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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよ

びソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよびリリースノートを参照してください。このモ
ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、http://www.cisco.com/
go/cfn [英語]からアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

ローカルポリシーの設定に関する制限
スイッチ上でサポートされるポリシーマップ属性は、QoS、VLAN、セッションタイムアウト、
および ACLです。
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関連トピック

パラメータマップの作成（CLI）, （6ページ）

クラスマップの作成（CLI）, （8ページ）
ポリシーマップの作成（CLI）, （9ページ）

WLAN上のデバイスのローカルポリシーの適用（CLI）, （10ページ）

インターフェイステンプレートの作成（CLI）, （5ページ）
ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

サービステンプレートの作成（GUI）, （11ページ）
ポリシーマップの作成（GUI）, （12ページ）
WLANへのローカルポリシーの適用（GUI）, （14ページ）
ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

ローカルポリシーの設定に関する情報
ローカルポリシーは、HTTPとDHCPに基づいてデバイスをプロファイルすることで、ネットワー
ク上のエンドデバイスを識別できるようにします。ユーザは、デバイスベースのポリシーを設定

して、それをネットワーク上でユーザ単位またはデバイスポリシー単位に適用できます。

ローカルポリシーを使用すれば、モバイルデバイスのプロファイリングと、プロファイルしたデ

バイスの特定の VLANへの基本オンボーディングが可能になります。また、ACLと QoSを割り
当てたり、セッションタイムアウトを設定したりできます。

ローカルポリシーは次の 2種類のコンポーネントとして設定できます。

•ネットワークに参加しているクライアントに固有のサービステンプレートとしてのポリシー
属性の定義とポリシー一致基準の適用。

•ポリシーへの一致基準の適用。

次のポリシー一致属性がローカルポリシーの設定に使用されます。

•デバイス：デバイスのタイプを定義します。Windowsベースのコンピュータ、スマートフォ
ン、iPadや iPhoneなどの Appleデバイス。

•ユーザ名：ユーザのユーザ名を定義します。

•ユーザロール：学生や従業員などのユーザタイプまたはユーザが属しているユーザグルー
プを定義します。

• MAC：エンドポイントのMACアドレスを定義します。

• MAC OUI：MACアドレス OUIを定義します。

スイッチでエンドポイントごとにこれらのパラメータに対応する一致が検出されたら、ポリシー

を追加できます。ポリシー強制は、次のセッション属性に基づくモバイルデバイスの基本デバイ

スオンボーディングを可能にします。
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• VLAN

• QoS

• ACL

• Session timeout

これらのポリシーを設定して、エンドポイントに指定したポリシーを強制できます。ワイヤレス

クライアントは、MAC OUI、DHCP、および HTTPユーザエージェント（HTTPプロファイリン
グを成功させるためには有効なインターネットが必須）に基づいてプロファイルされます。スイッ

チは、これらの属性と事前定義の分類プロファイルを使用してデバイスを識別します。

デフォルトプロファイルテキストファイルの置き換え

新しいデバイスが未分類の場合は、デバイスのMACアドレスをシスコサポートチームまでご連
絡ください。シスコサポートチームがそのMACアドレスを含む新しいdc_default_profile.txtファ
イルを提供します。その dc_default_profile.txtファイルで以前のファイルを置き換える必要があ
ります。dc_default_profile.txtファイルを変更するには、次の手順を実行します。

1 次のコマンドを入力して、デバイス分類子を停止します。

スイッチ(config)#no device classifier

2 次のコマンドを入力して、ファイルをコピーします。

スイッチ#device classifier profile locationfilepath

3 次のコマンドを入力して、デバイス分類子を開始します。

スイッチ(config)# device classifier

トランクポート上のセッションモニタの無効化

アップリンクトランクポート上では、セッションモニタリングを作成しないでください。デフォ

ルトで、セッションモニタリングは有効になっています。セッションモニタリングを無効にする

必要があります。

1 次のコマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

スイッチ#configure terminal

2 次のコマンドを入力して、インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。

スイッチ(config)#interfaceinterface-id

3 次のコマンドを入力して、セッションモニタリングを無効にします。

スイッチ(config-if)#no access-session monitor

関連トピック

パラメータマップの作成（CLI）, （6ページ）

クラスマップの作成（CLI）, （8ページ）
ポリシーマップの作成（CLI）, （9ページ）

WLAN上のデバイスのローカルポリシーの適用（CLI）, （10ページ）

インターフェイステンプレートの作成（CLI）, （5ページ）
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ローカルポリシーの設定に関する制限, （1ページ）

ローカルポリシーの監視, （14ページ）

例：ローカルポリシーの設定, （16ページ）

サービステンプレートの作成（GUI）, （11ページ）
ポリシーマップの作成（GUI）, （12ページ）
WLANへのローカルポリシーの適用（GUI）, （14ページ）
ローカルポリシーの設定に関する制限, （1ページ）

ローカルポリシーの監視, （14ページ）

例：ローカルポリシーの設定, （16ページ）

ローカルポリシーの設定方法

ローカルポリシーの設定（CLI）
ローカルポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

1 サービステンプレートを作成します。

2 インターフェイステンプレートを作成します。

3 パラメータマップを作成します。

4 ポリシーマップを作成します。

5 WLAN上でローカルポリシーを適用します。

サービステンプレートの作成（CLI）

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
Switch# configure terminal

ステップ 1   

サービステンプレートコンフィギュレーション

モードを開始します。

service-templateservice-template-name

例：

Switch(config)# service-template

ステップ 2   

cisco-phone-template
Switch(config-service-template)#
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目的コマンドまたはアクション

適用するアクセスリストを指定します。access-groupacl_list

例：

Switch(config-service-template)#
access-group foo-acl

ステップ 3   

VLAN IDを指定します。1～ 4094の値を指定でき
ます。

vlanvlan_id

例：

Switch(config-service-template)# vlan 100

ステップ 4   

サービステンプレートのセッションタイムアウト

値を指定します。1～65535の値を指定できます。
absolute-timerseconds

例：

Switch(config-service-template)#
absolute-timer 20

ステップ 5   

クライアントの QoSポリシーを設定します。service-policy qos{input|output}

例：

Switch(config-service-template)#
service-policy qos input foo-qos

ステップ 6   

特権 EXECモードに戻ります。また、Ctrl+Zキー
を押しても、グローバルコンフィギュレーション

モードを終了できます。

end

例：
Switch(config)# end

ステップ 7   

インターフェイステンプレートの作成（CLI）

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Switch# configure terminal

ステップ 1   

インターフェイステンプレートコンフィギュレーション

モードを開始します。

templateinterface-template-name

例：

Switch(config)# template

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

cisco-phone-template
Switch(config-template)#

トランキングなし、タグなしの単一VLANイーサネットイ
ンターフェイスとして、インターフェイスを設定します。

switchport mode access

例：

Switch(config-template)# switchport
mode access

ステップ 3   

アクセスポートは、1つの VLANのトラフィックだけを伝
送できます。アクセスポートは、デフォルトで、VLAN 1
のトラフィックを送受信します。

すべての音声トラフィックを指定された VLAN経由で転送
するように指定します。1～ 4094の値を指定できます。

switchport voice vlanvlan_id

例：

Switch(config-template)# switchport
voice vlan 20

ステップ 4   

特権 EXECモードに戻ります。また、Ctrl+Zキーを押して
も、グローバルコンフィギュレーションモードを終了でき

ます。

end

例：
Switch(config)# end

ステップ 5   

関連トピック

ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

ローカルポリシーの設定に関する制限, （1ページ）

ローカルポリシーの監視, （14ページ）

例：ローカルポリシーの設定, （16ページ）

パラメータマップの作成（CLI）
クラスマップよりパラメータマップを使用することをお勧めします。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィ

ギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
Switch# configure terminal

ステッ

プ 1   
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目的コマンドまたはアクション

パラメータマップの

タイプと名前を指定

します。

parameter-map typesubscriberattribute-to-serviceparameter-map-name

例：

Switch(config)# parameter-map type subscriber attribute-to-service
Aironet-Policy-para

ステッ

プ 2   

パラメータマップ属

性フィルタ基準を指

定します。

map-indexmap{device-type|mac-address|oui|user-role|username}{eq|not-eq|regexfilter-name}

例：

Switch(config-parameter-map-filter)# 10 map device-type eq "WindowsXP-Workstation"

ステッ

プ 3   

サービステンプレー

トコンフィギュレー

service-templateservice-template-name

例：

Switch(config-parameter-map-filter-submode)# service-template cisco-phone-template
Switch(config-parameter-map-filter-submode)#

ステッ

プ 4   
ションモードを開始

します。

サービステンプレー

トコンフィギュレー

interface-templateinterface-template-name

例：

Switch(config-parameter-map-filter-submode)# interface-template cisco-phone-template
Switch(config-parameter-map-filter-submode)#

ステッ

プ 5   
ションモードを開始

します。

特権 EXECモードに
戻ります。また、

end

例：
Switch(config)# end

ステッ

プ 6   
Ctrl+Zキーを押して
も、グローバルコン

フィギュレーション

モードを終了できま

す。

関連トピック

ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

ローカルポリシーの設定に関する制限, （1ページ）

ローカルポリシーの監視, （14ページ）

例：ローカルポリシーの設定, （16ページ）
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クラスマップの作成（CLI）

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

configure terminal

例：
Switch# configure terminal

ステップ 1   

クラスマップのタイプと名前を指

定します。

class-map typecontrol
subscriberclass-map-name{match-all|match-any|match-first}

例：

Switch(config)# class-map type control subscriber CLASS_AC_1
match-all

ステップ 2   

クラスマップ属性フィルタ基準を

指定します。

match{device-type|mac-address|oui|username|userrole}filter-type-name

例：

Switch(config-class-map)# match device-type Cisco-IP-Phone-7961

ステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。ま
た、Ctrl+Zキーを押しても、グロー

end

例：
Switch(config)# end

ステップ 4   

バルコンフィギュレーションモー

ドを終了できます。

関連トピック

ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

ローカルポリシーの設定に関する制限, （1ページ）

ローカルポリシーの監視, （14ページ）

例：ローカルポリシーの設定, （16ページ）
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ポリシーマップの作成（CLI）

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure terminal

例：
Switch# configure terminal

ステップ 1   

ポリシーマップタイプを指定します。policy-map typecontrolsubscriberpolicy-map-name

例：

Switch(config)# policy-map type control subscriber
Aironet-Policy

ステップ 2   

ポリシーマップに対する一致基準を指定しま

す。

eventidentity-update{match-all|match-first}

例：

Switch(config-policy-map)# event identity-update
match-all

ステップ 3   

ローカルプロファイリングポリシークラス

マップ番号を設定し、処理の実行方法を指定

class_numberclass {class_map_name|always }{do-all|
do-until-failure| do-until-success}

例：

Switch(config-class-control-policymap)# 1 class
local_policy1_class do-until-success

ステップ 4   

します。クラスマップコンフィギュレーショ

ンモードには、次のコマンドオプションが

含まれます。

• always：照合を行わずに実行しますが、
成功を返します。

• do-all：すべての処理を実行します。

• do-until-failure：照合が失敗するまです
べての処理を実行します。これはデフォ

ルト値です。

• do-until-success：照合が成功するまです
べての処理を実行します。

使用するパラメータマップテーブルを指定

します。

action-indexmapattribute-to-servicetableparameter-map-name

例：

Switch(config-policy-map)# 10 map attribute-to-service
table Aironet-Policy-para

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。また、Ctrl+Z
キーを押しても、グローバルコンフィギュ

レーションモードを終了できます。

end

例：
Switch(config)# end

ステップ 6   

関連トピック

ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

ローカルポリシーの設定に関する制限, （1ページ）

ローカルポリシーの監視, （14ページ）

例：ローカルポリシーの設定, （16ページ）

WLAN 上のデバイスのローカルポリシーの適用（CLI）

はじめる前に

パラメータマップのサービスポリシーにデバイスタイプベースのルールが含まれる場合、デバ

イス分類子がイネーブルになっていることを確認します。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
Switch# configure terminal

ステップ 1   

WLANコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

wlanwlan-name

例：

Switch(config)# wlan wlan1

ステップ 2   

WLANにローカルポリシーを適用します。service-policy type
controlsubscriberpolicymapname

ステップ 3   

例：
Switch(config-wlan)# service-policy type
control subscriber Aironet-Policy

HTTPプロトコルに基づいて、デバイスのプロファ
イリングのみをイネーブルにします（任意）。

profiling local http（任意）

例：
Switch(config-wlan)# profiling local http

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ISEでデバイスのプロファイリングをイネーブルに
します（任意）。

profiling radius http（任意）

例：
Switch(config-wlan)# profiling radius http

ステップ 5   

WLANをシャットダウンしないように指定します。no shutdown

例：
Switch(config-wlan)# no shutdown

ステップ 6   

特権EXECモードに戻ります。また、Ctrl+Zキーを
押しても、グローバルコンフィギュレーションモー

ドを終了できます。

end

例：
Switch(config)# end

ステップ 7   

関連トピック

ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

ローカルポリシーの設定に関する制限, （1ページ）

ローカルポリシーの監視, （14ページ）

例：ローカルポリシーの設定, （16ページ）

ローカルポリシーの設定（GUI）
ローカルポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

1 サービステンプレートを作成します。

2 ポリシーマップを作成します。

3 作成したローカルポリシーをWLANに適用します。

サービステンプレートの作成（GUI）

ステップ 1 [Configuration] > [Security] > [Local Policies] > [Service Template]の順に選択して、[Service Template]ページ
を開きます。

ステップ 2 次のように、新しいテンプレートを作成します。

a) [New]をクリックして、[Service Template] > [New]ページを開きます。
b) [Service Template name]テキストボックスに、新しいサービステンプレートの名前を入力します。
c) [VLAN ID]テキストボックスに、ポリシーに関連付ける必要のあるVLAN IDを入力します。値の範囲
は 1～ 4094です。
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d) [Session timeout]テキストボックスに、クライアントが再認証を強制されるまでの最大時間を秒単位で
入力します。値の範囲は、1～ 65535秒です。

e) [Access control list]ドロップダウンリストから、ポリシーにマップするアクセスコントロールリスト
を選択します。

f) [Ingress QoS]ドロップダウンリストから、適用する入力 QoSポリシーを選択します。
g) [Egress QoS]ドロップダウンリストから、適用する出力 QoSポリシーを選択します。
h) [Apply]をクリックして、設定を保存します

ステップ 3 次のように、サービステンプレートを編集します。

a) [Service Template]ページで、サービステンプレートをクリックして、[Service Template] > [Edit]ページ
を開きます。

b) [VLAN ID]テキストボックスに、ポリシーに関連付ける必要のあるVLAN IDを入力します。値の範囲
は 1～ 4094です。

c) [Session timeout]テキストボックスに、クライアントが再認証を強制されるまでの最大時間を秒単位で
入力します。値の範囲は、1～ 65535秒です。

d) [Access control list]ドロップダウンリストから、ポリシーにマップするアクセスコントロールリスト
を選択します。

e) [Ingress QoS]ドロップダウンリストから、適用する入力 QoSポリシーを選択します。
f) [Egress QoS]ドロップダウンリストから、適用する出力 QoSポリシーを選択します。
g) [Apply]をクリックして、設定を保存します

ステップ 4 次のように、サービステンプレートを削除します。

a) [Service Template]ページでサービステンプレートを選択します。
b) [Remove]をクリックします。
c) [Apply]をクリックして、設定を保存します

関連トピック

ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

ローカルポリシーの設定に関する制限, （1ページ）

ローカルポリシーの監視, （14ページ）

例：ローカルポリシーの設定, （16ページ）

ポリシーマップの作成（GUI）

ステップ 1 [Configuration] > [Security] > [Local Policies] > [Policy Map]の順に選択して、[Policy Map]ページを開きま
す。

ステップ 2 新しいポリシーマップを作成するには、次の手順を実行します。
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a) [New]をクリックして、[Policy Map] > [New]ページを開きます。
b) [Policy Map name]テキストボックスに、新しいポリシーマップの名前を入力します。
c) [Add]をクリックして、[Match Criteria]エリアを開きます。
d) [Device Type]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。デバイスタイプの一致基準
は、選択したデバイスタイプに合わせて eq、not-eq、または regexにすることができます。

e) [User Role]ドロップダウンリストから、eq、not-eq、または regexとして一致基準を選択し、ユーザの
ユーザタイプまたはユーザグループ（学生や教員など）を入力します。

f) [Service Template]ドロップダウンリストから、ポリシーにマップするサービステンプレートを選択し
ます。

g) [Add]をクリックします。一致基準が [Match Criteria Lists]に追加されます。
h) [Match Criteria Lists]エリアで、[Add]をクリックして、一致基準をポリシーに追加します。
i) [Apply]をクリックして、設定を保存します

ステップ 3 ポリシーマップを編集するには、次の手順を実行します。

a) [PolicyMap]ページで、編集するポリシーマップを選択して、[Edit]をクリックし、[PolicyMap] > [Edit]
ページを開きます。

b) [Match Criteria]エリアで、[Device Type]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。
デバイスタイプの一致基準は、選択したデバイスタイプに合わせて eq、not-eq、または regexにする
ことができます。

c) [Match Criteria]エリアで、[User Role]ドロップダウンリストから、ユーザロールを選択します。eq、
not-eq、または regexとして一致基準を選択し、ユーザのユーザタイプまたはユーザグループを入力し
ます。

d) [Service Template]ドロップダウンリストから、ポリシーにマップするサービステンプレートを選択し
ます。

e) [OK]をクリックして設定を保存するか、[Cancel]をクリックして設定を破棄します。
f) [Add]をクリックして、デバイスタイプ、ユーザロール、およびサービステンプレートに基づく新し
い一致基準をポリシーに追加します。

g) [Match Criteria Lists]エリアで、一致基準を選択して、[Move to]をクリックし、行テキストボックスに
入力した値に基づいて一致基準を移動します。

h) 一致基準を選択して、[Move up]をクリックし、一致基準をリストの上方に移動します。
i) 一致基準を選択して、[Move down]をクリックし、一致基準をリストの下方に移動します。
j) 一致基準を選択して、[Remove]をクリックし、ポリシーマップのリストから一致基準を削除します。
k) [Apply]をクリックして、設定を保存します

ステップ 4 ポリシーマップを削除するには、次の手順を実行します。

a) [Policy Map]ページで、ポリシーマップを選択します。
b) [Remove]をクリックします。
c) [Apply]をクリックして、設定を保存します
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関連トピック

ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

ローカルポリシーの設定に関する制限, （1ページ）

ローカルポリシーの監視, （14ページ）

例：ローカルポリシーの設定, （16ページ）

WLAN へのローカルポリシーの適用（GUI）

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless] > [WLAN]を選択して、[WLANs]ページを開きます。

ステップ 2 対応するWLANプロファイルをクリックします。[WLANs > Edit]ページが表示されます。

ステップ 3 [Policy-Mapping]タブをクリックします。

ステップ 4 [Device Classification]チェックボックスをオンにして、デバイスタイプに基づく分類をイネーブルにしま
す。

ステップ 5 [Local Subscriber Policy]ドロップダウンリストから、WLANに適用する必要があるポリシーを選択しま
す。

ステップ 6 [LocalHTTPProfiling]を選択して、HTTPに基づくデバイスのプロファイリングをイネーブルにします（任
意）。

ステップ 7 [RadiusHTTPProfiling]を選択して、RADIUSに基づくデバイスのプロファイリングをイネーブルにします
（任意）。

ステップ 8 [Apply]をクリックして、設定を保存します

関連トピック

ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

ローカルポリシーの設定に関する制限, （1ページ）

ローカルポリシーの監視, （14ページ）

例：ローカルポリシーの設定, （16ページ）

ローカルポリシーの監視
次のコマンドを使用して、スイッチ上で設定されたローカルポリシーを監視できます。

表 1：ローカルポリシーの監視コマンド

目的コマンド
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表示されたクライアントまたはMACアドレス
ごとの承認ステータス、メソッド、およびドメ

インを含むアクセスセッションのサマリーを表

示します。

show access-session

クライアントの最新の分類を表示します。show access-session cache

Mac、DHCP、HTTPなどのパラメータに基づく
クライアントの最新の分類を表示します。

show device classifier attached detail

マップされたポリシー、使用されたサービステ

ンプレート、およびクライアントの属性を表示

します。

show access-session macmac-addressdetails

マップされたポリシー、使用されたサービステ

ンプレート、およびクライアントの属性を表示

します。

また、次の情報を表示する [Resultant Policy]も
確認できます。

•セッションにローカルで属性が設定されて
いるときに、セッションに適用された最終

属性。

•サーバから適用された属性。

show access-session macmac-addresspolicy

関連トピック

パラメータマップの作成（CLI）, （6ページ）

クラスマップの作成（CLI）, （8ページ）
ポリシーマップの作成（CLI）, （9ページ）

WLAN上のデバイスのローカルポリシーの適用（CLI）, （10ページ）

インターフェイステンプレートの作成（CLI）, （5ページ）
ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

サービステンプレートの作成（GUI）, （11ページ）
ポリシーマップの作成（GUI）, （12ページ）
WLANへのローカルポリシーの適用（GUI）, （14ページ）
ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）
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例：ローカルポリシーの設定
次の例は、サービステンプレートの作成方法を示しています。

Switch(config)# service-template test3
Switch(config-service-template)# access-group josephacl
Switch(config-service-template)# vlan 137
Switch(config-service-template)# absolute-timer 500
Switch(config-service-template)# service-policy qos input qosingress
Switch(config-service-template)# end

次の例は、パラメータマップの作成方法を示しています。

Switch(config)# parameter-map type subscriber attribute-to-service apple-tsim-param
Switch(config-parameter-map)# 1 map device-type eq "Apple-Device"
Switch(config-parameter-map)# 1 service-template test1
Switch(config-parameter-map)# 2 map device-type eq "Apple-Ipad"
Switch(config-parameter-map)# 1 service-template test2
Switch(config-parameter-map)# 3 map device-type eq "Android"
Switch(config-parameter-map)# 1 service-template test3
Switch(config-parameter-map)# end

各コンフィギュレーションコマンドラインの最後で、CTRL Zを入力して、コマンドを実行
し、次の行に移動します。

（注）

次の例は、インターフェイステンプレートの作成方法を示しています。

Switch# configure terminal
Switch(config)#template cisco-phone-template
Switch(config-template)#switchport mode access
Switch(config-template)#switchport voice vlan 20
Switch(config-template)# end

次の例は、パラメータマップの作成方法を示しています。

Switch# configure terminal
Switch(config)#parameter-map type subscriber attribute-to-service param-wired
Switch(config-parameter-map-filter)#10 map device-type regex Cisco-IP-Phone
Switch(config-parameter-map-filter-submode)#10 interface-template cisco-phone-template
Switch(config-parameter-map)# end

次の例は、ポリシーマップの作成方法を示しています。

Switch(config)# policy-map type control subscriber apple-tsim
Switch(config-policy-map)# event identity-update match-all
Switch(config-policy-map)# 1 class always do-until-failure
Switch(config-policy-map)# 1 map attribute-to-service table apple-tsim-param
Switch(config-policy-map)# end

次の例は、WLAN上のデバイスにポリシーを適用する方法を示しています。

Switch(config)# wlan wlan1
Switch(config-wlan)# client vlan VLAN0054
Switch(config-wlan)# profiling local http
Switch(config-wlan)# service-policy type control subscriber apple-tsim
Switch(config-wlan)# no shutdown
Switch# end

関連トピック

パラメータマップの作成（CLI）, （6ページ）
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クラスマップの作成（CLI）, （8ページ）
ポリシーマップの作成（CLI）, （9ページ）

WLAN上のデバイスのローカルポリシーの適用（CLI）, （10ページ）

インターフェイステンプレートの作成（CLI）, （5ページ）
ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

サービステンプレートの作成（GUI）, （11ページ）
ポリシーマップの作成（GUI）, （12ページ）
WLANへのローカルポリシーの適用（GUI）, （14ページ）
ローカルポリシーの設定に関する情報, （2ページ）

ローカルポリシーの設定に関する追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Security Command Reference Guide, Cisco IOS XE
Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)

セキュリティコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

Http://www.cisco.com/go/mibs [英語]

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

ローカルポリシーの設定の実行に関する機能履歴

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3E
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