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モビリティとは
モビリティ（ローミング）とは、安全かつ最小限の遅延で、あるアクセスポイントから別のア

クセスポイントへアソシエーションをシームレスに維持するワイヤレスクライアントの機能

です。より柔軟なローミングを可能にし、トラフィックのトンネルカプセル化の必要性を最小

限にするために、 Prime Infrastructureは、ネットワークデバイス全体にモビリティ機能を提供
する堅固なモビリティアーキテクチャを用意しています。

モビリティアーキテクチャの主要要素は次のとおりです。

•モビリティコントローラ（MC）：MC（Cisco 5700シリーズワイヤレスコントローラな
ど）は1つ以上のMAまたはスイッチピアグループを受け持ち、その制御範囲内でのロー
ミングと、MA間またはMC間（またはMAとMC間）を移動するトラフィックを処理し
ます。

•モビリティエージェント（MA）：MA（Catalyst 3650やCatalyst 3850スイッチなど）は、
WAPが直接接続されるアクセススイッチまたはエッジスイッチに配置され、WAPとの
通信用 CAPWAPトンネルの終端となります。

•モビリティオラクル（MO）：MOは大規模展開において複数のMCまたはモビリティサ
ブドメインを接続する最上位のコントロールエンティティであり、非常に大きな物理領域

でのローミングを可能にします。

•モビリティドメイン（ローミングドメイン）：モバイルユーザは、このドメイン（WAP
とそれに関連するすべての制御エンティティ）のデバイス全体をローミングできます。通

ワイヤレスモビリティの使用

1



常、これにはMAとMCが含まれますが、MOが含まれる場合もあります（複数のサブ
ドメインを結合するため）。

•モビリティサブドメイン：WAPとそれに関連する複数のMAおよび 1つのMC。大規模
なモビリティドメインの一部を担います（複数のサブドメイン間のローミングはMOに
よって調整されます）。

•スイッチピアグループ（SPG）：スイッチのグループ（MAとして機能）。SPGは、グ
ループメンバー間にフルメッシュのモビリティトンネルを確立し、グループ内のスイッ

チに関連するWAP全体にわたって効率的なローミングをサポートします。また、SPG
は、ハンドオフ中のスイッチ間のインタラクションの範囲を制限するためにも使用されま

す。SPGはモビリティコントローラによって設定され、スイッチピアグループ内のすべ
てのスイッチがメンバーシップに対して同一のビューを持ちます。SPG内のスイッチは、
一連のダイレクトトンネルによって相互接続される場合もあります。同じスイッチピア

グループ内であるスイッチから別のスイッチにステーションがローミングする際に、Point
of Presenceが元のスイッチまたはアンカースイッチにとどまる場合は、MTEを使用せず
に、トラフィックを直接トンネリングしてアンカースイッチに戻すことができます。この

直接トンネリングメカニズムはデータパスの最適化であり、オプションです。

•モビリティグループ：モビリティグループは一連のMC（および関連するMA/スイッチ
ピアグループ）です。

•モビリティトンネルエンドポイント：モビリティトンネルエンドポイント（MTE）は、
トンネリングを使用してモバイルデバイスにデータプレーンサービスを提供します。こ

れにより、ネットワーク上のユーザの Point of Presenceを一定に保ち、ローミングイベン
トのネットワークへの影響を最小化します。ローミング対象のクライアントの VLANま
たはサブネットをMTEで使用可能な場合、MTEは Point of Presenceとなることができま
す。使用できない場合、MTEは単なるトンネルスイッチングエンティティとして機能
し、Point of PresenceであるアクセススイッチまたはMTEにローミング対象のクライアン
トを接続します。

関連トピック

モビリティワークセンターを使用したモビリティドメインの表示（3ページ）
コントローラグループからのモビリティドメインの作成（4ページ）

WLAN階層型モビリティとは
階層型モビリティは、ワイヤレス LANコントローラ構成において新しいモビリティと呼ばれ
ます。Cisco Prime Infrastructure 2.0は、Cisco WLC 7.6を実行している Cisco 5508とWiSM2プ
ラットフォームに新しいモビリティ機能を提供します。

Prime Infrastructureの新しいモビリティ機能の主要機能は、次のとおりです。

• Mobility Work Centerは、Cisco WLC 7.6を実行している Cisco 5508とWiSM 2プラット
フォームを検出し、階層型モビリティアーキテクチャの構築に必要な操作を提供します。

このアーキテクチャには、2つのデバイスタイプ（Cisco 5508とWiSM2）とモビリティ
エージェントとして展開されている Cisco 3650/3850が含まれます。
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•階層型モビリティアーキテクチャを展開する際に、LifeCycleビューを使用して、WLAN、
VLAN、セキュリティ、ゲストアンカーなどの無線機能を Cisco 5508とWiSM2に設定で
きます。

• Cisco 5508およびWiSM2でのフラットモビリティアーキテクチャの展開は、クラシック
ビューでのみサポートされ、ワイヤレス設定全体はクラシックおよび LifeCycleビューの
ままになります。

• Prime Infrastructure 2.0の場合、IOSベースのデバイス（3850と 5760）では、一部の無線機
能（VLANインターフェイスの作成など）は引き続きCLIテンプレートを使用して設定さ
れます。

新しいモビリティ機能の詳細については、『Release Notes for CiscoWireless LAN Controllers and
Lightweight Access Points for Release 7.3.112.0』の「Hierarchical Mobility (New Mobility)」の項を
参照してください。

モビリティワークセンターを使用したモビリティドメ

インの表示
MobilityWorkCenterを使用するには、[サービス（Services）]> [モビリティサービス（Mobility
Services）] > [モビリティドメイン（Mobility Domains）]を選択します。

次の情報が表示されます。

• [デバイス名（Device Name）]：MCの名前。
• [管理 IP（Management IP）]：MCの管理 IPアドレス。
• [ワイヤレスインターフェイス IP（Wireless Interface IP）]：モビリティプロトコルで使用
されるMCの IPアドレス。

• [モビリティグループ（MobilityGroup）]：MCが属しているモビリティグループの名前。
• [モビリティロール（Mobility Role）]：管理および動作のモビリティモードを表示しま
す。[管理（Admin）]と [運用（Operational）]の値が異なる場合は、管理モードを有効に
するためにデバイスを再起動する必要があります。モビリティオラクルが有効な場合は、

モビリティモードに加えてMOが表示されます。

このページでは、次のタスクを実行できます。

•モビリティドメインの作成。
•スイッチピアグループの作成：MCにスイッチピアグループを作成します。
•モビリティロールの変更：MAからMCにコントローラを変更します。
•ドメインの削除：ドメインのみを削除します。コントローラは Prime Infrastructureから削
除されません。

•メンバーの削除：選択したドメインから選択したMCを削除します。
•モビリティオラクルとして設定：選択したMCをドメイン全体のMOとして動作させる
場合は、そのMCでMOを有効にします。ドメインごとに 1つのMOのみが存在できま
す。Cisco 5760シリーズのコントローラのみがMO機能をサポートしています。
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•スイッチピアグループへのメンバーの追加：スイッチピアグループにメンバーを追加し
ます。

•スイッチピアグループからのメンバーの削除：スイッチピアグループからメンバーを削
除します。

デフォルトでは、[Mobility Work Center]ページには、管理対象ネットワークに設定されている
すべてのモビリティドメインが表示されます。モバイルデバイスのリストを表示するには、

左側のサイドバーから [すべてのモビリティデバイス（All Mobility Devices）]を選択します。

（注）

関連トピック

モビリティとは（1ページ）
コントローラグループからのモビリティドメインの作成（4ページ）

コントローラグループからのモビリティドメインの作成
モビリティドメインは互いの IPアドレスが設定されたコントローラの集合であり、クライア
ントはモビリティドメイン内のコントローラ間でローミングできます。

[Mobility Work Center]には、 Prime Infrastructureによって管理対象ネットワーク内に設定され
たすべてのモビリティドメインが表示されます。

左側のサイドバーメニューからノードを選択すると、右側のペインに詳細が表示されます。左

側のサイドバーメニューからドメインノードを選択すると、右側のペインにドメイン内のMC
が表示されます。

モビリティドメインを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [サービス（Services）] > [モビリティサービス（Mobility Services）] > [モビリティドメイン（Mobility
Domains）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニューをクリックします。

ステップ 3 グループ化する一連のMCのモビリティドメインの名前を入力します。

選択したMCが別のドメインに存在している場合、MCはそのドメインから削除され、新しいドメインに
追加されます。

ステップ 4 モビリティドメインのメンバーデバイスを選択します。

デバイスは 1つのドメインまたは SPGにのみ属することができます。

ステップ 5 [適用（Apply）]をクリックします。
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スイッチグループからのモビリティスイッチピアグループの作成

MCにはスイッチピアグループ（SPG）を含めることができ、スイッチピアグループにはMA
を含めることができます。管理対象ネットワークのMAは [スイッチピアグループ（Switch
Peer Group）]ページに表示されます。すでに存在しているスイッチピアグループを作成する
と、古いスイッチピアグループから新しいスイッチピアグループにMCが移動され、すべて
のMAにMCワイヤレスインターフェイスの IPアドレスが設定されます。

スイッチピアグループを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [サービス（Services）] > [モビリティサービス（Mobility Services）] > [モビリティドメイン（Mobility
Domains）]の順に選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーからMCを選択します。

ステップ 3 [スイッチピアグループの作成（Create Switch Peer Group）]をクリックします。

ステップ 4 選択したMCでグループ化する、一連のMAを含めるスイッチピアグループの名前を入力します。

選択したMAが別のスイッチピアグループに存在している場合、MAはそのグループから削除され、新し
いグループ追加されます。MCに複数のスイッチピアグループを作成できます。

ステップ 5 モビリティエージェントを選択します。

デバイスは 1つのドメインまたは SPGにのみ属することができます。

ステップ 6 [適用（Apply）]をクリックします。

作成した SPGが左側のサイドバーに表示されます。そこに移動して、選択したスイッチピアグループの
モビリティエージェントを表示できます。

デバイスのモビリティロールの変更

デフォルトでは、Cisco 3850コントローラはMAとして動作します。ネットワークでMCが必
要な場合は、これらのコントローラをMCに変換できます。

モビリティロールを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [サービス（Services）] > [モビリティサービス（Mobility Services）] > [モビリティドメイン（Mobility
Domains）]の順に選択します。

ステップ 2 [すべてのモビリティデバイス（All Mobility Devices）]を選択します。

ステップ 3 変更先のロールとデバイスを選択します。

• [モビリティコントローラへのロールの変更（Change Role To Mobility Controller）]：選択したコント
ローラでモビリティコントローラ機能を有効にします。

• [モビリティエージェントへのロールの変更（Change Role To Mobility Agent）]：選択したコントロー
ラでモビリティエージェント機能を有効にします。これを実行すると、MC機能が無効化されます。
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• MAからMC（またその逆）への変換は、3850デバイスでのみ行うことができます。ロールの変更を
有効にするには、デバイスを再起動する必要があります。

• [モビリティグループの割り当て（AssignMobilityGroup）]：選択したデバイスの新しいモビリティグ
ループ名を入力します。

ステップ 4 [適用（Apply）]をクリックします。

モビリティアンカーとは
モビリティアンカーは、WLANのアンカーコントローラとして指定されるモビリティグルー
プのサブセットです。この機能を使用すると、クライアントのネットワークエントリポイン

トに関係なく、WLANを1つのサブネットに制限できます。これにより、ユーザは企業全体の
パブリックWLANやゲストWLANにアクセスできますが、引き続き特定のサブネットに制限
されます。また、WLANは建物の特定のセクション（ロビー、レストランなど）を表すことが
できるため、ゲストWLANを使って地理的ロードバランシングを実現することもできます。

クライアントがWLANのモビリティアンカーとして事前設定されているモビリティグループ
のコントローラに最初に関連付けると、クライアントはローカルでそのコントローラに関連付

けし、クライアントのローカルセッションが作成されます。クライアントは、WLANの事前
設定されたアンカーコントローラにのみアンカーできます。指定されたWLANの場合、モビ
リティグループのすべてのコントローラ上で同じセットのアンカーコントローラを設定する

必要があります。

クライアントが、WLANのモビリティアンカーとして設定されていないモビリティグループ
のコントローラに最初に関連付けすると、クライアントはローカルでそのコントローラに関連

付けし、ローカルセッションがクライアントのために作成され、コントローラは同じモビリ

ティグループの別のコントローラへ通知されます。その通知に対する回答がない場合、コント

ローラはWLANに設定されたいずれかのアンカーコントローラに連絡をとり、ローカルス
イッチ上のクライアントに対する外部セッションを作成します。クライアントからのパケット

はEtherIPを使用してモビリティトンネルを介してカプセル化され、アンカーコントローラに
送信されます。ここでカプセル化が解除されて有線ネットワークへ配信されます。クライアン

トへのパケットは、アンカーコントローラで受信され、EtherIPを使用してモビリティトンネ
ルを介して外部コントローラへ転送されます。外部コントローラはパケットのカプセル化を解

除し、クライアントへ転送します。

WLANのモビリティゲストアンカーコントローラの設定
ゲストアンカーコントローラはゲストトラフィック専用のコントローラであり、非武装地帯

（DMZ）とも呼ばれる非保護ネットワーク領域に配置されます。トラフィック発信元の他の内
部WLANコントローラは、エンタープライズ LANに配置されます。
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Cisco 5760コントローラはゲストアンカーとして指定できますが、Catalyst 3850スイッチはゲ
ストアンカーとして指定できません。ただし、外部コントローラとして指定できます。

（注）

ロードバランシングのためにWLANのモビリティアンカーとしてゲストコントローラを設定
できます。

はじめる前に

• Prime Infrastructureでワイヤレスデバイスが設定されていることを確認します。ワイヤレ
スデバイスの設定方法については、「ConfiguringWirelessFeatures」を参照してください。

• WLANのモビリティアンカーとして設定するワイヤレスデバイスが、同じモビリティド
メイン内にあることを確認します。

WLANのゲストアンカーコントローラを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

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

2. [デバイスグループ（Device Group）]領域で、[デバイスタイプ（Device Type）]を展開
し、次に [ワイヤレスコントローラ（Wireless Controller）]を展開します。

3. ゲストモビリティアンカーとして指定するコントローラを選択します。デバイスの詳細

が、ページの下部に表示されます。

4. [設定（Configuration）]タブをクリックします。
5. 左側のサイドバーのメニューから、[WLANs] > [WLAN設定（WLAN Configuration）]の順
に選択します。[WLANコンフィギュレーション（WLAN Configuration）]ページが表示さ
れます。

6. 必要なWLAN IDの URLを選択します。タブ付きのページが表示されます。
7. [詳細（Advanced）]タブをクリックし、ページ下部にある [モビリティアンカー（Mobility

Anchors）]リンクをクリックします。[モビリティアンカー（Mobility Anchors）]ページが
表示されます。

8. モビリティアンカーとして指定するコントローラの [IPアドレス（IP address）]チェック
ボックスをオンにして、[保存（Save）]をクリックします。

手順の詳細

ステップ 1 [インベントリ（Inventory）] > [デバイス管理（Device Management）] > [ネットワークデバイス（Network
Devices）]を選択します。

ステップ 2 [デバイスグループ（Device Group）]領域で、[デバイスタイプ（Device Type）]を展開し、次に [ワイヤ
レスコントローラ（Wireless Controller）]を展開します。

ステップ 3 ゲストモビリティアンカーとして指定するコントローラを選択します。デバイスの詳細が、ページの下部
に表示されます。

ステップ 4 [設定（Configuration）]タブをクリックします。
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ステップ 5 左側のサイドバーのメニューから、[WLANs] > [WLAN設定（WLAN Configuration）]の順に選択します。
[WLANコンフィギュレーション（WLAN Configuration）]ページが表示されます。

クラシックビューを使用している場合は、[設定（Configure）] >[コントローラ（Controllers）] >
[コントローラの IPアドレス（Ctrl IP addr）] > [WLANs]> [WLANコンフィギュレーション（WLAN
Configuration）]の順に選択して、[WLANコンフィギュレーション（WLAN Configuration）]詳細
ページにアクセスします。

（注）

ステップ 6 必要なWLAN IDの URLを選択します。タブ付きのページが表示されます。

ステップ 7 [詳細（Advanced）]タブをクリックし、ページ下部にある [モビリティアンカー（Mobility Anchors）]リン
クをクリックします。[モビリティアンカー（Mobility Anchors）]ページが表示されます。

また、[WLANコンフィギュレーション（WLANConfiguration）]ページから [モビリティアンカー
（Mobility Anchors）]ページにアクセスすることもできます。目的のWLAN IDのチェックボック
スをオンにします。[コマンドの選択（Select a command）]ドロップダウンリストから、[モビリ
ティアンカー（Mobility Anchors）]を選択し、[移動（Go）]をクリックします。[モビリティア
ンカー（Mobility Anchors）]ページが表示されます。

（注）

ステップ 8 モビリティアンカーとして指定するコントローラの [IPアドレス（IP address）]チェックボックスをオン
にして、[保存（Save）]をクリックします。

Spectrum Expertとは
Spectrum Expertクライアントは、リモート干渉センサーとして機能し、動的な干渉データを
Prime Infrastructureに送信します。この機能により、 Prime Infrastructureはネットワーク内の
Spectrum Expertから詳細な干渉データを収集、モニタ、およびアーカイブできます。

Spectrum Expertを設定するには、[サービス（Services）] > [モビリティサービス（Mobility
Services）] > [Spectrum Experts]の順に選択します。このページには、次の項目を含むすべての
Spectrum Expertの一覧が表示されます。

• [ホスト名（Hostname）]：Spectrum Expertラップトップのホスト名または IPアドレス。
• [MACアドレス（MACAddress）]：ラップトップのスペクトラムセンサーカードのMAC
アドレス。

• [到達可能性ステータス（Reachability Status）]：Spectrum Expertが正常に稼働し、情報を
Prime Infrastructureに送信しているかどうかを示します。ステータスは、[到達可能
（Reachable）]または [到達不能（Unreachable）]と表示されます。

[Spectrum Expert]ページのフィールドの説明については、『Cisco Prime Infrastructure Reference
Guide』の「Mobility Services」の項を参照してください。

干渉源データを収集するためのモビリティ Spectrum Expertの設定
Spectrum Expertを追加する手順は、次のとおりです。

ワイヤレスモビリティの使用
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手順の概要

1. [サービス（Services）] > [モビリティサービス（Mobility Services）] > [Spectrum Expert
（Spectrum Experts）]の順に選択します。

2. [コマンドの選択（Select a command）]ドロップダウンリストから、[Spectrum Expertの追
加（Add Spectrum Expert）]を選択します。このリンクは、Spectrum Expertが 1つも追加さ
れていない場合にのみ表示されます。[コマンドの選択（Select a command）]ドロップダウ
ンリストから [Spectrum Expertの追加（Add a Spectrum Expert）]を選択しても、[Spectrum
Expertの追加（Add a Spectrum Expert）]ページにアクセスできます。

3. Spectrum Expertのホスト名または IPアドレスを入力します。ホスト名を使用する場合、
Spectrum Expertを Prime Infrastructureに追加するには DNSに登録する必要があります。

手順の詳細

ステップ 1 [サービス（Services）] > [モビリティサービス（Mobility Services）] > [SpectrumExpert（SpectrumExperts）]
の順に選択します。

ステップ 2 [コマンドの選択（Select a command）]ドロップダウンリストから、[SpectrumExpertの追加（Add Spectrum
Expert）]を選択します。このリンクは、Spectrum Expertが 1つも追加されていない場合にのみ表示されま
す。[コマンドの選択（Select a command）]ドロップダウンリストから [Spectrum Expertの追加（Add a
Spectrum Expert）]を選択しても、[Spectrum Expertの追加（Add a Spectrum Expert）]ページにアクセスでき
ます。

ステップ 3 Spectrum Expertのホスト名または IPアドレスを入力します。ホスト名を使用する場合、Spectrum Expertを
Prime Infrastructureに追加するには DNSに登録する必要があります。

SpectrumExpertとして正しく追加するには、SpectrumExpertクライアントが稼働しており、Prime Infrastructure
に通信するように設定されていなければなりません。

詳細については、『Cisco Prime Infrastructure ReferenceGuide』の「Mobility Services」の項を参照してくださ
い。

モビリティネットワークにおける脅威からの保護を目的

とした Cisco Adaptive wIPSプロファイルの使用
Prime Infrastructureにはいくつかの定義済みプロファイルが用意されており、そこから選択で
きます。これらのプロファイル（カスタマータイプ、ビルディングタイプ、業界タイプなど

に基づきます）を使用すると、Cisco Adaptive wIPSを通じて使用可能な追加のワイヤレスの脅
威保護をすばやくアクティブにできます。プロファイルは「そのまま」使用することも、要件

に合わせてカスタマイズすることもできます。

定義済みプロファイルには次のものがあります。

• [教育（Education）]
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• [EnterpriseBest]
• [EnterpriseRogue]
• [金融（Financial）]
• [医療（HealthCare）]
• [HotSpotOpen]
• [Hotspot8021x]
• [軍（Military）]
• [小売（Retail）]
• [トレードショー（Tradeshow）]
• [ウェアハウス（Warehouse）]

[wIPSプロファイル（wIPS Profiles）] > [プロファイルリスト（Profile List）]ページでは、現
在の wIPSプロファイルの表示、編集、適用、削除を行ったり、新しいプロファイルを追加し
たりできます。[プロファイルリスト（Profile List）]には、各プロファイルの次の情報が表示
されます。

• [プロファイル名（ProfileName）]：現在のプロファイルのユーザ定義名を示します。プロ
ファイルの詳細を表示または編集するには、プロファイル名をクリックします。

マウスカーソルをプロファイル名に移動すると、プロファイル IDとバージョンが表示されま
す。

• [適用されているMSE（MSE(s)AppliedTo）]：このプロファイルが適用されているMobility
Services Engine（MSE）の数を示します。MSE数をクリックすると、プロファイルの割り
当ての詳細が表示されます。

• [適用されているコントローラ（Controller(s) Applied To）]：このプロファイルが適用され
ているコントローラの数を示します。コントローラ数をクリックすると、プロファイルの

割り当ての詳細が表示されます。

wIPSプロファイルを作成するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. [サービス（Services）] > [モビリティサービス（Mobility Services）] > [wIPSプロファイル
（wIPS Profiles）]の順に選択します。

2. [コマンドの選択（Select a command）]ドロップダウンリストから、[プロファイルの追加
（Add Profile）]を選択し、[実行（Go）]をクリックします。

3. [プロファイルパラメータ（Profile Parameters）]ページの [プロファイル名（ProfileName）]
テキストボックスにプロファイル名を入力します。

4. ドロップダウンリストから該当する定義済みのプロファイルを選択するか、[デフォルト
（Default）]を選択します。

5. [保存（Save）] > [次へ（Next）]を選択します。
6. 既存グループを編集または削除したり、新しいグループを追加するには、次の手順を実行

します。

7. 現在のプロファイルに含めるポリシーを指定するには、[プロファイルコンフィギュレー
ション（ProfileConfiguration）]を選択します。ポリシーツリーのチェックボックス（左側
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の [ポリシーの選択（Select Policy）]ペインにあります）は、現在のプロファイルで有効ま
たは無効になっているポリシーを示します。このページでは次の操作を実行できます。

8. プロファイル設定が完了したら、[次へ（Next）]を選択して [MSE/コントローラ
（MSE/Controller）]ページに進みます。

9. [プロファイルの適用（Apply Profile）]ページで、現在のプロファイルを適用するMobility
Services Engineとコントローラを選択し、[適用（Apply）]をクリックして、選択した
Mobility Services Engine/コントローラに現在のプロファイルを適用します。

手順の詳細

ステップ 1 [サービス（Services）] > [モビリティサービス（Mobility Services）] > [wIPSプロファイル（wIPSProfiles）]
の順に選択します。

ステップ 2 [コマンドの選択（Select a command）]ドロップダウンリストから、[プロファイルの追加（Add Profile）]
を選択し、[実行（Go）]をクリックします。

ステップ 3 [プロファイルパラメータ（Profile Parameters）]ページの [プロファイル名（Profile Name）]テキストボッ
クスにプロファイル名を入力します。

ステップ 4 ドロップダウンリストから該当する定義済みのプロファイルを選択するか、[デフォルト（Default）]を選
択します。

ステップ 5 [保存（Save）] > [次へ（Next）]を選択します。

[保存（Save）]を選択すると、モビリティサービスエンジンまたはコントローラの割り当てや変更なし
で、プロファイルが Prime Infrastructureデータベースに保存されます。プロファイルはプロファイルリス
トに表示されます。

ステップ 6 既存グループを編集または削除したり、新しいグループを追加するには、次の手順を実行します。

a) [SSIDグループリスト（SSIDGroup List）]ページの [コマンドの選択（Select a command）]ドロップダ
ウンリストから、[グループの追加（AddGroup）]または [グローバルリストからグループを追加（Add
Groups from Global List）]を選択し、[実行（Go）]をクリックします。

b) グループ名と 1つ以上の SSIDグループを入力し、[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 7 現在のプロファイルに含めるポリシーを指定するには、[プロファイルコンフィギュレーション（Profile
Configuration）]を選択します。ポリシーツリーのチェックボックス（左側の [ポリシーの選択（Select
Policy）]ペインにあります）は、現在のプロファイルで有効または無効になっているポリシーを示します。
このページでは次の操作を実行できます。

•該当するブランチまたはポリシーのチェックボックスをオン/オフすることで、ブランチ全体や個別の
ポリシーを有効化または無効化することができます。

デフォルトでは、すべてのポリシーが選択されています。

•ポリシーの説明を表示するには、個々のポリシーをクリックします。[ポリシールール（PolicyRules）]
ページを使用して、現在のポリシールールの設定を追加、編集、削除、並べ替えることができます。

1つ以上のポリシールールが存在する必要があります。リスト内に 1つしかない場合、そのポリ
シールールは削除できません。

（注）

プロファイルがコントローラに適用されている場合、そのプロファイルは削除できません。（注）
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•次を設定します。

• [しきい値（Threshold）]（すべてのポリシーに適用されるわけではありません）：選択したポリ
シーに関連付けられたしきい値または上限を示します。すべてのポリシーに 1つ以上のしきい値
が含まれている必要があるため、標準的なワイヤレスネットワークの問題に基づいて、各ポリ

シーにデフォルトのしきい値が定義されています。しきい値オプションは、選択したポリシーに

応じて異なります。

•ポリシーのしきい値に達すると、アラームがトリガーされます。Cisco Adaptive wIPS DoSおよび
セキュリティペネトレーション攻撃からのアラームは、セキュリティアラームとして分類されま

す。これらの攻撃の要約は [セキュリティサマリ（Security Summary）]ページに表示されます。
このページにアクセスするには [モニタ（Monitor）] > [セキュリティ（Security）]を選択します。
wIPSの攻撃は [脅威および攻撃（Threats and Attacks）]セクションにあります。

• [重大度（Severity）]：選択したポリシーの重大度を示します。パラメータとしては、[重大
（critical）]、[やや重大（major）]、[情報（info）]、および [警告（warning）]があります。この
フィールドの値は、ワイヤレスネットワークに応じて変わります。

• [通知（Notification）]：しきい値に関連付けられた通知の種類を示します。
• [ACL/SSIDグループ（ACL/SSID Group）]：この閾値が適用される ACLまたは SSIDグループを
示します。

選択されたグループのみポリシーをトリガーします。（注）

ステップ 8 プロファイル設定が完了したら、[次へ（Next）]を選択して [MSE/コントローラ（MSE/Controller）]ペー
ジに進みます。

ステップ 9 [プロファイルの適用（Apply Profile）]ページで、現在のプロファイルを適用するMobility Services Engine
とコントローラを選択し、[適用（Apply）]をクリックして、選択したMobility Services Engine/コントロー
ラに現在のプロファイルを適用します。

また、プロファイルリストから直接プロファイルを適用することもできます。[プロファイルリスト（Profile
List）]ページで、適用するプロファイルを選択し、[コマンドの選択（Select a command）]ドロップダウン
リストで [プロファイルの適用（Apply Profile）]をクリックします。次に、[移動（Go）]をクリックして
[プロファイルの適用（Apply Profile）]ページにアクセスします。
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