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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
•デバイス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。

• Apple iphone 6sは、HTTPプロファイリング後に「ワークステーション」として分類され
ます。

関連トピック

パラメータマップの作成（CLI）（5ページ）
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クラスマップの作成（CLI）（6ページ）
ポリシーマップの作成（CLI）（7ページ）
WLAN上のデバイスのローカルポリシーの適用（CLI）（8ページ）
インターフェイステンプレートの作成（CLI）（4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。

デバイス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。

• VLAN

• QoS

• ACL

• Session timeout

ローカルポリシーの設定
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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、MACOUIとDHCPに基づいてプロファイルされます。デバイスは、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。dc_default_profile.txtファイルを以前のファイルと置き換える必要が
あります。dc_default_profile.txtファイルを変更するには、次の手順に従ってください。

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。

デバイス(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。

デバイス#device classifier profile location filepath

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。

デバイス(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。

デバイス#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。

デバイス(config)#interface interface-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。

デバイス(config-if)#no access-session monitor

関連トピック

パラメータマップの作成（CLI）（5ページ）
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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。

インターフェイステンプレートの作成（CLI）

手順

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：

ステップ 1

Device# configure terminal

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。

template interface-template-name

例：

Device(config)# template

ステップ 2

cisco-phone-template
Device(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
switchport mode access

例：

ステップ 3

として、インターフェイスを設定しま

Device(config-template)# switchport
mode access

す。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 vlan vlan_id

例：

Device(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

end

例：

ステップ 5

ローカルポリシーの設定
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目的コマンドまたはアクション

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。

Device(config)# end

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（9ページ）
例：ローカルポリシーの設定（10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の使用をお勧めします。

手順

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：

ステップ 1

Device# configure terminal

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-service
parameter-map-name

ステップ 2

例：

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

パラメータマップ属性フィルタ基準を

指定します。

map-index
filter-namemap{device-type|mac-address|oui|user-role|username}{eq|not-eq|regex}

例：

ステップ 3

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

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。

interface-template interface-template-name

例：

ステップ 4

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

ローカルポリシーの設定
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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

end

例：

ステップ 5

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

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（9ページ）
例：ローカルポリシーの設定（10ページ）

クラスマップの作成（CLI）

手順

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：

ステップ 1

Device# configure terminal

クラスマップのタイプと名前を指定し

ます。

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

例：

ステップ 2

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

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：

ステップ 3

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

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

end

例：

ステップ 4

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

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（9ページ）
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例：ローカルポリシーの設定（10ページ）

ポリシーマップの作成（CLI）

手順

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：

ステップ 1

Device# configure terminal

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

ステップ 2

例：

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

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：

ステップ 3

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

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

class_numberclass_map_nameclass
{|always }{do-all | do-until-failure |
do-until-success}

ステップ 4

方法を指定します。クラスマップコン

例： 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。
Device(config-class-control-policymap)#

• always：照合を行わずに実行します
が、成功を返します。

1 class local_policy1_class
do-until-success

• 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-indexmap attribute-to-servicetable
parameter-map-name

例：

ステップ 5

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

ローカルポリシーの設定
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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

end

例：

ステップ 6

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

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（9ページ）
例：ローカルポリシーの設定（10ページ）

WLAN上のデバイスのローカルポリシーの適用（CLI）

始める前に

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。

device classificationコマンドを使用して、showコマンドの出力で正しく表示されるようにデバ
イスを分類する必要があります。

（注）

手順

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：

ステップ 1

Device# configure terminal

WLANコンフィギュレーションモード
を開始します。

wlan wlan-name

例：

ステップ 2

Device(config)# wlan wlan1

WLANにローカルポリシーを適用しま
す。

service-policy type controlsubscriber
policymapname

例：

ステップ 3

Device(config-wlan)# service-policy
type control subscriber Aironet-Policy

ローカルポリシーの設定
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目的コマンドまたはアクション

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 (optional)

例：

Device(config-wlan)# profiling local
http

ステップ 4

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 (optional)

例：

ステップ 5

Device(config-wlan)# profiling radius
http

WLANをシャットダウンしないように
指定します。

no shutdown

例：

ステップ 6

Device(config-wlan)# no shutdown

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

end

例：

ステップ 7

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

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（9ページ）
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ローカルポリシーの監視
次のコマンドを使用して、デバイス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

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

ローカルポリシーの設定
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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 detailコマンド出力にセッションタイ
ムアウトの詳細が表示されていない場合は、クライアン

トアクセスセッションでセッションタイムアウトを使

用してクライアントプロファイルを有効にしてから、

show access-sessionmacmac-addressdetailsコマンドを実行
してセッションタイムアウトの詳細を表示する必要があ

ります。

（注）

show access-session mac
mac-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 mac
mac-addresspolicy

関連トピック

パラメータマップの作成（CLI）（5ページ）
クラスマップの作成（CLI）（6ページ）
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インターフェイステンプレートの作成（CLI）（4ページ）
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例：ローカルポリシーの設定

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。

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

ローカルポリシーの設定
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Device# configure terminal
Device(config)#parameter-map type subscriber attribute-to-service param-wired
Device(config-parameter-map-filter)#10 map device-type regex Cisco-IP-Phone
Device(config-parameter-map-filter-submode)#10 interface-template cisco-phone-template
Device(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。

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

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

関連トピック
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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

Title標

準/RFC

—なし

ローカルポリシーの設定
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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

本リリースでサポートする

すべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

Link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、

Cisco Notification Service（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

ローカルポリシーの設定
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http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/support
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