
 

Cisco Context-Aware Service コンフィギュレー

ション ガイド

リリース 7.2.103.0
2012 年 2 月
Text Part Number: OL-23943-02-J



【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。

本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報

につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあ

り、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますこと

をご了承ください。

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ

イトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊

社担当者にご確認ください。
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項

は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべ

てユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public
domain version of the UNIX operating system.All rights reserved.Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよび

これら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめ

とする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接

的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S.and other countries.To view a list of Cisco trademarks, go to this
URL: www.cisco.com/go/trademarks.Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners.The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company.(1110R)

Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド
Copyright © 2012 Cisco Systems, Inc.All rights reserved.

http://www.cisco.com/go/trademarks
www.cisco.com/jp/go/safety_warning/


はじめに

ここでは、『Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド』の概要を示します。次の項

目について説明します。

• 「目標」（P.iii）

• 「対象読者」（P.iii）

• 「表記法」（P.iii）

• 「関連資料」（P.ix）

• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.ix）

目標
このマニュアルでは、Cisco Prime Network Control System（NCS）を使用して Cisco 3300 シリーズ 
モビリティ サービス エンジンおよびモビリティ サービス エンジン上に常駐する Context-Aware 
Service を設定および管理する方法について説明します。

対象読者
このマニュアルの目的は、Context-Aware Service を設定し、管理することです。作業を開始する前に、

ネットワークの構造、用語、および概念を十分に理解しておく必要があります。

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用して手順および情報を表示しています。

• コマンドおよびキーワードは、太字で示しています。

• 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。

• 一連のメニュー オプションは、[オプション ] > [オプション ] として表示されます。

例では、次の表記法を使用しています。

• 画面に表示される例およびコマンドラインは、screen フォントで示します。

• 入力する必要がある情報を例示する場合は、太字の screen フォントで示します。

• ユーザが値を指定する変数は、イタリック体の screen フォントで示します。
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はじめに
（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意 「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。

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of 
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this 
device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan 
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij 
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard 
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de 
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt 
raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin 
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu 
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen 
mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien 
lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant 
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez 
conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures 
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des 
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, 
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS
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はじめに
Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen 
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und 
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder 
Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten 
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle 
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli 
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. 
Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza  per individuare le 
traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du 
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med 
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten 
av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne 
enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de 
lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos 
perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de 
prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para 
localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el 
número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña 
a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
v
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はじめに
Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. 
Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och 
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av 
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna 
anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Figyelem
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はじめに
Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões 
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os 
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o 
número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de 
segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de 
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til 
undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de 
oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
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はじめに
関連資料
モビリティ サービス エンジンのインストールおよびセットアップ情報については、『Cisco 3310 
Mobility Services Engine Getting Started Guide or Cisco 3350 Mobility Services Engine Getting Started 
Guide』を参照してください。

これらのマニュアルは、次の URL の Cisco.com で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_install_and_upgrade.html

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/en/US/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。
ix
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C H A P T E R 1

概要

この章では、全体的な Cisco Unified Wireless Network（CUWN）内の Cisco Context-Aware Mobility
（CAM）ソリューションのコンポーネントである、Cisco 3300 シリーズ Mobility Services Engine
（MSE）の役割について説明します。

また、Mobility Services Engine でサポートされているサービスおよび CAM のコンポーネントである、

Context-Aware Service（CAS）ソフトウェアについても説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco Context-Aware Mobility ソリューションについて」（P.1-1）

• 「クライアントとタグのライセンス情報」（P.1-2）

• 「注意事項と制約事項」（P.1-3）

• 「状況依存情報の表示」（P.1-3）

• 「イベント通知」（P.1-5）

• 「設定と管理」（P.1-6）

• 「モビリティ サービス エンジンの同期」（P.1-7）

• 「Context-Aware の計画および検証」（P.1-8）

• 「モニタリング機能」（P.1-8）

• 「メンテナンス操作」（P.1-8）

• 「MSE システムとアプライアンスの強化」（P.1-8）

• 「システム互換性」（P.1-9）

Cisco Context-Aware Mobility ソリューションについて
CAM ソリューションの基盤は、CUWN のコントローラベース アーキテクチャです。CUWN には、主

要なコンポーネントとしてアクセス ポイント、ワイヤレス LAN コントローラ、Cisco Prime Network 
Control System（NCS）管理アプリケーション、Cisco 3300 シリーズ Mobility Services Engine が含ま

れています。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「Cisco 3300 シリーズ Mobility Services Engine」（P.1-2）

• 「CAS」（P.1-2）

• 「[ContextAware] タブ」（P.1-4）
1-1
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第 1 章      概要

クライアントとタグのライセンス情報
Cisco 3300 シリーズ Mobility Services Engine
Cisco 3300 シリーズ Mobility Services Engine は、CAM ソリューションのコンポーネントである CAS 
で動作します（図 1-1 を参照）。

Mobility Services Engine には 3 つのモデルがあります。

• Cisco 3310 モビリティ サービス エンジン

• Cisco 3350 Mobility Services Engine

• Cisco 3355 モビリティ サービス エンジン

図 1-1 Context-Aware Mobility ソリューション

CAS

CAS により、シスコ アクセス ポイントから状況依存情報（ロケーション、温度、可用性など）を取得

することで、モビリティ サービス エンジンは数千のモバイル アセットとクライアントを同時に追跡で

きます。

CAS は、受信した状況依存情報を処理する際に 2 つのエンジンを使用します。Context-Aware Engine 
for Clients は Wi-Fi クライアントから受信したデータを処理し、Context-Aware Engine for Tags は 
Wi-Fi タグから受信したデータを処理します。これらのエンジンは、業務上のニーズに応じて一括でま

とめて導入するか、または個別に導入することができます。

クライアントとタグのライセンス情報
アクセス ポイントからタグおよびクライアントに関する状況依存情報を取得するには、シスコからラ

イセンスを購入する必要があります。

• タグとクライアントのライセンスはそれぞれ個別に提供されます。（クライアントのライセンスに

は、不正クライアント、不正アクセス ポイント、干渉、および有線クライアントのトラッキング

も含まれています）。
1-2
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第 1 章      概要

注意事項と制約事項
• タグ、クライアント、不正クライアント、不正アクセス ポイントの詳細については、第 9 章
「Context-Aware Service の計画および検証」を参照してください。

• タグとクライアントのライセンスは、さまざまな数量（1,000 ～ 12,000 ユニット）で提供されま

す。Mobility Services Engine のハードウェアに応じて、 大 18,000 の Wi-Fi クライアントおよび 
Wi-Fi タグ（合計数）がサポートされます。

– Cisco 3310 Mobility Services Engine では、 大 2,000 のクライアントおよびタグ（合計数）

がサポートされます。

– Cisco 3350 Mobility Services Engine では、 大 18,000 のクライアントおよびタグ（合計数）

がサポートされます。

• タグとクライアントのライセンスの詳細については、次の URL の『Cisco 3300 Series Mobility 
Services Engine Release Note, Release 6.0』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_series_home.html

• Mobility Services Engine へのクライアントとタグのライセンスの追加に関する詳細については、

第 2 章「モビリティ サービス エンジンとライセンスの追加および削除」を参照してください。

注意事項と制約事項
ユーザ名、IP アドレス、および部分的な MAC アドレスベースのトラブルシューティングは、MSE 
Release 7.0.200.0 以降のみでサポートされます。

状況依存情報の表示
収集された状況依存情報は、中央集中型 WLAN 管理プラットフォームである NCS のグラフィカル 
ユーザ インターフェイス形式で表示できます。

（注） ただし、NCS を使用する前に、コマンドライン インターフェイス コンソール セッションを使用して、

Mobility Services Engine の初期設定を行う必要があります。『Cisco 3350 Mobility Services Engine 
Getting Started Guide』および『Cisco 3100 Mobility Services Engine Getting Started Guide』を参照し

てください。これらのマニュアルは 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_series_home.html にあります。

モビリティ サービス エンジンのインストールと初期設定が完了したら、モビリティ サービス エンジン

は複数の Cisco ワイヤレス LAN コントローラと通信し、オペレータにより定義された状況依存情報を

収集できます。次に、関連付けられている NCS を使用して各モビリティ サービス エンジンと通信し、

選択されたデータを転送および表示できます。

クライアント、不正アクセス ポイント、不正クライアント、モバイル ステーション、およびアクティ

ブ RFID アセット タグに関するデータを収集するように Mobility Services Engine を設定できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「[ContextAware] タブ」（P.1-4）

• 「ContextAware ダッシュボードからのロケーション アシストされるクライアントのトラブル

シューティング」（P.1-5）
1-3
Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド

OL-23943-02-J

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_series_home.html


第 1 章      概要

状況依存情報の表示
[ContextAware] タブ

NCS ホーム ページの [ContextAware] タブにアクセスできます。このタブには、重要な Context-Aware 
Service ソフトウェア情報があります。

次の出荷時の初期状態コンポーネントは、[ContextAware] タブに表示されます。

• [MSE Historical Element Count]：指定の期間のタグ、クライアント、不正 AP、不正クライアン

ト、干渉、有線クライアント、およびゲスト クライアントの数の履歴トレンドを表示します。

（注） [MSE Historical Element Count] の情報は、時間ベースのグラフで表示されます。時間ベース

のグラフでは、グラフ ページの上部に、6 時間、1 日、1 週間、2 週間、4 週間、3 ヵ月、6 ヵ
月、1 年、およびカスタムを表示するリンク バーがあります。選択すると、そのタイム フレー

ムのデータが取得され、対応するグラフが表示されます。

• [Rogue Element Detected by CAS]：不正 AP および不正クライアントのインデックスをパーセン

テージで示します。また、1 時間、24 時間、および 24 時間を超える期間以内に各 MSE によって

検出された不正 AP と不正クライアントの数も表示します。

不正 AP のインデックスは、NCS 上のすべての MSE で不正 AP として検出された合計のアクティ

ブな追跡済み要素のパーセンテージとして定義されます。

不正クライアントのインデックスは、NCS 上のすべての MSE で不正クライアントとして検出され

た合計のアクティブな追跡済み要素のパーセンテージとして定義されます。

• [Location Assisted Client Troubleshooting]：ロケーション アシスタンスとともにこのオプション

を使用して、クライアントをトラブルシューティングできます。トラブルシューティングの基準と

して MAC アドレス、ユーザ名、または IP アドレスを指定できます。

（注） ユーザ名、IP アドレス、および部分的な MAC アドレスベースのトラブルシューティングは、

MSE Release 7.0.200.0 以降のみでサポートされます。

ロケーション アシストされるクライアントのトラブルシューティングの詳細については、

「ContextAware ダッシュボードからのロケーション アシストされるクライアントのトラブル

シューティング」（P.1-5）を参照してください。

• [MSE Tracking Counts]：各要素タイプの追跡数と非追跡数を表します。要素タイプには、タグ、

不正 AP、不正クライアント、干渉、有線クライアント、ワイヤレス クライアント、およびゲスト 
クライアントが含まれます。

• [Top 5 MSEs]：ライセンス使用率のパーセンテージに基づいて上位 5 つの MSE を一覧表示しま

す。また、MSE ごとに各要素タイプの数を表示します。

• 詳細なレポートを取得するには、コンポーネントで数リンクをクリックします。

• グラフとグリッド ビューを切り替えるには、コンポーネント内のアイコンを使用します。

• グリッドまたはグラフをページ全体で表示するには、[Enlarge Chart] アイコンを使用します。
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イベント通知
ContextAware ダッシュボードからのロケーション アシストされるクライ
アントのトラブルシューティング

NCS ホームページの [ContextAware] タブを使用して、クライアントのトラブルシューティングを実行

できます。

MAC アドレス、ユーザ名、または IP アドレスを検索条件として指定し、[Troubleshoot] をクリックし

ます。

[Troubleshoot Client] ページが表示されます。

[Context Aware History] タブで Context Aware 履歴レポートを表示できます。

このレポートを MSE 名に基づいてフィルタリングできます。さらに [Timezone]、[State]、または 
[All] に基づいて、レポートをフィルタリングできます。状態は、アソシエート済みまたはディスアソ

シエート済みのいずれかです。

[Timezone] を選択した場合は、次のいずれかを選択できます。

• Date and Time

または

• ドロップダウン リストの次のいずれかの値：

– Last 1 Hour

– Last 6 Hours

– Last 1 Day

– Last 2 Days

– Last 3 Days

– Last 4 Days

– Last 5 Days

– Last 6 Days

– Last 7 Days

– Last 2 Weeks

– Last 4 Weeks

別の方法として、[Generate Report] リンクを使用して、クライアント ロケーション履歴レポートを生

成できます。また、レポート ページで使用可能なアイコンを使用して、CSV または PDF 形式にレポー

トをエクスポートしたり、レポートを電子メールで送信したりできます。

NCS ホーム ページの [ContextAware] タブの詳細については、「[ContextAware] タブ」（P.1-4）を参照

してください。

イベント通知
Mobility Services Engine は、次の転送メカニズムを介して、登録されたリスナーにイベント通知を送

信します。

• Simple Object Access Protocol（SOAP）

• 簡易メール転送プロトコル（SMTP）メール

• 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）

• Syslog
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設定と管理
（注） NCS は、SNMP を介してイベント通知を受信するリスナーとして動作できます。イベント通知を使用

しない場合、NCS およびサードパーティのアプリケーションは、定期的にロケーションベース サービ

スからロケーション情報を要求する必要があります（図 1-2 を参照）。

図 1-2 プル通信モデル

ただし、プル通信モデルは、ロケーション情報に対するよりリアルタイムの更新を必要とするアプリ

ケーションには適しません。これらのアプリケーションでは、登録されたリスナーが特定の条件を満た

している場合に、Mobility Services Engine のプッシュ イベント通知を設定できます。

設定と管理
NCS を使用して、モビリティ サービス エンジンの追加と削除、モビリティ サービス エンジン プロパ

ティの設定、ユーザとグループの管理をはじめとした、さまざまな設定タスクと管理タスクを実行でき

ます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「Mobility Services Engine の追加と削除」（P.1-6）

• 「モビリティ サービス エンジンの同期」（P.1-7）

• 「ハイ アベイラビリティの設定」（P.1-7）

• 「仮想アプライアンスの設定」（P.1-7）

• 「Mobility Services Engine のプロパティの編集」（P.1-7）

• 「ユーザとグループの管理」（P.1-7）

• 「モビリティ サービス エンジンの同期」（P.1-7）

• 「モニタリング機能」（P.1-8）

• 「MSAP 要件のプロビジョニング」（P.1-8）

• 「メンテナンス操作」（P.1-8）

• 「MSE システムとアプライアンスの強化」（P.1-8）

Mobility Services Engine の追加と削除

NCS を使用して、ネットワーク内のモビリティ サービス エンジンの追加と削除ができます。モビリ

ティ サービス エンジンでサポートされているサービスを定義することもできます。設定の詳細につい

ては第 2 章「モビリティ サービス エンジンとライセンスの追加および削除」を参照してください。
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設定と管理
モビリティ サービス エンジンの同期

NCS を使用して、Cisco Wireless LAN Controllers と NCS をモビリティ サービス エンジンと同期でき

ます。詳細については、第 3 章「モビリティ サービス エンジンの同期」 を参照してください。

ハイ アベイラビリティの設定

NCS を使用して、MSE にハイ アベイラビリティを設定できます。モビリティ サービス エンジンは、

複数のモビリティ アプリケーションをホストするプラットフォームです。アクティブな各 MSE は別の

非アクティブ インスタンスによりバックアップされます。アクティブな MSE はプライマリ MSE、非

アクティブな MSE はセカンダリ MSE と呼ばれます。詳細については、第 4 章「ハイ アベイラビリ

ティの設定」 を参照してください。

仮想アプライアンスの設定

MSE は、さまざまなパフォーマンス特性を持つ物理アプライアンスにプリインストールされます。

MSE は、物理アプライアンスと仮想アプライアンスの 2 つのモードで提供されます。詳細については、

第 5 章「MSE 配信モード」を参照してください。

Mobility Services Engine のプロパティの編集

NCS を使用して、モビリティ サービス エンジンの次のパラメータを設定できます。設定の詳細につい

ては第 6 章「システム プロパティの設定および表示」を参照してください。

• [General Properties]：連絡先名、ユーザ名、パスワード、およびモビリティ サービス エンジンの 
HTTP を割り当てることができます。

• [Active Sessions]：モビリティ サービス エンジン上のアクティブなユーザ セッションを確認でき

ます。

• [Trap Destinations]：モビリティ サービス エンジンにより生成される SNMP トラップを受信する 
NCS または Cisco Security Monitoring, Analysis, and Response System（CS-MARS）ネットワー

ク管理プラットフォームを指定できます。

• [Advanced Parameters]：イベントを保存する日数、ハードウェアのリブート、ハードウェアの

シャットダウン、またはデータベースのクリアの設定ができます。

ユーザとグループの管理

NCS を使用して、ユーザ、グループ、およびモビリティ サービス エンジンへのホスト アクセスを管理

できます。設定の詳細については第 7 章「ユーザとグループの管理」を参照してください。 

イベント通知の設定

NCS を使用して、Mobility Services Engine で特定のリスナーに通知を送信する基準を定義できます。

この章では、イベントおよびイベント グループの定義方法とイベント通知の概要の表示方法について

説明します。コンフィギュレーション イベントの通知については、第 8 章「イベント通知の設定」を

参照してください。
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設定と管理
Context-Aware の計画および検証

アクセス ポイントの配置を計画し、 適化するには、NCS を使用して、ポイントまたはリニア キャリ

ブレーションを実行できます。さらに、精度ツールを使用して不正でないクライアント、アセット タ
グ、干渉のロケーション精度を分析できます。詳細については、第 9 章「Context-Aware Service の計

画および検証」を参照してください。

モニタリング機能

NCS を使用して、モビリティ サービス エンジンによって生成されるアラーム、イベント、およびログ

をモニタできます。モビリティ サービス エンジンのステータス、クライアント、干渉、タグ付きア

セットもモニタできます。また、モビリティ サービス エンジンの使用率レポートを生成して、CPU と
メモリの使用率を判断し、クライアント、タグ、および不正アクセス ポイントと不正クライアントを

カウントすることができます。詳細については、第 9 章「Context-Aware Service の計画および検証」

および第 10 章「システムとサービスのモニタリング」を参照してください。

MSAP 要件のプロビジョニング

Cisco Mobility Services Advertisement Protocol（MSAP）では、MSAP クライアントおよびサーバの

要件を規定し、それらの間でのメッセージ交換を記述します。モバイルデバイスは、MSAP を使用し

て MSAP サーバから Wi-Fi インフラストラクチャを介してサービス アドバタイズメントを取得できま

す。このリリースのモビリティ サービス エンジン（MSE）では、MSAP が導入され、サーバ機能が提

供されています。詳細については、第 11 章「MSAP」を参照してください。

メンテナンス操作

NCS に事前に定義した FTP フォルダにモビリティ サービス エンジンのデータを定義した間隔でバッ

クアップし、その NCS からモビリティ サービス エンジンのデータを復元することができます。その他

の実行できるモビリティ サービス エンジンのメンテナンス操作には、NCS ステーションからアソシ

エートされているすべてのモビリティ サービス エンジンへの新規ソフトウェア イメージのダウンロー

ド、モビリティ サービス エンジンの設定のクリアなどがあります。詳細については、第 12 章「メンテ

ナンス操作の実行」を参照してください。

（注） NCS の代わりに、コマンドライン インターフェイスを使用して、モビリティ サービス エンジンの 
GRUB とルート パスワードを復元する方法の詳細については、第 12 章「メンテナンス操作の実行」

も参照してください。

MSE システムとアプライアンスの強化

システムとアプライアンスを強化するには、正常に機能させるために一部のサービスとプロセスを公開

する必要があります。MSE の強化には、不要なサービスの無効化、 新のサーバ バージョンへのアッ

プグレード、ファイル、サービス、エンド ポイントへの適切な制限付き権限の適用が含まれます。詳

細については、付録 A「MSE システムとアプライアンスの強化のガイドライン」を参照してください。
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設定と管理
システム互換性

現在使用しているリリースに対する 新システム（コントローラ、NCS、モビリティ サービス エンジ

ン）の互換性情報、機能のサポート、および操作上の注意については、次の URL で入手可能な

『Cisco 3300 Mobility Services Engine Release Note』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_series_home.html
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モビリティ サービス エンジンとライセンスの
追加および削除

この章では、Cisco 3300 シリーズ モビリティ サービス エンジンを Cisco NCS に対して追加および削

除する方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「MSE のライセンス要件」（P.2-1）

• 「注意事項と制約事項」（P.2-3）

• 「モビリティ サービス エンジンの NCS への追加」（P.2-3）

• 「NCS からのモビリティ サービス エンジンの削除」（P.2-7）

• 「デバイスと wIPS 製品認証キーの登録」（P.2-7）

• 「デバイスおよび wIPS ライセンス ファイルのインストール」（P.2-11）

• 「タグ PAK の登録」（P.2-11）

• 「タグ ライセンスのインストール」（P.2-12）

MSE のライセンス要件
MSE には、次のような関連サービス エンジンとアプリケーション プロセスとともに、ネットワーク 
トポロジ、NMSP などの設計、ネットワーク リポジトリに関連する複数の製品機能が付属しています。

• ロケーション サービスまたは Context-Aware Service ソフトウェア

• ワイヤレス侵入防御システム（wIPS）

MSE とそのサービスをスムーズに管理できるように、各種ライセンスが提供されています。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「MSE ライセンスの構成マトリクス」（P.2-1）

• 「MSE ライセンス ファイルのサンプル」（P.2-2）

• 「MSE ライセンスの取り消しと再使用」（P.2-2）

MSE ライセンスの構成マトリクス

表 2-1 に、MSE、ロケーション サービスまたは Context-Aware Service ソフトウェア、および wIPS に
ついて、ハイエンド、ローエンド、および評価ライセンスのライセンス内容を示します。
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MSE のライセンス要件
MSE ライセンス ファイルのサンプル

次に、MSE ライセンス ファイルのサンプルを示します。

FEATURE MSE cisco 1.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=UDI=udi,COUNT=1 \

HOSTID=ANY \

NOTICE="<LicFileID>MSELicense</LicFileID><LicLineID>0</Li cLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" \

SIGN="0C04 1EBA BE34 F208 404F 98ED 43EC \

45D7 F881 08F6 7FA5 4DED 43BC AF5C C359 0444 36B2 45CF 6EA6 \

1DB1 899F 413F F543 F426 B055 4C7A D95D 2139 191F 04DE"

このサンプル ファイルには、ライセンス エントリが 5 つあります。どのライセンス エントリでも 初

の行の先頭の語は、どのタイプのライセンスであるかを示します。これは、Feature または Increment 
ライセンスのいずれかになります。Feature（機能）ライセンスは、単一アイテムの固定ライセンスで

す。複数のサービス エンジンを MSE で実行できます。Increment（増分）ライセンスは、追加型のラ

イセンスです。MSE では、個々のサービス エンジンが Increment ライセンスとして扱われます。

初の行の 2 番めの語は、ライセンス付与する特定のコンポーネントを定義します。たとえば、MSE 
です。3 番めの語はライセンスのベンダーを示します。たとえば、Cisco などです。4 番めの語はライ

センスのバージョンを示します。たとえば、1.0 などです。5 番めの語は有効期限を示します。これは、

期限のないライセンスの場合は permanent、それ以外の場合は dd-mmm-yyyy の形式の日付になりま

す。 後の語は、このライセンスをカウントするかどうかを定義します。

MSE ライセンスの取り消しと再使用

MSE アプリケーション ライセンスをあるシステムから取り消し、別のシステムで再使用できます。ラ

イセンスを取り消すと、ライセンス ファイルはシステムから削除されます。ライセンスを別のシステ

ムで再使用する場合は、ライセンスをリホストする必要があります。

別のシステムでアップグレード SKU を使用してライセンスを再使用する場合は、対応する Base ライ

センス SKU を、アップグレード SKU を再使用するシステムにインストールする必要があります。対

応する Base ライセンス SKU がシステムから削除された場合、そのシステムではアップグレード ライ

センス SKU を再使用できません。

ライセンスを取り消すと、ライセンスに対して変更を反映するため、MSE により個別のサービス エン

ジンが再起動されます。次に、サービス エンジンは、起動時に MSE から更新された容量を受け取りま

す。

表 2-1 MSE ライセンスの構成マトリクス

ハイエンド ローエンド 評価

MSE プラットフォーム ハイエンド アプライアンス

およびインフラストラクチャ 
プラットフォーム

ローエンド アプライアンス

およびインフラストラクチャ 
プラットフォーム

60 日間

ロケーション サービス

または Context-Aware 
Service ソフトウェア

3000、6000、12,000 タグ 1000 タグ 60 日間、100 タグおよび 100 要素

3000、6000、12,000 要素 1000 要素

wIPS 5000 アクセス ポイント 2000 アクセス ポイント 60 日間、20 アクセス ポイント
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注意事項と制約事項
ライセンスの詳細については、『Cisco Prime Network Control System Configuration Guide, Release 
7.0.x』を参照してください。

MSE CLI を使用した MSE ライセンスの取り消し

NCS を使用せずに、MSE コマンドライン インターフェイスから手動で MSE ライセンスを取り消すこ

ともできます。

MSE コマンドライン インターフェイスを使用して MSE ライセンスを取り消すには、次の手順に従い

ます。

ステップ 1 コマンドライン インターフェイスを使用して MSE にログインします。

ステップ 2 /opt/mse/licensing/ に移動します。

ステップ 3 次のコマンドを入力して、ライセンス ファイルを削除します。

rm /opt/mse/licensing/license file name.lic

license file name はライセンス ファイルの名前です。

ステップ 4 次のコマンドを入力して、MSE プロセスを再開します。

/etc/init.d/msed restart

MSE ライセンスが取り消されました。

注意事項と制約事項
MSE を NCS に追加し、デバイスおよび wIPS 製品認証キーを登録する場合、次のガイドサインに従い

ます。

• モビリティ サービス エンジンは複数のサービスをサポートできます。

• 新しいモビリティ サービス エンジンを追加すると、ネットワーク設計（キャンパス、ビルディン

グ、および屋外マップ）、コントローラ、スイッチ（Catalyst 3000 シリーズおよび 4000 シリーズ

のみ）、およびモビリティ サービス エンジンのイベント グループと NCS を同期できます。

• タグ PAK は、MSE の追加時にタグの AeroScout エンジンが選択された場合にだけ AeroScout に
登録します。シスコ ライセンスとして選択されたシスコ タグ エンジンがタグを含むすべてのデバ

イスで共有される場合、この手順は必要ありません。

• 自動インストール スクリプトの実行中にユーザ名とパスワードを変更した場合は、モビリティ 
サービス エンジンを NCS に追加する際に変更後の値をここで入力します。デフォルト パスワード

を変更しなかった場合は、自動インストール スクリプトを再実行してユーザ名とパスワードを変

更することを推奨します。

モビリティ サービス エンジンの NCS への追加
[Mobility Service] ページの [Add Mobility Services Engine] ダイアログボックスを使用して MSE を追

加できます。このダイアログボックスでは、ライセンス ファイルと追跡パラメータを追加し、マップ

を MSE に割り当てることができます。設定のために既存の MSE でウィザードを起動する場合、[Add 
MSE] オプションの代わりに [Edit MSE Details] として表示されます。
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第 2 章      モビリティ サービス エンジンとライセンスの追加および削除

モビリティ サービス エンジンの NCS への追加
ヒント Cisco Adaptive wIPS 機能の詳細については、Cisco.com でマルチメディア プレゼンテーションを参照

してください。NCS に関するさまざまなトピックについての学習モジュールがあります。今後のリ

リースに合わせて、学習を強化する概要プレゼンテーションおよび技術プレゼンテーションが追加され

ていく予定です。

（注） NCS Release 1.0 は MSE 3355 を認識し、適切にサポートしています。

モビリティ サービス エンジンを NCS に追加するには、NCS にログインし、次の手順に従います。

ステップ 1 モビリティ サービス エンジンに対して ping を実行できることを確認します。

ステップ 2 [Services] > [Mobility Services] の順に選択し、[Mobility Services] ページを表示します。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add Mobility Services Engine] を選択します。[Go] 
をクリックします。

ステップ 4 [Device Name] テキスト ボックスに、モビリティ サービス エンジンの名前を入力します。

ステップ 5 [IP Address] テキスト ボックスに、モビリティ サービス エンジンの IP アドレスを入力します。

ステップ 6 （任意）[Contact Name] テキスト ボックスに、モビリティ サービス エンジン管理者の名前を入力しま

す。

ステップ 7 [User Name] および [Password] テキスト ボックスに、モビリティ サービス エンジンのユーザ名とパス

ワードを入力します。

これは、設定時に作成された NCS 通信ユーザ名とパスワードです。

設定時にユーザ名とパスワードを指定しなかった場合は、デフォルトを使用します。

デフォルトのユーザ名とパスワードはどちらも admin です。

（注） 自動インストール スクリプトの実行中にユーザ名とパスワードを変更した場合は、変更後の値

をここに入力してください。デフォルト パスワードを変更しなかった場合は、自動インストー

ル スクリプトを再実行してユーザ名とパスワードを変更することを推奨します。

ステップ 8 [HTTP] チェックボックスをオンにして、モビリティ サービス エンジンとサードパーティ アプリケー

ションの間の通信を許可します。デフォルトでは、NCS は MSE との通信に HTTPS を使用します。

ステップ 9 モビリティ サービス エンジンからすべてのサービス割り当てを永久に削除するには、[Delete 
synchronized service assignments] チェックボックスをオンにします。

このオプションは、ネットワーク設計、有線スイッチ、コントローラ、およびイベント定義に適用され

ます。既存のロケーション履歴データは維持されますが、今後ロケーション計算を実行するときには手

動サービス割り当てを使用する必要があります。

ステップ 10 [Next] をクリックします。NCS により、選択されている要素と MSE が自動的に同期されます。

同期完了後、[MSE License Summary] ページが表示されます。[MSE License Summary] ページから、

ライセンスのインストール、ライセンスの追加、ライセンスの削除、アクティベーション ライセンス

のインストール、サービス ライセンスのインストールを実行できます。[Select Mobility Service] ペー

ジが表示されます。

ステップ 11 モビリティ サービス エンジン上のサービスを有効にするには、サービスの横にあるチェックボックス

をオンにします。サービスには Context-Aware Service および wIPS が含まれます。
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モビリティ サービス エンジンの NCS への追加
CAS を選択すると、クライアント、不正アクセス ポイント、干渉、有線クライアント、およびタグを

追跡できます。

タグを追跡するには、次のいずれかのエンジンを選択します。

• Cisco Tag Engine

または

• Partner Tag Engine

ステップ 12 [Save] をクリックします。

（注） 第 3 章「モビリティ サービス エンジンの同期」を参照してください。 

（注） 新しいモビリティ サービス エンジンを追加すると、NCS を使用して、ネットワーク設計

（キャンパス、ビルディング、および屋外マップ）、コントローラ、スイッチ（Catalyst シリー

ズ 3000 のみ）、およびローカル モビリティ サービス エンジンのイベント グループを同期でき

ます。この同期は、新しいモビリティ サービス エンジンを追加した直後、または後で実行でき

ます。ローカル データベースと NCS データベースを同期するには、第 3 章「モビリティ サー

ビス エンジンの同期」を参照してください。

モビリティ サービス エンジンでのサービスの有効化

ステップ 1 ライセンス ファイルを追加すると、[Select Mobility Service] ページが表示されます。

ステップ 2 モビリティ サービス エンジン上のサービスを有効にするには、サービスの横にあるチェックボックス

をオンにします。サービスのタイプは次のとおりです。

• [Context Aware Service]：[Context Aware Service] チェックボックスをオンにすると、ロケーショ

ン計算を実行するためにロケーション エンジンを選択する必要があります。CAS を選択すると、

クライアント、不正アクセス ポイント、干渉、およびタグを追跡できます。タグを追跡するには、

次のいずれかのエンジンを選択します。

– Cisco Context-Aware Engine for Clients and Tags

– Partner Tag Engine

（注） デフォルトで、[Context Aware Service] チェックボックスおよび [Cisco Context-Aware 
Engine for Clients and Tags] オプション ボタンはオンになっています。

• [Wireless Intrusion Prevention System]：[Wireless Intrusion Prevention System] チェックボックス

をオンにすると、無線およびパフォーマンスの脅威が検出されます。

• [MSAP Service]：[MSAP Service] チェックボックスをオンにすると、モバイル デバイスで使用可

能なサービスが記述されるサービス アドバタイズメントが提供されます。

（注） MSE 6.0 以降では、複数のサービス（CAS と wIPS）を同時に有効にできます。6.0 よりも前

のバージョンでは、モビリティ サービス エンジンでは一度に 1 つのアクティブ サービスだけ

がサポートされていました。
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モビリティ サービス エンジンの NCS への追加
ステップ 3 [Next] をクリックして、追跡パラメータを設定します。

MSE 追跡パラメータおよび履歴パラメータの設定

ステップ 1 モビリティ サービス エンジンでサービスを有効にすると、[Select Tracking & History Parameters] ペー

ジが表示されます。

（注） 追跡パラメータの設定を省略すると、デフォルト値が選択されます。

ステップ 2 追跡するクライアントを選択するには、対応する [Tracking] チェックボックスをオンにします。追跡

パラメータを以下に示します。

• Wired Clients

• Wireless Clients

• Rogue Access Points

– Exclude Adhoc Rogue APs

• Rogue Clients

• Interferers

• Active RFID Tags

ステップ 3 デバイスの履歴トラッキングを有効にするには、対応するデバイスのチェックボックスをオンにしま

す。履歴パラメータを以下に示します。

• Wired Stations

• Client Stations

• Rogue Access Points

• Rogue Clients

• Interferers

• Asset Tags

ステップ 4 [Next] をクリックして MSE にマップを割り当てます。

MSE へのマップの割り当て

（注） [Assigning Maps] ページは、MSE で有効にするサービスの 1 つとして CAS を選択する場合にだけ使

用可能です。

ステップ 1 MSE 追跡パラメータおよび履歴パラメータを設定すると、[Assigning Maps] ページが表示されます。

[Assign Maps] ページには以下の情報が表示されます。

• Map Name

• [Type]（ビルディング、フロア、キャンパス）

• ステータス
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NCS からのモビリティ サービス エンジンの削除
ステップ 2 必要なマップ タイプを確認するには、ページで使用可能な [Filter] オプションから [All]、[Campus]、
[Building]、[Floor Area]、または [Outdoor Area] を選択します。

ステップ 3 マップを同期するには、[Name] チェックボックスをオンにし、[Synchronize] をクリックします。

ネットワーク設計の同期が完了すると、特定のネットワーク設計で AP が割り当てられている適切なコ

ントローラが MSE と自動的に同期されます。[Done] をクリックして MSE 設定を保存します。

NCS からのモビリティ サービス エンジンの削除
NCS データベースから 1 つ以上のモビリティ サービス エンジンを削除するには、次の手順に従いま

す。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services] の順に選択します。

[Mobility Services] ページが表示されます。

ステップ 2 削除するモビリティ サービス エンジンを選択するため、対応する [Device Name] チェックボックスを

オンにします。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから [Delete Service(s)] を選択します。 [Go] をクリックし

ます。

ステップ 4 選択したモビリティ サービス エンジンを NCS データベースから削除することを確定するには、[OK] 
をクリックします。

ステップ 5 削除を中止するには、[Cancel] をクリックします。

デバイスと wIPS 製品認証キーの登録
CAS 要素、wIPS、またはタグのライセンスをシスコに発注すると、製品認証キー（PAK）が配布され

ます。モビリティ サービス エンジン上にインストールするライセンス ファイルを受け取るには、PAK 
を登録する必要があります。PAK の登録に成功すると、ライセンス ファイルが電子メールで送信され

ます。

クライアントおよびワイヤレス IPS の PAK は、シスコに登録します。

（注） 詳細については、「タグ PAK の登録」（P.2-11）を参照してください。

インストールするライセンス ファイルを入手するために PAK を登録するには、次の手順に従います。

ステップ 1 Web ブラウザで、https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet にアクセスしま

す。

ステップ 2 PAK を入力し、[SUBMIT] をクリックします（図 2-1 を参照）。
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デバイスと wIPS 製品認証キーの登録
図 2-1 [Enter PAK Number] ページ

ステップ 3 ライセンスの購入内容を確認します。正しい場合は [Continue] をクリックします（図 2-2 を参照）。ラ

イセンス入力ページが表示されます（図 2-3 を参照）。

（注） ライセンスが正しくない場合は、[TAC Service Request Tool] URL をクリックして問題をレ

ポートしてください。

図 2-2 [Validate Features] ページ
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デバイスと wIPS 製品認証キーの登録
図 2-3 [Designate Licensee]（1/2 ページ）

ステップ 4 [Designate Licensee] ページで、[Host Id] テキスト ボックスにモビリティ サービス エンジンの UDI を
入力します。これは、ライセンスがインストールされているモビリティ サービス エンジンです。

（注） モビリティ サービス エンジンの UDI 情報は、[Services] > [Mobility Services Engine] > デバ
イス名 > システム の [General Properties] に表示されます。

ステップ 5 [Agreement] チェックボックスをオンにします。[Agreement] チェックボックスの下に登録者情報が表

示されます（図 2-4 を参照）。

図 2-4 [Designate Licensee]（2/2 ページ）

必要に応じて情報を変更します。
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デバイスと wIPS 製品認証キーの登録
ステップ 6 登録者とエンド ユーザが異なる場合は、登録者情報の下の [Licensee (End-User)] チェックボックスを

オンにしてエンド ユーザ情報を入力します。

ステップ 7 [Continue] をクリックします。入力したデータの概要が表示されます（図 2-5 を参照）。

図 2-5 [Finish and Submit] ページ

ステップ 8 [Finish and Submit] ページで、登録者データとエンド ユーザ データを確認します。情報を訂正するに

は、[Edit Details] をクリックします。[Submit] をクリックします。` 確認ページが表示されます

（図 2-6 を参照）。

図 2-6 登録確認ページ
2-10
Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド

OL-23943-02-J



第 2 章      モビリティ サービス エンジンとライセンスの追加および削除

デバイスおよび wIPS ライセンス ファイルのインストール
デバイスおよび wIPS ライセンス ファイルのインストール
NCS からクライアント ライセンスと wIPS ライセンスをインストールできます。

（注） タグ ライセンスのインストールは、MSE の追加時に AeroScout エンジンがタグ計算用に選択されてい

る場合に限り別途行います。

タグ ライセンスをインストールするには、AeroScout System Manager を使用します。詳細について

は、「タグ ライセンスのインストール」（P.2-12）を参照してください。

PAK の登録後にクライアント ライセンスまたは wIPS ライセンスを NCS に追加するには、次の手順に

従います。

ステップ 1 [Administration] > [License Center] を選択します。

図 2-7 [Administration] > [License Center] ページ

ステップ 2 左側のサイドバーのメニューから、[Files] > [MSE Files] を選択します。

ステップ 3 [Add] をクリックします。[Add a License File] ダイアログボックスが表示されます。

図 2-8 [Add a License File] ダイアログボックス

ステップ 4 [MSE Name] ドロップダウン リストから該当する MSE 名を選択します。

（注） 選択されているモビリティ サービス エンジンの UDI が、PAK 登録時に入力したものと一致し

ていることを確認します。

ステップ 5 [Choose File] をクリックし、ライセンス ファイルを参照して選択します。

ステップ 6 [Upload] をクリックします。新たに追加されたライセンスが MSE ライセンス ファイル リストに表示

されます。

タグ PAK の登録
AeroScout Web サイトでタグを登録するには、次の手順に従います。

ステップ 1 Web ブラウザで、AeroScout Web サイトにアクセスして、[Support] ページを開きます。

ステップ 2 アカウントがある場合はログインします。または [Create New Account] をクリックしてログイン、

ユーザ名、およびパスワードを作成します。

新しいアカウントを作成すると、ユーザ名とパスワードを記載した通知電子メールを受信します。

ステップ 3 ログイン後、[Home] タブの [Register Products Purchased from Cisco] をクリックします。

製品を登録するには、PAK 番号、MSE ID（MSE シリアル番号（S/N））、およびインストール タイプ

の情報が必要です。

AeroScout から登録を確認する電子メール メッセージを受信します。
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タグ ライセンスのインストール
PAK 番号は、2 営業日以内に電子メールで確認されます。PAK 番号が無効な場合、有効な PAK 番号を

使用して再度登録する必要があります。

タグ ライセンスのインストール
PAK を登録すると、ライセンス キーおよび Context-Aware Service ソフトウェアと『AeroScout 
Context-Aware Engine for Tags, for Cisco Mobility Services Engine Users Guide』をダウンロードする

方法を記載した電子メールを受信します。

タグ ライセンスのインストールの詳細については、AeroScout のサポート Web サイトで『AeroScout 
Context-Aware for Tags, for Cisco Mobility Services Engine Users Guide』を参照してください。
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モビリティ サービス エンジンの同期

この章では、Cisco ワイヤレス LAN コントローラと NCS をモビリティ サービス エンジンと同期する

方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「NCS とモビリティ サービス エンジンの同期について」（P.3-1）

• 「コントローラとモビリティ サービス エンジンの同期」（P.3-3）

• 「データベースの自動同期および Out-of-Sync アラートの設定」（P.3-5）

• 「モビリティ サービス エンジンの同期ステータスの表示」（P.3-7）

NCS とモビリティ サービス エンジンの同期について
ここでは、NCS とモビリティ サービス エンジンを手動および自動的に同期する方法を説明します。

NCS にモビリティ サービス エンジンを追加したら、ネットワーク設計（キャンパス、ビルディング、

フロア、および屋外マップ）、コントローラ（名前と IP アドレス）、特定の Catalyst 3000 シリーズおよ

び 4000 シリーズ スイッチ、およびイベント グループをモビリティ サービス エンジンと同期できます。

• ネットワーク設計：施設全体でのアクセス ポイントの物理的配置の論理マッピング。1 つのキャン

パス、そのキャンパスを構成するビルディング、および各ビルディングのフロアという階層構造

が、1 つのネットワーク設計を構成します。

• コントローラ：モビリティ サービス エンジンに関連付けられている選択されたコントローラ。モ

ビリティ サービス エンジンと定期的にロケーション情報を交換します。定期的な同期により、正

確なロケーション情報を維持できます。

• スイッチ：ネットワーク上の有線クライアントへのインターフェイスを提供する有線 Catalyst ス
イッチ。定期的な同期によって、ネットワーク上の有線クライアントのロケーションが正確に追跡

されます。

– モビリティ サービス エンジンは、Catalyst スタッカブル スイッチ（3750、3750-E、3560、
2960、IE-3000 スイッチ）、スイッチ ブレード（3110、3120、3130、3040、3030、3020）、
およびスイッチ ポートと同期できます。

– モビリティ サービス エンジンは、Catalyst 4000 シリーズ スイッチ WS-C4948、
WS-C4948-10GE、ME-4924-10GE、WS-4928-10GE、WS-C4900M、WS-X4515、
WS-X4516、WS-X4013+、WS-X4013+TS、WS-X4516-10GE、WS-X4013+10GE、
WS-X45-SUP6-E、および WS-X45-SUP6-LE とも同期できます。
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モビリティ サービス エンジンの同期の前提条件
• イベント グループ：イベントを生成するトリガーを定義する事前定義イベントのグループ。定期

的な同期により、 新の定義イベントが追跡されます。イベント グループはサードパーティ アプ

リケーションでも作成できます。サードパーティ アプリケーションにより作成されたイベント グ
ループの詳細については、「データベースの自動同期および Out-of-Sync アラートの設定」（P.3-5）
を参照してください。

• サードパーティ要素：要素を MSE と同期する場合、サードパーティ アプリケーションにより 
MSE にイベント グループが作成されていることがあります。未使用の要素を削除するか、または

未使用の要素をサードパーティ要素としてマークすることができます。

• サービス アドバタイズメント：MSAP はモバイル デバイスにサービス アドバタイズメントを提供

します。これにより、MSE と同期されたサービス アドバタイズメントが示されます。

モビリティ サービス エンジンの同期の前提条件
• 同期を実行する前に、コントローラ、NCS、およびモビリティ サービス エンジン間のソフトウェ

アの互換性を確認してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_series_home.html で、モビリ

ティ サービス エンジンの 新リリース ノートを参照してください。

• モビリティ サービス エンジン、NCS、およびコントローラ間の通信は、協定世界時（UTC）で実

行されます。各システムで NTP を設定すると、デバイスに UTC 時刻が提供されます。モビリティ 
サービス エンジンとその関連コントローラは、同一 NTP サーバと同一 NCS サーバにマップする

必要があります。NTP サーバは、コントローラ、NCS、およびモビリティ サービス エンジン間で

時刻を自動的に同期する必要があります。ただし、MSE のタイムゾーンは引き続き UTC に設定す

る必要があります。これは、wIPS アラームには MSE 時刻を UTC に設定する必要があるからで

す。

サードパーティ要素の操作
要素を MSE と同期する場合、MSE にサードパーティ アプリケーションによって作成されたイベント 
グループがあることがあります。未使用の要素を削除するか、または未使用の要素をサードパーティ要

素としてマークすることができます。

要素の削除またはサード パーティ要素としてのマーキング

要素を削除またはサード パーティ要素としてマークするには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Synchronize Services] の順に選択します。

[Network Designs] ページが表示されます。

ステップ 2 [Network Designs] ページで、左側のサイドバーのメニューから [Third Party Elements] を選択します。

[Third Party Elements] ページが表示されます。

ステップ 3 1 つ以上の要素を選択します。

ステップ 4 次のいずれかのボタンをクリックします。

• [Delete Event Groups]：選択されているイベント グループを削除します。
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コントローラとモビリティ サービス エンジンの同期
• [Mark as 3rd Party Event Group(s)]：選択されているイベント グループをサードパーティ イベント 
グループとしてマークします。

コントローラとモビリティ サービス エンジンの同期
ここでは、コントローラを同期し、MSE を任意のワイヤレス コントローラに割り当て、ネットワーク

設計、コントローラ、有線スイッチ、またはイベント グループをモビリティ サービス エンジンから割

り当て解除する方法について説明します。

コントローラ、Catalyst スイッチ、またはイベント グループの同期

ネットワーク設計、コントローラ、Catalyst スイッチ、またはイベント グループをモビリティ サービ

ス エンジンと同期するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Synchronize Services] の順に選択します。

左側のサイドバーのメニューには、[Network Designs]、[Controllers]、[Event Groups]、[Wired 
Switches]、[Third Party Elements]、および [Service Advertisements] のオプションがあります。

ステップ 2 左側のサイドバーのメニューから、該当するメニュー オプションを選択します。

ステップ 3 モビリティ サービス エンジンにネットワーク設計を割り当てるには、[Synchronize Services] ページの

左側のサイドバーのメニューから、[Network Designs] を選択します。

[Network Designs] ページが表示されます。

ステップ 4 対応する [Name] チェックボックスをオンにして、モビリティ サービス エンジンと同期するすべての

マップを選択します。

（注） リリース 6.0 では、モビリティ サービス エンジンに割り当てることができる も詳細なレベル

はキャンパス レベルです。リリース 7.0 以降では、このオプションはフロア レベルまで拡大さ

れました。たとえば、floor1 を MSE 1 に、floor2 を MSE 2 に、floor3 を MSE 3 に割り当てる

ことを選択できます。

ステップ 5 [Change MSE Assignment] をクリックします。

ステップ 6 マップと同期するモビリティ サービス エンジンを選択します。

ステップ 7 [MSE Assignment] ダイアログボックスで次のいずれかをクリックします。

• [Save]：モビリティ サービス エンジン割り当て を保存します。 次のメッセージが [Network 
Designs] ページの [Messages] 列に黄色の矢印アイコンとともに表示されます。

「To be assigned - Please synchronize.」

• [Cancel]：モビリティ サービス エンジン割り当ての変更内容を取り消し、[Network Designs] ペー

ジに戻ります。 

また、[Reset] をクリックすると、モビリティ サービス エンジンの割り当てが取り消されます。
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コントローラとモビリティ サービス エンジンの同期
（注） ネットワーク設計には、キャンパス内のフロアや、複数のビルディングが含まれている大

規模キャンパス（各ビルディングが異なるモビリティ サービス エンジンによりモニタされ

る）などがあります。このため、単一ネットワーク設計を複数のモビリティ サービス エン

ジンに割り当てる必要がある場合があります。

（注） ネットワーク設計割り当てでは、同期対象のコントローラが自動的に選択されます。

ステップ 8 [Synchronize] をクリックし、モビリティ サービス エンジン データベースを更新します。

項目が同期されると、緑色の 2 つの矢印アイコンが同期化された各エントリの [Sync. Status] 列に表示

されます。

有線スイッチまたはイベント グループをモビリティ サービス エンジンに割り当てるときにも同じ手順

を使用できます。モビリティ サービス エンジンへのコントローラの割り当ての詳細については、「コン

トローラとモビリティ サービス エンジンの同期」（P.3-3）を参照してください。

コントローラへの MSE の割り当て

サービス単位（CAS または wIPS）でモビリティ サービス エンジンを任意のワイヤレス コントローラ

に割り当てるには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Synchronize Services] の順に選択します。

ステップ 2 [Network Designs] ページで、左側のサイドバーのメニューから [Controller] を選択します。

ステップ 3 対応する [Name] チェックボックスをオンにして、モビリティ サービス エンジンに割り当てるコント

ローラを選択します。

ステップ 4 [Change MSE Assignment] をクリックします。

ステップ 5 コントローラと同期する必要があるモビリティ サービス エンジンを選択します。

ステップ 6 [Choose MSEs] ダイアログボックスで次のいずれかをクリックします。

• [Save]：モビリティ サービス エンジン割り当て を保存します。 次のメッセージが [Controllers] 
ページの [Messages] 列に黄色の矢印アイコンとともに表示されます。

「To be assigned - Please synchronize.」

• [Cancel]：モビリティ サービス エンジン割り当ての変更内容を取り消し、[Controllers] ページに

戻ります。

また、[Reset] をクリックすると、モビリティ サービス エンジンの割り当てが取り消されます。

ステップ 7 [Synchronize] をクリックし、同期プロセスを実行します。

ステップ 8 モビリティ サービス エンジンが、選択されているサービスの各コントローラだけと通信していること

を確認します。これは、ステータス ページの [NMSP status] リンクをクリックして確認できます。

（注） コントローラの同期後、関連付けられているコントローラでタイムゾーンが設定されていることを確認

します。
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データベースの自動同期および Out-of-Sync アラートの設定
（注） モビリティ サービス エンジンと同期するコントローラの名前は固有でなければなりません。同じ名前

のコントローラが 2 つある場合は 1 つのコントローラだけが同期されます。

Catalyst スイッチまたはイベント グループをモビリティ サービス エンジンに割り当てるときにも同じ

手順を使用できます。

（注） スイッチは、1 つのモビリティ サービス エンジンとだけ同期できます。ただし、モビリティ サービス 
エンジンには複数のスイッチを接続できます。

ネットワーク設計、コントローラ、有線スイッチ、またはイベント グルー
プの MSE からの割り当て解除

モビリティ サービス エンジンからネットワーク設計、コントローラ、有線スイッチ、またはイベント 
グループの割り当てを解除するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Synchronize Services] の順に選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーのメニューから、該当するメニュー オプションを選択します。

ステップ 3 [Name] チェックボックスをオンにして 1 つ以上の要素を選択し、[Change MSE Assignment] をクリッ

クします。[Choose MSEs] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4 モビリティ サービス エンジンに要素を関連付けない場合は、[CAS] または [wIPS] のいずれかの

チェックボックスをオンにしてモビリティ サービス エンジンの選択を解除します。

ステップ 5 [Save] をクリックして割り当ての変更を保存します。

ステップ 6 [Synchronize] をクリックします。

[Sync Status] 列がブランクになります。

データベースの自動同期および Out-of-Sync アラートの設
定

NCS とモビリティ サービス エンジン データベースの手動同期はただちに実行されます。ただし、将来

のデプロイメントの変更（マップやアクセス ポイントの位置の変更など）が原因で、再同期までは、

ロケーションの計算やアセットの追跡が正しく行われないことがあります。

同期していない状態が発生しないようにするため、NCS を使用して同期を実行します。このポリシー

により、NCS とモビリティ サービス エンジン データベース間の同期が定期的に実行され、関連アラー

ムがすべてクリアされます。
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データベースの自動同期および Out-of-Sync アラートの設定
1 つ以上の同期コンポーネントに対する変更は、モビリティ サービス エンジンと自動的に同期されま

す。たとえば、アクセス ポイントが設置されているフロアを特定のモビリティ サービス エンジンと同

期し、その後 1 つのアクセス ポイントが同じフロアの新しいロケーション、または別のフロア（モビ

リティ サービス エンジンと同期されるフロア）に移動すると、アクセス ポイントの変更後のロケー

ションが自動的に伝達されます。

NCS と MSE が同期されるようにするため、バックグラウンドでスマート同期が実行されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「データベースの自動同期の設定」（P.3-6）

• 「スマート コントローラの割り当てと選択のシナリオ」（P.3-7）

• 「Out-of-Sync アラーム」（P.3-7）

データベースの自動同期の設定

スマート同期を設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Administration] > [Background Tasks] の順に選択します。

ステップ 2 [Mobility Service Synchronization] チェックボックスをオンにします。

[Mobility Services Synchronization] ページが表示されます。

ステップ 3 モビリティ サービス エンジンが Out-of-Sync アラートを送信するように設定するには、[Out of Sync 
Alerts] の [Enabled] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 スマート同期を有効にするには、[Smart Synchronization] の [Enabled] チェックボックスをオンにしま

す。

（注） スマート同期は、モビリティ サービス エンジンに割り当てられていない要素（ネットワーク設

計、コントローラ、またはイベント グループ）には適用されません。ただし、これらの未割り

当て要素に関する out-of-sync アラームは生成されます。スマート同期をこれらの要素に適用

するには、これらの要素をモビリティ サービス エンジンに手動で割り当てる必要があります。

（注） NCS にモビリティ サービス エンジンが追加されると、NCS のデータは常に、モビリティ サー

ビス エンジンと同期するプライマリ コピーとして扱われます。モビリティ サービス エンジン

に含まれているが、NCS には含まれていない同期対象のネットワーク設計、コントローラ、イ

ベント グループ、および有線スイッチはすべて、モビリティ サービス エンジンから自動的に

削除されます。

ステップ 5 スマート同期の実行間隔を分数単位で入力します。

デフォルトでは、スマート同期は有効になっています。

ステップ 6 [Submit] をクリックします。

スマート コントローラの割り当てと選択のシナリオについては、「スマート コントローラの割り当てと

選択のシナリオ」（P.3-7）を参照してください。
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モビリティ サービス エンジンの同期ステータスの表示
スマート コントローラの割り当てと選択のシナリオ

シナリオ 1

[Synchronize Services] ページの [Network Designs] メニューで、コントローラからのアクセス ポイン

トが 1 つ以上存在するフロアをモビリティ サービス エンジンと同期することを選択した場合、アクセ

ス ポイントに接続しているコントローラが、CAS サービスのモビリティ サービス エンジンへの割り当

て対象として自動的に選択されます。

シナリオ 2

コントローラからの 1 つ以上のアクセス ポイントが、モビリティ サービス エンジンと同期されるフロ

アに配置されている場合、アクセス ポイントに接続しているコントローラは、CAS サービスの同じモ

ビリティ サービス エンジンに自動的に割り当てられます。

シナリオ 3

アクセス ポイントがフロアに追加され、モビリティ サービス エンジンに割り当てられます。このアク

セス ポイントをコントローラ A からコントローラ B に移動すると、コントローラ B がモビリティ サー

ビス エンジンと自動的に同期されます。

シナリオ 4

MSE と同期するフロアに配置されているすべてのアクセス ポイントが削除されると、そのコントロー

ラは自動的にモビリティ サービス エンジン割り当てから削除されるか、または同期されなくなります。

Out-of-Sync アラーム

Out-of-Sync アラームは、重大度が Minor（黄色）のアラームであり、次の条件に対して出されます。

• NCS で要素が変更される（自動同期ポリシーによりこれらの要素がプッシュされます）

• コントローラ以外の要素がモビリティ サービス エンジン データベースに存在するが、NCS に存在

しない

• 要素がモビリティ サービス エンジンに割り当てられていない（自動同期ポリシーは適用されませ

ん）

Out-of-Sync アラームは、次の条件が発生するとクリアされます。

• モビリティ サービス エンジンが削除される

（注） モビリティ サービス エンジンを削除すると、そのシステムの Out-of-Sync アラームも削除

されます。また、使用可能な 後のモビリティ サービス エンジンを削除すると、「どの

サーバにも割り当てられていない要素」のイベントのアラームが削除されます。

• 要素が手動または自動で同期される

• ユーザがアラームを手動でクリアする（ただしスケジュールされているタスクが次回実行されると

きに、アラームが再び表示される可能性があります）

モビリティ サービス エンジンの同期ステータスの表示
NCS でサービスの同期機能を使用して、ネットワーク設計、コントローラ、スイッチ、およびイベン

ト グループとモビリティ サービス エンジンとの同期のステータスを表示できます。

ここでは、次の内容について説明します。
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第 3 章      モビリティ サービス エンジンの同期

モビリティ サービス エンジンの同期ステータスの表示
• 「モビリティ サービス エンジンの同期ステータスの表示」（P.3-8）

• 「同期履歴の表示」（P.3-8）

モビリティ サービス エンジンの同期ステータスの表示

同期ステータスを表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Synchronize Services] の順に選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーのメニューから、[Network Designs]、[Controllers]、[Event Groups]、[Wired 
Switches]、[Third Party Elements]、または [Service Advertisements] を選択します。

要素ごとに、[Sync. Status] 列に、同期ステータスが表示されます。緑色の 2 つの矢印のアイコンは、

対応する要素が指定サーバ（モビリティ サービス エンジンなど）と同期されていることを示します。

灰色の 2 つの矢印と赤い円のアイコンは、対応する項目が指定のサーバと同期していないことを示しま

す。

[Message] 列には、要素が同期していない場合の障害の原因が表示されます。

[Monitor] > [Site Maps] > [System Campus] > ビルディング > フロアを選択して、同期ステータスを表

示することもできます。

このビルディングはキャンパス内のビルディング、フロアはキャンパス ビルディング内の特定のフロ

アです。

左側のサイドバーのメニューの [MSE Assignment] オプションに、フロアが現在割り当てられているモ

ビリティ サービス エンジンが表示されます。このページからモビリティ サービス エンジン割り当てを

変更することもできます。

同期履歴の表示

モビリティ サービス エンジンの過去 30 日間の同期履歴を表示できます。アラームが自動的にクリアさ

れるため、これは特に自動同期が有効な場合に便利です。同期履歴には、クリアされたアラームの要約

が表示されます。

同期履歴を表示するには、[Services] > [Synchronization History] の順に選択します。[Synchronization 
History] ページが表示されます。

表 3-1 に、[Synchronization History] ページに表示される表の列見出しを示します。

表 3-1 [Synchronization History] ページ

テキスト ボックス 説明

Timestamp 同期が実行された日時。

Server モビリティ サービス エンジン サーバ。

Element Name 同期された要素の名前。

Type 同期された要素のタイプ。

Sync Operation 実行された同期動作。

[Update]、[Add]、または [Delete] です。
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第 3 章      モビリティ サービス エンジンの同期

モビリティ サービス エンジンの同期ステータスの表示
エントリをソートするには、列見出しをクリックします。

Generated By 同期の方法。

[Manual] または [Automatic] です。

Status 同期のステータス。[Success] または [Failed] のいずれかです。

Message 同期に関するその他のメッセージ。

表 3-1 [Synchronization History] ページ （続き）

テキスト ボックス 説明
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モビリティ サービス エンジンの同期ステータスの表示
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C H A P T E R 4

ハイ アベイラビリティの設定

この章では、MSE 上でハイ アベイラビリティを設定する方法について説明します。モビリティ サービ

ス エンジンは、複数のモビリティ アプリケーションをホストするプラットフォームです。アクティブ

な各 MSE は別の非アクティブ インスタンスによりバックアップされます。アクティブな MSE はプラ

イマリ MSE、非アクティブな MSE はセカンダリ MSE と呼ばれます。

ハイ アベイラビリティ システムの主要なコンポーネントは、ヘルス モニタです。ヘルス モニタは、ハ

イ アベイラビリティ セットアップを設定、管理、モニタします。プライマリ MSE とセカンダリ MSE 
の間でハートビートが維持されます。ヘルス モニタは、データベースのセットアップ、ファイルのレ

プリケーション、アプリケーションのモニタリングを行います。プライマリ MSE で障害が発生し、セ

カンダリ MSE に切り替わると、プライマリ MSE の仮想アドレスが透過的に切り替わります。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「ハイ アベイラビリティ アーキテクチャの概要」（P.4-1）

• 「組み合わせ表」（P.4-2）

• 「ハイ アベイラビリティのガイドラインと制約事項」（P.4-2）

• 「ハイ アベイラビリティのフェールオーバー シナリオ」（P.4-2）

• 「フェールバック」（P.4-3）

• 「HA ライセンス」（P.4-3）

• 「MSE でのハイ アベイラビリティの設定」（P.4-3）

• 「ハイ アベイラビリティについて設定されているパラメータの表示」（P.4-6）

• 「ハイ アベイラビリティ ステータスの表示」（P.4-7）

ハイ アベイラビリティ アーキテクチャの概要
ここでは、ハイ アベイラビリティ アーキテクチャの概要について説明します。

• アクティブな各プライマリ MSE は別の非アクティブ インスタンスによりバックアップされます。

セカンダリ MSE の目的は、プライマリ MSE のアベイラビリティと状態をモニタすることです。

セカンダリ MSE は、フェールオーバー手順の開始後にアクティブになります。

• フェールオーバー手順は手動または自動です。

• 1 つのセカンダリ MSE では 2 つのプライマリ MSE をサポートできます。

• 登録されているプライマリ MSE ごとに 1 つのソフトウェアおよびデータベース インスタンスが存

在します。
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組み合わせ表
組み合わせ表
表 4-1 に、サーバ タイプの組み合わせに関する情報を示します。

表 4-1 組み合わせ表

ハイ アベイラビリティのガイドラインと制約事項
• NCS からヘルス モニタの IP と仮想 IP の両方にアクセスできる必要があります。

• ヘルス モニタ IP と仮想 IP は常に異なる IP でなければなりません。ヘルス モニタと仮想インター

フェイスは、同じインターフェイス上にあっても別のインターフェイス上にあってもかまいませ

ん。

• 手動フェールオーバーと自動フェールオーバーのいずれかを使用できます。フェールオーバーは、

一時的なものであると見なす必要があります。故障した MSE をできるだけ早く復旧して、フェー

ルバックを再開する必要があります。故障した MSE の復旧に時間がかかるほど、セカンダリ 
MSE を共有する他の MSE をフェールオーバー サポートなしで稼働する時間が長くなります。

• 手動フェールバックと自動フェールバックのいずれかを使用できます。

• プライマリ MSE とセカンダリ MSE は、同じソフトウェア バージョンを実行する必要があります。

• WAN 上のハイ アベイラビリティはサポートされません。

• LAN 上のハイ アベイラビリティは、プライマリ MSE とセカンダリ MSE の両方が同じサブネット

内にある場合に限りサポートされます。

• プライマリとセカンダリの MSE が通信するポートを開ける（ネットワーク ファイアウォール、ア

プリケーション ファイアウェイ、ゲートウェイなどでブロックしない）必要があります。

ハイ アベイラビリティのフェールオーバー シナリオ
プライマリ MSE で障害が検出されると、次のイベントが発生します。

（注） 1 つのセカンダリ MSE が複数のプライマリ MSE をバックアップできます。

• セカンダリ MSE のヘルス モニタにより、プライマリ MSE が機能していないこと（ハードウェア

障害、ネットワーク障害など）が確認されます。

セカンダリ サーバ タイプ

プライマリ サーバ タ
イプ

3310 3350 3355 VA-2 VA-3 VA-4 VA-5

3310 Y Y Y N N N N

3350 N Y Y N N N N

3355 N Y Y N N N N

VA-2 N N N Y Y Y Y

VA-3 N N N N Y Y Y

VA-4 N N N N N Y Y

VA-5 N N N N N N Y
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フェールバック
• 自動フェールオーバーが有効に設定されている場合、セカンダリ MSE がただちに起動し、プライ

マリ MSE の該当するデータベースを使用します。自動フェールオーバーが無効にされている場合

は、フェールオーバーを手動で開始するかどうかを確認する電子メールが管理者に送信されます。

• 手動フェールオーバーが設定されていると、電子メールが MSE アラーム用に設定されている場合

にだけ電子メールが送信されます。手動フェールオーバーが設定されていて、呼び出されない場

合、フェールバックの必要はありません。

• フェールバックが呼び出され、プライマリ MSE がすべての操作を実行するようになります。

• フェールオーバー操作の結果はヘルス モニタ UI でイベントとして示され、クリティカル アラーム

が管理者に送信されます。

フェールバック
セカンダリ MSE がすでにプライマリ MSE をフェールオーバーしている場合、プライマリ MSE が通常

の状態に戻ると、フェールバックを呼び出すことができます。

フェールバックが発生するのは、セカンダリ MSE がプライマリ インスタンスに対して次のいずれかの

状態である場合だけです。

• セカンダリ MSE が実際にプライマリ MSE をフェールオーバーしている。

• 手動でのフェールオーバーが設定されているが、管理者が呼び出さなかった。

• プライマリ MSE で障害が発生したが、エラーが検出されたか、またはセカンダリ MSE が別のプ

ライマリ MSE をフェールオーバーしていることが原因で、セカンダリ MSE が引き継ぐことがで

きない。

• フェールバックは、障害が発生したプライマリ MSE を管理者が起動する場合にだけ行われます。

HA ライセンス
MSE HA システムをセットアップする場合、別途ライセンスは必要ありません。仮想アプライアンス 
セカンダリにはアクティベーション ライセンスは必要ありません。

MSE でのハイ アベイラビリティの設定
MSE でハイ アベイラビリティを設定するには、次の 2 つの操作を行う必要があります。

• MSE ソフトウェアのインストール中に、コマンドライン クライアントを使用して特定の設定を行

う必要があります。

• NCS UI からプライマリ MSE とセカンダリ MSE を組み合わせます。

（注） ハイ アベイラビリティ サポートを使用しない場合、および古いリリースからのアップグレード

を実行している場合は、引き続き MSE の古い IP アドレスを使用してください。ハイ アベイラ

ビリティをセットアップするには、ヘルス モニタの IP アドレスを設定する必要があります。

したがって、ヘルス モニタが仮想 IP アドレスになります。

（注） デフォルトでは、すべての MSE がプライマリとして設定されます。
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MSE でのハイ アベイラビリティの設定
プライマリ MSE でハイ アベイラビリティを設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1 プライマリとセカンダリの間のネットワーク接続が機能しており、すべての必要なポートが開いている

ことを確認します。

ステップ 2 正しいバージョンの MSE をプライマリ MSE 上にインストールします。

ステップ 3 他のプライマリ MSE 上およびセカンダリ MSE 上でロードされているリリース バージョンと同じ MSE 
リリース バージョンが、新しいプライマリ MSE 上にもロードされていることを確認します。

ステップ 4 プライマリ MSE で次のコマンドを入力します。

/opt/mse/setup/setup.sh
--------------------------------------------------------------
Welcome to the appliance setup.
Please enter the requested information.  At any prompt,
enter ^ to go back to the previous prompt. You may exit at
any time by typing <Ctrl+C>.
You will be prompted to choose whether you wish to configure a
parameter, skip it, or reset it to its initial default value.
Skipping a parameter will leave it unchanged from its current
value.
Changes made will only be applied to the system once all the
information is entered and verified.
--------------------------------------------------------------

ステップ 5 ホスト名を設定します。

Current hostname=[mse]
Configure hostname? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ホスト名は、ネットワーク上のデバイスを識別できる一意の名前にしてください。ホスト名は、文字で

開始し、文字または数字で終了し、文字、数字、およびダッシュだけを含みます。

ステップ 6 ドメイン名を設定します。

デバイスが属するネットワーク ドメインのドメイン名を入力します。ドメイン名は、文字で開始し、

.com などの有効なドメイン名サフィックスで終了します。ドメイン名には、文字、数字、ダッシュ、

ピリオドを使用できます。

Current domain=[]
Configure domain name? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ステップ 7 HA ロールを設定します。

Current role=[Primary]
Configure High Availability?  (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:
High availability role for this MSE (Primary/Secondary):
Select role [1 for Primary, 2 for Secondary] [1]: 1
Health monitor interface holds physical IP address of this MSE server.
This IP address is used by Secondary, Primary MSE servers and NCS to communicate among 
themselves
Select Health Monitor Interface [eth0/eth1] [eth0]:eth0
-------------------------------------------------------------------
Direct connect configuration facilitates use of a direct cable connection between the 
primary and secondary MSE servers.
This can help reduce latencies in heartbeat response times, data replication and failure 
detection times.
Please choose a network interface that you wish to use for direct connect. You should 
appropriately configure the respective interfaces.
\"none\" implies you do not wish to use direct connect configuration.
-------------------------------------------------------------------
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MSE でのハイ アベイラビリティの設定
ステップ 8 イーサネット インターフェイス パラメータを設定します。

Select direct connect interface [eth0/eth1/none] [none]: eth0
Enter a Virtual IP address for first this primary MSE server:
Enter Virtual IP address [172.31.255.255]:
Enter the network mask for IP address 172.31.255.255.
Enter network mask [255.255.255.0]:
Current IP address=[172.31.255.255]
Current eth0 netmask=[255.255.255.0]
Current gateway address=[172.31.255.256
Configure eth0 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ステップ 9 「eth1」インターフェイス パラメータの入力を求められた場合、Skip と入力して次の手順に進みます。

2 つめの NIC は操作に必要ではありません。

Configure eth1 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

セカンダリ MSE を設定するには、ステップ 10 ～ステップ 13 に従います。

ステップ 10 セカンダリ MSE のホスト名を設定します。

Current hostname=[]
Configure hostname? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ステップ 11 ドメイン名を設定します。

Current domain=
Configure domain name? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ステップ 12 HA ロールを設定します。

Current role=[Primary]
Configure High Availability?  (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:
High availability role for this MSE (Primary/Secondary)
Select role [1 for Primary, 2 for Secondary] [1]: 2
Health monitor interface holds physical IP address of this MSE server.
This IP address is used by Secondary, Primary MSE servers and NCS to communicate among 
themselves
Select Health Monitor Interface [eth0/eth1] [eth0]:[eth0/eth1]
-------------------------------------------------------------------
Direct connect configuration facilitates use of a direct cable connection between the 
primary and secondary MSE servers.
This can help reduce latencies in heartbeat response times, data replication and failure 
detection times.
Please choose a network interface that you wish to use for direct connect. You should 
appropriately configure the respective interfaces.
\"none\" implies you do not wish to use direct connect configuration.
-------------------------------------------------------------------

ステップ 13 イーサネット インターフェイス パラメータを設定します。

Select direct connect interface [eth0/eth1/none] [none]: eth1
Enter a Virtual IP address for first this primary MSE server
Enter Virtual IP address [172.19.35.61]:
Enter the network mask for IP address 172.19.35.61:
Enter network mask [255.255.254.0]:
Current IP address=[172.19.35.127]
Current eth0 netmask=[255.255.254.0]
Current gateway address=[172.19.34.1]
Configure eth0 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:
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ハイ アベイラビリティについて設定されているパラメータの表示
ステップ 14 プライマリ MSE とセカンダリ MSE の両方を設定したら、NCS UI を使用してプライマリ MSE とセカ

ンダリ MSE の組み合わせを設定する必要があります。

ステップ 15 プライマリ MSE が適切に追加されたら、[Services] > [High Availability] の順に選択するか、または 
[Services] > [Mobility Services Engine] ページを選択してこのページでプライマリ MSE デバイスをク

リックし、左側のサイドバーのメニューから [HA Configuration] > [Service High Availability] の順に

選択します。

[HA Configuration] ページが表示されます。

ステップ 16 プライマリ MSE とペアにするセカンダリ デバイスの名前を入力します。

ステップ 17 セカンダリ IP アドレス（セカンダリ MSE のヘルス モニタ IP アドレス）を入力します。

ステップ 18 セカンダリのパスワードを入力します。これは、MSE 上で設定されている NCS 通信パスワードです。

ステップ 19 フェールオーバー タイプを指定します。[Failover Type] ドロップダウン リストから [Manual] または 
[Automatic] を選択できます。10 秒後にシステムがフェールオーバーします。セカンダリ サーバは、

プライマリ サーバからの次のハートビートを 大 10 秒間待機します。10 秒以内にハートビートを受

信しないと、失敗が宣言されます。

ステップ 20 [Failback Type] ドロップダウン リストから [Manual] または [Automatic] を選択して、フェールバック 
タイプを指定します。

ステップ 21 [Long Failover Wait] に秒単位で値を指定します。

10 秒後にシステムがフェールオーバーします。 大フェールオーバー待機時間は 2 秒です。

ステップ 22 [Save] をクリックします。

ペアリングと同期が自動的に行われます。

ステップ 23 プライマリ MSE からハートビートを受信しているかどうかを確認するには、[Services] > [Mobility 
Services Engine] の順に選択するか、[Device Name] をクリックして設定されているパラメータを表示

します。

ステップ 24 左側のサイドバーのメニューから [HA Configuration] > [Service High Availability] の順に選択します。

プライマリ MSE からハートビートを受信しているかどうかを確認します。

ハイ アベイラビリティについて設定されているパラメータの
表示

ハイ アベイラビリティについて設定されているパラメータを表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [High Availability] の順に選択します。

ステップ 2 [Device Name] をクリックして、設定されているフィールドを表示します。

[HA Configuration] ページが表示されます。

ステップ 3 左側のサイドバー メニューから [Services High Availability] > [HA Configuration] の順に選択します。

[HA Configuration] ページには次の情報が表示されます。

• Primary Health Monitor IP

• Secondary Device Name

• Secondary IP Address

• Secondary Password
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ハイ アベイラビリティ ステータスの表示
• Failover Type

• Failback Type

• Long Failover Wait

ハイ アベイラビリティ ステータスの表示
ハイ アベイラビリティ ステータスを表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [High Availability] の順に選択します。

ステップ 2 [Device Name] をクリックして、該当するステータスを表示します。

[HA Configuration] ページが表示されます。

ステップ 3 左側のサイドバーのメニューから [Services High Availability] > [HA Status] の順に選択します。[HA 
Configuration] ページには次の情報が表示されます。

• Current high Availability Status

– [Status]：プライマリ MSE インスタンスとセカンダリ MSE インスタンスが正しく同期されて

いるかどうかを示します。

– [Heartbeats]：プライマリ MSE からハートビートを受信しているかどうかを示します。

– [Data Replication]：プライマリ データベースとセカンダリ データベース間でデータ レプリ

ケーションが実行されているかどうかを示します。

– [Mean Heartbeat Response Time]：プライマリ MSE インスタンスとセカンダリ MSE インスタ

ンス間での平均ハートビート応答時間を示します。

• [Event Log]：MSE により生成されるすべてのイベントを表示します。 新 20 イベントを表示で

きます。
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ハイ アベイラビリティ ステータスの表示
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MSE 配信モード

Cisco MSE は、さまざまなパフォーマンス特性を持つ物理アプライアンスにプリインストールされま

す。MSE は、物理アプライアンスと仮想アプライアンスの 2 つのモードで提供されます。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「物理アプライアンス」（P.5-1）

• 「仮想アプライアンス」（P.5-1）

物理アプライアンス
物理アプライアンスに MSE を配置する場合、標準の License Center UI を使用して新規ライセンスを

追加できます。物理アプライアンスに MSE を配置する場合、ライセンス インストール プロセスは 
Cisco UDI（Unique Device Identifier）に基づきます。NCS UI で [Administration] > [License Center] 
を選択して、ライセンスを追加します。

物理アプライアンスの詳細については、『Cisco Prime Network Control System Getting Started Guide, 
Release 1.0』を参照してください。

（注） 仮想アプライアンス ライセンスは物理アプライアンスでは使用できません。

仮想アプライアンス
MSE は、下位レベル、ハイ エンド、および超ハイ エンドの展開をサポートするために、仮想アプライ

アンスとしても提供されます。仮想アプライアンスに MSE を配置する場合、ライセンスは、UDI では

なく、VUDI（Virtual Unique Device Identifier）に対して検証されます。

（注） MSE は、リリース 7.2 以降の仮想アプライアンスとして使用できます。仮想アプライアンスは、他の

サービスのライセンスをインストールする前に、 初にアクティブにする必要があります。

MSE 仮想アプライアンス ソフトウェアは、Open Virtualization Archive（OVA）ファイルとして配布

されます。MSE 仮想アプライアンスは、VMware 環境でサポートされる OVF を展開するための方法

のいずれかを使用してインストールできます。開始する前に、MSE 仮想アプライアンスの配布アーカ

イブが、vSphere Client を実行しているコンピュータからアクセス可能な場所にあることを確認しま

す。
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仮想アプライアンス
仮想アプライアンスの場合は、アクティベーション ライセンスが必要です。アクティベーション ライ

センスがない場合、MSE は評価モードで開始されます。サービス ライセンスがホスト上に存在する場

合でも、アクティベーション ライセンスがインストールされていないとサービス ライセンスは拒否さ

れます。

（注） VMware 環境の設定の詳細については、VMware vSphere 4.0 のマニュアルを参照してください。

MSE を初めてインストールしている場合は [Services] > [Mobility Services Engine] > [Add Mobility 
Services Engine] ページを使用して、仮想アプライアンス ライセンスを追加および削除できます。また

は、[Administration] > [License Center] ページを使用してライセンスを追加または削除できます。

モビリティ サービス エンジン ウィザードを使用したライセンスの追加およびライセンスの削除につい

ては、「モビリティ サービス エンジンの NCS への追加」（P.2-3）および「NCS からのモビリティ サー

ビス エンジンの削除」（P.2-7）を参照してください。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「オペレーティング システムの要件」（P.5-2）

• 「クライアントの要件」（P.5-2）

• 「物理アプライアンスでの MSE の再インストール」（P.5-3）

• 「MSE 仮想アプライアンスの配置」（P.5-4）

• 「License Center を使用したライセンス ファイルの MSE への追加」（P.5-8）

• 「License Center を使用した MSE ライセンス情報の表示」（P.5-9）

• 「License Center を使用したライセンス ファイルの削除」（P.5-9）

オペレーティング システムの要件

次のオペレーティング システムがサポートされています。

• Red Hat Linux Enterprise Server 5.4 64 ビット オペレーティング システム インストールがサポー

トされます。

• Red Hat Linux バージョンでは、ローカル ストレージまたはファイバ チャネル経由の SAN のいず

れかを備えた VMware ESX/ESXi バージョン 4.1 以降がサポートされます。

（注） 仮想アプライアンスで推奨される展開は、UCS と ESX/ESXi です。

クライアントの要件

MSE ユーザ インターフェイスには、Google Chrome プラグインまたは Mozilla Firefox 3.6 以降のリ

リースとともに Microsoft Internet Explorer 7.0 以降が必要です。

（注） サードパーティのブラウザ拡張は有効にしないことを強く推奨します。Internet Explorer では、

[Tools] > [Internet Options] を選択して、[Advanced] タブで [Enable third-party browser 
extensions] チェックボックスを選択解除することで、サードパーティのブラウザ拡張を無効に

できます。
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仮想アプライアンス
ブラウザを実行するクライアントには、 小で 1 GB のメモリと 2 GHz のプロセッサが必要です。クラ

イアント デバイスでは、CPU やメモリを大量に使用するアプリケーションを実行しないでください。

サーバに MSE 仮想アプライアンスを設定するための前提条件

MSE 仮想アプライアンスを設定する前に、次の項目が完了していることを確認してください。

• コンピュータが 500 GB 以上のハード ディスク領域と拡張 RAID コントローラを搭載した高速 
SAS ドライブを備えていることを確認します。

• VM ESXi 4.1 以降を使用します。

• ESXi 4.1 以降の DVD を挿入し、ドライブから起動します。ESXi をインストールします。複数の

ドライブがある場合、ブート ドライブとして設定されているドライブにインストールします。イ

ンストールに不適切なドライブを選択した場合は、Fedora Live CD を使用して再フォーマットし、

ESXi の再インストール時に別のドライブを選択することができます。

• ESX/i のデフォルトのユーザ名およびパスワードは root および空白です。空白のまま Enter を押し

ます（パスワードはありません）。

• IP アドレスを設定し、適切なネットワーク アダプタを選択していることを確認します（有効でア

クティブなネットワーク アダプタを選択します。ホストが複数のネットワークに接続されている

場合、複数を選択できます）。

• （UCS ボックスを使用している場合）CIMC の設定時に同じ IP アドレスを設定することもできま

す（起動中に F8 を押します）。また、デフォルトのパスワードを変更します。

• ESXi が設定されると、Windows XP/7 マシンを使用し、上記の設定済み IP アドレスとログイン ク
レデンシャルを使用して vSphere Client を介して ESXi ホストに接続することができます。

• ESXi でデータストアを設定するには、次の情報を参照してください。

– http://pubs.vmware.com/vsphere-esxi-4-1-embedded/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm

仮想アプライアンスのサイジング

仮想アプライアンスのサイジングについては、表 5-1 を参照してください。

表 5-1 仮想アプライアンスのサイジング

物理アプライアンスでの MSE の再インストール

物理アプライアンスに MSE をインストールするには、root 権限が必要です。物理アプライアンスに 
MSE を再インストールするには、次の手順を実行します。

プライマリ MSE リソース サポートされるライセンス（個別）

仮想アプライアンス 
レベル

メモリ合計 CPU CAS ライセンス wIPS ライセンス

レベル 1 3.5 G 1 100 20

レベル 2 6 G 2 2000 2000

レベル 3 11 G 8 18000 5000

レベル 4 20 G 16 50000 10000
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仮想アプライアンス
ステップ 1 提供される MSE ソフトウェア イメージ DVD を挿入します。システムがブートし、コンソールが表示

されます。

ステップ 2 MSE ソフトウェア イメージを再インストールするには、オプション 1 を選択します。システムがリ

ブートし、[configure appliance] 画面が表示されます。

ステップ 3 初期設定パラメータを入力すると、システムが再度リブートします。DVD を取り出し、手順に従って 
MSE サーバを起動します。

MSE 仮想アプライアンスの配置

ここでは、[Deploy OVF] ウィザードまたはコマンド ラインから vSphere Client を使用して ESXi ホス

トに MSE 仮想アプライアンスを展開する方法について説明します。ここでは、次の内容について説明

します。

• 「VMware vSphere Client からの MSE 仮想アプライアンスの展開」（P.5-4）

• 「MSE 仮想アプライアンス VM を起動するための基本設定」（P.5-7）

• 「コマンドライン クライアントを使用した MSE 仮想アプライアンスの展開」（P.5-8）

VMware vSphere Client からの MSE 仮想アプライアンスの展開

MSE 仮想アプライアンスは、vSphere Client を使用して ESXi に展開できる OVA ファイルとして配布

されます。OVA は、項目の集合を単一のアーカイブにしたものです。vSphere Client では、この項で

説明されているように、[Deploy OVA] ウィザードを使用して MSE 仮想アプライアンス アプリケー

ションを実行する仮想マシンを作成できます。

（注） 次の手順には、MSE 仮想アプライアンスの展開に関する一般的なガイドラインが記載されてい

ますが、実行する必要がある正確な手順は、ご使用の VMware 環境と設定の特性によって異な

る可能性があります。

（注） 仮想アプライアンスを展開するには、ESXi ホスト データベース上に使用可能なディスク領域

が 500 GB 以上必要です。ESXi 4.1 以降には、ホスト上のデータストアのブロック サイズに 4 
MB 以上を推奨します。そうでない場合、展開に失敗することがあります。ESXi 5.0 以降の

データストアにはこの制限はありません。

MSE 仮想アプライアンスを展開するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 VMware vSphere Client のメイン メニューで、[File] > [Deploy OVF Template] を選択します。[OVF 
Template Source] ウィンドウが表示されます（図 5-1 を参照）。
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仮想アプライアンス
図 5-1 [Deploy OVF Template] ウィンドウ

ステップ 2 [Deploy From File] オプション ボタンを選択して、ドロップダウン リストから MSE 仮想アプライアン

ス配布が含まれている OVA ファイルを選択します。

ステップ 3 [Next] をクリックします。[OVF Template Details] ウィンドウが表示されます。VMware ESX/ESXi が 
OVA 属性を読み取ります。詳細には、インストールする製品、OVA ファイルのサイズ（ダウンロード 
サイズ）、および仮想マシンに使用できる必要があるディスク領域の量が含まれます。

ステップ 4 OVF テンプレートの詳細を確認して、[Next] をクリックします。[Name and Location] ウィンドウが表

示されます。

（図 5-2 を参照）。
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仮想アプライアンス
図 5-2 [Name and Location] ウィンドウ

ステップ 5 [Name] テキスト ボックスで展開対象の VM のデフォルトの名前を維持するか、新しい名前を指定し

て、[Next] をクリックします。この名前値は、VMware インフラストラクチャで新しい仮想マシンを

識別するために使用されます。この特定の VM をご使用の環境で区別する任意の名前を指定する必要

があります。[Host / Cluster] ウィンドウが表示されます（図 5-3 を参照）。
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仮想アプライアンス
図 5-3 [Host/Cluster] ウィンドウ

ステップ 6 MSE VM を展開する宛先ホストまたは HA クラスタを選択して、[Next] をクリックします。[Resource 
Pool] ウィンドウが表示されます。

ステップ 7 宛先ホスト環境に複数のリソース プールがある場合は、展開に使用するリソース プールを選択して、

[Next] をクリックします。[Ready to Complete] ウィンドウが表示されます。

ステップ 8 展開のために表示される設定を確認して、必要に応じて [Back] をクリックして示される設定を変更し

ます。

ステップ 9 [Finish] をクリックして、展開を完了します。インストールが完了するとメッセージで通知され、イン

ベントリで MSE 仮想アプライアンスを確認できます。

ステップ 10 [Close] をクリックして、[Deployment Completed Successfully] ダイアログボックスを閉じます。

MSE 仮想アプライアンス VM を起動するための基本設定

新規仮想マシンへの MSE 仮想アプライアンスの展開（インストール）が完了しました。仮想マシンの

ノードが、VMware vSphere Client ウィンドウのリソース ツリーに表示されるようになります。OVF 
テンプレートを展開すると、MSE 仮想アプライアンス アプリケーションと関連するリソースがすでに

インストールされた新規仮想マシンが vCenter に作成されます。展開後に、MSE 仮想アプライアンス

の基本設定を行う必要があります。

MSE の設定を開始するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 vSphere Client で、リソース ツリーの [MSE virtual appliance] ノードをクリックします。仮想マシン 
ノードが、MSE 仮想アプライアンスを展開したホスト、クラスタ、またはリソース プールの下の 
Hosts and Clusters ツリーに表示されます。
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仮想アプライアンス
ステップ 2 [Getting Started] タブで、[Basic Tasks] にある [Power on the virtual machine] というリンクをクリック

します。[vSphere Client] ペインの下部にある [Recent Tasks] ウィンドウは、仮想マシンの起動に関連

するタスクのステータスを示しています。仮想マシンを正常に起動した後で、タスクのステータス列に 
[Completed] と表示されます。

ステップ 3 キーボード入力でコンソール プロンプトをアクティブにするには、コンソール ペイン内で [Console] 
タブをクリックします。

ステップ 4 MSE セットアップ ウィザードを使用して設定を完了します。

コマンドライン クライアントを使用した MSE 仮想アプライアンスの展開

ここでは、コマンド ラインから MSE 仮想アプライアンスを展開する方法について説明します。

vSphere Client を使用して MSE OVA 配布を展開する代わりに、コマンドライン クライアントである 
VMware OVF ツールを使用できます。

VMware OVF ツールを使用して OVA を展開するには、ovftool コマンドを使用します。このコマンド

は、次の例に示すように、展開する OVA ファイルの名前と宛先ロケーションを引数として使用しま

す。

ovftool MSE-VA-X.X.X-large.ova vi://my.vmware-host.example.com

この場合、展開する OVA ファイルは MSE-VA-X.X.X-large.ova で、宛先 ESX ホストは 
my.vmware-host.example.com です。VMware OVF ツールの詳細については、VMware vSphere 4.0 の
マニュアルを参照してください。

仮想アプライアンス ライセンスの NCS への追加

次の 2 つのオプションを使用して、仮想アプライアンス ライセンスを NCS に追加できます。

• MSE を初めてインストールする場合、[Add Mobility Service Engine] ページを使用する。詳細に

ついては、「モビリティ サービス エンジンの NCS への追加」（P.2-3）を参照してください。

• [License Center] ページを使用する。詳細については、「License Center を使用したライセンス ファ

イルの MSE への追加」（P.5-8）を参照してください。

License Center を使用したライセンス ファイルの MSE への追加

ライセンスを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 MSE 仮想アプライアンスをインストールします。

ステップ 2 MSE を NCS に追加します。

ステップ 3 NCS UI で [Administration] > [License Center] を選択して、[License Center] ページにアクセスしま

す。

ステップ 4 左側のサイドバーのメニューから、[Files] > [MSE Files] を選択します。

ステップ 5 [Add] をクリックして、ライセンスを追加します。

[Add A License File] メニューが表示されます。

ステップ 6 MSE を選択し、アクティベーション ライセンス ファイルを参照します。

ステップ 7 [Submit] をクリックします。
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仮想アプライアンス
送信したら、ライセンスがアクティブになり、[License Center] ページにライセンス情報が表示されま

す。

License Center を使用した MSE ライセンス情報の表示

License Center では、NCS、ワイヤレス LAN コントローラ、および MSE のライセンスを管理できま

す。ライセンス情報を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Administration] > [License Center] を選択して、[License Center] ページにアクセスします。

ステップ 2 左側のサイドバーのメニューから、[Summary] > [MSE] を選択して、[MSE Summary] ページを表示し

ます。

表 5-2 に、[MSE Summary] ページのフィールドの一覧を示します。

License Center を使用したライセンス ファイルの削除

ライセンスを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 MSE 仮想アプライアンスをインストールします。

ステップ 2 ウィザードを使用して MSE を NCS に追加します。

ステップ 3 [Administration] > [License Center] を選択して、[License Center] ページにアクセスします。

ステップ 4 左側のサイドバーのメニューから、[Files] > [MSE Files] を選択します。

表 5-2 [MSE Summary] ページ

フィールド 説明

MSE Name MSE ライセンス ファイルのリスト ページへのリンクを提

供します。

Service サービスのタイプは CAS または wIPS です。

Platform Limit プラットフォームの制限。

Type MSE のタイプを指定します。

Installed Limit MSE 上でライセンス付与されたクライアント要素の合計数

を表示します。

License Type 永久、評価、および拡張の 3 つの異なるタイプのライセン

ス。

Count MSE 上で現在ライセンス付与されている CAS または wIPS 
の要素数。

Unlicensed Count ライセンス付与されていないクライアント要素の数を表示

します。

%Used MSE 上でライセンス付与されている CAS または wIPS の
要素の割合。
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仮想アプライアンス
ステップ 5 [MSE License File] オプション ボタンを選択して、削除する MSE ライセンス ファイルを選択し、

[Remove] をクリックします。

ステップ 6 [OK] をクリックして、削除を実行します。
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C H A P T E R 6

システム プロパティの設定および表示

この章では、モビリティ サービス エンジンでシステム プロパティを設定および表示する方法を説明し

ます。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「ライセンス要件」（P.6-1）

• 「一般プロパティの編集およびパフォーマンスの表示」（P.6-1）

• 「システムのアクティブ セッションの表示」（P.6-5）

• 「トラップ宛先の追加および削除」（P.6-6）

• 「詳細パラメータの表示および設定」（P.6-7）

• 「詳細パラメータの開始」（P.6-8）

ライセンス要件
モビリティ サービス エンジンには CAS および wIPS の評価ライセンスが付属しています。評価版は 
60 日間（480 時間）有効で、各サービスに対してデバイスの制限が事前設定されています。ライセン

スは使用ベースです（時間は、経過した暦日の数ではなく、使用した日数だけ減少します）。

ライセンスの購入およびインストールの詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps9733/ps9742/data_sheet_c07-473865.html

一般プロパティの編集およびパフォーマンスの表示
一般プロパティ：Cisco NCS を使用してモビリティ サービス エンジンの一般プロパティを編集できま

す。一般プロパティには、連絡先名、ユーザ名、パスワード、システム上で有効なサービス、サービス

の有効化または無効化、同期のためのモビリティ サービス エンジンの有効化などがあります。詳細に

ついては、「一般プロパティの編集」（P.6-2）を参照してください。

（注） モビリティ サービス エンジンの初期設定時に定義したユーザ名とパスワードを変更するには、一般プ

ロパティを使用します。

パフォーマンス：NCS を使用して特定のモビリティ サービス エンジンの CPU およびメモリの使用率

を表示できます。詳細については、 「パフォーマンス情報の表示」（P.6-4）を参照してください。

ここでは、次の内容について説明します。
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一般プロパティの編集およびパフォーマンスの表示
• 「一般プロパティの編集」（P.6-2）

• 「パフォーマンス情報の表示」（P.6-4）

一般プロパティの編集

モビリティ サービス エンジンの一般プロパティを編集するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択し、[Mobility Services] ページを表示します。

ステップ 2 編集するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。[General] と [Performance] の 2 つの

タブが表示されます。

（注） デフォルトで [General Properties] ページが表示されない場合、左側のサイドバーのメニューか

ら [Systems] > [General Properties] の順に選択します。

ステップ 3 [General] タブで、必要に応じてフィールドを変更します。表 6-1 に [General Properties] ページの

フィールドの一覧を示します。

表 6-1 [General] タブ

フィールド 設定オプション

Device Name モビリティ サービス エンジンのユーザ割り当て名。

Device Type モビリティ サービス エンジンのタイプを示します（例：Cisco 3310 
Mobility Services Engine）。デバイスが仮想アプライアンスであるかど

うかを示します。

Device UDI デバイス UDI（Unique Device Identifier）ストリングは二重引用符で

囲まれています（ストリングの末尾にスペースがある場合はスペース

も含まれます）。

Version 製品 ID のバージョン

Start Time サーバが起動された起動時刻を示します。

IP Address モビリティ サービス エンジンの IP アドレスを示します。

Contact Name モビリティ サービス エンジンの連絡先名を入力します。

Username モビリティ サービス エンジンを管理する NCS サーバのログイン ユー

ザ名を入力します。これにより、初期設定時に設定されたユーザ名を

含む、以前に定義されたユーザ名が置き換えられます。

Password モビリティ サービス エンジンを管理する NCS サーバのログイン パス

ワードを入力します。これにより、初期設定時に設定されたパスワー

ド名を含む、以前に定義されたパスワードが置き換えられます。

HTTP HTTP を有効にするには、[Enable] チェックボックスをオンにします。

デフォルトでは、HTTPS が有効です。

（注） HTTP は、主にサードパーティ アプリケーションがモビリティ 
サービス エンジンと通信できるようにするために有効にしま

す。

（注） NCS は常に HTTPS を使用して通信します。
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一般プロパティの編集およびパフォーマンスの表示
（注） リリース 6.0 の MSE で使用される TCP ポートは、tcp 22（MSE SSH ポート）、tcp 80（MSE 
HTTP ポート）、tcp 443（MSE HTTPS ポート）、tcp 1411（AeroScout）、tcp 1999

（AeroScout 内部ポート）、tcp 4096（AeroScout 通知ポート）、tcp 5900X（AeroScout）（X は 
1 ～ 10）、tcp 8001（レガシー ポート）です。ロケーション API に使用されます。

Legacy Port HTTPS 通信をサポートするモビリティ サービスのポート番号を入力し

ます。[Legacy HTTPS] オプションも有効にする必要があります。

Legacy HTTPS これはモビリティ サービス エンジンには適用されません。ロケーショ

ン アプライアンスにのみ適用されます。

Delete synchronized 
service assignments and 
enable synchronization

モビリティ サービス エンジンからすべてのサービス割り当てを永久に

削除するには、このチェックボックスをオンにします。このオプショ

ンを使用できるのは、モビリティ サービス エンジンを追加するときに 
[Delete synchronized service assignments] チェックボックスをオフに

した場合だけです。

Mobility Services モビリティ サービス エンジン上のサービスを有効にするには、サービ

スの横にあるチェックボックスをオンにします。このサービスには 
Context Aware および wIPS が含まれます。

CAS を選択すると、クライアント、不正アクセス ポイント、干渉、有

線クライアント、およびタグを追跡できます。

タグを追跡するには、次のいずれかのエンジンを選択します。

• Cisco Tag Engine

または

• Partner Tag Engine

（注） 選択すると、サービスは [Up]（アクティブ）として表示されま

す。アクティブでないサービスはすべて、選択された（現行）

システム上およびネットワーク上で [Down]（非アクティブ）

として表示されます。

（注） CAS および wIPS はモビリティ サービス エンジン上で同時に

稼働できます。

現在のシステムで割り当て可能なデバイスの数を確認するには、[here] 
リンクをクリックします。

ネットワーク上のすべてのモビリティ サービス エンジンのライセンス

の詳細を表示するには、[License Center] ページで、左側のサイドバー

のメニュー オプションから [MSE] を選択します。

（注） ライセンスの購入およびインストールの詳細については、次の 
URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps9733/ps9742/d
ata_sheet_c07-473865.html

表 6-1 [General] タブ （続き）

フィールド 設定オプション
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一般プロパティの編集およびパフォーマンスの表示
（注） リリース 6.0 の MSE で使用される UDP ポートは、udp 123（NTPD ポート、NTP 設定の後に

開きます）、udp 162（AeroScout SNMP）、udp/tcp 4000X（AeroScout プロキシ、X は 1 ～ 
5）、udp 12091（AeroScout デバイス）（TDOA Wi-Fi レシーバ、チョークポイント）、udp 
12092（AeroScout デバイス）（TDOA Wi-Fi レシーバ、チョークポイント）、udp 32768（ロ

ケーション内部ポート）、udp 32769（AeroScout 内部ポート）、udp 37008（AeroScout 内部

ポート）です。

（注） MSE で enable http コマンドを入力した場合、MSE でポート 80 が有効になります。CA が発

行する証明書が MSE にインストールされている場合、MSE でポート 8880 および 8843 は閉じ

られます。

図 6-1 選択したモビリティ サービス エンジンのライセンスの概要

ステップ 4 [Save] をクリックして NCS とモビリティ サービス エンジン データベースを更新します。

パフォーマンス情報の表示

パフォーマンスの詳細を表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services] の順に選択し、[Mobility Services] ページを表示します。

ステップ 2 表示するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。[General] と [Performance] の 2 つの

タブが表示されます。

ステップ 3 [Performance] タブをクリックします（図 6-2 を参照）。

1 日を超える期間のパフォーマンスの数値を表示するには、y 軸上の期間（[1w] など）をクリックしま

す。

パフォーマンスの概要をテキストで表示するには、CPU の下の 2 つ目のアイコンをクリックします。

ページを拡大するには、右下にあるアイコンをクリックします。
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システムのアクティブ セッションの表示
図 6-2 CPU およびメモリのパフォーマンス

システムのアクティブ セッションの表示
モビリティ サービス エンジンのアクティブなユーザ セッションを表示できます。

各セッションに関する次の情報が表示されます。

• セッション ID 

• モビリティ サービス エンジンのアクセス元の IP アドレス 

• 接続ユーザのユーザ名 

• セッションが開始された日時 

• モビリティ サービス エンジンが 後にアクセスされた日時 

• 終アクセス以降セッションがアイドルになっていた期間

アクティブなユーザ セッションを表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 アクティブ セッションを表示するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Active Sessions] の順に選択します。
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トラップ宛先の追加および削除
トラップ宛先の追加および削除
モビリティ サービス エンジンにより生成される SNMP トラップを受信する NCS または Cisco Security 
Monitoring, Analysis, and Response System（CS-MARS）ネットワーク管理プラットフォームを指定

できます。

NCS を使用してモビリティ サービス エンジンを追加すると、その NCS プラットフォームは自動的に

自身をデフォルトのトラップ宛先として設定します。冗長 NCS 設定が存在する場合、プライマリ NCS 
に障害が発生し、バックアップ システムに切り替わらない限り、バックアップ NCS はデフォルトのト

ラップ宛先としてリストされません。アクティブな NCS だけがトラップ宛先としてリストされます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「トラップ宛先の追加」（P.6-6）

• 「トラップ宛先の削除」（P.6-7）

トラップ宛先の追加

トラップ宛先を追加するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 新しい SNMP トラップ宛先サーバを定義するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Trap Destinations] の順に選択します。

ステップ 4 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add Trap Destination] を選択します。[Go] をクリッ

クします。

[New Trap Destination] ページが表示されます。

表 6-2 に、[Add Trap Destination] ページのフィールドの一覧を示します。

表 6-2 [Add Trap Destination] ページのフィールド

フィールド 説明

IP Address トラップ宛先の IP アドレス。

Port No. トラップ宛先のポート番号。デフォルト ポート

番号は、162 です。

Destination Type このフィールドは編集できず、値 [Other] が表示

されます。

SNMP Version [SNMP Version] ドロップダウン リストから 
[v2c] または [v3] を選択します。

SNMP バージョンとして v3 を選択した場合にだけ表示されるフィールドを以下に示します。

User Name SNMP バージョン 3 のユーザ名。

Security Name SNMP バージョン 3 のセキュリティ名。

Auth.Type ドロップダウン リストから、次のいずれかを選

択します。

• HMAC-MD5

• HMAC-SHA
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詳細パラメータの表示および設定
（注） 自動的に作成されるデフォルトのトラップ宛先を除き、すべてのトラップ宛先はその他として

識別されます。

ステップ 5 [Save] をクリックします。

[Trap Destination Summary] ページが表示され、新たに定義されたトラップがリストされます。

トラップ宛先の削除

トラップ宛先を削除するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 SNMP トラップ宛先サーバを削除するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Trap Destinations] の順に選択します。

ステップ 4 削除するトラップ宛先エントリの横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add Trap Destination] を選択します。[Go] をクリッ

クします。

ステップ 6 表示されるダイアログボックスで、[OK] をクリックして削除を実行します。

詳細パラメータの表示および設定
[NCS Advanced Parameters] ページ（図 6-3 を参照）で、モビリティ サービス エンジンの一般的なシ

ステム レベル設定を表示し、モニタリング パラメータを設定することができます。

• 現在のシステム レベルの詳細パラメータを表示するには、「詳細パラメータ設定の表示」（P.6-8）
を参照してください。

Auth.Password SNMP バージョン 3 の認証パスワード。

Privacy Type ドロップダウン リストから、次のいずれかのオ

プションを選択します。

• CBC-DES

• CFB-AES-128

• CFB-AES-192

• CFB-AES-256

Privacy Password SNMP バージョン 3 のプライバシー パスワード。

表 6-2 [Add Trap Destination] ページのフィールド （続き）

フィールド 説明
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詳細パラメータの開始
• 現在のシステム レベルの詳細パラメータを変更するには、またはシステムの再起動、システムの

シャットダウン、コンフィギュレーション ファイルの消去などの詳細コマンドを開始するには、

「詳細コマンドの開始」（P.6-10）を参照してください。

詳細パラメータ設定の表示

モビリティ サービス エンジンの詳細パラメータ設定を表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 ステータスを表示するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Advanced Parameters] の順に選択します（図 6-3 を参照）。

図 6-3 [Advanced Parameters] ページ

詳細パラメータの開始
NCS の [Advanced Parameters] セクションでは、イベントを維持する日数およびセッション タイムア

ウト値を設定できます。また、システムの再起動またはシャットダウンを開始したり、システム デー

タベースを消去したりできます。

（注） NCS を使用して、モビリティ サービス エンジンまたはロケーション アプライアンスのトラブルシュー

ティング パラメータを変更できます。

[Advanced Parameters] ページで、次の目的で NCS を使用できます。

• イベントを維持する期間およびセッション タイムアウトまでの期間を設定する。
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詳細パラメータの開始
詳細については、「詳細パラメータの設定」（P.6-9）を参照してください。

• システムの再起動またはシャットダウンを開始したり、システム データベースを消去する。

詳細については、「詳細コマンドの開始」（P.6-10）を参照してください。

詳細パラメータの設定

詳細パラメータを設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 プロパティを編集するモビリティ サービスの名前をクリックします。

ステップ 3 左側のサイドバーのメニューから、[System] > [Advanced Parameters] の順に選択します。

ステップ 4 必要に応じて詳細パラメータを確認または変更します。

• General Information

– Product Name

– Version

– Started At

– Current Server Time

– Hardware Restarts

– Active Sessions

• Advanced Parameters

注意 詳細デバッグは、モビリティ サービスの処理速度を低下させるため、Cisco TAC 担当者の指示の下

でのみ有効にしてください。

– [Number of Days to keep Events]：ログを維持する日数を入力します。モニタリングとトラブ

ルシューティングで変更する必要がある場合に、この値を変更します。

– [Session Timeout]：セッションがタイムアウトになるまでの分数を入力します。モニタリング

とトラブルシューティングで変更する必要がある場合に、この値を変更します。現時点では、

このオプションは淡色表示されます。

• Cisco UDI

– [Product Identifier (PID)]：モビリティ サービス エンジンの製品 ID。

– [Version Identifier (VID)]：モビリティ サービス エンジンのバージョン番号。

– [Serial Number (SN)]：モビリティ サービス エンジンのシリアル番号。

• Advanced Commands

– [Reboot Hardware]：モビリティ サービス ハードウェアを再起動する場合にクリックします。

詳細については、「システムの再起動またはシャットダウン」（P.6-10）を参照してください。

– [Shutdown Hardware]：モビリティ サービス ハードウェアをオフにする場合にクリックしま

す。詳細については、「システムの再起動またはシャットダウン」（P.6-10）を参照してくださ

い。
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詳細パラメータの開始
– [Clear Database]：モビリティ サービス データベースをクリアする場合にクリックします。詳

細については、「システム データベースの消去」（P.6-10）を参照してください。NCS と MSE 
から既存のサービス割り当てをすべて削除するには、[Retain current service assignments in 
NCS] チェックボックスをオフにします。[Services] > [Synchronize Services] ページでリソー

スを再割り当てする必要があります。デフォルトでは、このオプションが選択されています。

ステップ 5 [Save] をクリックして NCS とモビリティ サービス エンジン データベースを更新します。

詳細コマンドの開始

システムの再起動またはシャットダウンを開始したり、システム データベースを消去するには、

[Advanced Parameters] ページで該当するボタンをクリックします。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「システムの再起動またはシャットダウン」（P.6-10）

• 「システム データベースの消去」（P.6-10）

システムの再起動またはシャットダウン

モビリティ サービス エンジンを再起動またはシャットダウンするには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 再起動またはシャットダウンするモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Advanced Parameters] の順に選択します（図 6-3 を参照）。

ステップ 4 [Advanced Commands] グループ ボックスで、該当するボタン（[Reboot Hardware] または [Shutdown 
Hardware]）をクリックします。

確認のダイアログボックスで [OK] をクリックして、再起動またはシャットダウン プロセスを開始しま

す。プロセスを中止するには、[Cancel] をクリックします。

システム データベースの消去

モビリティ サービス エンジン設定をクリアし、出荷時の初期状態に戻すには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 設定するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Advanced Parameters]  の順に選択します。

ステップ 4 [Advanced Commands] グループ ボックスの [Retain current service assignments in NCS] チェックボッ

クスをオフにして、NCS と MSE から既存のサービス割り当てをすべて削除します。

[Services] > [Synchronize Services] ページでリソースを再割り当てする必要があります。デフォルトで

は、このオプションが選択されています。

ステップ 5 [Advanced Commands] グループ ボックスで [Clear Database] をクリックします。
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詳細パラメータの開始
ステップ 6 [OK] をクリックし、モビリティ サービス エンジン データベースをクリアします。
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詳細パラメータの開始
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ユーザとグループの管理

この章では、ユーザ、グループ、およびモビリティ サービス エンジンへのホスト アクセスを管理する

方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「前提条件」（P.7-1）

• 「注意事項と制約事項」（P.7-1）

• 「ユーザ グループの管理」（P.7-1）

• 「ユーザの管理」（P.7-3）

前提条件
Cisco NCS がモビリティ サービス エンジンにアクセスするには、フル アクセス権限が必要です。

注意事項と制約事項
グループ権限は個々のユーザの権限を上書きします。たとえば、ユーザにフル アクセス権限を付与し、

読み取り専用アクセス権限が付与されているグループにそのユーザを追加すると、ユーザはモビリティ 
サービス エンジンの設定を設定できなくなります。

ユーザ グループの管理
この項では、ユーザ グループの追加、削除、および編集の方法について説明します。

ユーザ グループを使用すると、ユーザに異なるアクセス権限を割り当てることができます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ユーザ グループの追加」（P.7-2）

• 「ユーザ グループの削除」（P.7-2）

• 「ユーザ グループの権限の変更」（P.7-2）
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ユーザ グループの管理
ユーザ グループの追加

モビリティ サービス エンジンにユーザ グループを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 ユーザ グループを追加するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Accounts] > [Groups] の順に選択します。

ステップ 4 [Select a command] ドロップダウン リストから [Add Group] を選択します。[Go] をクリックします。

ステップ 5 [Group Name] テキストボックスにグループ名を入力します。

ステップ 6 [Permission] ドロップダウン リストから権限レベル（[read]、[write]、または [full]）を選択します。

（注） NCS がモビリティ サービス エンジンにアクセスするには、フル アクセス権限が必要です。

ステップ 7 [Save] をクリックします。

ユーザ グループの削除

モビリティ サービス エンジンからユーザ グループを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 ユーザ グループを削除するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Accounts] > [Groups] の順に選択します。

ステップ 4 削除するグループのチェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Delete Group] を選択し、[Go] をクリックします。

ステップ 6 [OK] をクリックします。

ユーザ グループの権限の変更

注意 グループ権限は個々のユーザの権限を上書きします。たとえば、ユーザにフル アクセス権限を付与

し、読み取りアクセス権限のみ付与されているグループにそのユーザを追加すると、ユーザはモビ

リティ サービス エンジンの設定を設定できなくなります。

ユーザ グループの権限を変更するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 編集するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Accounts] > [Groups] の順に選択します。
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ユーザの管理
ステップ 4 編集するグループの名前をクリックします。

ステップ 5 [Permission] ドロップダウン リストから権限レベル（[read]、[write]、または [full]）を選択します。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

ユーザの管理
この項では、モビリティ サービス エンジンのユーザの追加、削除、および編集の方法について説明し

ます。アクティブなユーザ セッションの表示方法についても説明します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ユーザの追加」（P.7-3）

• 「ユーザの削除」（P.7-4）

• 「ユーザ プロパティの変更」（P.7-4）

ユーザの追加

注意 グループ権限は個々のユーザの権限を上書きします。たとえば、ユーザにフル アクセス権限を付与

し、読み取りアクセス権限のみ付与されているグループにそのユーザを追加すると、ユーザはモビ

リティ サービス エンジンの設定を設定できなくなります。

モビリティ サービス エンジンにユーザを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 ユーザを追加するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Accounts] > [Users] の順に選択します。

ステップ 4 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add User] を選択します。[Go] をクリックします。

ステップ 5 [Username] テキストボックスにユーザ名を入力します。

ステップ 6 [Password] テキストボックスにパスワードを入力します。

ステップ 7 [Confirm Password] テキスト ボックスにパスワードを再入力します。

ステップ 8 [Group Name] テキストボックスにユーザが属するグループの名前を入力します。

ステップ 9 [Permission] ドロップダウン リストから権限レベル（[read]、[write]、または [full]）を選択します。

（注） NCS がモビリティ サービス エンジンにアクセスするには、フル アクセス権限が必要です。

ステップ 10 [Save] をクリックします。
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ユーザの管理
ユーザの削除

モビリティ サービス エンジンからユーザを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 ユーザを削除するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Accounts] > [Users] の順に選択します。

ステップ 4 削除するユーザのチェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [Select a command] ドロップダウン リストから [Delete User] を選択します。[Go] をクリックします。

ステップ 6 [OK] をクリックします。

ユーザ プロパティの変更

ユーザ プロパティを変更するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 編集するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Accounts] > [Users] の順に選択します。

ステップ 4 編集するグループの名前をクリックします。

ステップ 5 [Password] および [Group Name] テキスト ボックスで必要な変更を行います。

ステップ 6 [Save] をクリックします。
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イベント通知の設定

Cisco NCS では、Mobility Services Engine に通知を特定のリスナーに送信させる条件を定義できます。

この章では、イベントおよびイベント グループの定義方法とイベント通知の概要の表示方法について

説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「イベント通知について」（P.8-1）

• 「イベント グループの追加および削除」（P.8-7）

• 「イベント定義の追加、削除、およびテスト」（P.8-8）

• 「イベント通知の概要の表示」（P.8-13）

• 「通知のクリア」（P.8-2）

• 「通知メッセージ形式」（P.8-3）

• 「通知リスナーとしての NCS」（P.8-6）

イベント通知について
• イベント グループ：イベント通知を編成できます。

• イベント定義：イベント定義には、イベントを発生させた条件、イベントが適用されるアセット、

イベント通知の宛先が含まれます。

• イベント通知：Mobility Services Engine は、次の転送メカニズムを介して、登録されたリスナー

にイベント通知を送信します。

– Simple Object Access Protocol（SOAP）

– 簡易メール転送プロトコル（SMTP）メール

– 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）

– Syslog

ここでは、次の内容について説明します。

• 「イベント通知の概要の表示」（P.8-2）

• 「通知のクリア」（P.8-2）

• 「XML の通知形式」（P.8-3）
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イベント通知について
イベント通知の概要の表示

Mobility Services Engine は、イベント通知を送信しますが、イベントを保存しません。ただし、通知

イベントの宛先が NCS の場合、NCS は受信した通知を保存し、次に示す 7 つのカテゴリに分類しま

す。

• [Absence (Missing)]：Mobility Services Engine は、アセットが不明になった場合に Absence イベ

ントを生成します。つまり、Mobility Services Engine は、指定された時間で WLAN のアセットを

検出できません。

• [In/Out Area (Containment)]：Mobility Services Engine は、アセットが指定エリアに移動するかエ

リアから出ると Containment イベントを生成します。

（注） Containment エリア（キャンパス、ビルディング、またはフロア）は、[Monitor] > [Maps] で
定義します。カバレッジ エリアを定義するには、Map Editor を使用します。

• [Movement from Marker (Movement/Distance)]：Mobility Services Engine は、マップで定義した

指定マーカーから指定された距離を超えてアセットが移動された場合、Movement イベントを生成

します。

• [Location Changes]：Mobility Services Engine は、クライアント ステーション、アセット タグ、

不正クライアント、または不正アクセス ポイントのロケーションが変更されると Location 
Changes イベントを生成します。

• [Battery Level]：Mobility Services Engine は、追跡されるすべてのアセット タグについて Battery 
Level イベントを生成します。

• [Emergency]：Mobility Services Engine は、タグのパニック ボタンがトリガーされるか、タグが

削除されるか、改ざんされるか、非アクティブになるか、不明な状態を報告すると、Cisco CX v.1 
準拠のアセット タグの Emergency イベントを生成します。この情報は、Cisco CX v.1 準拠のタグ

についてのみ、報告および表示されます。

• [Chokepoint Notifications]：Mobility Services Engine は、タグがチョークポイントによって誘導

されたときにイベントを生成します。この情報は、Cisco CX v.1 準拠のタグについてのみ、報告お

よび表示されます。

（注） すべての要素のイベントは時間単位と日単位で要約されます。

（注） トラック グループとイベントは、Mobility Services Engine と同期する必要があります。

通知のクリア

Mobility Services Engine では、次のいずれかの状況でイベント条件をクリアしたときに、イベント通

知を送信します。

• [Missing (Absence)]：要素（クライアント、タグ、不正アクセス ポイント、または不正クライア

ント）が再表示される。

• [In/Out Area (Containment)]：要素が Containment エリア内に戻るか、このエリアから外に出る。

• [Distance]：要素がマーカーから指定された距離以内に戻る。

• [Location Changes]：クリア状態はこの条件には適用されません。
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通知メッセージ形式
• [Battery Level]：タグが検出され、普通の電池残量で動作している。

（注） NCS の [Notifications Summary] ページには、クリアされたイベント条件の通知を受信したかどうかが

反映されます。

通知メッセージ形式
ここでは、XML およびテキストの通知メッセージ形式について説明します。内容は次のとおりです。

• 「通知メッセージ形式」（P.8-3）

• 「テキストの通知形式」（P.8-6）

XML の通知形式

ここでは、XML 形式の通知メッセージについて説明します。内容は次のとおりです。

• 「Missing (Absence) 条件」（P.8-3）

• 「In/Out (Containment) 条件」（P.8-4）

• 「Distance 条件」（P.8-4）

• 「Battery Level」（P.8-5）

• 「Location Change」（P.8-5）

• 「Chokepoint 条件」（P.8-5）

• 「Emergency 条件」（P.8-5）

（注） XML 形式はサポート対象 API の一部です。シスコは、API が今後更新されるたびに、Mobility 
Services Engine API プログラムの一環として変更を通知します。

Missing (Absence) 条件

Absence 要素のメッセージ形式：

<AbsenceTrackEvent
missingFor="<time in secs entity has been missing>" 
lastSeen="time last seen"
trackDefn="<name of track definition>"
entityType="Mobile Station | Tag | Rogue AP | Rogue Client" 
entityID="<mac address"/>

クリア状態のメッセージ形式：

<AbsenceTrackEvent
state="clear" 
trackDefn="<name of track definition>"
entityType="Mobile Station | Tag | Rogue AP | Rogue Client" 
entityID="<mac address"/>

次に例を示します。

<AbsenceTrackEvent state="set" missingFor="34" lastSeen="15:00:20 08 Jun 2009" 
trackDefn="absenceDef1" entityType="Mobile Station"
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通知メッセージ形式
entityID="00:0c:f1:53:9e:c0"/>

<AbsenceTrackEvent state="clear" entityType="Tag"
trackDefn="absenceDef1" entityID="00:0c:cc:5b:fc:da"/>

In/Out (Containment) 条件

Containment 要素のメッセージ形式：

<ContainmentTrackEvent
in="true | false" 
trackDefn="<name of track definition>"
containerType="Floor | Area | Network Design | Building" 
containerID="<fully quality name of container>" 
entityType="Mobile Station | Tag | Rogue AP | Rogue Client" 
entityID="<mac address"/>

クリア状態のメッセージ形式：

<ContainmentTrackEvent
state="clear" 
trackDefn="<name of track definition>"
entityType="Mobile Station | Tag | Rogue AP | Rogue Client"
entityID="<mac address"/>

次に例を示します。

<ContainmentTrackEvent in="true" trackDefn="myContainerRule1" 
containerType="Area" 
containerID="nycTestArea,5th Floor,Bldg-A,Rochester_Group,Rochester,"

（注） containerID ストリングは、キャンパス Rochester の Bldg-A の 5 階にある nycTestArea という

カバレッジ エリアを表します。

entityType="Tag" entityID="00:0c:cc:5b:fa:44"/>

<ContainmentTrackEvent state="clear" entityType="Tag" 
trackDefn="myContainerRule1" entityID="00:0c:cc:5b:f8:ab"/>

Distance 条件 

同じフロアにある要素のメッセージ形式：

<MovementTrackEvent
distance="<distance in feet at which the element was located>"
triggerDistance="<the distance specified on the condition"
reference="<name of the marker specified on the condition>" 
trackDefn="<name of event definition>"
entityType="Mobile Station | Tag | Rogue AP | Rogue Client" 
entityID="<mac address"/>

別のフロアにある要素のメッセージ形式：

<MovementTrackEvent optionMsg="has moved beyond original floor" 
reference="<name of the marker specified on the condition>" 
trackDefn="<name of event definition>"
entityType="Mobile Station | Tag | Rogue AP | Rogue Client" 
entityID="<mac address"/>

クリア状態のメッセージ形式：
8-4
Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド

OL-23943-02-J



第 8 章      イベント通知の設定

通知メッセージ形式
<MovementTrackEvent
state="clear" 
trackDefn="<name of event definition>"
entityType="Mobile Station | Tag | Rogue AP | Rogue Client" 
entityID="<mac address"/>

次に例を示します。

<MovementTrackEvent distance="115.73819627990147" triggerDistance="60.0"
reference="marker2" trackDefn="distance2" entityType="Mobile Station"
entityID="00:0c:41:15:99:92"/>

<MovementTrackEvent optionMsg="has moved beyond original floor"
reference="marker2" entityType="Tag" 
trackDefn="distance2" 
entityID="00:0c:cc:5b:fa:4c"/>

<MovementTrackEvent state="clear" entityType="Tag" 

Battery Level

例：

<BatteryLifeTrackEvent lastSeen="10:28:52 08 Jun 2009" batteryStatus="medium" 
trackDefn="defn1" entityType="Tag" entityID="00:01:02:03:04:06"/>

Location Change

例：

<MovementTrackEvent distance="158.11388300841898" triggerDistance="5.0"
reference="marker1" referenceObjectID="1" trackDefn="defn1" entityType="Mobile Station"
entityID="00:01:02:03:04:05"/> 

Chokepoint 条件

例：

<ChokepointTrackEvent
lastSeen="11:10:08 PST 08 Jun 2009"
chokepointMac="00:0c:cc:60:13:a3"
chokepointName= "chokeA3"
trackDefn="choke"
entityType="Tag"
entityID="00:12:b8:00:20:4f"/>

クリア状態の例を次に示します。

<ChokepointTrackEvent
state="clear" 
entityType="Tag"
trackDefn="choke"
entityID="00:12:b8:00:20:4f"/>

Emergency 条件

要素のロケーションの例を次に示します。

<ChokepointTrackEvent
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lastSeen="11:36:46 PST June 08 2009"
emergencyReason= "detached"
trackDefn="emer"
entityType="Tag" 
entityID="00:12:b8:00:20:50"/>

（注） [Emergency] イベントがクリアされることはありません。

テキストの通知形式

通知をテキスト形式で送信するように指定すると、Mobility Services Engine は、状態を示すためにプ

レーン テキスト ストリングを使用します。

Tag 00:02:02:03:03:04 is in Floor <floorName>
Tag 00:02:02:03:03:04 is outside Floor <floorName>
Client 00:02:02:03:09:09 is in Area <areaName>
RogueClient 00:02:02:08:08:08 is outside Building <buildingName>
Tag 00:02:02:03:03:06 has moved 105 feet where the trigger distance was 90 feet.
Tag 00:02:02:03:03:20 missing for 14 mins, last seen <timestamp>.

（注） シスコは、テキストの通知形式を予告なしに変更する権利を保持します。

（注） XML は、通知の内容を解析または分析する必要があるシステムの推奨形式です。

通知リスナーとしての NCS
NCS は通知リスナーとして動作します。

NCS はトラップをユーザ インターフェイス アラートに変換し、次の形式で示します。

• Missing (Absence)

Absence of Tag with MAC 00:0c:cc:5b:e4:1b, last seen at 16:19:45 08 June 2009.

• In/Out (Containment)

Tag with MAC 00:0c:cc:5b:fa:44 is In the Area 'Rochester > Rochester > 5th Floor > 
nycTestArea'

• Distance

Tag with MAC 00:0c:cc:5b:fa:47 has moved beyond the distance configured for the marker 
'marker2'.
Tag with MAC 00:0c:cc:5b:f9:b9 has moved beyond 46.0 ft.of marker 'marker2', located 
at a range of 136.74526528595058 ft.

• Battery Level

Tag 00:01:02:03:04:06 has medium battery, last seen 11:06:01 08 June 2009

• Location Change

Mobile Station 00:01:02:03:04:05 has moved
158.11388300841898ft, where the trigger distance was 5.0
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注意事項と制約事項
注意事項と制約事項
イベント定義を追加中に使用している MAC アドレスが部分的な MAC アドレスである場合、NCS で
パフォーマンスに関する問題が発生することがあります。

イベント グループの追加および削除
ここでは、イベント グループの追加と削除の方法について説明します。イベント グループを使用する

と、イベント通知を編成しやすくなります。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「イベント グループの追加」（P.8-7）

• 「イベント グループの削除」（P.8-7）

イベント グループの追加

イベント グループを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Context Aware Notifications] を選択します。

ステップ 2 [Notification  Definitions] を選択します。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add Event Group] を選択します。[Go] をクリック

します。

ステップ 4 [Group Name] テキストボックスにグループ名を入力します。

ステップ 5 [Save] をクリックします。

[Event Settings] ページに新しいイベント グループが表示されます。

イベント グループの削除

イベント グループを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Context Aware Notifications] を選択します。

ステップ 2 [Notification  Definitions] を選択します。

ステップ 3 対応するチェックボックスをオンにして、削除するイベント グループを選択します。

ステップ 4 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Delete Event Group(s)] を選択します。[Go] をク

リックします。

ステップ 5 [OK] をクリックして、削除を確認します。

ステップ 6 [Save] をクリックします。
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イベント定義の追加、削除、およびテスト
イベント定義には、イベントを発生させた条件、イベントが適用されるアセット、イベント通知の宛先

に関する情報が含まれます。

ここでは、イベント定義の追加、削除、およびテスト方法について説明します。内容は次のとおりで

す。

• 「イベント定義の追加」（P.8-8）

• 「イベント定義の削除」（P.8-12）

• 「イベント定義のテスト」（P.8-12）

イベント定義の追加

NCS では、グループにイベント定義を追加できます。イベント定義は、特定のグループに属さなれけ

ればなりません。

イベント定義を追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Context Aware Notifications] を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーのメニューから、[Notification Definitions] を選択します。

ステップ 3 イベント定義を追加するグループの名前をクリックします。イベント グループの既存のイベント定義

が示された [Event Settings] ページが表示されます。

ステップ 4 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add Event Definition] を選択します。[Go] をクリッ

クします。

ステップ 5 [Conditions] タブで、1 つ以上の条件を追加します。追加する条件ごとに、イベント通知を生成するた

めのルールを指定します。

ヒント たとえば、病院で心臓モニタによる経過観察を行う場合、（1）心臓モニタを見失ってから 1 時
間経過したとき、（2）心臓モニタがその割り当てられたフロアから移動したとき、（3）心臓モ

ニタがフロア内の特定のカバレッジ エリアに入ったときに通知を生成するルールを追加しま

す。この例では、これらの発生に対応する 3 つの異なるルールを追加します。

条件を追加するには、次の手順を実行します。

a. [Add] をクリックして、通知を生成する条件を追加します。

b. [Add/Edit Condition] ダイアログ ボックスで、次の手順を実行します。

1. [Condition Type] ドロップダウン リストから条件タイプを選択します。

• [Condition Type] ドロップダウン リストから [Missing] を選択した場合は、不明なアセットに

よって通知が生成されてから経過した分数を入力します。たとえば、このテキスト ボックス

に 10 を入力すると、デバイスが非アクティブになるかシステムに存在しなくなった後で 10 分
経過してもアセットが見つからない場合に、Mobility Services Engine は不明なアセット通知

を生成します。この状態は、コントローラが不在を検出して Mobility Services Engine に通知

したとき、または Mobility Services Engine が 60 分間（デフォルト）コントローラからこのデ

バイスについて何も受信しない場合に発生します。この値は、クライアントの場合は config 
mobile-node-inactive-in-minutes コマンド、タグの場合は 
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config tag-inactive-time-in-minutes コマンドを使用して、（コンソールで cmdshell を使用し

てアクセス可能な）MSE コマンドライン インターフェイスからのみ設定可能です。手順 e. に
進みます

• [Condition Type] ドロップダウン リストから [In/Out] を選択した場合、[Inside of] または 
[Outside of] を選択して、[Select Area] をクリックします。 選択したエリアからのアセットの

出入りがモニタされます。[Select] ダイアログボックスで、モニタするエリアを選択し 
[Select] をクリックします。モニタするエリアは、キャンパス全体、キャンパス内のビルディ

ング、ビルディング内のフロア、またはカバレッジ エリアになります（Map Editor を使用し

てカバレッジ エリアを定義できます）。たとえば、ビルディング内のフロア部分をモニタする

には、[Campus] ドロップダウン リストからキャンパスを、[Building] ドロップダウン リスト

からビルディングを、[Floor Area] ドロップダウン リストからモニタするエリアを選択しま

す。次に、[Select] をクリックします。手順 e. に進みます

• [Condition Type] ドロップダウン リストから [Distance] を選択した場合、アセットがこれを超

えるとイベント通知を生成する指定マーカーからの間隔（フィート単位）を入力します。

[Select Marker] をクリックします。[Select] ダイアログボックスで、キャンパス、ビルディン

グ、フロア、およびマーカーを、対応するドロップダウン リストから選択し、[Select] をク

リックします。たとえば、マーカーをフロア図面に追加して、[Trigger If] テキスト ボックス

の距離を 60 フィートに設定すると、モニタ対象のアセットがマーカーから 60 フィートを超え

て離れた場合にイベント通知が生成されます。手順 e. に進みます

（注） Map Editor を使用して、マーカーおよびカバレッジ エリアを作成できます。マーカー

名を作成する場合は、システム全体で一意になるようにします。

• [Condition Type] ドロップダウン リストから [Battery Level] を選択した場合は、通知を生成す

る該当の電池残量（低、中、普通）の横にあるチェックボックスをオンにします。手順 e. に
進みます

• [Condition Type] ドロップダウン リストから [Location Change] を選択した場合は、手順 e. に
進みます

• [Condition Type] ドロップダウン リストから [Emergency] を選択した場合は、通知を生成する

該当の緊急事態（すべて、パニック ボタン、改ざん、削除）の横にあるボタンをクリックし

ます。手順 e. に進みます

• [Condition Type] ドロップダウン リストから [Chokepoint] を選択した場合は、手順 c に進み

ます。生成条件は 1 つのみあり、デフォルトで表示されます。設定は必要ありません。

c. [Trigger If] テキスト ボックスで、通知を生成する時間を分単位で指定します。デフォルトは 60 分
です。

d. [Notification Frequency] オプション ボタンから [Recurring] または [Non-recurring] のいずれかを

選択します。頻度が非繰り返しの場合は、MSE は一度のみ不在通知を送信します。繰り返しの頻

度の場合は、MSE は、デバイスが再度存在するようになるまで不在通知を定期的に送信します。

ここでの期間は、不在定義の設定値を示します。

e. [Apply To] ドロップダウン リストから、生成条件を満たした場合に通知を生成するアセットのタ

イプ（[Any]、[Clients]、[Tags]、[Rogue APs]、[Rogue Clients]、または [Interferers]）を選択し

ます。  

（注） [Apply to] ドロップダウン リストから [Any] を選択した場合は、タグ、クライアント、

不正アクセス ポイント、および不正クライアントのすべてに電池の条件が適用されま

す。
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（注） Emergency 通知および Chokepoint 通知は、Cisco Compatible Extensions（CX）のタ

グのバージョン 1 以降のみに適用されます。

f. [Match By] ドロップダウン リストには、次の選択が左から右に含まれています。

• 初のドロップダウン リストから一致基準（[MAC Address]、[Asset Name]、[Asset Group]、ま

たは [Asset Category] ）を選択します。

• 2 番目のドロップダウン リストから演算子（[Equals] または [Like]）を選択します。

• ユーザが選択した [Match By] 基準に基づいてテキスト ボックスに関連するテキストを入力しま

す。

次の例では、指定可能なアセットの一致基準について説明します。

– 初のドロップダウン リストから [MAC Address] を選択し、2 番目のドロップダウン リスト

から [Equals] を選択して、テキスト ボックスに MAC アドレス（たとえば、

12:12:12:12:12:12）を入力した場合、MAC アドレスが 12:12:12:12:12:12（完全一致）の要

素にイベント条件が適用されます。

– 初のドロップダウン リストから [MAC Address] を選択して、2 番目のドロップダウン リス

トから [Like] を選択して、テキスト ボックスに 12:12 と入力すると、イベント条件は、MAC 
アドレスが 12:12 で始まる要素に適用されます。

（注） MAC アドレスが部分的な MAC アドレスの場合、NCS でパフォーマンスの問題が生

じることがあります。

g. [Add] をクリックして、定義済みの条件を追加します。

（注） チョークポイントを定義している場合は、条件を追加した後にチョークポイントを選択す

る必要があります。

チョークポイントの定義

チョークポイントを選択するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Add/Edit Condition] ダイアログボックスの [Condition Type] ドロップダウン リストから、

[Chokepoint] を選択します。

a. 適切なドロップダウン リストから [Area type]、[Campus]、および [Outdoor Area] を選択します。

b. 表示されるメニューから [Chokepoint] を選択します。

[Add/Edit Condition] ダイアログボックスが再表示され、チョークポイントのロケーション パス

（[Campus] > [Building] > [Floor]）が [Select Checkpoint] ボタンの横にある入力テキスト ボック

スに自動的に読み込まれます。

ステップ 2 [Destination and Transport] タブで、次の手順を実行して、イベント通知を受信する 1 つ以上の宛先を

追加し、転送設定を行います。

a. 新しい宛先を追加する場合は、[Add] をクリックします。[Add/Edit Destination and Transport] ダ
イアログボックスが表示されます。

b. [Add New] をクリックします。
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c. 表示されるダイアログボックスで、イベント通知を受信するシステムの IP アドレスまたはホスト

名を入力し、[OK] をクリックします。

新しいエントリが右側の列に配置されます。

受信者のシステムのイベント リスナーが通知を処理するように動作している必要があります。イ

ベント定義を作成する場合はデフォルトで、NCS により、その IP アドレスが宛先として追加され

ます。

d. 通知の宛先を選択するには、右側のテキスト領域で 1 つ以上の IP アドレスを強調表示し、[Select] 
をクリックして左側のテキスト領域に IP アドレスを追加します。

e. [Message Format] オプション ボタンから、メッセージ フォーマットとして [XML]  または [Plain 
Text] を選択します。

（注） 通知の宛先として [NCS] を選択する場合は、XML 形式を選択する必要があります。

f. [Transport Type] ドロップダウン リストから次のいずれかの転送タイプを選択します。

– [SOAP]：Simple Object Access Protocol。通知は、SOAP を使用して、HTTP/HTTPS を介し

て送信され、宛先の Web サービスによって処理されます。

HTTPS を介して通知を送信するかどうかを、対応するチェックボックスをオンにして指定し
ます。[Port Number] テキスト ボックスに宛先のポート番号を入力します。

– [Mail]：このオプションを使用すると、電子メールで通知を送信します。 

[Mail Type] ドロップダウン リストから、メールを送信するためのプロトコルを選択します。
必要に応じて、ユーザ名とパスワード（認証が有効な場合）、送信者の名前、件名行に追加す
るプレフィックス、受信者の電子メール アドレス、およびポート番号を入力します。

– [SNMP]：Simple Network Management Protocol（簡易ネットワーク管理プロトコル）。この

オプションを使用すると、SNMP 対応デバイスに通知を送信します。

SNMP バージョン v2c を選択した場合は、[SNMP Community] テキスト ボックスに SNMP 
コミュニティ ストリングを、[Port Number] テキスト ボックスに該当するポート番号を入力す
るように指示されます。

SNMP バージョン v3 を選択した場合は、ユーザ名、セキュリティ名を入力し、ドロップダウ
ン リストから認証タイプを選択して認証パスワードを入力し、ドロップダウン リストからプ
ライバシー タイプを選択してプライバシー パスワードを入力するように指示されます。

– [SysLog]：イベント通知の受信者である宛先システム上のシステム ログを指定します。

[Priority] テキスト ボックスに通知の優先順位を入力し、ファシリティの名前、および宛先シ

ステムのポート番号を入力します。

g. HTTPS を有効にするには、[Enable] チェックボックスを選択します。

h. [Port Number] が自動的に読み込まれます。

i. [Save] をクリックします。

ステップ 3 [General] タブで、次の手順を実行します。

a. イベント定義を有効にする（デフォルトでは無効）には、[Admin Status Enabled] チェックボック

スをオンにします。

b. [Priority] ドロップダウン リストから数値を選択して、イベント定義の優先順位を設定します。ゼ

ロが も高い優先順位です。

（注） 優先順位の高いイベント定義は、優先順位の低いイベント定義よりも先に処理されます。
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c. 通知の頻度を選択します。

1. イベントを継続的に報告する場合は、[All the Time]  チェックボックスをオンにします。手順 
g. に進みます

2. イベント通知を送信する曜日と時刻を選択する場合は、[All the Time] チェックボックスをオ

フにします。曜日と時刻のテキスト ボックスが表示され、選択できるようになります。手順 
d. に進みます

d. イベント通知を送信する各曜日の横にあるチェックボックスを選択します。

e. [Apply From] ドロップダウン リストから、イベント通知の開始時刻を選択します。可能な値は、

時間、分、および AM または PM です。

f. [Apply Until] ドロップダウン リストから、イベント通知の終了時刻を選択します。選択可能な値

は、時間、分、および AM または PM です。

g. [Save] をクリックします。

ステップ 4 イベント グループ（[Services] > [Context Aware Notifications] > [Notification Settings] > [Group 
Name]）の新しいイベント定義がリストされていることを確認します。

イベント定義の削除

NCS から 1 つ以上のイベント定義を削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Context Aware Notifications] を選択します。

ステップ 2 [Notification  Definitions] を選択します。

ステップ 3 イベント定義を削除するグループの名前をクリックします。

ステップ 4 削除するイベント定義を、対応するチェックボックスをオンにして選択します。

ステップ 5 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Delete Event Definition(s)] を選択します。[Go] を
クリックします。

ステップ 6 [OK] をクリックして、選択したイベント定義を削除することを確認します。

イベント定義のテスト

NCS を使用して、Mobility Services Engine がイベント定義で指定した転送プロトコル経由でイベント

通知を送信していることを確認します。Mobility Services Engine は、イベント定義で指定した宛先に 
3 個の架空のイベント通知（Absence、Containment、Distance）を送信します。メッセージには、ダ

ミーの MAC アドレスが含まれています。

イベント定義の 1 つ以上のイベント通知をテストするには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Services] > [Context Aware Notifications] を選択します。

ステップ 2 [Notification Settings] を選択します。

ステップ 3 テストするイベント定義を含むグループの名前をクリックします。

ステップ 4 対応するチェックボックスをオンにして、テストするイベント定義を選択します。
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イベント通知の概要の表示
ステップ 5 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Test-Fire Event Definition(s)] を選択します。[Go] 
をクリックします。

ステップ 6 イベント通知をテストすることを確認するには、[OK] をクリックします。

ステップ 7 指定した受信者に通知が送信されたことを確認します。

イベント通知の概要の表示
イベント通知の概要を表示するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Services] > [Context Aware Notifications] を選択します。

NCS には、7 つのイベント通知カテゴリごとにイベント通知の概要が表示されます。

（注） Emergency 通知と Chokepoint 通知は Cisco CX v.1 準拠のタグについてだけレポートされ、表

示されます。

ステップ 2 モニタ対象のアセットのイベント通知を表示するには、対応するリンクの 1 つをクリックします。

たとえば、1 時間前に生成されたクライアント ステーションの Absence イベントを表示するには、

[Absence (Missing)] リストにある [Client Stations] エントリの [Last Hour] 列のリンクをクリックしま

す。
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イベント通知の概要の表示
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Context-Aware Service の計画および検証

この章では、屋内または屋外領域内の要素（クライアント、タグ、不正クライアント、および不正アク

セス ポイント）のロケーション精度を高めるために使用できる多数のツールと設定について説明しま

す。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「ライセンス要件」（P.9-1）

• 「注意事項と制約事項」（P.9-2）

• 「データ、音声、およびロケーションの展開についての計画」（P.9-2）

• 「キャリブレーション モデル」（P.9-4）

• 「位置の準備状態と品質の調査」（P.9-8）

• 「ロケーション精度の確認」（P.9-9）

• 「チョークポイントを使用したタグの位置報告の精度の向上」（P.9-13）

• 「Wi-Fi TDOA レシーバを使用したタグ ロケーション レポートの強化」（P.9-18）

• 「 適化モニタ モードを使用したタグ ロケーション レポートの強化」（P.9-21）

• 「フロア上の包含リージョンと除外リージョンの定義」（P.9-23）

• 「フロアでのレール ラインの定義」（P.9-26）

• 「Context-Aware Service パラメータの変更」（P.9-29）

• 「通知の有効化および通知パラメータの設定」（P.9-43）

• 「コントローラのロケーション テンプレート」（P.9-46）

• 「有線スイッチおよび有線クライアントでのロケーション サービス」（P.9-49）

• 「Mobility Services Engine への NMSP 接続の確認」（P.9-53）

ライセンス要件
アクセス ポイントからタグおよびクライアントに関する状況依存情報を取得するには、シスコからラ

イセンスを購入する必要があります。タグとクライアントのライセンスはそれぞれ個別に提供されま

す。（クライアントのライセンスには、不正クライアントと不正アクセス ポイントのトラッキングも含

まれます）。

詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/products_data_sheets_list.html で
『Cisco 3300 Series Mobility Services Engine Licensing and Ordering Guide』を参照してください。
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注意事項と制約事項
Mobility Services Engine へのクライアントとタグのライセンスの追加に関する詳細については、第 2 
章「モビリティ サービス エンジンとライセンスの追加および削除」を参照してください。

注意事項と制約事項
• Mobility Services Engine にインストールされている Context-Aware Service（CAS）は、ロケー

ション情報、およびアクセス ポイントからクライアントまたはタグ（Cisco CX バージョン 1 以
降）に関する状況依存情報（温度やアセットの可用性など）を取得します。

• 非 Cisco CX タグは NCS で追跡されないか、マッピングされません。

• Context-Aware Service は、以前はシスコの位置情報サービスと呼ばれていました。

データ、音声、およびロケーションの展開についての計画
アクティブなサービス（データ、音声、ロケーション、またはその組み合わせ）に基づいてアクセス 
ポイントの推奨される数およびロケーションを計算できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「注意事項と制約事項」（P.9-2）

• 「アクセス ポイントの配置の計算」（P.9-2）

注意事項と制約事項

• マップに表示するには、アクセス ポイント、クライアント、およびタグを [Monitor] > [Site Maps] 
ページの [Floor Settings] メニューで選択する必要があります。

• 推奨される計算では、常に強い信号が必要であると見なされます。場合によっては、推奨未満のア

クセス ポイントが必要になることがあります。

• 推奨されるアクセス ポイントにおいて、少なくとも 90 % の確率で、7 m 以内にある要素の真のロ

ケーションが提供されるようにするには、[Location Services] を選択する必要があります。

アクセス ポイントの配置の計算

フロア上のアクセス ポイントの推奨される数および配置を計算する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

[Site Map] ページが表示されます。

ステップ 2 表示される概要リストの適切なマップ名のリンクをクリックします。 

ビルディングのマップを選択した場合は、[Building View] ページでフロア マップを選択します

（図 9-1 を参照）。
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データ、音声、およびロケーションの展開についての計画
図 9-1 [Floor View] ページ

インストールされているすべての要素（アクセス ポイント、クライアント、タグ）の配置および相対

的な信号強度を示した、色分けされたマップが表示されます。

（注） マップに表示するには、[Access Points]、[Clients]、および [802.11 Tags] チェックボックスを 
[Monitor] > [Site Maps] ページの [Floor Settings] ダイアログボックスで選択する必要がありま

す（図 9-1 を参照）。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リスト（右上）から、[Planning Mode] を選択し、[Go] をクリッ

クします。

マップがページ上部に [Planning Mode] オプションとともに示されます。

ステップ 4 [Add APs] をクリックします。

表示されるページで、破線の四角形を、推奨されるアクセス ポイントを計算するマップ ロケーション

にドラッグします。

（注） 四角形の端を選択し、Shift キーを押したままにして、四角形のサイズまたは配置を調整しま

す。必要に応じてマウスを動かし、目的の位置の輪郭を描きます。

ステップ 5 フロアで使用されるサービスの隣の [Select] チェックボックスをオンにします。オプションには、

[Data/Coverage (default)]、[Voice]、[Location]、および [Location with Monitor Mode APs] がありま

す。[Calculate] をクリックします。

推奨されるアクセス ポイント数が表示されます。
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キャリブレーション モデル
（注） 各サービス オプションには、そのオプションの上に示されているすべてのサービスが含まれま

す。たとえば、[Location] チェックボックスをオンにした場合、計算では、必要なアクセス ポ
イント数を決定する際に、データ /カバレッジ、音声、およびロケーションが考慮されます。

ステップ 6 [Apply] をクリックして、選択した領域のアクセス ポイントの推奨数および提案された配置に基づいて

マップを生成します。

キャリブレーション モデル

キャリブレーション モデルの情報

指定した RF モデルがフロアのレイアウトを十分に表していない場合、減衰特性をより正確に表すキャ

リブレーション モデルを作成し、フロアに適用できます。一般的な減衰特性を多くのフロアで共有し

ている環境（図書館など）では、キャリブレーション モデルを 1 つ作成して、同一の物理レイアウト

および同一の展開を持つフロアに適用できます。

2 つの方法のいずれかを使用してキャリブレーションのデータを収集できます。

• データ ポイント収集：キャリブレーション ポイントを選択し、カバレッジ領域のロケーションを

一度に 1 つ計算します。

• リニア ポイント収集：一連のリニア パスを選択して、パスを経由する際にカバレッジ領域を計算

します。通常、このアプローチはデータ ポイント収集よりも速く計算できます。また、データ ポ
イント収集を使用すると、リニア パスで見つからないロケーション データを増やすことができま

す。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「注意事項と制約事項」（P.9-4）

• 「データ ポイントおよびキャリブレーション モデルの作成および適用」（P.9-5）

注意事項と制約事項

• キャリブレーション モデルは、クライアント、不正なクライアント、および不正なアクセス ポイ

ントのみに適用できます。タグのキャリブレーションには、AeroScout システム マネージャを使

用します。タグのキャリブレーションの詳細については、URL http://support.aeroscout.com にあ

るマニュアルを参照してください。

• 802.11a/n 無線と 802.11b/g/n 無線の両方をサポートするクライアント デバイスを使用して、両方

の周波数帯のキャリブレーションを迅速に処理することを推奨します。

• ラップトップまたはその他の無線デバイスを使用してブラウザを開いて NCS にアクセスし、キャ

リブレーション プロセスを実行します。

• キャリブレーション データの収集には関連付けられたクライアントのみを使用します。

• 近辺にあるすべてのアクセス ポイントでクライアントが均等に検出されるように、データ収集中

のキャリブレーション クライアント ラップトップを回転させます。

• データ収集バーが完了を示したとしても、終了ポイントに到達するまでデータ収集を中止しないで

ください。
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キャリブレーション モデル
• 通常、ポイント キャリブレーションでは、リニア キャリブレーションよりも正確なキャリブレー

ションが行われることが明らかになっています。

データ ポイントおよびキャリブレーション モデルの作成および適用

データ ポイントとリニア キャリブレーション モデルを作成して適用するには、次の手順に従ってくだ

さい。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 [Select a command] ドロップダウン リストから、[RF Calibration Models] を選択します。[Go] をク

リックします。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Create New Model] を選択します。[Go] をクリック

します。

ステップ 4 [Model Name] テキスト ボックスでモデルに名前を割り当てます。[OK] をクリックします。

新しいモデルは、他の RF キャリブレーション モデルとともに表示されますが、そのステータスは 
[Not yet calibrated] として表示されます。

ステップ 5 キャリブレーション プロセスを開始するには、[Model Name] リンクをクリックします。新しいモデル

の詳細が示された新しいページが表示されます。

（注） このページでは、[Select a command list] ドロップダウン リストから適切なオプションを選択

して、キャリブレーション モデルの名前変更と削除を行うことができます。モデルの名前を変

更する場合は、[Rename Model] を選択する前に新しい名前を入力します。

ステップ 6 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add Data Points] を選択し、[Go] をクリックしま

す。

ステップ 7 Cisco Centralized アーキテクチャを介して NCS に接続されたモバイル デバイスからこのプロセスを実

行すると、[MAC address] テキスト ボックスに自動的にデバイスのアドレスが読み込まれます。キャ

リブレーションの実行に使用しているデバイスの MAC アドレスを手動で入力することもできます。手

動で入力する MAC アドレスはコロンで区切る必要があります（例：FF:FF:FF:FF:FF:FF）。

（注） このプロセスが Cisco Centralized アーキテクチャを介して NCS に接続されたモバイル デバイ

スから実行されている場合は、MAC アドレス テキスト ボックスに自動的にデバイスのアドレ

スが読み込まれます。

ステップ 8 キャリブレーションを実行する適切なキャンパス、ビルディング、フロア、または屋外領域を選択しま

す（図 9-2 を参照）。[Next] をクリックします。

（注） 屋外領域のキャリブレーションはリリース 7.0.200.x 以降でサポートされています。このオプ

ションを使用して、キャリブレーション データ ポイントを屋外領域に追加できます。キャリブ

レーションと同様の手順を使用して、データ ポイントを屋外領域に追加できます。
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キャリブレーション モデル
図 9-2 キャリブレーションの開始

ステップ 9 選択したフロア マップおよびアクセス ポイントのロケーションが表示されるときには、キャリブレー

ションのためにデータが収集されたロケーションがプラス マーク（+）のグリッドで表されます。

これらのロケーションをガイドラインとして使用して、[Calibration Point] ポップアップ（ポイント収

集の場合）または [Start]/[Finish] ポップアップ（リニア収集の場合）のいずれかを適切に配置するこ

とにより、データのポイント収集またはリニア収集のいずれかを実行できます。これらのポップアップ

は、それぞれのオプションが表示されるとマップ上に表示されます。

a. ポイント収集を実行するには、次の手順を実行します。

1. [Collection Method] ドロップダウン リストから [Point] を選択し、[Show Data Points] チェッ
クボックスがまだオンになっていない場合にはオンにします。マップ上に [Calibration Point] 
ポップアップが表示されます。

2. データ ポイント（+）に [Calibration Point] ポップアップの先端を配置し、[Go] をクリックし

ます。データ収集の進捗を示すページが表示されます。

3. 選択したデータ ポイントでデータ収集が完了し、カバレッジ領域がマップ上に表示されたら、

[Calibration Point] ポップアップを別のデータ ポイントに移動して [Go] をクリックします。

（注） マップ上に表示されたカバレッジ領域は色分けされ、そのデータを収集するために使

用した特定の無線 LAN 規格に対応します。色分けに関する情報は、左側のサイドバー 
メニューの凡例内に表示されます。また、キャリブレーション処理の進捗は、凡例の

上の 2 つのステータス バーに示されます。1 つは 802.11a/n 用、もう 1 つは 
802.11b/g/n 用です。

（注） データ ポイントを削除するには、[Delete] をクリックして適切なデータ ポイント上に

表示される黒の四角形を移動します。必要に応じて、Ctrl キーを押しながらマウスを

移動し、四角形のサイズを変更します。

4. 関連する周波数帯（802.11a/n、802.11b/g/n）のキャリブレーション ステータス バーに [done] 
と表示されるまで、ポイント収集のステップ a1 ～ a3 を繰り返します。
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キャリブレーション モデル
（注） キャリブレーション ステータス バーは、少なくとも 50 か所の異なるロケーションと 
150 個の測定結果を収集すると、キャリブレーションのデータ収集の完了を表示しま

す。キャリブレーション プロセスで保存されたそれぞれの位置で、複数のデータ ポイ

ントが収集されます。キャリブレーション処理の進捗は、凡例の上の 2 つのステータ

ス バーに示されます。1 つは 802.11b/g/n 用、もう 1 つは 802.11a/n 用です。

b. リニア収集を実行するには、次の手順を実行します。

1. [Collection Method] ドロップダウン リストから [Linear] を選択し、[Show Data points] チェッ
クボックスがまだオンになっていない場合にはオンにします。[Start] ポップアップと [Finish] 
ポップアップの両方と共に、マップ上に線が表示されます。

2. 開始データ ポイントに [Start] ポップアップの先端を配置します。

3. 終了データ ポイントに [Finish] ポップアップを配置します。

4. 開始データ ポイントにラップトップを持って立ち、[Go] をクリックします。定義されたパス

に沿って終了ポイントに向かって一定のペースで歩きます。データ収集が処理中であることを

示すダイアログボックスが表示されます。

（注） データ収集バーが完了を示したとしても、終了ポイントに到達するまでデータ収集を中止

しないでください。

5. 終了ポイントに到達したら、スペース バー（またはデータ収集ページ上の [Done]）を押しま

す。収集ダイアログボックスには、収集したサンプル数が表示されます。収集ダイアログボッ

クスが閉じると、マップが表示されます。マップには、データが収集されたすべてのカバレッ

ジ領域が表示されます。

（注） 誤って選択したデータ ポイントを削除するには、[Delete] をクリックして適切なデータ ポ
イント上に表示される黒の四角形を移動します。必要に応じて、Ctrl キーを押しながらマ

ウスを移動し、四角形のサイズを変更します。

（注） カバレッジ領域は色分けされ、そのデータの収集に使用される特定のワイヤレス LAN の
規格（802.11a/n、802.11b/g/n、802.11a/b/g/n）に対応します（左ペインの凡例を参照し

てください）。

6. 各周波数帯のステータス バーが [complete] になるまで、ステップ b2 ～ b5 を繰り返します。

（注） リニア収集に加えてデータ ポイント収集を実行すると、見つからないカバレッジ領域

に対応できます。ステップ 9 a. を参照してください。

ステップ 10 データ ポイントのキャリブレーションを行うには、ページ上部のキャリブレーション モデル名をク

リックします。このモデルのメイン ページが表示されます。

ステップ 11 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Calibrate] を選択し、[Go] をクリックします。

ステップ 12 キャリブレーションが完了したら、[Inspect Location Quality] をクリックします。RSSI 測定値を示す

マップが表示されます。
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位置の準備状態と品質の調査
ステップ 13 新しく作成されたキャリブレーション モデルを使用するには、それが作成されたフロアにそのモデル

適用する必要があります（また、類似する減衰特性を持つその他のフロアについても同様）。[Monitor] 
> [Site Maps] を選択して、フロアを見つけます。フロア マップのインターフェイスで、ドロップダウ

ン リストから [Edit Floor Area] を選択し、[Go] をクリックします。

ステップ 14 [Floor Type (RF Model)] ドロップダウン リストから、新たに作成したキャリブレーション モデルを選

択します。[OK] をクリックして、フロアにモデルを適用します。

（注） このプロセスを、必要なモデルとフロアの数に応じて繰り返します。モデルをフロアに適用す

ると、すべてのロケーションは、キャリブレーション モデルからの収集された減衰データを使

用して決定されます。

位置の準備状態と品質の調査
NCS を設定することで、既存のアクセス ポイント配置の能力を確認し、少なくとも 90 % の確率で、7 
m 以内にあるクライアント、不正クライアント、不正アクセス ポイント、またはタグの真のロケー

ションを推定できます。ロケーションの準備状態の計算は、アクセス ポイントの数と配置によって決

定されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「注意事項と制約事項」（P.9-8）

• 「アクセス ポイント データを使用したロケーションの準備状態の確認」（P.9-8）

• 「キャリブレーション データを使用した位置の品質の調査」（P.9-9）

注意事項と制約事項

アクセス ポイント データを使用したロケーションの準備状態の確認

物理的な検査およびキャリブレーション中に収集されるデータ ポイントを使用して、ロケーションが

ロケーション仕様（7 m、90 %）を満たしていることを確認できます。

アクセス ポイント データを使用したロケーションの準備状態の確認

アクセス ポイント データを使用してロケーションの準備状態を調べるには、次の手順に従ってくださ

い。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 リストから適切なフロア ロケーションのリンクを選択します。

インストールされているすべてのアクセス ポイント、クライアント、およびタグの配置およびその相

対的な信号強度を示すマップが表示されます。

（注） RSSI が表示されない場合は、左側のサイドバー メニューの [AP Heatmaps] チェックボックス

をオンにして、AP ヒートマップを有効にできます。
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ロケーション精度の確認
（注） クライアント、802.11 タグ、アクセス ポイント、および干渉が表示されない場合は、左側のサ

イドバー メニューでそれぞれのチェックボックスがオンになっていることを確認します。ま

た、クライアントとタグをそれぞれ追跡するには、クライアントとタグの両方のライセンスを

購入済みである必要があります。詳細については、

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/products_data_sheets_list.html で『Cisco 3300 
Series Mobility Services Engine Licensing and Ordering Guide』を参照してください。

（注） クライアントとタグのライセンスのインストールの詳細については、第 2 章「モビリティ サー

ビス エンジンとライセンスの追加および削除」を参照してください。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Inspect Location Readiness] を選択し、[Go] をク

リックします。

10 m、90 % のロケーション仕様を満たす領域（[Yes] で示される）と満たさない領域（[No] で示され

る）を示す、色分けされたマップが表示されます。

キャリブレーション データを使用した位置の品質の調査

領域を実際に調査する際に生成されたデータ ポイントに基づくキャリブレーション モデルが完了する

と、アクセス ポイントの位置品質を調査できます。

キャリブレーションに基づき位置品質を調査するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 [Select a command] ドロップダウン リストから、[RF Calibration Model] を選択します。[Go] をクリッ

クします。

定義されたキャリブレーション モデルの一覧が表示されます。

ステップ 3 適切なキャリブレーション モデルをクリックします。

後のキャリブレーションの日付、キャリブレーションに使用される信号タイプ別（802.11a、802.11 
b/g）のデータ ポイントの数、位置、およびカバレッジを含むキャリブレーションの詳細が表示されま

す。

ステップ 4 [Inspect Location Quality] リンクをクリックします。

ロケーション エラーの割合を示す、色分けされたマップが表示されます。

（注） 選択されている距離を変更して、位置エラーへの影響を確認できます。

ロケーション精度の確認
ロケーション精度を確認することによって、既存のアクセス ポイントの配置が配置のロケーション精

度を予測できることを確認します。
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ロケーション精度の確認
Location Accuracy Tool を使用すると、不正ではないクライアントと不正クライアント、アセット タ
グ、および干渉のロケーション精度を分析できます。

Location Accuracy Tool では、スケジュール設定済みまたはオンデマンドのいずれかのロケーション精

度テストを実行できます。両方とも、シングル ウィンドウで設定および実行されます。

Location Accuracy Tool を使用してロケーション精度をテストするには 2 種類の方法があります。

• Scheduled Accuracy Testing：クライアントとタグがすでに展開されており、無線 LAN にアソシ

エートされている場合に使用します。テストが定期的なスケジュール設定済みベースで実行できる

ようにクライアントとタグがすでに事前に配置されている場合は、定期テストを設定して保存でき

ます。

• オン デマンド精度テスト：要素はアソシエートされているが、事前に配置されていない場合に使

用します。オンデマンド テストを使用すると、多数のさまざまな位置のクライアント、タグ、お

よび干渉源の位置精度をテストできます。通常は、少数のクライアント、タグ、干渉源のロケー

ション精度をテストするために使用します。

（注） Accuracy Tool では、スケジュール設定済みまたはオンデマンドのいずれかのロケーション精度テスト

を実行できます。両方のテストとも、1 つのページで設定および実行されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「スケジュール設定された精度テストを使用した現在のロケーション精度の検証」（P.9-10）

• 「オンデマンドのロケーション精度テストの使用」（P.9-12）

スケジュール設定された精度テストを使用した現在のロケーション精度の
検証

スケジュール設定された精度テストを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Tools] > [Location Accuracy Tool] の順に選択します。

ステップ 2 [Select a command] ドロップダウン リストから、[New Scheduled Accuracy Test] を選択します。

ステップ 3 テスト名を入力します。

ステップ 4 ドロップダウン リストから領域タイプを選択します。

ステップ 5 [Campus] はデフォルトでシステムのキャンパスとして設定されます。この設定を変更する必要はあり

ません。

ステップ 6 ドロップダウン リストからビルディングを選択します。

ステップ 7 ドロップダウン リストからフロアを選択します。

ステップ 8 日、時、分を入力して、テストの開始時間および終了時間を選択します。時間は、24 時間表記です。

（注） テストの開始時間を入力する場合は、テストの開始前にマップ上にテストポイントを配置する

のに十分な時間を確保します。

ステップ 9 テスト結果の宛先を選択します。ユーザに電子メールで送信するレポートを使用することも、

[Accuracy Tests] > [Results] ページからテスト結果をダウンロードすることもできます。レポートは 
PDF 形式で示されます。
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ロケーション精度の確認
（注） [Email] オプションを選択する場合は、目的の電子メール アドレスに対して SMTP メール サー

バを定義しておく必要があります。[Administrator] > [Settings] > [Mail Server Configuration] 
の順に選択して、適切な情報を入力します。

ステップ 10 [Position Testpoints] をクリックします。MAC アドレスを持つフロア上のクライアントおよびタグす

べてのリストと共にフロア マップが表示されます。

ステップ 11 ロケーション精度を確認する各クライアントおよびタグの隣のチェックボックスをオンにします。

クライアントまたはタグの MAC アドレスのチェックボックスを選択すると、2 つの重複したアイコン

がその要素のマップに表示されます。

一方のアイコンは実際の位置を表し、もう一方のアイコンは報告された位置を表しています。

（注） 一覧表示されないクライアントまたはタグの MAC アドレスを入力するには、[Add New 
MAC] チェックボックスをオンにして MAC アドレスを入力し、[GO] をクリックします。そ

の要素のアイコンがマップに表示されます。新しく追加された要素が Mobility Services Engine 
の別のフロアにある場合は、アイコンの左隅（0,0）位置に表示されます。

ステップ 12 要素の実際の位置が報告された位置と同じではない場合、その要素の実際の位置アイコンをマップ上の

正しい位置にドラッグします。

（注） 実際の位置のアイコンだけをドラッグできます。

ステップ 13 すべての要素が配置されたら [Save] をクリックします。正常な精度テストを確認するダイアログボッ

クスが表示されます。

ステップ 14 [OK] をクリックして、確認ページを閉じます。[Accuracy Tests] 概要ページに戻ります。

（注） テストの実行直前には、精度テスト ステータスは [Scheduled] と表示されます。テストが実行

中であると、ステータスに [In Progress] が表示され、テストが終了すると [Idle] が表示されま

す。テストが正常に終了しないと [Failure] ステータスが表示されます。

ステップ 15 ロケーション精度テストの結果を表示するには、[Test name] をクリックして表示されるページの 
[Results] タブをクリックします。

ステップ 16 [Results] ページで、[Saved Report] 見出しの下の [Download] リンクをクリックしてレポートを表示し

ます。

Scheduled Location Accuracy Report に表示される情報は、次のとおりです。

• さまざまなエラー範囲内の要素の割合を説明する概要のロケーション精度レポート

• エラー距離ヒストグラム

• 累積エラー分散グラフ

• エラー距離経時グラフ

• ロケーション精度がテストされた各 MAC アドレスの概要（実際のロケーションとエラー距離の記

載付き）、および各 MAC の空間精度（実際のロケーション対計算されたロケーション）と経時的

エラー距離を示すマップの概要が表示されます。
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ロケーション精度の確認
オンデマンドのロケーション精度テストの使用

オンデマンド精度テストは、要素がアソシエートされているが、事前に配置されていない場合に実行し

ます。オンデマンド精度テストを使用すると、多数のさまざまな位置のクライアントとタグの位置精度

をテストできます。通常は、少数のクライアントとタグのロケーション精度をテストするのに使用しま

す。

オンデマンド精度テストを実行するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Tools] > [Location Accuracy Tool] の順に選択します。

ステップ 2 [Select a command] ドロップダウン リストから、[New On demand Accuracy Test] を選択します。

ステップ 3 テスト名を入力します。

ステップ 4 ドロップダウン リストから領域タイプを選択します。

ステップ 5 [Campus] はデフォルトでシステムのキャンパスとして設定されます。この設定を変更する必要はあり

ません。

ステップ 6 ドロップダウン リストからビルディングを選択します。

ステップ 7 ドロップダウン リストからフロアを選択します。

ステップ 8 [Accuracy Tests] > [Results] ページのテスト結果を参照します。レポートは PDF 形式で示されます。

ステップ 9 [Position Testpoints] をクリックします。座標（0,0）に赤色の十字線が付いたフロア マップが表示され

ます。

ステップ 10 ロケーション精度とロケーションの RSSI をテストするには、左側のドロップダウン リストから 
[client] または [tag] のいずれかを選択します。選択したオプション（[client] または [tag]）のすべての 
MAC アドレスのリストが、右側のドロップダウン リストに表示されます。

ステップ 11 ドロップダウン リストから MAC アドレスを選択し、赤色の十字線をマップ ロケーションに移動して、

マウスをクリックして配置します。

ステップ 12 精度データの収集を開始するには、[Start] をクリックします。

ステップ 13 データの収集を終了するには、[Stop] をクリックします。[Stop] をクリックする前に少なくとも 2 分間

テストを実行してください。

ステップ 14 マップを描画する各テストポイントでステップ 10 ～ ステップ 13 を繰り返します。

ステップ 15 テストポイントのマッピングが終了したら、[Analyze] をクリックします。

ステップ 16 表示されるページで [Results] タブをクリックします。

[On-demand Accuracy Report] に表示される概要は、次のとおりです。

• さまざまなエラー範囲内の要素の割合を説明する概要のロケーション精度レポート

• エラー距離ヒストグラム

• 累積エラー分散グラフ

ステップ 17 [Accuracy Tests] 概要ページから精度テスト ログをダウンロードするには、次の手順を実行します。

a. [listed test] チェックボックスをオンにし、[Select a command] ドロップダウン リストから 
[Download Logs] または [Download Logs for Last Run] を選択します。

b. [Go] をクリックします。

[Download Logs] オプションは、選択したテストのすべての精度テストのログをダウンロードしま

す。
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チョークポイントを使用したタグの位置報告の精度の向上
[Download Logs for Last Run] オプションは、選択したテストの 新のテスト実行のログのみをダ

ウンロードします。

チョークポイントを使用したタグの位置報告の精度の向上
チョークポイント（別名 Exciter）をインストールすると、アクティブな RFID タグの精度の高いロ

ケーション情報が提供されます。アクティブな Cisco CX バージョン 1 準拠の RFID タグがチョークポ

イントの範囲に入ると、チョークポイントにより誘導されます。その後、このチョークポイントの 
MAC アドレスが、誘導されたタグにより送信される次のビーコンに含められます。このタグ ビーコン

を検出したすべてのアクセス ポイントはその後、情報をコントローラと Mobility Services Engine に転

送します。

アクティブな Cisco CX 準拠のタグと一緒にチョークポイントを使用すると、タグとそのアセットに関

するロケーション情報が即座に提供されます。Cisco CX タグがチョークポイントの範囲外に出ると、

後続のビーコン フレームには、チョークポイントの識別情報が何も含まれません。タグのロケーショ

ンはデフォルトで、タグに関連付けられたアクセス ポイントにより報告される RSSI に基づいた標準の

計算方法で決定されます。

（注） チョークポイントの設置、設定、および管理の詳細については、URL http://support.aeroscout.com  に
ある『AeroScout Context-Aware Engine for Tags, for Cisco Mobility Services Engine Users Guide』を

参照してください。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「注意事項と制約事項」（P.9-13）

• 「NCS へのチョークポイントの追加」（P.9-13）

• 「NCS からのチョークポイントの削除」（P.9-17）

注意事項と制約事項

• チョークポイントの範囲は製品固有であり、チョークポイントのベンダーにより供給されます。

• 一般に出口の近くに配置されるチョークポイントは、Entry/Exit（境界）チョークポイントとして

機能できます。クライアントまたはタグが 2 つのフロアで強力な RSSI を表示する場合、そのタグ

またはクライアントが通過した 後の境界チョークポイントを調べて、そのクライアントまたはタ

グの現在のフロアのロケーションを判別できます。

• チョークポイントの周囲の輪は、カバレッジ領域を示しています。Cisco CX タグとそのアセット

がカバレッジ領域内を通過すると、ロケーションの詳細がブロードキャストされ、タグはチョーク

ポイント カバレッジ円上に自動的にマップされます。タグがチョークポイントの範囲外に出ると、

そのロケーションは以前と同様に計算されるため、チョークポイントの輪の上にはマップされなく

なります。

NCS へのチョークポイントの追加

AeroScout システム マネージャを使用してチョークポイントを設置して設定したら、NCS マップ上に

配置することにより、チョークポイントを MSE に追加できます。
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第 9 章      Context-Aware Service の計画および検証

チョークポイントを使用したタグの位置報告の精度の向上
NCS にチョークポイントを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 メイン メニューから、[Configure] > [Chokepoints] の順に選択します。

[Chokepoints] 概要ページが表示されます。

ステップ 2 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add Chokepoint] を選択し、[Go] をクリックしま

す。

[Add Chokepoint] ページが表示されます（図 9-3 を参照）。

図 9-3 [Add Chokepoint] ページ

ステップ 3 チョークポイントの MAC アドレス、名前、カバレッジ範囲、およびスタティック IP アドレスを入力

します。

（注） チョークポイントの範囲は製品固有であり、チョークポイントのベンダーにより供給されま

す。

ステップ 4 チョークポイントを境界チョークポイントとして動作させる場合は、[Entry/Exit Chokepoint] チェック

ボックスをオンにします。この機能は、領域またはフロアからのクライアントおよびタグの入口と出口

を追跡するためのものです。

ステップ 5 [OK] をクリックして、チョークポイント エントリをデータベースに保存します。

新しいチョークポイントのエントリが一覧表示された状態で、[Chokepoints] 概要ページが表示されま

す（図 9-4 を参照）。
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第 9 章      Context-Aware Service の計画および検証

チョークポイントを使用したタグの位置報告の精度の向上
図 9-4 [Chokepoints] 概要ページ

（注） チョークポイントをデータベースに追加したら、適切な NCS フロア マップにチョークポイン

トを配置できます。

ステップ 6 チョークポイントをマップに追加するには、[Monitor] > [Site Maps] を選択します（図 9-5 を参照）。

図 9-5 [Monitor] > [Site Maps] ページ

ステップ 7 [Site Maps] ページで、チョークポイントのフロアのロケーションに対応するリンク（[Build1] > 
[Floor2] など）を選択します。フロア マップが表示されます（図 9-6 を参照）。
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第 9 章      Context-Aware Service の計画および検証

チョークポイントを使用したタグの位置報告の精度の向上
図 9-6 選択された [Floor Map] ページ

ステップ 8 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add Chokepoints] を選択し、[Go] をクリックしま

す。

[Add Chokepoints] 概要ページが表示されます（図 9-7 を参照）。

（注） [Add Chokepoints] 概要ページには、データベースに追加されていてもまだマップされていな

い、 近追加されたチョークポイントがすべて一覧表示されます。
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第 9 章      Context-Aware Service の計画および検証

チョークポイントを使用したタグの位置報告の精度の向上
図 9-7 [Add Chokepoints] 概要ページ

ステップ 9 マップに追加するチョークポイントの隣にあるチェックボックスをオンにします。[OK] をクリックし

ます。

[chokepoint] アイコンが左上角に配置されたマップが表示されます。これで、マップ上にチョークポイ

ントを配置できます。

ステップ 10 チョークポイント アイコンを左クリックし、適切な位置までドラッグします。

（注） [chokepoint] アイコンを配置するためにクリックすると、左側のサイドバーのメニューに

チョークポイントの MAC アドレス、名前、およびカバレッジ範囲が表示されます。

ステップ 11 アイコンが正しくマップに配置されたら、[Save] をクリックします。

チョークポイントが追加されたフロア マップが再表示されます（図 9-7 を参照）。

（注） チョークポイントがマップ上に表示されない場合は、[Floor Settings] メニューにある 
[Chokepoints] チェックボックスを選択します。すべてのマップについてこの表示基準を保存

する場合を除き、[Floor Settings] メニューから [Save Settings] を選択しないでください。

（注） [map] アイコンにマウスを移動すると、名前、範囲、Entry/Exit チョークポイント（[yes] また

は [no]）、およびチョークポイントのスタティック IP アドレスが表示されます。

NCS からのチョークポイントの削除

一度に 1 つ以上のチョークポイントを削除できます。

チョークポイントを削除するには、次の手順を実行します。
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第 9 章      Context-Aware Service の計画および検証

Wi-Fi TDOA レシーバを使用したタグ ロケーション レポートの強化
ステップ 1 [Configure] > [Chokepoints] を選択します。[Chokepoints] ページが表示されます。

ステップ 2 削除するチョークポイントの隣のチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Remove Chokepoints] を選択し、[Go] をクリックし

ます（図 9-8 を参照）。

図 9-8 チョークポイントの削除

ステップ 4 チョークポイントの削除を確認するには、表示されるダイアログボックスで [OK] をクリックします。

[Chokepoints] ページが再度表示され、チョークポイントの削除を確認します。削除されたチョークポ

イントはページには表示されなくなります。

Wi-Fi TDOA レシーバを使用したタグ ロケーション レポー
トの強化

Wi-Fi TDOA レシーバは、追跡対象のタグ付き資産から送信される信号を受信するように設計された

外部システムです。これらの信号はタグ付きアセットのロケーションの計算で使用するために 
Mobility Services Engine に転送されます。TDOA レシーバは、到達時間差（TDOA）の方法を使用し

て、タグのロケーションを計算します。TDOA はタグ付きアセットのロケーションを生成するために、

低 3 つの TDOA レシーバのデータを使用します。

（注） TDOA レシーバが使用されていない場合、タグのロケーション計算は、アクセス ポイントからの RSSI 
測定値を使用して生成されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「Cisco Unified Wireless Network 内で TDOA レシーバを使用するための前提条件」（P.9-19）

• 「NCS への Wi-Fi TDOA レシーバの追加」（P.9-19）

• 「NCS からの Wi-Fi TDOA レシーバの削除」（P.9-21）
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第 9 章      Context-Aware Service の計画および検証

Wi-Fi TDOA レシーバを使用したタグ ロケーション レポートの強化
Cisco Unified Wireless Network 内で TDOA レシーバを使用するための前提条件

Cisco Unified Wireless Network 内で TDOA レシーバを使用する前に、次の手順を実行する必要があり

ます。

1. ネットワークでモビリティ サービス エンジンをアクティブにします。

Mobility Services Engine の追加の詳細については、「モビリティ サービス エンジンとライセンス

の追加および削除」（P.2-1）を参照してください。

2. TDOA レシーバを NCS データベースとマップに追加します。

NCS への TDOA レシーバの追加の詳細については、「NCS への Wi-Fi TDOA レシーバの追加」

（P.9-19）を参照してください。

3. NCS とモビリティ サービス エンジンを同期します。

同期の詳細は、「モビリティ サービス エンジンの同期」（P.3-1） を参照してください。

4. AeroScout システム マネージャを使用して TDOA レシーバを設定します。

（注） 設定の詳細については、URL http://support.aeroscout.com にある『AeroScout Context-Aware 
Engine for Tags, for Cisco Mobility Services Engine Users Guide』を参照してください。

NCS への Wi-Fi TDOA レシーバの追加

NCS マップに TDOA レシーバを追加して同期した後で、TDOA レシーバ設定を変更するには、NCS 
ではなく AeroScout システム マネージャ アプリケーションを使用します。

（注） 設定オプションの詳細については、URL http://support.aeroscout.com にある『AeroScout 
Context-Aware Engine for Tags, for Cisco Mobility Services Engine User Guide』を参照してください。

TDOA レシーバを NCS データベースと適切なマップに追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [WiFi TDOA Receivers] を選択します。[WiFi TDOA Receivers] 概要ページが表示され

ます。

ステップ 2 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add WiFi TDOA Receivers] を選択し、[Go] をク

リックします。

ステップ 3 TDOA レシーバの MAC アドレス、名前、およびスタティック IP アドレスを入力します。

ステップ 4 [OK] をクリックして、TDOA レシーバ エントリをデータベースに保存します。新規 TDOA レシーバ 
エントリがリストされた [WiFi TDOA Receivers] 概要ページが表示されます。

（注） TDOA レシーバをデータベースに追加したら、適切な NCS フロア マップに TDOA レシーバを

配置できます。マップに TDOA レシーバを追加するには、ステップ 5 に進みます。

ステップ 5 マップに TDOA レシーバを追加するには、[p9ttds] を選択します。

ステップ 6 [Site Maps] ページで、TDOA レシーバのフロアのロケーションに対応するリンクを選択します。フロ

ア マップが表示されます。
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Wi-Fi TDOA レシーバを使用したタグ ロケーション レポートの強化
ステップ 7 まだオンになっていない場合、[Floor Settings] メニューの [WiFi TDOA Receivers] チェックボックス

をオンにします。これによって、TDOA レシーバがマップに表示されます（図 9-9 を参照）。

（注） すべてのマップで TDOA レシーバを表示する（デフォルト設定）には、[Save Settings] をク

リックします。

ステップ 8 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add WiFi TDOA receivers] を選択し、[Go] をク

リックします。

[Add WiFi TDOA Receivers] 概要ページが表示されます。

（注） [WiFi TDOA Receivers] 概要ページに、データベースには追加されていても、まだマップされ

ていない、 近追加したすべての TDOA レシーバがリストされます。

ステップ 9 マップに追加するには、各 TDOA レシーバの横にあるチェックボックスを選択します。[OK] をクリッ

クします。

[TDOA receiver] アイコンが左上隅に配置されたマップが表示されます。これで、マップ上に TDOA 
レシーバを配置する準備ができました（図 9-9 を参照）。

図 9-9 マップでの WiFi TDOA レシーバの配置

ステップ 10 [TDOA receiver] アイコンを左クリックして、フロア マップ上の適切な場所にドラッグして配置しま

す。
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最適化モニタ モードを使用したタグ ロケーション レポートの強化
（注） また、宛先のロケーションの水平方向（[Horz]）および垂直方向（[Vert]）の座標を入力して、

レシーバを配置することもできます。

（注） [TDOA receiver] アイコンを配置のためにクリックすると、TDOA レシーバの MAC アドレス

と名前が左側のサイドバーのメニューに表示されます。

ステップ 11 TDOA レシーバを配置した後で、[Sensor Height] テキスト ボックスにレシーバの高さを入力します。

ステップ 12 アイコンが正しくマップに配置されたら、[Save] をクリックします。

追加された TDOA レシーバとともにフロア ヒート マップが再表示されます。

（注） マップの更新は、設定されたバックグラウンド ポーリング間隔によって決定されるため、マッ

プの更新は即時に行われないことがあります。

NCS からの Wi-Fi TDOA レシーバの削除

1 つ以上の Wi-Fi TDOA レシーバを同時に削除できます。マップから TDOA レシーバを削除すると、

NCS データベース内には残りますが、未割り当てのラベルが付けられます。

NCS から TDOA レシーバを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Configure] > [WiFi TDOA Receivers] を選択します。[WiFi TDOA Receivers] 概要ページが表示され

ます。

ステップ 2 削除する各 TDOA レシーバの横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Remove WiFi TDOA Receivers] を選択し、[Go] を
クリックします。

ステップ 4 TDOA レシーバの削除を確認するには、表示されるポップアップ ダイアログボックスで [OK] をク

リックします。

[All WiFi TDOA Receivers] ページが表示されます。TDOA レシーバの削除を確認するメッセージが表

示されます。削除された TDOA レシーバは、ページにリストされなくなります。

最適化モニタ モードを使用したタグ ロケーション レポート
の強化

タグのモニタリングとロケーション計算を 適化するには、アクセス ポイントの 2.4GHz 帯
（802.11b/g 無線）内で、 高 4 つのチャネルに対して TOMM（追跡 適化モニタ モード）を有効にで

きます。これによって、タグが機能するようにプログラミングされているチャネルだけを対象にチャネ

ル スキャンを実行できます（チャネル 1、チャネル 6、チャネル 11 など）。
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最適化モニタ モードを使用したタグ ロケーション レポートの強化
TOMM を有効にして、アクセス ポイントの 802.11 b/g 無線にモニタリング チャネルを割り当てる前

に、アクセス ポイント レベルでモニタ モードを有効にする必要があります。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「注意事項と制約事項」（P.9-22）

• 「タグのモニタリングとロケーション計算の 適化」（P.9-22）

注意事項と制約事項

モニタ対象として 4 つすべてのチャネルを選択する必要はありません。

タグのモニタリングとロケーション計算の最適化

タグのモニタリングとロケーション計算を 適化するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 次の手順に従って、アクセス ポイントでモニタ モードを有効にします。

a. [Configure] > [Access Point] > [AP Name] を選択します。

b. AP モードとして [Monitor] を選択します。

（注） 詳細については、URL 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6305/products_installation_and_configuration_gu
ides_list.html にある『Cisco Wireless Control System Configuration Guide, Release 7.0』を

参照してください。

ステップ 2 次の手順を実行して、アクセス ポイント無線で TOMM を有効にして、モニタリング チャネルを割り

当てます。

a. アクセス ポイント レベルでモニタ モードを有効にした後、[Configure] > [Access Points] の順に選

択します。

b. [Access Points] 概要ページで、モニタ モードが有効になっているアクセス ポイントの [802.11 b/g 
Radio] リンクをクリックします。

c. [Radio details] ページで、チェックボックスを選択解除して [Admin Status] を無効にします。無線

が無効になります。

d. [Enable TOMM] チェックボックスをオンにします。

e. アクセス ポイントでタグをモニタする 大 4 つのチャネル（[Channel 1]、[Channel 2]、[Channel 
3]、[Channel 4]）を選択します。

（注） モニタ チャネルを削除するには、チャネルのドロップダウン リストから [None] を選択しま

す。

f. [Save] をクリックします。

g. [Radio] パラメータ ページで、[Admin Status] チェックボックスを選択して無線を再度有効にしま

す。

h. [Save] をクリックします。これで、アクセス ポイントが TOMM アクセス ポイントとして設定さ

れました。
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フロア上の包含リージョンと除外リージョンの定義
[Monitor] > [Access Points] ページに、AP モードが [Monitor] と表示されます。

フロア上の包含リージョンと除外リージョンの定義
フロア上のロケーション計算の精度をさらに高めるために、計算に含めるリージョン（包含領域）と計

算に含めないリージョン（除外リージョン）を定義できます。

たとえば、ビルディング内のアトリウムや階段の吹き抜けなどのリージョンを除外して、作業領域（小

個室、研究室、製造現場など）を含めることができます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「注意事項と制約事項」（P.9-23）

• 「フロア上の包含リージョンの定義」（P.9-23）

• 「フロア上の除外リージョンの定義」（P.9-25）

注意事項と制約事項

除外領域と包含領域設定の設定時には、次のことを考慮してください。

• NCS では、包含領域と除外領域はクライアントについてのみ計算されます。

• 包含領域と除外領域は多角形で表され、 低 3 点で構成される必要があります。

• フロア上の包含リージョンを 1 つだけ定義できます。デフォルトでは、各フロアの包含リージョン

は、そのリージョンが NCS に追加されるときに定義されます。包含リージョンは水色の実線で示

され、通常はリージョンの輪郭を描きます。

• フロア上の除外リージョンを複数定義できます。

• 新たに定義された包含リージョンと除外リージョンは、モビリティ サービス エンジンによってロ

ケーションが再計算された後にヒートマップ上に表示されます。

これによって、ロケーションが再計算されるまで、このデバイスの一部が包含リージョンまたは除

外リージョン外に配置される場合があります。

• 包含リージョンと除外リージョンをマップに表示するには、[Monitor] > [Site Maps] ページの 
[Floor Settings] メニューで [Location Regions] オプションを選択する必要があります。

フロア上の包含リージョンの定義

包含リージョンを定義するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 該当するフロアの名前をクリックします。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Map Editor] を選択し、[Go] をクリックします。

ステップ 4 マップで、ツールバーの水色のボックスをクリックします。

一度に 1 つの包含リージョンのみ定義できることを示すメッセージ ボックスが表示されます。新しい

包含リージョンを定義すると、以前に定義されていた包含リージョンは自動的に削除されます。デフォ

ルトでは、各フロアの包含リージョンは、そのリージョンが NCS に追加されるときに定義されます。
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ステップ 5 表示されるダイアログボックスで [OK] をクリックします。包含領域の輪郭を描画するための描画アイ

コンが表示されます。

ステップ 6 包含領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回クリックし

ます。

ステップ 7 含める領域の境界に沿ってマウス カーソルを移動させ、クリックして境界線を終了します。再びク

リックすると、次の境界線を定義できます。

ステップ 8 領域の輪郭が描画されるまでステップ 7 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックします。水

色の実線によって包含領域が定義されます（図 9-10 を参照）。

図 9-10 定義された包含領域

ステップ 9 [Command] > [Save] を選択するか、ツールバーの [disk] アイコンをクリックして、包含リージョンを

保存します。

（注） 包含領域を誤って定義した場合は、領域をクリックします。選択された領域の輪郭が水色の破

線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア マップか

ら削除されます。

ステップ 10 フロア マップに戻って、ヒートマップで包含領域を有効にするには、[Command] > [Exit] を選択しま

す。

ステップ 11 [Monitor] > [Site Maps] > [Floor] を選択します。

ステップ 12 [Floor Settings] メニューで、まだ選択していない場合は [Location Regions] チェックボックスをオン

にます。これをすべてのフロア マップに適用する場合は、[Save settings] をクリックします。
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定義した包含リージョンがマップに表示されます。

ステップ 13 NCS データベースとロケーション データベースを再同期するには、[Services] > [Synchronize 
Services] を選択します。

ステップ 14 [Synchronize NCS and MSE(s)] ページで、[Network Designs] タブをクリックし、[Synchronize] をク

リックします。

[Sync. Status] 列で、同期が正常に行われた（2 つの緑色の矢印は成功を示します）ことを確認します。

（注） • フロアが以前 Mobility Services Engine にすでに割り当てられていた場合、フロアの変更は、

Mobility Services Engine に自動的に同期されます。

• 要素のロケーション計算では、ロケーションが再計算された後のみレールとリージョンが有効にな

ります。

• 包含リージョン設定はタグには適用されません。

フロア上の除外リージョンの定義

フロア上のロケーション計算の精度をさらに高めるために、計算に含めないリージョン（除外リージョ

ン）を定義できます。除外リージョンは通常、包含リージョンの境界内で定義されます。

（注） 除外リージョン設定はタグには適用されません。

除外リージョンを定義するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Map Editor] を選択し、[Go] をクリックします。

ステップ 4 マップで、ツールバーの紫色のボックスをクリックします。

ステップ 5 表示されるダイアログボックスで [OK] をクリックします。除外領域の輪郭を描画するための描画アイ

コンが表示されます。

ステップ 6 除外領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回クリックし

ます。

ステップ 7 除外する領域の境界に沿って描画アイコンを移動します。境界線を開始するには一度クリックし、境界

線を終了するには再度クリックします。

ステップ 8 領域の輪郭が描画されるまでステップ 7 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックします。定

義された除外領域は紫色で網掛けされます。領域が完全に定義されると、 除外された領域は紫色で網掛

けされます。

ステップ 9 追加の除外リージョンを定義するには、ステップ 4 ～ ステップ 8 を繰り返します。

ステップ 10 すべての除外領域を定義したら、[Command] メニューから [Save] を選択するか、ツールバーの [disk] 
アイコンをクリックして、除外リージョンを保存します。
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（注） 除外領域を削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色の破

線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア マップか

ら削除されます。

ステップ 11 フロア マップに戻ってヒートマップ上で除外リージョンを有効にするには、[Command] メニューから 
[Exit] を選択します。

ステップ 12 フロア マップ上で、まだ選択していない場合は [Location Regions] チェックボックスをオンにます。

除外リージョンがマップに表示されます。

ステップ 13 NCS データベースとロケーション データベースを再同期するには、[Services] > [Synchronize 
Services] を選択します。

ステップ 14 [Synchronize] ページで、[Synchronize] ドロップダウン リストから [Network Designs] を選択して、

[Synchronize] をクリックします。

[Sync. Status] 列で、同期が正常に行われた（2 つの緑色の矢印は成功を示します）ことを確認します。

（注） • 除外リージョンは、フロアが Mobility Services Engine とすでに同期されている場合、Mobility 
Services Engine と自動同期します。

• 包含リージョン内に複数の除外リージョンを描画できます。

• 要素のロケーション計算では、ロケーションが再計算された後のみレールとリージョンが有効にな

ります。

フロアでのレール ラインの定義
クライアントがいると予測される領域を示すフロアのレール ライン（コンベヤ ベルトなど）を定義で

きます。

また、クライアントが入ると予測される領域を拡張するレール領域（西と東、または北と南）を定義で

きます。これは、スナップ幅として知られ、ロケーション計算をさらに支援します。スナップ幅の領域

内に配置されたクライアントは、レール ライン上に表示されるか（多数）、スナップ幅領域の外側に表

示されます（少数）。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「注意事項と制約事項」（P.9-26）

• 「フロアでのレールの定義」（P.9-27）

注意事項と制約事項

• レール ラインの設定はタグには適用されません。

• レールは、フロアが Mobility Services Engine とすでに同期されている場合、Mobility Services 
Engine と自動同期します。

• 要素のロケーション計算では、ロケーションが再計算された後のみレールとリージョンが有効にな

ります。
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フロアでのレールの定義

スナップ幅領域はフィートまたはメートル（ユーザ定義）で定義されます。

フロアでレールを定義するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Map Editor] を選択し、[Go] をクリックします。

ステップ 4 ツールバーの [rail] アイコン（紫色の除外アイコンの右側）をクリックします（図 9-11 を参照）。

図 9-11 Map Editor ツールバーの [Rail] アイコン

ステップ 5 表示されるダイアログボックスで、レールのスナップ幅（フィートまたはメートル）を入力し、[OK] 
をクリックします（ 図 9-12を参照）。 
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図 9-12 レール幅の定義

ステップ 6 描画アイコンが表示されたら、レール ラインの開始ポイントの描画アイコンをクリックします。ライ

ンの描画を停止するときやラインの方向を変えるときは、再びクリックします。

ステップ 7 フロア マップ上にレール ラインを完全に描画したら、描画アイコンを 2 回クリックします。レール ラ
インはマップ上に表示され、両側が定義されたスナップ幅リージョンに接します（図 9-13 を参照）。
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図 9-13 Map Editor でのレール ラインの定義

（注） レール ラインを削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色

の破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア マッ

プから削除されます。

ステップ 8 フロア マップに戻ってヒートマップ上でレールを有効にするには、[Command] メニューから [Exit] を
選択します。

ステップ 9 フロア マップで、まだ選択していない場合は [Floor Settings] メニューで [Rails] チェックボックスを

オンにします。レールがマップに表示されます。

ステップ 10 NCS とモビリティ サービス エンジンを再同期するには、[Services] > [Synchronize Services] を選択し

ます。

ステップ 11 [Synchronize Services] ページの [Synchronize] ドロップダウン リストから、[Network Designs] を選択

し、[Synchronize] をクリックします。

[Sync. Status] 列で、同期が正常に行われた（2 つの緑色の矢印は成功を示します）ことを確認します。

Context-Aware Service パラメータの変更
追跡対象のクライアントまたはタグのタイプと数と、クライアントもしくはタグのロケーションを計算

するかどうかを指定できます。
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クライアントとタグのロケーション計算（Receiver Signal Strength Indicator（RSSI）測定など）に影

響するパラメータも変更できます。アドホックの不正クライアントと不正アクセス ポイントの追跡解

除とレポート解除

ここでは、次の内容について説明します。

• 「ライセンス要件」（P.9-30）

• 「注意事項と制約事項」（P.9-30）

• 「追跡パラメータの変更」（P.9-30）

• 「フィルタリング パラメータの変更」（P.9-35）

• 「履歴パラメータの変更」（P.9-37）

• 「ロケーション プレゼンスの有効化」（P.9-38）

• 「アセット情報のインポート」（P.9-40）

• 「アセット情報のエクスポート」（P.9-40）

• 「ロケーション パラメータの変更」（P.9-40）

ライセンス要件

アクセス ポイントからタグとクライアントに関する状況依存情報を取得するには、ライセンスが必要

です。クライアントのライセンスには、不正クライアントおよび不正アクセス ポイントの追跡も含ま

れます。タグとクライアントのライセンスは個別に提供され、3,000 ～ 12,000 単位の数量の範囲で提

供されます。詳細については、

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/products_data_sheets_list.html で『Cisco 3300 Series 
Mobility Services Engine Licensing and Ordering Guide』を参照してください。

注意事項と制約事項

Cisco 3310 Mobility Services Engine は、 大 2,000 個のクライアントとタグをサポートし、Cisco 
3350 Mobility Services Engine は 大 18,000 個のクライアントとタグをサポートします。

追跡パラメータの変更

Mobility Services Engine は、 大 18,000 個のクライアント（不正クライアント、不正アクセス ポイ

ント、有線クライアント、および干渉を含む）と、適切なライセンスを購入し、Mobility Services 
Engine のあるタグ（合計数）を追跡できます。追跡中のタグ、クライアント、および干渉のロケー

ションに関する更新情報は、コントローラから Mobility Services Engine に送信されます。

コントローラが追跡しているタグ、クライアント、および干渉のみが、NCS マップ、クエリー、およ

びレポートに表示されます。追跡対象外の要素のイベントとアラームは一切収集されず、クライアント

またはタグの 18,000 個の要素上限にはカウントされません。

NCS を使用して変更できる追跡パラメータには、次のようなものがあります。

• ロケーションをアクティブに追跡する有線クライアント ステーションとワイヤレス クライアント 
ステーション、アクティブなアセット タグ、不正クライアント、干渉、およびアクセス ポイント

を有効および無効にします。
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有線クライアント ロケーションの追跡により、データセンターのサーバはネットワーク上の有線

クライアントを容易に検出できるようになります。サーバにはネットワーク上の有線スイッチ 
ポートが関連付けられています。

• 追跡対象とする特定要素の個数上限を設定します。

たとえば、12,000 の追跡対象ユニットのクライアント ライセンスで、追跡できるクライアント ス
テーションの数の制限として 8,000 を設定できます（この場合残りの 4,000 ユニット分は、不正ク

ライアントと不正アクセス ポイント間の割り当てに使用できます）。特定の要素の追跡上限に達す

ると、追跡されていない要素の合計数が [Tracking Parameters] ページに表示されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「注意事項と制約事項」（P.9-31）

• 「Mobility Services Engine の追跡パラメータの設定」（P.9-31）

注意事項と制約事項

• Mobility Services Engine をリリース 6.0 から 7.0 にアップグレードすると、ワイヤレス クライア

ントまたは不正の制限が設定されている場合、この制限はリセットされます。これは、リリース 
7.0 では有線クライアントの制限が変更されているためです。

• 追跡対象クライアントの実際の数は、購入ライセンスによって決まります。

• 追跡対象のアクティブ RFID タグの実際の数は、購入ライセンスによって決まります。

• より適切な遅延と正確性を確保するために、リリース 4.2 以降のコントローラを使用することを推

奨します。

Mobility Services Engine の追跡パラメータの設定

モビリティ サービス エンジンの追跡パラメータを設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engine] の順に選択します。[Mobility Services] ページが表示されます。

ステップ 2 プロパティを編集するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。[General Properties] 
ページが表示されます。

ステップ 3 設定オプションを表示するには、[Context Aware Service] > [Administration] > [Tracking Parameters] 
を選択します。

ステップ 4 必要に応じて、追跡パラメータを変更します。表 9-1 に、追跡パラメータを示します。
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表 9-1 Tracking Parameters

フィールド 設定オプション

Tracking Parameters

Wired Clients 1. モビリティ サービス エンジンによるクライアント ステーションの追跡を有効

にするには、[Enable] チェックボックスをオンにします。

リリース 7.0 では、クライアント ライセンスはすべてのネットワーク ロケー

ション サービス要素を対象としており、有線クライアント、ワイヤレス クラ

イアント、不正クライアント、不正アクセス ポイント、および干渉の間で共

有されます。

有線クライアント数の制限は、Mobility Services Engine 7.0 および NCS 
Release 7.0 以降でサポートされています。つまり、有線クライアントの数を

一定数（例：500）に制限できます。この制限を設定することで、ライセンス

で許可されているデバイスの数が有線クライアントによって使い切ることが

なく、一部のライセンスがワイヤレス クライアントに対して使用可能になり

ます。

注意 Mobility Services Engine をリリース 6.0 から 7.0 にアッ

プグレードすると、ワイヤレス クライアントまたは不

正クライアント /アクセス ポイントの制限が設定されて

いる場合、この制限はリセットされます。これは、リ

リース 7.0 では有線クライアントの制限が変更されてい

るためです。

（注） [Active Value]（表示のみ）：現在追跡されている有線クライアント ステー

ションの数を示します。

（注） [Not Tracked]（表示のみ）：上限を超えている有線クライアント ステー

ションの数を示します。

Wireless Clients 1. モビリティ サービス エンジンによるクライアント ステーションの追跡を有効

にするには、[Enable] チェックボックスをオンにします。

2. 追跡対象クライアント ステーションの数の上限を設定するには、[Enable 
Limiting] チェックボックスをオンにします。

3. 上限が有効になっている場合は、上限値を入力します。入力できる上限値は、

18,000（モビリティ サービス エンジンで追跡できるクライアントの 大数）

までの正の値です。

（注） [Active Value]（表示のみ）：現在追跡されているクライアント ステーショ

ンの数を示します。

（注） [Not Tracked]（表示のみ）：上限を超えているクライアント ステーション

の数を示します。
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Rogue Access 
Points

1. Mobility Services Engine による不正アクセス ポイントの追跡を有効にするに

は、[Enable] チェックボックスをオンにします。

2. 追跡対象不正アクセス ポイントの数の制限を設定するには、[Enable 
Limiting] チェックボックスをオンにします。

3. 上限が有効になっている場合は、上限値を入力します。入力できる制限は、

18,000（Mobility Services Engine で追跡できる不正アクセス ポイントの 大

数）までの正の値です。

（注） [Active Value]（表示のみ）：現在追跡している不正アクセス ポイントの数

を示します。

（注） [Not Tracked]（表示のみ）：制限を超えた不正アクセス ポイントの数を示

します。

Exclude Ad-Hoc 
Rogues

ネットワーク内のアドホックの不正クライアント /アクセス ポイントの追跡と報

告を無効にするには、このチェックボックスをオンにします。このように設定す

ると、NCS マップにアドホック不正クライアント /アクセス ポイントが表示され

ず、イベントとアラームが報告されません。

Rogue Clients 1. モビリティ サービス エンジンによる不正クライアントの追跡を有効にするに

は、[Enable] チェックボックスをオンにします。

2. 追跡対象不正クライアントの数の上限を設定するには、[Enable Limiting] 
チェックボックスをオンにします。

3. 上限が有効になっている場合は、上限値を入力します。入力できる上限値は、

18,000（モビリティ サービス エンジンで追跡できる不正クライアントの 大

数）までの正の値です。

（注） [Active Value]（表示のみ）：追跡されている不正クライアントの数を示し

ます。

（注） [Not Tracked]（表示のみ）：上限を超えている不正クライアントの数を示

します。

Interferers 1. モビリティ サービス エンジンによる干渉の追跡を有効にするには、[Enable] 
チェックボックスをオンにします。

2. 追跡対象干渉の数の制限を設定するには、[Enable Limiting] チェックボック

スをオンにします。

3. 上限が有効になっている場合は、上限値を入力します。

リリース 7.0 では、クライアント ライセンスはすべてのネットワーク ロケー

ション サービス要素を対象としており、有線クライアント、ワイヤレス クラ

イアント、不正クライアント、不正アクセス ポイント、および干渉の間で共

有されます。

リリース 7.0.200.x では、クライアント ライセンスはすべてのネットワーク 
ロケーション サービス要素を対象としており、有線クライアント、ワイヤレ

ス クライアント、不正クライアント、不正アクセス ポイント、干渉、および

ゲストの間で共有されます。

（注） [Active Value]（表示のみ）：現在追跡されている干渉の数を示します。

（注） [Not Tracked]（表示のみ）：上限を超えている干渉の数を示します。

表 9-1 Tracking Parameters （続き）

フィールド 設定オプション
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ステップ 5 [Save] をクリックし、モビリティ サービス エンジン データベースに新しい設定を保存します。

Asset Tracking Elements

Active RFID 
Tags

モビリティ サービス エンジンによるアクティブ RFID タグの追跡を有効にするに

は、[Enable] チェックボックスをオンにします。

（注） 追跡対象のアクティブ RFID タグの実際の数は、購入ライセンスによって

決まります。

（注） [Active Value]（表示のみ）：現在追跡されているアクティブ RFID タグの

数を示します。

（注） [Not Tracked]（表示のみ）：上限を超えているアクティブ RFID タグの数

を示します。

[SNMP Parameters]：コントローラ リリース 4.2 以前では適用されません。また、MSE 7.0.105.0 以
降のリリースには適用できません。

SNMP Retry 
Count

ポーリング サイクルの再試行回数を入力します。デフォルト値は 3 です。有効値

は 1 ～ 99999 です。（コントローラ リリース 4.1 以前とロケーション サーバ リ
リース 3.0 以前のみで設定可能）。

SNMP Timeout ポーリング サイクルがタイム アウトになるまでの秒数を入力します。デフォルト

値は 5 です。有効値は 1 ～ 99999 です。（コントローラ リリース 4.1 以前とロケー

ション サーバ リリース 3.0 以前のみで設定可能）。

[SNMP Polling Interval]：MSE Release 7.0.105.0 以降には適用できません。

Client Stations クライアント ステーションのポーリングを有効にし、ポーリング間隔（秒数）を

入力するには、[Enable] チェックボックスをオンにします。デフォルト値は 300 
です。有効値は 1 ～ 99999 です。（コントローラ リリース 4.1 以前とロケーション 
サーバ リリース 3.0 以前のみで設定可能）。

Active RFID 
Tags

アクティブ RFID タグのポーリングを有効にし、ポーリング間隔（秒数）を入力

するには、[Enable] チェックボックスをオンにします。有効値は 1 ～ 99999 です。

（注） モビリティ サービスがコントローラからアセット タグ データを収集する

前に、コントローラで config rfid status enable コマンドを使用して、ア

クティブ RFID タグの検出を有効にする必要があります。

Rogue Clients 
and Access 
Points

不正アクセス ポイントのポーリングを有効にし、ポーリング間隔（秒数）を入力

するには、[Enable] チェックボックスをオンにします。デフォルト値は 600 です。

指定できる値は 1 ～ 99999 です（コントローラ リリース 4.1 以前とロケーション 
サーバ リリース 3.0 以前のみで設定可能）。

Statistics モビリティ サービスの統計ポーリングを有効にし、ポーリング間隔（秒数）を入

力するには、[Enable] チェックボックスをオンにします。デフォルト値は 900 で
す。指定できる値は 1 ～ 99999 です（コントローラ リリース 4.1 以前とロケー

ション サーバ リリース 3.0 以前のみで設定可能）。

表 9-1 Tracking Parameters （続き）

フィールド 設定オプション
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フィルタリング パラメータの変更

追跡パラメータに加えて、フィルタリングを使用して、ロケーションを追跡するクライアント、アセッ

ト タグ、有線クライアント、不正クライアント、干渉、およびアクセス ポイントの数を制限できます。

MAC アドレスおよびプローブ クライアントによってフィルタできます。

• MAC アドレス

特定の MAC アドレスを入力し、ロケーション追跡での許可または不許可を設定できます。許可ま

たは不許可にする MAC アドレスを記述したファイルをインポートするか、または NCS に個々の 
MAC アドレスを入力することができます。

MAC アドレスの入力形式は xx:xx:xx:xx:xx:xx です。MAC アドレスのファイルをインポートする

場合、ファイルは次の特定の形式に従っている必要があります。

– 各 MAC アドレスを 1 行ずつ記述する必要があります。

– 初に許可 MAC アドレスを 初にリストする必要があります。この際、許可 MAC アドレス

の前に「[Allowed]」行項目を記述します。「[Disallowed]」の後に不許可 MAC アドレスをリ

ストする必要があります。

– ワイルドカードを使用して MAC アドレスの範囲を指定できます。たとえば、次の [Allowed] 
リストの 1 番目のエントリ「00:11:22:33:*」はワイルドカードです。

（注） 許可 MAC アドレスの形式は、[Filtering Parameters] 設定ページに表示されます。詳細につい

ては、表 9-2を参照してください。

ファイルの記述例：

[Allowed]
00:11:22:33:*
22:cd:34:ae:56:45
02:23:23:34:*
[Disallowed]
00:10:*
ae:bc:de:ea:45:23 

• プローブ クライアント

プローブ クライアントは、あるコントローラに関連付けられているが、プロービング アクティビ

ティによって別のコントローラから認識され、そのプライマリ コントローラとともにプローブ済
みコントローラの要素としてカウントされるクライアントです。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「注意事項と制約事項」（P.9-35）

• 「Mobility Services Engine のフィルタリング パラメータの設定」（P.9-35）

注意事項と制約事項

プローブ クライアントを除外すると、関連付けられたクライアントのライセンスを解放できます。

Mobility Services Engine のフィルタリング パラメータの設定

モビリティ サービス エンジンのフィルタリング パラメータを設定するには、次の手順に従います。
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ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。[Mobility Services] ページが表示されま

す。

ステップ 2 プロパティを編集するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。[General Properties] 
ページが表示されます。

ステップ 3 設定オプションを表示するには、[Context Aware Service] > [Administration] > [Filtering Parameters] 
を選択します。

ステップ 4 必要に応じて、フィルタリング パラメータを変更します。表 9-2 に、フィルタリング パラメータをリ

ストします。

表 9-2 Filtering Parameters

フィールド 設定オプション

Exclude Probing Clients プローブ クライアントのロケーション計算を実行しないよ

うにするには、このチェックボックスをオンにします。

Enable Location MAC Filtering 1. MAC アドレスによる特定要素のフィルタリングを有効

にするには、このチェックボックスをオンにします。

2. MAC アドレスのファイルをインポートするには

（[Upload a file for Location MAC Filtering] テキスト 
ボックス）、ファイル名を検索して選択し、[Save] をク

リックしてファイルをロードします。リストの MAC ア
ドレスが、ファイルの指定に基づいて [Allowed List] と 
[Disallowed List] に自動的に読み込まれます。

（注） 許可 MAC アドレスの形式を表示するには、[Upload 
a file for Location MAC Filtering] テキスト ボックス

の横にある赤色の疑問符をクリックします。

3. 個々の MAC アドレスを追加するには、MAC アドレス

（形式：xx:xx:xx:xx:xx:xx）を入力して [Allow] または 
[Disallow] をクリックします。該当する列にアドレスが

表示されます。

（注） [Allow] 列と [Disallow] 列の間でアドレスを移動す

るには、MAC アドレス項目を選択し、該当する列の

下にあるボタンをクリックします。

（注） 複数のアドレスを移動するには、 初の MAC アド

レスをクリックし、Ctrl キーを押しながら他の MAC 
アドレスを選択します。その列にアドレスを入れる

には、[Allow] または [Disallow] をクリックします。

（注） MAC アドレスが [Allow] 列と [Disallow] 列のいず

れにもリストされていない場合、デフォルトでは 
[Blocked MACs] 列に表示されます。[Unblock] ボタ

ンをクリックすると、MAC アドレスは自動的に 
[Allow] 列に移動します。[Disallow] 列に移動するに

は、[Allow] 列の下にある [Disallow] ボタンをク

リックします。
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ステップ 5 [Save] をクリックし、モビリティ サービス エンジン データベースに新しい設定を保存します。

履歴パラメータの変更

クライアント ステーション、アセット タグ、不正クライアント、有線クライアント、干渉、およびア

クセス ポイントに関する履歴を保存（アーカイブ）する期間を指定するには、NCS を使用できます。

また、定期的に履歴ファイルから重複したデータをプルーニング（削除）するように Mobility 
Services Engine をプログラミングすることもできます。これによって、 新の履歴情報を保存するた

めに使用可能なメモリ量が増えます。これは、ディスク スペースの不足が原因で 新の履歴情報が失

われないようにするために重要です。

Mobility Services Engine の履歴設定

Mobility Services Engine の履歴を設定するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 プロパティを編集するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [Context Aware Service] > [Administration] > [History Parameters] を選択します。

ステップ 4 次に示す履歴パラメータを必要に応じて変更します。表 9-3 に、履歴パラメータを示します。

表 9-3 History Parameters

フィールド 説明

Archive for ロケーション サーバで有効な各カテゴリの履歴を維持する

日数を入力します。デフォルト値は 30 です。有効値は 1 ～ 
365 です。

Prune data starting at ロケーション サーバがデータ プルーニングを開始する時刻

（時間と分）を入力します（時間は 0 ～ 23、分は 1 ～ 59）。

データ プルーニングを再び開始するまでの間隔（分）を入

力します（1 ～ 99900000）。デフォルトの開始時刻は 23 時
間 50 分、デフォルトの間隔は 1440 分です。

（注） パフォーマンスを高めるには、デフォルトの制限を

入力します。

Client Stations クライアント ステーションの履歴データの収集をオンにす

るには、[Enable] チェックボックスをオンにします。

Wired Stations 有線ステーションの履歴データの収集をオンにするには、

[Enable] チェックボックスをオンにします。

Asset Tags 履歴データの収集をオンにするには、[Enable] チェックボッ

クスをオンにします。

（注） モビリティ サービスがコントローラからアセット タ
グ データを収集する前に、config rfid status enable 
コマンドを使用して、RFID タグの検出を有効にす

る必要があります。
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：

ステップ 5 Mobility Services Engine データベースに選択を保存するには、[Save] をクリックします。

ロケーション プレゼンスの有効化

Mobility Services Engine でロケーション プレゼンスを有効にすると、シスコのデフォルト設定（キャ

ンパス、ビルディング、フロア、XY 座標）以外の都市ロケーション情報（市町村、州、郵便番号、

国）および地理的なロケーション情報（経度、緯度）を拡張できます。ロケーション ベースのサービ

スおよびアプリケーションで使用するために、ワイヤレス クライアントと有線クライアントに関する

にこの情報をオンデマンドで要求できます。

また、拡張ロケーション情報（有線クライアントの MAC アドレス、有線クライアントが接続している

有線スイッチのスロットおよびポートなど）をインポートできます。

新しいキャンパス、ビルディング、フロア、または屋外領域を後で追加または設定するときに、ロケー

ション プレゼンスを設定できます。

有効にすると、Mobility Services Engine は要求 Cisco CX v5 クライアントに対しそのクライアントの

ロケーションを示すことができます。

（注） この機能を有効にする前に、モビリティ サービス エンジンを同期してください。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「注意事項と制約事項」（P.9-38）

• 「Mobility Services Engine でのロケーション プレゼンスの有効化と設定」（P.9-38）。

注意事項と制約事項

新しいキャンパス、ビルディング、フロア、または屋外領域の追加時にロケーション プレゼンスを設

定する方法の詳細については、『Cisco Wireless Control System Configuration Guide, Release 6.0』の第 
6 章「Configuring Maps」を参照してください。

ロケーション プレゼンスを有効にする前に、Mobility Services Engine を同期してください。

Mobility Services Engine でのロケーション プレゼンスの有効化と設定

モビリティ サービス エンジンでロケーション表示を有効化および設定するには、次の手順に従います。

Rogue Clients and Access Points 履歴データの収集をオンにするには、[Enable] チェックボッ

クスをオンにします。

Interferers 履歴データの収集をオンにするには、[Enable] チェックボッ

クスをオンにします。

表 9-3 History Parameters （続き）

フィールド 説明
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ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。キャンパス、ビルディング、またはフロ

アが割り当てられているモビリティ サービス エンジンを選択します。

ステップ 2 [Context Aware Service] > [Administration] > [Presence Parameters] を選択します。[Presence] ページ

が表示されます。

ステップ 3 [Service Type On Demand] チェックボックスをオンにし、Cisco CX クライアント v5 のロケーション 
プレゼンスを有効にします。

ステップ 4 次のロケーション解決オプションのいずれかを選択します。

a. [Building] が選択されている場合、Mobility Services Engine は要求クライアントに対し、そのク

ライアントのロケーションをビルディングで示します。

– たとえば、Building A に配置されているクライアントがそのロケーションを要求している場

合、モビリティ サービス エンジンはクライアント アドレスとして Building A を返します。

b. [AP] が選択されている場合、Mobility Services Engine は要求クライアントに対し、そのクライア

ントのロケーションを、関連付けられているアクセス ポイントで示します。アクセス ポイントの 
MAC アドレスが表示されます。

– たとえば、MAC アドレス 3034:00hh:0adg のアクセス ポイントに関連付けられているクライ

アントがそのロケーションを要求している場合、モビリティ サービス エンジンはクライアン

トにアドレス 3034:00hh:0adg を返します。

c. [X,Y] が選択されている場合、Mobility Services Engine は要求クライアントに対し、そのクライ

アントのロケーションを XY 座標で示します。

– たとえば、（50, 200）に位置しているクライアントがそのロケーションを要求している場合、

Mobility Services Engine はクライアントにアドレス 50, 200 を返します。

ステップ 5 必要なロケーション形式のチェックボックスをオンにします。

a. [Cisco] チェックボックスをオンにすると、ロケーションがキャンパス、ビルディング、フロア、

および XY 座標で示されます。これがデフォルト設定です。

b. [Civic] チェックボックスをオンにすると、キャンパス、ビルディング、フロア、または屋外領域

の名前とアドレス（通り、市、州、郵便番号、国）が示されます。

c. [GEO] チェックボックスをオンにすると、緯度と経度による座標が示されます。

ステップ 6 デフォルトでは、[Location Response Encoding] の [Text] チェックボックスがオンになっています。こ

れは、クライアントが受信する情報の形式を示しています。この設定を変更する必要はありません。

ステップ 7 受信側クライアントが受信した情報を別の相手へ再送信できるようにするには、[Retransmission Rule] 
の [Enable] チェックボックスをオンにします。

ステップ 8 [Retention Expiration] 値を分単位で入力します。これにより、クライアントで格納される受信情報が

上書きされるまでの時間を決定します。デフォルト値は 24 時間（1440 分）です。

ステップ 9 [Save] をクリックします。

アセット情報のインポートとエクスポート

ここでは、次の内容について説明します。

• 「アセット情報のインポート」（P.9-40）

• 「アセット情報のエクスポート」（P.9-40）
9-39
Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド

OL-23943-02-J



第 9 章      Context-Aware Service の計画および検証

Context-Aware Service パラメータの変更
アセット情報のインポート

NCS を使用して Mobility Services Engine のアセット、チョークポイント、および TDOA レシーバの

情報をインポートするには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 アセット情報のインポート先モビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [Context Aware Service] > [Administration] > [Import Asset Information] の順に選択します。

ステップ 4 テキスト ファイル名を入力するか、ファイル名を参照して選択します。

インポート ファイルの情報を次の形式で指定します。

• タグ形式：# タグ、00:00:00:00:00:00、カテゴリ名、グループ名、アセット名

• ステーション形式：# ステーション、00:00:00:00:00:00、カテゴリ名、グループ名、アセット名

ステップ 5 [Import] をクリックします。

アセット情報のエクスポート

NCS を使用してアセット、チェックポイント、および TDOA レシーバ情報をモビリティ サービス エ
ンジンからファイルにエクスポートするには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 情報のエクスポート元 Mobility Services Engine の名前をクリックします。

ステップ 3 [Context Aware Service] > [Administration] > [Export Asset Information] の順に選択します。

エクスポート ファイルの情報を次の形式で指定します。

• タグ形式：# タグ、00:00:00:00:00:00、カテゴリ名、グループ名、アセット名 

• ステーション形式：# ステーション、00:00:00:00:00:00、カテゴリ名、グループ名、アセット名

ステップ 4 [Export] をクリックします。

ステップ 5 [Open]（ページに表示）、[Save]（外部 PC またはサーバに表示）、または [Cancel] をクリックします。

（注） [Save] をクリックすると、アセット ファイルの宛先と名前を選択するよう求められます。デ

フォルトのファイル名は assets.out です。ダウンロードが完了したら、ダイアログボックスか

ら [Close] をクリックします。

ロケーション パラメータの変更

クライアントのレシーバ信号強度インジケータ（RSSI）の測定などのロケーション計算に影響するパ

ラメータを変更するために NCS を使用できます。

クライアントのロケーション移動を管理するため、さまざまなスムージング レートを適用できます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。
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Context-Aware Service パラメータの変更
• 「注意事項と制約事項」（P.9-41）

• 「ロケーション パラメータの設定」（P.9-41）。

注意事項と制約事項

• ロケーション パラメータはクライアントのみに適用されます。

• 全体的なロケーション計算が遅くなるため、Cisco TAC 担当者の指導の下でのみ [Calculation 
time] パラメータを有効にしてください。

• Cisco TAC 担当者の指導の下でのみ [RSSI Cutoff] パラメータを変更してください。この値を変更

すると、ロケーション計算の精度が低下する可能性があります。

ロケーション パラメータの設定

ロケーション パラメータを設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 プロパティを変更する Mobility Services Engine の名前をクリックします。

ステップ 3 [Context Aware Service] > [Advanced] > [Location Parameters] を選択します。設定オプションが表示

されます。

ステップ 4 必要に応じて、ロケーション パラメータを変更します。表 9-4 に、ロケーション パラメータを示しま

す。

表 9-4 Location Parameters

フィールド 設定オプション

Enable 
Calculation time

ロケーション計算に要する時間の計算を開始するには、[Enable] チェックボック

スをオンにします。

（注） このパラメータは、クライアント、不正アクセス ポイント、不正クライア

ント、および干渉のみに適用されます。

注意 全体的なロケーション計算が遅くなるため、Cisco TAC 担当者の指導の

下でのみこのパラメータを有効にしてください。

Enable OW 
Location

ロケーション計算の一部として外壁（OW）計算を含めるには、[Enable] チェッ

クボックスをオンにします。

（注） このパラメータは、Mobility Services Engine によって無視されます。

Relative discard 
RSSI time

新の RSSI サンプルから、RSSI 測定が廃棄されるまでの経過時間を分単位で入

力します。たとえば、このパラメータを 3 分に設定し、Mobility Services Engine 
は、10 ～ 12 分で 2 つのサンプルを受信する場合、両方のサンプルが保持されま

す。15 分で受信されたその他のサンプルは廃棄されます。デフォルト値は 3 で
す。有効値の範囲は 0 ～ 99999 です。3 未満の値を指定することは推奨されませ

ん。

（注） このパラメータは、クライアント、不正アクセス ポイント、不正クライア

ント、および干渉のみに適用されます。
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Absolute discard 
RSSI time

新のサンプルに関係なく、RSSI 測定が古いものと見なされ廃棄されるまでの経

過時間を分単位で入力します。デフォルト値は 60 です。有効値の範囲は 0 ～ 
99999 です。60 未満の値を指定することは推奨されません。

（注） このパラメータは、クライアントだけに適用されます。

RSSI Cutoff 1 mW（dBm）に基づく RSSI の遮断の値をデシベル（dBs）単位で入力します。

この値を超えると、Mobility Services Engine は常にアクセス ポイント測定を使用

します。デフォルト値は -75 です。

（注） RSSI の遮断値を上回る 3 つ以上の測定が使用可能な場合、Mobility 
Services Engine では計算には も強力な 3 つ（またはこれ以上）の測定

が使用され、それ以外の弱い値（RSSI の遮断値を下回る値）はすべて廃

棄されます。ただし、RSSI の遮断値を下回る弱い測定のみが使用可能な

場合は、これらの値が計算に使用されます。

（注） このパラメータは、クライアントだけに適用されます。

注意 変更は、シスコ TAC 担当者の指示がある場合にだけ行ってください。

この値を変更すると、ロケーション計算の精度が低下する可能性があり

ます。

Enable Location 
Filtering 

計算されるロケーションのジッターを抑えるために、ロケーションのフィルタリ

ングが使用されます。これは、配置されたデバイスがフロア マップ上の 2 つの異

なるポイント間で割り込みを行うことを防ぎます。

Chokepoint 
Usage

チョークポイントがシスコ互換のタグを追跡できるようにするには、[Enable] 
チェックボックスをオンにします。

Use Chokepoints 
for Interfloor 
conflicts

境界チョークポイントまたは重み付けロケーションの測定値を使用して、シスコ

互換のタグを見つけることができます。

オプション：

• [Never]：選択すると、シスコ互換のタグを見つけるために、境界チョークポ

イントは使用されません。

• [Always]：選択すると、シスコ互換のタグを見つけるために、境界ポイント

が使用されます。

• [Floor Ambiguity]：選択すると、シスコ互換のタグを見つけるために、重み

付けされロケーションの測定値と境界チョークポイントの両方が使用されま

す。類似するロケーションが 2 つの方法で計算される場合、境界チョークポ

イント値がデフォルトで使用されます。

Chokepoint Out 
of Range timeout

シスコ互換のタグがチョークポイントの範囲外になる場合、入力したタイムアウ

ト期間は、ロケーションの決定に RSSI 値が再度使用されるまでに経過した期間

です。

Absent Data 
cleanup interval

不在のモバイル ステーションに関するデータを保持する分数を入力します。不在
のモバイル ステーションは、検出されたがネットワークに表示されないステー

ションです。デフォルト値は 1440 です。

表 9-4 Location Parameters （続き）

フィールド 設定オプション
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通知の有効化および通知パラメータの設定
ステップ 5 [Save] をクリックします。

通知の有効化および通知パラメータの設定
通知を有効にし、通知パラメータを設定するには、NCS を使用できます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「注意事項と制約事項」（P.9-43）

• 「通知の有効化」（P.9-44）

• 「通知パラメータの設定」（P.9-44）

• 「通知統計情報の表示」（P.9-46）

注意事項と制約事項

通知パラメータを変更するのは、Mobility Services Engine が大量の通知を送信する場合、または通知

を受信しない場合だけにしてください。

Use Default 
Heatmaps for 
Non Cisco 
Antennas 

ロケーション計算中にシスコ以外のアンテナにデフォルトのヒートマップを使用

可能にするには、このチェックボックスをオンにします。このオプションは、デ

フォルトで無効です。

Movement Detection

Individual RSSI 
change threshold

このパラメータには、個別 RSSI 移動再計算トリガーしきい値を指定します。

0 ～ 127 dBm の範囲内のしきい値を入力します。

変更は、シスコ TAC 担当者の指示がある場合にだけ行ってください。

Aggregated RSSI 
change threshold

このパラメータには、集約 RSSI 移動再計算しきい値を指定します。

0 ～ 127 dBm の範囲内のしきい値を入力します。

変更は、シスコ TAC 担当者の指示がある場合にだけ行ってください。

Many new RSSI 
change 
percentage 
threshold

このパラメータには、多数の新規 RSSI 移動再計算トリガーしきい値（パーセン

テージ）を指定します。

変更は、シスコ TAC 担当者の指示がある場合にだけ行ってください。

Many missing 
RSSI percentage 
threshold

このパラメータには、多数の RSSI 移動再計算トリガーしきい値（パーセンテー

ジ）を指定します。

変更は、シスコ TAC 担当者の指示がある場合にだけ行ってください。

表 9-4 Location Parameters （続き）

フィールド 設定オプション
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通知の有効化および通知パラメータの設定
通知の有効化

ユーザ設定の条件付き通知およびノースバウンド通知を定義して有効にするには、NCS を使用できま

す。

ユーザ設定の条件付き通知によって、NCS、または Mobility Services Engine の通知との互換性がある

サードパーティの宛先に Mobility Services Engine が送信する通知が管理されます。「イベント定義の

追加、削除、およびテスト」（P.8-8）を参照してください。

ノースバウンド通知は、Mobility Services Engine がサードパーティのアプリケーションに送信するタ

グ通知を定義します。クライアントの通知は転送されません。NCS でノースバウンド通知を有効にす

ると、チョークポイント、テレメトリ、緊急、電池、ベンダー データの 5 つのイベント通知が送信さ

れます。タグのロケーションを送信するには、その通知を別に有効にする必要があります。

Mobility Services Engine は、決まった形式ですべてのノースバウンド通知を送信します。詳細につい

ては、次の URL のシスコ開発者向けサポート ポータルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/svcs/ps3034/ps5408/ps5418/serv_home.html

通知パラメータの設定

Mobility Services Engine が通知を生成し、通知の 大キュー サイズを設定し、特定の期間の通知の再

試行制限を設定するレートを制限できます。

通知パラメータ設定は、表 9-5 に記載されている場合を除き、ユーザが設定可能な条件付き通知および

ノースバウンド通知に適用されます。

（注） 通知パラメータを変更するのは、Mobility Services Engine が大量の通知を送信する場合、または通知

を受信しない場合だけにしてください。

ノースバウンド通知を有効にし、通知パラメータを設定するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 設定するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 設定オプションを表示するには、[Context Aware Service] > [Advanced] > [Notification Parameters] を
選択します。

ステップ 4 [Enable Northbound Notifications] チェックボックスをオンにし、この機能を有効にします。

ステップ 5 通知をサードパーティアプリケーションに送信するため（ノースバウンド）、[Notification Contents] 
チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 次の [Notification Contents] チェックボックスを 1 つ以上オンにします。

• Chokepoints

• Telemetry

• Emergency

• Battery Level

• Vendor Data

• Location

ステップ 7 [Notification Triggers] チェックボックスをオンにします。
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ステップ 8 次の [Notification Triggers] チェックボックスを 1 つ以上オンにします。

• Chokepoints

• Telemetry

• Emergency

• Battery Level

• Vendor Data

• Location Recalculation

ステップ 9 ノースバウンド通知を受信するシステムの IP アドレスまたはホスト名とポートを入力します。

ステップ 10 ドロップダウン リストからトランスポート タイプを選択します。

ステップ 11 宛先システムに安全にアクセスするために HTTPS プロトコルを使用する場合は、[HTTPS] チェック

ボックスをオンにします。

ステップ 12 通知パラメータの設定を変更するには、このページの [Advanced] タブの該当するテキスト ボックスに

新しい値を入力します。表 9-5を参照してください。 

ステップ 13 [Save] をクリックします。

表 9-5 ユーザが設定可能な条件付き通知とノースバウンド通知のフィールド

フィールド 設定オプション

Rate Limit Mobility Services Engine が通知を生成するレートをミリ秒単位で入力します。値 
0（デフォルト）を指定すると、モビリティ サービス エンジンは可能な限り迅速

に通知を生成します（ノースバウンド通知のみ）。

Queue Limit 通知送信のイベント キュー制限を入力します。Mobility Services Engine は、この

制限を上回るイベントをすべてドロップします。デフォルト値：Cisco 3350
（30000）、Cisco 3310（5,000）、および Cisco 2710（10,000）。

Retry Count リフレッシュ時間の終わりまでにイベント通知を生成する回数を入力します。こ

のパラメータは非同期トランスポート タイプの場合にだけ使用されます。非同期

トランスポート タイプでは通知受信が確認されないため、通知が送信中に失われ

る可能性があります。デフォルト値は 1 です。

（注） モビリティ サービス エンジン データベースにイベントが保存されません。

Refresh Time 通知を再送信するまで待機する必要がある時間を分単位で入力します。たとえば 
In Coverage Area 通知の対象としてデバイスが設定されており、このデバイスが

カバレッジ エリア内で頻繁に検出されるとします。この通知は、リフレッシュ時

間ごとに 1 回送信されます。デフォルト値は 0 分です。

Drop Oldest 
Entry on Queue 
Overflow

（読み取り専用）。起動時以降にキューからドロップされたイベント通知の数。

Serialize Events 
per Mac address 
per Destination

同じ MAC アドレスの連続するイベントを、連続して 1 つの宛先に送信するには、

このオプションを選択します。
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通知統計情報の表示

特定のモビリティ エンジンの通知統計情報を表示できます。固有の Mobility Services Engine の通知の

統計情報を表示するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 設定するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 設定オプションを表示するには、[Context Aware Service] > [Advanced] > [Notification Parameters] を
選択します。

特定のモビリティ サービス エンジンの通知統計情報を表示できます。通知パラメータを表示するには、
[Services] > [Mobility Services Engines] > [MSE-name] > [Context Aware Service] > [Notification 
Statistics] を選択します。

MSE-name は、モビリティ サービス エンジンの名前です。

表 9-6 で、[Notification Statistics] ページのフィールドについて説明します。

コントローラのロケーション テンプレート
複数のコントローラにダウンロードできるコントローラのロケーション テンプレートを定義できます。

ロケーション テンプレートでは、次の一般パラメータと詳細パラメータを設定できます。

表 9-6 [Notification Statistics] ページのフィールド

フィールド 説明

Summary

Destinations

Total 宛先の合計数。

Unreachable 到達不能の宛先数。

Notification Statistics Summary

Track Definition Status トラック定義のステータス。トラック通知ステー

タスは [Enabled] または [Disabled] のいずれかで

す。

Track Definition トラック定義は、[Northbound] または [CAS 
event notification] です。

Destination IP Address 通知送信先の宛先 IP アドレス。

Destination Port 通知送信先の宛先ポート。

Destination Type 宛先のタイプ。例：SOAP_XML。

Destination Status 宛先デバイスのステータス。ステータスは [Up] 
または [Down] です。

Last Sent 終通知が宛先デバイスに送信された日時。

Last Failed 通知に失敗した日時。

Total Count 宛先に送信された通知の合計数。宛先デバイスの

通知統計詳細情報を表示するには、カウント リ
ンクをクリックします。
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コントローラのロケーション テンプレート
• [General] パラメータ：RFID タグの収集の有効化、調整クライアントまたは通常の（非調整）ク

ライアントのロケーション パス損失の設定、クライアント、タグ、および不正アクセス ポイント

の測定通知の設定、クライアント、タグ、および不正アクセス ポイントの RSSI 有効期限タイムア

ウト値の設定を行います。

• [Advanced] パラメータ：RFID タグ データ タイムアウト値の設定、調整クライアントのマルチバ

ンドのロケーション パス損失設定の有効化を行います。

コントローラの新しいロケーション テンプレートの設定

コントローラの新しいロケーション テンプレートを設定するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Configure] > [Controller Template Launch Pad] を選択します。

ステップ 2 新しいロケーション テンプレートを作成するには、[Location] 見出しの下にある [New (Location 
Configuration)] リンクを選択します（図 9-14 を参照）。

図 9-14 [Configure] > [Controller Template Launch Pad] ページ

ステップ 3 [New Controller Template] ページで、[General] タブにロケーション テンプレートの名前を入力しま

す。

ステップ 4 [General] タブで、必要に応じてパラメータを変更します。表 9-7 に、各フィールドを示します。

表 9-7 [General] タブのフィールド

パラメータ 設定オプション

RFID Tag Data 
Collection

タグのデータを収集するには、[Enabled] チェックボックスをオンにします。

Location Path Loss Configuration

Calibrating Client 調整クライアントを使用するには、[Enabled] チェックボックスをオンにしま

す。コントローラは、アクセス ポイントから校正クライアントに通常の S36 
または S60 要求を送信します（クライアント機能に異なります）。パケットは、

すべてのチャネルで送信されます。チャネルに関係なくすべてのアクセス ポイ

ント（チャネル変更なし）が、RSSI データを各位置のクライアントから収集

します。これらの追加送信およびチャネル変更は、同時に発生する音声または

ビデオ トラフィックの質が低下する場合があります。

使用可能なすべての無線（802.11a/b/g/n）を使用するには、[Advanced] タブ

でマルチバンドを有効にする必要があります。

Normal Client 非調整クライアントを使用するには、[Enabled] チェックボックスをオンにし

ます。S36 または S60 要求はクライアントに送信されません。

Measurement Notification Interval
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コントローラのロケーション テンプレート
ステップ 5 [Advanced] タブで、必要に応じてパラメータを変更します。

表 9-8 に、[Advanced] タブの各フィールドについて説明します。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

Tags, Clients and 
Rogue APs/Clients

クライアント、タグ、および不正アクセス ポイントとクライアントの NMSP 
測定通知間隔を設定するには、値を入力します。この値は、テンプレートに

よって選択したコントローラに適用できます。コントローラでこの値を設定す

ると、[Services] > [Synchronize Services] ページで表示できる同期外れ通知が

生成されます。コントローラと Mobility Services Engine に 2 個の異なる測定

間隔がある場合、これら 2 つのうち 大の間隔設定が Mobility Services 
Engine によって採用されます。

このコントローラがモビリティ サービス エンジンと同期されると、モビリ

ティ サービス エンジンで新しい値が設定されます。

RSSI Expiry Timeout

RSSI Expiry 
Timeout for Clients

通常の（非調整）クライアントの RSSI タイムアウト値を設定するには、値を

入力します。

RSSI Expiry 
Timeout for 
Calibrating Clients

調整クライアントの RSSI タイムアウト値を設定するには、値を入力します。

RSSI Expiry 
Timeout for Tags

タグの RSSI タイムアウト値を設定するには、値を入力します。

RSSI Expiry 
Timeout for Rogue 
APs

不正アクセス ポイントの RSSI タイムアウト値を設定するには、値を入力しま

す。

表 9-7 [General] タブのフィールド （続き）

パラメータ 設定オプション

表 9-8 [Advanced Location] フィールド

フィールド 設定オプション

RFID Tag Data 
Timeout

RFID タグのデータ タイムアウト値を入力します。

Location Path Loss Configuration

Calibrating Client 
Multiband

すべてのチャネルで S36 および S60 パケット（該当する場合）を送信するに

は、[Enabled] チェックボックスをオンにします。調整クライアントは、

[General] タブで有効にする必要があります。
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有線スイッチおよび有線クライアントでのロケーション サービス
有線スイッチおよび有線クライアントでのロケーション サー
ビス

有線 Catalyst スタッカブル スイッチ（2960、IE-3000、3560、3750、3750-E、スイッチ）、スイッチ 
ブレード（3020、3030、3040、3110、3120、3130）、およびスイッチ ポートのロケーションを 
Mobility Services Engine にインポートできます。

有線スイッチを定義し、Mobility Services Engine と同期すると、有線スイッチに接続された有線クラ

イアントの詳細が、NMSP 接続経由で Mobility Services Engine にダウンロードされます。その後、

NCS を使用して、有線スイッチおよび有線クライアントを表示できます。

都市および緊急ロケーション識別番号（ELIN）のインポートと表示は、URL 
http://tools.ietf.org/html/rfc4776#section-3.4 で概説されている RFC 4776 の仕様を満たしています

ここでは、次の内容について説明します。

• 「有線クライアントのロケーション サービスをサポートするための前提条件」（P.9-49）

• 「注意事項と制約事項」（P.9-49）

• 「CLI を使用した Catalyst スイッチの設定」（P.9-49）

• 「NCS への Catalyst スイッチの追加」（P.9-51）

• 「Mobility Services Engine への Catalyst スイッチの割り当ておよび同期」（P.9-53）

有線クライアントのロケーション サービスをサポートするための前提条件

有線クライアントおよび Catalyst 有線スイッチのロケーション サービスをサポートするには、次の手

順に従ってください。

• Catalyst スイッチを設定します。

• Catalyst スイッチを NCS に追加します。

• Catalyst スタッカブル スイッチとスイッチ ブレードは、Cisco IOS Release 12.2(52) SG 以降を実

行している必要があります。

• Catalyst スイッチを Mobility Services Engine に割り当てて、同期化します。

注意事項と制約事項

次の Catalyst 4000 シリーズ スイッチもサポートされます。

• WS-C4948、WS-C4948-10GE、ME-4924-10GE、WS-4928-10GE、WS-C4900M、WS-X4515、
WS-X4516、WS-X4013+、WS-X4013+TS、WS-X4516-10GE、WS-X4013+10GE、
WS-X45-SUP6-E、および WS-X45-SUP6-LE

• スイッチは、1 つの Mobility Services Engine とだけ同期できます。ただし、Mobility Services 
Engine には複数のスイッチを接続できます。

CLI を使用した Catalyst スイッチの設定

有線スイッチまたは有線クライアントのロケーション サービスを設定し、インターフェイスに適用す

るには、次の手順を実行します。
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有線スイッチおよび有線クライアントでのロケーション サービス
（注） すべてのコマンドは、コマンドライン インターフェイスの特権 EXEC モードで実行されます。

ステップ 1 スイッチのコマンドライン インターフェイスにログインします。

Switch > en
Switch#
Switch# Configure terminal

ステップ 2 NMSP を有効にします。

Switch(Config)# nmsp 
Switch(config-nmsp)# enable

ステップ 3 SNMP コミュニティを設定します。

Switch(config)# snmp-server community wired-location

ステップ 4 スイッチでの IP デバイスのトラッキングを有効にします。

Switch(config)# ip device tracking

ステップ 5 （任意）スイッチの都市ロケーションを設定します。

（注） 特定のロケーションの都市および緊急ロケーション識別番号（ELIN）を定義できます。この 
ID は、スイッチまたはスイッチ上の複数のポートに割り当てて、そのロケーションを表すこと

ができます。このロケーション ID は、6 などの単一の番号（1 ～ 4095）で表されます。これ

によって、同じ場所にある複数のスイッチまたはポートを設定する際にタイマーが保存されま

す。

Enter configuration commands, one per line.Ctrl-Z を押して、終了します。

次に、都市ロケーションの設定例を示します。

Switch(config)# location civic-location identifier 6
Switch(config-civic)# name "switch-loc4"
Switch(config-civic)# seat "ws-3"
Switch(config-civic)# additional code "1e3f0034c092"
Switch(config-civic)# building "SJ-14"
Switch(config-civic)# floor "4"
Switch(config-civic)# street-group "Cisco Way"
Switch(config-civic)# number "3625"
Switch(config-civic)# type-of-place "Lab"
Switch(config-civic)# postal-community-name "Cisco Systems, Inc."
Switch(config-civic)# postal-code "95134"
Switch(config-civic)# city "San Jose"
Switch(config-civic)# state "CA"
Switch(config-civic)# country "US"
Switch(config-civic)# end

ステップ 6 スイッチの ELIN ロケーションを設定します。

（注） ELIN ロケーションの長さは、10 ～ 25 文字にする必要があります。次の例では、4084084000 
がその仕様を満たしています。この数は、408-408-4000 として入力することもできます。ま

た、800-CISCO-WAY や 800CISCOWAY など、数字とテキストを組み合わせた値を入力する

こともできます。ただし、ハイフンなしで数字またはテキストの間にスペースを入れる場合

は、"800 CISCO WAY" のように引用符を使用する必要があります。
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Switch(config)# location elin-location "4084084000" identifier 6
Switch(config)# end

ステップ 7 スイッチ上のポートのロケーションを設定します。

スイッチには、指定された数のスイッチ ポートがあり、クライアントおよびホストはこれらのポート

で接続されます。特定のスイッチ ポートのロケーションを設定した場合、そのポートに接続されてい

るクライアントのロケーションは、そのポート ロケーションであると見なされます。

スイッチ（switch2）が別のスイッチ（switch1）のポート（port1 など）に接続されている場合は、

port1 に設定されているロケーションが、switch2 に接続されているすべてクライアントに割り当てら

れます。

ポートを定義するための構文は interface {GigabitEthernet | FastEthernet} slot/module/port です

1 行に 1 つのロケーション定義だけを入力し、Ctrl-Z を押して行を終了します。

Switch(config)# interface GigabitEthernet 1/0/10
Switch(config-if)# location civic-location-id 6
Switch(config-if)# location elin-location-id 6
Switch(config-if)# end

ステップ 8 スイッチ自体にロケーションを割り当てます。

次のポート ロケーションが、スイッチの FastEthernet ネットワーク管理ポートで設定されます。

Enter configuration commands, one per line.Ctrl-Z を押して、終了します。

Switch(config)# interface FastEthernet 0
Switch(config-if)# location civic-location-id 6
Switch(config-if)# location elin-location-id 6
Switch(config-if)# end

NCS への Catalyst スイッチの追加

すべての Catalyst スイッチは、NCS に追加する前にロケーション サービスで設定する必要がありま

す。詳細については、「CLI を使用した Catalyst スイッチの設定」（P.9-49）を参照してください。

有線ロケーション サービスに対して設定された Catalyst スイッチを NCS に追加するには、次の手順に

従ってください。

ステップ 1 [Configure] > [Switches] を選択します。

ステップ 2 [Select a command] ドロップダウン リストから [Add Switches] を選択します。[Add Switches] ページ

が表示されます（図 9-15 を参照）。
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図 9-15 [Configure] > [Switches] > [Add Ethernet Switches]

ステップ 3 [Add Format Type] ドロップダウン リストから [Device Info] または [File] を選択します。

（注） 手動で 1 つ以上のスイッチ IP アドレスを入力するには、[Device Info] を選択します。複数の 
Catalyst スイッチ IP アドレスが定義されたファイルをインポートするには、[File] を選択しま

す。ファイルを選択すると、インポートされたファイルの許容される形式を定義するダイアロ

グボックスが表示されます。

ステップ 4 1 つ以上の IP アドレスを入力します。

ステップ 5 [License Level] ドロップダウン リストから、ライセンス レベルを選択します。

ステップ 6 [Version] ドロップダウン リストから、デフォルトと異なる場合は SNMP のバージョンを選択します。

ステップ 7 [Retries] テキスト ボックスと [SNMP Timeout] テキスト ボックスを変更する必要はありません。

ステップ 8 [Community] テキスト ボックスに SNMP コミュニティ ストリングとして wired-location を入力しま

す。

（注） この手順で入力する SNMP コミュニティ ストリングは、「CLI を使用した Catalyst スイッチの

設定」（P.9-49）のステップ 3 で Catalyst スイッチに割り当てた値に一致する必要があります。

ステップ 9 [Add] をクリックします。NCS への正常な追加を確認するページが表示されます。

ステップ 10 [Add Switches Result] ページで [OK] をクリックします。新しく追加されたスイッチが [Ethernet 
Switches] ページに表示されます。
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Mobility Services Engine への NMSP 接続の確認
Mobility Services Engine への Catalyst スイッチの割り当ておよび同期

NCS に Catalyst スイッチを追加した後で、Mobility Services Engine に割り当てて、2 台のシステムを

同期する必要があります。これらを同期すると、コントローラと Mobility Services Engine 間の NMSP 
接続が確立されます。

有線スイッチ、およびこれらのスイッチに接続されている有線クライアントに関するすべての情報が、

Mobility Services Engine にダウンロードされます。

（注） スイッチは、1 つの Mobility Services Engine とだけ同期できます。ただし、Mobility Services 
Engine には複数のスイッチを接続できます。

Mobility Services Engine に Catalyst スイッチを割り当てて同期するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Services] > [Synchronize Services] の順に選択します。

ステップ 2 Mobility Services Engine にスイッチを割り当てるには、[Wired Switches] タブをクリックします。

ステップ 3 Mobility Services Engine と同期する 1 つ以上のスイッチを選択します。

ステップ 4 [Change MSE Assignment] をクリックします。

ステップ 5 スイッチと同期化する Mobility Services Engine を選択します。

ステップ 6 [Synchronize] をクリックし、モビリティ サービス エンジン データベースを更新します。

項目が同期されると、緑色の 2 つの矢印アイコンが同期化された各エントリの [Sync. Status] 列に表示

されます。

ステップ 7 スイッチと Mobility Services Engine 間の NMSP 接続を確認するには、「Mobility Services Engine へ
の NMSP 接続の確認」（P.9-53）を参照してください。

（注） 有線スイッチのモニタリングの詳細については、第 10 章「システムとサービスのモニタリン

グ」を参照してください。

Mobility Services Engine への NMSP 接続の確認
NMSP は、Mobility Services Engine とコントローラまたはロケーション対応 Catalyst スイッチ間の通

信を管理します。Mobility Services Engine とコントローラまたはロケーション対応 Catalyst スイッチ

間のテレメトリ、緊急、およびチョークポイント情報の転送は、このプロトコルによって管理されま

す。

Mobility Services Engine とコントローラまたはロケーション対応 Catalyst スイッチ間の NMSP 接続を

確認するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 [Mobility Services] ページで、該当する Catalyst スイッチまたはコントローラのデバイス名リンクをク

リックします。

ステップ 3 [System] > [Status] > [NMSP Connection Status] を選択します（図 9-16 を参照）。
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Mobility Services Engine への NMSP 接続の確認
図 9-16 NMSP 接続ステータス

ステップ 4 [NMSP Status] が [ACTIVE] であることを確認します。

アクティブではない場合、Catalyst スイッチまたはコントローラと Mobility Services Engine を再同期

します。

（注） NMSP 接続を確認するには、Catalyst 有線スイッチで、sh nmsp status コマンドを入力します。
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システムとサービスのモニタリング

この章では、アラーム、イベント、およびログの設定と表示によるモビリティ サービス エンジンのモ

ニタ方法、システムの使用率および要素（タグ、クライアント、不正クライアント、干渉、およびアク

セス ポイント）のカウントについてのレポートの生成方法について説明します。

また、NCS を使用して、クライアント（有線と無線）、タグ、チェックポイント、および Wi-Fi TDOA 
受信機をモニタする方法についても説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「アラームの処理」（P.10-1）

• 「イベントの使用」（P.10-7）

• 「ログの操作」（P.10-7）

• 「レポートの生成」（P.10-9）

• 「MSE でのクライアントのサポート」（P.10-38）

アラームの処理
この項では、NCS を使用したモビリティ サービス エンジンのアラームとイベントの表示、割り当て、

およびクリア方法について説明します。また、アラーム通知（All、Critical、Major、Minor、
Warning）の定義方法、およびそれらのアラーム通知を電子メール送信する方法の詳細についても説明

します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「注意事項と制約事項」（P.10-1）

• 「アラームの表示」（P.10-2）

• 「MSE アラーム詳細の表示」（P.10-2）

• 「アラームの割り当てと割り当て解除」（P.10-4）

• 「アラームの削除とクリア」（P.10-5）

• 「電子メール アラーム通知」（P.10-5）

注意事項と制約事項

重大度が [Clear] になると、アラームは 30 日経過後に NCS から削除されます。
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アラームの処理
アラームの表示

モビリティ サービス エンジンのアラームを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Alarms] の順に選択します。

ステップ 2 ナビゲーション バーにある [Advanced Search] リンクをクリックします。アラーム用の設定可能な検

索ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Search Category] ドロップダウン リストから [Alarms] を選択します。

ステップ 4 [Severity] ドロップダウン リストから、[Severity of Alarms] を選択します。オプションは、[All 
Severities]、[Critical]、[Major]、[Minor]、[Warning]、または [Clear] です。   

ステップ 5 [Alarm Category] ドロップダウン リストから、[Mobility Service] を選択します。

ステップ 6 [Condition] コンボ ボックスから [Condition] を選択します。または、コンボ ボックスの [Condition] に
条件を入力することもできます。

ステップ 7 [Time Period] ドロップダウン リストから、アラームを確認するタイム フレームを選択します。

オプションの範囲は、分単位（5、15、および 30）から、時間単位（1 ～ 8）、日数単位（1 ～ 7）まで

です。すべてを表示するには、[Any time] を選択します。

ステップ 8 [Alarm Summary] ページの認知しているアラームとそれぞれのカウントを除外するには、

[Acknowledged State] チェックボックスをオンにします。

ステップ 9 [Alarm Summary] ページの割り当て済みのアラームとそれぞれのカウントを除外するには、[Assigned 
State] チェックボックスをオンにします。

ステップ 10 [Items per page] ドロップダウン リストから、各ページに表示するアラーム数を選択します。

ステップ 11 後で使用するために検索条件を保存するには、[Save Search] チェックボックスをオンにして、検索の

名前を入力します。

（注） その後は、[Saved Search] リンクをクリックすることで、その検索を開始できます。

ステップ 12 [Go] をクリックします。[alarms summary] ダイアログボックスが表示され、検索結果が表示されます。

（注） アラームをソートするには、列見出し（[Severity]、[Failure Source]、[Owner]、[Date/Time]、
[Message]、および [Acknowledged]）をクリックします。

ステップ 13 ステップ 2 からステップ 12 を繰り返して、モビリティ サービス エンジンの Context-Aware Service 通
知を確認します。ステップ 5 で、アラーム カテゴリとして「Context Aware Notifications」と入力し

ます。

MSE アラーム詳細の表示

MSE アラームの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Alarms] の順に選択します。

ステップ 2 [Failure Source] 列にある MSE をクリックして、特定の MSE のアラーム詳細にアクセスします。
10-2
Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド

OL-23943-02-J



第 10 章      システムとサービスのモニタリング
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または、[Services] > [Services] > [MSE Name] > [System] > [Status] > [NCS Alarms] ページの順に選

択し、[Failure Source] 列にある特定の MSE 項目をクリックして、特定の MSE のアラーム詳細にアク

セスします（図 10-1 を参照）。

図 10-1 MSE アラーム

表 10-1 に、MSE の [Alarm Detail] ページの各種フィールドを示します。

（注） 全般情報は、アラームのタイプによって異なる場合があります。たとえば、一部のアラーム詳細には、

ロケーションおよびスイッチ ポート トレーシング情報が含まれる場合があります。

• [Annotations]：このテキスト ボックスに新しい注釈を入力して [Add] をクリックすると、該当す

るアラームが更新されます。注釈は [Annotations] 表示ページに表示されます。

表 10-1 [General] パラメータ

フィールド 説明

Failure Source アラームを生成した MSE。

Owner このアラームの担当者の名前または空欄。

Acknowledged 担当ユーザがこのアラームを認知しているかどうかを示し

ます。

Category アラームのカテゴリ。アラーム カテゴリは、MSE のモビリ

ティ サービスです。

Created アラームが作成された日時（月、日、年、時、分、秒、

AM/PM）。

Modified アラームが 後に変更された日時（月、日、年、時、分、

秒、AM/PM）。

Generated By このフィールドは MSE と表示されます。

Severity セキュリティのレベル：Critical（重大）、Major（やや重

大）、Minor（比較的重大でない）、Warning（警告）、Clear
（クリア）、Info（通知）が色分けして表示されます。

Previous Severity Critical（重大）、Major（やや重大）、Minor（比較的重大

でない）、Warning（警告）、Clear（クリア）、Info（通知）

が 色分けして表示されます。
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アラームの処理
• [Messages]：アラームに関する情報が表示されます。

• [Audit Report]：クリックして、設定監査アラームの詳細を表示します。このレポートは、設定監

査アラームにだけ使用できます。

監査の矛盾が設定グループに施行されると、設定監査アラームが生成されます。

（注） 施行が失敗すると、設定グループに重大なアラームが生成されます。施行が成功すると、

設定グループに比較的重大でないアラームが生成されます。

アラームには監査レポートへのリンクがあり、各コントローラの矛盾のリストを表示でき

ます。

• [Event History]：[MSE Alarm Events] ページを開き、このアラームのイベントを表示します。ア

ラーム ページが複数ある場合は、ページ上部にページ番号とその両側に他のページへ移動するた

めのスクロール矢印が表示されます。これらのスクロール矢印を使用して、その他のアラームを表

示します。

Select a Command

[Select a command] ドロップダウン リストからは、次の機能にアクセスできます。

• [Assign to me]：選択したアラームを現在のユーザに割り当てます。 

• [Unassign]：選択したアラームの割り当てを解除します。 

• [Delete]：選択したアラームを削除します。 

• [Clear]：選択したアラームをクリアします。  

（注） 重大度が [Clear] になると、アラームは 30 日経過後に NCS から削除されます。

• [Acknowledge]：[Alarm Summary] ページに表示されないように、アラームを承認します。アラー

ムは NCS に保存されるため、アラーム検索機能を使用して、すべての認知しているアラームを検

索できます。

• [UnAcknowledge]：すでに認知しているアラームの認知を解除できます。 

• [Email Notification]：[All Alarms] > [Email Notification] ページを開き、電子メール通知を表示し

て設定します。

• [Event History]：[Monitor] > [Events] ページを開き、このアラームのイベントを表示します。

アラームの割り当てと割り当て解除

アラームの割り当ておよび割り当て解除を行うには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Alarms] の順に選択して、[Alarms] ページを開きます。

ステップ 2 対応するチェックボックスをオンにすることで、自分に割り当てるアラームを選択します。

（注） 自分に割り当てられているアラームを割り当て解除するには、該当アラームの隣にあるボック

スをオフにします。他の人に割り当てられているアラームの割り当ては解除できません。
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ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Assign to Me]（または [Unassign]）を選択します。

[Go] をクリックします。

アラームの削除とクリア

アラームを削除すると、アラームは NCS によってデータベースから削除されます。アラームをクリア

すると、NCS データベースには残りますが、[Clear] 状態になります。アラームは、その原因となった

状況が存在しなくなったときにクリアする必要があります。

モビリティ サービス エンジンからアラームを削除またはクリアするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Alarms] の順に選択して、[Alarms] ページを開きます。

ステップ 2 対応するチェックボックスをオンにして、削除またはクリアするアラームを選択します。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから [Delete] または [Clear] を選択します。[Go] をクリッ

クします。

電子メール アラーム通知

NCS では、特定の電子メール アドレスに電子メール通知を送信できます。電子メール経由で通知を送

信することで、必要な場合に迅速なアクションをとることができます。

自分に電子メールで送信されるアラーム重大度のタイプ（Critical、Major、Minor、および Warning）
を選択できます。

アラーム通知を送信するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Alarms] の順に選択します。

ステップ 2 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Email Notification] を選択します。[Go] をクリック

します。[Email Notification] ページが表示されます（図 10-2 を参照）。
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図 10-2 [All Alarms > Email Notification] ページ

（注） SMTP メール サーバは、電子メール通知の対象となる電子メール アドレスを入力する前に定

義しておく必要があります。[Administrator] > [Settings] > [Mail Server Configuration] の順に

選択して、適切な情報を入力します。

ステップ 3 [Mobility Service] の隣にある [Enabled] チェックボックスをオンにします。

（注） [Mobility Service] アラーム カテゴリを有効にすると、モビリティ サービス エンジンとロケー

ション アプライアンスに関連するすべてのアラームが定義済みの電子メール アドレスに送信さ

れます。

ステップ 4 [Mobility Service] リンクをクリックします。モビリティ サービス エンジンに報告されるアラーム重大

度のタイプを設定するページが表示されます。

ステップ 5 電子メール通知を送信するすべてのアラーム重大度のタイプの隣にあるチェックボックスをオンにしま

す。

ステップ 6 [To] テキスト ボックスに、電子メール通知を送信する 1 つまたは複数の電子メール アドレスを入力し

ます。電子メール アドレスはカンマで区切ります。

ステップ 7 [OK] をクリックします。

[Alarms > Notification] ページに戻ります。報告されたアラーム重大度のレベルに対する変更と電子

メール通知の受信者の電子メール アドレスが表示されます。
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イベントの使用
イベントの使用
NCS を使用して、モビリティ サービス エンジンおよびロケーション通知イベントを確認できます。イ

ベントは、それぞれの重大度（Critical、Major、Minor、Warning、Clear、Info）およびイベント カテ

ゴリに基づき検索して表示できます。

ロケーション通知イベントの表示

ロケーション通知イベントを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Events] を選択します。

ステップ 2 [Events] ページでは、次の操作を実行できます。

• 特定の要素のイベントを表示する場合に、その IP アドレス、名前、WLAN SSID、または　MAC 
アドレスがわかっている場合は、ナビゲーション バーの [Search] テキスト ボックスにその値を入

力します。[Search] をクリックします。

• 重大度やカテゴリでイベントを表示するには、ナビゲーション バーで [Advanced Search] をクリッ

クして、[Severity] および [Event Category] ドロップダウン リスト ボックスから適切なオプション

を選択します。[Go] をクリックします。

ステップ 3 検索条件に一致するイベントが見つかると、それらのイベントが一覧表示されます。

（注） イベントの詳細を表示するには、イベントに関連付けられている [Failure Source] をクリック

します。また、イベントの概要を各列見出しで並べ替えることができます。

ログの操作
この項では、ロギング オプションの設定方法と、ログ ファイルのダウンロード方法について説明しま

す。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「注意事項と制約事項」（P.10-7）

• 「ロギング オプションの設定」（P.10-8）

• 「MAC アドレスに基づくロギング」（P.10-9）

• 「ログ ファイルのダウンロード」（P.10-9）

注意事項と制約事項

• ログ レベルから適切なオプションを選択する際には、Cisco TAC 担当者から [Error] と [Trace] の
み使用するように指示があった場合は、指示に従ってください。

• 詳細デバッグは、モビリティ サービスの処理速度を低下させるため、Cisco TAC 担当者の指示の

下でのみ有効にしてください。
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ロギング オプションの設定

NCS を使用して、ログに記録するメッセージのタイプとログ レベルを指定できます。

ロギング オプションを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 設定するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] メニューから [Logs] を選択します。選択されているモビリティ サービス エンジンのロギング 
オプションが表示されます。

ステップ 4 [Logging Level] ドロップダウン リストから適切なオプションを選択します。

ロギング オプションは、[Off]、[Error]、[Information]、および [Trace] の 4 つです。

ログ レベルが [Error] またはこれよりも上のレベルに設定されているログ レコードはすべて、新しいエ

ラー ログ ファイル locserver-error-%u-%g.log に記録されます。これは、ロケーション サーバの 
locserver-%u-%g.log ログ ファイルとともに維持される追加のログ ファイルです。このエラー ログ 
ファイルには、[Error] レベルのログとそのコンテキスト情報が記録されます。コンテキスト情報には、

当該エラーよりも前の 25 ログ レコードが含まれています。 大 10 のエラー ログ ファイルを維持でき

ます。各ログ ファイルの 大許容サイズは 10 MB です。

注意 [Error] と [Trace] は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）担当者の指示がある場合にだけ使

用してください。

ステップ 5 イベントのロギングを開始する各要素の隣にある [Enabled] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [Advanced Parameters] の [Enable] チェックボックスをオンにして、詳細デバッグを有効にします。デ

フォルトでは、このオプションは無効になっています。

注意 詳細デバッグは、モビリティ サービスの処理速度を低下させるため、Cisco TAC 担当者の指示の下

でのみ有効にしてください。

ステップ 7 サーバからログ ファイルをダウンロードするには、[Download Logs] をクリックします。詳細につい

ては、「ログ ファイルのダウンロード」（P.10-9）を参照してください。

ステップ 8 [Log File] グループ ボックスに、以下の情報を入力します。

• モビリティ サービス エンジンで維持するログ ファイルの数。モビリティ サービス エンジンで維持

できるログ ファイルの数は 5 ～ 20 です。

• 大ログ ファイル サイズ（MB 単位）。ログ ファイルのサイズは 10 ～ 50 MB です。

ステップ 9 [MAC Address Based Logging] ページで、次の手順を実行します。

• [Enable] チェックボックスをオンにし、MAC アドレス ロギングを有効にします。デフォルトで

は、このオプションは無効になっています。

• ロギングを有効にする 1 つ以上の MAC アドレスを追加します。また、以前に追加した MAC アド

レスを削除できます。削除するには、リストから MAC アドレスを選択して [Remove] をクリック

します。

MAC アドレスに基づくロギングの詳細については、「MAC アドレスに基づくロギング」（P.10-9）を

参照してください。
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レポートの生成
ステップ 10 [Save] をクリックして変更を適用します。

MAC アドレスに基づくロギング

この機能では、指定されている MAC アドレスのエンティティ固有のログ ファイルを作成できます。

ログ ファイルは次に示すパスの locserver ディレクトリ内に作成されます。

/opt/mse/logs/locserver

一度に 大で 5 つの MAC アドレスをログに記録できます。MAC アドレス aa:bb:cc:dd:ee:ff のログ 
ファイルの形式は次のとおりです。

macaddress-debug-aa-bb-cc-dd-ee-ff.log

1 つの MAC アドレスに対して 大 2 つのログ ファイルを作成できます。2 つのログ ファイルは、1 つ
のメインと 1 つのバックアップまたはロールオーバー ログ ファイルで構成できます。

MAC ログ ファイルの 小サイズは 10 MB です。 大許容サイズは、MAC アドレスあたり 20 MB で
す。24 時間以上更新されていない MAC ログ ファイルはプルーニングされます。

ログ ファイルのダウンロード

モビリティ サービス エンジン ログ ファイルを解析する必要がある場合は、NCS を使用してログ ファ

イルをシステムにダウンロードできます。NCS はログ ファイルが含まれている .zip ファイルをダウン

ロードします。

ログ ファイルが含まれている .zip ファイルをダウンロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 ステータスを表示するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 左側のサイドバーのメニューから、[Logs] を選択します。

ステップ 4 [Download Logs] をクリックします。

ステップ 5 [File Download] ダイアログボックスの指示に従い、ファイルを表示するか、または .zip ファイルをシ

ステムに保存します。

レポートの生成
NCS では、さまざまな種類のレポートを生成できます。この項では、NCS Report Launch Pad を使用

して、Context Aware レポートを生成する方法について説明します。デフォルトでは、レポートは 
NCS サーバに保存されます。

レポート基準を定義したら、今後の診断で使用するためにレポートを保存し、臨時的に、またはスケ

ジュール ベースでレポートを実行できます。

レポートの次の基準を定義できます。

• モニタする 1 つまたは複数のモビリティ サービス エンジン

• レポートの生成頻度
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• グラフ上でのデータの表示方法

• レポートを電子メールで送信するか、ファイルにエクスポートするか

ここでは、次の内容について説明します。

• 「デバイス使用率レポートの作成」（P.10-32）

• 「保存した使用率レポートの表示」（P.10-34）

• 「スケジュールされた使用率の実行の表示」（P.10-34）

レポート ラウンチ パッド

レポート ラウンチ パッドでは、1 つのページからすべての NCS レポートにアクセスできます。この

ページでは、現在のレポートを表示し、特定のタイプのレポートを開き、新しいレポートを作成して保

存し、スケジュール設定された実行を管理できます。レポート ラウンチ パッドの [ContextAware 
reports] セクションにアクセスすると、ContextAware レポートを生成できます。

ヒント レポート タイプの横のツール チップ上にマウス カーソルを合わせると、レポートの詳細が表示されま

す。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「新規レポートの作成と実行」

• 「現在のレポートの管理」

• 「スケジュールされた実行結果の管理」

• 「保存したレポートの管理」

新規レポートの作成と実行

レポートを新規作成して実行するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Reports] > [Report Launch Pad] の順に選択します。

レポートは、ページのメイン セクションおよび左側のサイドバーのメニューに、カテゴリ別にリスト

されます。

ステップ 2 レポート ラウンチ パッドのメイン セクションで該当するレポートを見つけてください。

（注） レポート ラウンチ パッドでレポート名をクリックするか、[Report Launch Pad] ページの左側

にあるナビゲーションを使用して、該当するレポート タイプに対する、現在保存されているレ

ポートを表示します。

ステップ 3 レポートの右側にある [New] をクリックします。[Report Details] ページが表示されます（図 10-3 を
参照）。
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図 10-3 [Report Details] ページ

ステップ 4 [Report Details] ページで、次の [Settings] パラメータを入力します。

（注） 一部のパラメータは、レポート タイプによっては表示されることも、表示されないこともあり

ます。

• [Report Title]：保存したレポートとしてこれを使用する場合は、レポート名を入力します。

• [Report By]：ドロップダウン リストから該当する [Report By]（レポート単位）のカテゴリを選択

します。

• [Report Criteria]：事前に選択した [Report By] に応じて、結果をソートできます。[Edit] をクリッ

クして、[Filter Criteria] ページを開きます。

（注） [Select] をクリックしてフィルタ条件を確認するか、[Close] をクリックして前のページに戻り

ます。

• [Protocol]：[802.11a/n]、[802.11b/g/n] または両方を選択します。

• Reporting Period

– [Last]：[Last] オプション ボタンを選択して、ドロップダウン リストから期間を選択します。

– [From]：[From] オプション ボタンを選択して、開始日時と終了日時を入力します。テキスト 
ボックスに日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックして日付を選択できます。ド

ロップダウン リストから時間と分を選択します。

• [Show]：各ページに表示するレコード数を入力します。

（注） すべてのレコードを表示するには、テキスト ボックスをブランクのままにします。
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ステップ 5 このレポートを後で実行するか、繰り返しのレポートとして実行する場合は、[Schedule] パラメータを

入力します。[Schedule] パラメータを使用すると、レポートの実行時と実行頻度を管理できます。

• [Scheduling]：設定したスケジュールに従ってレポートを実行するには、[Enable] チェックボック

スをオンにします。

• [Export Format]：エクスポートするファイルの形式（CSV または PDF）を選択します。

• [Destination]：宛先タイプ（[File] または [E-mail]）を選択します。該当するファイルの場所また

は電子メール アドレスを入力します。

（注） CSV ファイルおよび PDF ファイルのデフォルトの場所は、次のとおりです。

/NCS-ftp/reports/Inventory/ReportTitleName_yyyymmdd_HHMMSS.csv
/NCS-ftp/reports/Inventory/ReportTitleName_yyyymmdd_HHMMSS.pdf

（注） 電子メール用のメール サーバ セットアップを設定するには、[Administration] > [Settings] 
を選択し、左側のサイドバーのメニューの [Mail Server] を選択して [Mail Server 
Configuration] ページを表示します。SMTP およびその他の必要な情報を入力します。

• [Start Date/Time]：表示されるテキスト ボックスに日付を入力するか、カレンダー アイコンをク

リックして、日付を選択できるカレンダーを開きます。時間と分のドロップダウン リストから時

刻を選択します。このデータに対するレポートの実行が、この日時に開始されます。

• [Recurrence]：このレポートの頻度を入力します。

– [No Recurrence]：レポートは 1 度だけ実行されます（[Start Date/Time] で示した時間に実

行）。

– [Hourly]：レポートは、[Entry] テキスト ボックスに入力する時間数で示す間隔で実行されま

す。

– [Daily]：レポートは、[Every] テキスト ボックスに入力する日数が示す間隔で実行されます。

– [Weekly]：レポートは、[Every] テキスト ボックスに入力する週数およびチェックボックスを

オンにした曜日に実行されます。

[Create Custom Report] ページでは、レポート結果をカスタマイズできます。表 10-2 に、カスタマイ

ズ可能なレポート、複数のサブレポートのあるレポート、および使用可能なレポート ビューを示しま

す。今後のリリースでは、すべてのレポートをカスタマイズできます。

表 10-2 レポートのカスタマイズ

レポート

カスタマイズ

の可否

複数サブレ

ポート

レポート 
ビュー

データ フィー

ルドのソート

Air Quality vs Time Yes No 表形式 No

Security Risk 
Interferers

Yes No 表形式 No

Worst Air Quality APs Yes No 表形式 No

Worst Interferers Yes No 表形式 No

Busiest Clients Yes No 表形式 No

クライアント数 Yes No グラフ式 No
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Client Session Yes No 表形式 No

Client Summary Yes Yes 各種 Yes

Client Traffic Yes No グラフ式 No

Client Traffic Stream 
Metrics 

Yes No 表形式1 No

Throughput No No 表形式 No

Unique Clients Yes No 表形式 No

v5 Client Statistics No No 表形式 No

Configuration Audit Yes No 表形式 No

PCI DSS Detailed Yes No 表形式 No

PCI DSS Summary Yes No グラフ式 No

AP Profile Status Yes No 表形式 No

Device Summary Yes No 表形式 No

Busiest APs Yes No 表形式 No

Inventory - Combined 
Inventory

Yes Yes 各種2 Yes

Inventory - APs Yes Yes 各種 Yes

Inventory - Controllers Yes Yes 各種 Yes

Inventory - MSEs Yes Yes 各種 Yes

Up Time Yes No 表形式 No

Utilization - Controllers No No グラフ式 No

Utilization - MSEs No No グラフ式 No

Utilization - Radios No No グラフ式 No

Guest Account Status Yes No 表形式 No

Guest Association Yes No 表形式 No

Guest Count No No 表形式 No

Guest User Sessions Yes No 表形式 No

NCS Guest Operations Yes No 表形式 No

Alternate Parent Yes No 表形式 No

Link Stats - Link Stats Yes No 表形式 No

Link Stats - Node Hops Yes No グラフ式 No

ノード Yes No 表形式 No

Packet Stats - Packet 
Stats

No No グラフ式 No

Packet Stats - Packet 
Error Stats

No No グラフ式 No

Packet Stats - Packet 
Queue Stats

No No グラフ式 No

表 10-2 レポートのカスタマイズ （続き）

レポート

カスタマイズ

の可否

複数サブレ

ポート

レポート 
ビュー

データ フィー

ルドのソート
10-13
Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド

OL-23943-02-J



第 10 章      システムとサービスのモニタリング

レポートの生成
ステップ 6 別の [Create Custom Report] ページを開くには、[Customize] をクリックします（図 10-4 を参照）。

Stranded APs No No 表形式 No

Worst Node Hops - 
Worst Node Hop

Yes Yes 各種 No

Worst Node Hops - 
Worst SNR Link

Yes Yes 各種 No

802.11n Summary No Yes グラフ式 No

Executive Summary No Yes 各種 No

802.11 Counters Yes No 両方 Yes

Coverage Holes Yes No 表形式 No

Network Utilization Yes Yes 両方 Yes

Traffic Stream Metrics Yes Yes 両方 Yes

Tx Power and Channel No No グラフ式 No

VoIP Calls Graph No No グラフ式 No

VoIP Calls Table No No 表形式 No

Voice Statistics No No グラフ式 No

Adaptive wIPS Alarm Yes No 表形式 No

Adaptive wIPS Alarm 
Summary

Yes No 両方 No

Adaptive wIPS Top 10 
APs

Yes No 表形式 No

Adhoc Rogue Count 
Summary

Yes No 両方 No

Adhoc Rogues Yes No 表形式 No

New Rogue AP Count 
Summary

Yes No 両方 No

New Rogue APs No No グラフ式 No

Rogue AP Count 
Summary

Yes No 両方 No

Rogue APs Yes No 表形式 No

Security Alarm 
Trending Summary

Yes No グラフ式 No

1. サブレポートの [Client Summary] ビューは表形式のみです。[Client Summary by Protocol] など、これ

以外のサブレポートには、両方のレポート表示があり、表形式、グラフ式、または両方で表示するよう

にカスタマイズできます。

2. [Combined inventory]（[APs]/[Controllers]/[MSEs] のような他のインベントリ レポートと似ています）

は、複数のサブレポートから構成されます。モデルまたはバージョン単位のレポートには、両方の表示

があります。これらのビューは、[Count of Controllers by Model] などの設定でカスタマイズできます。

[Controller Inventory] などの他のレポートは、表形式のみです。

表 10-2 レポートのカスタマイズ （続き）

レポート

カスタマイズ

の可否

複数サブレ

ポート

レポート 
ビュー

データ フィー

ルドのソート
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図 10-4 レポート表示ページのカスタマイズ

a. [Custom Report Name] ドロップダウン リストから、実行するレポートを選択します。[Available 
and Selected] 列見出しの選択肢は、選択したレポートに応じて異なる場合があります。

b. [Report View] ドロップダウン リストから、レポートを表形式、グラフ形式、または両方を組み合

わせた形式のいずれで表示するかを指定します。このオプションは、一部のレポートでは使用でき

ません。

c. 2 つのグループ ボックス（[Available data fields] と [Data fields to include]）間で強調表示された

列見出しを移動するには、[Add >] ボタンと [< Remove] ボタンを使用します。

（注） 青の列見出しは、現在のサブレポートでは必須です。これらは、[Selected Column] グルー

プ ボックスから削除できません。

d. 結果テーブルの列の順序を決定するには、順序変更ボタン（[Move Up] または [Move Down]）を

使用します。[Selected Columns] リストで上方の列見出しが、結果表の左方に表示されます。

e. [Data field sorting] グループ ボックスで、ソート設定（[Ascending] または [Descending]）を指定

します。レポート データのソート方法を指定します。

– ソート順序を指定できる 4 つのデータ フィールドを選択できます。[Sort by] および [Then by] 
ドロップダウン リストを使用して、ソートする各データ フィールドを選択します。

– ソートされたデータ フィールドごとに、[Ascending] でソートするか [Descending] でソート

するかを選択します。

（注） 表形式のレポートのみソートできます（グラフおよび複合形式は不可）。ソートできる

フィールドだけが、[Data field sorting] ドロップダウン リストに表示されます。

f. 変更内容を確定するには [Apply] を、列をデフォルトに戻すには [Reset] を、変更せずにこのペー

ジを閉じるには [Cancel] をクリックします。
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（注） [Create Custom Report] ページで行った変更は、[Report Details] ページで [Save] をクリッ

クしないうちは保存されません。

ステップ 7 すべてのレポート パラメータを設定したら、次のいずれかを選択します。

• [Save]：レポートをすぐに実行せずにこのレポート設定を保存するには、[Save] をクリックしま

す。スケジュールしておいた時間になるとレポートは自動的に実行されます。

• [Save and Run]：このレポート設定を保存して、すぐにレポートを実行するには、[Save and Run] 
をクリックします。

• [Run Now]：レポート設定を保存せずにレポートを実行するには、[Run Now] をクリックします。

• [Cancel]：このレポートを実行も保存もせずに前のページに戻るには、[Cancel] をクリックしま

す。

現在のレポートの管理

特定のレポート タイプに対するレポートが保存されている場合は、レポート ラウンチ パッドから現在

のレポートにアクセスできます。

レポート ラウンチ パッドから現在のレポートまたは保存されたレポートにアクセスするには、次の手

順に従ってください。

ステップ 1 [Reports] > [Report Launch Pad] の順に選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーのメニューまたはレポート ラウンチ パッドのメイン セクションから、特定のレポー

トを選択します。[Report Launch Pad] ページには、このレポート タイプの現在のレポートのリストが

表示されます。

（注） 保存されたレポートのリストを表示するには、[Reports] > [Saved Reports] を選択します。詳

細については、「保存したレポートの管理」（P.10-18）を参照してください。

スケジュールされた実行結果の管理

NCS で現在スケジュールされているすべての実行を表示するには、[Report] > [Scheduled Run Results] 
の順に選択します。ここでは、次の内容について説明します。

（注） スケジュールされた実行のリストは、レポート カテゴリ、レポート タイプ、およびタイム フ
レームでソートできます。

[Scheduled Run Results] ページには、次の情報が表示されます。

• [Report Title]：ユーザが割り当てたレポート名を示します。

（注） このレポートの詳細を表示するには、レポート タイトルをクリックします。
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• [Report Type]：特定のレポート タイプを示します。

• [Status]：レポートが正常に実行されたかどうかを示します。

• [Message]：このレポートが保存されたかどうか、およびこのレポートのファイル名（保存されて

いる場合）を示します。

• [Run Date/Time]：スケジュール設定されている、レポートの実行日時を示します。

• [History]：このレポートのスケジュールされたすべての実行とその詳細を表示するには、

[History] アイコンをクリックします。

• [Download]：レポートの結果の .csv ファイルまたは .pdf ファイルを開くか保存するには、

[Download] アイコンをクリックします。

スケジュールされた実行の結果に関する詳細については、「スケジュールされた実行の詳細の表示また

は編集」（P.10-17）を参照してください。

スケジュールされた実行結果のソート

[Show] ドロップダウン リストを使用すると、[Scheduled Run Results] をカテゴリ、タイプ、およびタ

イム フレームでソートできます。

• [Report Category]：ドロップダウン リストから該当するレポート カテゴリを選択するか [All] を選

択します。

• [Report Type]：ドロップダウン リストから該当するレポート タイプを選択するか [All] を選択し

ます。レポート タイプの選択項目は、選択したレポート カテゴリに応じて変わります。

• [From]/[To]：レポートの開始日（[From]）と終了日（[To]）をテキスト ボックスに入力するか、

カレンダー アイコンをクリックして開始日と終了日を選択します。

このリストをソートするには、[Go] をクリックします。条件に一致するレポートのみが表示されます。

スケジュールされた実行の詳細の表示または編集

保存したレポートを表示または編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Report] > [Scheduled Run Results] の順に選択します。

ステップ 2 該当するレポートの [Report Title] リンクをクリックして、[Report Details] ページを開きます。

ステップ 3 スケジュールされた実行の詳細をこのページで表示または編集できます。

ステップ 4 スケジュールされた実行のすべてのパラメータを必要に応じて編集したら、次から選択します。

• [Save]：レポートをすぐに実行しないでこのスケジュール実行を保存するには、[Save] をクリック

します。スケジュールしておいた時間になるとレポートは自動的に実行されます。

• [Save and Run]：このスケジュールされた実行を保存して、レポートをすぐに実行するには、

[Save and Run] をクリックします。

• [Cancel]：このレポートを実行も保存もせずに前のページに戻るには、[Cancel] をクリックしま

す。

• [Delete]：現在保存されているレポートを削除するには、[Delete] をクリックします。
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保存したレポートの管理

[Saved Reports] ページでは、保存したレポートを作成および管理できます。NCS でこのページを開く

には、[Reports] > [Saved Reports] の順に選択します。

（注） 保存したレポートのリストは、レポート カテゴリ、レポート タイプ、およびスケジュールされたス

テータス（有効、無効、または期限切れ）でソートできます。

[Saved Reports] ページには、次の情報が表示されます。

• [Report Title]：ユーザが割り当てたレポート名を示します。

（注） このレポートの詳細を表示するには、レポート タイトルをクリックします。

• [Report Type]：特定のレポート タイプを示します。

• [Scheduled]：このレポートが有効か無効かを示します。

• [Next Schedule On]：このレポートの次にスケジュールされた実行の日時が示されます。

• [Last Run]：このレポートの 後にスケジュールされた実行の日時が示されます。

• [Download]：レポートの結果の .csv ファイルを開くか保存するには、[Download] アイコンをク

リックします。

• [Run Now]：現在のレポートをすぐに実行するには、[Run Now] アイコンをクリックします。

保存したレポートの詳細については、「保存したレポートのソート」（P.10-18）を参照してください。

保存したレポートのソート

[Show] ドロップダウン リストを使用すると、[Saved Reports] リストをカテゴリ、タイプ、およびスケ

ジュールされたステータスによってソートできます（図 10-5 を参照）。

• [Report Category]：ドロップダウン リストから該当するレポート カテゴリを選択するか [All] を選

択します。

• [Report Type]：ドロップダウン リストから該当するレポート タイプを選択するか [All] を選択し

ます。レポート タイプの選択項目は、選択したレポート カテゴリに応じて変わります。

• [Scheduled]：[All]、[Enabled]、[Disabled]、または [Expired] を選択して、スケジュールされた

ステータスによって [Saved Reports] リストをソートします。
10-18
Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド

OL-23943-02-J



第 10 章      システムとサービスのモニタリング

ContextAware レポート
図 10-5 保存したレポートのソート

このリストをソートするには、[Go] をクリックします。条件に一致するレポートのみが表示されます。

保存したレポートの詳細の表示または編集

保存したレポートを表示または編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Report] > [Saved Reports] を選択します。

ステップ 2 該当するレポートの [Report Title] リンクをクリックして、[Report Details] ページを開きます。

ステップ 3 [Report Details] ページで、保存したレポートの詳細を表示または編集できます。

ステップ 4 すべてのレポート パラメータを編集したら、次のいずれかを選択します。

• [Save]：レポートをすぐに実行せずにこのレポート設定を保存するには、[Save] をクリックしま

す。スケジュールしておいた時間になるとレポートは自動的に実行されます。

• [Save and Run]：このレポート設定を保存して、すぐにレポートを実行するには、[Save and Run] 
をクリックします。

• [Run Now]：レポート設定を保存せずにレポートを実行するには、[Run Now] をクリックします。

• [Cancel]：このレポートを実行も保存もせずに前のページに戻るには、[Cancel] をクリックしま

す。

• [Delete]：現在保存されているレポートを削除するには、[Delete] をクリックします。

ContextAware レポート
この項では、NCS レポート ラウンチ パッドを介して生成できるさまざまな ContextAware レポートの

リストと説明を示します。

ContextAware レポートを生成するには、[ContextAware] セクションの下で、タイプの横の [New] を
クリックしてレポートを新規作成します。詳細については、「保存したレポートの管理」（P.10-18）を

参照してください。

現在保存されているレポートを表示するには、レポート タイプをクリックします。このページで、現

在保存されているレポートを有効化、無効化、削除、または実行できます。詳細については、「現在の

レポートの管理」（P.10-16）を参照してください。

ここでは、作成できる ContextAware レポートについて説明します。内容は次のとおりです。
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ContextAware レポート
• 「Client Location History」（P.10-20）

• 「Client Location Tracking」（P.10-21）

• 「Guest Location Tracking」（P.10-23）

• 「Location Notification」（P.10-24）

• 「Rogue AP Location Tracking」（P.10-26）

• 「Rogue Client Location Tracking」（P.10-28）

• 「Tag Location History」（P.10-29）

• 「Tag Location Tracking」（P.10-30）

Client Location History

このレポートには、MSE によって検出されたワイヤレス クライアントのロケーションの履歴が表示さ

れます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「Client Location History レポートの設定」（P.10-20）

• 「Client Location History の結果」（P.10-21）

Client Location History レポートの設定

Client Location History レポートを設定するには、次の手順に従ってください。

Settings

• [Report Title]：このレポートを保存する場合は、レポート名を入力します。

• [Report By]：デフォルトでは、[Client MAC Address] が選択されます。

• [Report Criteria]：[Edit] をクリックし、フィルタ基準として有効な MAC アドレスを入力します。

（注） [Report Criteria] ページで、[Select] をクリックしてフィルタ基準を確認するか、[Close] 
をクリックして前のページに戻ります。

• Reporting Period

– オプション ボタンを選択して、ドロップダウン リストから期間を選択します。

または

– [From] オプション ボタンを選択して、開始日時と終了日時を入力します。テキスト ボックス

に日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックして日付を選択できます。ドロップダ

ウン リストから時間と分を選択します。

（注） レポート期間は、アラームの 終検出時刻に基づいています。時間は UTC タイム ゾーン

です。
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ContextAware レポート
Schedule

このレポートを後で実行するか、繰り返しのレポートとして実行する場合は、スケジューリング パラ

メータを入力します。レポートのスケジュールの詳細については、「保存したレポートの管理」

（P.10-18）を参照してください。

レポートのカスタマイズ フォーム

[Customize Report form] では、レポート結果をカスタマイズできます。レポート結果のカスタマイズ

の詳細については、「保存したレポートの管理」（P.10-18）を参照してください。

（注） 固定された列は青色のフォントで表示され、使用可能な列には移動できません。

Client Location History の結果

Client Location History レポートの結果には、次の情報が含まれます。

• [Last Located]：クライアントが検出された時間。

• [Client Location]：検出された時間のクライアントの位置。

• [MSE]：このクライアントを検出した MSE の名前。

• [User]：クライアントのユーザ名。

• [Detecting Controllers]：検出中のコントローラの IP アドレス。

• [802.11 State]：802.11 の状態。[Probing] または [Associated] のいずれかになります。

• [IP Address]：クライアントの IP アドレス。

• [AP MAC Address]：アソシエートされたアクセス ポイントの MAC アドレス。

• [Authenticated]：認証済みかどうか。[Yes] または [No] のいずれかになります。

• [SSID]：クライアントで使用する SSID。

• [Protocol]：クライアントから情報を取得するために使用されるプロトコル。

（注） このレポートのロケーション フィールドはハイパーリンクであり、そのハイパーリンクをクリックす

ると、検出された時間のフロア マップでのクライアントの位置が表示されます。

Client Location Tracking

このレポートには、フィルタリング基準に基づいて、MSE によって検出されたワイヤレス クライアン

トと、このクライアントのロケーションが表示されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「Client Location Tracking レポートの設定」（P.10-21）

• 「Client Location Tracking の結果」（P.10-22）

Client Location Tracking レポートの設定

ここでは、Client Location Tracking レポートの設定方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「Settings」（P.10-22）
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• 「Schedule」（P.10-22）

• 「レポートのカスタマイズ フォーム」（P.10-22）

Settings

• [Report Title]：このレポートを保存する場合は、レポート名を入力します。

• Report by

– MSE By Floor Area

– MSE By Outdoor Area

– MSE

• [Report Criteria]：レポート基準は、選択した [Report By] オプションによって異なります。[Edit] 
をクリックして、必要なフィルタ基準を選択します。

（注） [Report Criteria] ページで、[Select] をクリックしてフィルタ基準を確認するか、[Close] 
をクリックして前のページに戻ります。

• Reporting Period

– オプション ボタンを選択して、ドロップダウン リストから期間を選択します。

または

– [From] オプション ボタンを選択して、開始日時と終了日時を入力します。テキスト ボックス

に日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックして日付を選択できます。ドロップダ

ウン リストから時間と分を選択します。

（注） レポート期間は、アラームの 終検出時刻に基づいています。時間は UTC タイム ゾーン

です。

Schedule

このレポートを後で実行するか、繰り返しのレポートとして実行する場合は、スケジューリング パラ

メータを入力します。レポートのスケジュールの詳細については、「保存したレポートの管理」

（P.10-18）を参照してください。

レポートのカスタマイズ フォーム

[Customize Report form] では、レポート結果をカスタマイズできます。レポート結果のカスタマイズ

の詳細については、「保存したレポートの管理」（P.10-18）を参照してください。

（注） 固定された列は青色のフォントで表示され、使用可能な列には移動できません。

Client Location Tracking の結果

Client Location Tracking レポートの結果には、次の情報が含まれます。

• [Last Located]：選択した [Report Time] 基準内にクライアントが 後に検出された時間。

• [MAC Address]：クライアントの MAC アドレス。

• [Client Location]：検出された時間のクライアントの位置。
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• [MSE]：このクライアントを検出した MSE の名前。

• [User]：クライアントのユーザ名。

• [Detecting Controllers]：検出中のコントローラの IP アドレス。

• [802.11 State]：802.11 の状態。[Probing] または [Associated] のいずれかになります。

• [IP Address]：クライアントの IP アドレス。

• [SSID]：クライアントで使用する SSID。

• [Protocol]：クライアントから情報を取得するために使用されるプロトコル。

（注） このレポートのロケーション フィールドはハイパーリンクであり、そのハイパーリンクをクリックす

ると、検出された時間のフロア マップでのクライアントの位置が表示されます。

Guest Location Tracking

このレポートには、フィルタリング基準に基づいて、MSE によって検出されたゲスト クライアント

と、このクライアントのロケーションが表示されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「Guest Location Tracking の設定」（P.10-23）

• 「Guest Location Tracking の結果」（P.10-24）

Guest Location Tracking の設定

ここでは、Guest Location Tracking レポートの設定方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「Settings」（P.10-23）

• 「Schedule」（P.10-24）

• 「レポートのカスタマイズ フォーム」（P.10-24）

Settings

• [Report Title]：このレポートを保存する場合は、レポート名を入力します。

• Report by

– MSE By Floor Area

– MSE By Outdoor Area

– MSE

• [Report Criteria]：レポート基準は、選択した [Report By] オプションによって異なります。[Edit] 
をクリックして、必要なフィルタ基準を選択します。

（注） [Report Criteria] ページで、[Select] をクリックしてフィルタ基準を確認するか、[Close] 
をクリックして前のページに戻ります。

• Reporting Period

– オプション ボタンを選択して、ドロップダウン リストから期間を選択します。
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または

– [From] オプション ボタンを選択して、開始日時と終了日時を入力します。テキスト ボックス

に日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックして日付を選択できます。ドロップダ

ウン リストから時間と分を選択します。

（注） レポート期間は、アラームの 終検出時刻に基づいています。時間は UTC タイム ゾーン

です。

Schedule

このレポートを後で実行するか、繰り返しのレポートとして実行する場合は、スケジューリング パラ

メータを入力します。レポートのスケジュールの詳細については、「保存したレポートの管理」

（P.10-18）を参照してください。

レポートのカスタマイズ フォーム

[Customize Report form] では、レポート結果をカスタマイズできます。レポート結果のカスタマイズ

の詳細については、「保存したレポートの管理」（P.10-18）を参照してください。

（注） 固定された列は青色のフォントで表示され、使用可能な列には移動できません。

Guest Location Tracking の結果

Guest Location Tracking レポートの結果には、次の情報が含まれます。

• [Last Located]：選択した [Report Time] 基準内にゲスト クライアントが 後に検出された時間。

• [Guest Username]：ゲスト クライアント ユーザのログイン名。

• [MAC Address]：ゲスト クライアントの MAC アドレス。

• [Guest Location]：検出された時間のゲスト クライアントの位置。

• [MSE]：このゲスト クライアントを検出した MSE の名前。

• [Detecting Controllers]：検出中のコントローラの IP アドレス。

• [IP Address]：ゲスト クライアントの IP アドレス。

• [AP MAC Address]：ゲスト クライアントがアソシエートされているアクセス ポイントの MAC ア
ドレス。

• [SSID]：ゲスト クライアントで使用する SSID。

• [Protocol]：ゲスト クライアントから情報を取得するために使用されるプロトコル。

（注） このレポートのロケーション フィールドはハイパーリンクであり、そのハイパーリンクをクリックす

ると、検出された時間のフロア マップでのゲスト クライアントのロケーションが表示されます。

Location Notification

このレポートには、MSE によって生成された Context-Aware 通知が表示されます。

ここでは、次の内容について説明します。
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• 「Location Notification レポートの設定」（P.10-25）

• 「Location Notification の結果」（P.10-26）

Location Notification レポートの設定

• ここでは、Location Notification レポートの設定方法について説明します。内容は次のとおりで

す。

• 「Schedule」（P.10-26）

• 「レポートのカスタマイズ フォーム」（P.10-26）

Settings

• [Report Title]：このレポートを保存する場合は、レポート名を入力します。

• Report by

– Missing Device Notifications by MSE

– Missing Device Notifications by Floor Area

– Missing Device Notifications by Outdoor Area

– Device In/Out Notifications by MSE

– Device In/Out Notifications by Floor Area

– Device In/Out Notifications by Outdoor Area

• [Report Criteria]：レポート基準は、選択した [Report By] オプションによって異なります。[Edit] 
をクリックして、必要なフィルタ基準を選択します。

（注） [Report Criteria] ページで、[Select] をクリックしてフィルタ基準を確認するか、[Close] 
をクリックして前のページに戻ります。

• Device Type

– All

– Client

– Tag

– Rogue Client

– Rogue AP

– Interferer

• Reporting Period

– オプション ボタンを選択して、ドロップダウン リストから期間を選択します。

または

– [From] オプション ボタンを選択して、開始日時と終了日時を入力します。テキスト ボックス

に日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックして日付を選択できます。ドロップダ

ウン リストから時間と分を選択します。

（注） レポート期間は、アラームの 終検出時刻に基づいています。時間は UTC タイム ゾーン

です。
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Schedule

このレポートを後で実行するか、繰り返しのレポートとして実行する場合は、スケジューリング パラ

メータを入力します。レポートのスケジュールの詳細については、「保存したレポートの管理」

（P.10-18）を参照してください。

レポートのカスタマイズ フォーム

[Customize Report form] では、レポート結果をカスタマイズできます。レポート結果のカスタマイズ

の詳細については、「保存したレポートの管理」（P.10-18）を参照してください。

（注） 固定された列は青色のフォントで表示され、使用可能な列には移動できません。

Location Notification の結果

Location Notification レポートの結果には、次の情報が含まれます。

• [Last Seen]：デバイスが 後に検出された日時。

• [MAC Address]：デバイスの MAC アドレス。

• [Device Type]：デバイス タイプ。

• [Asset Name]：アセットの名前。

• [Asset Group]：アセット グループの名前。

• [Asset Category]：アセット カテゴリの名前。

• [Map Location]：デバイスが検出されたマップ ロケーション。

• [serverName]：ContextAware 通知を送信するサーバの名前。

Rogue AP Location Tracking

このレポートには、フィルタリング基準に基づいて、MSE によって検出された不正 AP と、この AP 
のロケーションが表示されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「Rogue AP Location Tracking の設定」（P.10-26）

• 「Rogue AP Location Tracking の結果」（P.10-27）

Rogue AP Location Tracking の設定

ここでは、Rogue AP Location Tracking レポートの設定方法について説明します。内容は次のとおりで

す。

• 「Settings」（P.10-26）

• 「Schedule」（P.10-27）

• 「レポートのカスタマイズ フォーム」（P.10-27）

Settings

• [Report Title]：このレポートを保存する場合は、レポート名を入力します。
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• Report by

– MSE By Floor Area

– MSE By Outdoor Area

– MSE

• [Report Criteria]：レポート基準は、選択した [Report By] オプションによって異なります。[Edit] 
をクリックして、必要なフィルタ基準を選択します。

（注） [Report Criteria] ページで、[Select] をクリックしてフィルタ基準を確認するか、[Close] 
をクリックして前のページに戻ります。

• Reporting Period

– オプション ボタンを選択して、ドロップダウン リストから期間を選択します。

または

– [From] オプション ボタンを選択して、開始日時と終了日時を入力します。テキスト ボックス

に日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックして日付を選択できます。ドロップダ

ウン リストから時間と分を選択します。

（注） レポート期間は、アラームの 終検出時刻に基づいています。時間は UTC タイム ゾーン

です。

Schedule

このレポートを後で実行するか、繰り返しのレポートとして実行する場合は、スケジューリング パラ

メータを入力します。レポートのスケジュールの詳細については、「保存したレポートの管理」

（P.10-18）を参照してください。

レポートのカスタマイズ フォーム

[Customize Report form] では、レポート結果をカスタマイズできます。レポート結果のカスタマイズ

の詳細については、「保存したレポートの管理」（P.10-18）を参照してください。

（注） 固定された列は青色のフォントで表示され、使用可能な列には移動できません。

Rogue AP Location Tracking の結果

Rogue AP Location Tracking レポートの結果には、次の情報が含まれます。

• [Last Located]：選択した [Report Time] 基準内に不正 AP が 後に検出された時間。

• [MAC Address]：不正なアクセス ポイントの MAC アドレス。

• [Rogue AP Location]：検出された時間の不正 AP の位置。

• [MSE]：この不正 AP を検出した MSE の名前。

• [State]：不正 AP の状態。

（注） このレポートのロケーション フィールドはハイパーリンクであり、そのハイパーリンクをクリックす

ると、検出された時間のフロア マップでの不正 AP のロケーションが表示されます。
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Rogue Client Location Tracking

このレポートには、フィルタリング基準に基づいて、MSE によって検出された不正クライアント AP 
と、このクライアント AP のロケーションが表示されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「Rogue Client Location Tracking の設定」（P.10-28）

• 「Rogue Client Location Tracking の結果」（P.10-29）

Rogue Client Location Tracking の設定

ここでは、Rogue Client Location Tracking レポートの設定方法について説明します。内容は次のとお

りです。

• 「Settings」（P.10-28）

• 「Schedule」（P.10-28）

• 「レポートのカスタマイズ フォーム」（P.10-29）

Settings

• [Report Title]：このレポートを保存する場合は、レポート名を入力します。

• Report by

– MSE By Floor Area

– MSE By Outdoor Area

– MSE

• [Report Criteria]：レポート基準は、選択した [Report By] オプションによって異なります。[Edit] 
をクリックして、必要なフィルタ基準を選択します。

（注） [Report Criteria] ページで、[Select] をクリックしてフィルタ基準を確認するか、[Close] 
をクリックして前のページに戻ります。

• Reporting Period

– オプション ボタンを選択して、ドロップダウン リストから期間を選択します。

または

– [From] オプション ボタンを選択して、開始日時と終了日時を入力します。テキスト ボックス

に日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックして日付を選択できます。ドロップダ

ウン リストから時間と分を選択します。

（注） レポート期間は、アラームの 終検出時刻に基づいています。時間は UTC タイム ゾーン

です。

Schedule

このレポートを後で実行するか、繰り返しのレポートとして実行する場合は、スケジューリング パラ

メータを入力します。レポートのスケジュールの詳細については、「保存したレポートの管理」

（P.10-18）を参照してください。
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レポートのカスタマイズ フォーム

[Customize Report form] では、レポート結果をカスタマイズできます。レポート結果のカスタマイズ

の詳細については、「保存したレポートの管理」（P.10-18）を参照してください。

（注） 固定された列は青色のフォントで表示され、使用可能な列には移動できません。

Rogue Client Location Tracking の結果

Rogue Client Location Tracking レポートの結果には、次の情報が含まれます。

• [Last Located]：選択した [Report Time] 基準内に不正クライアントが 後に検出された時間。

• [MAC Address]：不正なクライアントの MAC アドレス。

• [Rogue Client Location]：検出された時間の不正クライアントの位置。

• [MSE]：この不正クライアントを検出した MSE の名前。

• [Rogue AP]：不正なクライアントがアソシエートされている不正なアクセス ポイント。

• [Detecting Controllers]：検出中のコントローラの IP アドレス。

• [State]：不正クライアントの状態。

（注） このレポートのロケーション フィールドはハイパーリンクであり、そのハイパーリンクをクリックす

ると、検出された時間のフロア マップでの不正クライアントのロケーションが表示されます。

Tag Location History

このレポートには、MSE によって検出されたタグのロケーションの履歴が表示されます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「Tag Location Tracking の設定」（P.10-31）

• 「Tag Location Tracking の結果」（P.10-32）

Tag Location History の設定

ここでは、Tag Location History レポートの設定方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「Settings」（P.10-29）

• 「Schedule」（P.10-30）

• 「レポートのカスタマイズ フォーム」（P.10-30）

Settings

• [Report Title]：このレポートを保存する場合は、レポート名を入力します。

• Report by

– Tag MAC address.

• [Report Criteria]：[Edit] をクリックし、フィルタ基準としてタグの有効な MAC アドレスを入力し

ます。
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（注） [Report Criteria] ページで、[Select] をクリックしてフィルタ基準を確認するか、[Close] 
をクリックして前のページに戻ります。

• Reporting Period

– オプション ボタンを選択して、ドロップダウン リストから期間を選択します。

または

– [From] オプション ボタンを選択して、開始日時と終了日時を入力します。テキスト ボックス

に日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックして日付を選択できます。ドロップダ

ウン リストから時間と分を選択します。

（注） レポート期間は、アラームの 終検出時刻に基づいています。時間は UTC タイム ゾーン

です。

Schedule

このレポートを後で実行するか、繰り返しのレポートとして実行する場合は、スケジューリング パラ

メータを入力します。レポートのスケジュールの詳細については、「保存したレポートの管理」

（P.10-18）を参照してください。

レポートのカスタマイズ フォーム

[Customize Report form] では、レポート結果をカスタマイズできます。レポート結果のカスタマイズ

の詳細については、「保存したレポートの管理」（P.10-18）を参照してください。

（注） 固定された列は青色のフォントで表示され、使用可能な列には移動できません。

Tag Location History の結果

Tag Location History レポートの結果には、次の情報が含まれます。

• [Last Located]：選択した [Report Time] 基準内にタグが 後に検出された時間。

• [Tag Location]：検出された時間のタグの位置。

• [MSE]：このタグを検出した MSE の名前。

• [Detecting Controller]：検出中のコントローラの IP アドレス。

• [Vendor]：クライアントのベンダーの名前。

• [Battery Status]：クライアントのバッテリ ステータス。

（注） このレポートのロケーション フィールドはハイパーリンクであり、そのハイパーリンクをクリックす

ると、検出された時間のフロア マップでのタグのロケーションが表示されます。

Tag Location Tracking

このレポートには、フィルタリング基準に基づいて、MSE によって検出されたタグと、このタグのロ

ケーションが表示されます。
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ここでは、次の内容について説明します。

• 「Tag Location Tracking の設定」（P.10-31）

• 「Tag Location Tracking の結果」（P.10-32）

Tag Location Tracking の設定

ここでは、Tag Location Tracking レポートの設定方法について説明します。内容は次のとおりです。

Settings

• [Report Title]：このレポートを保存する場合は、レポート名を入力します。

• Report by

– MSE By Floor Area

– MSE By Outdoor Area

– MSE

• [Report Criteria]：レポート基準は、選択した [Report By] オプションによって異なります。[Edit] 
をクリックして、必要なフィルタ基準を選択します。

（注） [Report Criteria] ページで、[Select] をクリックしてフィルタ基準を確認するか、[Close] 
をクリックして前のページに戻ります。

• Reporting Period

– オプション ボタンを選択して、ドロップダウン リストから期間を選択します。

または

– [From] オプション ボタンを選択して、開始日時と終了日時を入力します。テキスト ボックス

に日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックして日付を選択できます。ドロップダ

ウン リストから時間と分を選択します。

（注） レポート期間は、アラームの 終検出時刻に基づいています。時間は UTC タイム ゾーン

です。

Schedule

このレポートを後で実行するか、繰り返しのレポートとして実行する場合は、スケジューリング パラ

メータを入力します。レポートのスケジュールの詳細については、「保存したレポートの管理」

（P.10-18）を参照してください。

レポートのカスタマイズ フォーム

[Customize Report form] では、レポート結果をカスタマイズできます。レポート結果のカスタマイズ

の詳細については、「保存したレポートの管理」（P.10-18）を参照してください。

（注） 固定された列は青色のフォントで表示され、使用可能な列には移動できません。
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Tag Location Tracking の結果

Tag Location Tracking レポートの結果には、次の情報が含まれます。

• [Last Located]：選択した [Report Time] 基準内にタグが 後に検出された時間。

• [Tag Location]：検出された時間のタグの位置。

• [MSE]：このタグを検出した MSE の名前。

• [Detecting Controller]：検出中のコントローラの IP アドレス。

• [Vendor]：タグ ベンダーの名前。

• [Battery Status]：このタグのバッテリ ステータス。

（注） このレポートのロケーション フィールドはハイパーリンクであり、そのハイパーリンクをクリックす

ると、検出された時間のフロア マップでのタグのロケーションが表示されます。

デバイス使用率レポートの作成

モビリティ サービス エンジンのデバイス使用率レポートを作成するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Reports] > [Report Launch Pad] の順に選択します。

ステップ 2 [Device] > [Utilization] の順に選択します。

ステップ 3 [New] をクリックします。[Utilization Report Details] ページが表示されます。

ステップ 4 [Report Details] ページで、次の [Settings] パラメータを入力します。

（注） 一部のパラメータは、レポート タイプによっては機能することも、機能しないこともありま

す。

• [Report Title]：このレポートを保存する場合は、レポート名を入力します。

• [Report Type]：デフォルトでは、レポート タイプは MSE が選択されます。

• [Report By]：ドロップダウン リストから該当する [Report By]（レポート単位）のカテゴリを選択

します。カテゴリはレポートごとに異なります。各レポートの [Report By] カテゴリについては、

特定のレポートの項を参照してください。

• [Report Criteria]：このパラメータを指定すると、事前に選択した [Report By] に応じて、結果を

ソートできます。[Edit] をクリックして、[Filter Criteria] ページを開きます。

• [Connection Protocol]：[All Clients]、[All Wired (802.3)]、[All Wireless (802.11)]、[802.11a/n]、
[802.11b/g/n]、[802.11a]、[802.11b]、[802.11g]、[802.11n (5 GHz)]、または [802.11n (2.4 GHz)] 
からいずれかのプロトコルを選択します。

• [SSID]：[All SSIDs] がデフォルト値です。

• [Reporting Period]：時間単位、週単位、または特定の日時にデータを収集するようにレポートを

定義できます。選択したレポート期間のタイプは、x 軸に表示されます。

（注） レポート期間には、12 時間表記ではなく 24 時間表記が使用されます。たとえば、午後 1 時の

場合は、13 時を選択します。
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ステップ 5 [Schedule] グループ ボックスで、[Enable Schedule] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [Export Report] ドロップダウン リストから、レポート形式（[CSV] または [PDF]）を選択します。

ステップ 7 レポートの保存先として、[File] または [Email] を選択します。

• [File] オプションを選択する場合は、先に [Administration > Settings > Report] ページで保存先パ

スを定義しておく必要があります。[Repository Path] テキスト ボックスに、ファイルの保存先パ

スを入力します。

• [Email] オプションを選択する場合は、目的の電子メール アドレスを入力する前に、SMTP メール 
サーバを定義しておく必要があります。[Administrator] > [Settings] > [Mail Server Configuration] 
の順に選択して、適切な情報を入力します。

ステップ 8 開始日（MM:DD:YYYY）を入力するか、[calendar] アイコンをクリックして日付を選択します。

ステップ 9 [hour] と [minute] のドロップダウン リスト ボックスを使用して開始時刻を指定します。

ステップ 10 [Recurrence] オプション ボタンを選択して、レポートの実行頻度を決定します。次の値が可能です。

• No Recurrence

• Hourly

• Daily

• Weekly

• Monthly

（注） 曜日は [Weekly] オプションを選択した場合のみページ上に表示されます。

ステップ 11 ステップ 1 からステップ 10 まで完了したら、次のいずれかを実行します。

• [Save] をクリックして編集を保存します。指定した時刻にレポートが実行され、[Schedule] グルー

プ ボックスでの定義に従い、結果が電子メールで送信されるか、保存先ファイルに保存されます。

• [Save and Run] をクリックして、変更内容を保存し、レポートをすぐに実行します。レポートは、

そのレポートのスケジュールされた実行が保留中であっても実行されます。結果はページの一番下

に表示されます。レポートは指定した時刻にも実行され、[Schedule] グループ ボックスでの定義

に従い、結果が電子メールで送信されるか、保存先ファイルに保存されます。

– 結果のページで、[Cancel] をクリックして、定義済みのレポートをキャンセルします。

• レポートをすぐに実行して結果を [NCS] ページで確認するには、[Run Now] をクリックします。

レポートは、そのレポートのスケジュールされた実行が保留中であっても実行されます。結果は

ページの一番下に表示されます。入力したレポート条件を保存する場合は [Save] をクリックしま

す。

（注） [Run Now] をクリックして、保存する前に定義済みのレポート条件を確認したり、必要に応じ

てレポートを実行したりすることもできます。

結果はページの一番下に表示されます（図 10-6 を参照）。

（注） 次の例には、CPU とメモリの使用率レポートのみ表示されています（図 10-6 を参照）。
10-33
Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド

OL-23943-02-J



第 10 章      システムとサービスのモニタリング

ContextAware レポート
図 10-6 [Devise] > [MSE Utilization] > [Results]

ステップ 12 [Save] または [Save and Run] オプションを選択した場合は、[Reports] > [Saved Reports] の順に選択し

ます（または、レポートが未実行で、実行がスケジュールされている場合は、[Reports] > [Scheduled 
Runs] の順に選択します）。[Utilization Reports Summary] ページが表示されます。

スケジュールされているレポートは、「enabled」として表示され、次の実行スケジュール日が表示され

ます。

実行済みで次の実行がスケジュールされていないレポートは、「expired」として表示されます。

実行済みで再度実行するようにスケジュールされているレポートは、「disabled」として表示されます。

ステップ 13 レポートを有効化、無効化、または削除するには、そのレポート タイトルの隣にあるチェックボック

スをオンにして、適切なオプションをクリックします。

保存した使用率レポートの表示

保存したレポートをダウンロードするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Reports] > [Saved Reports] の順に選択します。

ステップ 2 レポートの [Download] アイコンをクリックします。レポートがダウンロードされ、定義済みのディレ

クトリに保存されるか、電子メールで送信されます。

スケジュールされた使用率の実行の表示

スケジュールされたレポートのステータスを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Reports] > [Scheduled Runs] の順に選択します。

ステップ 2 [History] アイコンをクリックして、レポートの 終実行日を確認します。
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ステップ 3 レポートの [Download] アイコンをクリックします。レポートがダウンロードされ、定義済みのディレ

クトリに保存されるか、電子メールで送信されます。

ワイヤレス クライアントのモニタリング
ここでは、ワイヤレス クライアントのモニタリングについて説明します。内容は次のとおりです。

• 「マップを使用したワイヤレス クライアントのモニタリング」（P.10-35）

• 「検索を使用したワイヤレス クライアントのモニタリング」（P.10-36）

マップを使用したワイヤレス クライアントのモニタリング

NCS マップでは、クライアントが関連付けられたアクセス ポイントの名前、IP アドレス、アセット情

報、認証、SSID、802.11 プロトコル、およびクライアントのロケーション情報が 後に更新された時

間を表示できます。この情報を表示するには、マップのクライアント アイコンの上にマウス カーソル

を置きます。

また、そのクライアントの統計情報（クライアント関連付け、クライアント RSSI、およびクライアン

ト SNR など）、送信したパケットの値および受信したパケットの値、イベント、およびセキュリティ

情報を提供する、クライアントの詳細ページを表示することもできます。

マップでクライアントのロケーション ステータスを判別し、マップを使用してクライアントの詳細

ページを表示するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 Mobility Services Engine およびクライアントが検出されたビルディングとフロアを選択します。

ステップ 3 まだ選択していない場合は、[Floor Settings] の左側のサイド バーのメニューで [Clients] チェックボッ

クスをオンにします（図 10-7 を参照）。

すべてのマップに対してフロア設定に加えた変更を保存しない場合には、[Save Settings] をクリックし

ないでください。
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図 10-7 [Monitor] > [Maps] > [Building] > [Floor Page]

（注） マップには、関連付けられたクライアントだけがデフォルトで表示されます。すべての状態の

クライアントを表示するには、[show all clients] オプションを選択します。

（注） マップには、直前の 15 分間に表示されたクライアントが表示されます。この値は、[Maps] 
ページの左側のサイド バーのメニューのドロップダウン リストを使用して変更できます。

ステップ 4 クライアント アイコン（青色の四角形）の上にマウス カーソルを移動すると、設定の概要がポップ

アップ ダイアログボックスで表示されます。

（注） 概要ダイアログボックスでクライアントのカスタム メモを入力できます。[Client Details] ペー

ジでは編集が可能です。

ステップ 5 クライアントの詳細を表示するには、[Client] アイコンをクリックします。

ステップ 6 クライアントのアセット情報を設定するには、[More] リンクをクリックします。

検索を使用したワイヤレス クライアントのモニタリング

[Monitor] > [Clients] ページと [Maps] ページ（[Monitor] > [Maps]）内で、クライアント情報の概要と

詳細を表示できます。

クライアント情報を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Clients and Users] を選択します。

[Clients and Users] が表示されます。
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ステップ 2 [Show] ドロップダウン リストから、[Clients Detected by MSEs] を選択します。[Go] をクリックしま

す。

すべての Mobility Services Engine によって検出されたすべてのクライアントおよび NCS によって管

理されるロケーション アプライアンスの概要が表示されます（図 10-8 を参照）。

（注） クライアントに複数の IP アドレスがアソシエートされている場合でも、情報を確認するために

そのクライアントの上にカーソルを移動した場合、1 つの IP アドレスのみ表示されます。詳細

ページには、すべての IP アドレスが表示されます。表示されるクライアントは、クライアント

に設定できる複数の IP アドレス（全体または一部）のいずれかを使用してフィルタリングする

こともできます。表示される IP アドレスは、検索文字列と も一致しているものです。

図 10-8 [Monitor] > [Clients] ページ

a. IP アドレス、名前、SSID、または MAC アドレスで特定のクライアントを見つけるには、ナビ

ゲーション バーの [Search] テキスト ボックスにその値を入力します（すべてのクライアントにす

べての検索値が適用されるわけではありません）。

たとえば、[Search] テキスト ボックスに MAC アドレスを入力すると、次のページが表示されま

す。

b. クライアントに関するその他の設定の詳細を表示するには、クライアント項目タイプの [View 
List] をクリックします。表示される詳細には、関連付けられたデバイス（アクセス ポイント、コ

ントローラ）、マップのロケーション、VLAN、プロトコル、および認証タイプが含まれます。

c. クライアントのアラームを表示するには、アラーム項目タイプの [View List] をクリックします。

重大度、障害の発生元（アラームの説明）、アラームの所有者（割り当てられている場合）、アラー

ムの日時、アラームが認知されているかどうかを示す、そのクライアントのアクティブなすべての

アラームのリスト。

（注） [Select a command] ドロップダウン リストから該当するオプションを選択することで、この

ページでアラームの割り当てまたは割り当て解除、電子メール送信、削除またはクリア、認知

と認知の解除を行うこともできます。
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d. デバイス、ネットワーク、マップのロケーション、およびクライアントのタイプ（通常、不正、ま

たは回避）別にクライアントまたは複数のクライアントを検索するには、[Advanced Search] リン

クをクリックします。

[Search By] ドロップダウン リストを使用して、すべてのクライアント、すべての除外クライアント、

すべての有線ゲスト クライアント、ログインしているすべてのクライアントによって、クライアント 
カテゴリをさらに定義できます。

適切なクライアントをクリックします。

MSE でのクライアントのサポート
NCS の Advanced Search 機能を使用して、特定のカテゴリおよびフィルタに基づいて、クライアント 
リストを絞り込むことができます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「IPv6 アドレスによる MSE 上の NCS のワイヤレス クライアントの検索」（P.10-38）

• 「MSE で検出されたクライアントの表示」（P.10-39）

IPv6 アドレスによる MSE 上の NCS のワイヤレス クライアントの検索

（注） このリリースでは、ワイヤレス クライアントだけが IPv6 アドレスを使用します。

NCS の Advanced Search 機能を使用して、MSE の配置されたクライアントを検索するには、次の手順

を実行します。

ステップ 1 NCS UI の右上隅にある [Advanced Search] をクリックします。

ステップ 2 [Search Category] ドロップダウン リストから検索カテゴリとして [Clients] を選択します。

ステップ 3 [Media Type] ドロップダウン リストから、[Wireless Clients] を選択します。

（注） メディア タイプとして [Wireless Clients] を選択した場合だけ、[Wireless Type] ドロップダウ

ン リストが表示されます。

ステップ 4 [Wireless Type] ドロップダウン リストから、[All]、[Lightweight]、または [Autonomous Clients] のう

ちいずれかのタイプを選択します。

ステップ 5 [Search By] ドロップダウン リストから、[IP Address] を選択します。

（注） IP アドレスによるクライアントの検索は、IP アドレス全体または一部を対象にできます。各ク

ライアントは、 大 16 個の IPv6 アドレスと 4 個の IPv4 アドレスを持つことができます。

ステップ 6 [Clients Detected By] ドロップダウン リストから、[clients detected by MSE] を選択します。

コントローラと直接通信することで、MSE の Context-Aware Service で検索されるクライアントが表

示されます。
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ステップ 7 [Last detected within] ドロップダウン リストから、クライアントが検出された時間帯を選択します。

ステップ 8 [Client IP Address] テキスト ボックスにクライアント IP アドレスを入力します。IPv6 アドレスの一部

または全体を入力できます。

（注） IPV4 アドレスを使用して、MSE 上で NCS のクライアントを検索している場合は、[Client IP 
address] テキスト ボックスに IPV4 アドレスを入力します。

ステップ 9 [Client States] ドロップダウン リストから、クライアントの状態を選択します。ワイヤレス クライアン

トに指定できる値は、[All States]、[Idle]、[Authenticated]、[Associated]、[Probing]、または 
[Excused] です。   有線クライアントに指定できる値は、[All States]、[Authenticated]、および 
[Associated] です。

ステップ 10 [Posture Status] ドロップダウン リストからポスチャ ステータスを選択すると、デバイスがクリーンで

あるかどうかを判別します。指定できる値は、[All]、[unknown]、[Passed]、および [Failed] です。   

ステップ 11 [CCX Compatible] チェックボックスをオンにすると、Cisco Client Extensions と互換性のあるクライ

アントを検索します。指定できる値は、[All Versions]、[V1]、[V2]、[V3]、[V4]、[V5]、および [V6] 
です。    

ステップ 12 [E2E Compatible] チェックボックスをオンにすると、エンドツーエンドの互換性のあるクライアント

を検索します。指定できる値は、[All Versions]、[V1]、および [V2] です。

ステップ 13 [NAC State] チェックボックスをオンにすると、特定のネットワーク アドミッション コントロール

（NAC）の状態で特定されるクライアントを検索します。指定可能な値は、[Quarantine]、[Access]、
[Invalid]、および [Not Applicable] です。  

ステップ 14 [Include Disassociated] チェックボックスをオンにすると、ネットワーク上には存在しなくなったが、

NCS には履歴レコードが残っているクライアントが含まれます。

ステップ 15 [Items per page] ドロップダウン リストから、検索結果ページに表示するレコードの数を選択します。

ステップ 16 [Save Search] チェックボックスをオンにして、選択した検索オプションを保存します。

ステップ 17 [Go] をクリックします。

[Clients and Users] ページに、MSE で検出されたすべてのクライアントが表示されます。

MSE で検出されたクライアントの表示

MSE で検出されたすべてのクライアントを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor]  > [Clients and Users] を選択して、有線クライアントとワイヤレス クライアントの両方の情

報を表示します。

[Client and Users] ページが表示されます。

[Clients and Users] 表にはデフォルトでいくつかの列が表示されます。使用可能な列を追加して表示す

る場合は、  をクリックし、[Columns] をクリックします。使用可能な列が表示されます。[Clients 
and Users] 表に表示する列を選択します。列内の任意の場所をクリックすると、その列が選択され、ク

ライアントの詳細が表示されます。

ステップ 2 [Show] ドロップダウン リストから [Clients detected by MSE] を選択して、現在のリストをフィルタリ

ングし、MSE で検出されたクライアントをすべて選択します。

有線とワイヤレスを含む、MSE で検出されたすべてのクライアントが表示されます。
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[Clients Detected by MSE] 表では、次のさまざまなパラメータを使用できます。

• [MAC Address]：クライアント MAC アドレス。

• [IP Address]：クライアント IP アドレス。

[IP Address] 列に表示される IP アドレスは、定義済みの優先順位によって決まります。使用可能

な 初の IP アドレスが次の順番で [IP address] テキスト ボックスに表示されます。

– IPv4 アドレス

（注） このリリースでは、ワイヤレス クライアントだけが IPv6 アドレスを使用します。各クラ

イアントは、 大 16 個の IPv6 アドレスと 4 個の IPv4 アドレスを持つことができます。

– IPv6 グローバル固有アドレス。このタイプのアドレスが複数ある場合は、クライアントが受

信した 新の IPv6 アドレスが表示されます。ユーザがグローバル IPv6 アドレスを 2 つ持って

いても、どちらかが期限切れになっている古いルータ アドバタイズメントによって取得した

アドレスである場合があるためです。

– IPv6 ローカル固有アドレス。複数ある場合は、 新の IPv6 ローカル固有アドレスがクライア

ントによって使用されます。

– IPv6 リンク ローカル アドレス。他の IPv6 アドレスが割り当てられる前に、セルフアサイン

され、通信に使用されるクライアントの IPv6 アドレス。

次のようなさまざまな IPv6 アドレス タイプがあります。

– リンクローカル ユニキャスト：リンクローカル アドレスは、自動アドレス設定、ネイバー探

索、ルータが存在しないときなどのために、単一リンクでのアドレス指定に使用するように設

計されています。

– サイトローカル ユニキャスト：サイトローカル アドレスは、グローバル プレフィックスには

必要のない、サイト内部でのアドレス指定に使用するように設計されています。

– 集約可能グローバル ユニキャスト：集約可能グローバル ユニキャスト アドレスは、グローバ

ル ネットワーク内でクライアントを一意に特定します。パブリック IPv4 アドレスと同等で

す。クライアントは複数の集約可能グローバル ユニキャスト アドレスを持つことができます。

• [IP Type]：クライアントの IP アドレス タイプ。指定できるのは、IPv4、IPv6、またはデュアルス

タック（IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方があるクライアントを表す）です。

– グローバル固有

– 固有ローカル

– リンク ローカル

• [User Name]：802.1x 認証に基づいたユーザ名。ユーザ名を使用しないで接続されたクライアント

の場合は [Unknown] と表示されます。

• [Type]：クライアント タイプを示します。

– Lightweight クライアントを示します

–  有線クライアントを示します

–  Autonomous クライアントを示します

• [Vendor]：OUI から導き出されたデバイス ベンダー。

• [Device Name]：ネットワーク認証デバイス名。たとえば、WLC、スイッチなどです。

• [Location]：接続しているデバイスのマップ位置。

• [VLAN]：このクライアントのアクセス VLAN ID を示します。

• [Status]：現在のクライアントのステータス。
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– [Idle]：正常の動作。クライアントのアソシエーション要求は拒否されていません。

– [Auth Pending]：AAA トランザクションを実行しています。

– [Authenticated]：802.11 認証が完了しています。

– [Associated]：802.11 アソシエーションが完了しています。これは、現在クライアントがネッ

トワークに接続されていることを示すために有線クライアントでも使用されます。

– [Disassociated]：802.11 ディスアソシエーションが完了しています。これは、現在クライアン

トがネットワーク上に存在しないことを示すために有線クライアントでも使用されます。

– [To Be Deleted]：ディスアソシエーション後にクライアントが削除されます。

– [Excluded]：セキュリティの脅威と見なされたため、システムによって自動的に無効化されて

います。

• [Interface]：クライアントが接続するコントローラ インターフェイス（ワイヤレス）またはスイッ

チ インターフェイス（有線）。

• Protocol

– [802.11]：ワイヤレス

– [802.3]：有線

• [Association Time]： 後のアソシエーションの開始時間（ワイヤレス クライアントの場合）。有

線クライアントの場合、これは、クライアントがスイッチ ポートに接続した時間です。クライア

ントがアソシエートされているが、ネットワーク上で問題がある場合は空欄になります。

• [CCX]：Lightweight ワイヤレスのみ。

ステップ 3 [Client and User] ページの MAC アドレスの横にあるオプション ボタンを選択して、アソシエートされ

たクライアント情報を表示します。次のようなさまざまなクライアント パラメータが表示されます。

• クライアント属性

• クライアント IPV6 アドレス

• クライアント統計情報

（注） クライアントの統計には、クライアント詳細情報の後に統計情報が表示されます。

• クライアント アソシエーション履歴

• クライアント イベント情報

• クライアント ロケーション情報

• 有線ロケーション履歴

• クライアント CCX 情報

クライアント属性

[Clients and Users] リストからクライアントを選択すると、次のクライアント詳細情報が表示されま

す。クライアントは、MAC アドレスを使用して特定されます。

• 全般：次の情報がリストされます。

– ユーザ名

– IP アドレス

– MAC アドレス

– ベンダー
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– エンドポイント タイプ

– クライアント タイプ

– メディア タイプ

– モビリティ ロール

– ホスト名

– E2E

– 電力節約

– CCX

– ファンデーション サービス

– 管理サービス

– 音声サービス

– ロケーション サービス

（注） ユーザ名の横にある  アイコンをクリックすると、ユーザの関連するユーザにアクセスしま

す。

• セッション：次のクライアント セッション情報をリストします。

– コントローラ名

– AP 名

– AP IP アドレス

– AP タイプ

– AP ベース無線 MAC

– アンカー アドレス

– 802.11 ステート

– アソシエーション ID

– ポート

– インターフェイス

– SSID

– プロファイル名

– プロトコル

– VLAN ID

– AP モード

• セキュリティ（ワイヤレス クライアントおよびアイデンティティ有線クライアントのみ）：次のセ

キュリティ情報をリストします。

– セキュリティ ポリシー タイプ

– EAP タイプ

– ネットワーク上

– 802.11 認証

– 暗号化方式
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– SNMP NAC の状態

– RADIUS NAC の状態

– AAA Override ACL 名

– AAA Override ACL の適用された状態

– リダイレクト URL

– ACL 名

– ACL の適用された状態

– FlexConnect ローカル認証

– Policy Manager ステート

– 認証 ISE

– 許可プロファイル名

– ポスチャ ステータス

– TrustSec セキュリティ グループ

– Windows AD ドメイン

（注） アイデンティティ クライアントは、認証タイプが 802.1x、MAC 認証バイパス、または 
Web 認証のクライアントです。アイデンティティ クライアント以外の認証タイプは N/A 
です。

（注） クライアント属性の下に表示されるデータは、アイデンティティ クライアントかそうでな

いかによって異なります。アイデンティティ クライアントの場合は、認証ステータス、監

査セッション ID などのセキュリティ情報を確認できます。

• [Statistics]（ワイヤレスのみ）

• [Traffic]：クライアントのトラフィック情報を表示します。

• ワイヤレス クライアントの場合、クライアントのトラフィック情報はコントローラから取得しま

す。有線クライアントの場合、クライアントのトラフィック情報は ISE から取得するため、スイッ

チ上でアカウンティング情報およびその他の必要な機能を有効にする必要があります。

Statistics

[Statistics] グループ ボックスには、選択したクライアントの次の情報が含まれます。

• クライアント AP アソシエーション履歴。

• クライアント RSSI 履歴（dBm）：クライアントがアソシエートされたアクセス ポイントで検出さ

れた RSSI（受信信号強度インジケータ）の履歴。

• クライアント SNR 履歴：クライアントがアソシエートされたアクセス ポイントで検出された SNR
（クライアント RF セッションの信号対雑音比）の履歴。

• 送受信バイト（Kbps）：アソシエートされたアクセス ポイントで送受信したバイト数。

• 送受信パケット（毎秒）：アソシエートされたアクセス ポイントで送受信したパケット数。

• クライアントのデータ レート

この情報は、インタラクティブ グラフで表示されます。
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クライアント IPV6 アドレス

[Client IPv6 Address] グループ ボックスには、選択したクライアントの次の情報が含まれます。

• IP アドレス：クライアント IPv6 アドレスを表示します。

• スコープ：グローバル固有、ローカル固有、およびリンク ローカルの 3 つのスコープ タイムがあ

ります。

• アドレス タイプ：アドレス タイプを表示します。

• 検出時間：IP が検出された時間です。

アソシエーション履歴

[Association History] ダッシュレットには、選択したクライアントの過去 10 件のアソシエーション時

間に関する情報が表示されます。この情報は、クライアントのトラブルシューティングの際に役立ちま

す。

[Association History] ダッシュレットには、次の情報が含まれます。

• アソシエーション時間

• 持続時間

• ユーザ名

• IP アドレス

• IP アドレス タイプ

• AP 名

• コントローラ名

• SSID

Event

[Client Details] ページの [Event] グループ ボックスには、イベント タイプやイベントの日時など、こ

のクライアントのすべてのイベントが表示されます。

• イベント タイプ

• イベント時間

• 説明

Map

[View Location History] をクリックすると、有線クライアントおよびワイヤレス クライアントのロ

ケーション履歴の詳細が表示されます。

有線クライアントまたはワイヤレス クライアントの次のロケーション履歴情報が表示されます。

• タイムスタンプ

• 状態

• ポート タイプ

• スロット

• モジュール

• ポート

• ユーザ名

• IP アドレス
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• スイッチ IP

• サーバ名

• マップ位置の都市ロケーション

ビルディングの設定
キャンパス マップをデータベースに追加したことがあるかどうかに関係なく、ビルディングを NCS 
データベースに追加できます。ここでは、ビルディングをキャンパス マップに追加する方法、または

独立したビルディング（キャンパスの一部ではないビルディング）を NCS データベースに追加する方

法を説明します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「キャンパス マップへのビルディングの追加」（P.10-45）

• 「ビルディングの表示」（P.10-48）

• 「ビルディングの編集」（P.10-49）

• 「ビルディングの削除」（P.10-49）

• 「ビルディングの移動」（P.10-49）

キャンパス マップへのビルディングの追加

NCS データベース内のキャンパス マップにビルディングを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択して、[Maps] ページを表示します。

ステップ 2 目的のキャンパスをクリックします。[Site Maps] > [Campus Name] ページが表示されます。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[New Building] を選択し、[Go] をクリックします。

ステップ 4 [Campus Name] > [New Building] ページで、関連するフロア図面マップを整理するために架空のビル

ディングを作成するには、次の手順を実行します。

a. ビルディング名を入力します。

b. ビルディング問い合わせ先の名前を入力します。

c. 地上のフロア数と地下のフロア数を入力します。

d. 水平位置（ビルディングの四角形の隅からキャンパス マップの左端までの距離）と垂直位置（ビ

ルディングの四角形の隅からキャンパス マップの上端までの距離）をフィート単位で入力します。

（注） 測定単位（フィートまたはメートル）を変更するには、[Monitor] > [Site Maps] を選択して、

[Select a command] ドロップダウン リストから [Properties] を選択します。

e. ビルディングのおおまかな水平方向スパンと垂直方向スパン（マップ上の幅と奥行き）をフィート

単位で入力します。

（注） 水平方向スパンと垂直方向スパンは、後から追加するフロアのサイズと等しいかそれより大き

くする必要があります。
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ヒント Ctrl キーを押した状態でクリックすることで、キャンパス マップの左上隅にある境界領域のサ

イズを変更できます。境界領域のサイズを変更すると、ビルディングの水平方向スパンおよび

垂直方向スパンのパラメータも操作に応じて変わります。

f. [Place] をクリックして、ビルディングをキャンパス マップ上に配置します。NCS では、キャンパ

ス マップのサイズに合わせてサイズ変更されたビルディングの四角形が作成されます。

g. ビルディングの四角形をクリックして、キャンパス マップ上の目的の位置までドラッグします。

（注） 新しいビルディングを追加した後で、このビルディングをあるキャンパスから別のキャンパス

に移動するときも、ビルディングを再作成する必要はありません。

h. [Save] をクリックして、このビルディングとキャンパス上の位置をデータベースに保存します。

NCS では、キャンパス マップ上にあるビルディングの四角形の中にビルディング名が保存されま

す。

（注） ビルディングには、該当する [Map] ページに移動するためのハイパーリンクが関連付けられま

す。

ステップ 5 （任意）新しい屋外領域に位置プレゼンス情報を割り当てる手順は、次のとおりです。

a. [Select a command] ドロップダウン リストから、[Edit Location Presence Info] を選択します。

[Go] をクリックします。[Location Presence] ページが表示されます。

（注） デフォルトでは、[Override Child Element] の [Presence Info] チェックボックスがオンになっ

ています。キャンパスのロケーションをそのキャンパス上のすべてのビルディングおよびフロ

アに伝播する場合は、このオプションをオンのままにしておいてください。キャンパス マップ

にビルディングを追加する際は、キャンパスのロケーション情報をインポートできます。

チェックボックスがオフの場合は、キャンパスの住所をビルディングにインポートできませ

ん。

1 つのキャンパスの住所をすべてのビルディングに割り当てるのではなく、ビルディング固有

の住所をそのキャンパス上のビルディングに割り当てる場合は、このオプションをオフのまま

にしておいてください。

b. [Civic Address] タブ、または [Advanced] タブをクリックします。

– [Civic Address] では、名前、通り、住所番地、住居番地詳細、市（address line2）、州、郵便

番号、そして国によってキャンパスを特定します。

– [Advanced] では、近隣、区、国、郵便のコミュニティ名など、Civic の拡張情報でキャンパス

を特定します。

c. デフォルトでは、[Override Child's Presence Information] チェックボックスはオンになっていま

す。独立したビルディングについては、この設定を変更する必要はありません。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

独立したビルディングの追加

NCS データベースに独立したビルディングを追加するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択して、[Maps] ページを表示します。

ステップ 2 [Select a command] ドロップダウン リストから、[New Building] を選択し、[Go] をクリックします。

ステップ 3 [Maps] > [New Building] ページで、関連するフロア図面マップを整理するために架空のビルディング

を作成するには、次の手順を実行します。

a. ビルディング名を入力します。

b. ビルディング問い合わせ先の名前を入力します。

（注） 新しいビルディングを追加した後で、このビルディングをあるキャンパスから別のキャン

パスに移動するときも、ビルディングを再作成する必要はありません。

c. 地上のフロア数と地下のフロア数を入力します。

d. ビルディングのおおまかな水平方向スパンと垂直方向スパン（マップ上の幅と奥行き）をフィート

単位で入力します。

（注） 測定単位（フィートまたはメートル）を変更するには、[Monitor] > [Site Maps] を選択し

て、[Select a command] ドロップダウン リストから [Properties] を選択します。

（注） 水平方向スパンと垂直方向スパンは、後から追加するフロアのサイズと等しいかそれより

大きくする必要があります。

e. [OK] をクリックして、このビルディングをデータベースに保存します。

ステップ 4 （任意）新しいビルディングに位置プレゼンス情報を割り当てる手順は、次のとおりです。

a. [Select a command] ドロップダウン リストから、[Location Presence] を選択します。[Go] をク

リックします。[Location Presence] ページが表示されます。

b. [Civic] タブ、[GPS Markers] タブ、または [Advanced] タブをクリックします。

– [Civic Address] では、名前、通り、住所番地、住居番地詳細、市（address line2）、州、郵便

番号、そして国によってキャンパスを特定します。

– [GPS Markers] では、経度と緯度でキャンパスを特定します。

– [Advanced] では、近隣、区、国、郵便のコミュニティ名など、Civic の拡張情報でキャンパス

を特定します。

（注） 選択した各パラメータには、上記のすべてが含まれています。たとえば、[Advanced] を選

択した場合、ユーザからの要求により GPS および Civic 位置情報も提供されます。選択し

た設定は、ロケーション サーバ レベルでの設定（[Services] > [Mobility Services]）と一致

する必要があります。

（注） クライアントが、キャンパスに対して GPS Markers パラメータで設定されていないビル

ディング、フロア、または屋外領域などの位置情報を要求した場合、エラー メッセージが

返されます。
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c. デフォルトでは、[Override Child Element] の [Presence Info] チェックボックスがオンになってい

ます。キャンパスのロケーションをそのキャンパス上のすべてのビルディングおよびフロアに伝播

する場合は、このオプションをオンのままにしておいてください。キャンパス マップにビルディ

ングを追加する際は、ロケーション情報をインポートできます。チェックボックスがオフの場合

は、キャンパスの住所をビルディングにインポートできません。1 つのキャンパスの住所をすべて

のビルディングに割り当てるのではなく、ビルディング固有の住所をそのキャンパス上のビルディ

ングに割り当てる場合は、このオプションをオフのままにしておいてください。

ステップ 5 [Save] をクリックします。

（注） 独立したビルディングは、システム キャンパス内に自動的に配置されます。

ビルディングの表示

現在のビルディング マップを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 ビルディング マップの名前をクリックして、詳細ページを開きます。[Building View] ページには、各

フロアのフロア マップの一覧とマップの詳細が表示されます。

（注） [Building View] ページの [Floor] 列見出しをクリックして、一覧をフロアの昇順または降順に

ソートできます。

マップの詳細には、次の情報が含まれます。

• フロア領域

• フロア インデックス：フロア レベルを示します。マイナスの数は地下のフロア レベルを示しま

す。

• Contact

• ステータス：このマップ上に配置されているアクセス ポイントまたは子のアクセス ポイントで、

重大度の も高いアラームを示します。

• マップに配置されているアクセス ポイントの総数。

• マップに配置されている 802.11a/n 無線および 802.11b/g/n 無線の数。

• 停止している（OOS）無線の数。

• クライアント数：数字のリンクをクリックすると、[Monitor] > [Clients] ページが表示されます。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストには、次のオプションが表示されます。

• [New Floor Area]：詳細については、「キャンパス マップへのビルディングの追加」（P.10-45）を

参照してください。

• [Edit Building]：詳細については、「ビルディングの編集」（P.10-49）を参照してください。

• [Delete Building]：詳細については、「ビルディングの削除」（P.10-49）を参照してください。
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ビルディングの編集

現在のビルディング マップを編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 ビルディング マップの名前をクリックして、詳細ページを開きます。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから [Edit Building] を選択します。

ステップ 4 [Building Name]、[Contact]、[Number of Floors]、[Number of Basements]、および [Dimensions 
(feet)] に必要な変更を加えます。

（注） 測定単位（フィートまたはメートル）を変更するには、[Monitor] > [Site Maps] を選択して、

[Select a command] ドロップダウン リストから [Properties] を選択します。

ステップ 5 [OK] をクリックします。

ビルディングの削除

現在のビルディング マップを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 削除するビルディングのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 マップ リスト下部の [Delete] をクリックします（または、[Select a command] ドロップダウン リスト

から [Delete Maps] を選択して、[Go] をクリックします）。

ステップ 4 [OK] をクリックして、削除を実行します。

（注） ビルディングを削除すると、そのコンテナ マップもすべて削除されます。削除されるすべての

マップのアクセス ポイントが、未割り当てステートに移行されます。

ビルディングの移動

別のキャンパスにビルディングを移動するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 該当するビルディングのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから [Move Buildings] を選択します。

ステップ 4 [Go] をクリックします。

ステップ 5 ドロップダウン リストから対象のキャンパスを選択します。

ステップ 6 移動するビルディングを選択します。現在のロケーションを維持するビルディングをオフにします。
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ステップ 7 [OK] をクリックします。

タグのモニタリング
[Monitor] > [Tags] ページでは、NCS マップでタグ ステータスとロケーションをモニタしたり、タグの

詳細を確認したりできます。[Advanced Search] を使用してタグをモニタすることもできます。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「マップを使用したタグのモニタリング」（P.10-50）

• 「検索を使用したタグのモニタリング」（P.10-51）

• 「重複タグ」（P.10-54）

マップを使用したタグのモニタリング

NCS マップでは、タグ付きのアセットの信号を生成したアクセス ポイントの名前、その信号の強度、

およびアセットのロケーション情報が 後に更新された日時を表示できます。この情報を表示するに

は、マップのタグ アイコンの上にマウス カーソルを置きます。

マップ上でタグの位置ステータスを有効にするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択します。

ステップ 2 Mobility Services Engine およびタグが検出されたビルディングとフロアを選択します。

ステップ 3 まだ選択していない場合は、[Floor Settings] メニューで [802.11 Tags] チェックボックスをオンにしま

す（図 10-9 を参照）。

（注） すべてのマップに対してフロア設定に加えた変更を保存しない場合には、[Save Settings] をク

リックしないでください。
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図 10-9 [Monitor] > [Maps] > [Building] > [Floor] > [Tag] ページ

ステップ 4 タグ アイコン（黄色のタグ）の上にマウス カーソルを移動すると、そのタグの設定概要が [Tag] ダイ

アログボックスに表示されます。

ステップ 5 タグの詳細を表示するには、タグ アイコンをクリックします。

また、[Asset Info] グループ ボックスに必要な情報を入力して、アセット情報を設定することもできま

す。

ステップ 6 タグのロケーション履歴を表示するには、[Select a command] ドロップダウン リストから [Location 
History] を選択します。[Go] をクリックします。

検索を使用したタグのモニタリング

アセット タイプ（名前、カテゴリ、およびグループ）、MAC アドレス、システム（コントローラまた

は MSE）、および領域（フロア領域および屋外領域）によってタグを検索できます。

[Advanced Search] パラメータを使用して、さらに検索を微調整し、将来使用するために検索条件を保

存できます。保存した検索を取得するには、[Saved Searches] をクリックします。

検索結果ページでタグの場所の MAC アドレスをクリックすると、タグの次の詳細が表示されます。

• タグ ベンダー

• タグが関連付けられているコントローラ

• テレメトリ データ（CCX v1 準拠のタグのみ）

– 表示されるテレメトリ データはベンダー固有ですが、GPS の場所、バッテリー拡張情報、圧

力、温度、湿度、動作、ステータス、および緊急コードなど、いくつかの内容が共通して報告

されます。

• 資産情報（名前、カテゴリ、グループ）

• 統計情報（受信したバイトとパケット）

• 場所（フロア、 終場所、MSE、マップ）
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• 場所の通知（Absence、Containment、Distance、すべて）

• 緊急データ（CCX v1 準拠のタグのみ）

RFID タグを検索するには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Monitor] > [RFID Tags] の順に選択します。[Tag Summary] ページが表示されます（図 10-10 を参

照）。

図 10-10 [Monitor] > [RFID Tags] ページ

ステップ 2 特定の Mobility Services Engine と関連付けられたタグの概要を表示するには、[Total Tags] リンクを

クリックします。

（注） Mobility Services Engine またはタグのリストが長い場合は、[Search] または [Advanced 
Search] を使用して、特定のタグを分離させることができます。

ステップ 3 特定のタグを検索するには、その MAC アドレスとアセット名（すべてのタグにすべての検索値が適用

されるわけではありません）がわかっている場合は、[Search] リンクをクリックします。

ステップ 4 デバイス（MSE またはコントローラ）、マップのロケーション（フロアまたは屋外領域）、アセット名

またはカテゴリ、またはタグ ベンダーなどのより広範囲の検索基準を使用して特定のタグまたは複数

のタグを検索するには、[Advanced Search] リンクをクリックします。

a. [Advanced Search] ペインで、検索カテゴリとして [Tags] を選択します。

b. 追加のタグの検索基準を選択します。検索基準および指定できる値のリストについては、表 10-3
を参照してください。

c. すべての詳細検索パラメータを選択したら、[Go] をクリックします。

（注） 選択した検索条件に基づいてタグが見つからない場合、見つからなかったということ、検

索が失敗した理由、および可能なアクションを示すメッセージが表示されます。
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表 10-3 タグの検索基準と値

検索基準 可変の検索基準 有効な値

Search for tags by (Tier 1 
search criteria)

— [All Tags]、[Asset Name]、[Asset 
Category]、[Asset Group]、[MAC 
Address]、[Controller]、[MSEs]、
[Floor Area]、または [Outdoor Area]。

（注） MSE の検索には、ロケーション 
サーバおよび Mobility Services 
Engine の両方が含まれます。

Search in (Tier 2 search 
criteria)

— [MSEs] または [NCS controllers]。

（注） [NCS controller] オプションは、

コントローラの検索が NCS 内で

実行されることを示します。

（注） MSE の検索には、ロケーション 
サーバおよび Mobility Services 
Engine の両方が含まれます。

Last detected within — オプションは 5 分～ 24 時間です。

Variable search criteria 
(Tier 3 search criteria)

（注） [Search for tabs by 
(Tier 1 search)] 値
によって決定でき

る検索条件。

[Search for tags by] 値が次の場合：

1. [Asset Name]、次にタグのアセット名を入力します。

2. [Asset Category]、次にタグのアセット カテゴリを入力しま

す。

3. [Asset Group]、次にタグのアセット グループを入力します。

4. [MAC Address]、次にタグの MAC アドレスを入力します。

5. [Controller]、次にコントローラの IP アドレスを選択します。

6. [MSEs]、次にドロップダウン リストから MSE の IP アドレス

を選択します。

7. [Floor Area]、次にキャンパス、ビルディング、およびフロア

領域を選択します。

8. [Outdoor Area]、次にキャンパスおよび屋外領域を選択しま

す。

Telemetry tags only — テレメトリ タグを表示するためのチェッ

クボックス。オプションをオフのままに

すると、すべてのタグが表示されます。

（注） [Search In] オプションが [MSE] 
の場合のみ表示されるオプショ

ン。

（注） テレメトリをサポートしている

ベンダー タグのみが表示されま

す。
10-53
Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド

OL-23943-02-J



第 10 章      システムとサービスのモニタリング

チョークポイントのモニタリング
重複タグ

複数のタグが相互に隣接する場合、NCS マップ（[Monitor] > [Maps]）でロケーションを表すために、

概要タグが使用されます。概要タグには、そのロケーションにあるタグの数のラベルが付けられます。

マップで重複タグの上にマウス カーソルを移動すると、重複タグの要約情報が示されたダッシュレッ

トが表示されます。

個々のタグ概要のダッシュレット間を移動するには、[Prev] および [Next] リンクを選択します。タグ

の概要情報を表示しながら特定のタグの詳細情報を表示するには、[Detail] リンクを選択します。

（注） • タグの概要情報には、[Tag MAC address]、[Asset Name]、[Asset Group]、[Asset Category]、
[Vendor (Type)]、[Battery Life]、および [Last Located data (date and time)] が含まれます。タグが 
Cisco CX v.1 準拠の場合、テレメトリ情報も表示されます。

• タグの詳細情報には、関連付けられたコントローラの IP アドレス、統計情報、ロケーション通知、

ロケーション履歴、およびロケーション デバッグ機能が有効かどうかが含まれます。

– タグのロケーション履歴を表示するには、そのオプションを [Select a command] ドロップダウ

ン リストから選択し、[Go] をクリックします。

– 詳細ページに戻るには、[Select a Command] ドロップダウン リストから [Location History] 
ページを選択し、[Go] をクリックします。

チョークポイントのモニタリング
チョークポイントは、モニタするロケーションのマップに割り当てられている必要があります。

「NCS へのチョークポイントの追加」（P.9-13）を参照してください。マップに TDOA レシーバを追加

したら、マップに表示するために、ネットワーク設計（[Services] > [Synchronize Services]）を 
Mobility Services Engine と再同期する必要があります。

チョークポイントがマップに割り当てられていない場合、[Search] または [Advanced Search] を使用し

てそのチョークポイントを見つけることができません。

すべてのチョークポイント設定は、AeroScout システム マネージャを使用して実行されます。

Tag vendor — ドロップダウン リストからタグ ベンダー

を選択するためのチェックボックス。

（注） [Search In] オプションが [MSE] 
の場合のみ表示されるオプショ

ン。

Items per page — 検索要求ごとに表示するタグの数を選択

します。値の範囲は 10 ～ 500 です。

Save search — 検索条件に名前を付けて保存するための

チェックボックス。保存したエントリ

は、[Saved Searches] 見出しの下に表示

されます。

表 10-3 タグの検索基準と値 （続き）

検索基準 可変の検索基準 有効な値
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Wi-Fi TDOA レシーバのモニタリング
（注） 設定の詳細については、URL http://support.aeroscout.com にある『AeroScout Context-Aware 
Engine for Tags, for Cisco Mobility Services Engine Users Guide』を参照してください。

チョークポイントをモニタするには、次の手順に従ってください。

ステップ 1 [Monitor] > [Chokepoints] の順に選択します。すべてのマップされたチョークポイントが示された 
[Chokepoint] ページが表示されます。

ステップ 2 広範な一覧が表示されたときに検索基準を微調整するには、MAC アドレスまたはチョークポイント名

で検索します。

a. MAC アドレスまたはチョークポイント名でチョークポイントの検索を開始するには、[Search] テ
キスト ボックスにその値を入力します。[Search] をクリックします。

次に、MAC アドレスによる検索例を示します。

一致が存在しない場合、[Search Results] ページにメッセージが表示されます。

b. MAC アドレスまたは名前でチョークポイントの詳細検索を開始するには、[Advanced Search] リ
ンクをクリックします。

1. 検索カテゴリとして [Chokepoint] を選択します。

2. [Search for Chokepoint by] ドロップダウン リストから、[Chokepoint Name] または [MAC 
Address] のいずれかを選択します。

3. チョークポイント名または MAC アドレスのいずれかを入力します。

4. [Search] をクリックします。

次に、チョークポイント名を使用した詳細検索の例を示します。

一致が存在しない場合、ページにメッセージが表示されます。存在する場合は、[Search Results] 
ページが表示されます。

Wi-Fi TDOA レシーバのモニタリング
Wi-Fi TDOA レシーバは、モニタするロケーションのマップに割り当てられている必要があります。

「NCS への Wi-Fi TDOA レシーバの追加」（P.9-19）を参照してください。マップに TDOA レシーバを

追加したら、マップに表示するために、ネットワーク設計（[Services] > [Synchronize Services]）を 
Mobility Services Engine と再同期する必要があります。

TDOA レシーバがマップに割り当てられていない場合、[Search] または [Advanced Search] を使用し

て検索できません。

すべての TDOA レシーバ設定は、AeroScout システム マネージャを使用して実行されます。

（注） 設定の詳細については、URL http://support.aeroscout.com にある『AeroScout Context-Aware 
Engine for Tags, for Cisco Mobility Services Engine Users Guide』を参照してください。

TDOA レシーバをモニタするには、次の手順に従ってください。
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Wi-Fi TDOA レシーバのモニタリング
ステップ 1 [Monitor] > [WiFi TDOA Receivers] の順に選択します。[WiFi TDOA Receivers] 概要ページに、マッ

ピングされているすべての TDOA レシーバが表示されます。

ステップ 2 広範な一覧が表示されたときに検索基準を微調整するには、MAC アドレスまたは TDOA レシーバ名

で検索します。

a. MAC アドレスまたは名前で TDOA レシーバの検索を開始するには、[Search] テキスト ボックス

にその値を入力します。[Search] をクリックします（図 10-11 を参照）。

図 10-11 [Monitor] > [WiFi TDOA Receivers Search] ページ

図 10-12 に、TDOA Wi-Fi レシーバ名を使用した詳細検索の結果の例を示します。すべてのア

ラームの一覧を表示するには、[View List] をクリックします。

一致が存在しない場合、[Search Results] ページにメッセージが表示されます。

図 10-12 [Search Results] ページ

b. MAC アドレスまたは名前で TDOA レシーバの詳細検索を開始するには、[Advanced Search] リン

クをクリックします。

1. [Search Criteria] ドロップダウン リストから検索カテゴリとして [WiFi TDOA Receiver] を選
択します。

2. [Search for WiFi TDOA Receiver by] ドロップダウン リストから、[WiFi TDOA Receivers 
Name] または [MAC Address] を選択します。

3. TDOA レシーバ名または MAC アドレスのいずれかを入力します。

4. [Search] をクリックします。

次に、MAC アドレスを使用した詳細検索の例を示します。

一致が存在しない場合、[Search Results] ページにメッセージが表示されます。
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Geo-Location のモニタリング
Geo-Location のモニタリング
MSE は、有線クライアント、有線エンド ポイント、スイッチ、コントローラ、ワイヤレス ネットワー

ク構成内にあるアクセス ポイントの物理ロケーションを提供します。現在、MSE はノースバウンド エ
ンティティからサウスバウンド エンティティまでの外部エンティティに Geo-Location 形式でロケー

ション情報を提供しています。

MSE によって提供される Geo-Location 情報の精度を向上するために、この機能はデバイスのジオメト

リック ロケーション座標を Geo-Location 座標（経度と緯度）に変換し、ノースバウンド インターフェ

イスとサウスバウンド インターフェイスを介して外部エンティティに提供します。

（注） Geo-Location の計算には、少なくとも 3 つの GPS マーカーが必要です。追加できる GPS マーカーの

大数は 20 です。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「フロア マップへの GPS マーカーの追加」（P.10-57）

• 「GPS マーカーの編集」（P.10-58）

• 「フロアにある GPS マーカーの削除」（P.10-58）

フロア マップへの GPS マーカーの追加

GPS マーカーをフロア マップに追加するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択して、[Maps] ページを表示します。

ステップ 2 [Campus Name] > [Building Name] > [Floor Name] の順に選択します。

ステップ 3 左上のメニューの [Add/Edit GPS Markers Information] メニュー オプションをクリックして、

[Add/Edit GPS] ページを表示します。

マップの左上隅（X = 0、Y = 0）に [GPS Marker] アイコンが表示されます .

ステップ 4 [GPS Marker] アイコンをドラッグして、マップ上の希望する場所に配置することができます。また、

左側のサイドバー メニューにある [GPS Marker Details] テーブルに X と Y の位置の値を入力して、

マーカーを希望する位置に移動することができます。

（注） 追加したマーカーの位置が近すぎると、Geo-Location 情報の精度は低下します。

ステップ 5 左側のサイドバー メニューで選択した [GPS Marker] アイコンの経度と緯度を入力します。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

[GPS Marker] の情報がデータベースに保存されます。

ステップ 7 [Apply to other Floors of Building] をクリックして、ビルディングの 1 フロアの GPS マーカーをその

ビルディングの残りのすべてのフロアにコピーします。
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有線スイッチのモニタリング
GPS マーカーの編集

フロアにある GPS マーカーを編集するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択して、[Maps] ページを表示します。

ステップ 2 [Campus Name] > [Building Name] > [Floor Name] の順に選択します。

ステップ 3 左上のメニューの [Add/Edit GPS Markers Information] メニュー オプションをクリックして、

[Add/Edit GPS] ページを表示します。

ステップ 4 フロアにある既存の GPS マーカーを選択します。

ステップ 5 左側のサイドバー メニューから、その GPS マーカーにアソシエートされている [Latitude]、
[Longitude]、[X Position]、および [Y Position] を変更できます。

ステップ 6 [Save] をクリックします。

これで、変更した GPS マーカーの情報がデータベースに保存されます。

フロアにある GPS マーカーの削除

フロアにある GPS マーカーを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Monitor] > [Site Maps] を選択して、[Maps] ページを表示します。

ステップ 2 [Campus Name] > [Building Name] > [Floor Name] の順に選択します。

ステップ 3 左上のメニューの [Add/Edit GPS Markers Information] メニュー オプションをクリックして、

[Add/Edit GPS] ページを表示します。

ステップ 4 左側のサイドバー メニューから、フロアにある既存の GPS マーカーを選択します。

（注） 複数の [GPS Markers] チェックボックスをオンにすることで、フロアにある複数の GPS マーカーを削

除できます。

ステップ 5 [Delete GPS Marker] をクリックします。

選択した GPS マーカーがデータベースから削除されます。

有線スイッチのモニタリング
有線スイッチの詳細情報（IP アドレス、シリアル番号、ソフトウェア バージョン、ELIN）と、ポー

ト、有線クライアント（カウントとステータス）、および都市情報の詳細を確認できます。
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有線クライアントのモニタリング
イーサネット スイッチと Mobility Services Engine が同期されると（[Services] > [Synchronize 
Services] > [Switches]）、NCS を介して有線スイッチ データが Mobility Services Engine にダウンロー

ドされます。ロケーション対応スイッチと Mobility Services Engine は、NMSP 経由で通信します。

NCS と Mobility Services Engine は XML 経由で通信します。

有線スイッチの詳細を表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2 [Mobility Services] ページで、該当する有線ロケーション スイッチのデバイス名リンクをクリックしま

す。

ステップ 3 [Context Aware Service] > [Wired] > [Wired Switches] の順に選択します。モビリティ サービス エンジ

ンと同期された有線スイッチの概要が表示されます。

ステップ 4 スイッチ、ポート、有線クライアント（カウントおよびステータス）、および都市情報の詳細について

は、[IP address] リンクをクリックしてください。

（注） スイッチから都市情報をエクスポートするには、[Select a command] ドロップダウン リストか

らそのオプションを選択します。このオプションは、[Wired Switches] ページの 4 つのタブす

べてで使用可能です。

• [Switch Information] タブでは、スイッチに接続されている有線クライアントの合計数が、その状

態（接続、切断、および不明）とともに要約されています。

• [Connected clients]：有線スイッチに接続しているクライアント。

• [Disconnected clients]：有線スイッチから接続が解除されたクライアント。

• [Unknown clients]：有線スイッチとの NMSP 接続が失われた時点で、クライアントは不明として

マークされます。

有線クライアントの詳細情報を表示するには、クライアント カウント リンク（合計クライアント数、

接続、切断、不明）のいずれかをクリックします。詳細については、「有線クライアントのモニタリン

グ」（P.10-59）を参照してください。

ステップ 5 スイッチ上のポートの詳細リストを表示するには、[Switch Ports] タブをクリックします。

ポート IP アドレス、スロット番号、モジュール番号、ポート番号のリストの順序（昇順、降順）を変

更できます。変更するには、該当する列見出しをクリックします。

ステップ 6 有線スイッチの都市情報の詳細リストを表示するには、[Civic] タブをクリックします。

ステップ 7 有線スイッチの追加の都市情報の詳細リストを表示するには、[Advanced] タブをクリックします。

有線クライアントのモニタリング
有線クライアントの詳細情報（MAC アドレス、IP アドレス、ユーザ名、シリアル番号、UDI、モデル

番号、ソフトウェア バージョン、および VLAN ID）、ポート、都市情報を表示できます。

スイッチと Mobility Services Engine が同期されると（[Services] > [Synchronize Services] > 
[Switches]）、NCS を介して有線クライアント データが Mobility Services Engine にダウンロードされ

ます。

ロケーション対応スイッチと Mobility Services Engine は、NMSP 経由で通信します。NCS と 
Mobility Services Engine は XML 経由で通信します。
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干渉のモニタリング
有線クライアントの詳細は、[Wired Switches] ページ（[Context Aware Service] > [Wired] > [Wired 
Switches]）または [Wired Clients] ページ（[Context Aware Service] > [Wired] > [Wired Clients]）に表

示されます。

• IP アドレス、MAC アドレス、VLAN ID、シリアル番号、またはユーザ名が判明している場合は、

[Wired Clients] ページの [Search] テキスト ボックスを使用できます。

• 特定のスイッチに関連する有線クライアントを調べるには、[Wired Switches] ページでその情報を

確認できます。「有線クライアントのモニタリング」（P.10-59）を参照してください。

有線クライアントの詳細を表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。[Mobility Services] ページが表示されま

す。

ステップ 2 該当する有線ロケーション スイッチのデバイス名リンクをクリックします。

ステップ 3 [Context Aware Service] > [Wired] > [Wired Clients] の順に選択します。

[Wired Clients] 要約ページでは、クライアントがスイッチ別にグループ化されています。

クライアントのステータスは、接続、切断、または不明です。定義は、次のように要約されます。

• [Connected clients]：有線スイッチに接続しているアクティブなクライアント。

• [Disconnected clients]：有線スイッチから接続が解除されたクライアント。

• [Unknown clients]：有線スイッチとの NMSP 接続が失われた時点で、不明としてマークされたク

ライアント。

• 有線クライアントの MAC アドレスが判明している場合は、そのリンクをクリックしてクライアン

トの詳細ページを表示するか、または [Search] テキスト ボックスを使用することができます。

– 有線クライアントを IP アドレス、ユーザ名、または VLAN ID で検索することもできます。

• スイッチの IP アドレスをクリックすると、スイッチの詳細ページが表示されます。「有線クライア

ントのモニタリング」（P.10-59）を参照してください。

ステップ 4 有線クライアントが終端するスイッチ ポート、スロット、またはモジュールの物理ロケーション、ク

ライアントのステータス（接続、切断、または不明）、およびスイッチの IP アドレスを参照するには、

[Port Association] タブをクリックします。

ステップ 5 都市アドレス情報を表示するには、[Civic Address] タブをクリックします。

ステップ 6 有線クライアントの拡張物理アドレスの詳細（存在する場合）を表示するには、[Advanced] タブをク

リックします。

（注） クライアントは、クライアントが終端するポートに対して設定されている都市アドレス情報と

拡張ロケーション情報を使用します。ポート（ポート、スロット、モジュール）に対して都市

情報と拡張情報が定義されていない場合、ロケーション データは表示されません。

干渉のモニタリング
[Monitor] > [Interferer] ページでは、CleanAir 対応アクセス ポイントにより検出された干渉デバイス

をモニタできます。

ここでは、次の内容について説明します。
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• 「[Monitor] > [Interferers] > [AP Detected Interferers]」（P.10-61）

• 「[Monitor] > [Interferers] > [AP Detected Interferers] > [Interferer Details]」（P.10-62）

• 「[Monitor] > [Interferers] > [Edit View]」（P.10-64）

• 「MSE を使用したモニタ モード AP のクラスタリング」（P.10-66）

[Monitor] > [Interferers] > [AP Detected Interferers]

ワイヤレス ネットワーク上の CleanAir 対応アクセス ポイントにより検出されたすべての干渉デバイス

を表示するには、[Monitor] > [Interferers] の順に選択します。このページには干渉デバイスの概要が表

示されます。表示される概要には、次のデフォルト情報が含まれています。

• [Interferer ID]：干渉の固有識別子。干渉源の詳細を参照するには、このリンクをクリックします。

• [Type]：干渉源のカテゴリを示します。デバイスのタイプの詳細を参照するには、ここをクリック

します。詳細が示されたポップアップ ダイアログが表示されます。次のカテゴリがあります。

– [Bluetooth link]：Bluetooth リンク（802.11b/g/n のみ）

– [Microwave Owen]：電子レンジ（802.11b/g/n のみ）

– [802.11 FH]：802.11 周波数ホッピング デバイス（802.11b/g/n のみ）

– [Bluetooth Discovery]：Bluetooth 検出（802.11b/g/n のみ）

– [TDD Transmitter]：時分割複信（TDD）トランスミッタ

– [Jammer]：電波妨害デバイス 

– [Continuous Transmitter]：連続トランスミッタ

– [DECT-like Phone]：Digital Enhanced Cordless Communication（DECT）対応電話

– [Video]：ビデオ カメラ

– [802.15.4]：802.15.4 デバイス（802.11b/g/n のみ）

– [WiFi Inverted]：スペクトル反転 Wi-Fi 信号を使用するデバイス

– [WiFi Invalid]：非標準の Wi-Fi チャネルを使用するデバイス

– [SuperAG]：802.11 SuperAG デバイス

– [Canopy]：Motorola Canopy デバイス

– [Radar]：レーダー デバイス（802.11a/n のみ）

– [XBox]：Microsoft Xbox（802.11b/g/n のみ） 

– [WiMAX Mobile]：WiMAX モバイル デバイス（802.11a/n のみ） 

– [WiMAX Fixed]：WiMAX 固定デバイス（802.11a/n のみ） 

• [Status]：干渉デバイスのステータスを示します。

– [Active]：干渉が現在 CleanAir 対応アクセス ポイントにより検出されていることを示します。

– [Inactive]：干渉が CleanAir 対応アクセス ポイントにより検出されないか、または干渉が 
NCS から到達可能ではないと CleanAir 対応アクセス ポイントが見なしたことを示します。

• [Severity]：干渉デバイスの重大度ランクを示します。

• [Affected Band]：このデバイスが干渉している帯域を表示します。

• [Affected Channels]：影響を受けるチャネルを表示します。

• [Duty Cycle (%)]：干渉デバイスのデューティ サイクル（パーセンテージ）。
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• [Discovered]：検出された時刻を表示します。

• [Last Updated]：干渉源が 後に検出された時刻。

• [Floor]：干渉デバイスが存在していたロケーション。

（注） 干渉デバイスは、[Tracking Parameters] ページで干渉デバイスを追跡するオプションが有効な場合に

だけ表示されます。このオプションは、デフォルトで無効です。追跡パラメータの詳細については、

「追跡パラメータの変更」（P.9-30）を参照してください。

[Monitor] > [Interferers] > [AP Detected Interferers] > [Interferer 
Details]

[Monitor] > [Interferers] > [Interferer ID] の順に選択し、このページを表示します。このページでは、

アクセス ポイントにより検出された干渉デバイスの詳細情報が表示されます。このページには、干渉

デバイスに関する次の詳細情報が表示されます。

• [Interferer Properties]

– [Type]：AP により検出された干渉デバイスのタイプが表示されます。

• [Status]：干渉デバイスのステータス。

– [Active]：干渉が現在 CleanAir 対応アクセス ポイントにより検出されていることを示します。

– [Inactive]：干渉が CleanAir 対応アクセス ポイントにより検出されないか、または干渉が 
NCS から到達可能ではないと CleanAir 対応アクセス ポイントが見なしたことを示します。

– [Severity]：干渉デバイスの重大度ランクを示します。

– [Duty Cycle (%)]：干渉デバイスのデューティ サイクル（パーセンテージ）。

– [Affected Band]：このデバイスが干渉している帯域を表示します。

– [Affected Channels]：影響を受けるチャネルを表示します。

– [Discovered]：検出された時刻を表示します。

– [Last Updated]：干渉源が 後に検出された時刻。

• Location

– [Floor]：この干渉デバイスが検出されたロケーション。

– [Last Located At]：干渉デバイスが 後に検出された時刻。

– [On MSE]：この干渉デバイスが検出された Mobility Services Engine。

• Clustering Information

– [Clustered By]：次が表示されます。

コントローラの IP アドレス（コントローラによりクラスタ化されている場合）。

モビリティ サービス エンジンの IP アドレス（モビリティ サービス エンジンによりクラスタ
化されている場合）。

– [Detecting APs]：干渉デバイスを検出したアクセス ポイントの詳細情報を表示します。詳細

情報には、[Access Point Name (Mac)]、[Severity]、および [Duty Cycle(%)] などが含まれま

す。
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（注） 検出アクセス ポイント情報はアクティブ デバイスについてのみ使用可能であり、アクティブな

デバイスに関する情報は使用可能ではないことがあります。これは、干渉が非アクティブとし

てマークされる過程にあり、[Monitor] > [Interferers] ページを次回更新すると、これらのデバ

イスは非アクティブとして示されるためです。

• [Details]：干渉タイプに関する短い説明を表示します。

Select a Command

[Select a command] ドロップダウン リストでは、アクセス ポイントにより検出された干渉デバイスの

ロケーション履歴が表示されます。「[Monitor] > [Interferers] > [AP Detected Interferer Details] > 
[Interference Device ID] > [Location History]」を参照してください。 

[Monitor] > [Interferers] > [AP Detected Interferer Details] > 
[Interference Device ID] > [Location History]

このページを表示するには、[Monitor] > [Interferers] > [Interference Device ID] の順に選択し、[Select 
a command] ドロップダウン リストから [Location History] を選択し、[Go] をクリックします。

• [Interferer Information]：干渉デバイスに関する基本情報を表示します。

– [Data Collected At]：データが収集された時点のタイムスタンプ。

– [Type]：干渉デバイスのタイプ。

– [Severity]：干渉デバイスの重大度インデックス。

– [Duty Cycle]：干渉デバイスのデューティ サイクル（パーセンテージ）。

– [Affected Channels]：影響を受けるチャネルのカンマ区切りリスト。

• [Interferer Location History]：干渉デバイスのロケーション履歴を表示します。

– Time Stamp

– Floor

• Clustering Information

– Clustered By

• Detecting APs

– [AP Name]：干渉デバイスを検出したアクセス ポイント。

– [Severity]：干渉デバイスの重大度インデックス。

– [Duty Cycle(%)]：干渉デバイスのデューティ サイクル（パーセンテージ）。

• Location

– [Location Calculated At]：この情報が生成された時点のタイムスタンプを表示します。

– [Floor]：干渉デバイスのロケーション情報を表示します。

– 干渉デバイスのロケーションがマップにグラフィカルに表示されます。イメージを拡大表示す

るには [Enlarge] リンクをクリックします。
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[Monitor] > [Interferers] > [Edit View]

[Edit View] ページでは、[AP Detected Interferers Summary] ページの列を追加、削除、並び替えでき

ます。また、干渉を検索できます。デフォルトでは、アクティブな状態でありシビリティが 5 以上の干

渉が [AP Detected Interferers] ページに表示されます。検索条件の編集の編集については、「[Monitor] 
> [Interferers] > [Edit View] > [Edit Search]」（P.10-64）を参照してください。

[AP Detected Interferers] ページの列を編集するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Monitor] > [Interferers] の順に選択します。[AP Detected Interferers] ページが表示されます。この

ページには、CleanAir 対応アクセス ポイントにより検出された干渉源の詳細が表示されます。

ステップ 2 [AP Detected Interferers] ページの [Edit View] リンクをクリックします。

ステップ 3 アクセス ポイント表に新しい列を追加するには、左側の領域で、列見出しをクリックして選択します。

[Show] をクリックして、選択した列見出しを右側の領域へ移動します。右側の領域にあるすべての項

目が表に表示されます。

ステップ 4 アクセス ポイント表から列を削除するには、右側の領域で、削除する列見出しをクリックして選択し

ます。[Hide] をクリックして、選択した列見出しを左側の領域へ移動します。左側の領域にある項目

はすべて、表に表示されません。

ステップ 5 [Up] ボタンと [Down] ボタンを使用して、表内での情報の並び順を指定します。目的の列見出しを選

択し、[Up] または [Down] をクリックして、現在のリスト内での位置を変更します。

ステップ 6 デフォルト表示に戻すには、[Reset] をクリックします。

ステップ 7 [Submit] をクリックして、変更内容を確定します。

[Monitor] > [Interferers] > [Edit View] > [Edit Search]

特定の条件に基づいて干渉を検索できます。デフォルトでは、アクティブな状態でありシビリティが 5 
以上の干渉が [AP Detected Interferers] ページに表示されます。干渉の検索をカスタマイズするには、

[Edit Search] オプションを使用します。

検索条件を編集するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Monitor] > [Interferers] の順に選択します。[AP Detected Interferers] ページが表示されます。

ステップ 2 [Edit Search] をクリックして、[New Search] ダイアログ ボックスに適切なパラメータを入力します

（図 10-13 を参照）。
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図 10-13 [Monitor] > [Interferers] > [Edit View] > [Edit Search]

このオプションでは、以下の検索条件を指定できます。

• [Search Category]：干渉の検索では、検索カテゴリは [Interferers] です。

• [Detected By]：干渉がアクセス ポイントまたは干渉によって検出される場合は、ドロップダウン 
リストから選択します。

• [Search By]：リストから次のいずれかのオプションを選択します。

– All Interferers

– Interferer ID

– Interferer Type

– Severity

– Duty Cycle

– Location

• [Severity greater than]：テキスト ボックスにシビリティ レベルを入力します。

• [Detected within the last]：ドロップダウン リストから次のいずれかのオプションを選択します。

– 5 Minutes

– 15 Minutes

– 30 Minutes

– 1 Hour

– 3 Hours

– 6 Hours

– 12 Hours

– 24 Hours

– All History

• [Interferer status]：ドロップダウン リストから次のいずれかのオプションを選択します。

– Active

– Inactive

– All

• [Restrict By Radio Band/Channels]：検索で特定の無線周波数またはチャネルを制限するには、こ

のチェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフです。この

チェックボックスをオンにすると、ドロップダウン リストが表示されます。このドロップダウン 
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リストには、[2.4-GHz]、[5-GHz]、および [Individual Channel] オプションが表示されます。

[Individual Channel] を選択すると、[Affected Channels] テキスト ボックスが表示されます。チャ

ネルを指定し、[Match All] または [Match Any] オプション ボタンを選択します。

ステップ 3 検索結果として表示するページあたりの項目数を選択します。

ステップ 4 検索条件を保存する場合は [Save Search] チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 検索基準を指定したら、[Go] をクリックして、検索結果を表示します。

MSE を使用したモニタ モード AP のクラスタリング

MSE を使用して、干渉の検出と配置プロセスのモニタ モード AP をクラスタ化できます。このクラス

タリングは、ネイバー マップではなく距離に基づきます。特定の AP フォームから 150 フィート以内

のすべてのモニタ モード AP がクラスタを形成します。

ただし、この固定距離は一部のシナリオでは機能せず、設定が必要です。クラスタリングのデフォルト

の距離値を変更するには、次のコマンドを使用します。

config spectrum-monitor-mode-ap-clustering-distance value

ここで、value は、クラスタリングの距離（フィート）です。デフォルト値は 150 です。
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MSAP

Cisco Mobility Services Advertisement Protocol（MSAP）では、MSAP クライアントおよびサーバの

要件を規定し、それらの間でのメッセージ交換を記述します。モバイル デバイスは、MSAP を使用し

て MSAP サーバから Wi-Fi インフラストラクチャを介してサービス アドバタイズメントを取得できま

す。このリリースのモビリティ サービス エンジン（MSE）では、MSAP が導入され、サーバ機能が提

供されています。

MSAP は、ネットワーク接続を確立するためのポリシー セットを使用して設定されたモバイルデバイ

スで使用します。MSAP により、モバイル デバイスは、ローカル ネットワークで使用可能なネット

ワークベース サービスまたはサービス プロバイダーを介して有効にされたサービスを検出しやすくな

ります。MSAP は、モバイル デバイスで使用可能なサービスが記述されるサービス アドバタイズメン

トを提供します。モバイルデバイスは、サービス アドバタイズメントを受信すると、そのアイコンと

データがモバイル デバイスのユーザ インターフェイスに表示されます。表示されたアイコンをクリッ

クして、アドバタイズされたサービスを起動できます。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「MSAP のライセンス」（P.11-1）

• 「MSAP サービス アドバタイズメントのプロビジョニング」（P.11-1）

• 「サービス アドバタイズメントの削除」（P.11-3）

• 「場所へのサービス アドバタイズメントの適用」（P.11-3）

• 「MSE ごとの設定済みサービス アドバタイズメントの表示」（P.11-4）

• 「MSAP 統計の表示」（P.11-4）

• 「MSAP ライセンス情報の [MSE Summary] ページの表示」（P.11-4）

• 「サービス アドバタイズメントの同期ステータスの表示」（P.11-5）

• 「MSAP レポート」（P.11-5）

MSAP のライセンス

MSAP ライセンスは、MSE によってサポートされるサービス アドバタイズメントの数に基づきます。

MSAP に使用できる評価ライセンスは 1 つだけあり、サービス アドバタイズメント クリックが 1000 
に制限されています。

MSAP サービス アドバタイズメントのプロビジョニング

新しい MSAP アドバタイズメントを追加するには、次の手順を実行します。
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ステップ 1 [Services] > [MSAP] を選択します。

ステップ 2 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Add Service Advertisements] を選択し、[Go] をク

リックします。

[Service Advertisement Details] ページが表示されます。

ステップ 3 [Provider Name] テキスト ボックスにサービス プロバイダーの名前を入力します。これは、クライアン

トにアドバタイズメントを提供するプロバイダーの名前です。

ステップ 4 [Choose File] をクリックして、サービス プロバイダーに関連付けるアイコンを選択します。これは、

クライアント ハンドセットに表示されるアイコンです。

サービス アドバタイズメントへの場所のポリシーの追加

（注） [Services] > [MASP] を選択して、サービス アドバタイズメントを場所にも適用できます。

サービス アドバタイズメントの適用方法については、「場所へのサービス アドバタイズメント

の適用」（P.11-3）を参照してください。

ステップ 5 [Add Venue] をクリックして、アドバタイズメントをブロードキャストする場所を指定します。

[Add/Edit Venue] ページが表示されます。

ステップ 6 [Venue Name] テキスト ボックスに場所の名前を入力します。

ステップ 7 [Area Type] ドロップダウン リストから、サービス アドバタイズメントを表示するエリア タイプを選

択します。指定できる値は、[Floor Area] および [Outdoor area] です。

ステップ 8 [Campus] ドロップダウン リストから、サービス アドバタイズメントを表示させるキャンパス名を選択

します。

ステップ 9 [Building] ドロップダウン リストから、アドバタイズメントを表示させるビルディング名を選択しま

す。

ステップ 10 [Floor] ドロップダウン リストから、フロア タイプを選択します。

（注） 選択するフロアによって、[Display near selected APs] の情報が変わります。

ステップ 11 [SSID] ドロップダウン リストから、サービス アドバタイズメントをブロードキャストさせる SSID を
選択します。複数の SSID を選択できます。

ステップ 12 [Display Rule] オプション ボタンを選択します。[Display everywhere] または [Display near selected 
APs] オプション ボタンのいずれかを選択できます。デフォルトでは、[Display everywhere] が選択さ

れています。

[Display everywhere] を選択した場合、これらの SSID を提供するすべての MSAP 対応コントローラを

検索し、そのコントローラを MSE に割り当てます。

[Display near selected APs] を選択した場合、次のパラメータを設定できます。

• [AP]：アドバタイズメントをブロードキャストする AP を選択します。

• [Radio]：アドバタイズメントをブロードキャストする無線周波数を選択します。選択した無線帯

域の近くにモバイルデバイスがある場合、サービス アドバタイズメントが表示されます。指定で

きる値は 2.4 GHz または 5 GHz です。

• [min RSSI]：ユーザ インターフェイスにサービス アドバタイズメントを表示する RSSI の値を入

力します。
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ステップ 13 [Save] をクリックして、場所を追加します。[Service Advertisement Details] ページの場所のリストに、

場所が追加されます。

サービス アドバタイズメントへのサービス要約情報の追加

ステップ 14 [Add Advertisement] をクリックします。

[Add/Edit Advertisement] ページが表示されます。

ステップ 15 [Advertisement Type] ドロップダウン リストから、表示するアドバタイズメントのタイプを選択しま

す。

ステップ 16 [Friendly Name] テキスト ボックスに、ハンドセットに表示する名前を入力します。

ステップ 17 [Friendly Description] テキスト ボックスにサービスの説明を入力します。

ステップ 18 ハンドセットの各タイプの URL を入力します。URL は、サービスを取得できるロケーションを特定し

ます。[Add More URL] をクリックして、複数の URL を追加できます。

ステップ 19 [Save] をクリックします。この情報は MSE に適用され、自動的に同期されます。

サービス アドバタイズメントの削除

サービス アドバタイズメントを削除するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [MSAP] を選択します。

[MSAP] ページが表示されます。

ステップ 2 削除するサービス アドバタイズメントのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Delete Service Advertisement] を選択し、[Go] をク

リックするか、[MSAP] ページの [Delete] をクリックします。

ステップ 4 [OK] をクリックして、削除を実行します。

場所へのサービス アドバタイズメントの適用

サービス アドバタイズメントを場所に適用するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [MSAP] を選択します。

ステップ 2 場所に適用するサービス アドバタイズメントのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Apply to Venue(s)] を選択します。

ステップ 4 [Go] をクリックします。

ステップ 5 「MSAP サービス アドバタイズメントのプロビジョニング」（P.11-1）のステップ 6 からステップ 13 を
実行します。

または 
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[MSAP] ページで [Apply to Venues] をクリックして、「MSAP サービス アドバタイズメントのプロビ

ジョニング」（P.11-1）のステップ 6 からステップ 13 を実行します。

MSE ごとの設定済みサービス アドバタイズメントの表示

MSE ごとに設定済みのサービス アドバタイズメントを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engine] の順に選択します。

ステップ 2 [Device Name] をクリックして、そのプロパティを表示します。

[General Properties] ページが表示されます。

ステップ 3 左側のサイドバーのメニューから、[MSAP Service] > [Advertisements] の順に選択します。

[MSAP Service] ページに次の情報が表示されます。

• [Icon]：サービス プロバイダーに関連付けられたアイコンを表示します。

• [Provide Name]：サービス プロバイダー名を表示します。

• [Venue Name]：場所の名前を表示します。

• Advertisements

– [Friendly Name]：ハンドセットに表示されるわかりやすい名前。

– [Advertisement Type]：ハンドセットに表示されるアドバタイズメントのタイプ。

MSAP 統計の表示

MSAP 統計を表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services Engine] の順に選択します。

ステップ 2 [Device Name] をクリックして、そのプロパティを表示します。

[General Properties] ページが表示されます。

ステップ 3 左側のサイドバーのメニューから、[MSAP Service] > [Statistics] の順に選択します。

[MSAP Service] ページに次の情報が表示されます。

• [Top 5 Active Mobile MAC addresses]：特定の場所で もアクティブなモバイルについての情報を

表示します。

• [Top 5 Service URIs]：特定の場所またはプロバイダー上でサービスの使用量についての情報を表

示します。

MSAP ライセンス情報の [MSE Summary] ページの表示

MSE のライセンスに関する詳細については、『Cisco NCS Configuration Guide』の「Mobility Services 
Engine (MSE) License Summary」セクションを参照してください。
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サービス アドバタイズメントの同期ステータスの表示

サービス アドバタイズメントの同期ステータスを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Services] > [Synchronize Services] の順に選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーのメニューから、[Service Advertisements] を選択します。[Service Advertisements] 
ページに次の情報が表示されます。

• [Provider Name]：サービス プロバイダーの名前を表示します。

• [Service]：特定のアドバタイズメントが使用しているサービスのタイプを表示します。

• [MSE]：サービス アドバタイズメントが MSE と同期しているかどうかを表示します。

• [Sync Status]：同期ステータスを表示します。緑の 2 つの矢印アイコンは、その対応する要素が、

MSE などの指定されたサーバと同期していることを示します。灰色の 2 つの矢印と赤い円のアイ

コンは、対応する項目が指定のサーバと同期していないことを示します。

• [Message]：アドバタイズメントの同期の失敗に関連するメッセージがあれば表示します。

MSAP レポート

ここでは、MSAP レポートの作成方法について説明します。内容は次のとおりです。

• 「Mobile MAC Statistics」（P.11-5）

• 「Service URI Statistics」（P.11-6）

Mobile MAC Statistics

Report Launch Pad の [Mobile MAC Statistics] をクリックして [Mobile MAC Statistics Reports] ペー

ジを開きます。このページで、現在保存されているレポート テンプレートを有効、無効、削除、また

は実行できます。

レポートを新規作成するには、[Report Launch Pad] ページまたは [Mobile MAC Statistics Reports] 
ページで [New] をクリックします。詳細については、「Mobile MAC Statistics レポートの設定」

（P.11-5）を参照してください。

Mobile MAC Statistics レポートの設定

ここでは、Mobile MAC Statistics レポートの設定方法について説明します。

Settings

• [Report Title]：このレポート テンプレートを保存する場合は、レポート名を入力します。

• Report by

– [Mobile MAC by MSAP Server]：MSAP サーバに基づいてモバイル MAC のレポートを生成

する場合に、このオプションを選択します。

– [Mobile MAC by Venue]：場所に基づいてモバイル MAC のレポートを生成する場合に、この

オプションを選択します。

• [Report Criteria]：レポート基準は、選択した [Report By] オプションによって異なります。[Edit] 
をクリックして、必要なフィルタ基準を選択します。
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（注） [Report Criteria] ページで、[Select] をクリックしてフィルタ基準を確認するか、[Close] 
をクリックして前のページに戻ります。

• Reporting Period

– [Last]：[Last] オプション ボタンを選択し、ドロップダウン リストから期間を選択します。

– [From]：[From] オプション ボタンを選択して、開始日時と終了日時を入力します。テキスト 
ボックスに日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックして日付を選択できます。ド

ロップダウン リストから時間と分を選択します。

（注） レポート期間は、アラームの 終検出時刻に基づいています。時間は UTC タイム ゾーン

です。

（注） 固定された列は青色のフォントで表示され、使用可能な列には移動できません。

Mobile MAC Statistics レポートの結果には、次の情報が含まれています。

• モバイル MAC

• クリック数

（注） このレポートには、MSE や場所別に、クリック数に基づく もアクティブなモバイル MAC が示され

ます。複数の MSE を選択した場合は、選択したソート順序によって、MSE ごとに上位のモバイル 
MAC がグループ化されます。

Service URI Statistics

[Report Launch Pad] ページの [Service URI Statistics] をクリックして [Service URI Statistics Reports] 
ページを開きます。このページで、現在保存されているレポート テンプレートを有効、無効、削除、

または実行できます。

レポートを新規作成するには、[Report Launch Pad] または [Mobile MAC Statistics Reports] ページで 
[New] をクリックします。詳細については、「Service URI Statistics レポートの設定」（P.11-6）を参照

してください。

Service URI Statistics レポートの設定

ここでは、Service URI Statistics レポートの設定方法について説明します。

Settings

• [Report Title]：このレポート テンプレートを保存する場合は、レポート名を入力します。

• Report by

– [Service URI by MSAP Server]：MSAP サーバに基づいてモバイル MAC のレポートを生成す

る場合に、このオプションを選択します。

– [Service URI by Venue]：場所に基づいてサービス URI のレポートを生成する場合に、このオ

プションを選択します。
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– [Service URI by Mobile MAC]：モバイル MAC に基づいてサービス URI のレポートを生成す

る場合に、このオプションを選択します。

– [Service URI by Provider]：プロバイダーに基づいてサービス URI のレポートを生成する場合

に、このオプションを選択します。

• [Report Criteria]：レポート基準は、選択した [Report By] オプションによって異なります。[Edit] 
をクリックして、必要なフィルタ基準を選択します。

（注） [Report Criteria] ページで、[Select] をクリックしてフィルタ基準を確認するか、[Close] 
をクリックして前のページに戻ります。

• Reporting Period

– [Last]：[Last] オプション ボタンを選択し、ドロップダウン リストから期間を選択します。

– [From]：[From] オプション ボタンを選択して、開始日時と終了日時を入力します。テキスト 
ボックスに日付を入力するか、カレンダー アイコンをクリックして日付を選択できます。ド

ロップダウン リストから時間と分を選択します。

（注） レポート期間は、アラームの 終検出時刻に基づいています。時間は UTC タイム ゾーン

です。

（注） 固定された列は青色のフォントで表示され、使用可能な列には移動できません。

Service URI Statistics レポートの結果には、次の情報が含まれています。

• サービス URI

• モバイル MAC

• クリック数

• このレポートには、MSE や場所別に、クリック数に基づいて上位のサービス URI が示されます。

複数の MSE を選択した場合は、選択したソート順序によって、MSE ごとに上位のサービス URI 
がグループ化されます。
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C H A P T E R 12

メンテナンス操作の実行

この章では、モビリティ サービス エンジン データのバックアップおよび復元方法とモビリティ サービ

ス エンジン ソフトウェアの更新方法について説明します。また、その他のメンテナンス操作について

も説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「注意事項と制約事項」（P.12-1）

• 「失われたパスワードの復旧」（P.12-1）

• 「失われたルート パスワードの回復」（P.12-2）

• 「モビリティ サービス エンジン データのバックアップおよび復元」（P.12-2）

• 「モビリティ サービス エンジンへのソフトウェアのダウンロード」（P.12-4）

• 「NTP サーバの設定」（P.12-6）

• 「システムのリセット」（P.12-7）

• 「コンフィギュレーション ファイルの消去」（P.12-7）

注意事項と制約事項
• パスワードを忘れないようにしてください。パスワードの変更は絶対に必要な場合にだけ行ってく

ださい。

• 失われたルート パスワードの回復中に、シングル ユーザ モード パスワードをセットアップする

と、シェル プロンプトは表示されません。

失われたパスワードの復旧
モビリティ サービス エンジンのパスワードを紛失または忘れた場合に回復するには、次の手順に従い

ます。

ステップ 1 [GRUB] ページが表示されたら、Esc を押してブート メニューに入ります。

ステップ 2 e を押して編集します。

ステップ 3 kernel で始まる行に移動し、e を押します。

行の 後に、スペースに続けて数字の 1 を入力します。Enter を押してこの変更を保存します。

ステップ 4 b を押してブートを開始します。
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失われたルート パスワードの回復
ブート シーケンスの 後にシェル プロンプトが表示されます。

ステップ 5 passwd コマンドを入力すると、ルート パスワードを変更できます。

ステップ 6 新しいパスワードを入力して確定します。

ステップ 7 マシンをリブートします。

失われたルート パスワードの回復
モビリティ サービス エンジンのルート パスワードを紛失または忘れた場合に回復するには、次の手順

に従います。

ステップ 1 [GRUB] ページが表示されたら、Esc を押してブート メニューに入ります。

ステップ 2 e を押して編集します。

ステップ 3 kernel で始まる行に移動し、e を押します。

行の 後に、スペースに続けて数字の 1 を入力します。Enter を押してこの変更を保存します。

ステップ 4 b を押してブート シーケンスを開始します。

ブート シーケンスの 後にシェル プロンプトが表示されます。

（注） 単一ユーザ モードパスワードを設定する場合は、シェル プロンプトは表示されません。

ステップ 5 passwd コマンドを入力すると、ルート パスワードを変更できます。

ステップ 6 新しいパスワードを入力して確定します。

ステップ 7 マシンを再起動します。

（注） ルート パスワードを忘れないようにしてください。パスワードの変更は絶対に必要な場合にだけ行っ

てください。

モビリティ サービス エンジン データのバックアップおよび
復元

ここでは、モビリティ サービス エンジン データのバックアップおよび復元方法について説明します。

また、自動バックアップを有効にする方法についても説明します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「注意事項と制約事項」（P.12-3）

• 「モビリティ サービス エンジンの履歴データのバックアップ」（P.12-3）

• 「モビリティ サービス エンジンの履歴データの復元」（P.12-3）

• 「ロケーション データの自動バックアップの有効化」（P.12-4）
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モビリティ サービス エンジン データのバックアップおよび復元
注意事項と制約事項

• バックアップは、NCS のインストール時に指定した FTP ディレクトリに保管されます。

• 他の NCS ページで他のモビリティ サービス エンジン操作を実行しながら、バックアップ プロセ

スをバックグラウンドで実行できます。

モビリティ サービス エンジンの履歴データのバックアップ

NCS には、モビリティ サービス エンジン データをバックアップする機能があります。

モビリティ サービス エンジン データをバックアップするには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services] の順に選択します。

ステップ 2 バックアップするモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Maintenance] の順に選択します。

ステップ 4 [Backup] をクリックします。

ステップ 5 バックアップの名前を入力します。

ステップ 6 [Submit] をクリックし、NCS が実行されているサーバのハード ドライブに履歴データをバックアップ

します。

バックアップの処理中に、バックアップのステータスをこのページに表示できます。バックアップ プ
ロセス中に、このページには 3 つの項目が表示されます。（1）[Last Status] テキスト ボックスには、

バックアップのステータスを示すメッセージが表示され、（2）[Progress] テキスト ボックスには、

バックアップの完了率が表示され、（3）[Started at] テキスト ボックスには、バックアップの開始日時

が表示されます。

（注） 他の NCS ページで他のモビリティ サービス エンジン操作を実行しながら、バックアップ プロ

セスをバックグラウンドで実行できます。

（注） バックアップは、NCS のインストール時に指定した FTP ディレクトリに保管されます。

モビリティ サービス エンジンの履歴データの復元

（バックアップからの）履歴データに NCS を使用できます。

モビリティ サービス エンジン データを復元するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [Services] > [Mobility Services] の順に選択します。

ステップ 2 復元するモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 3 [System] > [Maintenance] の順に選択します。

ステップ 4 [Restore] をクリックします。

ステップ 5 ドロップダウン リストから、復元するファイルを選択します。
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モビリティ サービス エンジン データのバックアップおよび復元
ステップ 6 モビリティ サービス エンジンからすべてのサービス割り当てを永久に削除するには、[Delete 
synchronized service assignments] チェックボックスをオンにします。

このオプションは、ネットワーク設計、有線スイッチ、コントローラ、およびイベント定義に適用され

ます。既存のロケーション履歴データは維持されますが、今後ロケーション計算を実行するときには手

動サービス割り当てを使用する必要があります。

ステップ 7 [Submit] をクリックして復元プロセスを開始します。

ステップ 8 [OK] をクリックし、Cisco NCS サーバのハード ドライブからデータを復元することを確定します。

復元が完了すると、NCS にそのことを示すメッセージが表示されます。

（注） 復元プロセスの実行中に、他のモビリティ サービス エンジン操作を実行しないでください。

ロケーション データの自動バックアップの有効化

ロケーション データの自動バックアップを定期的に実行するように NCS を設定できます。

モビリティ サービス エンジンのロケーション データの自動バックアップを有効にするには、次の手順

に従います。

ステップ 1 [Administration] > [Background Tasks] の順に選択します。

ステップ 2 [Mobility Service Backup] チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 [Select a command] ドロップダウン リストから、[Enable Task] を選択し、[Go] をクリックします。

バックアップは、NCS のインストール時に指定した FTP ディレクトリに保管されます。

モビリティ サービス エンジンへのソフトウェアのダウンロード

ソフトウェアをモビリティ サービス エンジンにダウンロードするには、次の手順に従います。

ステップ 1 アプリケーション コードのダウンロードに使用する Cisco NCS サーバまたは外部 FTP サーバから、モ

ビリティ サービス エンジンに対して ping を実行できることを確認します。

ステップ 2 [Services] > [Mobility Services Engine] の順に選択します。

ステップ 3 ソフトウェアをダウンロードするモビリティ サービス エンジンの名前をクリックします。

ステップ 4 左側のサイドバーのメニューから、[System] > [Maintenance] > [Download Software] の順に選択しま

す。

ステップ 5 ソフトウェアをダウンロードするには、次のいずれかを実行します。

• NCS ディレクトリにリストされているソフトウェアをダウンロードするには、[Select from 
uploaded images to transfer into the Server] オプション ボタンを選択します。ドロップダウン リス

トからバイナリ イメージを選択します。

NCS により、バイナリ イメージが NCS のインストール時に指定した FTP サーバ ディレクトリに

ダウンロードされます。
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モビリティ サービス エンジン データのバックアップおよび復元
• ローカルまたはネットワーク経由で使用可能なダウンロード済みソフトウェアを使用するには、

[Browse a new software image to transfer into the Server] オプション ボタンを選択し、[Choose 
File] をクリックします。ファイルを見つけ、[Open] をクリックします。

ステップ 6 [Download] をクリックし、ソフトウェアをモビリティ サービス エンジンの /opt/installers ディレクト

リにダウンロードします。

ステップ 7 イメージがモビリティ サービス エンジンに転送されたら、モビリティ サービス エンジンのコマンドラ

イン インターフェイスにログインします。

ステップ 8 ./.bin mse image コマンドを入力して、/opt/installers ディレクトリからインストーラ イメージを実行

します。これによりソフトウェアがインストールされます。

ステップ 9 ソフトウェアを実行するには、/etc/init.d/msed start コマンドを入力します。

（注） ソフトウェアを停止するには、/etc/init.d/msed stop コマンドを入力し、ステータスをチェッ

クするには、/etc/init.d/msed status コマンドを入力します。

ソフトウェアの手動ダウンロード

NCS を使用してモビリティ サービス エンジン ソフトウェアを自動的に更新しない場合、次の手順に従

い、ローカル（コンソール）またはリモート（SSH）接続を使用してソフトウェアを手動でアップグ

レードします。

ステップ 1 新しいモビリティ サービス エンジン イメージをハード ドライブに転送します。

a. root としてログインし、バイナリ設定を使用して外部 FTP サーバのルート ディレクトリからイ

メージを送信します。リリース ノート形式は CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.gz のようにな

り、リリースごとに変更されます。

（注） この時点では、モビリティ サービス エンジン イメージは圧縮されています。

（注） FTP サーバのデフォルト ログイン名は ftp-user です。

入力は、次の例のようになります。

# cd /opt/installers 
# ftp <FTP Server IP address> 
Name: <login> 
Password: <password> 
binary 
get CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.gz 
<CTRL-Z>
# 

b. イメージ（CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.gz）がモビリティ サービス エンジンの 
/opt/installers ディレクトリにあることを確認します。

c. イメージ ファイルを圧縮解除（解凍）するには、次のコマンドを入力します。
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NTP サーバの設定
gunzip CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.gz

圧縮解除すると、bin ファイルが生成されます。

d. CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x-64bit.bin.gz ファイルにルート ユーザの実行権限があることを確認し

ます。ない場合は、次のコマンドを入力します。

chmod 755 CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x.bin.

ステップ 2 モビリティ サービス エンジンを手動で停止します。

ステップ 3 root としてログインし、次のコマンドを入力します。

/etc/init.d/msed stop.

ステップ 4 新しいモビリティ サービス エンジン イメージをインストールするには、次のコマンドを入力します。

/opt/installers/CISCO-MSE-L-K9-x-x-x-x.bin.

ステップ 5 次のコマンドを入力して、新しいモビリティ サービス エンジン ソフトウェアを開始します。

/etc/init.d/msed start

注意 スクリプト ファイルをアンインストールする次の手順を実行するように指示された場合に限り、こ

の手順を実行します。ファイルを削除すると、履歴データが不必要に消去されます。

ステップ 6 次のコマンドを入力して、モビリティ サービス エンジンのスクリプト ファイルをアンインストールし

ます。

/opt/mse/uninstall

NTP サーバの設定
NTP サーバを設定して、モビリティ サービス エンジンの時刻と日付を設定できます。

（注） • モビリティ サービス エンジンの自動インストール スクリプトの一環として、NTP をイネーブルに

し、NTP サーバ IP アドレスを入力するように求めるプロンプトが自動的に表示されます。自動イ

ンストール スクリプトの詳細については、次の URL にある『Cisco 3350 Mobility Services Engine 
Getting Started Guide』または『Cisco 3310 Mobility Services Engine Getting Started Guide』を参

照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/prod_installation_guides_list.html

• モビリティ サービス エンジンのインストール後に NTP サーバのインストールを追加または変更す

る必要がある場合、自動インストール スクリプトを再実行します。スクリプトをタブで指定して

他の値を調整せずに NTP サーバを設定できます。

（注） NTP サーバの設定の詳細については、Linux の設定ガイドを参照してください。
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システムのリセット
システムのリセット
モビリティ サービス エンジン ハードウェアの再起動またはシャットダウンについては、「システムの

再起動またはシャットダウン」（P.6-10）を参照してください。

コンフィギュレーション ファイルの消去
コンフィギュレーション ファイルの消去については、「システム データベースの消去」（P.6-10）を参

照してください。
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コンフィギュレーション ファイルの消去
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 P P E N D I X A

MSE システムとアプライアンスの強化のガイ
ドライン

この付録では、公開するべきサービスおよびプロセスが適切に動作するために必要な MSE の強化につ

いて説明します。これは、MSE アプライアンスのベスト プラクティスと呼ばれます。MSE の強化に

は、不要なサービスの無効化、 新のサーバ バージョンへのアップグレード、ファイル、サービス、

エンド ポイントへの適切な制限付き権限の適用が含まれます。

この付録の内容は、次のとおりです。

• 「セットアップ ウィザードの更新」（P.A-1）

• 「Certificate Management」（P.A-2）

• 「SNMPv3 の NCS GUI 更新」（P.A-10）

• 「更新されたオープン ポートのリスト」（P.A-10）

• 「Syslog のサポート」（P.A-10）

• 「MSE および RHEL 5」（P.A-11）

セットアップ ウィザードの更新
ここでは、Setup.sh スクリプトに含まれる設定オプションについて説明します。内容は次のとおりで

す。

• 「将来の再起動日時の設定」（P.A-1）

• 「MSE ログをパブリッシュするためのリモート Syslog サーバの設定」（P.A-2）

• 「ホストのアクセス コントロールの設定」（P.A-2）

将来の再起動日時の設定

MSE を再起動する日時を指定する場合は、このオプションを使用します。何も指定しない場合、土曜

日の午前 1 時がデフォルトとして使用されます。（この後のセクション全体で config コマンド オプショ

ンを書き換えます）

例：

Configure future restart day and time ? (Y)es/(S)kip [Skip]:
A-1
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Certificate Management
MSE ログをパブリッシュするためのリモート Syslog サーバの設定

IP アドレス、プライオリティ パラメータ、プライオリティ レベル、および機能を指定して、リモート 
Syslog サーバを設定するには、このオプションを使用します。

例：

A Remote Syslog Server has not been configured for this machine.
Configure Remote Syslog Server Configuration parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default 
[Skip]: y
Configure Remote Syslog Server IP address: 

Configure Remote Syslog Server Priority parameter.
select a priority level
1)ERROR (ERR)
2)WARNING
3)INFO
Enter a priority level (1-3) :2
Configure Remote Syslog Server's Facility parameter.
Select a logging facility
0) LOCAL0 (16)
1) LOCAL1 (17)
2) LOCAL2 (18)
3) LOCAL3 (19)
4) LOCAL4 (20)
5) LOCAL5 (21)
6) LOCAL6 (22)
7) LOCAL7 (23)
Enter a facility(0-7) :4

ホストのアクセス コントロールの設定

このオプションを使用して、MSE にアクセスするためのホストを追加、削除、またはクリアできます。

例：

Enter whether or not you would like to change the iptables for this machine (giving access 
to certain host).
Configure Host access control settings ? (Y)es/(S)kip [Skip]: y
Choose to add/delete/clear host for access control(add/delete/clear): add
Enter IP address of the host / subnet for access to MSE : 258.19.35.0/24 (Rewrite the IP)

setup.sh スクリプトの詳細については、『Cisco 3350 Mobility Services Engine Getting Started Guide』
を参照してください。

Certificate Management
現在、MSE には自己生成の証明書が付属しています。SSL 接続の確立時に信頼を確立するために、

MSE は、有効なシスコの認証局（CA）発行の証明書を使用するか、有効な CA 発行のサーバ証明書の

インポートを許可します。これを実行するには、コマンドライン インターフェイス ベースの 
CertMgmt.sh を使用して、サーバと CA 証明書をインポートします。

CertMgmt.sh スクリプト ファイルにアクセスするには、次のフォルダに移動します。

/opt/mse/framework/bin/

ここでは、CertMgmt.sh スクリプトを使用して実行できるタスクについて説明します。内容は次のと

おりです。
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Certificate Management
• 「CSR の作成」（P.A-3）

• 「CA 証明書のインポート」（P.A-4）

• 「サーバ証明書のインポート」（P.A-4）

• 「クライアント証明書の検証の有効化または無効化」（P.A-5）

• 「OCSP の設定」（P.A-5）

• 「CRL のインポート」（P.A-6）

• 「証明書設定のクリア」（P.A-6）

• 「証明書設定の表示」（P.A-7）

CSR の作成

証明書署名要求を作成するには、このオプションを使用します。この要求の出力は、サーバの証明書署

名要求およびキーです。CA 証明書を生成するには、サーバ CSR をコピーし、認証局の Web サイトに

貼り付ける必要があります。

例：

Certificate Management Options
                1: Import CA Certificate
                2: Import Server Certificate
                3: Enable Client Certificate Validation
                4. Disable Client Certificate Validation
                5: OCSP Settings
                6: Import a CRL
                7: Create a CSR (Certificate Signing request)
                8: Clear Certificate Configuration
                9: Show Certificate Configuration
                10: Exit
Please enter your choice (1-10)
7
Enter the directory in which the CSR needs to be stored:/root/TestFolder
Enter the Keysize: 2048
Generating a 2048 bit RSA private key
..........................................................+++
.........+++
writing new private key to '/root/TestFolder/mseserverkey.pem'
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
Verify failure
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [GB]:IN
State or Province Name (full name) [Berkshire]:State
Locality Name (eg, city) [Newbury]:City
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:xyz
Organizational Unit Name (eg, section) []:ABCD
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:example-mse
Email Address []:user@example.com
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Certificate Management
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:password123
An optional company name []:abc
The CSR is in: /root/TestFolder/mseservercsr.pem
The Private key is in: /root/TestFolder/mseserverkey.pem

CA 証明書のインポート

認証局は、送信したサーバ CSR と秘密キーに基づいて CA 証明書を送信します。

CA 証明書をインポートするには、[Import CA Certificate] オプションを使用します。

例：

Certificate Management Options
                1: Import CA Certificate
                2: Import Server Certificate
                3: Enable Client Certificate Validation
                4. Disable Client Certificate Validation
                5: OCSP Settings
                6: Import a CRL
                7: Create a CSR (Certificate Signing request)
                8: Clear Certificate Configuration
                9: Show Certificate Configuration
                10: Exit
Please enter your choice (1-10)
1
Do you want to file(0) or scp(1) transfer (0/1) 0
Enter the full path of the CA certificate file /root/TestFolder/CACert.cer
Successfully transferred the file
Import CA Certificate successful

サーバ証明書のインポート

CA 証明書を取得した後、サーバ証明書を取得する必要があります。次に、サーバ証明書の 後の方に

秘密キー情報を追加する必要があります。

サーバ証明書をインポートするには、[Import Server Certificate] オプションを使用します。

例：

Certificate Management Options
                1: Import CA Certificate
                2: Import Server Certificate
                3: Enable Client Certificate Validation
                4. Disable Client Certificate Validation
                5: OCSP Settings
                6: Import a CRL
                7: Create a CSR (Certificate Signing request)
                8: Clear Certificate Configuration
                9: Show Certificate Configuration
                10: Exit
Please enter your choice (1-10)
2
Do you want to file(0) or scp(1) transfer (0/1) 0
Enter the full path of the server certificate file /root/TestFolder/ServerCertUpdated.cer
Successfully transferred the file
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Certificate Management
Enter pass phrase for /var/mse/certs/exportCert.cer:
Enter Export Password:
Verifying - Enter Export Password:
Enter password for PKCS12 file:
pk12util: PKCS12 IMPORT SUCCESSFUL
Validation is Successful
Import Server Certificate successful

クライアント証明書の検証の有効化または無効化

認証局から取得する CA 証明書は、関連付けられたクライアントにもコピーされます。

クライアント証明書の検証を有効または無効にするには、このオプションを使用します。

例：

Certificate Management Options
                1: Import CA Certificate
                2: Import Server Certificate
                3: Enable Client Certificate Validation
                4. Disable Client Certificate Validation
                5: OCSP Settings
                6: Import a CRL
                7: Create a CSR (Certificate Signing request)
                8: Clear Certificate Configuration
                9: Show Certificate Configuration
                10: Exit
Please enter your choice (1-10)
3
Enabling client certificate validation done

Certificate Management Options
                1: Import CA Certificate
                2: Import Server Certificate
                3: Enable Client Certificate Validation
                4. Disable Client Certificate Validation
                5: OCSP Settings
                6: Import a CRL
                7: Create a CSR (Certificate Signing request)
                8: Clear Certificate Configuration
                9: Show Certificate Configuration
                10: Exit
Please enter your choice (1-10)
3
Enabling client certificate validation done

OCSP の設定

Online Certificate Status Protocol（OCSP）設定を行うには、このオプションを使用します。OCSP 
URL およびデフォルト名を入力するように促されます。つまり、認証局の URL およびデフォルト名を

指定するよう求められます。

例：

Certificate Management Options
                1: Import CA Certificate
                2: Import Server Certificate
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Certificate Management
                3: Enable Client Certificate Validation
                4. Disable Client Certificate Validation
                5: OCSP Settings
                6: Import a CRL
                7: Create a CSR (Certificate Signing request)
                8: Clear Certificate Configuration
                9: Show Certificate Configuration
                10: Exit
Please enter your choice (1-10)
5
Enter the OCSP URL :
http://ocsp.227.104.178.224
Enter the default ocsp name :ExampleServer

CRL のインポート

認証局の Web サイトから取得した証明書失効リスト（CRL）をインポートするには、このオプション

を使用します。

例：

Certificate Management Options
                1: Import CA Certificate
                2: Import Server Certificate
                3: Enable Client Certificate Validation
                4. Disable Client Certificate Validation
                5: OCSP Settings
                6: Import a CRL
                7: Create a CSR (Certificate Signing request)
                8: Clear Certificate Configuration
                9: Show Certificate Configuration
                10: Exit
Please enter your choice (1-10)
6
Do you want to file(0) or scp(1) transfer (0/1) 0
Enter the full path of the CRL file /root/TestFolder/Sample.crl
Successfully transferred the file
Import CRL successful

証明書設定のクリア

証明書設定をクリアするには、このオプションを使用します。

例：

Certificate Management Options
                1: Import CA Certificate
                2: Import Server Certificate
                3: Enable Client Certificate Validation
                4. Disable Client Certificate Validation
                5: OCSP Settings
                6: Import a CRL
                7: Create a CSR (Certificate Signing request)
                8: Clear Certificate Configuration
                9: Show Certificate Configuration
                10: Exit
Please enter your choice (1-10)
8
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Certificate Management
httpd (no pid file) not running
Flushing firewall rules: [  OK  ]
Setting chains to policy ACCEPT: filter [  OK  ]
Unloading iptables modules: [  OK  ]

証明書設定の表示

証明書設定の詳細を表示するには、このオプションを使用します。

例：

Certificate Management Options
                1: Import CA Certificate
                2: Import Server Certificate
                3: Enable Client Certificate Validation
                4. Disable Client Certificate Validation
                5: OCSP Settings
                6: Import a CRL
                7: Create a CSR (Certificate Signing request)
                8: Clear Certificate Configuration
                9: Show Certificate Configuration
                10: Exit
Please enter your choice (1-10)
9

Certificate Nickname                                         Trust Attributes
                                                             SSL,S/MIME,JAR/XPI

CA-Cert1296638915                                            CT,,
Server-Cert                                                  u,u,u
=========================================================
*************************  Certificates in the database  ********************
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            74:a1:38:25:75:94:a5:9a:43:2d:4a:23:bd:82:bc:e5
        Signature Algorithm: PKCS #1 SHA-1 With RSA Encryption
        Issuer: "CN=ROOTCA1"
        Validity:
            Not Before: Tue Nov 16 18:49:25 2010
            Not After : Mon Nov 16 18:59:25 2015
        Subject: "CN=ROOTCA1"
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: PKCS #1 RSA Encryption
            RSA Public Key:
                Modulus:
                    da:06:43:70:56:d8:41:ec:69:e6:65:ad:c5:3b:04:0b:
                    cb:cd:83:7c:5f:6e:8f:aa:17:50:6b:6a:3a:48:35:a6:
                    65:8a:47:91:48:2f:93:2b:d8:53:6b:33:5c:a9:c2:b2:
                    33:c2:fc:9c:55:25:19:d0:79:23:3f:66:60:24:04:ce:
                    a3:08:c7:60:f0:b0:8d:b1:31:71:f5:b9:3f:17:46:1a:
                    fd:3d:c9:3b:9f:bf:fe:a3:8d:13:52:aa:6b:59:80:43:
                    f8:24:e7:49:10:ca:54:6c:f7:aa:77:04:4b:c2:3f:96:
                    8d:a1:46:e8:16:1e:a8:e6:86:f4:5c:a0:e5:15:eb:f8:
                    5a:72:97:f9:09:65:84:f6:a5:0b:a3:c6:ab:a9:9e:61:
                    07:5a:8d:b1:af:93:3b:68:53:8a:5d:f0:14:6e:02:e4:
                    38:d2:31:29:5e:a2:1a:93:de:a0:bd:44:9b:05:fd:7b:
                    5f:59:23:a1:47:97:87:84:dd:0e:9f:0a:09:cd:df:34:
                    b9:6f:9c:b5:4d:07:23:8b:a5:27:16:cd:75:5a:6e:f1:
                    c1:5b:6b:21:3a:fd:d9:4d:72:b4:d6:dc:37:86:c2:e3:
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Certificate Management
                    60:56:69:3c:52:27:19:bf:4c:0c:ea:6e:34:29:8c:cf:
                    17:50:b3:31:cc:86:1e:32:dc:40:58:92:26:88:58:63
                Exponent: 65537 (0x10001)
        Signed Extensions:
            Name: Certificate Key Usage
            Usages: Digital Signature
                    Certificate Signing
                    CRL Signing

            Name: Certificate Basic Constraints
            Critical: True
            Data: Is a CA with no maximum path length.

            Name: Certificate Subject Key ID
            Data:
                30:89:49:06:62:fe:6c:29:75:bc:90:8b:a5:6a:87:f8:
                8e:61:49:eb

            Name: Microsoft CertServ CA version
            Data: 0 (0x0)

    Signature Algorithm: PKCS #1 SHA-1 With RSA Encryption
    Signature:
        d6:35:b9:27:1f:5b:1a:12:9d:41:a3:16:3a:3a:08:ba:
        91:f4:a9:4b:1b:ff:71:7c:4e:74:16:36:05:04:37:27:
        d0:73:66:a2:47:50:0d:b3:fa:b1:34:dc:36:b8:a9:0a:
        2d:5c:84:35:30:51:4f:7b:55:47:00:53:73:40:c8:95:
        a9:82:83:32:06:ed:0c:95:6d:b1:13:08:3a:e3:cc:88:
        40:9f:e6:43:8c:36:88:e4:a1:91:3e:20:74:29:bf:91:
        25:c1:ef:bc:10:bb:cb:be:08:2c:64:2d:41:a1:3f:81:
        48:ed:80:ed:97:68:6d:83:30:e2:c8:90:ce:45:3a:45:
        cc:78:3c:c4:af:62:73:6a:29:60:c7:70:b1:4c:84:43:
        77:2d:9c:b9:13:dc:9c:b5:8c:74:62:7b:8e:41:ed:37:
        b8:2c:c0:3b:0c:49:cf:61:40:cc:2c:22:74:b2:6b:50:
        e8:31:c9:5f:b8:04:dd:39:7a:9a:46:5e:ee:5a:e8:6a:
        4b:75:97:69:7e:fc:7f:9d:9f:df:f0:3f:06:62:79:77:
        d9:a8:49:a6:00:bf:93:61:00:aa:55:11:26:92:f4:c2:
        8a:61:21:80:af:ef:ab:22:11:ee:10:79:15:4b:1a:8f:
        ae:55:c5:61:03:8e:db:1a:3e:5a:6f:a6:6d:3e:5b:a4
    Fingerprint (MD5):
        31:54:A0:D3:A7:40:1A:1E:95:8E:8A:D9:EC:70:47:35
    Fingerprint (SHA1):
        F5:72:62:5C:46:AB:2A:5D:7A:75:DA:CB:44:E6:38:76:E0:9E:17:C3

    Certificate Trust Flags:
        SSL Flags:
            Valid CA
            Trusted CA
            Trusted Client CA
        Email Flags:
        Object Signing Flags:

Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            4d:a9:34:de:00:00:00:00:00:0b
        Signature Algorithm: PKCS #1 SHA-1 With RSA Encryption
        Issuer: "CN=ROOTCA1"
        Validity:
            Not Before: Wed Feb 02 22:40:44 2011
            Not After : Thu Feb 02 22:50:44 2012
        Subject: "E=abc@example.com,CN=abc-mse,OU=XYZ,O=Companyo,L=City,S
            T=State,C=IN"
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Certificate Management
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: PKCS #1 RSA Encryption
            RSA Public Key:
                Modulus:
                    a8:7b:2f:57:94:53:fc:90:c9:37:cb:9a:b3:f6:f4:b8:
                    02:04:f3:f8:d8:e1:d1:23:d4:62:7b:30:05:d2:b0:da:
                    17:88:b0:22:d5:a6:04:c6:66:fc:64:54:ff:78:5b:f9:
                    ef:05:3a:3e:ec:b8:01:7c:3c:9b:78:ac:1d:7f:fb:3b:
                    39:f5:31:d2:a2:27:d8:d1:ee:2e:77:98:04:bb:7c:f6:
                    0b:9c:ea:15:12:cf:3d:1c:b8:57:63:df:2b:00:48:25:
                    32:e4:58:9a:e1:ff:80:5d:2c:24:75:e2:06:de:e6:ae:
                    03:7e:c5:f6:e7:97:4d:c1:ad:19:4f:47:20:6c:8d:7a:
                    60:75:85:34:3e:ed:f3:1a:77:65:e2:7a:18:e1:17:3d:
                    bd:62:1a:1c:4a:d9:49:c3:93:2e:6a:69:fc:e8:87:1e:
                    dc:69:11:63:f1:17:63:41:e4:8d:1e:19:3c:e8:80:a9:
                    6b:04:c8:18:fb:c9:fe:9d:77:71:30:d2:87:46:82:49:
                    0a:1d:ed:4d:ad:66:ad:65:6f:fb:b2:6a:31:45:33:59:
                    a7:04:3a:2d:72:f7:55:02:fa:99:02:d9:dd:5e:21:4b:
                    2c:c9:3e:cc:a4:a0:dd:4c:4f:7f:be:45:a7:dd:a9:c4:
                    ad:bc:a9:25:a6:1f:53:b8:d0:98:4a:b7:c3:41:a3:d7
                Exponent: 65537 (0x10001)
        Signed Extensions:
            Name: Certificate Subject Key ID
            Data:
                bc:a3:66:c6:19:07:56:0a:90:7a:b1:1a:ea:37:17:20:
                74:b8:f1:f5

            Name: Certificate Authority Key Identifier
            Key ID:
                30:89:49:06:62:fe:6c:29:75:bc:90:8b:a5:6a:87:f8:
                8e:61:49:eb

            Name: CRL Distribution Points
            URI: "http://win-bncnizib5e2/CertEnroll/ROOTCA1.crl"
            URI: "file://WIN-BNCNIZIB5E2/CertEnroll/ROOTCA1.crl"

            Name: Authority Information Access
            Method: PKIX CA issuers access method
            Location:
                URI: "http://win-bncnizib5e2/CertEnroll/WIN-BNCNIZIB5E2_ROOTC
                    A1.crt"
            Method: PKIX CA issuers access method
            Location:
                URI: "file://WIN-BNCNIZIB5E2/CertEnroll/WIN-BNCNIZIB5E2_ROOTC
                    A1.crt"

    Signature Algorithm: PKCS #1 SHA-1 With RSA Encryption
    Signature:
        aa:13:74:0d:d1:8c:85:cc:3d:8f:35:c7:e5:9b:a6:4c:
        f8:8b:12:a0:12:9f:dc:0a:0a:b5:40:12:eb:05:a9:2b:
        65:c5:a3:22:62:1f:47:cd:dd:0f:b8:03:11:a5:63:23:
        64:a7:f8:8b:ec:d4:21:dc:d8:22:de:52:75:d9:fb:23:
        d4:14:35:d8:78:b7:e2:23:75:05:b4:d0:09:e0:55:ec:
        96:8c:22:23:fb:86:74:71:69:ac:03:57:b6:ec:14:a9:
        f9:99:b3:98:4c:00:69:e2:26:f8:7b:e9:a0:2a:c2:f4:
        6a:75:fc:d1:08:d6:5b:76:93:7a:2c:21:8b:83:ab:52:
        a0:85:16:f1:38:35:01:8d:21:34:60:b7:82:39:a7:42:
        e7:5f:1a:b7:9d:bf:54:ee:27:97:ba:f8:ca:31:d4:35:
        67:55:36:02:b4:48:ab:16:ee:0f:65:56:48:51:de:aa:
        9f:7d:35:9b:eb:58:3a:0c:4a:8a:ae:3a:18:47:e3:11:
        7b:82:b3:fb:88:94:df:85:82:23:0b:07:46:12:2c:d0:
        dd:a7:91:c0:e1:4c:e7:38:9e:34:30:9b:b6:db:c6:8d:
        03:df:6e:6b:27:76:da:31:50:44:cd:c8:21:30:42:3c:
        75:dc:99:d2:6b:91:9e:bd:b0:5c:8a:52:6b:92:41:0f
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SNMPv3 の NCS GUI 更新
    Fingerprint (MD5):
        77:73:3C:D6:B9:2E:F2:AA:C4:A6:7E:9F:60:D7:55:F7
    Fingerprint (SHA1):
        60:F8:DC:D2:75:BA:D9:35:4D:21:60:CA:90:EF:09:67:FF:D0:DC:CF

    Certificate Trust Flags:
        SSL Flags:
            User
        Email Flags:
            User
        Object Signing Flags:
            User

******************************  CRLs in the database  ***********************
None
*******************  Client Certification Settings  ****************************
Client Certificate Validation is disabled
******************************  OCSP Setting  *********************************
OCSP URL :
http://ocsp.227.104.178.224
OCSP nick name :ExampleServer
=========================================================

SNMPv3 の NCS GUI 更新
SNMPv3 関連のグラフィカル ユーザ インターフェイスの変更の詳細については、次の項を参照してく

ださい。

• 「イベント定義の追加」（P.8-8）

• 「トラップ宛先の追加」（P.6-6）

更新されたオープン ポートのリスト 
非ユーザ要件の一部として、MSE は HTTP（8880）および HTTP（8843）ポートでリッスンします。

次に、MSE のオープン ポートを示します。

Syslog のサポート
DoD 要件に確実に準拠するために、wIPS では syslog メッセージングがサポートされます。

TCP 80、443、22、8001

4096、1411、4000X（x=1、5）

UDP 162、12091、12092
A-10
Cisco Context-Aware Service コンフィギュレーション ガイド

OL-23943-02-J



付録  A       MSE システムとアプライアンスの強化のガイドライン

MSE および RHEL 5
MSE および RHEL 5
MSE OS は、RHEL（Red Hat Enterprise Linux）5 に基づいており、MSE OS でサポートされる 新

バージョンの RHEL は 5.4 です。RHEL 5.3 以前を使用している場合は、openssl パッチをダウンロー

ドして更新します。RHEL5.4 へのアップグレードでは、（4.3p2-26.el5_2.1 の脆弱性に対応する）

OpenSSH バージョン 4.3p2-36.el5 がサポートされます。
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MSE および RHEL 5
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