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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。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノート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 FeatureNavigatorを使用します。Cisco FeatureNavigator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。
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Application Visibility and Control について
Application Visibility and Control（AVC）は、ネットワークベースのアプリケーション認識エンジ
ンによるディープパケットインスペクション技法でアプリケーションを分類し、無線ネットワー

クにアプリケーションレベルの可視性と制御（QoS）を提供します。アプリケーションの認識後
は、AVC機能によってデータトラフィックをドロップ、マーク、またはポリシングできます。

AVCはプロトコルと一致するように QoSクライアントポリシー内のクラスマップを定義するこ
とによって設定されます。

AVCを使用して、1000以上のアプリケーションを検出できます。AVCにより、リアルタイム分
析を実施し、ネットワークの輻輳、コストの掛かるネットワークリンクの使用、およびインフラ

ストラクチャの更新を削減するためのポリシーを作成することができるようになります。

UIの [Monitor Summary]セクションで、[Top Applications]に 30のアプリケーションのリスト
を表示できます。

（注）

トラフィックフローは、アクセスポイントの NBAR2エンジンを通して分析および認識されま
す。NBAR2プロトコルライブラリの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/
ios/qos_nbar/prot_lib/config_library/nbar-prot-pack-library.htmlを参照してください。特定のフローが
WebExなどの認識されたプロトコルまたはアプリケーションでマークされます。このフロー単位
の情報は Flexible NetFlow（FNF）によるアプリケーションの可視化に使用できます。

AVC QoSアクションは、AVCフィルタを通してアップストリームとダウンストリームの両方向
に適用されます。アップストリームフローに対してサポートされるQoSアクションはドロップ、
マーク、およびポリシングで、ダウンストリームフローに対してサポートされるアクションは

マークとポリシングです。AVCQoSは、アプリケーションが正しく分類され、ポリシーマップ内
のクラスマップフィルタに一致する場合にだけ適用できます。たとえば、ポリシーにアプリケー

ション名に基づくフィルタが含まれており、トラフィックも同じアプリケーション名に分類され

ている場合は、ポリシー内でこの一致に対して指定されたアクションが適用されます。

コントローラを 8.0からそれより前のバージョンにダウングレードすると、AVCレート制限
ルールにはアクションがドロップとして表示されます。コントローラバージョン 8.0で AVC
レート制限ルールが導入されたため、このアクションが想定されます。

（注）

フローCisco WLC プラットフォーム

26,250Cisco 2504 WLC

183,750Cisco 5508 WLC

393,750Cisco WiSM2

336,000Cisco 8510 WLC

336,000Cisco 5520 WLC
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フローCisco WLC プラットフォーム

336,000Cisco 8540 WLC

Application Visibility and Control プロトコルパック

プロトコルパックとは、スイッチソフトウェアのリリーストレーニング以外のプロトコルアッ

プデートを配布する方法です。スイッチソフトウェアを交換せずにスイッチにロードできます。

Application Visibility and Controlプロトコルパック（AVCプロトコルパック）は、複数のプロト
コル記述言語（PDL）ファイルとマニフェストファイルを含む単一の圧縮ファイルです。必要な
プロトコルのセットをロードすることができ、ネットワークでの分類のために追加プロトコルを

認識する際に役立ちます。マニフェストファイルは、プロトコルパックの名前、バージョン、お

よびプロトコルパック内の利用可能な PDLの情報など、プロトコルパックに関する情報を提供
します。

AVCプロトコルパックは、特定の AVCエンジンバージョン向けにリリースされています。ス
イッチプラットフォームのエンジンバージョンがプロトコルパックに必要なバージョン以降で

あれば、プロトコルパックをロードできます。
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サポートされる AVC クラスマップおよびポリシーマッ
プのフォーマット

サポートされる AVC クラスマップのフォーマット

方向クラスマップの例クラスマップのフォーマット

アップストリームおよびダウン

ストリームの両方で

class-map match-any
webex-class
match protocol webex-media

match protocol protocol name

アップストリームおよびダウン

ストリームの両方で

class-map match-any IM
match protocol attribute
category instant-messaging

match protocolattribute category
category-name

アップストリームおよびダウン

ストリームの両方で

class-map match-any
realtimeconferencing
match protocol attribute
sub-category
voice-video-chat-collaboration

match protocolattribute
sub-category sub-category-name

アップストリームおよびダウン

ストリームの両方で

class-map match-any skype
match protocol attribute
application-group skype-group

match protocolattribute
application-group
application-group-name

アップストリームのみclass-map match-any
webex-class
match protocol webex
match dscp 45
match wlan user-priority 6

組み合わせフィルタ

サポートされる AVC ポリシーのフォーマット

QoS 処理ポリシーのフォーマット

マーク、ポリシー、およびドロップmatchprotocolフィルタに基づいてクライアント
ポリシーをアップストリーム

マークおよびポリシーmatchprotocolフィルタに基づいてクライアント
ポリシーをダウンストリーム

次の表で、AVCポリシーの詳細なフォーマット、および例について説明します。
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方向AVC ポリシーの例AVC ポリシーのフォーマット

アップストリームおよびダウン

ストリーム

policy-map webex-policy
class webex-class
set dscp ef //or set up,cos

ベーシックセット

アップストリームおよびダウン

ストリーム

policy-map webex-policy
class webex-class
police 5000000

ベーシックポリシー

アップストリームおよびダウン

ストリーム

policy-map webex-policy
class webex-class
set dscp ef //or set up,cos
police 5000000

ベーシックセットおよびポリ

シー

アップストリームおよびダウン

ストリーム

policy-map webex-policy
class webex-class
set dscp af31 //or set
up,cos
police 4000000
class class-webex-category
set dscp ef //or set up,cos
police 6000000
class class-default
set dscp <>

デフォルトを含む複数のセット

およびポリシー

アップストリームおよびダウン

ストリーム

policy-map webex-policy
class webex-class
police 5000000
service-policy
client-in-police-only

policy-map
client-in-police-only
class webex-class
police 100000
class class-webex-category
set dscp ef //or set up,cos
police 6000000
police 200000

階層型ポリシー

policy-map webex-policy
class class-default
police 1500000
service policy
client-up-child
policy-map webex-policy
class webex-class
police 100000
set dscp ef
class class-webex-category
police 200000
set dscp af31

階層型セットおよびポリシー

アップストリームのみドロップアクション
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方向AVC ポリシーの例AVC ポリシーのフォーマット

上記のいずれかの例を、この追

加例とともにこのフォーマット

に適用します。

policy-map webex-policy
class webex-class
drop
class netflix
set dscp ef //or set up,cos
police 6000000
class class-default
set dscp <>

アプリケーションの可視性およびコントロールの前提条

件
•アクセスポイントは、AVC対応である必要があります

• AVC（QoS）の制御部分を機能させるには、FNF付きのアプリケーションの可視化機能を設
定する必要があります。

Application Visibility and Control によるSwitch間ローミン
グに関するガイドライン

不正な形式のQoSポリシーによりクライアントが除外されるのを防ぐには、次のガイドラインに
従います。

•新しい QoSポリシーをスイッチに追加する場合、同じ名前の QoSポリシーは、同じローミ
ングまたはモビリティドメイン内の他のスイッチに追加する必要があります。

•スイッチに新しいリリースのソフトウェアイメージがロードされると、新しいポリシー形式
がサポートされます。以前のリリースから新しいリリースにソフトウェアイメージをアップ

グレードした場合は、設定を別々に保存する必要があります。以前のリリースのイメージが

ロードされると、一部のQoSポリシーがサポートされていないと表示される場合があり、そ
れらの QoSポリシーをサポートされるポリシー形式に復元する必要があります。

Application Visibility and Control の制限
• AVCは次のアクセスポイントでのみサポートされます。

◦ Cisco Aironet 1260シリーズアクセスポイント
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◦ Cisco Aironet 1600シリーズアクセスポイント

◦ Cisco Aironet 2600シリーズアクセスポイント

◦ Cisco Aironet 2600シリーズワイヤレスアクセスポイント

◦ Cisco Aironet 2700シリーズアクセスポイント

◦ Cisco Aironet 3500シリーズアクセスポイント

◦ Cisco Aironet 3600シリーズアクセスポイント

• AVCは、Cisco Aironet 702W、702I（128 Mメモリ）、および 1530シリーズアクセスポイン
トではサポートされません。

•データトラフィック（コントロール部分）の廃棄またはマーキングは、ソフトウェアリリー
ス 3.3ではサポートされません。

•データトラフィック（コントロール部分）の廃棄またはマーキングは、ソフトウェアリリー
ス 3Eでサポートされます。

•アプリケーションの可視性で認識されるアプリケーションのみ、QoS制御の適用に使用でき
ます。

•マルチキャストトラフィック分類はサポートされていません。

• Appの可視性と認識されているアプリケーションのみ、QoS制御の適用に使用できます。

• ICMPv6トラフィック分類を含む IPv6はサポートされていません。

•データリンクは AVCの NetFlowフィールドではサポートされていません。

•次のコマンドは、AVCフローレコードではサポートされていません。

◦ collect flow username

◦ collect interface{input|output}

◦ collect wireless client ipv4 address

◦ match interface{input|output}

◦ match transport igmp type

•テンプレートタイムアウトはAVCが設定されたエクスポータで変更できません。テンプレー
トタイムアウト値が別の値に設定されていても、デフォルト値の 600秒だけが使用されま
す。

• AVCベースのレコードテンプレートのユーザ名情報については、ユーザ名マッピングに対
してユーザMACアドレスを取得するようにrecordsオプションを設定する必要があります。

• 3600などの AVC対応の APと、1140などの非 AVC対応の APがあり、クライアントに対し
て選択されたポリシーが AVC対応の場合は、ポリシーは、AVCをサポートできない APに
は送信されません。
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•入力 AVCの統計情報のみがサポートされます。統計情報を更新する頻度は、その時点で、
APにロードされているクライアントの数によって異なります。大規模ポリシーフォーマッ
トサイズでは、統計情報はサポートされません。

•ダウンストリーム AVC QoSがサポートされる、クライアントごとのフローの合計数は 1000
です。

•サポートされるフローの最大数は、CiscoWLC5700シリーズでは360K、Catalyst 3850シリー
ズスイッチでは 48 Kです。

•これらは、クラスマップとポリシーマップの関連の制限です。サポートされるポリシー
フォーマットについては、次を参照してください。サポートされる AVCクラスマップおよ
びポリシーマップのフォーマット, （4ページ）

◦ AVCおよび非 AVCクラスは、ダウンストリーム方向のポリシーとして共に定義するこ
とはできません。たとえば、match protocolクラスマップがある場合、ダウンストリー
ム方向のポリシーマップ内では、一致フィルタの他のタイプは使用できません。

◦ドロップアクションは、ダウンストリーム AVC QoSポリシーには適用できません。

◦ match protocolは、SSIDポリシーの入力または出力ではサポートされません。

• Googleは、一部のトラフィックは 1つのアプリケーションに固有であるとは言い切れないと
いう理由で、複数のサービス間でリソースを共有しています。そのため、識別できないトラ

フィック用に google-servicesが追加されました。この動作は想定されています。

Application Visibility and Control の設定方法

アプリケーションの可視性およびコントロールの設定（CLI）
アプリケーションの可視性を設定するには、次の手順を実行します。

1 フローにキーフィールドおよび非キーフィールドを指定して、フローレコードを作成します。

2 オプションとしてフローレコードを指定して、任意のフローエクスポータを作成します。

3 フローレコードおよびフローエクスポータに基づいて、フローモニタを作成します。

4 Ipv4入力または出力方向にフローモニタを適用するようにWLANを設定します。

アプリケーションの制御を設定するには、次の手順を実行します。

1 AVC QoSポリシーを作成します。
2 次の3つの方法のいずれかを使用してクライアントにAVCQoSポリシーを接続します。WLAN
の設定、ACSまたは ISEの使用、またはローカルポリシーの追加。
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フローレコードの作成

デフォルトでは、wireless avc basic（フローレコード）の使用が可能です。GUIから [Apply]をク
リックすると、レコードはフローモニタにマッピングされます。

デフォルトのフローレコードは、編集も削除もできません。新しいフローレコードが必要な場

合、1つを作成し、CLIからのフローモニタにマップする必要があります。

手順の概要

1. configure terminal
2. flowrecord flow_record_name
3. description string
4. matchipv4protocol
5. matchipv4sourceaddress
6. matchipv4destinationaddress
7. matchtransportsource-port
8. matchtransportdestination-port
9. matchflowdirection
10. matchapplicationname
11. matchwirelessssid
12. collectcounterbyteslong
13. collectcounterpacketslong
14. collectwirelessapmacaddress
15. collect wireless client mac address
16. end

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   

フローレコードコンフィギュレーションモードを

開始します。

flowrecord flow_record_name

例：
Switch(config)# flow record record1
Switch (config-flow-record)#

ステップ 2   

（任意）最大 63文字で、このフローレコードの説
明を指定します。

description string

例：
Switch(config-flow-record)# description
IPv4flow

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

IPv4プロトコルとの一致を指定します。matchipv4protocol

例：
Switch (config-flow-record)# match ipv4
protocol

ステップ 4   

IPv4送信元アドレスベースのフィールドとの一致を
指定します。

matchipv4sourceaddress

例：
Switch (config-flow-record)# match ipv4
source address

ステップ 5   

IPv4宛先アドレスベースのフィールドとの一致を指
定します。

matchipv4destinationaddress

例：
Switch (config-flow-record)# match ipv4
destination address

ステップ 6   

トランスポート層の発信元ポートのフィールドとの

一致を指定します。

matchtransportsource-port

例：
Switch (config-flow-record)# match
transport source-port

ステップ 7   

トランスポート層の宛先ポートのフィールドとの一

致を指定します。

matchtransportdestination-port

例：
Switch (config-flow-record)# match
transport destination-port

ステップ 8   

フローがモニタされる方向との一致を指定します。matchflowdirection

例：
Switch (config-flow-record)# match flow
direction

ステップ 9   

アプリケーション名との一致を指定します。matchapplicationname

例：
Switch (config-flow-record)# match
application name

ステップ 10   

この操作は、AVCサポートでは必須です。
フローがアプリケーションと一致すること

が可能になるためです。

（注）

ワイヤレスネットワークを特定する SSID名との一
致を指定します。

matchwirelessssid

例：
Switch (config-flow-record)# match wireless
ssid

ステップ 11   

カウンタフィールドの合計バイトを収集するように

指定します。

collectcounterbyteslong

例：
Switch (config-flow-record)# collect
counter bytes long

ステップ 12   
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目的コマンドまたはアクション

カウンタフィールドの合計パケットを収集するよう

に指定します。

collectcounterpacketslong

例：
Switch (config-flow-record)# collect
counter bytes long

ステップ 13   

ワイヤレス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MACアドレスのBSSIDを収集する
ように指定します。

collectwirelessapmacaddress

例：
Switch (config-flow-record)# collect
wireless ap mac address

ステップ 14   

ワイヤレスネットワークのクライアントのMACア
ドレスを収集するように指定します。

collect wireless client mac addressは、ワイ
ヤレス AVCで必須の設定です。

（注）

collect wireless client mac address

例：
Switch (config-flow-record)# collect
wireless client mac address

ステップ 15   

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 16   

フローエクスポータの作成（オプション）

フローエクスポートを作成すると、フローのエクスポートパラメータを定義できます。これは、

フローパラメータを設定するためのオプションの手順です。

手順の概要

1. configure terminal
2. flowexporter flow_exporter_name
3. description string
4. destination {hostname | ip-address}
5. transport udp port-value
6. optionapplication-tabletimeout seconds(optional)
7. optionusermac-tabletimeout seconds(optional)
8. end
9. show flow exporter
10. end
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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   

フローエクスポータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

flowexporter flow_exporter_name

例：
Switch(config)# flow exporter record1
Switch (config-flow-exporter)#

ステップ 2   

最大63文字で、フローレコードの説明を示します。description string

例：
Switch(config-flow-exporter)# description
IPv4flow

ステップ 3   

エクスポータでデータを送信する宛先システムのホ

スト名または IPv4アドレスを指定します。
destination {hostname | ip-address}

例：
Switch (config-flow-exporter) # destination
10.99.1.4

ステップ 4   

UDPプロトコルのポートの値を設定します。transport udp port-value

例：
Switch (config-flow-exporter) # transport
udp 2

ステップ 5   

（任意）application table timeoutオプションを指定し
ます。有効な範囲は 1～ 86400秒です。

optionapplication-tabletimeout
seconds(optional)

例：
Switch (config-flow-exporter)# option
application-table timeout 500

ステップ 6   

（任意）wireless usermac-to-username tableオプショ
ンを指定します。有効な範囲は 1～ 86400秒です。

optionusermac-tabletimeout seconds(optional)

例：
Switch (config-flow-exporter)# option
usermac-table timeout 1000

ステップ 7   

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 8   

設定を確認します。show flow exporter

例：
Switch # show flow exporter

ステップ 9   
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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 10   

フローモニタの作成

フローモニタを作成して、フローレコードおよびフローエクスポータと関連付けることができ

ます。

手順の概要

1. configure terminal
2. flow monitor monitor-name
3. description説明
4. record record-name
5. exporter exporter-name
6. cachetimeout{active|inactive}(Optional)
7. end
8. show flow monitor

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   

フローモニタを作成し、フローモニタコンフィギュ

レーションモードを開始します。

flow monitor monitor-name

例：
Switch (config)# flow monitor
flow-monitor-1

ステップ 2   

フローモニタの説明を作成します。description説明ステップ 3   

例：
Switch (config-flow-monitor)# description
flow-monitor-1
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目的コマンドまたはアクション

事前に作成されたレコーダの名前を指定します。record record-name

例：
Switch (config-flow-monitor)# record
flow-record-1

ステップ 4   

事前に作成されたエクスポータの名前を指定します。exporter exporter-name

例：
Switch (config-flow-monitor)# exporter
flow-exporter-1

ステップ 5   

フローキャッシュパラメータを設定するように指定

します。1～604800秒の時間範囲で設定できます（任
意）。

cachetimeout{active|inactive}(Optional)

例：
Switch (config-flow-monitor)# cache
timeout active 1800

ステップ 6   

AVCフローモニタで最適な結果を得るた
めには、非アクティブなキャッシュのタイ

ムアウト値を90秒よりも長く設定すること
をお勧めします。

（注）

Switch (config-flow-monitor)# cache
timeout inactive 200

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   

設定を確認します。show flow monitor

例：
Switch # show flow monitor

ステップ 8   

AVC QoS ポリシーの作成
AVC QoSポリシーを作成するには、次の一般的な手順を実行します。

1 match protocolフィルタでクラスマップを作成します。

2 ポリシーマップを作成します。

3 次のいずれかの方法でクライアントにポリシーマップを適用します。

a CLIまたは GUIからWLAN上にポリシーマップを適用します。

b CLIからAAAサーバ（ACSサーバまたは ISE）を使用してポリシーマップを適用します。

詳細については、『 Cisco Identity Services Engine User Guide』および『 Cisco Secure Access
Control System User Guide』を参照してください。

c CLIまたは GUIからローカルポリシーを適用します。
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クラスマップの作成

matchprotocolフィルタを設定する前に、クラスマップを作成する必要があります。マーキング、
ポリシング、ドロップなどの QoSアクションがトラフィックに適用できます。AVCの match
protocolフィルタはワイヤレスクライアントにのみ適用されます。サポートされているプロトコ
ルの詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/prot_lib/config_library/
nbar-prot-pack-library.htmlを参照してください。

手順の概要

1. configure terminal
2. class-map class-map-name
3. match protocol{application-name|attribute category category-name|attribute sub-category

sub-category-name|attribute application-group application-group-name}
4. end

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   

クラスマップを作成します。class-map class-map-name

例：
Switch(config)# class-map webex-class

ステップ 2   

アプリケーション名、カテゴリ名、サブカ

テゴリの名前、またはアプリケーショング

ループに一致するものを指定します。

match protocol{application-name|attribute category
category-name|attribute sub-category
sub-category-name|attribute application-group
application-group-name}

ステップ 3   

例：

Switch(config)# class-map webex-class
Switch(config-cmap)# match protocol webex-media

Switch(config)# class-map class-webex-category
Switch(config-cmap)# match protocol attribute category
webex-media

Switch# class-map class-webex-sub-category
Switch(config-cmap)# match protocol attribute
sub-category webex-media

Switch# class-map class-webex-application-group
Switch(config-cmap)# match protocol attribute
application-group webex-media
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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 4   

ポリシーマップの作成

手順の概要

1. configure terminal
2. policy-map policy-map-name
3. class [class-map-name | class-default]
4. police rate-bps burst-byte [exceed-action {drop | policed-dscp-transmit}]
5. set{dscp new-dscp|cos cos-value}
6. end

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   

ポリシーマップ名を入力することによってポリシーマップを作成し、ポ

リシーマップコンフィギュレーションモードを開始します。

policy-map policy-map-name

例：

Switch(config)# policy-map

ステップ 2   

デフォルトでは、ポリシーマップは定義されていません。

ポリシーマップのデフォルトの動作では、パケットが IPパケットの場合
はDSCPが 0に、パケットがタグ付きの場合はCoSが 0に設定されます。
ポリシングは実行されません。

webex-policy
Switch(config-pmap)#

既存のポリシーマップを削除するには、no policy-map
policy-map-nameグローバルコンフィギュレーションコマンド
を使用します。

（注）

トラフィックの分類を定義し、ポリシーマップクラスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

class [class-map-name |
class-default]

例：

Switch(config-pmap)#

ステップ 3   

デフォルトでは、ポリシーマップおよびクラスマップは定義されていま

せん。
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目的コマンドまたはアクション

すでに class-mapグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用し
てトラフィッククラスが定義されている場合は、このコマンドで

class-map-nameにその名前を指定します。

class-map webex-class
Switch(config-pmap-c)#

class-defaultトラフィッククラスは定義済みで、どのポリシーにも追加で
きます。このトラフィッククラスは、常にポリシーマップの最後に配置

されます。暗黙のmatch anyが class-defaultクラスに含まれている場合、
他のトラフィッククラスと一致していないすべてのパケットはclass-default
と一致します。

既存のクラスマップを削除するには、no class class-map-nameポ
リシーマップコンフィギュレーションコマンドを使用します。

（注）

分類したトラフィックにポリサーを定義します。police rate-bps burst-byte
[exceed-action {drop |
policed-dscp-transmit}]

ステップ 4   

デフォルトでは、ポリサーは定義されていません。

例：

Switch(config-pmap-c)#
police 100000 80000 drop

• rate-bpsには、平均トラフィックレートをビット/秒（bps）で指定し
ます。指定できる範囲は 8000～ 10000000000です

• burst-byteには、標準バーストサイズをバイト数で指定します。指定
できる範囲は 8000～ 1000000です。

•（任意）レートを超過した場合に実行するアクションを指定します。
パケットをドロップする場合は、exceed-action dropキーワードを使
用します。（ポリシング済み DSCPマップを使用して）DSCP値を
マークダウンし、パケットを送信するには、exceed-action
policed-dscp-transmitキーワードを使用します。

パケットに新しい値を設定することによって、IPトラフィックを分類しま
す。

set{dscp new-dscp|cos cos-value}

例：

Switch(config-pmap-c)# set

ステップ 5   

• dscp new-dscpには、分類されたトラフィックに割り当てる新しい
DSCP値を入力します。指定できる範囲は 0～ 63です。

dscp 45

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   

次の作業

ポリシーマップを作成したら、service-policyコマンドを使用してトラフィックポリシーまたはポ
リシーをインターフェイスに付加します。
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ローカルポリシーの設定（CLI）

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）

手順の概要

1. configure terminal
2. service-template service-template-name
3. access-group acl_list
4. vlan vlan_id
5. absolute-timer seconds
6. service-policy qos{input|output}
7. end

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-template service-template-name

例：

Switch(config)# service-template

ステップ 2   

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

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

例：

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

VLAN IDを指定します。1～ 4094の値を指定でき
ます。

vlan vlan_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-timer seconds

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   

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。

手順の概要

1. configure terminal
2. parameter-map typesubscriberattribute-to-service parameter-map-name
3. map-indexmap{device-type|mac-address|oui|user-role|username}{eq|not-eq|regex filter-name}
4. service-template service-template-name
5. interface-template interface-template-name
6. end

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-service parameter-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|regex
filter-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

フィギュレーションモード

を開始します。

service-template service-template-name

例：

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

ステップ 4   

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

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：

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

ステップ 5   

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

特権 EXECモードに戻りま
す。また、Ctrl+Zキーを押し

end

例：
Switch(config)# end

ステップ 6   

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

ローカルポリシーの設定に関する制限

ローカルポリシーの監視

例：ローカルポリシーの設定
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ポリシーマップの作成（CLI）

手順の概要

1. configure terminal
2. policy-map typecontrolsubscriber policy-map-name
3. eventidentity-update{match-all|match-first}
4. class_numberclass {class_map_name|always }{do-all | do-until-failure | do-until-success}
5. action-indexmap attribute-to-servicetable parameter-map-name
6. end

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 typecontrolsubscriber
policy-map-name

ステップ 2   

例：

Switch(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：

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します。クラスマッ

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

例：

Switch(config-class-control-policymap)# 1

ステップ 4   

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、successを
返します。

class local_policy1_class
do-until-success

• do-all：すべてのアクションを実行します。

• do-until-failure：照合が失敗するまですべてのアク
ションを実行します。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アク
ションを実行します。
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目的コマンドまたはアクション

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

ステップ 5   

例：

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

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

ローカルポリシーの設定に関する制限

ローカルポリシーの監視

例：ローカルポリシーの設定

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。

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）

手順の概要

1. configure terminal
2. wlan wlan-name
3. service-policy type controlsubscriber policymapname
4. profiling local http (optional)
5. profiling radius http (optional)
6. no shutdown
7. end
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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。

wlan wlan-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 controlsubscriber
policymapname

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 (optional)

例：
Switch(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：
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

ローカルポリシーの設定に関する制限

ローカルポリシーの監視

例：ローカルポリシーの設定
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ローカルポリシーの設定（GUI）

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。

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。
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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

ローカルポリシーの設定に関する制限

ローカルポリシーの監視

例：ローカルポリシーの設定

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。

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。
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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

関連トピック

ローカルポリシーの設定に関する情報

ローカルポリシーの設定に関する制限

ローカルポリシーの監視

例：ローカルポリシーの設定
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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

ローカルポリシーの設定に関する制限

ローカルポリシーの監視

例：ローカルポリシーの設定

IPV4 の入出力方向にフローモニタを適用する WLAN の設定

手順の概要

1. configure terminal
2. wlan wlan-id
3. ip flow monitor monitor-name{input | output}
4. end

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

WLANコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。wlan-idにはWLAN IDを入力します。指定できる範
囲は 1～ 64です。

wlan wlan-id

例：

Switch (config) # wlan 1

ステップ 2   

入力または出力パケットに対応するWLANにフローモ
ニタを関連付けます。

ip flow monitor monitor-name{input |
output}

例：

Switch (config-wlan) # ip flow monitor
flow-monitor-1 input

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 4   

Application Visibility and Control の設定（GUI）

アプリケーションの可視性の設定（GUI）
デフォルトのフローモニタ（wireless-avc-basic）にデフォルトのフローレコード（wireless avc
basic）を適用できます。

作成したフローレコードおよびフローモニタを使用する場合、レコード名およびモニタ名は同じ

である必要があります。これは、GUIからのAVCを設定する場合のみで、CLI設定には適用され
ません。

アップストリームまたはダウンストリーム、あるいはその両方で、作成したフローモニタを使用

できますが、フローモニタでマッピングする際に同じレコード名を使用していることを確認して

ください。

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless] > [WLAN]の順に選択します。
[WLAN]ページが表示されます。

ステップ 2 対応するWLAN IDをクリックして、[WLAN] > [Edit]ページを開き、[AVC]をクリックします。
[Application Visibility]ページが表示されます。

a) WLANの AVCをイネーブルにするには、[Application Visibility Enabled]チェックボックスをオンにし
ます。

b) [Upstream Profile]テキストボックスに、AVCプロファイルの名前を入力します。
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c) [Downstream Profile]テキストボックスに、AVCプロファイルの名前を入力します。

AVCをイネーブルにするには、アップストリームとダウンストリームのプロファイルのプロファイル名
を入力する必要があります。プロファイル名は、フローモニタの名前です。デフォルトでは、フローモ

ニタの名前（wireless-avc-basic）が [Upstream Profile]および [Downstream Profile]テキストボックスに表示
されます。デフォルトのフローモニタでは、デフォルトのフローレコード（wireless avc basic）を使用し
ます。デフォルトのフローレコードがシステムによって生成され、使用可能です。

アップストリームおよびダウンストリームのプロファイルのプロファイル名は変更可能ですが、フローモ

ニタに同じフローレコードが使用できることを確認してください。

アップストリームおよびダウンストリームのプロファイルは異なるプロファイル名を持つことができます

が、フローモニタにフローレコードが使用できるようにする必要があります。

ステップ 3 [Apply] をクリックして AVCをWLANに適用します。

ステップ 4 特定のWLANで AVCを無効にするには、次の手順を実行してください。

• [Configuration] > [Wireless] > [WLAN]を選択して、[WLAN]ページを開きます。

•対応するWLAN IDをクリックして、[WLAN] > [Edit]ページを開きます。

• [Application Visibility]ページを開くには、[AVC]をクリックします。

• [Application Visibility Enabled]チェックボックスをオフにします。

•特定のWLANで AVCを無効にするには、[Apply]をクリックします。

Application Visibility and Control の設定（GUI）

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless]を選択します。

ステップ 2 左側のペインをクリックして [QOS-Policy]を選択すると、[QoS]ノードが開きます。
[QOS-Policy]ページが表示されます。

ステップ 3 [Add New]をクリックして、新しい QoSポリシーを作成します。
[Create QoS Policy]ページが表示されます。

ステップ 4 [Policy Type]ドロップダウンリストから [Client]を選択します。

ステップ 5 [Policy Direction]ドロップダウンリストからポリシーが適用される必要のある方向を選択します。
次のオプションを使用できます。

• Ingress

• Egress
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ステップ 6 [Policy Name]テキストボックスに、ポリシー名を入力します。

ステップ 7 [Description]テキストボックスに、ポリシーの説明を入力します。

ステップ 8 クライアントポリシーに対する AVCのクラスマップを設定するには、[Enable Application Recognition]
チェックボックスをオンにします。

出力クライアントポリシーで、[ApplicationRecognition]をイネーブルにすると、[Voice]、[Video]
および [User Defined]チェックボックスがイネーブルになります。

（注）

次のオプションを使用できます。

• [Trust]：このポリシーの分類タイプを指定します。

◦ [Protocol]：プロトコルを選択し、パケットのマーキングおよびポリシングを設定できます。

◦ [Category]：アプリケーションのカテゴリを選択できます。例えば、ブラウザ。

◦ [Subcategory]：アプリケーションのサブカテゴリを選択できます。例えば、ファイル共有。

◦ [Application-Group]：アプリケーショングループを選択できます。例えば、ftpグループ。

• [Protocol Choice]：[Available Protocols]リストから、プロトコル、カテゴリ、サブカテゴリ、アプリ
ケーショングループを [Assigned Protocols]として選択し、パケットのマーキングおよびポリシング
を適用します。

• [Mark]：各パケットにマーキングラベルを指定します。次のオプションを使用できます。

◦ [DSCP]：特定の QoSを示すラベルを割り当てます。範囲は 0～ 63です。

◦ [CoS]：IEEE 802.1Qサービスクラスと一致します。有効な範囲は 0～ 7です。

◦ [None]：パケットはマークされません。

• [Police (kbps)]：ポリシングレートを kbps単位で指定します。このオプションは、[Policy Direction]
が出力の場合に使用できます。

• [Drop]：選択したプロトコルに対応する入力パケットをドロップするように指定します。

各クライアントポリシーに最大 5つまで AVCクラスを追加できま
す。

（注）

ステップ 9 [Add]をクリックして、新しい AVCクラスマップを作成します。新しいクラスマップは、表形式で表示
されます。

ステップ 10 AVC QoSポリシーを作成するには、[Apply]をクリックします。

ステップ 11 QoSポリシーを編集するには、[QOS-Policy]ページのQoSポリシーのリンクをクリックします。[QOS-Policy]
> [Edit]ページが表示されます。[Apply]を選択して、変更を確定します。

ステップ 12 QoSポリシーから AVCクラスマップを削除するには、AVCのクラスマップテーブルから対応する AVC
クラスマップの行に移動して [Remove]をクリックします。[Apply]をクリックして、変更を確定します。
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Application Visibility and Control のモニタリング

Application Visibility and Control のモニタリング（CLI）
このセクションでは、アプリケーションの可視性に関する新しいコマンドについて説明します。

次のコマンドは、スイッチおよびアクセスポイントのアプリケーションの可視性をモニタするた

めに使用できます。

表 1：スイッチのアプリケーションの可視性モニタリングコマンド

目的コマンド

指定されたクライアントMACの上位「N」ア
プリケーションに関する情報を表示します。

show avc client client-mactop
napplication[aggregate|upstream|downstream]

指定された SSIDの上位「N」アプリケーショ
ンに関する情報を表示します。

show avc wlan ssidtop
napplication[aggregate|upstream|downstream]

上位「N」アプリケーションに関する情報を有
効または無効にします。

avc top user[enable | disable]

アプリケーション内のユーザごとのネットワー

ク利用状況が表示されます。

Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-Eで
は、表示される上位 Nユーザの情報
には、クライアントのMACアドレス
とユーザ名は表示されません。この

問題は、クライアントが切断された

後 90秒以内にのみ発生します。

（注）

show avc wlan wlan-id application app
nametopN[aggregate|upstream|downstream]

AVCが特定のWLANで有効または無効になっ
ているかどうかについての情報が表示されま

す。

show wlanid wlan-id

フローモニタに関する情報を表示します。show flow monitor flow_monitor_namecache

ワイヤレスクライアントにマッピングされたポ

リシーに関する情報が表示されます。

show wireless client mac-address
mac-addressservice-policy{input|output}

表 2：アプリケーションの可視性統計情報コマンドのクリア

目的コマンド
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クライアントごとの統計情報をクリアします。clearavcclient macstats

WLANごとの統計情報をクリアします。clearavcwlan wlan-namestats

アプリケーションの可視性およびコントロールのモニタリング（GUI）
スイッチの [Home]ページにある [AVC on WLAN]の円グラフを使用して、WLANの AVC情報を
一度に表示できます。円グラフには、最初のWLANの AVCデータ（集約：アプリケーション累
積使用率%）が表示されます。さらに、クライアントに基づく上位 5つのWLANが最初に表示さ
れます。対応する円グラフ情報を表示するには、WLANのいずれかをクリックします。AVCが最
初のWLANで無効の場合、[Home]ページには AVCの円グラフが表示されません。

ステップ 1 [Monitor] > [Controller] > [AVC} > [WLANs]の順に選択します。
[WLANs]ページが表示されます。

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

[TopApplication]ドロップダウンリストから、表示したい上位アプリケーションの数を選択し、[Apply]を
クリックします。有効範囲は 5～ 30の 5の倍数です。

a) [Aggregate]、[Upstream]、[Downstream]タブで、次のフィールドを含むアプリケーションの累積、直近
の 90秒の統計情報、ならびに使用率を確認できます。

•アプリケーション名

•パケット数

•バイト数

•平均パケットサイズ

•使用率 (%)

ステップ 3 [Monitor] > [Clients] > [Client Details] > [Clients]の順に選択します。
[Clients]ページが表示されます。

ステップ 4 [Client MAC Address]をクリックして、[AVC Statistics]をクリックします。
[Application Visibility]ページが表示されます。

a) [Aggregate]、[Upstream]、[Downstream]タブで、次のフィールドを含むアプリケーションの累積、直近
の 90秒の統計情報、ならびに使用率を確認できます。

•アプリケーション名

•パケット数
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•バイト数

•平均パケットサイズ

•使用率(%)

SSID およびクライアントポリシーの統計情報の監視（GUI）
統計情報は、ワイヤレスターゲットの入力ポリシー（最大 5クラス）でのみサポートされます。
非常に大規模なポリシーの場合、入力ポリシーの統計情報はスイッチに表示されません。統計情

報の頻度は、アクセスポイントに関連付けられているクライアントの数によって異なります。

詳細方式統計情報の種類

[QoS]ページには、SSIDポリ
シー、無線の種類、および AP
の一覧が表示されます。

SSIDポリシー、無線、および
アクセスポイントをドロップ

ダウンリストから選択し、

[Apply]をクリックして、選択
された SSIDポリシーの統計情
報を表示します。

一致基準、確認済みバイト数、

適合レート、超過レートなどの

詳細を表示できます。

[Monitor] > [Controller] >
[Statistics] > [QoS]の順に選択し
ます。

SSIDポリシー

[Clients]ページには、クライア
ントのMACアドレスの一覧、
AP、およびその他の項目が表
示されます。

クライアントのMACアドレス
をクリックし、[QoS Statistics]
タブをクリックします。

一致基準、確認済みバイト数、

適合レート、超過レートなどの

詳細を表示できます。

[Monitor] > [Clients] > [Client
Details]の順に選択します。

クライアントポリシー
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例：Application Visibility and Control

例：アプリケーションの可視性設定

この例では、フローレコードとフローモニタの作成方法、フローレコードをフローモニタに適

用する方法、およびフローモニタをWLANに適用する方法を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# flow record fr_v4
Switch(config-flow-record)# match ipv4 protocol
Switch(config-flow-record)# match ipv4 source address
Switch(config-flow-record)# match ipv4 destination address
Switch(config-flow-record)# match transport destination-port
Switch(config-flow-record)# match flow direction
Switch(config-flow-record)# match application name
Switch(config-flow-record)# match wireless ssid
Switch(config-flow-record)# collect counter bytes long
Switch(config-flow-record)# collect counter packets long
Switch(config-flow-record)# collect wireless ap mac address
Switch(config-flow-record)# collect wireless client mac address
Switch(config)#end

Switch# configure terminal
Switch# flow monitor fm_v4
Switch(config-flow-monitor)# record fr_v4
Switch(config-flow-monitor)# cache timeout active 1800
Switch(config)#end

Switch(config)#wlan wlan1
Switch(config-wlan)#ip flow monitor fm_v4 input
Switch(config-wlan)#ip flow mon fm-v4 output
Switch(config)#end

例：Application Visibility and Control の QoS 設定
次に、match protocolでアプリケーション名、カテゴリ、およびサブカテゴリのフィルタを適用し
てクラスマップを作成する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map cat-browsing
Switch(config-cmap)# match protocol attribute category browsing
Switch(config-cmap)#end

Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map cat-fileshare
Switch(config-cmap)# match protocol attribute category file-sharing
Switch(config-cmap)#end

Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map match-any subcat-terminal
Switch(config-cmap)# match protocol attribute sub-category terminal
Switch(config-cmap)#end

Switch# configure terminal
Switch(config)# class-map match-any webex-meeting
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Switch(config-cmap)# match protocol webex-meeting
Switch(config-cmap)#end

次に、ポリシーマップを作成し、アップストリーム QoSの既存のクラスマップを定義する例を
示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map test-avc-up
Switch(config-pmap)# class cat-browsing
Switch(config-pmap-c)# police 150000
Switch(config-pmap-c)# set dscp 12
Switch(config-pmap-c)#end

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map test-avc-up
Switch(config-pmap)# class cat-fileshare
Switch(config-pmap-c)# police 1000000
Switch(config-pmap-c)# set dscp 20
Switch(config-pmap-c)#end

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map test-avc-up
Switch(config-pmap)# class subcat-terminal
Switch(config-pmap-c)# police 120000
Switch(config-pmap-c)# set dscp 15
Switch(config-pmap-c)#end

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map test-avc-up
Switch(config-pmap)# class webex-meeting
Switch(config-pmap-c)# police 50000000
Switch(config-pmap-c)# set dscp 21
Switch(config-pmap-c)#end

次に、ポリシーマップを作成し、ダウンストリーム QoSの既存のクラスマップを定義する例を
示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map test-avc-down
Switch(config-pmap)# class cat-browsing
Switch(config-pmap-c)# police 200000
Switch(config-pmap-c)# set dscp 10
Switch(config-pmap-c)#end

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map test-avc-up
Switch(config-pmap)# class cat-fileshare
Switch(config-pmap-c)# police 300000
Switch(config-pmap-c)# set wlan user-priority 2
Switch(config-pmap-c)# set dscp 20
Switch(config-pmap-c)#end

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map test-avc-up
Switch(config-pmap)# class subcat-terminal
Switch(config-pmap-c)# police 100000
Switch(config-pmap-c)# set dscp 25
Switch(config-pmap-c)#end

Switch# configure terminal
Switch(config)# policy-map test-avc-up
Switch(config-pmap)# class webex-meeting
Switch(config-pmap-c)# police 60000000
Switch(config-pmap-c)# set dscp 41
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Switch(config-pmap-c)#end

次に、定義された QoSポリシーをWLANに適用する例を示します。

Switch# configure terminal
Switch(config)#wlan alpha
Switch(config-wlan)#shut
Switch(config-wlan)#end
Switch(config-wlan)#service-policy client input test-avc-up
Switch(config-wlan)#service-policy client output test-avc-down
Switch(config-wlan)#no shut
Switch(config-wlan)#end

例 :ローカルプロファイリングポリシーのための QoS の属性設定

次の例は、ローカルプロファイリングポリシーのための QoSの属性を設定する方法です :
Switch(config)# class-map type control subscriber match-all local_policy1_class
Switch(config-filter-control-classmap)# match device-type android
Switch(config)# service-template local_policy1_template
Switch(config-service-template)# vlan 40
Switch(config-service-template)# service-policy qos output local_policy1
Switch(config)# policy-map type control subscriber local_policy1
Switch(config-event-control-policymap)# event identity-update match-all
Switch(config-class-control-policymap)# 1 class local_policy1_class do-until-success
Switch(config-action-control-policymap)# 1 activate service-template local_policy1_template
Switch(config)# wlan open_auth 9
Switch(config-wlan)# client vlan VLAN40
Switch(config-wlan)# service-policy type control subscriber local_policy1

Application Visibility and Control 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

『System Management Command Reference Guide,
Cisco IOS XE Release 3SE (Cisco WLC 5700
Series)』

システム管理コマンド

『Flexible NetFlow Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

Flexible NetFlow設定

『Flexible NetFlow Command Reference, Cisco IOS
XE Release 3SE (Cisco WLC 5700 Series)』

Flexible NetFlowコマンド

『QoS Configuration Guide, Cisco IOS XE Release
3E (Cisco WLC 5700 Series)』

QoSの設定

『QoS Command Reference, Cisco IOS XE Release
3E (Cisco WLC 5700 Series)』

QoSコマンド
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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

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

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。

Application Visibility and Control の機能履歴および情報
機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.3SE
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http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/support


機能情報リリース

QoSを使用した AVC制御が導入されました。Cisco IOS XE 3E
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