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WiFi Engage のロケーション階層

この章では、WiFi Engage のロケーション階層の構造と、WiFi Engage でロケーション階層を定義
する方法について説明します。 

ロケーション階層の定義
WiFi Engage の各顧客にはデフォルトの顧客名が提供され、この顧客名は WiFi Engage ロケー
ション階層の最上位の要素として機能します。この顧客名の下のロケーション階層には、Meraki 
組織を追加できます。その後、Meraki ネットワークをインポートできます。Meraki ネットワーク
をインポートすると、フロアもインポートされます。アクセスポイントをグループ化し、ネット
ワークまたはフロア レベルでゾーンを作成できます。ロケーション要素は、顧客名または組織レ
ベルでグループ化できます。顧客名を変更することもできます。

図 3-1 は、WiFi Engage ダッシュボードのロケーション階層を示しています。

図 3-1 ロケーション階層

キャプティブ ポータル ルール、エンゲージメント ルール、プロファイル ルールなどのプロキシ
ミティ ルールを作成し、顧客名、組織、グループ、ネットワーク、フロア、またはゾーン レベルで、
マップ、およびユーザを表示できます。ロケーション階層の各要素のプロキシミティ ルール、
マップ、およびユーザの数は、その特定の要素に対して表示されます。たとえば、あるグループの
プロキシミティ ルール、マップ、およびユーザの数は、ロケーション階層のそのグループに対し
て表示されます。
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ロケーション階層の定義
（注） 既存のエクスペリエンス ゾーンがある WiFi Engage アカウントでは、ロケーション階層から各
ロケーション要素のエクスペリエンス ゾーンの表示および編集を行うことができます。 

• ロケーション階層の定義（3-2 ページ）

• ゾーンの作成とアクセス ポイントの追加（3-4 ページ）

• グループの作成（3-5 ページ）

• フロアのロケーションへの追加（3-6 ページ）

• ロケーションの検索（3-6 ページ）

• アクセス ポイントの検索（3-6 ページ）

• ロケーション要素のメタデータの定義（3-7 ページ）

• ロケーションのタイム ゾーンの定義または変更（3-7 ページ）

ロケーション階層の定義

組織のロケーション階層を作成するには、次の手順を実行します。

1. WiFi Engage へのアクセス（3-2 ページ）

2. Meraki ネットワークへの接続（3-3 ページ）

3. Meraki 組織の追加（3-3 ページ）

4. Meraki 組織へのネットワークの追加（3-4 ページ）

WiFi Engage へのアクセス

シスコは、WiFi Engage の各顧客にユーザ資格情報を提供しています。 

WiFi Engage にアクセスするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 emsp.cisco.com にアクセスします。

ステップ 2 [Sign in] ウィンドウで、Enterprise Mobility Services Platform アカウントに提供されたユーザ クレ
デンシャルを入力し、矢印ボタンをクリックしてサインインします。 

ステップ 3 [WiFi Engage]アイコンをクリックします。

ステップ 4 [Select Customer] ドロップダウン リストから、Meraki に対応する顧客名を選択し、[Proceed]をク
リックします。

WiFi Engage ダッシュボードが表示されます。
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ロケーション階層の定義
Meraki ネットワークへの接続

ロケーション階層を定義するには、Meraki ネットワークへの接続が必要です。また、Meraki に接
続し、プロキシミティ ルールを作成し、Meraki SSID のエクスペリエンス ゾーンを編集する必要
があります。 

Meraki に接続するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、左ペインに表示される [Wi-Fi] アイコンをクリックします。

[Meraki Settings] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 2 [Connect account]をクリックします。

ステップ 3 Meraki アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、[Connect account]をクリックします。

ステップ 4 表示される [Connect Account] 画面で、[Continue]をクリックします。 

これで、WiFi Engage が指定した Meraki ネットワークに接続されました。

（注） Meraki アカウントから切断し、Meraki の別のアカウントに [Wi-Fi] アイコンを使用して接続でき
ます。詳細については、「Meraki の 別のアカウントへの接続」セクション（12-5 ページ）を参照し
てください。

Meraki 組織の追加

WiFi Engage でロケーション階層を作成するには、ロケーション階層にロケーション要素をイン
ポートする Meraki 組織を最初に追加する必要があります。

（注） WiFi Engage では、ロケーション階層に複数の Meraki 組織を追加できるため、複数の Meraki 組織
に同時に接続することができます。

Meraki 組織をロケーション階層に追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Location] 画面で、顧客名の右端のドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。

ステップ 2 [Add Meraki Org]をクリックします。

[Add Meraki] 画面が表示されます。

ステップ 3 [Select Organization] ドロップダウン リストから、ロケーション階層に追加する Meraki 組織を選
択します。

ステップ 4 [Add]をクリックします。

（注） [Add Meraki] 画面は Meraki アカウントに接続しているときにのみ表示されます。Meraki アカウ
ントへの接続の詳細については、「Meraki ネットワークへの接続」セクション（3-3 ページ）を参照
してください。
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ロケーション階層の定義
Meraki 組織へのネットワークの追加

WiFi Engage では、Meraki のロケーション階層に従ってネットワーク、およびフロアの構造を維
持することができます。Meraki 組織をロケーション階層に追加すると、そのネットワークおよび
関連付けられたフロアをインポートすることができます。

ネットワークおよび関連付けられたフロアをロケーション階層にインポートするには、次の手
順を実行します。

ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]をクリックします。

ステップ 2 [Locations] ページで、ネットワークを追加する Meraki 組織の右端のドロップダウン メニュー ア
イコンをクリックします。

ステップ 3 [Add Network]をクリックします。

ステップ 4 表示される [Add Location] ウィンドウで、ロケーション階層に追加するネットワークを選択します。

[Add Network] ウィンドウに、その Meraki 組織で使用可能なすべてのネットワークが表示されま
す。ネットワークを選択すると、そのフロアがネットワークの右側に表示されます。

注 ロケーション階層にネットワークまたはフロアを追加したくない場合は、該当する
チェックボックスをオフにすることで削除することができます。必要に応じて、後でいつ
でもロケーション階層に追加することができます。フロアの追加の詳細については、「フ
ロアのロケーションへの追加」セクション（3-6 ページ）を参照してください。

ステップ 5 [Add]をクリックします。

追加されたネットワークは、関連付けられたフロアとともにロケーション階層にリストされます。

（注） Meraki では、ネットワーク名が重複しないようにします。

ゾーンの作成とアクセス ポイントの追加

ゾーンを使用して、ネットワークまたはフロアのアクセス ポイントをグループ化することがで
きます。ゾーンは、ネットワークまたはフロア レベルで作成できます。 

（注） フロアのアクセス ポイントを変更することはできません。

ネットワークまたはフロアに対してゾーンを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。

ステップ 2 [Locations] ページで、ゾーンを作成するネットワークまたはフロアの右端のドロップダウン メ
ニュー アイコンをクリックします。

ステップ 3 表示される [Add Zone] ウィンドウで、次の手順を実行します。

a. [Enter Zone Name Here] テキスト フィールドに、ゾーンの名前を入力します。

b. [Select Access Points] 領域で、ゾーンに追加するアクセス ポイントのチェックボックスをオ
ンにします。

c. [Add]をクリックします。
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ロケーション階層の定義
（注） ネットワークまたはフロアのアクセス ポイントをゾーンに追加すると、そのアクセス ポイント
はそのネットワークまたはフロアでは使用できなくなります。ゾーンに追加されたアクセス ポ
イントは、別のゾーンでは使用できません。

グループの作成

ロケーション階層の Meraki 組織またはネットワークはグループ化できます。顧客名レベルでグ
ループを作成することもできます。また、これらのグループの下にサブグループを作成すること
もできます。たとえば、あるグループの下で Network 1 と Network 2 をグループ化し、別のグルー
プの下で Network 3 と Network 4 をグループ化することができます。 

グループ化を使用すると、そのグループに固有のプロキシミティ ルールを作成することができ
ます。

ロケーション要素に対して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 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]をクリックします。

ステップ 2 [Locations] ページで、グループを追加する顧客名、または Meraki 組織の右端のドロップダウン 
メニュー アイコンをクリックします。

ステップ 3 [Add Group] をクリックします。

ステップ 4 表示されるウィンドウで、次の手順を実行します。

a. グループの名前を入力します。

b. このグループの下に追加するロケーション要素を選択します。

注 選択可能なロケーション要素は、ロケーション階層においてグループを追加する場所に
よって異なります。たとえば、顧客名の下にグループを追加する場合、すべての Meraki 組
織を選択することができます。同様に、Meraki 組織の下にグループを追加する場合、ネッ
トワークを選択することができます。

c. [Create]をクリックします。

ヒント ロケーション要素のない親グループと、ロケーション要素（組織、ネットワークなど）を含むサブ
グループが必要な場合は、まず、サブグループの一部になる必要がある必要なロケーション要素
すべてを含む親グループを作成します。それから親グループの下にサブグループを作成します。
親グループに追加されたロケーション要素を選択することができます。サブグループの下に追
加するロケーション要素を選択します。同様に、親グループの下にさらにサブグループを作成す
ることができます。

（注） グループへのロケーション要素の追加はいつでも可能です。Meraki で定義されているロケー
ション要素のみ追加できます。
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フロアのロケーションへの追加

フロアをロケーションに追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]を選択します。

ステップ 2 [Locations] ページで、フロアを作成するネットワークの右端のドロップダウン メニュー アイコ
ンをクリックします。

ステップ 3 表示される [Add Floor] ウィンドウで、ネットワークに追加するフロアを選択します。

ステップ 4 [Add]をクリックします。

フロアがネットワークに追加されます。

ロケーションの検索

名前を使用してロケーション内のロケーションを検索できます。ロケーション階層のロケー
ションを検索するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations] を選択します。

ロケーション ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Search] テキスト フィールドに、検索するロケーションの名前を入力します。

ロケーションがロケーション階層で強調表示されます。

アクセス ポイントの検索

名前または MAC アドレスを使用してアクセス ポイントを検索できます。 

ロケーション階層のアクセス ポイントを検索するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations] を選択します。

[Locations] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Search] テキスト フィールドに、検索するアクセス ポイントの名前または MAC アドレスを入力
します。

アクセス ポイントが強調表示されます。
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ロケーション階層の定義
ロケーション要素のメタデータの定義

WiFi Engage では、変数を使用してロケーション要素のメタデータを定義することができます。
メタデータはロケーション階層のどのレベルでも定義できます。プロキシミティ ルールを作成
するときにロケーションをフィルタリングするためにこのメタデータを使用することができま
す。たとえば、ロケーションを Corporate Branch、Division Branch、Local Branch として分類する場
合、キーとして Branch、値としてそれぞれ CB、DB、および LB を使用するロケーション メタデー
タを定義することができます。それから、プロキシミティ ルールを作成するときにロケーション
をフィルタリングするためにこのメタデータを使用することができます。 

ロケーション要素に対してメタデータを定義するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、[Manage Locations]をクリックします。

ステップ 2 [Locations] ページで、ロケーション メタデータを追加するロケーション要素（組織、ロケーショ
ンなど）の右端のドロップダウン メニュー アイコンをクリックします。

ステップ 3 [Add Metadata] をクリックします。

ステップ 4 表示される [Add Metadata] ウィンドウで、次の手順を実行します。

a. [Add Metadata]ボタンをクリックします。

b. [Key] テキスト フィールドに、変数キーの名前を入力します。

c. [Value] テキスト フィールドに、変数キーの値を入力します。

d. [Save]をクリックします。

（注） そのメタデータの [Delete] ボタンをクリックすると、ロケーション メタデータを削除できます。

ロケーションのタイム ゾーンの定義または変更

ロケーション階層のさまざまなロケーションにタイム ゾーンを定義できます。ロケーションの
タイム ゾーンを定義するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 WiFi Engage ダッシュボードで、タイム ゾーンを定義するロケーションのドロップダウン メ
ニュー アイコンをクリックします。

ステップ 2 [Time Zone]をクリックします。

[Change TimeZone] ウィンドウが表示されます。[Current Time Zone] フィールドに、ロケーション
に設定されたタイム ゾーンが表示されます。タイム ゾーンがまだ定義されていないロケーショ
ンでは、[Current Time Zone] フィールドに [No Time Zone]が表示されます。

ステップ 3 [Time Zone] ドロップダウン リストから、このロケーションに設定するタイム ゾーンを選択します。

ステップ 4 [Change]をクリックします。

タイム ゾーンがロケーションに定義されます。

（注） ロケーションでは設定されたタイム ゾーンに基づいて通知が送信されます。
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ロケーション階層の定義
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