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はじめに

ここでは、『Cisco 5760 Wireless LAN Controller CleanAirコンフィギュレーションガイド』の対
象読者、構成、および表記法について説明します。また、他のマニュアルの入手方法についても

説明します。この章は、次の項で構成されています。

• 表記法, v ページ

• 関連資料, vii ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, vii ページ

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

説明表記法

^記号と Ctrlは両方ともキーボードの Control（Ctrl）キーを表します。
たとえば、^Dまたは Ctrl+Dというキーの組み合わせは、Ctrlキーを押
しながらDキーを押すことを意味します（ここではキーを大文字で表記
していますが、小文字で入力してもかまいません）。

^または Ctrl

コマンド、キーワード、およびユーザが入力するテキストは太字で記載

されます。

太字

文書のタイトル、新規用語、強調する用語、およびユーザが値を指定す

る引数は、イタリック体で示しています。

Italicフォント

システムが表示する端末セッションおよび情報は、courierフォントで

示しています。

courierフォント

ユーザが入力したテキストは、太字のcourierフォントで示しています。太字の courierフォン

ト
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説明表記法

角カッコの中の要素は、省略可能です。[x]

構文要素の後の省略記号（3つの連続する太字ではないピリオドでスペー
スを含まない）は、その要素を繰り返すことができることを示します。

...

パイプと呼ばれる縦棒は、一連のキーワードまたは引数の選択肢である

ことを示します。

|

どれか 1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

[x | y]

どれか 1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意または必須

の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角カッコ内

の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示し

ています。

[x {y | z}]

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて stringとみなされます。

string

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま

す。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示

しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

!、#

読者への警告の表記法

このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒント
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「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。ワンポイントアドバイス

安全上の重要な注意事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱

い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ

い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての

警告を参照してください。Statement 1071

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

関連資料

スイッチをインストールまたはアップグレードする前に、スイッチのリリースノートを参照

してください。

（注）

•次の URLにあるエラーメッセージデコーダ：

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URLで、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSSフィードとして購読できます。また、リー
ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。
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コマンドラインインターフェイスの使用

• コマンドラインインターフェイスの使用に関する情報, 1 ページ

• CLIを使用して機能を設定する方法, 8 ページ

コマンドラインインターフェイスの使用に関する情報

コマンドモード

Cisco IOSユーザインターフェイスは、いくつかのモードに分かれています。使用可能なコマンド
は、現在のモードによって異なります。各コマンドモードで使用できるコマンドのリストを取得

するには、システムプロンプトで疑問符（?）を入力します。

CLIセッションを開始するには、コンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用できま
す。

セッションを開始するときは、ユーザモード（別名ユーザ EXECモード）が有効です。ユーザ
EXECモードでは、限られた一部のコマンドしか使用できません。たとえばユーザ EXECコマン
ドの大部分は、showコマンド（現在のコンフィギュレーションステータスを表示する）、clear
コマンド（カウンタまたはインターフェイスをクリアする）などのように、1回限りのコマンド
です。ユーザ EXECコマンドは、スイッチをリブートするときには保存されません。

すべてのコマンドにアクセスするには、特権EXECモードを開始する必要があります。特権EXEC
モードを開始するには、通常、パスワードが必要です。このモードでは、任意の特権 EXECコマ
ンドを入力でき、また、グローバルコンフィギュレーションモードを開始することもできます。

コンフィギュレーションモード（グローバル、インターフェイス、およびライン）を使用して、

実行コンフィギュレーションを変更できます。設定を保存した場合はこれらのコマンドが保存さ

れ、スイッチをリブートするときに使用されます。各種のコンフィギュレーションモードにアク

セスするには、まずグローバルコンフィギュレーションモードを開始する必要があります。グ

ローバルコンフィギュレーションモードから、インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドとラインにすることができます。
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次の表に、主要なコマンドモード、各モードへのアクセス方法、各モードで表示されるプロンプ

ト、およびモードの終了方法を示します。
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表 1：コマンドモードの概要

モードの用途終了方法プロンプトAccess Methodモード

このモードを使用

して次の作業を行

います。

•端末の設定変
更

•基本テストの
実行

•システム情報
の表示

logoutまたは
quitを入力し
ます。

Switch>Telnet、SSH、ま
たはコンソールを

使用してセッショ

ンを開始します。

ユーザ EXEC

このモードを使用

して、入力したコ

マンドを確認しま

す。パスワードを

使用して、この

モードへのアクセ

スを保護します。

disableを入力
して終了しま

す。

Switch#ユーザ EXEC
モードで、enable
コマンドを入力し

ます。

特権 EXEC

このモードは、ス

イッチ全体に適用

するパラメータを

設定する場合に使

用します。

終了して特権

EXECモード
に戻るには、

exitまたは
endコマンド
を入力する

か、Ctrl+Zを
押します。

Switch(config)#特権 EXECモー
ドで、configure
コマンドを入力し

ます。

グローバルコン

フィギュレーショ

ン

Switch(config-vlan)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

vlan vlan-idコマ
ンドを入力しま

す。

VLANコンフィ
ギュレーション
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モードの用途終了方法プロンプトAccess Methodモード

このモードを使用

して、VLAN（仮
想LAN）パラメー
タを設定します。

VTPモードがトラ
ンスペアレントで

あるときは、拡張

範囲 VLAN
（VLAN IDが
1006以上）を作成
してスイッチのス

タートアップコン

フィギュレーショ

ンファイルに設定

を保存できます。

グローバルコ

ンフィギュ

レーション

モードに戻る

場合は、exit
コマンドを入

力します。

特権 EXEC
モードに戻る

には、Ctrl+Z
を押すか、

endを入力し
ます。

このモードを使用

して、イーサネッ

トポートのパラ

メータを設定しま

す。

終了してグ

ローバルコン

フィギュレー

ションモード

に戻るには、

exitを入力し
ます。

特権 EXEC
モードに戻る

には、Ctrl+Z
を押すか、

endを入力し
ます。

Switch(config-if)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

interfaceコマンド
を入力し、イン

ターフェイスを指

定します。

インターフェイス

コンフィギュレー

ション

このモードを使用

して、端末回線の

パラメータを設定

します。

Switch(config-line)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

line vtyまたは
line consoleコマ
ンドを使用して回

線を指定します。

ラインコンフィ

ギュレーション
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モードの用途終了方法プロンプトAccess Methodモード

終了してグ

ローバルコン

フィギュレー

ションモード

に戻るには、

exitを入力し
ます。

特権 EXEC
モードに戻る

には、Ctrl+Z
を押すか、

endを入力し
ます。

コマンドの省略形

スイッチでコマンドが一意に認識される長さまでコマンドを入力します。

show configuration特権 EXECコマンドを省略形で入力する方法を次に示します。

Switch# show conf

コマンドの no 形式および default 形式
大部分のコンフィギュレーションコマンドに、no形式があります。no形式は一般に、特定の機
能または動作をディセーブルにする場合、あるいはコマンドの動作を取り消す場合に使用します。

たとえば、no shutdownインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用すると、イン
ターフェイスのシャットダウンが取り消されます。noキーワードなしでコマンドを使用すると、
ディセーブルにされた機能を再度イネーブルにしたり、デフォルトでディセーブルになっている

機能をイネーブルにすることができます。

コンフィギュレーションコマンドには、default形式もあります。コマンドの default形式は、コ
マンドの設定値をデフォルトに戻します。大部分のコマンドはデフォルトでディセーブルに設定

されているので、default形式は no形式と同じになります。ただし、デフォルトでイネーブルに
設定されていて、なおかつ変数が特定のデフォルト値に設定されているコマンドもあります。こ

れらのコマンドについては、defaultコマンドを使用すると、コマンドがイネーブルになり、変数
がデフォルト値に設定されます。
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CLI のエラーメッセージ
次の表に、CLIを使用してスイッチを設定するときに表示される可能性のあるエラーメッセージ
の一部を紹介します。

表 2：CLI の代表的なエラーメッセージ

ヘルプの表示方法意味エラーメッセージ

コマンドを再入力し、最後に疑

問符（?）を入力します。コマ
ンドと疑問符の間にはスペース

を入れません。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

スイッチがコマンドとして認識

できるだけの文字数が入力され

ていません。

% Ambiguous command: "show
con"

コマンドを再入力し、最後に疑

問符（?）を入力します。コマ
ンドと疑問符の間にはスペース

を 1つ入れます。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

コマンドに必須のキーワードま

たは値が、一部入力されていま

せん。

% Incomplete command.

疑問符（?）を入力すると、そ
のコマンドモードで利用でき

るすべてのコマンドが表示され

ます。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

コマンドの入力ミスです。間

違っている箇所をキャレット

（^）記号で示しています。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.

コンフィギュレーションロギング

スイッチの設定変更を記録して表示させることができます。Configuration Change Logging and
Notification機能を使用することで、セッションまたはユーザベースごとに変更内容をトラッキン
グできます。ログに記録されるのは、適用された各コンフィギュレーションコマンド、コマンド

を入力したユーザ、コマンドの入力時間、コマンドに対するパーサからのリターンコードです。

この機能には、登録しているアプリケーションの設定が変更されるときに通知される非同期通知

方式もあります。Syslogへこの通知を送信することも選択できます。

CLIまたは HTTPの変更のみがログとして記録されます。（注）
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ヘルプシステムの使用

システムプロンプトに疑問符（?）を入力すると、各コマンドモードで使用できるコマンドの一
覧が表示されます。また、任意のコマンドについて、関連するキーワードおよび引数の一覧を表

示することもできます。

手順の概要

1. help
2. abbreviated-command-entry?
3. コマンドの先頭部分 <Tab>
4. ?
5. command ?
6. command keyword ?

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コマンドモードのヘルプシステムの簡単な説明

を表示します。

help

例：
Switch# help

ステップ 1   

特定のストリングで始まるコマンドのリストを表

示します。

abbreviated-command-entry?

例：
Switch# di?
dir disable disconnect

ステップ 2   

特定のコマンド名を補完します。コマンドの先頭部分 <Tab>

例：
Switch# sh conf<tab>
Switch# show configuration

ステップ 3   

特定のコマンドモードで使用可能なすべてのコ

マンドをリストします。

?

例：
Switch> ?

ステップ 4   

コマンドに関連するキーワードを一覧表示しま

す。

command ?

例：
Switch> show ?

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

キーワードに関連する引数を一覧表示します。command keyword ?

例：
Switch(config)# cdp holdtime ?
<10-255> Length of time (in sec) that

ステップ 6   

receiver must keep this packet

CLI を使用して機能を設定する方法

コマンド履歴の設定

入力したコマンドは、ソフトウェア側にコマンド履歴として残されます。コマンド履歴機能は、

アクセスコントロールリストの設定時など、長い複雑なコマンドまたはエントリを何度も入力し

なければならない場合、特に便利です。必要に応じて、この機能をカスタマイズできます。

コマンド履歴バッファサイズの変更

デフォルトでは、スイッチは履歴バッファにコマンドライン10行を記録します。現在の端末セッ
ションまたは特定回線のすべてのセッションで、この数を変更できます。この手順は任意です。

手順の概要

1. terminal history [size number-of-lines]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードで現在のターミナルセッション中にス
イッチが記録するコマンドラインの数を変更します。サイ

ズは 0から 256までの間で設定できます。

terminal history [size number-of-lines]

例：
Switch# terminal history size 200

ステップ 1   

コマンドの呼び出し

履歴バッファにあるコマンドを呼び出すには、次の表に示すいずれかの操作を行います。これら

の操作は任意です。
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矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。（注）

手順の概要

1. Ctrl-Pまたは up arrowキーを使用します。
2. Ctrl-Nまたは down arrowキーを使用します。
3. show history

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実行したコマン

ドが最初に呼び出されます。キーを押すたびに、より古いコマンド

が順次表示されます。

Ctrl-Pまたは up arrowキーを使
用します。

ステップ 1   

Ctrl+Pまたは↑キーでコマンドを呼び出した後で、履歴バッファ内
のより新しいコマンドに戻ります。キーを押すたびに、より新しい

コマンドが順次表示されます。

Ctrl-Nまたはdown arrowキーを
使用します。

ステップ 2   

特権EXECモードで、直前に入力したコマンドをいくつか表示しま
す。表示されるコマンドの数は、terminal historyグローバルコン

show history

例：
Switch# show history

ステップ 3   

フィギュレーションコマンドおよび historyラインコンフィギュ
レーションコマンドの設定値によって制御されます。

コマンド履歴機能の無効化

コマンド履歴機能は、自動的にイネーブルになっています。現在の端末セッションまたはコマン

ドラインでディセーブルにできます。この手順は任意です。

手順の概要

1. terminal no history
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権EXECモードで現在のターミナルセッション中
のこの機能を無効にします。

terminal no history

例：
Switch# terminal no history

ステップ 1   

編集機能の有効化および無効化

拡張編集モードは自動的にイネーブルに設定されますが、ディセーブルにしたり、再びイネーブ

ルにしたりできます。

手順の概要

1. terminal editing
2. terminal no editing

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権EXECモードで現在のターミナルセッションにおけ
る拡張編集モードを再び有効にします。

terminal editing

例：
Switch# terminal editing

ステップ 1   

特権EXECモードで現在のターミナルセッションにおけ
る拡張編集モードを無効にします。

terminal no editing

例：
Switch# terminal no editing

ステップ 2   
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キー入力によるコマンドの編集

キーストロークは、コマンドラインの編集に役立ちます。これらのキーストロークは任意です。

矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。（注）

表 3：編集コマンド

説明編集コマンド

カーソルを 1文字後退させます。Ctrl-Bまたはleft arrowキーを使用します。

カーソルを 1文字前進させます。Ctrl-Fまたはright arrowキーを使用します。

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま

す。

Ctrl-A

カーソルをコマンドラインの末尾に移動しま

す。

Ctrl-E

カーソルを 1単語後退させます。Esc B

カーソルを 1単語前進させます。Esc F

カーソルの左にある文字を、カーソル位置の文

字と置き換えます。

Ctrl-T

カーソルの左にある文字を消去します。Deleteまたは Backspaceキー

カーソル位置にある文字を削除します。Ctrl-D

カーソル位置からコマンドラインの末尾までの

すべての文字を削除します。

Ctrl-K

カーソル位置からコマンドラインの先頭までの

すべての文字を削除します。

Ctrl-Uまたは Ctrl-X

カーソルの左にある単語を削除します。Ctrl-W

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま

す。

Esc D

カーソル位置のワードを大文字にします。Esc C
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カーソルの場所にある単語を小文字にします。Esc L

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に

します。

Esc U

特定のキーストロークを実行可能なコマンド

（通常はショートカット）として指定します。

Ctrl-Vまたは Esc Q

1行または 1画面下へスクロールして、端末画
面に収まりきらない表示内容を表示させます。

showコマンドの出力など、端末画面
に一度に表示できない長い出力では、

Moreプロンプトが使用されます。
Moreプロンプトが表示された場合
は、ReturnキーおよびSpaceキーを使
用してスクロールできます。

（注）

Returnキー

1画面分下にスクロールします。Space bar

スイッチから画面に突然メッセージが出力され

た場合に、現在のコマンドラインを再表示しま

す。

Ctrl-Lまたは Ctrl-R

画面幅よりも長いコマンドラインの編集

画面上で 1行分を超える長いコマンドラインについては、コマンドのラップアラウンド機能を使
用できます。カーソルが右マージンに達すると、そのコマンドラインは10文字分だけ左へシフト
されます。コマンドラインの先頭から10文字までは見えなくなりますが、左へスクロールして、
コマンドの先頭部分の構文をチェックできます。これらのキー操作は任意です。

コマンドの先頭にスクロールして入力内容をチェックするには、Ctrl-Bキーまたは←キーを繰り
返し押します。コマンドラインの先頭に直接移動するには、Ctrl-Aを押します。

矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。（注）

次に、画面上で 1行を超える長いコマンドラインを折り返す例を示します。

手順の概要

1. access-list
2. Ctrl-A
3. Returnキー
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

1行分を超えるグローバルコンフィギュレーションコマンド
入力を表示します。

access-list

例：

Switch(config)# access-list 101 permit

ステップ 1   

最初にカーソルが行末に達すると、その行は 10文字分だけ左
へシフトされ、再表示されます。ドル記号（$）は、その行が

tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
左へスクロールされたことを表します。カーソルが行末に達す

るたびに、その行は再び 10文字分だけ左へシフトされます。
10.15.22.35
Switch(config)# $ 101 permit tcp
10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35
255.25
Switch(config)# $t tcp 10.15.22.25
255.255.255.0 131.108.1.20
255.255.255.0 eq
Switch(config)# $15.22.25 255.255.255.0
10.15.22.35 255.255.255.0 eq 45

完全な構文をチェックします。Ctrl-A

例：
Switch(config)# access-list 101 permit
tcp 10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.2$

ステップ 2   

行末に表示されるドル記号（$）は、その行が右へスクロール
されたことを表します。

コマンドを実行します。Returnキーステップ 3   

ソフトウェアでは、端末画面は 80カラム幅であると想定され
ています。画面の幅が異なる場合は、terminalwidth特権EXEC
コマンドを使用して端末の幅を設定します。

ラップアラウンド機能とコマンド履歴機能を併用すると、前に

入力した複雑なコマンドエントリを呼び出して変更できます。

show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング
showおよび moreコマンドの出力を検索およびフィルタリングできます。この機能は、大量の出
力をソートする場合や、出力から不要な情報を除外する場合に役立ちます。これらのコマンドの

使用は任意です。

手順の概要

1. {show |more} command | {begin | include | exclude} regular-expression
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

出力を検索およびフィルタリングします。{show |more} command | {begin | include | exclude}
regular-expression

ステップ 1   

文字列では、大文字と小文字が区別されます。た

とえば、| exclude outputと入力した場合、output
例：
Switch# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up

を含む行は表示されませんが、outputを含む行は
表示されます。

Vlan10 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/2 is up, line protocol is up

コンソール接続または Telnet 経由の CLI へのアクセス
CLIにアクセスするには、スイッチに付属のハードウェアインストレーションガイドに記載され
ているように、端末または PCをスイッチコンソールに接続するか、PCをイーサネット管理ポー
トに接続して、スイッチの電源をオンにする必要があります。

スイッチがすでに設定されている場合は、ローカルコンソール接続またはリモート Telnetセッ
ションによって CLIにアクセスできますが、このタイプのアクセスに対応できるように、先にス
イッチを設定しておく必要があります。

次のいずれかの方法で、スイッチとの接続を確立できます。

•スイッチコンソールポートを管理ステーションまたはダイヤルアップモデムに接続するか、
イーサネット管理ポートをPCに接続します。コンソールポートまたはイーサネット管理ポー
トへの接続方法については、スイッチのハードウェアインストレーションガイドを参照し

てください。

•リモート管理ステーションから任意の Telnet TCP/IPまたは暗号化セキュアシェル（SSH）
パッケージを使用します。スイッチはTelnetまたは SSHクライアントとのネットワーク接続
が可能でなければなりません。また、スイッチにイネーブルシークレットパスワードを設

定しておくことも必要です。

•スイッチは同時に最大 16の Telnetセッションをサポートします。1人の Telnetユーザ
によって行われた変更は、他のすべての Telnetセッションに反映されます。

•スイッチは最大 5つの安全な SSHセッションを同時にサポートします。

コンソールポート、イーサネット管理ポート、Telnetセッション、または SSHセッション経
由で接続したら、管理ステーション上にユーザ EXECプロンプトが表示されます。
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VideoStream コマンド

• ap dot11 media-stream multicast-direct, 16 ページ

• show ap dot11, 18 ページ

• show wireless media-stream group, 20 ページ

• wireless media-stream multicast-direct, 22 ページ

• wireless media-stream, 23 ページ
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ap dot11 media-stream multicast-direct
2.4 GHz/5 GHz帯域のマルチキャストダイレクトを設定するには、ap dot11 media-stream
multicast-directコマンドを使用します。

ap dot11 {24ghz| 5ghz}media-stream {multicast-direct {admission-besteffort| client-maximum value|
radio-maximum value}| video-redirect}

___________________
構文の説明 802.11帯域のマルチキャストダイレクトを設定します。multicast-direct

ベストエフォートキューにメディアストリームを許可します。admission-besteffort

クライアントで許可されるストリームの最大数を指定します。client-maximum value

2.4 GHzまたは 5GHz帯域で許可されるストリームの最大数を指
定します。

radio-maximum value

非マルチキャストダイレクトビデオを無線で BestEffortキュー
にリダイレクトします。

video-redirect

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード config

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、リリース 7.6以前のリリースで導入されました。7.6
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___________________
使用上のガイドライン 802.11ネットワークのメディアストリームマルチキャストダイレクトパラメータを設定する前

に、ネットワークが非動作であることを確認します。

___________________
例 次に、2.4 GHz帯域のマルチキャストダイレクトを設定する例を示します。

(Cisco Controller) >Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#ap dot11 24ghz media-stream multicast-direct

関連コマンド

説明コマンド

マルチキャストダイレクトのステータスを設定しま

す。

wireless media-stream multicast-direct
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show ap dot11
802.11帯域パラメータを表示するには、showapdot11 コマンドを使用します。

show ap dot11 {24ghz| 5ghz} {media-stream rrc| network| profile| summary}

___________________
構文の説明

メディアストリーム設定を表示します。media-streamrrc

ネットワーク設定を表示します。network

すべての Cisco APのプロファイル情報を表示します。profile

802.11bおよび 802.11a Cisco APの設定と統計情報を表示します。summary

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ユーザ EXECコマンドモードまたは特権 EXECコマンドモード

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、リリース 7.6以前のリリースで導入されました。7.6

___________________
使用上のガイドライン なし。

___________________
例 次に、show ap dot11 24ghz media-stream rrcコマンドの出力例を示します。

Switch#show ap dot11 24ghz media-stream rrc

   Cisco IOS XE リリース 3SE Cisco C3850 シリーズ Catalyst スイッチ VideoStream コマンドリファレン
ス

18 OL-28534-02  

VideoStream コマンド
show ap dot11



Multicast-direct : Disabled
Best Effort : Disabled
Video Re-Direct : Disabled
Max Allowed Streams Per Radio : Auto
Max Allowed Streams Per Client : Auto
Max Video Bandwidth : 0
Max Voice Bandwidth : 75
Max Media Bandwidth : 85
Min PHY Rate (Kbps) : 6000
Max Retry Percentage : 80

関連コマンド

説明コマンド

ワイヤレスメディアストリームのさまざまなパラメータを

設定します。

wireless media-stream
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show wireless media-stream group
ワイヤレスメディアストリームグループの詳細を表示するには、showwirelessmedia-streamgroup
コマンドを使用します。

show wireless media-stream group {detail GroupName| summary}

___________________
構文の説明

コマンドで指定されているグループのメディアストリームグループ

の設定の詳細を表示します。

detail GroupName

メディアストリームグループの設定の概要を表示します。summary

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ユーザ EXECモードまたは特権 EXECモード

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、リリース 7.6以前のリリースで導入されました。7.6

___________________
使用上のガイドライン なし。

___________________
例 次に、show wireless media-stream group detail GRP1コマンドの出力例を示します。
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関連コマンド

説明コマンド

ワイヤレスメディアストリームのさまざまなパラメータを

設定します。

wireless media-stream
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wireless media-stream multicast-direct
マルチキャストダイレクトのステータスを設定するには、media-streammulticast-directコマンド
を使用します。マルチキャストダイレクトのステータスを削除するには、このコマンドのno形式
を使用します。

no wireless media-stream multicast-direct

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード config

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、リリース 7.6以前のリリースで導入されました。7.6

___________________
使用上のガイドライン

メディアストリームマルチキャストダイレクトを使用するには、負荷ベースのコールアドミッ

ション制御（CAC）が実行されている必要があります。WLANQuality of Service（QoS）を goldま
たは platinumのいずれかに設定する必要があります。

___________________
例 次に、ワイヤレス LANメディアストリームのマルチキャストダイレクトを設定する例を示しま

す。

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#wireless media-stream multicast-direct
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wireless media-stream
さまざまなパラメータを設定するには、wirelessmedia-streamコマンドを使用します。

wireless media-stream group groupName [startipAddr endipAddr]

wireless media-stream group{ avg-packet-size default exit max-bandwidth no policy qos}

wireless media-stream {multicast-direct|message [phone phone| URL URL| Notes注| Email Email]}

___________________
構文の説明

グループのマルチキャストダイレクトステータスを設定しま

す。

group groupName

グループの開始 IPアドレスを設定します。startipAddr

グループの終了 IPアドレスを設定します。endipAddr

平均パケットサイズを設定します。group avg-packet-size

コマンドをデフォルト値に設定します。groupデフォルト

サブモードを終了します。group exit

予想されるストリームの最大帯域幅をKbps単位で設定します。group max-bandwidth

コマンドを無効にするか、そのデフォルトに設定します。group no

メディアストリームのアドミッションポリシーを設定します。groupポリシー

エア QoSクラスを <'video'> ONLYに設定します。group qos

マルチキャストダイレクトステータスを設定します。multicast-direct

セッションアナウンスメッセージを設定します。message

セッションアナウンスの電話番号を設定します。phone phone

セッションアナウンス URLを設定します。URL URL

セッションアナウンスメモを設定します。Notes注

セッションアナウンス電子メールを設定します。Email Email

___________________
コマンドデフォルト ディセーブル

___________________
コマンドモード config
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドは、リリース 7.6以前のリリースで導入されました。7.6

___________________
使用上のガイドライン メディアストリームマルチキャストダイレクトを使用するには、負荷ベースのコールアドミッ

ション制御（CAC）が実行されている必要があります。

___________________
例 次に、予想されるマルチキャスト宛先アドレス、ストリームの帯域幅の使用量およびストリーム

の優先順位のパラメータなど、各メディアストリームとそのパラメータを設定する例を示しま

す。

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#wireless media-stream group GROUP1 231.1.1.1 231.1.1.10
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