライアンス（Compliance）]>[ポリシー
（Policies）]
表 137 : [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）] > [新しいルール（New Rule）]のフィールド

説明フィールド

ルール情報（Rule
Information）

このセクションに入力するす

べての情報はフリーテキスト

であり、条件や後続の違反に

は影響しません。

ルールの名前を入力します。ルールタイトル（RuleTitle）

簡単な説明を入力します。説明

ルールが生成する違反の影響に関する簡単なメモを入力します。影響（Impact）

特定のポリシーに対してルールを選択するかどうかの判断に役立つ、修正についての

簡単な説明を入力します。この説明は、[ルールセレクタ（Rule Selector）]ペインの
ルールを確認する際に表示されます。

推奨修正（Suggested Fix）

プラットフォームの選択

（Platform Selection）

条件を実行する必要があるプラットフォームをオンにします。シスコデバイスを選択

した場合は、リストに指定されたすべてのシスコプラットフォームが含められます。

このセクションでオンにしたプラットフォームは監査ジョブの無視回数に影響します。

たとえば、[使用可能なプラットフォーム（Available Platforms）]ペインで選択されて
いないデバイスを含めて、範囲内のすべてのデバイスでルールを実行した場合、その

ようなデバイスは監査されず、無視回数に対してマークされます。

使用可能なプラットフォーム

（Available Platforms）

ルール入力（Rule Inputs）

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照
213

[設定（Configuration）]ページのフィールド参照

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [ポリシー（Policies）]



説明フィールド

新しいルールに情報を追加するには、[新規（New）]をクリックします。このペインで
作成する情報は、[ポリシープロファイル（PolicyProfile）]ペインに反映されます。選
択したルールのルール情報を指定する必要があります。たとえば、IPアドレスに情報
を作成できます。このルールを実行するユーザがルールに固有の IPアドレスを入力し
たり、そのアドレスを特定のプロファイルに追加したりできます。必要な次の詳細情

報を入力します。

識別子については、自身の識別子を入力するか、[生成（Generate）]ボタンをクリック
して、タイトルに基づく識別子を生成します。

[データ型（Data Type）]フィールドで選択したオプションに基づいて、次のフィール
ドが表示されます。

• [値のリスト（Is List of Values）]：ルール情報に関連付ける複数の値を追加するに
は、このチェックボックスをオンにします。値の追加、編集、削除ができる表が

表示されます。また、デフォルト値を設定することもできます。

• [複数の値の承認（AcceptMultipleValues）]：監査時に複数の値を指定する場合は、
このチェックボックスをオンにします。これは、実行タイプのルール情報の場合

にのみ適用されます。

• [最小値（MinValue）]：ルール情報の最小整数値を入力します。これは、整数デー
タ型の場合にのみ適用されます。

• [最大値（MaxValue）]：ルール情報の最大整数値を入力します。これは、整数デー
タ型の場合にのみ適用されます。

• [デフォルト値（Default Value）]：ルール情報のデフォルト値を入力します。この
フィールドに入力する値の形式は、[データ型（Data Type）]フィールドで選択し
たデータ型によって異なります。たとえば、データ型として [整数（Integer）]を
選択した場合は、入力できるのは整数値のみです。

• [最大長（Max Length）]：ルール情報に適用される最大長を入力します。
• [有効な正規表現（ValRegExp）]：実行または修正に使用される有効な正規表現を
入力します。

新しいルール入力（NewRule
Input）

条件とアクション

（Conditions and Actions）

新しいルールの条件およびアクションを作成するには、[新規（New）]をクリックしま
す。

新しい条件とアクション

（NewConditions andActions）

[新しい条件とアクション：条
件の詳細（New Conditions
and Actions—Conditions
Details）]タブ
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説明フィールド

• [条件範囲（Condition Scope）]：次のいずれかから条件の範囲を選択します。

• [設定（Configuration）]：完全な実行コンフィギュレーションをオンにします。
• [デバイスコマンドの出力（Device Command Outputs）]：showコマンドの出
力を確認します。

• [デバイスのプロパティ（DeviceProperties）]：実行中の設定ではなく、デバイ
スのプロパティに対して確認を行います。

• [以前一致したブロック（PreviouslyMatchedBlocks）]：以前の条件で定義され
ているブロックに対して条件を実行します。このオプションで条件を実行す

るには、以前の条件で [ブロックとして解析（Parse as Block）]オプションを
オンにしている必要があります。このオプションは、ルールの最初の条件に

設定できません。

• [デバイスのプロパティ（Device Property）]：次のデバイスプロパティのいずれか
を選択します。

•デバイス名（Device Name）
• [IPアドレス（IP Address）]
• [OS名（OS Name）]
• [OSのバージョン（OS Version）]

このオプションは、[条件範囲（Condition Scope）]ドロップダウンリストの
[デバイスのプロパティ（Device Properties）]を選択した場合にのみ、有効に
なります。

（注）

• [showコマンド（Show Commands）]：選択したプラットフォームに適用される必
須の showコマンドを選択します。また、監査を実行する必要がある showコマン
ドも入力できます。

このオプションは、[条件範囲（Condition Scope）]ドロップダウンリストの
[デバイスコマンドの出力（Device Command Outputs）]を選択した場合にの
み、有効になります。

（注）

条件範囲の詳細（Condition
Scope Details）

ブロックオプション（Block
Options）

このオプションをオンにすると、実行中の設定ファイル内の特定のブロックの条件（こ

のセクションで定義）を実行できるようになります。このオプションは、[条件範囲
（Condition Scope）]オプションで [設定（Configuration）]を選択した場合の showコマ
ンドのみを対象とします。

ブロックとして解析（Parse as
Blocks）

このフィールドは、[ブロックとして解析（Parse as Blocks）]オプションが有効になっ
ている場合は必須です。正規表現を使用してください。ここでは、ルール情報と、Grep
出力を使用できます。

ブロック開始表現（BlockStart
Expression）
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説明フィールド

このフィールドは任意です。デフォルトでは、最上位またはサブレベルのコマンドが

開始された際にブロックが終了します。これよりも前にブロックを中断する場合は、

正規表現として値を入力します。

ブロック終了表現（BlockEnd
Expression）

必要に応じて、オプションをオンにします。各オプションは次のとおりです。

• [すべてのサブブロック（All Sub Blocks）]：すべてのブロックが指定された条件
を満たした場合にのみ、ルールは成功したとマークされます。

• [いずれかのサブブロック（Any Sub Block）]：サブブロックのいずれかが条件を
満たしている場合でも、ルールを成功したとしてマークします。

• [失敗インスタンスごとに 1つの違反を発生（Raise One Violation for Each Failing
Instance）]：このオプションを有効にした場合、[ジョブビュー（Job view）]で指
定した違反回数は、各ブロックで条件が違反を検出した回数だけ増加します。

ルール成功基準（Rule Pass
Criteria）

条件一致の基準（Condition
Match Criteria）

後続のフィールドで入力する値に基づいてオプションを選択します。演算子

[編集（Edit）]をクリックします。[演算子関数の選択（Select Operator Function）]ペー
ジが表示されます。事前定義の関数を選択し、選択した事前定義の関数に基づいて関

数のパラメータを入力します。

このフィールドは、[演算子（Operator）]フィールドでオプションの [関数を
実行（Execute a Function）]または [式を評価（Evaluate Expression）]を選択
した場合にのみ使用できます。

（注）

演算子関数（Operator
Function）

値には正規表現を使用してください。ここでは、ルール情報と、Grep出力を使用でき
ます。この変数は、grepして後続の条件に使用できます。たとえば、<2.1> <2.2>など
の <Condition.value number>条件規則に従います。この数値識別子は、前にフィールド
で選択された演算子の入力パラメータとして、次の条件から使用できます。

[演算子（Operator）]フィールドで [式を評価（Evaluate Expression）]を選択した場合、
[編集（Edit）]をクリックして演算子関数を選択します。

[機能名（FunctionName）]として「checkTraffic」を選択した場合、任意のACL上のト
ラフィックがチェックされます。次の例のように、予想されるトラフィックの値を [ト
ラフィック（Traffic）]および [ACL]フィールドに入力します。

"Traffic" = "deny tcp any any eq 27665 log"、"ACL" = <1.1>

"Traffic" = "<_Expected_Traffic>"、"ACL" = <1.1>：予想されるトラフィックが実行タイ
プのルールの入力 "_Expected_Traffic"からキャプチャされます。

値
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説明フィールド

必要に応じて、オプションをオンにします。各オプションは次のとおりです。

• [すべてのサブブロック（All Sub Blocks）]：すべてのブロックが指定された条件
を満たした場合にのみ、ルールは成功したとマークされます。

• [いずれかのサブブロック（Any Sub Block）]：サブブロックのいずれかが条件を
満たしている場合でも、ルールを成功したとしてマークします。

• [失敗インスタンスごとに 1つの違反を発生（Raise One Violation for Each Failing
Instance）]：このオプションを有効にした場合、[ジョブビュー（Job view）]で指
定した違反回数は、各ブロックで条件が違反を検出した回数だけ増加します。

ルール成功基準（Rule Pass
Criteria）

[新しい条件とアクション：ア
クションの詳細（New
Conditions and
Actions—Action Details）]タ
ブ

コンプライアンス監査を違反を検出した時点で実行する必要があるアクションを次の

うちから 1つ選択します。

• [続行（Continue）]：条件を満たしている、または満たしていない場合に、この
フィールドに指定された条件番号に基づいてルールが続行します。条件番号を指

定しない場合は、ルールは次の条件までスキップします。

• [違反を発生させない（Does Not Raise a Violation）]：違反を発生させずに、その後
のルールの実行を停止します。

• [違反を発生させる（Raise aViolation）]：違反を発生させ、その後のルールの実行
を停止します。

• [違反を発生させて続行する（Raise a Violation and Continue）]：違反を発生させ、
ルールの実行を継続します。

アクションの選択（Select
Action）

条件を満たしている場合、または満たしていない場合によってルールを続行する条件

番号を指定します。現在の条件番号以下の条件番号は指定できません。このフィール

ドは、[アクションの選択（SelectAction）]フィールドでオプションの [続行（Continue）]
を選択した場合にのみ使用できます。[条件番号（Condition Number）]フィールドが空
白の場合に、次の利用可能な条件を使用できます。

条件番号（ConditionNumber）

違反を検出した場合に、コンプライアンス監査にフラグを設定する必要がある重大度

を指定します。このフィールドは、[アクションの選択（Select Action）]フィールドで
オプションの [違反を発生させる（Raise a Violation）]を選択した場合にのみ使用でき
ます。

違反の重大度（Violation
Severity）
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説明フィールド

次のメッセージタイプのいずれかを選択します。

• [デフォルト違反メッセージ（Default Violation Message）]：修正不能（または手動
介入が必要）と判断した場合に、このオプションを選択します。

• [ユーザ定義の違反メッセージ（User defined Violation Message）]：コメントを入力
し、違反を修正する CLI修正を提供するには、このオプションを選択します。

このフィールドは、[アクションの選択（SelectAction）]フィールドでオプションの [違
反を発生させる（Raise a Violation）]を選択した場合にのみ使用できます。

違反メッセージタイプ

（Violation Message Type）

このフィールドは、[違反メッセージタイプ（ViolationMessageType）]フィー
ルドでユーザ定義の違反メッセージを選択した場合にのみ使用できます。

（注）

[ジョブビュー（Job View）]ウィンドウに表示される違反メッセージを入力します。
ここに、ルール情報を使用できます。

違反メッセージ（Violation
Message）

このフィールドは、[違反メッセージタイプ（ViolationMessageType）]フィー
ルドでユーザ定義の違反メッセージを選択した場合にのみ使用できます。

（注）

デバイスが指定した条件を満たしていない場合に、関連する CLI修正を入力します。
config t、configure、およびその exitコマンドを入力しないでください。ここでは、ルー
ル情報と、Grep出力を使用できます。

exitコマンドはメインおよびサブレベルコマンドで使用できます。（注）

次に、このフィールドに入力する CLI修正の形式を示します。

•実行タイプの入力の場合は、<Rule input ID>を入力します。
•修正タイプの入力の場合は、^<Rule input ID>^を入力します。
• Grepタイプの出力の場合は、<n.m>を入力します。ここで、nは条件番号、mは
出力番号です。

CLIの修正（Fix CLI）

[設定（Configuration）]>[コンプライアンス（Compliance）]>[プロファ
イル（Profiles）]
表 138 : [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [プロファイル（Profiles）]

説明フィールド

プロファイルアクション（ProfileActions）

新しいコンプライアンスプロファイルを作成します。追加（Add）

コンプライアンスプロファイルの説明を編集します。編集（Edit）

選択したポリシープロファイルのコンプライアンス監査を実行します。実行（Run）
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説明フィールド

コンプライアンスプロファイルを削除します。削除（Delete）

Prime Infrastructureは、利用可能な最新のバックアップ設定をアーカイブ
します。バックアップ設定を使用できない場合、デバイスは監査されず、

監査なしデバイスとしてマークされます。

最新のアーカイブした設定（LatestArchived
Configuration）

Prime Infrastructureはデバイスの最新の設定をポーリングしてから、監査
を実行します。コンプライアンスポリシーで showコマンドが使用されて
いる場合、showコマンドの出力は、現在のデバイス設定から取得されま
す。

現在のデバイス設定（Current Device
Configuration）

[設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [違反サ
マリー（Violation Summary）]

次の表に、コンプライアンス監査に選択したルール、違反数、インスタンス数、最大重度、お

よび無視数についての情報を示します。

表 139 : [設定（Configuration）] > [コンプライアンス（Compliance）] > [違反サマリー（Violations Summary）]フィールド

説明フィールド

ポリシープロファイルが作成された際にポリシーで選択されたルールの数。これ

は、ポリシーに定義されたルールの総数のサブセットの場合があります。

選択されたルール（SelectedRules）

これは、各ジョブ内で確認された、異なる違反（特定のポリシー、デバイスの数）

の数を一覧表示します。たとえば、特定のポリシーの違反が100のデバイスであっ
た場合、違反の数は 1のみです。

違反数（Violation Count）

すべてのデバイスの違反数の概要。たとえば、特定のポリシーの違反が 100のデ
バイスであった場合、インスタンスの数は 100になります。

インスタンス数（Instance Count）

ポリシーを構成するさまざまなルールの最高重大度。最大（ルールの作成時点で

特定）を示します。これは、それよりも重大度が低い項目を上書きします。

最高重大度（Highest Severity）

これは、ルールに対して定義されたプラットフォームの範囲外のデバイスである

ために無視されたルールの数を示します。

無視数（Ignore Count）

スイッチの設定
次に、スイッチを設定するフィールドについて説明します。

• [設定（Configure）] > [スイッチ（Switches）]
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• [設定（Configure）] > [スイッチ（Switches）] > [IPアドレス（IP Address）]

• [設定（Configure）]> [スイッチ（Switches）] > [スイッチの追加（Add Switches）]

[設定（Configure）] > [スイッチ（Switches）]
次の表で、[スイッチ（Switches）]ページのフィールドについて説明します。

表 140 :スイッチの表示

説明フィールド

スイッチの IPアドレス。詳細を取得するに
は、スイッチの IPアドレスをクリックしま
す。

管理 IPアドレス（Management 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 [到達可能
（Reachable）]、スイッチが到達不能な場合は
[到達不可能（Unreachable）]を示します。

到達可能性ステータス（Reachability Status）

最後のインベントリ収集のステータス。可能

な値は、[OK]、[一部（Partial）]、[失敗
（Failed）]、[NA]（SPT専用スイッチの場
合）、または [進行中（In Progress）]です。

インベントリ収集ステータス（Inventory
Collection Status）

最新のインベントリ収集のステータスを指定

します。インベントリ収集が正常に行われな

かった場合は、失敗の考えられる理由がリス

トされます。

インベントリステータスの詳細（Inventory
Status Detail）

インベントリが収集された最後の日付が表示

されます。

最終インベントリ収集日（Last Inventory
Collection Date）

スイッチがPrime Infrastructureに追加された日
付と時刻。

作成時刻（Creation Time）

スイッチのライセンスステータスを示します。

これは、[フルサポート（Full Support）]また
は [SPTのみ（SPT only）]です。

ライセンスステータス（License Status）
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[設定（Configure）] > [スイッチ（Switches）] > [IPアドレス（IP
Address）]

次の表で、スイッチの詳細情報を表示している間に表示される概要情報の各フィールドについ

て説明します。

表 141 : [設定（Configure）] > [スイッチ要約情報（Switches Summary Information）]

一般的なパラメータ

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）

最後のインベントリ収集の日付と時刻。最終インベントリ収集日（Last Inventory Collection
Date）

最後のインベントリ収集のステータス。可能な値は、[OK]、[一
部（Partial）]、または [失敗（Failed）]です。

インベントリ収集ステータス（Inventory Collection
Status）

スイッチで実行され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（Software Version）

スイッチの場所。参照先

スイッチの担当者名。連絡先（Contact）

スイッチが到達可能な場合は [到達可能（Reachable）]、スイッ
チが到達不能な場合は [到達不可能（Unreachable）]を示します。

到達可能性ステータス（Reachability Status）

SNMPパラメータ

SNMPバージョン番号、これは、[v1]、[v2c]、または [v3]です。
SNMPv3で設定されたスイッチのスイッチポートトレーシング
を正常に実行するには、該当するVLANのコンテキストをスイッ
チで設定する必要があります。

バージョン(Version)

プロセスが成功せずに停止するまでに許可される再試行値（秒

単位）。

再試行（Retries）

プロセスがタイムアウトになるまでに許可される時間（秒単位）

を示します。有効な値の範囲は 2～ 90秒です。デフォルトは 10
秒です。

タイムアウト（Timeout）

[バージョン（Version）]ドロップダウンリストで
[v3]を選択した場合は、次のフィールドが表示され
ます。

[ユーザ名（Username）][ユーザ名（Username）]
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一般的なパラメータ

認証タイプは、[なし（None）]、[HMAC-SHA]、または
[HMAC-HD5]です。

承認タイプ（Type）

認証パスワード。認証[パスワード（Password）]

プライバシータイプは、[なし（None）]、[CBC-DES]、または
[CFB-AES-128]です。

プライバシータイプ（Privacy Type）

プライバシーパスワード。プライバシーパスワード（Privacy Password）

[v1]または [v2c]を選択した場合は、このフィールドはSNMPコ
ミュニティストリングを示します。

コミュニティ（Community）

Telnet/SSHパラメータ（Telnet/SSH Parameters）

使用されるプロトコル。プロトコル

ユーザ名。ユーザ名

パスワード。[パスワード（Password）]

パスワードを再度入力して確認します。[パスワードの確認（Confirm Password）]

有効化パスワード。パスワードを有効にする（Enable Password）

パスワードを再度入力して確認します。[パスワードの確認（Confirm Password）]

タイムアウト値（秒単位）です。タイムアウト（Timeout）

[設定（Configure）]> [スイッチ（Switches）] > [スイッチの追加（Add
Switches）]

次の表で、スイッチの追加ページの各フィールドについて説明します。

表 142 :スイッチの追加

説明フィールド

一般的なパラメータ
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説明フィールド

次を選択します。

• [端末情報（Device Info）]：イーサネットスイッチの IPア
ドレスをカンマで区切って手動で入力します。

• [CSVファイル（CSVFile）]：複数のスイッチの IPアドレ
スが含まれている CSVファイルをインポートします。テ
キストボックスにCSVファイルのパスを入力するか、[参
照（Browse）]をクリックして、コンピュータでCSVファ
イルにナビゲートします。

形式タイプの追加（Add Format Type）

[端末情報（Device Info）]を選択した場合は、イーサネットス
イッチの IPアドレスをカンマで区切って入力します。

IPアドレス

次を選択します。

•完全（Full）

• [SPTのみ（SPTonly）]：スイッチポートトレーシングサ
ポートのみを指定します。

ライセンスレベル（License Level）

SNMPパラメータ（SNMP Parameters）

書き込みアクセスに対応する SNMPパラメータ（使
用できる場合）を入力します。読み取り専用アクセス

パラメータを入力すると、スイッチは追加されます

が、Prime Infrastructureは設定を変更できません。

SNMPバージョン番号を入力します。これは、[v1]、[v2c]、ま
たは [v3]です。SNMPv3で設定されたスイッチのスイッチポー
トトレーシングを正常に実行するには、該当する VLANのコ
ンテキストをスイッチで設定する必要があります。

バージョン(Version)

プロセスが成功せずに停止するまでに許可される再試行値（秒

単位）を入力します。

再試行（Retries）

SNMPタイムアウト値（秒単位）を入力します。SNMPタイムアウト（秒単位）（SNMP Timeout (in
secs)）

[バージョン（Version）]ドロップダウンリストで [v1]
または [v2c]を選択した場合は、[コミュニティ
（Community）]フィールドが表示されます。

SNMPコミュニティストリングを入力します。コミュニティ（Community）

[バージョン（Version）]ドロップダウンリストで [v3]
を選択した場合は、次のフィールドが表示されます。
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[設定（Configure）]> [スイッチ（Switches）] > [スイッチの追加（Add Switches）]



説明フィールド

ユーザ名を入力します。[ユーザ名（Username）]

[なし（None）]、[HMAC-SHA]、または [HMAC-HD5]の認証
タイプを入力します。

認証タイプ（Type）

認証パスワードを入力します。認証[パスワード（Password）]

[なし（None）]、[CBC-DES]、または [CFB-AES-128]のプライ
バシータイプを入力します。

プライバシータイプ（Privacy Type）

プライバシーパスワードを入力します。プライバシーパスワード（Privacy Password）

Telnet/SSHパラメータ（Telnet/SSH Parameters）

プロトコルを選択します。プロトコル

ユーザ名を入力します。ユーザ名

パスワードを入力します。[パスワード（Password）]

パスワードを再度入力して確認します。[パスワードの確認（Confirm Password）]

イネーブルパスワードを入力します。パスワードを有効にする（Enable Password）

イネーブルパスワードを再度入力して確認します。[パスワードの確認（Confirm Password）]

タイムアウト値（秒単位）を入力します。タイムアウト（秒単位）（Timeout (in secs)）

[CSVファイル（CSV File）]フィールド
次の表で、[CSVファイル（CSV file）]の各フィールドについて説明します。

表 143 : [CSVファイル（CSV File）]のフィールド

説明フィールド

IPアドレスip_address

ネットワークマスクnetwork_mask

SNMPクレデンシャルバージョン。v1、v2、または v3です。snmp_version

SNMPコミュニティ（v2では必須）。snmp_community

SNMP V2コミュニティ。snmpv2_community

SNMP V3ユーザ名（v3では必須）。snmpv3_user_name
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説明フィールド

SNMP V3認証タイプ。[なし（None）]、[HMAC-MD5]、または
[HMAC-SHA]です（v3では必須）。

snmpv3_auth_type

SNMP V3認証パスワード（v3では必須）。snmpv3_auth_password

SNMP V3プライバシータイプ。[なし（None）]、[DES]、または
[CFB-AES-128]です（v3では必須）。

snmpv3_privacy_type

SNMP V3プライバシーパスワード（v3では必須）。snmpv3_privacy_password

SNMPの再試行回数snmp_retries

SNMPのタイムアウトsnmp_timeout

telnet、ssh2protocol

設定されている場合、スイッチおよび APのユーザ名（設定されて
いる場合は必須）。

telnet_username

スイッチと APのパスワード（必須）telnet_password

指定されたパスワードを有効にしますenable_password

telnetのタイムアウト時間telnet_timeout
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