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表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

説明表記法

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

^または Ctrl

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、太字フォ

ントで示しています。

boldフォント

ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するための引

数は、italicフォントで示しています。
Italicフォント

システムが表示するターミナルセッションおよび情報は、courierフォ

ントで示しています。

courierフォント

太字の courierフォントは、ユーザが入力しなければならないテキスト

を示します。

太字の courierフォン

ト

角カッコの中の要素は、省略可能です。[x]

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

...
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説明表記法

パイプと呼ばれる縦棒は、一連のキーワードまたは引数の選択肢である

ことを示します。

|

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

[x | y]

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

{x | y}

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意または必須

の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角カッコ内

の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示し

ています。

[x {y | z}]

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

string

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま

す。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示

しています。

[ ]

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

!、#

読者への警告の表記法

このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒント

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され

ています。

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

安全上の重要事項

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

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

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

の警告を参照してください。（日本語版は削除）

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

関連資料

controllerをインストールまたはアップグレードする前に、controllerのリリースノートを参照し
てください。

（注）

•次の URLにある Cisco Validated Design（CVD）のマニュアル：

http://www.cisco.com/go/designzone

•次の URLにあるエラーメッセージデコーダ：

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

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

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

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

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
    OL-32324-01-J xvii

はじめに

関連資料

http://www.cisco.com/go/designzone
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
xviii OL-32324-01-J   

はじめに

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート



第 1 章

コマンドラインインターフェイスの使用

この章は、次の内容で構成されています。

• コマンドラインインターフェイスの使用に関する情報, 1 ページ

• CLIを使用して機能を設定する方法, 8 ページ

コマンドラインインターフェイスの使用に関する情報

コマンドモード

Cisco IOSユーザインターフェイスは、いくつかのモードに分かれています。使用できるコマン
ドの種類は、現在のモードによって異なります。システムプロンプトに疑問符（?）を入力する
と、各コマンドモードで使用できるコマンドの一覧が表示されます。

CLIセッションはコンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用することによって開始で
きます。

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

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

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

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

れ、controllerをリブートするときに使用されます。各種のコンフィギュレーションモードにアク
セスするには、まずグローバルコンフィギュレーションモードを開始する必要があります。グ
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ローバルコンフィギュレーションモードから、インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドおよびラインコンフィギュレーションモードに移行できます。

次の表に、主要なコマンドモード、各モードへのアクセス方法、各モードで表示されるプロンプ

ト、およびモードの終了方法を示します。
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表 1：コマンドモードの概要

モードの用途終了方法プロンプトアクセス方法モード

このモードを使用

して次の作業を行

います。

•端末の設定変
更

•基本テストの
実行

•システム情報
の表示

logoutまたは
quitを入力し
ます。

Controller>Telnet、SSH、ま
たはコンソールを

使用してセッショ

ンを開始します。

ユーザ EXEC

このモードを使用

して、入力したコ

マンドを確認しま

す。パスワードを

使用して、この

モードへのアクセ

スを保護します。

このモードを使用

して、アクセスポ

イントの特権

EXECコマンドを
実行します。これ

らのコマンドはコ

ントローラの実行

コンフィギュレー

ションの一部では

なく、アクセスポ

イントの IOSコン
フィギュレーショ

ンに送信されま

す。

disableを入力
して終了しま

す。

Controller#ユーザ EXEC
モードで、enable
コマンドを入力し

ます。

特権 EXEC

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

ます。

グローバルコン

フィギュレーショ

ン
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モードの用途終了方法プロンプトアクセス方法モード

このモードは、

controller全体に適
用するパラメータ

を設定する場合に

使用します。

このモードを使用

して、コントロー

ラの実行コンフィ

ギュレーションの

一部であるアクセ

スポイントコマン

ドを設定します。

終了して特権

EXECモード
に戻るには、

exitまたは
endコマンド
を入力する

か、Ctrl+Zを
押します。

このモードを使用

して、VLAN（仮
想LAN）パラメー
タを設定します。

VTPモードがトラ
ンスペアレントで

あるときは、拡張

範囲 VLAN
（VLAN IDが
1006以上）を作成
してcontrollerのス
タートアップコン

フィギュレーショ

ンファイルに設定

を保存できます。

グローバルコ

ンフィギュ

レーション

モードに戻る

場合は、exit
コマンドを入

力します。

特権 EXEC
モードに戻る

には、Ctrl+Z
を押すか、

endを入力し
ます。

Controller(config-vlan)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

vlan vlan-idコマ
ンドを入力しま

す。

VLANコンフィ
ギュレーション

このモードを使用

して、イーサネッ

トポートのパラ

メータを設定しま

す。

終了してグ

ローバルコン

フィギュレー

ションモード

に戻るには、

exitを入力し
ます。

特権 EXEC
モードに戻る

には、Ctrl+Z
を押すか、

endを入力し
ます。

Controller(config-if)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

interfaceコマンド
を入力し、イン

ターフェイスを指

定します。

インターフェイス

コンフィギュレー

ション
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モードの用途終了方法プロンプトアクセス方法モード

ラインコンフィ

ギュレーション

このモードを使用

して、端末回線の

パラメータを設定

します。

終了してグ

ローバルコン

フィギュレー

ションモード

に戻るには、

exitを入力し
ます。

特権 EXEC
モードに戻る

には、Ctrl+Z
を押すか、

endを入力し
ます。

Controller(config-line)#グローバルコン

フィギュレーショ

ンモードで、

line vtyまたは
line consoleコマ
ンドを使用して回

線を指定します。

ヘルプシステムの使用

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

表示することもできます。

手順の概要

1. help
2. abbreviated-command-entry ?
3. abbreviated-command-entry <Tab>
4. ?
5. command ?
6. command keyword ?

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コマンドモードのヘルプシステムの簡単な説明

を表示します。

help

例：
Controller# help

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

特定のストリングで始まるコマンドのリストを

表示します。

abbreviated-command-entry ?

例：
Controller# di?
dir disable disconnect

ステップ 2   

特定のコマンド名を補完します。abbreviated-command-entry <Tab>

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

ステップ 3   

特定のコマンドモードで使用可能なすべてのコ

マンドをリストします。

?

例：
Controller> ?

ステップ 4   

コマンドに関連するキーワードを一覧表示しま

す。

command ?

例：
Controller> show ?

ステップ 5   

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

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

ステップ 6   

receiver must keep this packet

コマンドの省略形

controllerでコマンドが一意に認識される長さまでコマンドを入力します。

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

Controller# show conf

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

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

機能をイネーブルにすることができます。

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

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

れらのコマンドについては、defaultコマンドを使用すると、コマンドがイネーブルになり、変数
がデフォルト値に設定されます。

CLI のエラーメッセージ
次の表に、CLIを使用してcontrollerを設定するときに表示される可能性のあるエラーメッセージ
の一部を紹介します。

表 2：CLI の代表的なエラーメッセージ

ヘルプの表示方法意味エラーメッセージ

コマンドを再入力し、最後に疑

問符（?）を入力します。コマ
ンドと疑問符の間にはスペース

を入れません。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

controllerがコマンドとして認識
できるだけの文字数が入力され

ていません。

% Ambiguous command: "show
con"

コマンドを再入力し、最後に疑

問符（?）を入力します。コマ
ンドと疑問符の間にはスペース

を 1つ入れます。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

コマンドに必須のキーワードま

たは値が、一部入力されていま

せん。

% Incomplete command.

疑問符（?）を入力すると、そ
のコマンドモードで利用でき

るすべてのコマンドが表示され

ます。

コマンドとともに使用できる

キーワードが表示されます。

コマンドの入力ミスです。間

違っている箇所をキャレット

（^）記号で示しています。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.
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コンフィギュレーションロギング

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

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

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

方式もあります。 Syslogへこの通知を送信することも選択できます。

CLIまたは HTTPの変更のみがログとして記録されます。（注）

CLI を使用して機能を設定する方法

コマンド履歴の設定

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

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

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

コマンド履歴バッファサイズの変更

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

手順の概要

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

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードで現在のターミナルセッション中に
controllerが記録するコマンドラインの数を変更します。
サイズは 0から 256までの間で設定できます。

terminal history [size number-of-lines]

例：
Controller# terminal history size 200

ステップ 1   
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コマンドの呼び出し

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

の操作は任意です。

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

手順の概要

1. Ctrl+Pまたは上矢印キー
2. Ctrl+Nまたは下矢印キー
3. show history

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実行したコマンド

が最初に呼び出されます。キーを押すたびに、より古いコマンドが順

次表示されます。

Ctrl+Pまたは上矢印キーステップ 1   

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

コマンドが順次表示されます。

Ctrl+Nまたは下矢印キーステップ 2   

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

show history

例：
Controller# show history

ステップ 3   

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

コマンド履歴機能のディセーブル化

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

ドラインでディセーブルにできます。この手順は任意です。

手順の概要

1. terminal no history
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードで現在のターミナルセッション中
のこの機能をディセーブルにします。

terminal no history

例：
Controller# terminal no history

ステップ 1   

編集機能のイネーブル化およびディセーブル化

拡張編集モードは自動的に有効に設定されますが、ディセーブルにでき、再びイネーブルにもで

きます。

手順の概要

1. terminal editing
2. terminal no editing

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードで現在のターミナルセッションにおけ
る拡張編集モードを再びイネーブルにします。

terminal editing

例：
Controller# terminal editing

ステップ 1   

特権 EXECモードで現在のターミナルセッションにおけ
る拡張編集モードをディセーブルにします。

terminal no editing

例：
Controller# terminal no editing

ステップ 2   

キーストロークによるコマンドの編集

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

矢印キーが使用できるのは、VT100などの ANSI互換端末に限られます。（注）
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表 3：編集コマンド

説明編集コマンド

カーソルを 1文字後退させます。Ctrl-Bまたは左矢印キー

カーソルを 1文字前進させます。Ctrl-Fまたは右矢印キー

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま

す。

Ctrl+A

カーソルをコマンドラインの末尾に移動しま

す。

Ctrl+E

カーソルを 1単語後退させます。Esc B

カーソルを 1単語前進させます。Esc F

カーソルの左にある文字を、カーソル位置の文

字と置き換えます。

Ctrl+T

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

カーソル位置にある文字を削除します。Ctrl+D

カーソル位置からコマンドラインの末尾までの

すべての文字を削除します。

Ctrl+K

カーソル位置からコマンドラインの先頭までの

すべての文字を削除します。

Ctrl+Uまたは Ctrl+X

カーソルの左にある単語を削除します。Ctrl+W

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま

す。

Esc D

カーソル位置のワードを大文字にします。Esc C

カーソルの場所にある単語を小文字にします。Esc L

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に

します。

Esc U

特定のキーストロークを実行可能なコマンド

（通常はショートカット）として指定します。

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

showコマンドの出力など、端末画面
に一度に表示できない長い出力では、

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

（注）

Returnキー

1画面分下にスクロールします。Spaceバー

controllerから画面に突然メッセージが出力され
た場合に、現在のコマンドラインを再表示しま

す。

Ctrl+Lまたは Ctrl+R

画面幅よりも長いコマンドラインの編集

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

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

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

次に、画面上で 1行を超える長いコマンドラインを折り返す例を示します。

手順の概要

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

目的コマンドまたはアクション

1行分を超えるグローバルコンフィギュレーションコマンド
入力を表示します。

access-list

例：

Controller(config)# access-list 101

ステップ 1   

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

permit tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
左へスクロールされたことを表します。カーソルが行末に達10.15.22.35
するたびに、その行は再び 10文字分だけ左へシフトされま
す。

Controller(config)# $ 101 permit tcp
10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35
255.25
Controller(config)# $t tcp 10.15.22.25
255.255.255.0 131.108.1.20
255.255.255.0 eq
Controller(config)# $15.22.25
255.255.255.0 10.15.22.35 255.255.255.0
eq 45

完全な構文をチェックします。Ctrl+A

例：
Controller(config)# access-list 101
permit tcp 10.15.22.25 255.255.255.0

ステップ 2   

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

10.15.2$

コマンドを実行します。Returnキーステップ 3   

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

ラップアラウンド機能とコマンド履歴機能を併用すると、前

に入力した複雑なコマンドエントリを呼び出して変更できま

す。

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

使用は任意です。

手順の概要

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

目的コマンドまたはアクション

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

ステップ 1   

文字列では、大文字と小文字が区別されます。た

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

を含む行は表示されませんが、Outputを含む行は
表示されます。

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

コンソール接続または Telnet 経由での CLI へのアクセス
CLIにアクセスするには、controllerのハードウェアインストレーションガイドに記載されている
手順で、controllerのコンソールポートに端末または PCを接続するか、または PCをイーサネット
管理ポートに接続して、controllerの電源をオンにする必要があります。

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

次のいずれかの方法で、controllerとの接続を確立できます。

• controllerコンソールポートに管理ステーションまたはダイヤルアップモデムを接続するか、
またはイーサネット管理ポートに PCを接続します。コンソールポートまたはイーサネット
管理ポートへの接続については、controllerのハードウェアインストレーションガイドを参照
してください。

•リモート管理ステーションから任意の Telnet TCP/IPまたは暗号化 Secure Shell（SSH;セキュ
アシェル）パッケージを使用します。 controllerは Telnetまたは SSHクライアントとのネッ
トワーク接続が可能でなければなりません。また、controllerにイネーブルシークレットパス
ワードを設定しておくことも必要です。

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

• controllerは最大 5つの安全な SSHセッションを同時にサポートします。

コンソールポート、イーサネット管理ポート、Telnetセッション、または SSHセッションを
通じて接続すると、管理ステーション上にユーザ EXECプロンプトが表示されます。
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第 2 章

Web グラフィカルユーザインターフェイス
の使用

• Web GUIの使用に関する前提条件, 15 ページ

• Web GUIの使用に関する情報, 15 ページ

• Controllerのコンソールポートの接続, 17 ページ

• Web GUIへのログイン, 17 ページ

• WebモードおよびセキュアWebモードの有効化 , 18 ページ

• Controller Web GUIの設定, 19 ページ

Web GUI の使用に関する前提条件
• GUIを使用する PCでは、Windows 7、Windows XP SP1以降のリリースまたはWindows 2000
SP4以降のリリースが稼働している必要があります。

• controllerGUIは、Microsoft Internet Explorerバージョン 10.x、Mozilla Firefox 20.x、または
Google Chrome 26.x.と互換性があります。

Web GUI の使用に関する情報
Webブラウザ、つまり、グラフィカルユーザインターフェイス（GUI）は、各controllerに組み込
まれています。

サービスポートインターフェイスまたは管理インターフェイスを使用して GUIにアクセスでき
ますが、サービスポートインターフェイスの使用をお勧めします。 GUIのページ上部にある
[Help]をクリックすると、オンラインヘルプが表示されます。オンラインヘルプを表示するに
は、ブラウザのポップアップブロッカを無効にする必要があります。
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Web GUI の機能
controllerWeb GUIは次の機能をサポートします。

構成ウィザード：IPアドレスおよびローカルユーザ名/パスワードの初期設定、または認証サーバ
での認証（必須特権 15）の後、ウィザードは最初の無線設定を完了するための手順を提供しま
す。 [Configuration] > [Wizard]を起動し、次のことを設定するために、9ステップの手順に従いま
す。

•管理ユーザ

• SNMPシステムの概要

• Management Port

•ワイヤレス管理

• RF Mobilityと国番号

•モビリティ設定

• WLAN

• 802.11設定

• Set Time

[Monitor]タブ:

•概要のcontroller、クライアント、アクセスポイントの詳細を表示します。

•すべての無線および AP接続統計情報を表示します。

•アクセスポイントの電波品質を表示します。

•すべてのインターフェイスおよび CDPトラフィック情報の Cisco Discovery Protocol (CDP)の
すべてのネイバーの一覧を表示します。

•分類 Friendly、Malicious、Ad hoc、Classified、および Unclassifiedに基づいて、すべての不正
アクセスポイントを表示します。

[Configuration]タブ:

• Web設定ウィザードを使用して、すべての初期操作のためにcontrollerを設定できます。ウィ
ザードでは、ユーザの詳細、管理インターフェイスなどを設定できます。

•システム、内部 DHCPサーバ、管理、およびモビリティ管理パラメータを設定できます。

• controller、WLAN、無線を設定できます。

• controllerで、セキュリティポリシーを設定できます。

•オペレーティングシステムソフトウェアの管理コマンドcontrollerにアクセスできます。

[Administration]タブで、システムログを設定できます。
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Controllerのコンソールポートの接続
はじめる前に

基本的な動作ができるようにcontrollerを設定するには、VT-100ターミナルエミュレーションプ
ログラム（HyperTerminal、ProComm、Minicom、Tipなど）を実行する PCにコントローラを接続
する必要があります。

ステップ 1 ヌルモデムシリアルケーブルの一端をcontrollerのRJ-45コンソールポートに接続し、もう一端を PCのシ
リアルポートに接続します。

ステップ 2 AC電源コードをcontrollerに接続し、アース付き 100～ 240 VAC、50/60 Hzの電源コンセントに差し込み
ます。電源を入れます。起動スクリプトによって、オペレーティングシステムソフトウェアの初期化

（コードのダウンロードおよび電源投入時自己診断テスト）および基本設定が表示されます。 controllerの
電源投入時自己診断テストに合格した場合は、起動スクリプトによって設定ウィザードが実行されます。

画面の指示に従って、基本設定を入力してください。

ステップ 3 yesと入力します。CLIセットアップウィザードの基本的な初期設定パラメータに進みます。gigabitethernet
0/0インターフェイスであるサービスポートの IPアドレスを指定します。
構成ウィザードの設定パラメータを入力すると、WebGUIにアクセスできます。これで、controllerがサー
ビスポートの IPアドレスにより設定されます。

Web GUI へのログイン

ステップ 1 ブラウザのアドレスバーに IPアドレスcontrollerを入力します。接続をセキュリティで保護するには、
https://ip-addressと入力します。接続をセキュリティで保護しない場合は、http://ip-addressと入力します。

ステップ 2 ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、有効な値を入力して [OK]をクリックします。
設定ウィザードで作成されたユーザ名およびパスワードでは、大文字と小文字が区別されます。

デフォルトのユーザ名は admin、デフォルトのパスワードは adminです。
（注）

[Accessing]ページが表示されます。

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
    OL-32324-01-J 17

Web グラフィカルユーザインターフェイスの使用
Controllerのコンソールポートの接続



Web モードおよびセキュア Web モードの有効化

ステップ 1 [Configuration] > [Controller] > [Management] > [Protocol Management] > [HTTP-HTTPS]を選択します。

[HTTP-HTTPS Configuration]ページが表示されます。

ステップ 2 Webモード（ユーザが「http://ip-address」を使用してcontroller GUIにアクセスできます）を有効にするに
は、[HTTP Access]ドロップダウンリストから [Enabled]を選択します。有効にしない場合は、[Disabled]
を選択します。Webモード（HTTP）の接続は、セキュリティで保護されません。

ステップ 3 セキュアWebモード（ユーザが「https://ip-address」を使用してcontroller GUIにアクセスできます）を有
効にするには、[HTTPS Access]ドロップダウンリストから [Enabled]を選択します。有効にしない場合
は、[Disabled]を選択します。セキュアWebモード（HTTPS）の接続は、セキュリティで保護されていま
す。

ステップ 4 [IP Device Tracking]チェックボックスで、デバイスを追跡することを選択します。

ステップ 5 [Enable]チェックボックスでトラストポイントをイネーブルにすることを選択します。

ステップ 6 [Trustpoints]ドロップダウンリストからトラストポイントを選択します。

ステップ 7 [HTTP Timeout-policy (1 to 600 sec)]テキストボックスに、非アクティブ化によりWebセッションがタイム
アウトするまでの時間を秒単位で入力します。

有効な範囲は 1～ 600秒です。

ステップ 8 [Server Life Time (1 to 86400 sec)]テキストボックスにサーバのライフタイムを入力します。
有効な範囲は 1～ 86400秒です。

ステップ 9 [Maximum number of Requests (1 to 86400)]テキストボックスに、サーバが受け入れる最大接続要求数を入
力します。

指定できる接続数の範囲は、1～ 86400です。

ステップ 10 [Apply]をクリックします。

ステップ 11 [Save Configuration]をクリックします。
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Controller Web GUI の設定
設定ウィザードでは、controller上での基本的な設定を行うことができます。このウィザードは、
controllerを購入した直後やcontrollerを工場出荷時のデフォルトにリセットした後に実行します。
設定ウィザードは、GUIと CLIの両方の形式で使用できます。

ステップ 1 PCをサービスポートに接続し、controllerと同じサブネットを使用するように IPv4アドレスを設定しま
す。 controllerが IOSXEイメージとともにロードされ、サービスポートインターフェイスがgigabitethernet
0/0として設定されます。

ステップ 2 PCで Internet Explorer 10以降、Firefox 2.0.0.11以降、または Google Chromeを開始し、ブラウザウィンド
ウに管理インターフェイスの IPアドレスを入力します。管理インターフェイスの IPアドレスは、
gigabitethernet0/0（別名、サービスポートインターフェイス）と同じです。初めてログインするときに、
HTTPのユーザ名およびパスワードを入力する必要があります。デフォルトでは、ユーザ名は admin、パ
スワードは ciscoです。
サービスポートインターフェイスを使用するときは、HTTPと HTTPSの両方を使用できます。 HTTPS
はデフォルトでイネーブルであり、HTTPをイネーブルにすることもできます。

初めてログインすると、[Accessing Cisco Controller <Model Number> <Hostname>]ページが表示されます。

ステップ 3 [AccessingCiscoController]ページで、controllerWebGUIの [Home]ページにアクセスするために、[Wireless
Web GUI]リンクをクリックします。

ステップ 4 最初にcontrollerの設定に必要なすべての手順を実行するために、[Configuration] > [Wizard]を選択します。
[Admin Users]ページが表示されます。

ステップ 5 [Admin Users]ページで、このcontrollerに割り当てる管理者のユーザ名を [User Name]テキストボックスに
入力し、このcontrollerに割り当てる管理パスワードを [Password]テキストボックスおよび [ConfirmPassword]
テキストボックスに入力します。 [Next]をクリックします。
デフォルトのユーザ名は adminで、デフォルトのパスワードは ciscoです。またはcontrollerの新しい管理
者ユーザを作成できます。ユーザ名とパスワードには、最大 24文字の ASCII文字を入力できます。

[SNMP System Summary]ページが表示されます。

ステップ 6 [SNMP System Summary]ページで、controllerの次の SNMPシステムパラメータを入力し、[Next]をクリッ
クします。

• [Location]テキストボックスでユーザ定義可能なcontrollerの場所。

• [Contact]テキストボックスで名前や電話番号などのユーザ定義可能な連絡先の詳細。

• SNMP通知をさまざまな SNMPトラップで送信するには、[SNMP Global Trap]ドロップダウンリス
トで [Enabled]を選択し、さまざまな SNMPトラップに対して SNMP通知を送信しないようにするに
は [Disabled]を選択します。

•システムログメッセージを送信するには [SNMP Logging]ドロップダウンリストから [Enabled]を選
択し、システムログメッセージを送信しない場合は [Disabled]を選択します。
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SNMPトラップサーバは、ディストリビューションポートから到達可能であることが必要です
（gigabitethernet0/0サービスまたは管理インターフェイスは経由しません）。

（注）

[Management Port]ページが表示されます。

ステップ 7 [Management Port]ページで、管理ポートのインターフェイス（gigabitethernet 0/0）の次のパラメータを入
力し、[Next]をクリックします。

• [IP Address]テキストボックスでサービスポートに割り当てたインターフェイスの IPアドレス。

• [Netmask]テキストボックスで、管理ポートのインターフェイスのネットワークマスクのアドレス。

• [IPv4 DHCP Server]テキストボックスで選択されたポートの IPv4 Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP)のアドレス。

[Wireless Management]ページが表示されます。

ステップ 8 [Wireless Management]ページでは、次のワイヤレスインターフェイス管理の詳細を入力し、[Next]をク
リックします。

• [Select Interface]ドロップダウンリストから、インターフェイスとして VLANまたは 10ギガビット
イーサネットを選択します。

• [VLAN ID]テキストボックスで VLANタグの ID。VLANタグがない場合は 0。

• [IP Address]テキストボックスで、アクセスポイントが接続されたワイヤレス管理インターフェイス
の IPアドレス。

• [Netmask]テキストボックスで、ワイヤレス管理インターフェイスのネットワークマスクのアドレ
ス。

• [IPv4 DHCP Server]テキストボックスで DHCP IPv4 IPアドレス。

インターフェイスとして VLANを選択すると、[Switch Port Configuration]テキストボックスで指定された
リストから、ポートとしてトランクポートまたはアクセスポートを指定できます。

[RF Mobility and Country Code]ページが表示されます。

ステップ 9 [RF Mobility and Country Code]ページで、RFモビリティドメイン名を [RF Mobility]テキストボックスに
入力し、[CountryCode]ドロップダウンリストから現在の国コードを選択して、[Next]をクリックします。
GUIからは、1つの国番号のみを選択できます。

RFグループ化パラメータとモビリティ設定を設定する前に、必ず関連する概念のコンテンツを
参照してから、設定に進むようにしてください。

（注）

[Mobility Configuration]ページが開き、モビリティのグローバルコンフィギュレーション設定が表示され
ます。

ステップ 10 [Mobility Configuration]ページで、次のモビリティのグローバルコンフィギュレーション設定を参照およ
び入力し、[Next]をクリックします。

• [Mobility Role]テキストボックスにモビリティコントローラが表示されます。

• [Mobility Protocol Port]テキストボックスにモビリティプロトコルのポート番号が表示されます。
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• [Mobility Group Name]テキストボックスにモビリティグループ名が表示されます。

• [DTLS Mode]テキストボックスで、DTLSがイネーブルであるかどうかが示されます。

DTLSは、標準化過程にある TLSに基づくインターネット技術特別調査委員会（IETF）プロトコル
です。

• [Mobility Domain ID for 802.11 radios]テキストボックスに、802.11無線のモビリティドメイン IDが
表示されます。

• [Mobility Domain Member Count]テキストボックスで、controller上で設定されたメンバ数が表示され
ます。

• Mobility Oracleとしてコントローラをイネーブルにするには、[Mobility Oracle Enabled]チェックボッ
クスをオンにします。

コントローラのみをMobility Oracleとして設定できます。Mobility Oracleとしてスイッチ
は設定できません。

（注）

Mobility Oracleはオプションであり、1つの完全なモビリティドメインの下で、クライアントデータ
ベースを保持します。

• [Mobility Keepalive Interval (1-30)sec]テキストボックスで、ピアcontrollerに送信する各 ping要求の間
隔（秒単位）。

有効範囲は 1～ 30秒で、デフォルト値は 10秒です。

• [Mobility Keep Alive Count（3-20）]テキストボックスで、ピア controllerが到達不能と判断するまで
に ping要求を送信する回数。

有効な範囲は 3～ 20で、デフォルト値は 3です。

• [Mobility Control Message DSCP Value (0-63)]テキストボックスで、モビリティ controllerに設定される
DSCP値。

有効な範囲は 0～ 63で、デフォルト値は 0です。

[WLANs]ページが表示されます。

ステップ 11 [WLANs]ページで、次のWLAN設定パラメータを入力し、[Next]をクリックします。

• [WLAN ID]テキストボックスでWLAN識別子。

• [SSID]テキストボックスで、クライアントに関連付けられているWLANの SSID。

• [Profile Name]テキストボックスで、クライアントが使用するWLANの名前。

[802.11 Configuration]ページが表示されます。

ステップ 12 [802.11 Configuration]ページで、[802.11a/n/ac]チェックボックスと [802.11b/g/n]チェックボックスのいず
れかまたは両方をオンにして 802.11無線をイネーブルにし、[Next]をクリックします。
[Set Time]ページが表示されます。

ステップ 13 [Set Time]ページで、次のパラメータに基づいてcontrollerの日時を設定し、[Next]をクリックします。
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• [Current Time]テキストボックスで、controllerの現在のタイムスタンプが表示されます。

• [Mode]ドロップダウンリストから [Manual]または [NTP]を選択します。

NTPサーバの使用時に、controllerに接続されているすべてのアクセスポイントが、使用可能な NTP
サーバ設定に基づいて時間を同期します。

• [Year, Month, and Day]ドロップダウンリストからcontrollerの日付を選択します。

• [Hours, Minutes, and Seconds]ドロップダウンリストから時間を選択します。

•時間帯を [Zone]テキストボックスに入力し、controllerで設定された現在の時刻と比較した場合に必
要なオフセットを [Offset]ドロップダウンリストから選択します。

[Save Wizard]ページが表示されます。

ステップ 14 [SaveWizard]ページで、この手順を使用してcontrollerで行った設定を確認できます。設定値を変更する場
合は、[Previous]をクリックし、該当ページに移動します。
すべてのウィザードについて成功メッセージが表示された場合にのみ、ウィザードを使用して作成した

controller設定を保存できます。 [Save Wizard]ウィザードページでエラーが表示された場合、controllerの
初期設定のためにウィザードを再実行する必要があります。
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第 3 章

システムの管理

• Controllerの管理に関する情報, 23 ページ

• Controllerを管理する方法, 30 ページ

• Controllerのモニタリングおよび保守の管理, 46 ページ

• Controller管理の設定例, 47 ページ

• Controller管理の機能履歴と情報, 49 ページ

Controllerの管理に関する情報

システムの日時の管理

自動の構成方式（RTCおよび NTP）、または手動の構成方式を使用してcontrollerでシステムの日
時を管理できます。

システムクロック

タイムサービスの基本となるのはシステムクロックです。このクロックはシステムがスタート

アップした瞬間から稼働し、日時を常時トラッキングします。

システムクロックは、次のソースにより設定できます。

• NTP

•手動設定

システムクロックは、次のサービスに時刻を提供します。

•ユーザの showコマンド

•ログおよびデバッグメッセージ
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システムクロックは、グリニッジ標準時（GMT）とも呼ばれる協定世界時（UTC）に基づいて内
部的に時刻を追跡します。ローカルのタイムゾーンおよび夏時間に関する情報を設定することに

より、時刻がローカルのタイムゾーンに応じて正確に表示されるようにできます。

システムクロックは、時刻に信頼性があるかどうか（つまり、信頼できると見なされる時刻源に

よって時刻が設定されているか）を常時トラッキングします。信頼性のない場合は、時刻は表示

目的でのみ使用され、再配信されません。

ネットワークタイムプロトコル

NTPは、ネットワーク上のデバイス間の時刻の同期化を目的に設計されています。NTPはユーザ
データグラムプロトコル（UDP）で稼働し、UDPは IP上で稼働します。 NTPは RFC 1305に規
定されています。

NTPネットワークは通常、タイムサーバに接続されたラジオクロックや原子時計など、正規の時
刻源から時刻を取得します。 NTPは、ネットワーク全体にこの時刻を配信します。 NTPはきわ
めて効率的で、1分間に 1パケットを使用するだけで、2台のデバイスを 1ミリ秒以内に同期化で
きます。

NTPは、ストラタム（階層）という概念を使用して、信頼できる時刻源とデバイスが離れている
NTPホップを記述します。ストラタム 1タイムサーバには、ラジオクロックまたは原子時計が
直接接続されており、ストラタム 2タイムサーバは、NTPを使用してストラタム 1タイムサーバ
から時刻を取得します（以降のストラタムも同様です）。NTPが稼働するデバイスは、時刻源と
して、NTPを使用して通信するストラタム番号が最小のデバイスを自動的に選択します。この方
法によって、NTP時刻配信の自動編成型ツリーが効率的に構築されます。

NTPでは、同期化されていないデバイスと同期化しないことによって、時刻が正確でないデバイ
スとの同期化を防ぎます。また、NTPでは、複数のデバイスから報告される時刻を比較して、ス
トラタムの番号が小さくても、時刻が他のデバイスと大幅に異なるデバイスとは同期化しません。

NTPが稼働するデバイス間の通信（アソシエーション）は、通常静的に設定されます。各デバイ
スには、アソシエーションを作成すべきすべてのデバイスの IPアドレスが与えられます。アソシ
エーションのペアとなるデバイス間でNTPメッセージを交換することによって、正確な計時が可
能になります。ただし、LAN環境では、代わりに IPブロードキャストメッセージを使用するよ
うに NTPを設定できます。各デバイスを、単にブロードキャストメッセージを送受信するよう
に設定すればよいので、この代替手段によって設定の複雑さが緩和されます。ただし、情報の流

れは一方向に限られます。

デバイス上で維持される時刻は、重要なリソースです。NTPのセキュリティ機能を使用して、不
正確な時刻が誤ってあるいは意図的に設定されることを防止してください。アクセスリストを使

用して制限する方式および暗号化認証メカニズムの、2種類のメカニズムを使用できます。

シスコのNTPではストラタム 1サービスをサポートしていないので、ラジオクロックまたは原子
時計に接続できません。ネットワークのタイムサービスは、IPインターネット上のパブリック
NTPサーバから取得することを推奨します。

次の図は NTPを使用した一般的なネットワークの例を示します。スイッチ Aは、NTPサーバ
モードで設定したスイッチ B、C、Dの NTPマスターです。スイッチ B、C、Dとスイッチ Aと
の間にはサーバアソシエーションが設定されています。スイッチEは、アップストリームスイッ
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チ（スイッチ B）およびダウンストリームスイッチ（スイッチ F）の NTPピアとして設定されて
います。

図 1：一般的な NTP ネットワークの構成

ネットワークがインターネットから切り離されている場合、シスコのNTPによって、実際には、
他の方法で時刻を学習しているにもかかわらず、デバイスがNTPを使用して同期化しているよう
に動作を設定できます。他のデバイスは、NTPによりこのデバイスと同期化されます。

複数の時刻源がある場合は、NTPは常に、より信頼性があると見なされます。NTPの時刻は、他
の方法による時刻に優先します。

自社のホストシステムにNTPソフトウェアを組み込んでいるメーカーが数社あり、UNIXシステ
ム用のバージョンやその派生ソフトウェアも一般に入手できます。このソフトウェアによって、

ホストシステムも時間が同期化されます。

NTP ストラタム
NTPは、ストラタム（階層）という概念を使用して、信頼できる時刻源とデバイスが離れている
NTPホップを記述します。ストラタム 1タイムサーバには、ラジオクロックまたは原子時計が
直接接続されており、ストラタム 2タイムサーバは、NTPを使用してストラタム 1タイムサーバ
から時刻を取得します（以降のストラタムも同様です）。NTPが稼働するデバイスは、時刻源と
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して、NTPを使用して通信するストラタム番号が最小のデバイスを自動的に選択します。この方
法によって、NTP時刻配信の自動編成型ツリーが効率的に構築されます。

NTPでは、同期化されていないデバイスと同期化しないことによって、時刻が正確でないデバイ
スとの同期化を防ぎます。また、NTPでは、複数のデバイスから報告される時刻を比較して、ス
トラタムの番号が小さくても、時刻が他のデバイスと大幅に異なるデバイスとは同期化しません。

NTP アソシエーション
NTPが稼働するデバイス間の通信（アソシエーション）は、通常静的に設定されます。各デバイ
スには、アソシエーションを作成すべきすべてのデバイスの IPアドレスが与えられます。アソシ
エーションのペアとなるデバイス間でNTPメッセージを交換することによって、正確な計時が可
能になります。ただし、LAN環境では、代わりに IPブロードキャストメッセージを使用するよ
うに NTPを設定できます。各デバイスを、単にブロードキャストメッセージを送受信するよう
に設定すればよいので、この代替手段によって設定の複雑さが緩和されます。ただし、情報の流

れは一方向に限られます。

NTP セキュリティ
デバイス上で維持される時刻は、重要なリソースです。NTPのセキュリティ機能を使用して、不
正確な時刻が誤ってあるいは意図的に設定されることを防止してください。アクセスリストを使

用して制限する方式および暗号化認証メカニズムの、2種類のメカニズムを使用できます。

NTP の実装
NTPの実装では、ストラタム 1サービスがサポートされないため、ラジオクロックまたは原子時
計に接続できません。ネットワークのタイムサービスは、IPインターネット上のパブリックNTP
サーバから取得することを推奨します。

ネットワークがインターネットから切り離されている場合、NTPによって、実際には、他の方法
で時刻を取得している場合でも、NTPを使用した同期化と同様にデバイスの動作を設定できます。
他のデバイスは、NTPによりこのデバイスと同期化されます。

複数の時刻源がある場合は、NTPは常に、より信頼性があると見なされます。NTPの時刻は、他
の方法による時刻に優先します。

自社のホストシステムにNTPソフトウェアを組み込んでいるメーカーが数社あり、UNIXシステ
ム用のバージョンやその派生ソフトウェアも一般に入手できます。このソフトウェアによって、

ホストシステムも時間が同期化されます。

NTP バージョン 4
controllerには、NTPバージョン 4が実装されています。 NTPv4は NTPバージョン 3の拡張版で
す。 NTPv4は IPv4と IPv6の両方をサポートし、NTPv3との下位互換性があります。

NTPv4は次の互換性を提供します。
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• IPv6のサポート。

• NTPv3よりさらに向上したセキュリティ。 NTPv4プロトコルは、公開キー暗号化および標
準 X509認証に基づくセキュリティフレームワークを提供します。

•ネットワークに対する時間分布ヒエラルキーの自動計算。特定のマルチキャストグループ
を使用して、NTPv4は、最も低い帯域幅コストで最高の時間精度を達成するサーバのヒエラ
ルキーを自動的に設定します。この機能では、サイトローカル IPv6マルチキャストアドレ
スが活用されます。

DNS
DNSプロトコルは、ドメインネームシステム（DNS）を制御します。DNSとは分散型データベー
スであり、ホスト名を IPアドレスにマッピングできます。 controllerにDNSを設定すると、ping、
telnet、connectなどのすべての IPコマンドを使用する場合や、関連する Telnetサポート操作時
に、IPアドレスの代わりにホスト名を使用できます。

IPによって定義される階層型の命名方式では、デバイスを場所またはドメインで特定できます。
ドメイン名は、ピリオド（.）を区切り文字として使用して構成されています。たとえば、シスコ
は、IPで comというドメイン名に分類される商業組織なので、ドメイン名は cisco.comとなりま
す。このドメイン内の特定のデバイス、たとえば FTP（ファイル転送プロトコル）システムは、
ftp.cisco.comで表されます。

IPではドメイン名をトラッキングするために、ドメインネームサーバという概念が定義されてい
ます。ドメインネームサーバの役割は、名前から IPアドレスへのマッピングをキャッシュ（ま
たはデータベース）に保存することです。ドメイン名を IPアドレスにマッピングするには、まず
ホスト名を明示し、ネットワーク上に存在するネームサーバを指定し、DNSをイネーブルにしま
す。

DNS のデフォルト設定値

表 4：DNS のデフォルト設定値

デフォルト設定機能

イネーブルDNSイネーブルステート

設定されていませんDNSデフォルトドメイン名

ネームサーバのアドレスが未設定DNSサーバ
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ログインバナー

Message-of-The-Day（MoTD）バナーおよびログインバナーを作成できます。MOTDバナーはロ
グイン時に、接続されたすべての端末に表示されます。すべてのネットワークユーザに影響する

メッセージ（差し迫ったシステムシャットダウンの通知など）を送信する場合に便利です。

ログインバナーも接続されたすべての端末に表示されます。表示されるのは、MoTDバナーの後
で、ログインプロンプトが表示される前です。

MOTDおよびログインバナーは設定されていません。

デフォルトのバナー設定

MOTDおよびログインバナーは設定されていません。

MAC アドレステーブル
MACアドレステーブルには、controllerがポート間のトラフィック転送に使用するアドレス情報が
含まれています。このアドレステーブルに登録されたすべてのMACアドレスは、1つまたは複
数のポートに対応しています。アドレステーブルに含まれるアドレスタイプには、次のものが

あります。

•ダイナミックアドレス：controllerが取得し、使用されなくなった時点で期限切れとなる送信
元のMACアドレス

•スタティックアドレス：手動で入力され、期限切れにならず、controllerのリセット時にも消
去されないユニキャストアドレス

アドレステーブルは、宛先MACアドレス、対応する VLAN ID、アドレスに対応付けられたポー
ト番号、およびタイプ（スタティックまたはダイナミック）のリストです。

MAC アドレステーブルの作成
すべてのポートでサポートされる複数のMACアドレスを使用して、他のネットワークデバイス
にcontroller上のすべてのポートを接続できます。 controllerは、各ポートで受信するパケットの発
信元アドレスを取得し、アドレステーブルにアドレスとそれに関連付けられたポート番号を追加

することによって、動的なアドレス指定を行います。ネットワークでデバイスの追加または削除

が行われると、controllerによってアドレステーブルが更新され、新しいダイナミックアドレスが
追加され、使用されていないアドレスは期限切れになります。

エージング間隔はグローバルに設定されます。ただし、controllerはVLANごとにアドレステーブ
ルを維持し、STPによって VLAN単位で有効期間を短縮できます。

controllerは、受信したパケットの宛先アドレスに基づいて、任意の組み合わせのポート間でパケッ
トを送信します。 controllerは、MACアドレステーブルを使用することによって、宛先アドレス
に関連付けられたポートに限定してパケットを転送します。宛先アドレスがパケットを送信した
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ポート上にある場合は、パケットはフィルタリング処理され、転送されません。 controllerは、常
にストアアンドフォワード方式を使用します。このため、完全なパケットをいったん保存してエ

ラーがないか検査してから転送します。

MAC アドレスおよび VLAN
アドレスはすべて、VLANと対応付けられます。 1つのアドレスを複数の VLANに対応付け、そ
れぞれで異なる宛先を設定できます。たとえば、ユニキャストアドレスをVLAN 1のポート 1お
よび VLAN 5のポート 9、10、1に転送するといったことが可能です。

VLANごとに、独自の論理アドレステーブルが維持されます。ある VLANで認識されているア
ドレスが別のVLANで認識されるには、別のVLAN内のポートによって学習されるか、または別
の VLAN内のポートにスタティックに対応付けられる必要があります。

MAC アドレステーブルのデフォルト設定
次の表に、MACアドレステーブルのデフォルト設定を示します。

表 5： MAC アドレスのデフォルト設定

デフォルト設定機能

300秒エージングタイム

自動学習ダイナミックアドレス

未設定スタティックアドレス

ARP テーブルの管理
デバイスと通信するには（イーサネット上のデバイスなど）、ソフトウェアは最初にそのデバイ

スの48ビットMACアドレスまたはローカルデータリンクアドレスを学習する必要があります。
IPアドレスからローカルデータリンクアドレスを学習するプロセスを、アドレス解決といいま
す。

アドレス解決プロトコル（ARP）は、ホスト IPアドレスを、該当するメディアまたはMACアド
レスおよび VLAN IDに対応付けます。 IPアドレスを使用して、ARPは対応するMACアドレス
を見つけます。MACアドレスが見つかると、IPとMACアドレスとの対応を ARPキャッシュに
格納し、すばやく検索できるようにします。その後、IPデータグラムがリンク層フレームにカプ
セル化され、ネットワークを通じて送信されます。イーサネット以外の IEEE802ネットワークに
おける IPデータグラムのカプセル化および ARP要求/応答については、サブネットワークアクセ
スプロトコル（SNAP）で規定されています。 IPインターフェイスでは、標準的なイーサネット
形式のARPカプセル化（arpaキーワードで表される）がデフォルトでイネーブルに設定されてい
ます。
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手動でテーブルに追加されたARPエントリは期限切れにならないので、手動で削除する必要があ
ります。

Controllerを管理する方法

手動による日付と時刻の設定

システムの時刻は再起動およびリブートの後でも正確さが保たれますが、システムの再起動後に

手動で日時を設定できます。

手動設定は必要な場合にのみ使用することを推奨します。 controllerが同期できる外部ソースがあ
る場合は、システムクロックを手動で設定する必要はありません。

に障害が発生し、別のスタックメンバがの役割を引き継ぐ前に手動でシステムクロックを設

定している場合は、この設定を再設定します。

（注）

システムクロックの設定

ネットワーク上に、NTPサーバなどの時刻サービスを提供する外部ソースがある場合、手動でシ
ステムクロックを設定する必要はありません。

手順の概要

1. 次のいずれかを使用します。

• clock set hh:mm:ss day month year

• clock set hh:mm:ss month day year

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

次のいずれかの形式で、システムクロックを設定します。次のいずれかを使用します。ステップ 1   

• clock set hh:mm:ss day month year • hh:mm:ss：時間（24時間形式）、分、秒を指定します。
指定された時刻は、設定されたタイムゾーンに基づきま

す。
• clock set hh:mm:ss month day year

例：

Controller# clock set 13:32:00 23 March

• day：月の日で日付を指定します。

• month：月を名前で指定します。

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
30 OL-32324-01-J   

システムの管理

Controllerを管理する方法



目的コマンドまたはアクション

• year：年を指定します（略式表記で指定しないでくださ
い）。

2013

タイムゾーンの設定

手順の概要

1. configure terminal
2. clock timezone zone hours-offset [minutes-offset]
3. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

タイムゾーンを設定します。clock timezone zone hours-offset
[minutes-offset]

ステップ 2   

内部時間は、協定世界時（UTC）で維持されるため、このコマン
ドは表示専用で、時刻を手動で設定するときだけに使用されま

す。
例：

Controller(config)# clock
• zone：標準時が適用されているときに表示されるタイムゾー
ンの名前を入力します。デフォルト値は UTCです。

timezone AST -3 30

• hours-offset：UTCからのオフセット時間数を入力します。

•（任意）minutes-offset：UTCからのオフセット分数を入力し
ます。ローカルタイムゾーンが UTCと 1時間の差の割合
である場合に指定できます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 3   
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夏時間の設定

毎年特定の日に夏時間が開始および終了する地域に夏時間を設定するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. configure terminal
2. clock summer-time zone date date month year hh:mm date month year hh:mm [offset]]
3. clock summer-time zone recurring [week day month hh:mm week day month hh:mm [offset]]
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

毎年指定された日に開始および終了する夏時間を設定します。clock summer-time zone date date month
year hh:mm date month year hh:mm
[offset]]

ステップ 2   

例：

Controller(config)# clock
summer-time PDT date
10 March 2013 2:00 3 November 2013
2:00

毎年指定された日に開始および終了する夏時間を設定します。す

べての時刻は、現地のタイムゾーンを基準にしています。開始

時間は標準時を基準にしています。

clock summer-time zone recurring [week
day month hh:mm week day month hh:mm
[offset]]

例：

Controller(config)# clock

ステップ 3   

終了時間は夏時間を基準にしています。夏時間はデフォルトで

ディセーブルに設定されています。パラメータなしで clock
summer-time zone recurringを指定すると、夏時間のルールは米
国のルールをデフォルトにします。

summer-time
PDT recurring 10 March 2013 2:00 3
November 2013 2:00

開始月が終了月よりも後の場合は、南半球にいるものと想定され

ます。

• zone：夏時間が有効な場合に表示されるタイムゾーン名
（PDTなど）を指定します。
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目的コマンドまたはアクション

•（任意）week：月の週（1～ 4、first、または last）を指定し
ます。

•（任意）day：曜日（Sunday（日曜日）、Monday（月曜日）
など）を指定します。

•（任意）month：月（January（1月）、February（2月）な
ど）を指定します。

•（任意）hh:mm：時および分単位で時間（24時間形式）を指
定します。

•（任意）offset：夏時間中に追加する分数を指定します。デ
フォルト値は 60です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 4   

システム名の設定

手順の概要

1. configure terminal
2. hostname name
3. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

システム名を設定します。システム名を設定すると、システム

プロンプトとしても使用されます。

hostname name

例：

Controller(config)# hostname

ステップ 2   

デフォルト設定はControllerです。

名前は ARPANETホスト名のルールに従う必要があります。こ
のルールではホスト名は文字で始まり、文字または数字で終わ

remote-users

り、その間には文字、数字、またはハイフンしか使用できませ

ん。名前には 63文字まで使用できます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 3   

DNS の設定
controllerの IPアドレスをホスト名として使用する場合、この IPアドレスが使用されるため、DNS
クエリは発生しません。ピリオド（.）なしでホスト名を設定すると、ピリオドと、それに続くデ
フォルトのドメイン名がホスト名に追加され、その後で DNSクエリが行われて、名前が IPアド
レスにマッピングされます。デフォルトのドメイン名は、ip domain-nameグローバルコンフィ
ギュレーションコマンドによって設定される値です。ホスト名にピリオド（.）がある場合は、
Cisco IOSソフトウェアは、ホスト名にデフォルトのドメイン名を追加せずに IPアドレスを検索
します。

手順の概要

1. configure terminal
2. ip domain-name name
3. ip name-server server-address1 [server-address2 ... server-address6]
4. ip domain-lookup [nsap | source-interface interface]
5. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

非完全修飾ホスト名（ドット付き 10進表記ドメイン名のない名前）
を完成させるためにソフトウェアが使用する、デフォルトのドメイン

名を定義します。

ip domain-name name

例：

Controller(config)# ip

ステップ 2   

ドメイン名を未修飾の名前から区切るために使用される最初のピリオ

ドは入れないでください。
domain-name Cisco.com

ブート時にはドメイン名は設定されていませんが、controllerの設定が
BOOTPまたは Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）サーバか
ら行われている場合、BOOTPまたは DHCPサーバによってデフォル
トのドメイン名が設定されることがあります（この情報がサーバに設

定されている場合）。

名前とアドレスの解決に使用する1つまたは複数のネームサーバのア
ドレスを指定します。

ip name-server server-address1
[server-address2 ... server-address6]

例：

Controller(config)# ip

ステップ 3   

最大6つのネームサーバを指定できます。各サーバアドレスはスペー
スで区切ります。最初に指定されたサーバが、プライマリサーバで

す。 controllerは、最初にプライマリサーバへ DNSクエリを送信しま
name-server 192.168.1.100

す。そのクエリが失敗した場合は、バックアップサーバにクエリが

送信されます。

192.168.1.200 192.168.1.300

（任意）controller上で、DNSに基づくホスト名からアドレスへの変換
をイネーブルにします。この機能は、デフォルトでイネーブルにされ

ています。

ip domain-lookup [nsap |
source-interface interface]

例：

Controller(config)# ip

ステップ 4   

ユーザのネットワークデバイスが、名前の割り当てを制御できない

ネットワーク内のデバイスと接続する必要がある場合、グローバルな
domain-lookup

インターネットのネーミング方式（DNS）を使用して、ユーザのデバ
イスを一意に識別するデバイス名を動的に割り当てることができま

す。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 5   
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次の作業

Message-of-the-Day ログインバナーの設定
controllerにログインしたときに画面に表示される 1行以上のメッセージバナーを作成できます。

手順の概要

1. configure terminal
2. banner motd c message c
3. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

MOTDを指定します。banner motd c message c

例：

Controller(config)# banner motd #

ステップ 2   

c：ポンド記号（#）など、目的のデリミタを入力して
Returnキーを押します。デリミタはバナーテキストの始
まりと終わりを表します。終わりのデリミタの後ろの文字

は廃棄されます。
This is a secure site. Only
authorized users are allowed.
For access, contact technical

message：255文字までのバナーメッセージを入力します。
メッセージ内にはデリミタを使用できません。

support.
#

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 3   

ログインバナーの設定

接続されたすべての端末でログインバナーが表示されるように設定できます。バナーが表示され

るのは、MoTDバナーの後で、ログインプロンプトが表示される前です。
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手順の概要

1. configure terminal
2. banner login c message c
3. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

ログインメッセージを指定します。banner login c message c

例：

Controller(config)# banner login $

ステップ 2   

c：ポンド記号（#）など、目的のデリミタを入力してReturn
キーを押します。デリミタはバナーテキストの始まりと終

わりを表します。終わりのデリミタの後ろの文字は廃棄さ

れます。
Access for authorized users only.
Please enter your username and
password.

message：255文字までのログインメッセージを入力しま
す。メッセージ内にはデリミタを使用できません。

$

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 3   

MAC アドレステーブルの管理

アドレスエージングタイムの変更

手順の概要

1. configure terminal
2. mac address-table aging-time [0 | 10-1000000] [routed-mac | vlan vlan-id]
3. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

ダイナミックエントリが使用または更新された後、MACア
ドレステーブル内に保持される時間を設定します。

mac address-table aging-time [0 |
10-1000000] [routed-mac | vlan vlan-id]

例：

Controller(config)# mac address-table

ステップ 2   

指定できる範囲は 10～ 1000000秒です。デフォルトは 300
です。0を入力して期限切れをディセーブルにすることもで
きます。スタティックアドレスは、期限切れになることも

テーブルから削除されることもありません。aging-time 500 vlan 2

vlan ID：有効な IDは 1～ 4094です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 3   

MAC アドレス変更通知トラップの設定

手順の概要

1. configure terminal
2. snmp-server host host-addr community-string notification-type { informs | traps } {version {1 | 2c | 3}}

{vrf vrf instance name}
3. snmp-server enable traps mac-notification change
4. mac address-table notification change
5. mac address-table notification change [interval value] [history-size value]
6. interface interface-id
7. snmp trap mac-notification change {added | removed}
8. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

トラップメッセージの受信者を指定します。snmp-server host host-addr
community-string notification-type { informs

ステップ 2   

• host-addr：NMSの名前またはアドレスを指定します。| traps } {version {1 | 2c | 3}} {vrf vrf
instance name} • traps（デフォルト）：ホストに SNMPトラップを送信し

ます。
例：

Controller(config)# snmp-server host
• informs：ホストに SNMPインフォームを送信します。

172.20.10.10 traps private • version：サポートする SNMPバージョンを指定します。
informsにはバージョン 1（デフォルト）を使用できませ
ん。

mac-notification

• community-string：通知処理と送信する文字列を指定しま
す。 snmp-serverhostコマンドを使用してこの文字列を設
定できますが、この文字列を定義するには、snmp-server
communityコマンドを使用し、次に snmp-server hostコ
マンドを使用することを推奨します。

• notification-type：mac-notificationキーワードを使用しま
す。

• vrf vrf instance name：ホストの VPNルーティング/転送イ
ンスタンスを指定します。

controllerがMACアドレス変更通知トラップを送信できるよう
にします。

snmp-server enable trapsmac-notification
change

例：

Controller(config)# snmp-server enable

ステップ 3   

traps
mac-notification change

MACアドレス変更通知機能をイネーブルにします。mac address-table notification change

例：

Controller(config)# mac address-table

ステップ 4   

notification change
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目的コマンドまたはアクション

トラップインターバルタイムと履歴テーブルのサイズを入力

します。

mac address-table notification change
[interval value] [history-size value]

例：

Controller(config)# mac address-table

ステップ 5   

•（任意）interval value：NMSに生成されるトラップの各
セット間の通知トラップインターバルを秒単位で指定し

ます。指定できる範囲は 0～ 2147483647秒です。デフォ
ルトは 1秒です。notification change interval 123

Controller(config)#mac address-table
•（任意）history-size value：MAC通知履歴テーブルの最大
エントリ数を指定します。指定できる範囲は 0～ 500で
す。デフォルトは 1です。

notification change history-size 100

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し、

SNMP MACアドレス通知トラップをイネーブルにするレイヤ
2インターフェイスを指定します。

interface interface-id

例：

Controller(config)# interface

ステップ 6   

gigabitethernet1/0/2

インターフェイス上でMACアドレス変更通知トラップをイ
ネーブルにします。

snmp trapmac-notification change {added
| removed}

例：

Controller(config-if)# snmp trap

ステップ 7   

• MACアドレスがインターフェイスに追加された（added）
場合にトラップをイネーブルにします。

• MACアドレスがインターフェイスから削除された
（removed）場合にMAC通知トラップをイネーブルにし
ます。

mac-notification change added

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config-if)# end

ステップ 8   

MAC アドレス移動通知トラップの設定
MAC移動通知を設定する場合は、MACアドレスが、同じ VLAN内のあるポートから別のポート
に移動すると常に、SNMP通知が生成されてネットワーク管理システムに送信されます。

NMSホストにMACアドレス移動通知トラップを送信するようにcontrollerを設定するには、特権
EXECモードで次の手順を実行します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. snmp-server host host-addr {traps | informs} {version {1 | 2c | 3}} community-string notification-type
3. snmp-server enable traps mac-notification move
4. mac address-table notification mac-move
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

トラップメッセージの受信者を指定します。snmp-server host host-addr {traps |
informs} {version {1 | 2c | 3}}
community-string notification-type

ステップ 2   

• host-addr：NMSの名前またはアドレスを指定します。

例：

Controller(config)# snmp-server host

• traps（デフォルト）：ホストに SNMPトラップを送信
します。

• informs：ホストに SNMPインフォームを送信します。172.20.10.10 traps private
mac-notification

• version：サポートするSNMPバージョンを指定します。
informsにはバージョン 1（デフォルト）を使用できま
せん。

• community-string：通知処理と送信する文字列を指定し
ます。 snmp-serverhostコマンドを使用してこの文字列
を設定できますが、この文字列を定義するには、

snmp-server communityコマンドを使用し、次に
snmp-server hostコマンドを使用することを推奨しま
す。

• notification-type：mac-notificationキーワードを使用しま
す。

controllerが NMSにMACアドレス移動通知トラップを送信
できるようにします。

snmp-server enable traps mac-notification
move

例：

Controller(config)# snmp-server enable

ステップ 3   

traps
mac-notification move
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目的コマンドまたはアクション

MACアドレス移動通知機能をイネーブルにします。mac address-table notification mac-move

例：

Controller(config)# mac address-table

ステップ 4   

notification mac-move

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 5   

MAC しきい値通知トラップの設定
MACしきい値通知を設定する場合は、MACアドレステーブルのしきい値の制限値に達するか、
その値を超えると、SNMP通知が生成されてネットワーク管理システムに送信されます。

手順の概要

1. configure terminal
2. snmp-server host host-addr {traps | informs} {version {1 | 2c | 3}} community-string notification-type
3. snmp-server enable traps mac-notification threshold
4. mac address-table notification threshold
5. mac address-table notification threshold [limit percentage] | [interval time]
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

トラップメッセージの受信者を指定します。snmp-server host host-addr {traps | informs}
{version {1 | 2c | 3}} community-string
notification-type

ステップ 2   

• host-addr：NMSの名前またはアドレスを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Controller(config)# snmp-server host

• traps（デフォルト）：ホストに SNMPトラップを送信
します。

• informs：ホストに SNMPインフォームを送信します。
172.20.10.10 traps private

• version：サポートするSNMPバージョンを指定します。
informsにはバージョン 1（デフォルト）を使用できま
せん。

mac-notification

• community-string：通知処理と送信する文字列を指定し
ます。 snmp-serverhostコマンドを使用してこの文字列
を設定できますが、この文字列を定義するには、

snmp-server communityコマンドを使用し、次に
snmp-server hostコマンドを使用することを推奨しま
す。

• notification-type：mac-notificationキーワードを使用しま
す。

NMSへのMACしきい値通知トラップをイネーブルにしま
す。

snmp-server enable traps mac-notification
threshold

例：

Controller(config)# snmp-server enable

ステップ 3   

traps
mac-notification threshold

MACアドレスしきい値通知機能をイネーブルにします。mac address-table notification threshold

例：

Controller(config)# mac address-table

ステップ 4   

notification threshold

MACアドレスしきい値使用状況モニタリングのしきい値を
入力します。

mac address-table notification threshold
[limit percentage] | [interval time]

例：

Controller(config)# mac address-table

ステップ 5   

•（任意）limit percentage：MACアドレステーブルの使
用率を指定します。有効な値は1～100%です。デフォ
ルト値は 50%です。notification threshold interval 123

Controller(config)# mac address-table •（任意）interval time：通知間隔を指定します。有効な
値として指定可能なのは、120秒以上です。デフォル
トは 120秒です。

notification threshold limit 78
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 6   

次の作業

スタティックアドレスエントリの追加および削除

手順の概要

1. configure terminal
2. mac address-table static mac-addr vlan vlan-id interface interface-id
3. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

MACアドレステーブルにスタティックアドレスを追加します。mac address-table static mac-addr
vlan vlan-id interface interface-id

ステップ 2   

• mac-addr：アドレステーブルに追加する宛先MACユニキャスト
アドレスを指定します。この宛先アドレスを持つパケットが指定例：

Controller(config)# mac
したVLANに着信すると、指定したインターフェイスに転送され
ます。address-table

static c2f3.220a.12f4 vlan 4 • vlan-id：指定されたMACアドレスを持つパケットを受信する
VLANを指定します。指定できる VLAN IDの範囲は 1～ 4094で
す。

interface gigabitethernet 1/0/1

• interface-id：受信パケットが転送されるインターフェイスを指定
します。有効なインターフェイスは、物理ポートまたはポート

チャネルです。スタティックマルチキャストアドレスの場合、

複数のインターフェイス IDを入力できます。スタティックユニ
キャストアドレスの場合、インターフェイスは同時に 1つしか入
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目的コマンドまたはアクション

力できません。ただし、同じMACアドレスおよびVLAN IDを指
定すると、コマンドを複数回入力できます。

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

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 3   

ユニキャスト MAC アドレスフィルタリングの設定

手順の概要

1. configure terminal
2. mac address-table static mac-addr vlan vlan-id drop
3. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

ユニキャストMACアドレスフィルタリングをイネーブルにし、
controllerが指定した送信元または宛先ユニキャストスタティッ
クアドレスを持つパケットをドロップするように設定します。

mac address-table staticmac-addr vlan
vlan-id drop

例：

Controller(config)# mac

ステップ 2   

• mac-addr：送信元または宛先ユニキャストMACアドレス
（48ビット）を指定します。このMACアドレスを持つパ
ケットはドロップされます。

address-table
static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop

• vlan-id：指定されたMACアドレスを持つパケットを受信
する VLANを指定します。指定できる VLAN IDの範囲は
1～ 4094です。
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 3   

Controllerのモニタリングおよび保守の管理
目的コマンド

すべてのダイナミックエントリを削除します。clear mac address-table dynamic

特定のMACアドレスを削除します。clear mac address-table dynamic address
mac-address

指定された物理ポートまたはポートチャネル上

のすべてのアドレスを削除します。

clear mac address-table dynamic interface
interface-id

指定されたVLAN上のすべてのアドレスを削除
します。

clear mac address-table dynamic vlan vlan-id

時刻と日付の設定を表示します。show clock [detail]

すべての VLANまたは指定された VLANに対
するレイヤ2マルチキャストエントリを表示し
ます。

show ip igmp snooping groups

指定されたMACアドレスのMACアドレステー
ブル情報を表示します。

show mac address-table address mac-address

すべてのVLANまたは指定されたVLANのエー
ジングタイムを表示します。

show mac address-table aging-time

すべての VLANまたは指定された VLANで存
在しているアドレス数を表示します。

show mac address-table count

ダイナミックMACアドレステーブルエントリ
のみを表示します。

show mac address-table dynamic

指定されたインターフェイスのMACアドレス
テーブル情報を表示します。

show mac address-table interface interface-name
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目的コマンド

MACアドレステーブル移動更新情報を表示し
ます。

show mac address-table move update

マルチキャストのMACアドレスのリストを表
示します。

show mac address-table multicast

MAC通知パラメータおよび履歴テーブルを表
示します。

show mac address-table notification {change |
mac-move | threshold}

セキュアMACアドレスを表示します。show mac address-table secure

スタティックMACアドレステーブルエントリ
だけを表示します。

show mac address-table static

指定されたVLANのMACアドレステーブル情
報を表示します。

show mac address-table vlan vlan-id

Controller管理の設定例

例：システムクロックの設定

次の例は、システムクロックを手動で設定する方法を示しています。

Controller# clock set 13:32:00 23 July 2013

例：サマータイムの設定

次に、サマータイムが 3月 10日の 02:00に開始し、11月 3日の 02:00に終了する場合の設定を例
として示します。

Controller(config)# clock summer-time PDT recurring PST date
10 March 2013 2:00 3 November 2013 2:00

次に、サマータイムの開始日と終了日を設定する例を示します。

Controller(config)#clock summer-time PST date
20 March 2013 2:00 20 November 2013 2:00
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例：MOTD バナーの設定

次の例は、開始および終了デリミタにポンド記号（#）を使用して、MOTDバナーを設定する方法
を示しています。

Controller(config)# banner motd #

This is a secure site. Only authorized users are allowed.
For access, contact technical support.

#

Controller(config)#

次に、前の設定により表示されたバナーの例を示します。

Unix> telnet 192.0.2.15

Trying 192.0.2.15...

Connected to 192.0.2.15.

Escape character is '^]'.

This is a secure site. Only authorized users are allowed.

For access, contact technical support.

User Access Verification

Password:

例：ログインバナーの設定

次の例は、開始および終了デリミタにドル記号（$）を使用して、ログインバナーを設定する方
法を示しています。

Controller(config)# banner login $

Access for authorized users only. Please enter your username and password.

$

Controller(config)#

例：MAC アドレス変更通知トラップの設定
次に、NMSとして 172.20.10.10を指定し、NMSへのMACアドレス通知トラップの送信をイネー
ブルにし、MACアドレス変更通知機能をイネーブルにし、インターバルタイムを 123秒に設定
し、履歴サイズを 100エントリに設定し、特定のポートでMACアドレスが追加された場合のト
ラップをイネーブルにする例を示します。

Controller(config)# snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification
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Controller(config)# snmp-server enable traps mac-notification change
Controller(config)# mac address-table notification change
Controller(config)# mac address-table notification change interval 123
Controller(config)# mac address-table notification change history-size 100
Controller(config)# interface gigabitethernet1/2/1
Controller(config-if)# snmp trap mac-notification change added

例：MAC しきい値通知トラップの設定

次に、NMSとして172.20.10.10を指定し、MACアドレスしきい値通知機能をイネーブルにし、イ
ンターバルタイムを 123秒に設定し、制限を 78%に設定する例を示します。

Controller(config)# snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification
Controller(config)# snmp-server enable traps mac-notification threshold
Controller(config)# mac address-table notification threshold
Controller(config)# mac address-table notification threshold interval 123
Controller(config)# mac address-table notification threshold limit 78

例：MAC アドレステーブルにスタティックアドレスを追加

次の例では、MACアドレステーブルにスタティックアドレス c2f3.220a.12f4を追加する方法を示
します。VLAN4でこのMACアドレスを宛先アドレスとして持つパケットを受信すると、パケッ
トは指定されたポートに転送されます。

Controller(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 interface
gigabitethernet1/1/1

例：ユニキャスト MAC アドレスフィルタリングの設定
次に、ユニキャストMACアドレスフィルタリングをイネーブルにし、c2f3.220a.12f4の送信元ま
たは宛先アドレスを持つドロップパケットを設定する例を示します。送信元または宛先としてこ

のMACアドレスを持つパケットがVLAN4上で受信された場合、パケットがドロップされます。

Controller(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 drop

Controller管理の機能履歴と情報
変更リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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第 4 章

Controllerのセットアップ設定の実行

• Controllerセットアップ設定の実行に関する情報, 51 ページ

• Controllerのセットアップ設定方法, 61 ページ

• Controllerのセットアップ設定のモニタリング, 69 ページ

• Controllerセットアップを実行する場合の設定例, 71 ページ

• Controllerセットアップ設定の機能履歴と情報, 72 ページ

Controllerセットアップ設定の実行に関する情報
IPアドレスの割り当ておよび DHCP自動設定を含む初期controller設定タスクを実行する前に、こ
のモジュールのセクションを確認します。

Controller起動プロセス
controllerを起動するには、ハードウェアインストレーションガイドの手順にしたがって、controller
を設置して電源をオンにし、controllerの初期設定（IPアドレス、サブネットマスク、デフォルト
ゲートウェイ、シークレット、Telnetパスワードなど）を行う必要があります。

通常の起動プロセスにはブートローダソフトウェアの動作が含まれ、以下のアクティビティが実

行されます。

•下位レベルの CPU初期化を行います。 CPUレジスタを初期化することにより、物理メモリ
がマッピングされる場所、容量、速度などを制御します。

• CPUサブシステムの電源投入時セルフテスト（POST）を実行し、システムDRAMをテスト
します。

•システムボード上のファイルシステムを初期化します。

•デフォルトのオペレーティングシステムソフトウェアイメージをメモリにロードし、controller
を起動します。
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ブートローダにより、オペレーティングシステムがロードされる前に、ファイルシステムにア

クセスすることができます。ブートローダの使用目的は通常、オペレーティングシステムのロー

ド、展開、および起動に限定されます。オペレーティングシステムが CPUを制御できるように
なると、ブートローダは、次にシステムがリセットされるか電源が投入されるまでは非アクティ

ブになります。

また、オペレーティングシステムが使用不可能になるほどの重大な障害が発生した場合は、ブー

トローダはシステムにトラップドアからアクセスします。トラップドアからシステムへアクセス

して、必要があれば、Xmodemプロトコルを使用してオペレーティングシステムのソフトウェア
イメージを再インストールし、失われたまたは忘れたパスワードを回復し、最終的にオペレーティ

ングシステムを再起動できます。

controller情報を割り当てるには、PCまたは端末をコンソールポートに接続するか、PCをイーサ
ネット管理ポートに接続して、PCまたは端末エミュレーションソフトウェアのボーレートおよ
びキャラクタフォーマットをcontrollerのコンソールポートの設定と一致させておく必要がありま
す。

•デフォルトのボーレートは 9600です。

•デフォルトのデータビットは 8です。

データビットオプションを 8に設定した場合、パリティオプションは「な
し」に設定します。

（注）

•デフォルトのストップビットは 2（マイナー）です。

•デフォルトのパリティ設定は「なし」です。

ソフトウェアインストーラ機能

次のソフトウェアインストーラ機能がスイッチ上でサポートされます。

•スタック内のスタンドアロンスイッチ、でのソフトウェアバンドルのインストール。

•スイッチのスタック内では、すべてのスイッチがインストールモードであることを推奨しま
す。

•以前にインストールしたパッケージセットへのソフトウェアロールバック。

•有効なインストール済みパッケージがブートフラッシュに存在しない場合の緊急インストー
ル。

ソフトウェアインストールおよびロールバックは、インストールモードのみで実行している

ときに行う必要があります。 software expand EXECコマンドを使用して、バンドルモードで
のブートをインストールモードに変換できます。

（注）
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ソフトウェアのブートモード

controllerでは、ソフトウェアパッケージを起動するための次の 2種類のモードがサポートされて
います。

•インストールモード

•バンドルモード

関連トピック

例：インストールモードでのソフトウェアブートアップの表示, （70ページ）

例：緊急のインストール, （71ページ）

インストールモードでのブート

以下のフラッシュ内のソフトウェアパッケージのプロビジョニングファイルを起動して、インス

トールモードでcontrollerを起動できます。
controller: boot flash:packages.conf

プロビジョニングファイルには、起動、マウント、実行するソフトウェアパッケージのリストが

含まれます。インストールされている各パッケージの ISOファイルシステムは、フラッシュから
ルートファイルシステムに直接マウントされます。

インストールモードで起動するために使用するパッケージとプロビジョニングファイルは、

フラッシュに保存する必要があります。 usbflash0または tftp:からインストールモードで起動
することはサポートされていません。

（注）

関連トピック

例：インストールモードでのソフトウェアブートアップの表示, （70ページ）

例：緊急のインストール, （71ページ）

バンドルモードでのブート

バンドル（.bin）ファイルを使用して、controllerをバンドルモードでブートできます：

バンドルに含まれるプロビジョニングファイルは、どのパッケージを起動、マウント、および実

行するかを判断するために使用されます。パッケージはバンドルから取得され、RAMにコピー
されます。各パッケージの ISOファイルシステムは、ルートファイルシステムにマウントされ
ます。

インストールモードでの起動とは異なり、バンドルモードでの起動では、バンドルのサイズに対

応するサイズの追加メモリが使用されます。
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バンドルモードでの起動では、自動インストールおよびスマートインストール機能はサポー

トされません。

（注）

関連トピック

例：インストールモードでのソフトウェアブートアップの表示, （70ページ）

例：緊急のインストール, （71ページ）

Controllers情報の割り当て
IP情報を割り当てるには、controllerのセットアッププログラムを使用する方法、Dynamic Host
Configuration Protocol（DHCP）サーバを使用する方法、または手動で実行する方法があります。

特定の IP情報の設定が必要な場合、controllerのセットアッププログラムを使用してください。
このプログラムを使用すると、ホスト名とイネーブルシークレットパスワードを設定することも

できます。

また、任意で、Telnetパスワードを割り当てたり（リモート管理中のセキュリティ確保のため）、
スイッチをクラスタのコマンドまたはメンバスイッチとして、あるいはスタンドアロンスイッチ

として設定したりできます。

スイッチスタックは、単一 IPアドレスを介して管理されます。 IPアドレスは、システムレベル
の設定で、スタックマスターまたは他のすべてのスタックメンバで固有ではありません。 IP接
続が確保されている前提で、スタックからスタックマスターまたは他のすべてのスタックメンバ

を削除した場合でも、同じ IPアドレスを介してスタックを管理できます。

スイッチスタックからスタックメンバを削除した場合、各スタックメンバは自身の IPアドレ
スを保持します。したがって、ネットワーク内で同じ IPアドレスを持つ 2つのデバイスが競
合するのを避けるため、スイッチスタックから削除したスイッチの IPアドレスを変更してお
きます。

（注）

サーバの設定後は DHCPサーバを使用して、IP情報の集中管理と自動割り当てを行います。

DHCPを使用している場合は、controllerが動的に割り当てられた IPアドレスを受信してコン
フィギュレーションファイルを読み込むまでは、セットアッププログラムからの質問に応答

しないでください。

（注）

controllerの設定手順を熟知している経験豊富なユーザの場合は、controllerを手動で設定してくだ
さい。または、「Boot Process（動起プロセス）」の項で説明したセットアッププログラムを使
用してください。
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DHCP ベースの自動設定の概要
DHCPは、インターネットホストおよびインターネットワーキングデバイスに設定情報を提供し
ます。このプロトコルには、2つのコンポーネントがあります。1つは DHCPサーバからデバイ
スにコンフィギュレーションパラメータを提供するコンポーネント、もう 1つはデバイスにネッ
トワークアドレスを割り当てるコンポーネントです。 DHCPはクライアント/サーバモデルに基
づいています。指定された DHCPサーバが、動的に設定されるデバイスに対して、ネットワーク
アドレスを割り当て、コンフィギュレーションパラメータを提供します。 controllerは、DHCPク
ライアントおよび DHCPサーバとして機能できます。

DHCPベースの自動設定では、controller（DHCPクライアント）は起動時に、IPアドレス情報お
よびコンフィギュレーションファイルを使用して自動的に設定されます。

DHCPベースの自動設定を使用すると、controller上で DHCPクライアント側の設定を行う必要は
ありません。ただし、DHCPサーバで、IPアドレスに関連した各種リースオプションを設定する
必要があります。

DHCPを使用してネットワーク上でコンフィギュレーションファイルの場所をリレーする場合は、
Trivial File Transfer Protocol（TFTP）サーバおよびドメインネームシステム（DNS）サーバの設定
が必要なこともあります。

controllerの DHCPサーバは、スイッチと同じ LAN上に配置することも、そのcontrollerとは別の
LAN上に配置することもできます。DHCPサーバが異なるLAN上で動作している場合、controller
とDHCPサーバ間に、DHCPのリレーデバイスを設定する必要があります。リレーデバイスは、
直接接続されている 2つの LAN間でブロードキャストトラフィックを転送します。ルータはブ
ロードキャストパケットを転送しませんが、受信したパケットの宛先 IPアドレスに基づいてパ
ケットを転送します。

DHCPベースの自動設定は、controllerの BOOTPクライアント機能に代わるものです。

DHCP クライアント要求プロセス
controllerを起動したときに、controllerにコンフィギュレーションファイルがない場合、DHCPク
ライアントが呼び出され、DHCPクライアントが DHCPサーバに設定情報を要求します。コン
フィギュレーションファイルが存在し、その設定に特定のルーテッドインターフェイスの ip
address dhcpインターフェイスコンフィギュレーションコマンドが含まれる場合、DHCPクライ
アントが呼び出され、DHCPクライアントがインターフェイスに IPアドレス情報を要求します。

次は、DHCPクライアントと DHCPサーバの間で交換される一連のメッセージです。

図 2：DHCP クライアント/サーバ間のメッセージ交換

クライアントであるControllerAは、DHCPサーバの場所を特定するために、DHCPDISCOVERメッ
セージをブロードキャストします。 DHCPサーバは、DHCPOFFERユニキャストメッセージに
よって、使用可能なコンフィギュレーションパラメータ（IPアドレス、サブネットマスク、ゲー
トウェイ IPアドレス、DNS IPアドレス、IPアドレス用のリースなど）をクライアントに提示し
ます。
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DHCPREQUESTブロードキャストメッセージでは、クライアントは、提示された設定情報に対し
て、DHCPサーバに正式な要求を戻します。この正式な要求はブロードキャストされるため、ク
ライアントから DHCPDISCOVERブロードキャストメッセージを受信した他のすべての DHCP
サーバは、クライアントに提示した IPアドレスを再利用できます。

DHCPサーバは、DHCPACKユニキャストメッセージをクライアントに戻すことで、IPアドレス
がクライアントに割り当てられたことを確認します。このメッセージによって、クライアントと

サーバはバウンドされ、クライアントはサーバから受信した設定情報を使用します。 controllerの
受信する情報量は、DHCPサーバの設定方法によって異なります。

DHCPOFFERユニキャストメッセージによって送信されたコンフィギュレーションパラメータが
無効である（コンフィギュレーションエラーがある）場合、クライアントは DHCPサーバに、
DHCPDECLINEブロードキャストメッセージを戻します。

DHCPサーバはクライアントに、提示されたコンフィギュレーションパラメータが割り当てられ
ていない、パラメータのネゴシエーション中にエラーが発生した、またはDHCPOFFERメッセー
ジに対するクライアントの応答が遅れている（DHCPサーバがパラメータを別のクライアントに
割り当てた）という意味の DHCPNAK拒否ブロードキャストメッセージを送信します。

DHCPクライアントは、複数の DHCPサーバまたは BOOTPサーバから提示を受け取り、そのう
ちの任意の 1つを受け入れることができますが、通常は最初に受け取った提示を受け入れます。
DHCPサーバから提示された IPアドレスが必ずしもクライアントに割り当てられるわけではあり
ません。ただし、サーバは通常、クライアントが正式にアドレスを要求するまではアドレスを確

保しておきます。controllerがBOOTPサーバからの応答を受け入れ、自身を設定する場合、controller
はcontrollerコンフィギュレーションファイルを取得するために、TFTP要求をユニキャストする
のではなくブロードキャストします。

DHCPホスト名オプションにより、controllersのグループはホスト名および標準コンフィギュレー
ションを集中管理型DHCPサーバから取得できます。クライアント（controller）はDCHPDISCOVER
メッセージ内に、DHCPサーバからのホスト名および他のコンフィギュレーションパラメータの
要求に使用される Option 12フィールドを加えます。すべてのクライアントのコンフィギュレー
ションファイルは、DHCPから取得したホスト名を除き、まったく同じです。

クライアントにデフォルトのホスト名がある場合（hostname nameグローバルコンフィギュレー
ションコマンドを設定していないか、no hostnameグローバルコンフィギュレーションコマンド
を使用してホスト名を削除していない場合）は、ip address dhcpインターフェイスコンフィギュ
レーションコマンドを入力すると、DHCPのホスト名オプションがパケットに含まれません。こ
の場合、インターフェイスの IPアドレスを取得中にクライアントがDHCPとの相互作用でDHCP
ホスト名オプションを受信した場合、クライアントは DHCPホスト名オプションを受け入れて、
システムに設定済みのホスト名があることを示すフラグが設定されます。

DHCP サーバ設定時の注意事項
デバイスを DHCPサーバとして設定する場合、次の注意事項に従ってください。

• DHCPサーバには、controllerのハードウェアアドレスによって各controllerと結び付けられて
いる予約済みのリースを設定する必要があります。
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• controllerに IPアドレス情報を受信させるには、DHCPサーバに次のリースオプションを設定
する必要があります。

◦クライアントの IPアドレス（必須）

◦クライアントのサブネットマスク（必須）

◦ DNSサーバの IPアドレス（任意）

◦ルータの IPアドレス（controllerで使用するデフォルトゲートウェイアドレス）（必
須）

• controllerに TFTPサーバからコンフィギュレーションファイルを受信させる場合は、DHCP
サーバに次のリースオプションを設定する必要があります。

◦ TFTPサーバ名（必須）

◦ブートファイル名（クライアントが必要とするコンフィギュレーションファイル名）
（推奨）

◦ホスト名（任意）

• DHCPサーバの設定によっては、controllerは IPアドレス情報またはコンフィギュレーション
ファイル、あるいはその両方を受信できます。

•前述のリースオプションを設定しなかった場合、DHCPサーバは、設定されたパラメータの
みを使用してクライアントの要求に応答します。 IPアドレスおよびサブネットマスクが応
答に含まれていないと、controllerは設定されません。ルータの IPアドレスまたはTFTPサー
バ名が見つからなかった場合、controllerは TFTP要求をユニキャストしないでブロードキャ
ストする場合があります。その他のリースオプションは、使用できなくても自動設定には

影響しません。

• controllerはDHCPサーバとして動作することができます。デフォルトでは、Cisco IOSDHCP
サーバおよびDHCPリレーエージェント機能はcontroller上でイネーブルにされていますが、
設定されていません。（これらの機能は動作しません。）

TFTP サーバの目的
DHCPサーバの設定に基づいて、controllerはTFTPサーバから 1つまたは複数のコンフィギュレー
ションファイルをダウンロードしようとします。 TFTPサーバへの IP接続に必要なすべてのオプ
ションについてcontrollerに応答するよう DHCPを設定している場合で、なおかつ、TFTPサーバ
名、アドレス、およびコンフィギュレーションファイル名を指定してDHCPサーバを設定してい
る場合、controllerは指定された TFTPサーバから指定されたコンフィギュレーションファイルを
ダウンロードしようとします。

コンフィギュレーションファイル名、およびTFTPサーバを指定しなかった場合、またはコンフィ
ギュレーションファイルをダウンロードできなかった場合は、controllerはファイル名とTFTPサー
バアドレスをさまざまに組み合わせてコンフィギュレーションファイルをダウンロードしようと

します。ファイルには、特定のコンフィギュレーションファイル名（存在する場合）と次のファ

イルが指定されています。network-config、cisconet.cfg、hostname.config、または hostname.cfgで

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
    OL-32324-01-J 57

Controllerのセットアップ設定の実行
DHCP サーバ設定時の注意事項



す。この場合、hostnameはcontrollerの現在のホスト名です。使用される TFTPサーバアドレスに
は、（存在する場合）指定された TFTPサーバのアドレス、およびブロードキャストアドレス
（255.255.255.255）が含まれています。

controllerが正常にコンフィギュレーションファイルをダウンロードするには、TFTPサーバのベー
スディレクトリに 1つまたは複数のコンフィギュレーションファイルが含まれていなければなり
ません。含めることのできるファイルは、次のとおりです。

• DHCP応答で指定されているコンフィギュレーションファイル（実際のcontrollerコンフィ
ギュレーションファイル）。

• network-confgまたは cisconet.cfgファイル（デフォルトのコンフィギュレーションファイ
ル）。

• router-confgまたは ciscortr.cfgファイル（これらのファイルには、すべてのcontrollersに共通
のコマンドが含まれています。通常、DHCPおよび TFTPサーバが適切に設定されていれ
ば、これらのファイルはアクセスされません）。

DHCPサーバリースデータベースに TFTPサーバ名を指定する場合は、DNSサーバのデータベー
スに TFTPサーバ名と IPアドレスのマッピングを設定することも必要です。

使用するTFTPサーバが、controllerとは異なるLAN上にある場合、またはcontrollerがブロードキャ
ストアドレスを使用してアクセスした場合（前述のすべての必須情報がDHCPサーバの応答に含
まれていない場合に発生）は、リレーを設定してTFTPサーバにTFTPパケットを転送する必要が
あります。適切な解決方法は、必要なすべての情報を使用して DHCPサーバを設定することで
す。

DNS サーバの目的
DHCPサーバは、DNSサーバを使用して TFTPサーバ名を IPアドレスに変換します。 DNSサー
バ上で、TFTPサーバ名から IPアドレスへのマッピングを設定する必要があります。 TFTPサー
バには、controllerのコンフィギュレーションファイルが存在します。

DHCPの応答時に IPアドレスを取得する DHCPサーバのリースデータベースに、DNSサーバの
IPアドレスを設定できます。リースデータベースには、DNSサーバの IPアドレスを 2つまで入
力できます。

DNSサーバは、同じ LAN上に配置することも、そのcontrollerとは別の LAN上に配置することも
できます。DNSサーバが別の LAN上に存在する場合、controllerはルータを介してDNSサーバに
アクセスできなければなりません。

コンフィギュレーションファイルの入手方法

IPアドレスおよびコンフィギュレーションファイル名がDHCPで専用のリースとして取得できる
かどうかに応じて、controllerは次の方法で設定情報を入手します。

• IPアドレスおよびコンフィギュレーションファイル名が、controller用に予約され、DHCP応
答（1ファイル読み込み方式）で提供されている場合
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controllerはDHCPサーバから、IPアドレス、サブネットマスク、TFTPサーバアドレス、お
よびコンフィギュレーションファイル名を受信します。controllerは、TFTPサーバにユニキャ
ストメッセージを送信し、指定されたコンフィギュレーションファイルをサーバのベース

ディレクトリから取得して、ブートアッププロセスを完了します。

• controllerの IPアドレスおよびコンフィギュレーションファイル名が予約されているが、DHCP
応答に TFTPサーバアドレスが含まれていない場合（1ファイル読み込み方式）。

controllerは DHCPサーバから、IPアドレス、サブネットマスク、およびコンフィギュレー
ションファイル名を受信します。 controllerは、TFTPサーバにブロードキャストメッセージ
を送信し、指定されたコンフィギュレーションファイルをサーバのベースディレクトリか

ら取得して、ブートアッププロセスを完了します。

• IPアドレスだけがcontroller用に予約され、DHCP応答で提供されており、コンフィギュレー
ションファイル名は提供されない場合（2ファイル読み込み方式）

controllerは DHCPサーバから、IPアドレス、サブネットマスク、および TFTPサーバアド
レスを受信します。 controllerは、TFTPサーバにユニキャストメッセージを送信し、
network-confgまたは cisconet.cfgのデフォルトコンフィギュレーションファイルを取得しま
す（network-confgファイルが読み込めない場合、controllerは cisconet.cfgファイルを読み込
みます）。

デフォルトコンフィギュレーションファイルには、controllerのホスト名から IPアドレスへ
のマッピングが含まれています。 controllerは、ファイルの情報をホストテーブルに書き込
み、ホスト名を入手します。ファイルにホスト名がない場合、controllerはDHCP応答で指定
されたホスト名を使用します。 DHCP応答でホスト名が指定されていない場合、controllerは
デフォルトの Switchをホスト名として使用します。

デフォルトのコンフィギュレーションファイルまたは DHCP応答からホスト名を入手した
後、controllerはホスト名と同じ名前のコンフィギュレーションファイル（network-confgまた
は cisconet.cfgのどちらが先に読み込まれたかに応じて、hostname-confgまたは hostname.cfg）
を TFTPサーバから読み込みます。 cisconet.cfgファイルが読み込まれている場合は、ホスト
のファイル名は 8文字に切り捨てられます。

network-confg、cisconet.cfg、またはホスト名と同じ名前のファイルを読み込むことができな
い場合、controllerは router-confgファイルを読み込みます。 router-confgファイルを読み込む
ことができない場合、controllerは ciscortr.cfgファイルを読み込みます。

DHCP応答から TFTPサーバを入手できなかった場合、ユニキャスト伝送によるコンフィギュ
レーションファイルの読み込みにすべて失敗した場合、または TFTPサーバ名を IPアドレス
に変換できない場合には、controllerは TFTPサーバ要求をブロードキャストします。

（注）

環境変数の制御方法

通常動作controllerでは、9600 bpsに設定されているコンソール接続のみを通じてブートローダ
モードを開始します。電源コードを再接続中にcontroller電源コードを取り外し、Modeボタンを
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押します。すべてのオレンジのシステム LEDが点灯したままになったら、Modeボタンを放して
もかまいません。ブートローダのcontrollerプロンプトが表示されます。

controllerのブートローダソフトウェアは不揮発性の環境変数をサポートするため、これらの環境
変数を使用して、ブートローダまたはシステムで稼働する他のソフトウェアの動作を制御できま

す。ブートローダの環境変数は、UNIXまたは DOSシステムで設定できる環境変数と類似して
います。

値を持つ環境変数は、フラッシュファイルシステムの外にあるフラッシュメモリに保存されま

す。

ファイルの各行には、環境変数名と等号に続いて、その変数の値が指定されます。変数が存在し

ない場合は、変数の値はありません。値がヌルストリングと表示された場合は、変数に値が設定

されています。ヌルストリング（たとえば " "）が設定されている変数は、値が設定された変数
です。多くの環境変数は事前に定義されており、デフォルト値が設定されています。

環境変数の設定を変更するには、ブートローダにアクセスするか、Cisco IOSコマンドを使用しま
す。通常の環境では、環境変数の設定を変更する必要はありません。

ソフトウェアイメージのリロードのスケジューリング

controller上でソフトウェアイメージのリロードを後で（深夜、週末などcontrollerをあまり使用し
ないときに）行うように、スケジュールを設定できます。または（ネットワーク内のすべての

controllersでソフトウェアをアップグレードする場合など）ネットワーク全体でリロードを同時に
行うことができます。

リロードオプションには以下のものがあります。

•指定した分数、または時間および分数が経過したときに、ソフトウェアがリロードされま
す。リロードは、約 24時間以内に実行する必要があります。最大 255文字で、リロードの
理由を指定できます。

•ソフトウェアのリロードが（24時間制で）指定された時間に有効になります。月日を指定
すると、指定された日時にリロードが行われるようにスケジュールが設定されます。月日を

指定しなかった場合、リロードは当日の指定時刻に行われます（指定時刻が現時刻より後の

場合）。または翌日の指定時刻に行われます（指定時刻が現在時刻よりも前の場合）。00:00
を指定すると、深夜 0時のリロードが設定されます。

reloadコマンドはシステムを停止させます。手動で起動することが設定されていない限り、シス
テムは自動的に再起動します。

手動で起動するようにcontrollerが設定されている場合、仮想端末からリロードを実行しないでく
ださい。これは、controllerがブートローダモードになり、その結果、リモートユーザが制御を
失うことを防止するためです。

コンフィギュレーションファイルを変更すると、リロードの前にコンフィギュレーションを保存

するように指示するプロンプトがcontrollerにより表示されます。保存操作時に、CONFIG_FILE
環境変数がすでに存在しないスタートアップコンフィギュレーションファイルを示していた場

合、保存を続行するかどうかという問い合わせがシステムから出されます。その状況のまま続け

ると、リロード時にセットアップモードが開始されます。
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スケジュールがすでに設定されたリロードを取り消すには、reload cancel特権 EXECコマンドを
使用します。

Controllerのセットアップ設定方法
DHCPを使用してcontrollerに新しいイメージおよび新しいコンフィギュレーションをダウンロー
ドするには、少なくとも 2つのcontrollersを設定する必要があります。 1つ目のcontrollerは DHCP
サーバおよびTFTPサーバと同じように機能し、2つ目のcontroller（クライアント）は新しいコン
フィギュレーションファイル、または新しいコンフィギュレーションファイルおよび新しいイ

メージファイルをダウンロードするように設定されています。

DHCP 自動設定（コンフィギュレーションファイルだけ）の設定
このタスクでは、新しいcontrollerの自動設定をサポートできるように、ネットワーク内の既存の
controllerでの TFTPおよび DHCP設定の DHCP自動設定を設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. ip dhcp pool poolname
3. boot filename
4. network network-number mask prefix-length
5. default-router address
6. option 150 address
7. exit
8. tftp-server flash:filename.text
9. interface interface-id
10. no switchport
11. ip address address mask
12. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます

configure terminal

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

DHCPサーバアドレスプールの名前を作成し、DHCP
プールコンフィギュレーションモードを開始します。

ip dhcp pool poolname

例：

Controller(config)# ip dhcp pool pool

ステップ 2   

ブートイメージとして使用されるコンフィギュレー

ションファイルの名前を指定します。

boot filename

例：

Controller(dhcp-config)# boot

ステップ 3   

config-boot.text

DHCPアドレスプールのサブネットネットワーク番号
およびマスクを指定します。

network network-number mask prefix-length

例：

Controller(dhcp-config)# network

ステップ 4   

プレフィクス長は、アドレスプレフィクス

を構成するビット数を指定します。プレフィ

クスは、クライアントのネットワークマス

クを指定する二者択一の方法です。プレフィ

クス長は、スラッシュ（/）で開始する必要
があります。

（注）

10.10.10.0 255.255.255.0

DHCPクライアント用のデフォルトルータの IPアド
レスを指定します。

default-router address

例：

Controller(dhcp-config)# default-router

ステップ 5   

10.10.10.1

TFTPサーバの IPアドレスを指定します。option 150 address

例：

Controller(dhcp-config)# option 150

ステップ 6   

10.10.10.1

グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：

Controller(dhcp-config)# exit

ステップ 7   

TFTPサーバ上のコンフィギュレーションファイルを
指定します。

tftp-server flash:filename.text

例：

Controller(config)# tftp-server

ステップ 8   

flash:config-boot.text
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目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションファイルを受信するクライア

ントのアドレスを指定します。

interface interface-id

例：

Controller(config)# interface

ステップ 9   

gigabitethernet1/0/4

インターフェイスをレイヤ 3モードにします。no switchport

例：

Controller(config-if)# no switchport

ステップ 10   

IPアドレスとインターフェイスのマスクを指定しま
す。

ip address address mask

例：

Controller(config-if)# ip address

ステップ 11   

10.10.10.1 255.255.255.0

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config-if)# end

ステップ 12   

複数の SVI への IP 情報の手動割り当て
このタスクでは、複数のスイッチ仮想インターフェイス（SVI）に IP情報を手動で割り当てる方
法について説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. interface vlan vlan-id
3. ip address ip-address subnet-mask
4. exit
5. ip default-gateway ip-address
6. end
7. show interfaces vlan vlan-id
8. show ip redirects
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始し

て、IP情報が割り当てられているVLANを指定します。範囲
は 1～ 4094です。

interface vlan vlan-id

例：

Controller(config)# interface vlan

ステップ 2   

99

IPアドレスとサブネットマスクを入力します。ip address ip-address subnet-mask

例：

Controller(config-vlan)# ip address

ステップ 3   

10.10.10.2 255.255.255.0

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。exit

例：

Controller(config-vlan)# exit

ステップ 4   

controllerに直接接続しているネクストホップのルータイン
ターフェイスの IPアドレスを入力します。このスイッチには

ip default-gateway ip-address

例：

Controller(config)# ip

ステップ 5   

デフォルトゲートウェイが設定されています。デフォルト

ゲートウェイは、controllerから宛先 IPアドレスを取得してい
ない IPパケットを受信します。default-gateway 10.10.10.1

デフォルトゲートウェイが設定されると、controllerは、ホス
トが接続する必要のあるリモートネットワークに接続できま

す。

IPでルーティングするようにcontrollerを設定した場
合、デフォルトゲートウェイの設定は不要です。

（注）

デフォルトゲートウェイの構成に基づいて、controller
の CAPWAPは中継を行い、ルーティングされたア
クセスポイントとcontrollerの接続をサポートしま
す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 6   

設定された IPアドレスを確認します。show interfaces vlan vlan-id

例：

Controller# show interfaces vlan

ステップ 7   

99

設定されたデフォルトゲートウェイを確認します。show ip redirects

例：

Controller# show ip redirects

ステップ 8   

Controllerのスタートアップコンフィギュレーションの変更

システムコンフィギュレーションを読み書きするためのファイル名の指定

デフォルトでは、Cisco IOSソフトウェアは、config.textファイルを使用して、システムコンフィ
ギュレーションの不揮発性コピーを読み書きします。別のファイル名を指定することもできま

す。次回の起動時には、その名前のファイルが読み込まれます。

はじめる前に

このタスクのスタンドアロン controllerを使用します。

手順の概要

1. configure terminal
2. boot flash:/file-url
3. end
4. show boot
5. copy running-config startup-config
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

次回の起動時に読み込むコンフィギュレーションファイ

ルを指定します。

boot flash:/file-url

例：

Controller(config)# boot

ステップ 2   

file-url：パス（ディレクトリ）およびコンフィギュレー
ションファイル名。

flash:config.text
ファイル名およびディレクトリ名は、大文字と小文字を区

別します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 3   

入力を確認します。show boot

例：

Controller# show boot

ステップ 4   

bootグローバルコンフィギュレーションコマンドによっ
て、CONFIG_FILE環境変数の設定が変更されます。

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定を保存

します。

copy running-config startup-config

例：

Controller# copy running-config
startup-config

ステップ 5   

Controllerをインストールモードで起動する

手順の概要

1. cp source_file_path destination_file_path
2. software expand file source_file_path
3. reload
4. boot flash: packages.conf
5. show version
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）FTPまたは TFTPサーバから、binファイル
（image.bin）をフラッシュまたは USBフラッシュにコピー
します。

cp source_file_path
destination_file_path

例：
Controller#

ステップ 1   

フラッシュ、FTP、TFTP、HTTP、または HTTPSサーバに保存
された binファイルを、起動したcontrollerに解凍します。

packages.confファイルが拡張されたファイル内に
含まれていることを確認します。

（注）

software expand file source_file_path

例：

ステップ 2   

controllerをリロードします。reload

例：
Controller: reload

ステップ 3   

packages.confcontrollerファイルを使用して手動ま
たは自動で起動できます。手動で起動した場合、ス

テップ 4に進むことができます。それ以外の場合、
controllerは自動的に起動します。

（注）

packages.confファイルでcontrollerをブートします。boot flash: packages.conf

例：
switch: boot flash:packages.conf

ステップ 4   

controllerがインストールモードであることを確認します。show version

例：

ステップ 5   

Controllerをバンドルモードで起動する
controllerを起動するには、いくつかの方法があります。1つは、TFTPサーバから binファイルを
コピーしてcontrollerを起動する方法です。または、boot flash:<image.bin>コマンドか、boot
usbflash0:<image.bin>コマンドを使用して、controllerをフラッシュまたは USBフラッシュから直
接起動することもできます。

次の手順では、バンドルモードで、TFTPサーバからcontrollerを起動する方法について説明しま
す。

手順の概要

1. cp source_file_path destination_file_path
2.
3. ブート
4. show version
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）FTPまたは TFTPサーバから、binファイル
（image.bin）をフラッシュまたは USBフラッシュ
にコピーします。

cp source_file_path destination_file_path

例：
Controller#

ステップ 1   

ブートパラメータを設定します。

例：
Controller:

ステップ 2   

controllerをブートします。ブートステップ 3   

例：
switch: boot

controllerがバンドルモードであることを確認します。show version

例：

ステップ 4   

ソフトウェアイメージのリロードのスケジュール設定

このタスクでは、ソフトウェアイメージを後でリロードするようにcontrollerを設定する方法につ
いて説明します。

手順の概要

1. configure terminal
2. copy running-config startup-config
3. reload in [hh:]mm [text]
4. reload at hh: mm [month day | day month] [text]
5. reload cancel
6. show reload

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

reloadコマンドを使用する前に、スタートアップコンフィギュ
レーションにcontroller設定情報を保存します。

copy running-config startup-config

例：
copy running-config startup-config

ステップ 2   

指定した分数、または時間および分数が経過したときに、ソフ

トウェアがリロードされるようにスケジュールを設定します。

reload in [hh:]mm [text]

例：

Controller(config)# reload in 12

ステップ 3   

リロードは、約 24日以内に実行する必要があります。最大 255
文字で、リロードの理由を指定できます。

System configuration has been
modified. Save? [yes/no]: y

リロードを実行する時間を、時間数と分数で指定します。reload at hh: mm [month day | day
month] [text]

ステップ 4   

atキーワードを使用するのは、controllerのシステムク
ロックが（ネットワークタイムプロトコル（NTP）、
ハードウェアカレンダー、または手動で）設定されて

いる場合だけです。時刻は、controllerに設定されたタ
イムゾーンに基づきます。リロードが複数のcontrollers
で同時に行われるようにスケジューリングするには、

各controllerの時間が NTPと同期している必要があり
ます。

（注）

例：

Controller(config)# reload at
14:00

以前にスケジューリングされたリロードをキャンセルします。reload cancel

例：

Controller(config)# reload cancel

ステップ 5   

以前controllerにスケジューリングされたリロードに関する情報、
またはリロードがスケジューリングされているかを表示します。

show reload

例：
show reload

ステップ 6   

Controllerのセットアップ設定のモニタリング

例：Controller実行コンフィギュレーションの確認

Controller# show running-config
Building configuration...

Current configuration: 1363 bytes
!
version 12.4
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no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Stack1
!
enable secret 5 $1$ej9.$DMUvAUnZOAmvmgqBEzIxE0
!
.
<output truncated>
.
interface gigabitethernet6/0/2
mvr type source

<output truncated>

...!
interface VLAN1
ip address 172.20.137.50 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
ip default-gateway 172.20.137.1 !
!
snmp-server community private RW
snmp-server community public RO
snmp-server community private@es0 RW
snmp-server community public@es0 RO
snmp-server chassis-id 0x12
!
end

例：インストールモードでのソフトウェアブートアップの表示

この例では、インストールモードでのソフトウェアブートアップの表示を示します。
switch: boot flash:packages.conf

Getting rest of image
Reading full image into memory....done
Reading full base package into memory...: done = 74596432
Nova Bundle Image
--------------------------------------
Kernel Address : 0x6042f354
Kernel Size : 0x318412/3245074
Initramfs Address : 0x60747768
Initramfs Size : 0xdc08e8/14420200
Compression Format: .mzip

Bootable image at @ ram:0x6042f354
Bootable image segment 0 address range [0x81100000, 0x81b80000] is in range [0x80180000,
0x90000000].
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@boot_system:
377
Loading Linux kernel with entry point 0x811060f0 ...
Bootloader: Done loading app on core_mask: 0xf

### Launching Linux Kernel (flags = 0x5)

All packages are Digitally Signed
Starting System Services
Nov 7 09:57:05 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-DISC_START: Switch 2 is
starting stack discovery
#######################################################################################################################
Nov 7 09:59:07 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-DISC_DONE: Switch 2 has
finished stack discovery
Nov 7 09:59:07 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-SWITCH_ADDED: Switch 2 has
been added to the stack
Nov 7 09:59:14 %IOSXE-1-PLATFORM: process stack-mgr: %STACKMGR-1-ACTIVE_ELECTED: Switch 2
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has been elected ACTIVE

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M),

Version 03.09.12.EMD EARLY DEPLOYMENT ENGINEERING NOVA_WEEKLY BUILD, synced to
DSGS_PI2_POSTPC_FLO_DSBU7_NG3K_1105
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 04-Nov-12 22:53 by gereddy
License level to iosd is ipservices

関連トピック

ソフトウェアのブートモード, （53ページ）

インストールモードでのブート, （53ページ）

バンドルモードでのブート, （53ページ）

例：緊急のインストール

以下に、emergency-install bootコマンドが開始された場合の出力サンプルを例として示します。

関連トピック

ソフトウェアのブートモード, （53ページ）

インストールモードでのブート, （53ページ）

バンドルモードでのブート, （53ページ）

Controllerセットアップを実行する場合の設定例

例：DHCP サーバから設定をダウンロードするようにControllerを設定
次に、VLAN 99上のレイヤ 3 SVIインターフェイスを使用し、保存されているコンフィギュレー
ションで DHCPベースの自動設定をイネーブルにする例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# boot host dhcp
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Controller(config)# boot host retry timeout 300
Controller(config)# banner config-save ^C Caution - Saving Configuration File to NVRAM May
Cause You to No longer Automatically Download Configuration Files at Reboot^C
Controller(config)# vlan 99
Controller(config-vlan)# interface vlan 99
Controller(config-if)# no shutdown
Controller(config-if)# end
Controller# show boot
BOOT path-list:
Config file: flash:/config.text
Private Config file: flash:/private-config.text
Enable Break: no
Manual Boot: no
HELPER path-list:
NVRAM/Config file

buffer size: 32768
Timeout for Config

Download: 300 seconds
Config Download

via DHCP: enabled (next boot: enabled)
Controller#

例：ソフトウェアイメージのリロードのスケジューリング

次に、当日の午後 7時 30分に、ソフトウェアをcontrollerにリロードする例を示します。

Controller# reload at 19:30
Reload scheduled for 19:30:00 UTC Wed Jun 5 2013 (in 2 hours and 25 minutes)
Proceed with reload? [confirm]

次に、未来の日時を指定して、ソフトウェアをcontrollerにリロードする例を示します。

Controller# reload at 02:00 jun 20
Reload scheduled for 02:00:00 UTC Thu Jun 20 2013 (in 344 hours and 53 minutes)
Proceed with reload? [confirm]

Controllerセットアップ設定の機能履歴と情報

___________________
コマンド履歴 変更リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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第 5 章

Right-To-Use ライセンスの設定

• 機能情報の確認, 73 ページ

• Right-To-Use AP-Countライセンスの制約事項, 73 ページ

• RTUライセンスの設定に関する情報, 74 ページ

• RTUライセンスの設定方法, 75 ページ

• RTUライセンスのモニタリングおよびメンテナンス, 79 ページ

• 例：RTUライセンス設定, 82 ページ

• RTUライセンスに関する追加情報, 82 ページ

• RTUライセンスの機能履歴と情報, 84 ページ

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

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

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

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

Right-To-Use AP-Count ライセンスの制約事項
以下は、Cisco 5700シリーズワイヤレスコントローラのライセンスを使用するときに考慮する必
要のある制限事項です。

•お客様が購入したライセンスはCisco 5700シリーズワイヤレスコントローラにのみ適用され
ます。 Cisco 5700シリーズワイヤレスコントローラの以前のバージョンとは同じライセン
スを使用できません。
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•ユーザが Cisco 5700シリーズワイヤレスコントローラで実行する CLIコマンドはこれらの
controllersにのみ適用されます。以前のバージョンのcontrollersに対してこれらのコマンドを
実行できません。

RTU ライセンスの設定に関する情報

Right-To-Use AP-Count ライセンス
Right-To-Useライセンス（RTU）により、特定のライセンスタイプを注文およびアクティベート
化し、ライセンスの使用状況をコントローラで管理することができます。

特定数の追加アクセスポイント数ライセンスのサポート付きのcontrollerを発注できますが、発注
したライセンスの総数が1000を超えてはなりません。 controllerを受け取った後でも追加アクセス
ポイント数ライセンスを注文できます。

たとえば、 700の新しい追加ライセンスを注文した場合、注文した追加ライセンスのみをその
controllerに追加できます。ライセンスの追加単位は 1です。ただし、controllerに追加するライセ
ンスの総数が 1000を超えないようにします。

CLIを使用してアカウントポイント数ライセンスを管理し、CLIと GUIの両方で現在使用中のア
クセスポイント数を確認できるようにcontrollerを設定できます。

以下では、2種類のアクセスポイントライセンスについて説明します。

1 アクセスポイントの永久ライセンス

•追加アクセスポイント数ライセンス：後でcontrollerのキャパシティを増やすために追加
ライセンスを購入できます。追加アクセスポイント数ライセンスをあるcontrollerから別
のコントローラに換えることができます。

2 アクセスポイントの評価ライセンス

•ライセンスを購入する前に、さらに多くのアクセスポイントを評価するためにこれらの
ライセンスをアクティブ化できます。

•評価できるアクセスポイントの最大数は 1000です。

•アクセスポイントライセンスを使用した評価期間は 90日です。

• CLIから評価ライセンスをアクティブ化および非アクティブ化できます。

Right-to-Use AP-Count 評価ライセンス
アクセスポイント数の多いライセンスにアップグレードする場合は、永久バージョンのライセン

スにアップグレードする前に評価ライセンスを試すことができます。たとえば、使用している永
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久ライセンスのアクセスポイント数が 50の場合に、アクセスポイント数が 100の評価ライセン
スを 90日間試用できます。

評価ライセンスがアクティブ化されると、AP-Count永久ライセンスは無視されます。最大 1000
のアクセスポイントがサポートされるライセンスは、90日間使用できます。

操作の中断を避けるために、controllerは、評価ライセンスの有効期限が切れてもライセンスを変
更しません。期限切れ警告メッセージは有効期限日の5日前から毎日表示されます。90日後に、
評価ライセンスは期限切れになり、警告メッセージが表示されます。評価ライセンスをディセー

ブルにし、永久ライセンスを購入しなければなりません。

評価ライセンスの期限が切れた後にcontrollerを再起動すると、ライセンスのデフォルトが永久ラ
イセンスに設定されます。

Right-To-Use Adder AP-Count 再ホストライセンス
あるデバイスのライセンスを無効にして、別のデバイスにインストールする操作を再ホストと呼

びます。デバイスの目的を変更するために、ライセンスのリホストが必要になる場合がありま

す。たとえば、Office Extendまたは屋内アクセスポイントを別のcontrollerに移動する場合、ある
controllerから別のコントローラに基本ライセンスを移行できます。

ライセンスを再ホストするには、あるデバイスの Adder AP-Countライセンスを非アクティブ化
し、別のデバイスで同じライセンスをアクティブ化します。

評価ライセンスを再ホストすることはできません。

RTU ライセンスの設定方法

ap-count 評価ライセンスのアクティブ化（CLI）
評価ライセンスがアクティブ化されると、サポートされる最大数の ap-countライセンスが使用可
能になります。評価版 ap-countライセンスを有効にすることで、最大 1000のアクセスポイント
が 90日間評価できます。

手順の概要

1. license right-to-use activate ap-count evaluation
2. show license right-to-use summary

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
    OL-32324-01-J 75

Right-To-Use ライセンスの設定
Right-To-Use Adder AP-Count 再ホストライセンス



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

controllerの ap-count評価ライセンスをイネーブルにします。
デフォルトでは、アクティブ化の際に、EULAが表示され

license right-to-use activate ap-count
evaluation

例：
Controller# license right-to-use
activate ap-count evaluation

ステップ 1   

ます。 acceptEULAが渡された場合、EULAの内容は表示
されず、評価ライセンスをアクティブ化できます。このオ

プションは、自動化とスクリプトに役立ちます。

controllerの評価ライセンスがアクティブ化されていること
を確認します。

show license right-to-use summary

例：
Controller# show license right-to-use
summary

ステップ 2   

ap-count 永久ライセンスのアクティブ化
controllerの ap-count評価ライセンスを非アクティブ化し、ap-count永久ライセンスをアクティブ化
できます。

ap-count永久ライセンス、または追加ライセンスをアクティブ化したにもかかわらず、showlicense
right-to-use summaryコマンドで依然として ap-count評価ライセンスが表示される場合は、以前使
用していた評価ライセンスで非アクティブ化していないものを、非アクティブ化する必要があり

ます。評価ライセンスを非アクティブ化して、ap-count永久ライセンス、または追加ライセンス
をイネーブルします。

手順の概要

1. license right-to-use deactivate ap-count evaluation
2. show license right-to-use summary

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

controllerで特定の評価ライセンスレベルを非アク
ティブ化し、ap-count永久ライセンスをアクティ
ブ化します。

license right-to-use deactivate ap-count evaluation

例：
Controller# license right-to-use deactivate
ap-count evaluation

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

controllerでアクティブ化された ap-count永久ライ
センスの数を確認します。

show license right-to-use summary

例：
Controller# show license right-to-use summary

ステップ 2   

アップグレードライセンスまたはキャパシティ Adder ライセンスの取
得

キャパシティ Adderライセンスを使用すれば、controllerがサポートするアクセスポイントの数が
増やせます。

手順の概要

1. license right-to-use activate ap-count ap-number slot 1
2. show license right-to-use summary

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

アップグレードを入手するか、新しい Adderライ
センスを追加し、ライセンスのキャパシティを拡

張します。

license right-to-use activate ap-count ap-number slot
1

例：
Controller# license right-to-use activate
ap-count 500 slot 1

ステップ 1   

controllerでアクティブ化された ap-count永久ライ
センスの数を確認します。

show license right-to-use summary

例：
Controller# show license right-to-use summary

ステップ 2   

RMA 後にライセンスを交換用Controllerに移管する
交換用controllerには同じ ap-count永久ライセンスが付与されます。
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手順の概要

1. license right-to-use deactivate ap-count count slot 1 acceptEULA
2. license right-to-use activate ap-count count slot 1 acceptEULA
3. show license right-to-use summary

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

前述の交換用controllerで、ap-count永久ライセ
ンスを非アクティブ化します。

license right-to-use deactivate ap-count count slot 1
acceptEULA

例：
Controller# license right-to-use deactivate
ap-count 55 slot 1 acceptEULA

ステップ 1   

交換用controllerで、同じ ap-count永久ライセン
スをアクティブ化します。

license right-to-use activate ap-count count slot 1
acceptEULA

例：
Controller# license right-to-use activate ap-count
55 slot 1 acceptEULA

ステップ 2   

交換用controllerでアクティブ化された ap-count
ライセンスのポイント数を確認します。

show license right-to-use summary

例：
Controller# show license right-to-use summary

ステップ 3   

Right-To-Use ライセンスの設定（GUI）

ステップ 1 [Administration] > [Software Activation] > [Licenses]を選択して、[Licenses]ページを開きます。

ステップ 2 [License Activation]領域で、[License]ドロップダウンボックスから [Activate]また [Deactivate]を選択し、
[License Adder of AP-Count (1 to 1000)]テキストボックスにアクティブ化または非アクティブ化する追加ラ
イセンスの数を入力します。

ステップ 3 [Apply]および [Save Configuration]をクリックします。
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RTU ライセンスのモニタリングおよびメンテナンス

Right-To-Use AP-Count ライセンスの確認（GUI）
controller GUIから、[Licenses]および [License Usage]ページを使用して、controllerにインストール
されたアクセスポイントライセンスの詳細を表示できます。

ステップ 1 [Administration] > [Software Activation] > [Licenses]を選択します。

例：

[Licenses]ページが表示されます。

このページには、controllerにインストールされているすべてのアクセスポイントライセンスのリストが
表示されます。ライセンスに関する次の詳細情報を見ることができます。

•ライセンス名

•ライセンスタイプ（追加、永久、または評価）

•このライセンスで許可されるアクセスポイントの最大数

•ライセンスの残りの有効期間

さらに、ap-countライセンスの以下の詳細を参照できます。

• ap-countライセンスがイネーブルになっているかどうか

•このライセンスで許可されるアクセスポイントの最大数

•このライセンスを現在使用しているアクセスポイントの数

• ap-countライセンスの残数

ステップ 2 [Administration] > [Software Activation] > [License Usage]を選択します。

例：

[License Usage]ページが表示されます。

[License Usage]ページでは、ライセンスの使用期間、使用状況、およびエンドユーザライセンス契約書
（EULA）の承認状況に基づいて、すべてのライセンスをまとめたリストが表示されます。

ステップ 3 [Administration] > [Software Activation] > [Eula] > [Adder]、[Evaluation]、または[Permanent]を選択します。

例：

選択したライセンスの [Eula]ページが表示されます。

追加、評価、または永久ライセンスのご利用条件を参照できます。
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Right-To-Use AP-Count ライセンスの確認（CLI）
controller CLIから、show license right-to-useコマンドを使用して、controllerにインストールされた
ap-countライセンスの詳細情報を表示できます。

手順の概要

1. show license right-to-use detail
2. show license right-to-use detail | output modifiers
3. show license right-to-use eula
4. show license right-to-use
5. show license right-to-use usage
6. show license right-to-use | output modifiers
7. show license right-to-use summary

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

スタック1にインストールされたすべてのライセンスの詳
細を表示します。

show license right-to-use detail

例：
Controller# show license right-to-use detail

ステップ 1   

append、begin、count、exclude、format、include、redirect、
section、および teeなどの出力修飾子を使用してフィルタ

show license right-to-use detail | output modifiers

例：
Controller# show license right-to-use detail
| append <url>

ステップ 2   

リングされた検索に基づいてライセンスの詳細を表示しま

す。

例：
Controller# show license right-to-use detail
| begin apcount

URLにリダイレクトされたライセンス情報を追加します。
追加操作をサポートするURLは、crashinfo、flash、FTP、
HTTP、HTTPS、NVRAM、RCP、SCP、TFTP、UNIXおよ
び USB flash0です。

例：
Controller# show license right-to-use detail
| count ap

正規表現に一致する行で始まるライセンス情報を表示しま

す。

例：
Controller# show license right-to-use detail
| exclude ap

正規表現に一致する行数を表示します。

正規表現に一致する行を除外するライセンス情報の詳細を

表示します。
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目的コマンドまたはアクション

例：
Controller# show license right-to-use detail
| format <spec file location>

スペックファイルに指定されている形式に基づいてライ

センス情報の詳細を表示します。

正規表現に一致する行を表示します。

例：
Controller# show license right-to-use detail
| include apcount

ライセンス情報の出力を URLにリダイレクトします。リ
ダイレクト操作をサポートするURLは、crashinfo、flash、
FTP、HTTP、HTTPS、NVRAM、RCP、SCP、TFTP、UNIX
および USB flash0です。

例：
Controller# show license right-to-use detail
| redirect <url>

包含、除外、またはその他の指定された正規表現オプショ

ンに基づいてライセンス情報出力のセクションをフィルタ

リングします。

例：
Controller# show license right-to-use detail
| section include apcount
Controller# show license right-to-use detail
| section exclude apcount
Controller# show license right-to-use detail
| section license

ライセンス情報の出力を URLにコピーします。コピー操
作をサポートするURLは、crashinfo、flash、FTP、HTTP、
HTTPS、NVRAM、RCP、SCP、TFTP、UNIXおよび USB
flash0です。

例：
Controller# show license right-to-use detail
| tee <url>

ap-countの追加、評価、および永久ライセンスのEULAの
内容を表示します。

show license right-to-use eula

例：
Controller# show license right-to-use eula
adder
Controller# show license right-to-use eula
evaluation
Controller# show license right-to-use eula
permanent

ステップ 3   

EULAとともにアクティブ化されたライセンスを表示しま
す。

show license right-to-use

例：
Controller# show license right-to-use

ステップ 4   

すべてのライセンスの使用状況の詳細を表示します。show license right-to-use usage

例：
Controller# show license right-to-use usage

ステップ 5   

append、begin、count、exclude、format、include、redirect、
section、および teeなどの出力修飾子を使用してフィルタ

show license right-to-use | output modifiers

例：
Controller# show license right-to-use |
append

ステップ 6   

リングされた検索に基づいてライセンスの詳細を表示しま

す。
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目的コマンドまたはアクション

現在使用中のライセンスの概要を表示します。show license right-to-use summary

例：
Controller# show license right-to-use
summary

ステップ 7   

例：RTU ライセンス設定

次に、ap-count評価ライセンスをアクティブ化する例を示します。

Controller# license right-to-use activate ap-count evaluation
Controller# show license right-to-use summary

次に、ap-count永久ライセンスをアクティブ化する例を示します。

Controller# license right-to-use deactivate ap-count evaluation
Controller# show license right-to-use summary

次に、アップグレードまたは追加ライセンスを取得する例を示します。

Controller# license right-to-use activate ap-count 700 slot 1
Controller# show license right-to-use summary

次に、RMA後、交換用controllerにライセンスを移管する例を示します。交換対象のcontrollerのラ
イセンスを非アクティブ化し、交換用controllerに同じ数のライセンスをアクティブ化または追加
します。

Controller# license right-to-use deactivate ap-count 250 slot 1

Controller# license right-to-use activate ap-count 250 slot 1
Controller# show license right-to-use summary

RTU ライセンスに関する追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

System Management Command
Reference (Cisco WLC 5700
Series)

RTUコマンド
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マニュアルタイトル関連項目

SystemManagement Configuration
Guide（CiscoWLC 5700 Series）

RTU APイメージプレロード機能

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

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

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
    OL-32324-01-J 83

Right-To-Use ライセンスの設定
RTU ライセンスに関する追加情報

http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/support


RTU ライセンスの機能履歴と情報
機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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第 6 章

管理者のユーザ名とパスワードの設定

• 機能情報の確認, 85 ページ

• 管理者のユーザ名とパスワードの設定について, 85 ページ

• 管理者のユーザ名とパスワードの設定, 87 ページ

• 例：管理者のユーザ名とパスワードの設定, 89 ページ

• 管理者のユーザ名とパスワードに関する追加情報, 89 ページ

• 管理者のユーザ名とパスワードの設定の機能履歴と情報, 90 ページ

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

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

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

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

管理者のユーザ名とパスワードの設定について
管理者のユーザ名とパスワードを設定しておくと、権限のないユーザによるcontrollerの設定変更
や設定情報の表示を防ぐことができます。この項では、初期設定とパスワードリカバリの手順を

説明します。

controllerに関連付けられた一つ以上のアクセスポイントを管理および設定する管理者のユーザ名
とパスワードを設定することもできます。

強力なパスワード
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管理者ユーザがアクセスポイントを管理するため、ASCIIキーによる暗号化パスワードなどの強
力な管理者パスワードを設定できます。

強力なパスワードを作成する場合は、次のガイドラインに従ってください。

•次のカテゴリ（小文字、大文字、数字、特殊文字）のうち、少なくとも 3つが必要です。

•新しいパスワードは、関連付けられているユーザ名と同じにしたり、ユーザ名を反転させた
りすることはできません。

•パスワードの文字を 4回以上連続して繰り返すことはできません。

•パスワードに cisco、ocsic、admin、nimdaを使用することはできません。また、これらの文
字のいくつかを大文字にしたり、iを「1」、「|」、または「!」に、「o」を「0」に、また
は「s」を「$」に置き換たりすることもできません。

•ユーザ名およびパスワードで許容される最大文字数は 32文字です。

暗号化パスワード

パスワードには 3種類のキーを設定できます。

•ランダムに生成されたキー：このキーはランダムに生成され、最も安全なオプションです。
1台のシステムから別のシステムへコンフィギュレーションファイルをエクスポートするに
は、キーもエクスポートする必要があります。

•静的キー：最も単純なオプションは固定（静的）暗号キーを使用することです。固定キーを
使用すれば、キー管理は必要ありませんが、キーが何らかの方法で検出されると、データは

そのキーの知識を持つ任意のユーザによって復号化できます。これは、セキュアなオプショ

ンではなく、CLIでは難読化と呼ばれます。

•ユーザによって定義されたキー：ユーザ自身がキーを定義できます。 1台のシステムから別
のシステムへコンフィギュレーションファイルをエクスポートするには、双方のシステムで

同じキー設定する必要があります。
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管理者のユーザ名とパスワードの設定

手順の概要

1. configure terminal
2. wireless security strong-password
3. username admin-username password {0 unencrypted_password | 7 hidden_password | unencrypted_text}
4. username admin-username secret {0 unencrypted_secret_text | 4 SHA256 encrypted_secret_text | 5

MD5 encrypted_secret_text | LINE}
5. ap mgmtuser username username password {0 unencrypted password | 8 AES encrypted password

}secret {0 unencrypted password | 8 AES encrypted password }
6. ap dot1x username username password {0 unencrypted password | 8 AES encrypted password }
7. end
8. ap name apname mgmtuser username usernamepassword password secret secret _text
9. ap name apname dot1x-user username password password

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

管理者ユーザのための強力なパスワードポリシーを

イネーブルにします。

wireless security strong-password

例：
Controller(config)# wireless security
strong-password

ステップ 2   

管理者のユーザ名とパスワードを指定します。username admin-username password {0
unencrypted_password | 7 hidden_password |
unencrypted_text}

ステップ 3   

管理者は、controllerを設定し、設定情報を表示でき
ます。

例：
Controller(config)# username adminuser1
password 0 QZsek239@

管理者のシークレットを指定します。username admin-username secret {0
unencrypted_secret_text | 4 SHA256

ステップ 4   

encrypted_secret_text | 5 MD5 encrypted_secret_text
| LINE}

例：
Controller(config)# username adminuser1 secret
0 QZsek239@
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目的コマンドまたはアクション

controllerに設定されているすべてのアクセスポイン
トを管理する管理者のユーザ名とパスワードを指定

します。

ap mgmtuser username username password {0
unencrypted password | 8 AES encrypted password
}secret {0 unencrypted password | 8 AES encrypted
password }

ステップ 5   

特権アクセスポイント管理のためのシークレットテ

キストを含めることもできます。例：
Controller(config)# ap mgmtuser username cisco
password 0 Qwci12@ secret 0 Qwci14@! パスワードが強力なパスワードポリシーを

満たしていない場合、パスワードは有効な

エラーメッセージとともに拒否されます。

たとえば、次のパスワードは、強力なパス

ワードでないため、拒否されます。
Controller# ap mgmtuser username cisco
password 0 abcd secret 0 1234

（注）

controllerに設定されているすべてのアクセスポイン
トを管理するための、802.1Xユーザ名およびパスワー
ドを指定します。

ap dot1x username username password {0
unencrypted password | 8 AES encrypted password
}

例：
Controller(config)# ap dot1x username cisco
password 0 Qwci12@

ステップ 6   

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

ドを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 7   

controllerに設定された特定のアクセスポイントを管
理するための管理者のユーザ名、パスワード、およ

びシークレットテキストを設定します。

ap name apname mgmtuser username
usernamepassword password secret secret _text

例：
Controller# ap name APf0f7.55c7.7b23 mgmtuser
username cisco password Qne35! secret
Nzep592$

ステップ 8   

特定のアクセスポイントの 802.1Xユーザ名とパス
ワードを設定します。

ap name apname dot1x-user username password
password

例：
Controller# ap name APf0f7.55c7.7b23
dot1x-user username cisco password Qne35!

ステップ 9   
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例：管理者のユーザ名とパスワードの設定

次に、コンフィギュレーションモードで、管理者のユーザ名と、厳格なパスワードポリシーに

則ったパスワードを設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless security strong-password
Controller(config)# username adminuser1 password 0 QZsek239@
Controller(config)# ap mgmtuser username cisco password 0 Qwci12@ secret 0 Qwci14@!
Controller(config)# ap dot1x username cisco password 0 Qwci12@
Controller# end

次に、グローバル EXECモードで、管理者のユーザ名およびパスワードをアクセスポイントに設
定する例を示します。

Controller# wireless security strong-password
Controller# ap name APf0f7.55c7.7b23 mgmtuser username cisco password Qwci12@ secret Qwci14@
Controller# ap name APf0f7.55c7.7b23 dot1x-user username cisco password Qwci12@
Controller# end

管理者のユーザ名とパスワードに関する追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

SystemManagement Command ReferenceGuide（シ
ステム管理コマンドリファレンスガイド）、

Cisco IOSXERelease 3SE（CiscoWLC5700シリー
ズ）

システム管理コマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし
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MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

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

管理者のユーザ名とパスワードの設定の機能履歴と情報

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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第 7 章

802.11 パラメータおよび帯域選択の設定

• 機能情報の確認, 91 ページ

• 帯域選択の制約事項、802.11帯域とパラメータ, 91 ページ

• 帯域選択、802.11帯およびパラメータに関する情報, 92 ページ

• 802.11帯とそのパラメータを設定する方法, 93 ページ

• 帯域選択、802.11帯およびパラメータの構成時の設定のモニタリング, 106 ページ

• 帯域選択、802.11帯およびパラメータの設定例, 110 ページ

• 802.11パラメータおよび帯域選択に関する追加情報, 112 ページ

• 802.11パラメータおよび帯域選択設定の機能履歴と情報, 113 ページ

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

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

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

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

帯域選択の制約事項、802.11 帯域とパラメータ
•帯域選択が有効になっているWLANでは、ローミングの遅延が発生するので、音声やビデ
オのような、遅延に敏感なアプリケーションはサポートされません。

•帯域選択は、CiscoAironet 1040、1140、1250、1260、2600、3500、3600、シリーズアクセス
ポイントでのみ使用できます。
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•帯域選択が動作するのは、コントローラに接続されたアクセスポイントに対してのみです。
コントローラに接続しない FlexConnectアクセスポイントは、リブート後に帯域選択を実行
しません。

•帯域選択アルゴリズムによるデュアルバンドクライアントの誘導は、同じアクセスポイン
トの 2.4 GHz無線から 5 GHz無線へに限られます。このアルゴリズムが機能するのは、アク
セスポイントで 2.4 GHzと 5 GHzの両方の無線が稼働している場合のみです。

•コントローラ上で帯域選択とアグレッシブロードバランシングの両方を有効にすることが
できます。これらは独立して動作し、相互に影響を与えることはありません。

•コントローラ GUIまたはコントローラ CLIを使用して、帯域選択とクライアントロードバ
ランシングをグローバルで有効または無効にすることはできません。ただし、特定のWLAN
の帯域選択とクライアントロードバランシングを有効または無効にできます。帯域選択と

クライアントロードバランシングは、デフォルトではグローバルで有効になっています。

帯域選択、802.11 帯およびパラメータに関する情報

帯域選択

帯域選択によって、デュアルバンド（2.4 GHzおよび 5 GHz）動作が可能なクライアントの無線
を、混雑の少ない 5 GHzアクセスポイントに移動できます。 2.4 GHz帯域は、混雑していること
があります。この帯域のクライアントは一般に、Bluetoothデバイス、電子レンジ、およびコード
レス電話機からの干渉を受けるだけでなく、他のアクセスポイントからの同一チャネル干渉も発

生します。802.11b/gでは、重複しないチャネルが 3つしかないからです。これらの干渉の原因を
防止して、ネットワーク全体のパフォーマンスを向上させるには、controllerで帯域選択を設定で
きます。

帯域選択は、デフォルトではグローバルで有効になっています。

帯域選択のしくみは、クライアントへのプローブ応答を規制するというものです。 5 GHzチャネ
ルへクライアントを誘導するために、2.4GHzチャネルでのクライアントへのプローブ応答を遅ら
せます。

802.11 帯域
自国の法的な規制基準を遵守するために、コントローラの 802.11b/g/n（2.4GHz）帯域と 802.11a/n
（5GHz）帯域を設定できます。デフォルトでは、802.11b/g/nと 802.11a/nの両方がイネーブルに
なっています。

コントローラが 802.11gトラフィックだけを許可するように設定されている場合、802.11bクライ
アントデバイスはアクセスポイントに正常に接続できますが、トラフィックを送信できません。

802.11gトラフィック専用にコントローラを設定する場合、必須として 11gレートをマークする必
要があります。
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802.11n パラメータ
この項では、ネットワーク上の 802.11nデバイス（Cisco Aironet 1140および 3600シリーズアクセ
スポイントなど）を管理する手順を説明します。 802.11nデバイスでは、2.4GHz帯域と 5GHz帯
域をサポートしており、高スループットデータレートを提供します。

802.11nの高スループットデータレートは、すべての802.11nアクセスポイントで使用できます。
この場合、WLANでWMMが使用されていることと、レイヤ 2暗号化なしであるかWPA2/AES
暗号化が有効化されていることが必要です。

Cisco 802.11n APは、偽の wIPSアラームをトリガーする可能性がある誤ったビーコンフレー
ムを断続的に送信する場合があります。これらのアラームを無視することをお勧めします。

この問題は Cisco 802.11n APの 1140、1250、2600、3500、および 3600で確認されています。

（注）

802.11h パラメータ
802.11hでは、チャネルの変更がクライアントデバイスに通知されます。また、クライアントデ
バイスの送信電力を制限できるようになっています。

802.11 帯とそのパラメータを設定する方法

帯域選択の設定（CLI）

手順の概要

1. configure terminal
2. wireless client band-select cycle-count cycle_count
3. wireless client band-select cycle-threshold milliseconds
4. wireless client band-select expire suppression seconds
5. wireless client band-select expire dual-band seconds
6. wireless client band-select client-rssi client_rssi
7. end
8. wlan wlan_profile_name wlan_ID SSID_network_name band-select
9. end

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
    OL-32324-01-J 93

802.11 パラメータおよび帯域選択の設定
802.11n パラメータ



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

帯域選択のプローブサイクルカウントを設定します。wireless client band-select cycle-count
cycle_count

ステップ 2   

cycle_countパラメータには、1～ 10の範囲内の値を入力
できます。

例：
Controller(config)# wireless client
band-select cycle-count 3

新規スキャン周期の時間のしきい値を設定します。wireless client band-select cycle-threshold
milliseconds

ステップ 3   

millisecondsパラメータには、しきい値として 1～ 1000
の範囲内の値を入力できます。

例：
Controller(config)# wireless client
band-select cycle-threshold 5000

抑制の期限切れを帯域幅選択に設定します。wireless client band-select expire suppression
seconds

ステップ 4   

secondsパラメータには、抑制期間として 10～ 200の範
囲内の値を入力できます。

例：
Controller(config)# wireless client
band-select expire suppression 100

デュアルバンドの期限を設定します。wireless client band-select expire dual-band
seconds

ステップ 5   

secondsパラメータには、デュアルバンド用に 10～ 300
の範囲内の値を入力できます。

例：
Controller(config)# wireless client
band-select expire dual-band 100

クライアント RSSIしきい値を設定します。wireless client band-select client-rssi client_rssi

例：
Controller(config)# wireless client
band-select client-rssi 40

ステップ 6   

client_rssiパラメータには、プローブに応答するクライ
アント RSSIの最小 dBmとして 20～ 90の範囲内の値を
入力できます。

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

終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 7   

特定のWLANで帯域選択を設定します。wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name band-select

ステップ 8   

wlan_IDパラメータには、1～ 512の範囲内の値を入力
できます。

例：
Controller(config)# wlan wlan1 25 ssid12
Controller(config-wlan)# band-select

SSID_network_nameパラメータには、最大32文字の英数
字を入力できます。
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目的コマンドまたはアクション

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

終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 9   

802.11 帯域の設定（CLI）
802.11帯およびパラメータを設定できます。

手順の概要

1. configure terminal
2. ap dot11 5ghz shutdown
3. ap dot11 24ghz shutdown
4. ap dot11 {5ghz | 24ghz} beaconperiod time_unit
5. ap dot11 {5ghz | 24ghz} fragmentation threshold
6. ap dot11 {5ghz | 24ghz} dtpc
7. wireless client association limit number interval milliseconds
8. ap dot11 {5ghz | 24ghz} rate rate {disable | mandatory | supported}
9. no ap dot11 5ghz shutdown
10. no ap dot11 24ghz shutdown
11. ap dot11 24ghz dot11g
12. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

802.11a帯域をディセーブルにします。ap dot11 5ghz shutdown

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
shutdown

ステップ 2   

802.11aネットワークパラメータを設定する前に、802.11a
帯域をディセーブルにする必要があります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

802.11b帯域をディセーブルにします。ap dot11 24ghz shutdown

例：
Controller(config)# ap dot11
24ghz shutdown

ステップ 3   

802.11bネットワークパラメータを設定する前に、802.11b
帯域をディセーブルにする必要があります。

（注）

アクセスポイントによるSSIDのブロードキャストレートを指定し
ます。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} beaconperiod
time_unit

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
beaconperiod 500

ステップ 4   

ビーコン間隔は時間単位（TU）で測定されます。 1 TUは 1024マ
イクロ秒です。 20～ 1000ミリ秒ごとにビーコンを送信するよう
に、アクセスポイントを設定できます。

パケットを断片化するサイズを指定します。ap dot11 {5ghz | 24ghz}
fragmentation threshold

ステップ 5   

しきい値は、256～ 2346バイト（両端の値を含む）です。接続不
良や多くの無線干渉が発生している領域では、この値を小さくしま

す。
例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
fragmentation 300

アクセスポイントによる、チャネルのアドバタイズ、ビーコンの電

力レベル送信、応答プローブをイネーブルにします。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} dtpc

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
dtpc

ステップ 6   

デフォルト値はイネーブルです。 Dynamic Transmit Power Control
（DTPC;送信電力の動的制御）を使用するクライアントデバイス
は、アクセスポイントからチャネルおよび電力レベル情報を受信Controller(config)# no ap dot11

24ghz dtpc して、自身の設定を自動的に調整します。たとえば、主に日本で

使用されているクライアントデバイスをイタリアに移送し、そこ

のネットワークに joinした場合、チャネルと電力設定の自動調整を
DTPCに任せることができます。

Cisco IOSソフトウェアを実行しているアクセスポイント
では、この機能はワールドモードと呼ばれます。

（注）

このコマンドのno形式は、802.11aまたは 802.11bDTPC設定をディ
セーブルにします。

設定できるクライアントの最大数を指定します。wireless client association limit
number interval milliseconds

ステップ 7   

単一アクセスポイントスロットの、所定の間隔内におけるアソシ

エーション要求の最大数を設定できます。設定できるアソシエー

ション制限の範囲は 1～ 100です。
例：
Controller(config)# wireless
client association limit 50
interval 1000 アソシエーション要求制限間隔は 100～ 10000ミリ秒です。

データをコントローラとクライアント間で送信できる速度を指定し

ます。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} rate rate
{disable | mandatory | supported}

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
rate 36 mandatory

ステップ 8   

• [disabled]：クライアントが通信に使用するデータレートを指
定するように定義します。
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目的コマンドまたはアクション

• [mandatory]：クライアントがコントローラのアクセスポイン
トにアソシエートするにはこのデータレートをサポートする

必要があると定義します。

• [supported]：アソシエートしたクライアントは、このデータ
レートをサポートしていれば、このレートを使用してアクセ

スポイントと通信することができます。ただし、クライアン

トがこのレートを使用できなくても、アソシエートは可能で

す。

• [rate]：データが送信されるレートを指定します。 802.11a、
802.11b帯域では、データは 1、2、5.5、6、9、11、12、18、
24、36、48、または54 Mbpsのレートで送信されます。

802.11a帯域をイネーブルにします。no ap dot11 5ghz shutdown

例：
Controller(config)# no ap dot11
5ghz shutdown

ステップ 9   

デフォルト値はイネーブルで

す。

（注）

802.11b帯域をイネーブルにします。no ap dot11 24ghz shutdown

例：
Controller(config)# no ap dot11
24ghz shutdown

ステップ 10   

デフォルト値はイネーブルで

す。

（注）

802.11gネットワークのサポートをイネーブルまたはディセーブル
にします。

ap dot11 24ghz dot11g

例：
Controller(config)# ap dot11
24ghz dot11g

ステップ 11   

デフォルト値はイネーブルです。このコマンドは、802.11b帯域が
有効になっている場合のみ使用できます。この機能を無効にする

と、802.11b帯域は 802.11gをサポートせずに有効になります。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：
Controller(config)# end

ステップ 12   
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802.11 帯域の設定（GUI）

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [Network]または [Configuration] > [Wireless] > [802.11b/g/n] >
[Network]を選択し、[Global Parameters]ページを開きます。

ステップ 2 [802.11a/n/ac (or 802.11b/g) Network Status]チェックボックスをオンにして、802.11aまたは 802.11b/g帯域
を有効にします。帯域を無効にするには、チェックボックスをオフにします。デフォルト値はイネーブ

ルです。 802.11a帯域と 802.11b/g帯域の両方を有効にすることができます。

ステップ 3 ステップ 2で 802.11b/g帯域を有効にした場合、802.11gネットワークサポートを有効にするときは、
[802.11g Support]チェックボックスをオンにします。デフォルト値はイネーブルです。この機能を無効に
すると、802.11b帯域は 802.11gをサポートせずに有効になります。

ステップ 4 20～ 1000ミリ秒の範囲内の値を [BeaconPeriod]テキストボックスに入力して、アクセスポイントがSSID
のブロードキャストを行う周期を指定します。デフォルト値は 100ミリ秒です。

コントローラ内でのビーコン周期はミリ秒の単位で示されます。ビーコン周期の単位には、単

位時間（TU）も使用できます。その場合は、1 TUが 1024マイクロ秒、または 100 TUが 102.4
ミリ秒になります。ビーコン間隔がコントローラ内で 100ミリ秒として示されている場合、こ
れは単に 102.4ミリ秒を丸めた値です。一部の無線におけるハードウェアの制限により、ビー
コン間隔がたとえば100TUであっても、その間隔は102TUに調整されます。これは、約104.448
ミリ秒になります。ビーコン周期が TUで表現される場合、その値は、最も近い 17の倍数に調
整されます。

（注）

ステップ 5 256～ 2346バイトの範囲内の値を [Fragmentation Threshold]テキストボックスに入力して、パケットをフ
ラグメントするサイズを指定します。接続不良や多くの無線干渉が発生している領域では、この値を小さ

くします。

ステップ 6 アクセスポイントが自身のチャネルと送信電力レベルを、CCXクライアントのビーコンおよびプローブ
応答でアドバタイズするようにします。 [DTPC Support]チェックボックスをオンにします。有効にしな
い場合には、このチェックボックスをオフにします。デフォルト値はイネーブルです。

Dynamic Transmit Power Control（DTPC;送信電力の動的制御）を使用するクライアントデバイスは、アク
セスポイントからチャネルおよび電力レベル情報を受信して、自身の設定を自動的に調整します。たと

えば、主に日本で使用されているクライアントデバイスをイタリアに移送し、そこのネットワークに join
した場合、チャネルと電力設定の自動調整を DTPCに任せることができます。

Cisco IOSソフトウェアを実行しているアクセスポイントでは、この機能はワールドモードと
呼ばれます。

（注）

DTPCと 801.11h電力制約を同時に有効にすることはできませ
ん。

（注）

ステップ 7 1～ 200の範囲内の値を [Maximum Allowed Client]テキストボックスに入力して、最大許容クライアント
数を指定します。デフォルト値は 200です。

ステップ 8 アクセスポイントとクライアントとの間のデータ送信レートを指定するには、[Data Rates]のオプション
を使用します。次のデータレートが使用可能です。

• 802.11a：6、9、12、18、24、36、48、および 54Mbps

• 802.11b/g：1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、または 54Mbps
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各データレートに対して、次のオプションのいずれかを選択します。

• [Mandatory]：クライアントは、このコントローラ上のアクセスポイントにアソシエートするにはこ
のデータレートをサポートしている必要があります。

• [Supported]：アソシエートしたクライアントは、このデータレートをサポートしていれば、このレー
トを使用してアクセスポイントと通信することができます。ただし、クライアントがこのレートを

使用できなくても、アソシエートは可能です。

• [Disabled]：通信に使用するデータレートは、クライアントが指定します。

ステップ 9 [Apply（適用）]をクリックします。

ステップ 10 [Save Configuration]をクリックします。

802.11n のパラメータの設定（CLI）

手順の概要

1. configure terminal
2. ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n
3. ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n mcs tx rtu
4. wlanwlan_profile_name wlan_ID SSID_network_name wmm require
5. ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown
6. {ap | no ap} dot11 {5ghz | 24 ghz} dot11n a-mpdu tx priority {all | 0-7}
7. no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown
8. ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n guard-interval {any | long}
9. ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n rifs rx
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

ネットワークで 802.11nサポートをイネーブルします。ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
dot11n

ステップ 2   

このコマンドの no形式は、ネットワーク上の 802.11nサポートを
ディセーブルにします。
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目的コマンドまたはアクション

データをアクセスポイントとクライアント間で送信できる変調およ

び符号化方式（MCS）レートを指定します。 mcs txパラメータに
は、0～ 23の値が設定できます。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n mcs
tx rtu

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
dot11n mcs tx 20

ステップ 3   

このコマンドのno形式は、設定されたMCSレートをディセーブル
に設定します。

WLANでWMMをイネーブルにし、設定した 802.11nデータレー
トを使用します。

wlanwlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name wmm require

例：
Controller(config)# wlan wlan1 25
ssid12
Controller(config-wlan)# wmm
require

ステップ 4   

requireパラメータは、クライアントデバイスにWMMの使用を要
求します。WMMをサポートしていないデバイスはWLANに join
できません。

ネットワークをディセーブルにします。ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
shutdown

ステップ 5   

802.11nパケットに使用する集約方法を指定します。{ap | no ap} dot11 {5ghz | 24 ghz}
dot11n a-mpdu tx priority {all | 0-7}

ステップ 6   

集約は、パケットデータフレームを個別に伝送するのではなく、

グループにまとめるプロセスです。集約の方法には、Aggregated
例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
dot11n a-mpdu tx priority all

MAC Protocol Data Unit（A-MPDU;集約MACプロトコルデータユ
ニット）と Aggregated MAC Service Data Unit（A-MSDU;集約MAC
サービスデータユニット）の2つがあります。A-MPDUとA-MSDU
は、両方ともソフトウェアで実行されます。

集約方法は、アクセスポイントからクライアントへのトラフィック

のタイプごとに指定できます。

次の表は、トラフィックタイプごとに割り当てられる優先レベル

（0～ 7）の説明です。

表 6：トラフィックタイプの優先レベル

トラフィックタイプユーザプライオリティ

ベストエフォート0

背景情報1

予備2

エクセレントエフォート3
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目的コマンドまたはアクション

制御された負荷4

ビデオ、遅延およびジッターは

100ミリ秒未満
5

音声、遅延およびジッターは100
ミリ秒未満

6

ネットワーク制御7

各優先レベルを個別に設定するか、allパラメータを使用して一度に
すべての優先レベルを設定できます。トラフィックが A-MPDU送
信または A-MSDU伝送を使用するよう、プライオリティレベルを
設定できます。

•他のオプションとともに apコマンドを使用すると、そのプラ
イオリティレベルに関連付けられたトラフィックは、A-MPDU
送信に関連付けらます。

•他のオプションとともにnoapコマンドを使用すると、そのプ
ライオリティレベルに関連付けられたトラフィックは、

A-MSDU送信に関連付けられます。

クライアントが使用する集約方法に合わせて優先度を設定しま

す。デフォルトでは、A-MPDUは、優先レベル 0、4、および
5に対して有効になっており、それ以外は無効になっていま
す。デフォルトでは、A-MPDUは、6と 7以外のすべての優
先度に対して有効になっています。

ネットワークを再度イネーブルにします。no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

例：
Controller(config)# no ap dot11
5ghz shutdown

ステップ 7   

ネットワークのガード間隔を設定します。ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n
guard-interval {any | long}

ステップ 8   

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
dot11n guard-interval long

ネットワークの Reduced Interframe Space（RIFS）を設定します。ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n rifs
rx

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
dot11n rifs rx

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

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 10   

802.11n パラメータの設定（GUI）

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac or 802.11b/g/n] > [High Throughput (802.11n)]と選択して [802.11n/ac
(5 GHz or 2.4 GHz) Throughput]ページを開きます。

ステップ 2 [Enable 11n]チェックボックスをオンにして、ネットワーク上での 802.11nサポートを有効にします。デ
フォルト値はイネーブルです。

ステップ 3 必要なレートのチェックボックスをオンにして、アクセスポイントとクライアントの間のデータ送信に使

用可能な変調および符号化方式（MCS）レートを指定します。使用できるデータレートは次のとおりで
す。これらは、チャネル幅 20MHz、ショートガードインターバルを使用した場合の計算値です。

• 0（7 Mbps）

• 1（14 Mbps）

• 2（21 Mbps）

• 3（29 Mbps）

• 4（43 Mbps）

• 5（58 Mbps）

• 6（65 Mbps）

• 7（72 Mbps）

• 8（14 Mbps）

• 9（29 Mbps）

• 10（43 Mbps）

• 11（58 Mbps）

• 12（87 Mbps）
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• 13（116 Mbps）

• 14（130 Mbps）

• 15（144 Mbps）

• 16（22 Mbps）

• 17（43 Mbps）

• 18（65 Mbps）

• 19（87 Mbps）

• 20（130 Mbps）

• 21（173 Mbps）

• 22（195 Mbps）

• 23（217 Mbps）

•選択したレートをクライアントがサポートしていれば、アソシエートしたクライアントはそのレート
を使用してアクセスポイントと通信することができます。ただし、クライアントがこのレートを使

用できなくても、アソシエートは可能です。MCS設定では、使用する空間ストリーム数、変調、符
号化レート、およびデータレートの値を定めます。

ステップ 4 [Apply（適用）]をクリックします。

ステップ 5 次の手順に従って、WLAN上でWMMを有効にすることにより、設定した 802.11nデータレートを使用
します。

a) [WLANs]を選択して、[WLANs]ページを開きます。
b) WMMモードを設定するWLANの ID番号をクリックします。
c) [WLANs] > [Edit]ページが表示されたら、[QoS]タブを選択して [WLANs > Edit (Qos)]ページを開きま
す。

d) クライアントデバイスにWMMの使用を要求するには [WMM Policy]ドロップダウンリストから
[Required]を選択し、使用を許可するには [Allowed]を選択します。WMMをサポートしていないデバ
イスはWLANに joinできません。
[Allowed]を選択した場合は、WMMをサポートしていないデバイスがWLANに joinできますが、
802.11nレートによるメリットはありません。

e) [Apply（適用）]をクリックします。

ステップ 6 [Save Configuration]をクリックします。
アクセスポイントが 802.11nをサポートしているかどうかを判断するには、[802.11a/n（または
802.11b/g/n）Cisco APs > Configure]ページまたは [802.11a/n（または 802.11b/g/n）AP Interfaces >
Details]ページの [11n Supported]テキストボックスを確認します。

（注）
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802.11h のパラメータの設定（CLI）

手順の概要

1. configure terminal
2. ap dot11 5ghz shutdown
3. {ap | no ap} dot11 5ghz channelswitch mode switch_mode
4. ap dot11 5ghz power-constraint value
5. no ap dot11 5ghz shutdown
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

802.11aネットワークをディセーブルにします。ap dot11 5ghz shutdown

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
shutdown

ステップ 2   

アクセスポイントの、新しいチャネルに切り替わった際

のアナウンス機能をイネーブルまたはディセーブルにし

ます。

{ap | no ap} dot11 5ghz channelswitchmode
switch_mode

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
channelswitch mode 0

ステップ 3   

channelswitchパラメータには0または1を入力できます。
チャネルが実際に切り替えられるまで送信を制限する場

合は 0を入力し、制限しない場合は 1を入力します。デ
フォルト値はディセーブルです。

802.11h電力制限値を 0から 255の範囲で設定します。ap dot11 5ghz power-constraint value

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
power-constraint 200

ステップ 4   

valueパラメータのデフォルト値は 3 dBです。

802.11aネットワークを再度イネーブルします。no ap dot11 5ghz shutdown

例：
Controller(config)# no ap dot11 5ghz
shutdown

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

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

できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 6   

802.11h のパラメータの設定（GUI）

ステップ 1 次の手順で、802.11帯域を無効にします。
a) [Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [Network]の順に選択して、[802.11a/n/ac Global Parameters]
ページを開きます。

b) [802.11a Network Status]チェックボックスをオフにします。
c) [Apply（適用）]をクリックします。

ステップ 2 [Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [DFS (802.11h)]を選択して、[802.11h Global Parameters]ページ
を開きます。

ステップ 3 [Power Constraint]領域で、ローカル電力制約を入力します。有効な範囲は 0 dBm ~ 30 dBmです。

ステップ 4 [Channel Switch Announcement]領域で、チャネルスイッチ通知モードを開始します。 1または 0の値を入
力できます。

ステップ 5 [Apply（適用）]をクリックします。

ステップ 6 次の手順に従って、802.11a帯域を有効にします。
a) [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [Network]の順に選択して、[802.11a/n/ac Global Parameters]ページを開きま
す。

b) [802.11a Network Status]チェックボックスをオンにします。
c) [Apply（適用）]をクリックします。

ステップ 7 [Save Configuration]をクリックします。
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帯域選択、802.11 帯およびパラメータの構成時の設定の
モニタリング

帯域選択と 802.11 帯を使用した構成時の設定のモニタリングコマンド
このセクションでは、帯域選択および 802.11帯の新しいコマンドについて説明します。

次のコマンドは、コントローラの帯域選択と 802.11帯、およびパラメータのモニタリングに使用
できます。

表 7：帯域選択と 802.11 帯を使用した構成時の設定のモニタリングコマンド

目的コマンド

802.11a帯域ネットワークパラメータ、802.11a
運用率、802.11nMCS設定および 802.11nステー
タス情報を表示します。

show ap dot11 5ghz network

802.11b帯域ネットワークパラメータ、802.11b/g
運用率、802.11nMCS設定および 802.11nステー
タス情報を表示します。

show ap dot11 24ghz network

802.11h設定パラメータを表示します。show wireless dot11h

帯域選択構成時の設定を表示します。show wireless band-select

例：5 GHz 帯域の構成時の設定の表示

Controller# show ap dot11 5ghz network
802.11a Network : Enabled
11nSupport : Enabled
802.11a Low Band : Enabled
802.11a Mid Band : Enabled
802.11a High Band : Enabled

802.11a Operational Rates
802.11a 6M : Mandatory
802.11a 9M : Supported
802.11a 12M : Mandatory
802.11a 18M : Supported
802.11a 24M : Mandatory
802.11a 36M : Supported
802.11a 48M : Supported
802.11a 54M : Supported

802.11n MCS Settings:
MCS 0 : Supported
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MCS 1 : Supported
MCS 2 : Supported
MCS 3 : Supported
MCS 4 : Supported
MCS 5 : Supported
MCS 6 : Supported
MCS 7 : Supported
MCS 8 : Supported
MCS 9 : Supported
MCS 10 : Supported
MCS 11 : Supported
MCS 12 : Supported
MCS 13 : Supported
MCS 14 : Supported
MCS 15 : Supported
MCS 16 : Supported
MCS 17 : Supported
MCS 18 : Supported
MCS 19 : Supported
MCS 20 : Supported
MCS 21 : Supported
MCS 22 : Supported
MCS 23 : Supported

802.11n Status:
A-MPDU Tx:
Priority 0 : Enabled
Priority 1 : Disabled
Priority 2 : Disabled
Priority 3 : Disabled
Priority 4 : Enabled
Priority 5 : Enabled
Priority 6 : Disabled
Priority 7 : Disabled

A-MSDU Tx:
Priority 0 : Enabled
Priority 1 : Enabled
Priority 2 : Enabled
Priority 3 : Enabled
Priority 4 : Enabled
Priority 5 : Enabled
Priority 6 : Disabled
Priority 7 : Disabled

Guard Interval : Any
Rifs Rx : Enabled

Beacon Interval : 100
CF Pollable mandatory : Disabled
CF Poll Request Mandatory : Disabled
CFP Period : 4
CFP Maximum Duration : 60
Default Channel : 36
Default Tx Power Level : 1
DTPC Status : Enabled
Fragmentation Threshold : 2346
Pico-Cell Status : Disabled
Pico-Cell-V2 Status : Disabled
TI Threshold : 0
Legacy Tx Beamforming setting : Disabled
Traffic Stream Metrics Status : Disabled
Expedited BW Request Status : Disabled
EDCA profile type check : default-wmm
Call Admision Control (CAC) configuration
Voice AC
Voice AC - Admission control (ACM) : Disabled
Voice Stream-Size : 84000
Voice Max-Streams : 2
Voice Max RF Bandwidth : 75
Voice Reserved Roaming Bandwidth : 6
Voice Load-Based CAC mode : Enabled
Voice tspec inactivity timeout : Enabled

CAC SIP-Voice configuration
SIP based CAC : Disabled
SIP Codec Type : CODEC_TYPE_G711
SIP call bandwidth : 64
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SIP call bandwith sample-size : 20
Video AC
Video AC - Admission control (ACM) : Disabled
Video max RF bandwidth : Infinite
Video reserved roaming bandwidth : 0

例：24 GHz 帯域の構成時の設定の表示

Controller# show ap dot11 24ghz network
802.11b Network : Enabled
11gSupport : Enabled
11nSupport : Enabled

802.11b/g Operational Rates
802.11b 1M : Mandatory
802.11b 2M : Mandatory
802.11b 5.5M : Mandatory
802.11g 6M : Supported
802.11g 9M : Supported
802.11b 11M : Mandatory
802.11g 12M : Supported
802.11g 18M : Supported
802.11g 24M : Supported
802.11g 36M : Supported
802.11g 48M : Supported
802.11g 54M : Supported

802.11n MCS Settings:
MCS 0 : Supported
MCS 1 : Supported
MCS 2 : Supported
MCS 3 : Supported
MCS 4 : Supported
MCS 5 : Supported
MCS 6 : Supported
MCS 7 : Supported
MCS 8 : Supported
MCS 9 : Supported
MCS 10 : Supported
MCS 11 : Supported
MCS 12 : Supported
MCS 13 : Supported
MCS 14 : Supported
MCS 15 : Supported
MCS 16 : Supported
MCS 17 : Supported
MCS 18 : Supported
MCS 19 : Supported
MCS 20 : Supported
MCS 21 : Supported
MCS 22 : Supported
MCS 23 : Supported

802.11n Status:
A-MPDU Tx:
Priority 0 : Enabled
Priority 1 : Disabled
Priority 2 : Disabled
Priority 3 : Disabled
Priority 4 : Enabled
Priority 5 : Enabled
Priority 6 : Disabled
Priority 7 : Disabled

A-MSDU Tx:
Priority 0 : Enabled
Priority 1 : Enabled
Priority 2 : Enabled
Priority 3 : Enabled
Priority 4 : Enabled
Priority 5 : Enabled

Priority 6 : Disabled
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Priority 7 : Disabled
Guard Interval : Any
Rifs Rx : Enabled

Beacon Interval : 100
CF Pollable Mandatory : Disabled
CF Poll Request Mandatory : Disabled
CFP Period : 4
CFP Maximum Duration : 60
Default Channel : 11
Default Tx Power Level : 1
DTPC Status : true
Call Admission Limit : 105
G711 CU Quantum : 15
ED Threshold : -50
Fragmentation Threshold : 2346
PBCC Mandatory : Disabled
Pico-Cell Status : Disabled
Pico-Cell-V2 Status : Disabled
RTS Threshold : 2347
Short Preamble Mandatory : Enabled
Short Retry Limit : 7
Legacy Tx Beamforming setting : Disabled
Traffic Stream Metrics Status : Disabled
Expedited BW Request Status : Disabled
EDCA profile type : default-wmm
Call Admision Control (CAC) configuration
Voice AC
Voice AC - Admission control (ACM) : Disabled
Voice Stream-Size : 84000
Voice Max-Streams : 2
Voice Max RF Bandwidth : 75
Voice Reserved Roaming Bandwidth : 6
Voice Load-Based CAC mode : Enabled
Voice tspec inactivity timeout : Enabled

CAC SIP-Voice configuration
SIP based CAC : Disabled
SIP Codec Type : CODEC_TYPE_G711
SIP call bandwidth : 64
SIP call bandwith sample-size : 20

Video AC
Video AC - Admission control (ACM) : Disabled
Video max RF bandwidth : Infinite
Video reserved roaming bandwidth : 0

例：802.11h パラメータの状態の確認

Controller# show wireless dot11h
Power Constraint: 0
Channel Switch: 0
Channel Switch Mode: 0

例：帯域選択設定の確認

Controller# show wireless band-select
Band Select Probe Response : per WLAN enabling
Cycle Count : 2
Cycle Threshold (millisec) : 200
Age Out Suppression (sec) : 20
Age Out Dual Band (sec) : 60
Client RSSI (dBm) : 80
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帯域選択、802.11 帯およびパラメータの設定例

例：帯域選択の設定

次に、帯域選択の新規スキャン周期のプローブサイクルカウントおよび時間しきい値を設定する

例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless client band-select cycle-count 3
Controller(config)# wireless client band-select cycle-threshold 5000
Controller(config)# end

次に、抑制の期限を帯域選択に設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless client band-select expire suppression 100
Controller(config)# end

次に、デュアルバンドの期限を帯域選択に設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless client band-select expire dual-band 100
Controller(config)# end

次に、クライアント RSSIしきい値を帯域選択に設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless client band-select client-rssi 40
Controller(config)# end

次に、特定のWLAN上で帯域選択を設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# wlan wlan1 25 ssid12
Controller(config-wlan)# band-select
Controller(config)# end

例：802.11 帯設定

次に、ビーコン間隔、フラグメンテーション、および動的な送信電力コントロールを使用して

802.11帯を設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# ap dot11 5ghz shutdown
Controller(config)# ap dot11 24ghz shutdown
Controller(config)# ap dot11 5ghz beaconperiod 500
Controller(config)# ap dot11 5ghz fragmentation 300
Controller(config)# ap dot11 5ghz dtpc
Controller(config)# wireless client association limit 50 interval 1000
Controller(config)# ap dot11 5ghz rate 36 mandatory
Controller(config)# no ap dot11 5ghz shutdown
Controller(config)# no ap dot11 24ghz shutdown
Controller(config)# ap dot11 24ghz dot11g
Controller(config)#end
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例：802.11n 設定

次に、集約方法を使って 5 GHz帯域の 802.11nパラメータを設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# ap dot11 5ghz dot11n
Controller(config)# ap dot11 5ghz dot11n mcs tx 20
Controller(config)# wlan wlan1 25 ssid12
Controller(config-wlan)# wmm require\
Controller(config-wlan)# exit
Controller(config)# ap dot11 5ghz shutdown
Controller(config)# ap dot11 5ghz dot11n a-mpdu tx priority all
Controller(config)# no ap dot11 5ghz shutdown
Controller(config)#exit

次に、5 GHz帯域でガードインターバルを設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# ap dot11 5ghz dot11n
Controller(config)# ap dot11 5ghz dot11n mcs tx 20
Controller(config)# wlan wlan1 25 ssid12
Controller(config-wlan)# wmm require\
Controller(config-wlan)# exit
Controller(config)# no ap dot11 5ghz shutdown
Controller(config)# ap dot11 5ghz dot11n guard-interval long
Controller(config)#end

次に、5 GHz帯域で RIFSを設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# ap dot11 5ghz dot11n
Controller(config)# ap dot11 5ghz dot11n mcs tx 20
Controller(config)# wlan wlan1 25 ssid12
Controller(config-wlan)# wmm require\
Controller(config-wlan)# exit
Controller(config)# ap dot11 5ghz shutdown
Controller(config)# ap dot11 5ghz dot11n rifs rx
Controller(config)#end

例：802.11h 設定

次に、制限伝送を使用して、アクセスポイントをいつ新しいチャネルに切り替えるかをアナウン

スするために、そのアクセスポイントを設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# ap dot11 5ghz shutdown
Controller(config)# ap dot11 5ghz channelswitch mode 0
Controller(config)# no ap dot11 5ghz shutdown
Controller(config)#end

次に、5 GHz帯域で 802.11h電力制限を設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# ap dot11 5ghz shutdown
Controller(config)# ap dot11 5ghz power-constraint 200
Controller(config)# no ap dot11 5ghz shutdown
Controller(config)#end
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802.11 パラメータおよび帯域選択に関する追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

System Management Command Reference（システ
ム管理コマンドリファレンス）、Cisco IOS XE
Release 3SE（Cisco WLC 5700シリーズ）

システム管理コマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

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

802.11 パラメータおよび帯域選択設定の機能履歴と情報
機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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第 8 章

アグレッシブロードバランシングの設定

• 機能情報の確認, 115 ページ

• アグレッシブロードバランシングの制約事項, 115 ページ

• アグレッシブロードバランシングパラメータの設定情報, 116 ページ

• アグレッシブロードバランシングの設定方法, 118 ページ

• アグレッシブロードバランシングのモニタリング, 119 ページ

• 例：アグレッシブロードバランシングの設定, 119 ページ

• アグレッシブロードバランシングに関する追加情報, 120 ページ

• アグレッシブロードバランシングの設定の機能履歴と情報 , 121 ページ

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

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

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

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

アグレッシブロードバランシングの制約事項
•コマンドラインインターフェイスからのみアグレッシブロードバランシングを設定できま
す。

•アグレッシブロードバランシングは、手動でイネーブルにしなければなりません。デフォ
ルトでディセーブルになっています。
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•帯域選択設定と別にでも一緒にでもロードバランシングをイネーブルにできます。

•帯域選択がデュアルバンドクライアントでイネーブルの場合、ロードバランシングパラ
メータは 5 GHz無線から、無線の負荷が最小のもののみ選択します。 2.4 GHzクライアント
では、5GHzクライアントのプローブ情報がないため、ロードバランシングアルゴリズムは
2.4 GHz無線でのみ選択できます。

•同じcontrollerのアクセスポイント間でクライアントのロードバランシングを実行できます
が、異なるcontrollerのアクセスポイント間のクライアントでは実行できません。

•ロードバランシングは無線クライアントの数に基づいて既存のアソシエーション拒否メカニ
ズムを使用し、帯域選択はアクセスポイントでの分散したプローブ応答の抑制によって実装

されます。

アグレッシブロードバランシングパラメータの設定情

報

アグレッシブロードバランシング

コントローラ上でアグレッシブロードバランシングを有効にすると、ワイヤレスクライアント

の負荷を Lightweightアクセスポイント間で分散することができます。アグレッシブロードバラ
ンシングはコントローラを使用して有効にできます。

ワイヤレスクライアントが Lightweightアクセスポイントへのアソシエートを試みると、アソシ
エーション応答パケットとともに802.11応答パケットがクライアントに送信されます。この802.11
応答パケットの中にステータスコード 17があります。コード 17は APがビジー状態であること
を示します。APのしきい値が満たされていない場合、APは「success」を示すアソシエーション
応答で応答します。AP使用率のしきい値に達した、またはしきい値を超過した場合は、コード
17（APビジー）で応答し、よりビジー状態の度合いが低い別のAPがクライアント要求を受け取
ります。

たとえば、AP1上のクライアント数が、AP2のクライアント数とロードバランシングウィンドウ
の和を上回っている場合は、AP1の負荷はAP2よりも高いと判断されます。クライアントがAP1
にアソシエートしようとすると、ステータスコード 17が含まれている 802.11応答パケットがク
ライアントに送信されます。アクセスポイントの負荷が高いことがこのステータスコードからわ

かるので、クライアントは別のアクセスポイントへの関連付けを試みます。

コントローラは、クライアント関連付けを10回まで拒否するように設定できます（クライアント
が関連付けを 11回試みた場合、11回目の試行時に関連付けが許可されます）。また、特定の
WLAN上でロードバランシングを有効にするか、無効にするかも指定できます。これは、特定の
クライアントグループ（遅延に敏感な音声クライアントなど）に対してロードバランシングを無

効にする場合に便利です。

アクセスポイントがサポートできるクライアント関連付けの最大数は、次の要因に依存していま

す。
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• Lightweightアクセスポイントと Autonomous Cisco IOSアクセスポイントの場合、クライア
ント関連付けの最大数は異なります。

•無線単位の制限と、AP単位の全体的な制限が存在する場合があります。

• APハードウェア（16 MBの APでは、32 MB以上の APよりも制限が厳しくなります）

Lightweightアクセスポイントのクライアント関連付けの制限は次のとおりです。

• 16 MBの APの場合、APごとに 128台のクライアントに制限されます。この制限は、1100
および 1200シリーズ APに適用されます。

• 32 MB以上の APの場合、AP単位の制限は存在しません。

すべての Cisco IOS APの最大クライアント関連付けの制限は、1無線につき 200アソシエーショ
ンです。

32 MB以上の Lightweight Cisco IOS APでは、無線が 2つの場合、最大で 200 + 200 = 400アソ
シエーションがサポートされます。

（注）

Autonomous Cisco IOSアクセスポイントあたりの最大クライアント関連付けの制限は、APあたり
約 80～ 127クライアントです。この数は、次の要因に応じて変化します。

• APモデル（16 MBか、32 MB以上か）

• Cisco IOSソフトウェアリリース

•ハードウェア構成（無線が 2つの場合、1つの場合よりも多くのメモリを使用します）

•有効にしている機能（特にWDS機能）

無線単位の制限は、およそ200アソシエーションです。1つのアソシエーションが、多くの場合、
AP単位の制限に先に達します。Cisco UnifiedWireless Networkとは異なり、Autonomous Cisco IOS
では、SSID単位/AP単位の関連付け制限がサポートされています。この制限は、dot11 SSIDの下
で、max-associations CLIを使用して設定されます。最大数は 255アソシエーションです（これは
デフォルト値でもあります）。
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アグレッシブロードバランシングの設定方法

アグレッシブロードバランシングの設定

手順の概要

1. configure terminal
2. wireless load-balancing window client-count
3. wireless load-balancing denial denial-count
4. end
5. wlan wlan_profile_name wlan_ID SSID_network_name load-balance
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

アグレッシブロードバランシング用のクライアントウィ

ンドウを設定します。 client_countパラメータには、0～20
の範囲内の値を入力できます。

wireless load-balancingwindow client-count

例：
Controller(config)# wireless
load-balancing window 1

ステップ 2   

ロードバランシング用の拒否回数を設定します。

denial_countパラメータには、0～ 10の範囲内の値を入力
できます。

wireless load-balancing denial denial-count

例：
Controller(config)# wireless
load-balancing denial-count 1

ステップ 3   

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

できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 4   

特定のWLANのアグレッシブロードバランシングをイ
ネーブルまたはディセーブルします。

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name load-balance

例：
Controller(config)# wlan wlan1 25
ssid12
Controller(config-wlan)# load-balance

ステップ 5   

wlan_IDパラメータには、1～ 512の範囲内の値を入力で
きます。

SSID_network_nameパラメータには、最大 32文字の英数字
を入力できます。
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目的コマンドまたはアクション

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

できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 6   

アグレッシブロードバランシングのモニタリング
ここでは、アグレッシブロードバランシング用の新しいコマンドについて説明します。

次のコマンドがコントローラ上でアグレッシブロードバランシングをモニタするために使用でき

ます。

表 8：アグレッシブロードバランシングモニタリングコマンド

目的コマンド

ロードバランシング機能のステータスを表示し

ます。

show wireless load-balancing

例：アグレッシブロードバランシングの設定

次に、ロードバランシングの拒否回数を設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless load-balancing denial-count 1
Controller(config)# end
Controller# show wireless load-balancing

次に、アグレッシブロードバランシングのクライアントウィンドウを設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# wireless load-balancing window 1
Controller(config)# end
Controller# show wireless load-balancing

次に、特定のWLANでロードバランシングを設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# wlan wlan1 25 ssid12
Controller(config-wlan)# load-balance
Controller(config)# end
Controller# show wireless load-balancing
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アグレッシブロードバランシングに関する追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

SystemManagement Command ReferenceGuide（シ
ステム管理コマンドリファレンスガイド）、

Cisco IOSXERelease 3SE（CiscoWLC5700シリー
ズ）

システム管理コマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

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

アグレッシブロードバランシングの設定の機能履歴と情

報

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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第 9 章

クライアントローミングの設定

• 機能情報の確認, 123 ページ

• クライアントローミングの設定の前提条件, 123 ページ

• クライアントローミングの設定の制約事項, 124 ページ

• クライアントローミングについて, 124 ページ

• レイヤ 2またはレイヤ 3のローミング設定方法, 127 ページ

• クライアントのローミングパラメータのモニタリング, 134 ページ

• モビリティ設定のモニタリング, 135 ページ

• クライアントローミング設定に関する追加情報, 136 ページ

• クライアントローミング設定の機能履歴と情報 , 138 ページ

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

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

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

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

クライアントローミングの設定の前提条件
•クライアントのローミングを管理する 1台の実行中のモビリティコントローラが必要です。

•ローミングが必要なモビリティエージェントのWLAN SSIDも同様です。
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クライアントローミングの設定の制約事項
以下は、クライアントローミングを設定する際に注意が必要な制約事項です。

• Cisco Compatible Extensions（CCX）サポートは、controller上の各WLANについて自動的にイ
ネーブルになり、ディセーブルにできません。 controllerは、クライアントの CCXバージョ
ンを自身のクライアントデータベースに格納します。この情報に基づいて、CCXフレーム
を生成するとともに、CCXフレームに応答します。これらのローミング拡張機能を使用す
るには、クライアントで CCXv4か CCXv5（または、アクセスポイント経由ローミングの場
合 CCXv2）がサポートされている必要があります。

• 600シリーズアクセスポイント間のクライアントローミングはサポートされません。

クライアントローミングについて
コントローラは、ワイヤレスネットワークをローミングするクライアントにハイエンドのワイヤ

レスサービスを提供します。今では、ワイヤレスサービスはスイッチと統合され、付加価値が

高く新しい、シスコの統合されたモビリティアーキテクチャを提供します。この統合されたアー

キテクチャにより、ワイヤレスおよび有線クライアントの両方に対して、シームレスで高速なク

ライアントローミングサービスが可能になります。

新しいモビリティアーキテクチャは、モビリティドメイン（MD）、モビリティグループ（MG）、
モビリティサブドメイン（MSD）にネットワークの論理分類を使用して高速なクライアントロー
ミングサービスをサポートし、モビリティOracle（MO）、モビリティコントローラ（MC）、モ
ビリティエージェント（MA）などのシステムを使用してスイッチピアグループ（SPG）をサポー
トします。

•モビリティドメインは、クライアントローミングがサポートされているすべてのドメイン
です。モビリティドメインはモビリティグループの集合です。たとえば、キャンパスネッ

トワークは、モビリティドメインと見なすことができます。

•モビリティグループは、高速ローミングがサポートされるモビリティサブドメインの集合
です。モビリティグループは、頻繁にローミングがサポートされているキャンパス内の複

数の建物である可能性があります。

•モビリティサブドメインは、モビリティドメインネットワークの自律的な部分です。それ
ぞれのモビリティサブドメインには、1台のモビリティコントローラおよび SPGの集合が
あります。サブドメインは 802.11rキーのドメインと同じです。

•スイッチピアグループはモビリティエージェントの集合です。

•モビリティ Oracleはモビリティサブドメインで発生したモビリティイベントの接続ポイン
トとして機能します。モビリティ Oracleは、モビリティドメイン全体、自宅、および現在
のサブドメインの各クライアントのローカルデータベースも管理します。MOはモビリティ
ドメイン全体に対して 1つだけです。CiscoWLCの 5700シリーズコントローラまたはCisco
Unified Wireless Networkソリューションコントローラは、MOとして機能します。
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•モビリティコントローラは、SPG間のローミングイベントにモビリティ管理サービスを提
供します。MCは、そのサブドメインに属するすべてのモビリティエージェントにSPG名、
SPGピアメンバリストなどの設定を送信します。 CiscoWLC 5700シリーズコントローラ、
Cisco Catalyst 3850スイッチ、または Cisco Unified Wireless Networkソリューションコント
ローラは、MCとして機能します。MCには、その中で内部的に実行されているMC機能お
よびMA機能があります。

•モビリティエージェントは、モバイルクライアント用のクライアントモビリティのステー
トマシンを維持するコンポーネントです。すべての APは、モビリティエージェントに接
続されます。

新しいモビリティアーキテクチャは、次のようなシナリオでのシームレスなローミングをサポー

トします。

•スイッチ内のローミング：同じモビリティエージェントが管理する AP間でのクライアント
ローミング。

• SPG内のローミング：同じSPGのモビリティエージェント間でのクライアントローミング。

• SPG内、サブドメイン内のローミング：同じサブドメイン内の異なるSPGのモビリティエー
ジェント間でのクライアントローミング。

•サブドメイン内のローミング：サブドメインでのモビリティエージェント間のクライアント
ローミング。

高速ローミング

新しいモビリティアーキテクチャは、完全な認証の必要性を排除することによって、クライアン

トがモビリティグループ内でローミングするときの高速なローミングをサポートします。セキュ

リティポリシーは、高速ローミングのためのスイッチ間で同じである必要があります。

ローカル、アンカー、外部MAおよびMC

クライアントがMAに最初に参加し、接続ポイントが変更されていない場合、そのMAはローカ
ルMAまたは関連MAと呼ばれます。このMAが関連づけられているMCは、ローカルMCまた
は関連MCと呼ばれます。

クライアントが 2つのMA間をローミングすると、クライアントが以前関連付けられていたMA
は、アンカーMA（接続ポイント）になり、クライアントが現在関連付けられているMAは、外
部MAまたは関連MA（プレゼンスポイント）になります。これらのMAが関連づけられている
MCは、アンカー、外部、または関連MCとそれぞれ呼ばれます。

サブネット間ローミング

同様に、マルチコントローラ展開では、異なるサブネット上の同一モビリティグループ内のコン

トローラによって管理されるアクセスポイント間のクライアントローミングをサポートします。

セッションがアクティブである限り、セッションはそのまま持続され、コントローラ間のトンネ

ルによって、クライアントは同じDHCP割り当てまたはクライアント割り当て IPアドレスを引き
続き使用できるため、このローミングはクライアントには透過的に行われます。 IPアドレス
0.0.0.0、または自動 IPアドレス 169.254.*.*のクライアントが DHCP Discoverを送信するか、オペ
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レータが設定した時間が経過してタイムアウトになると、トンネルが切断され、クライアントの

再認証が必要になります。

VoIP による通話ローミング
802.11 Voice-over-IP（VoIP）通話は、RF信号が最も強いアソシエーションを見つけ出すことで、
最適な Quality of Service（QoS）と最高のスループットを実現します。 VoIP通話には、ローミン
グハンドオーバーの遅延時間が20ミリ秒以下という最小要件がありますが、CiscoUnifiedWireless
Network（Cisco UWN）ソリューションならばこの要件を容易に満たすことができます。このソ
リューションでは、オープン認証が使用されていれば、平均ハンドオーバー遅延時間は 5ミリ秒
以下です。この短い遅延時間は、個々のアクセスポイントにローミングハンドオーバーのネゴ

シエートを許可せずにコントローラによって制御されます。

CiscoUWNソリューションでは、コントローラが同一のモビリティグループに属している場合、
異なるサブネット上のコントローラによって管理される lightweightアクセスポイント間での802.11
VoIP通話ローミングをサポートします。セッションがアクティブである限り、セッションはその
まま持続され、コントローラ間のトンネルによって、VoIP通話は同じ DHCP割り当て IPアドレ
スを引き続き使用できるため、このローミングはクライアントには透過的に行われます。VoIP通
話 IPアドレス 0.0.0.0、または VoIP通話自動 IPアドレス 169.254.*.*のクライアントが DHCP
Discoverを送信するか、オペレータが設定した時間が経過してタイムアウトになると、トンネル
が切断され、VoIPクライアントの再認証が必要になります。

CCX レイヤ 2 クライアントローミング
コントローラでは、次の 5つの CCXレイヤ 2クライアントローミング拡張機能がサポートされ
ています。

•アクセスポイント経由ローミング：この機能により、クライアントはスキャン時間を節約で
きます。 CCXv2クライアントがアクセスポイントにアソシエートする際、新しいアクセス
ポイントに以前のアクセスポイントの特徴をリストする情報パケットを送信します。各ク

ライアントがアソシエートされていた以前のアクセスポイントと、アソシエーション直後に

クライアントに送信（ユニキャスト）されていた以前のアクセスポイントをすべてまとめて

作成したアクセスポイントのリストがクライアントによって認識および使用されると、ロー

ミング時間が短縮します。アクセスポイントのリストには、チャネル、クライアントの現

在の SSIDをサポートしているネイバーアクセスポイントの BSSID、およびディスアソシ
エーション以来の経過時間が含まれています。

•拡張ネイバーリスト：特に音声アプリケーションを提供する際に、CCXv4クライアントの
ローミング能力とネットワークエッジのパフォーマンスを向上させるための機能です。ア

クセスポイントは、ネイバーリストのユニキャスト更新メッセージを使用して、アソシエー

トされたクライアントのネイバーに関する情報を提供します。

•拡張ネイバーリスト要求（E2E）：End-2-End仕様は、音声/ローミング能力の全体的向上の
ために新しいプロトコルとインターフェイスを定義する、Ciscoと Intelの共同プログラムで
す。これは、CCX環境の Intelクライアントにのみ適用されます。これにより、Intelクライ
アントは自由にネイバーリストを要求できるようになります。要求すると、アクセスポイ
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ントはコントローラに要求を転送します。コントローラは要求を受信し、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に対するネイバーの現在の CCXローミングサブリ
ストで応答します。

特定のクライアントがE2Eをサポートするかどうかを調べるには、コントロー
ラの GUIで [Wireless] > [Clients]の順に選択し、そのクライアントの [Detail]
リンクをクリックして、[Client Properties]領域の [E2E Version]テキストボッ
クスを確認します。

（注）

•ローミング理由レポート：CCXv4クライアントが新しいアクセスポイントにローミングし
た理由を報告するための機能です。また、ネットワーク管理者はローミング履歴を作成およ

びモニタできるようになります。

•ダイレクトされたローミング要求：クライアントがアソシエートしているアクセスポイント
よりもサービス能力が高いアクセスポイントが他にある場合に、ローミング要求をコント

ローラからクライアントに送信できるようになります。この場合、コントローラはクライア

ントに joinできる最適なアクセスポイントの一覧を送信します。クライアントはダイレク
トされたローミング要求を受け入れることも、無視することもできます。 CCX以外のクラ
イアントおよび CCXv3以下を実行するクライアントは、どちらの操作も行う必要がありま
せん。この機能を使用するために設定する必要はありません。

レイヤ 2 またはレイヤ 3 のローミング設定方法

レイヤ 2 またはレイヤ 3 のローミング設定

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3ローミングをモビリティエージェントに設定するには、次の必要条件を
考慮する必要があります。

•レイヤ 2とレイヤ 3ローミングのための SSIDおよびセキュリティポリシーは、MA全体で
同じである必要があります。

•クライアントVLAN IDは、レイヤ 2ローミングでは同じで、レイヤ 3ローミングでは異なっ
ている必要があります。

•ブリッジドメイン IDとクライアントVLAN IDは、レイヤ 2ローミングで同じである必要が
あります。ブリッジドメイン IDとクライアント VLAN IDのうち、一方または両方が、レ
イヤ 3ローミングで異なる必要があります。
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手順の概要

1. configure terminal
2. wlan wlan_profile_name wlan_ID SSID_network_name
3. no mobility anchor sticky
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

WLANコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name

例：
Controller(config)#wlan wlan1

ステップ 2   

（任意）レイヤ 2アンカーをディセーブルにしま
す。

no mobility anchor sticky

例：
Controller(config-wlan)#no mobility anchor
sticky

ステップ 3   

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

モードを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 4   

CCX クライアントローミングパラメータの設定（CLI）

手順の概要

1. configure terminal
2. ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roam rf-params {default | custommin-rssi roam-hyst scan-thresh trans-time}
3. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアク

ション

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

例：
Controller# configure
terminal

ステッ

プ 1   

CCXレイヤ 2クライアントローミングパラメータを設定します。ap dot11 {5ghz | 24ghz}
l2roam rf-params

ステッ

プ 2   
デフォルト RFパラメータを選択するには、defaultオプションを入力します。{default | custom

min-rssi roam-hyst
scan-thresh trans-time}

クライアントローミングに影響を与える RFパラメータを最適化するには、custom
オプションを入力してから、次のオプションのいずれかを入力してください：

例：
Controller#ap dot11
5ghz l2roam rf-params
custom -80

• [MinimumRSSI]：クライアントがアクセスポイントにアソシエートするために
必要な最小の受信信号強度インジケータ（RSSI）を示します。

クライアントの平均の受信信号の強度がこのしきい値より低い場合、通常、信

頼できる通信はできません。したがって、最小の RSSI値に達する前に、クラ
イアントはより強い信号のある別のアクセスポイントをすでに見つけてローミ

ングしている必要があります。

[Minimum RSSI]値は、-80～ 90 dBmの範囲で設定できます。デフォルトは -85
dBmです。

• [Hysteresis]：クライアントが近傍のアクセスポイントにローミングするため
に、その信号に必要な強度を示します。

このパラメータは、クライアントが 2つのアクセスポイント間のボーダー近く
に物理的に存在している場合に、アクセスポイント間のローミングの量を減ら

すことを意図しています。

[Hysteresis]は、3～ 20 dBの範囲で設定できます。デフォルトは 3 dBです。

• [Scan Threshold]：クライアントがより適切なアクセスポイントにローミングす
るまでに許可される最小 RSSIを示します。

RSSIが指定された値より低い場合、クライアントは指定遷移時間内により強い
信号のあるアクセスポイントへローミングできる必要があります。このパラ

メータはまた、クライアントがアクティブまたはパッシブスキャンで費やす時

間を最小限に抑えるための節電方法も提供します。たとえば、クライアントは

RSSIがしきい値よりも高いときにはゆっくりとスキャンし、しきい値よりも低
いときにはより速くスキャンすることができます。

–70～ 77 dBmの範囲で RSSIを設定できます。デフォルト値は -72 dBmです。

• [TransitionTime]：クライアントのアソシエートされたアクセスポイントからの
RSSIがスキャンしきい値より低くなった場合に、クライアントがローミングに
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目的コマンドまたはアク

ション

適した近傍のアクセスポイントの検出およびローミングにかけられる最大許容

時間を示します。

[Scan Threshold]パラメータと [Transition Time]パラメータは、クライアントの
ローミングパフォーマンスの最低レベルを保証します。これらのパラメータを

使用すると、最も高いクライアント速度とローミングヒステリシスが得られる

だけでなく、アクセスポイント間の一定の最小オーバーラップ距離を確保する

ことにより、ローミングをサポートする無線 LANネットワークを設計するこ
とが可能となります。

1～ 10秒の範囲で時間を設定できます。デフォルトの時間は 5秒です。

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

end

例：
Controller(config)#
end

ステッ

プ 3   

モビリティ Oracle の設定

手順の概要

1. configure terminal
2. wireless mobility oracle
3. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

コントローラのモビリティOracleをイネーブルにしま
す。

wireless mobility oracle

例：
Controller(config)# wireless mobility
oracle

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

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

ドを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 3   

モビリティコントローラの設定

手順の概要

1. configure terminal
2. wireless mobility controller
3. wireless mobility controller peer-group switch-peer-group-name
4. wireless mobility controller peer-group switch-peer-group-namemember ip ip-address {public-ip

public-ip-address}
5. wireless mobility controller peer-group switch-peer-group-namemulticast
6. wireless mobility controller peer-group switch-peer-group-namemulticast ip

peer-group-multicast-ip-addr
7. wireless mobility controller peer-groupswitch-peer-group-name bridge-domain-id id
8. wireless mobility group member ip ip-address [public-ip public-ip-address] [group group-name]
9. wireless mobility dscp value
10. wireless mobility group keepalive {count | interval}
11. wireless mobility group name name
12. wireless mobility oracle ipmo-ip-address
13. wireless management interface interface-name
14. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

ワイヤレスモビリティコントローラをイネーブルに

します。

wireless mobility controller

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

スイッチピアグループ名を設定します。グループ名

には、最大 31文字の印字可能な ASCII文字（大文字
wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-name

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1

ステップ 3   

小文字が区別されます）を入力できます。モビリティ

グループ名には、スペースは使用できません。

コマンドのno形式は、スイッチピアグルー
プを削除します。

（注）

スイッチピアグループにモビリティグループメンバ

を追加します。

wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-namemember ip ip-address
{public-ip public-ip-address}

ステップ 4   

コマンドのno形式は、スイッチピアグルー
プからメンバを削除します。

（注）

例：

Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1 member ip
10.0.0.1

スイッチピアグループ内でマルチキャストモードを

設定します。

wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-namemulticast

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1 multicast

ステップ 5   

スイッチピアグループのマルチキャスト IPアドレス
を設定します。

wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-namemulticast ip
peer-group-multicast-ip-addr

ステップ 6   

コマンドのno形式は、スイッチピアグルー
プのマルチキャスト IPを削除します。

（注）

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1 multicast ip
10.0.0.4

スイッチピアグループのブリッジドメイン IDを設
定します。デフォルトは 0です。

wireless mobility controller
peer-groupswitch-peer-group-name
bridge-domain-id id

ステップ 7   

コマンドの no形式は、ブリッジドメイン
IDをデフォルト値に設定します。

（注）

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG bridge-domain-id
10.0.0.5

モビリティグループメンバを追加します。wireless mobility group member ip ip-address
[public-ip public-ip-address] [group group-name]

ステップ 8   

コマンドのno形式は、グループからメンバ
を削除します。デフォルトのグループ名は

MCのグループ名です。

（注）

例：

Controller(config)# wireless mobility group
member ip 10.0.0.1
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目的コマンドまたはアクション

モビリティ制御パケットの DSCP値を設定します。wireless mobility dscp value

例：
Controller(config)# wireless mobility dscp
46

ステップ 9   

DSCP値に指定できる範囲は 0～ 63です。デフォル
ト値は 46です。

ワイヤレスモビリティグループのキープアライブ数

（メンバのステータスが DOWNするまでのキープア
wireless mobility group keepalive {count |
interval}

例：
Controller(config)# wireless mobility group
keepalive count

ステップ 10   

ライブの試行回数、および2つのキープアライブ間の
間隔であるキープアライブインターバル）を設定しま

す。

最大 31文字の印字可能な ASCII文字（大文字小文字
が区別されます）で、ワイヤレスモビリティグルー

プ名を指定します。

wireless mobility group name name

例：
Controller(config)# wireless mobility group
name group1

ステップ 11   

モビリティ oracleに IPアドレスを設定します。wireless mobility oracle ipmo-ip-address

例：
Controller(config)# wireless mobility oracle
ip 10.0.0.5

ステップ 12   

ワイヤレス管理インターフェイスを設定します。wireless management interface interface-name

例：
Controller(config)# wireless management
interface Vlan21

ステップ 13   

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

ドを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 14   

モビリティエージェントの設定

手順の概要

1. configure terminal
2. wireless mobility controller ip ip-address
3. wireless mobility load-balance
4. wireless mobility load-balance threshold threshold -value
5. wireless management interface interface-name
6. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

モビリティコントローラの IPアドレスを設定しま
す。

wireless mobility controller ip ip-address

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller ip 10.10.10.20

ステップ 2   

ワイヤレスモビリティロードバランシングを設定

します。

wireless mobility load-balance

例：
Controller(config)# wireless mobility
load-balance

ステップ 3   

ローカル、またはMAにアンカーできるクライアン
ト数を設定します。 100～ 2000の範囲でしきい値
を設定できます。デフォルト値は 1000です。

wireless mobility load-balance threshold
threshold -value

例：
Controller(config)# wireless mobility
load-balance threshold 100

ステップ 4   

モビリティエージェントのワイヤレス管理インター

フェイスを設定します。

wireless management interface interface-name

例：
Controller(config)# wireless management
interface Vlan21

ステップ 5   

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

モードを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 6   

クライアントのローミングパラメータのモニタリング
このセクションでは、クライアントパラメータ用の新しいコマンドについて説明します。

次のコマンドがコントローラのクライアントローミングパラメータをモニタするために使用でき

ます。

表 9：クライアントローミングパラメータモニタリングコマンド

目的コマンド
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802.11aまたは 802.11b/gネットワーク上でクラ
イアントローミングに設定されている現在の

RFパラメータを表示します。

show ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roam rf-param

802.11aまたは 802.11b/gネットワークの CCX
レイヤ2クライアントローミング統計を表示し
ます。

show ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roam statistics

特定のアクセスポイントの CCXレイヤ 2クラ
イアントローミング統計を表示します。

show ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roammac-address
mac-address statistics

モビリティ設定のモニタリング
このセクションでは、モビリティ設定をモニタリングするための新しいコマンドについて説明し

ます。

次のコマンドは、モビリティOracle、モビリティコントローラとモビリティエージェントのモビ
リティ設定のモニタリングに使用できます。

表 10：モビリティコントローラおよびモビリティエージェント用モビリティ設定モニタリングコマンド

目的コマンド

モビリティコントローラとモビリティエージェ

ントのサマリー情報を表示します。

show wireless mobility summary

モビリティの統計情報を表示します。show wireless mobility statistics

確立した DTLS接続を表示します。show wireless mobility dtls connections

表 11：モビリティ Oracle 用モビリティ設定モニタリングコマンド

目的コマンド

モビリティ Oracleが認識するモビリティコン
トローラの状態を表示します。

show wireless mobility oracle summary

モビリティOracleデータベース内クライアント
の情報を表示します。

show wireless mobility oracle client summary

モビリティOracleデータベース内の、特定のク
ライアントの詳細情報を表示します。

show wireless mobility oracle client detail client
-mac-address
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指定のモビリティコントローラにアンカーされ

ている、または関連付けられているモビリティ

Oracleデータベース内クライアント一覧の情報
を表示します。

show wireless mobility oracle mc-ip

表 12：モビリティコントローラ用モビリティ設定モニタリングコマンド

目的コマンド

サブドメインのクライアントのリストを表示し

ます。

show wireless mobility controller client summary

サブドメインのクライアントの詳細情報を表示

します。

show wireless mobility controller client
mac-address detail

指定のモビリティエージェントにアンカーされ

ている、または関連付けられているクライアン

トのリストを表示します。

showwirelessmobility agent ma-ip client summary

モビリティグループに認識される Cisco APの
リストを表示します。

show wireless mobility ap-list

表 13：モビリティエージェント用モビリティ設定モニタリングコマンド

目的コマンド

モビリティロードバランスプロパティの概要

を表示します。

show wireless mobility load-balance summary

クライアントローミング設定に関する追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

Mobility Configuration Guide（モビリティコン
フィギュレーションガイド）、Cisco IOS XE
Release 3SE（Cisco WLC 5700シリーズ）

モビリティ設定
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マニュアルタイトル関連項目

Mobility Command Reference Guide（モビリティ
コマンドリファレンスガイド）、Cisco IOS XE
Release 3SE（Cisco WLC 5700シリーズ）

モビリティ関連のコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。
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クライアントローミング設定の機能履歴と情報

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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第 10 章

Application Visibility and Control の設定

• 機能情報の確認, 139 ページ

• Application Visibility and Controlについて, 140 ページ

• サポートされる AVCクラスマップおよびポリシーマップの形式, 141 ページ

• Application Visibility and Controlの前提条件, 143 ページ

• ApplicationVisibility andControlによるController間ローミングに関するガイドライン, 143 ペー
ジ

• Application Visibility and Controlの制限, 143 ページ

• Application Visibility and Controlの設定方法, 145 ページ

• Application Visibility and Controlのモニタリング, 164 ページ

• 例：Application Visibility and Control, 167 ページ

• Application Visibility and Controlに関する追加情報, 170 ページ

• Application Visibility and Controlの機能履歴と情報, 171 ページ

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

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

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

するには、Cisco FeatureNavigatorを使用します。Cisco FeatureNavigatorには、http://www.cisco.com/
go/cfnからアクセスします。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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Application Visibility and Control について
ApplicationVisibilityandControl（AVC）は、ネットワークベースのアプリケーション認識（NBAR2）
エンジンによるディープパケットインスペクション技術を使用してアプリケーションを分類し、

ワイヤレスネットワークのアプリケーションレベルの可視性と制御（QoS）を提供します。アプ
リケーションが認識されると、AVC機能によってデータトラフィックをドロップ、マークまたは
ポリシングできます。

AVCは、プロトコルに一致するように QoSクライアントポリシー内のクラスマップを定義する
ことによって設定されます。

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

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

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

（注）

トラフィックフローは、アクセスポイントで NBAR2エンジンを使用して分析および認識されま
す。NBAR2対応プロトコルまたはアプリケーションについては、8.0プロトコルパックを参照し
てください。特定のフローは、WebExなどの認識済みプロトコルまたはアプリケーションでマー
クされます。このフロー単位の情報は、Flexible NetFlow（FNF）を使用したアプリケーションの
可視性に使用できます。 FNFの詳細については、『Flexible NetFlow Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3E (Cisco WLC 5700 Series)』を参照してください。同じアプリケーション名は QoSを
使用したトラフィックの制御にも使用できます。 QoSの詳細については、『QoS Configuration
Guide, Cisco IOS XE Release 3E (Cisco WLC 5700 Series)』を参照してください。

AVC QoSアクションは、アップストリームとダウンストリームの両方向の AVCフィルタで適用
されます。アップストリームフローでサポートされる QoSアクションはドロップ、マークおよ
びポリシングで、ダウンストリームフローの場合はマークとポリシングです。 AVC QoSは、ア
プリケーションが正しく分類され、ポリシーマップ内のクラスマップフィルタと一致する場合

にのみ適用できます。たとえば、アプリケーション名に基づくフィルタがポリシーに存在し、ト

ラフィックも同じアプリケーション名に分類されている場合、ポリシー内のこの一致に指定され

たアクションが適用されます。すべての QoSアクションについては、サポートされる AVCクラ
スマップおよびポリシーマップの形式, （141ページ）を参照してください。
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サポートされる AVC クラスマップおよびポリシーマッ
プの形式

サポートされる AVC クラスマップ形式

Directionクラスマップの例クラスマップ形式

アップストリームおよびダウン

ストリームの両方

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

match protocol protocol name

アップストリームおよびダウン

ストリームの両方

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

match protocol attribute
category category-name

アップストリームおよびダウン

ストリームの両方

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

match protocol attribute
sub-category sub-category-name

アップストリームおよびダウン

ストリームの両方

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

match protocol attribute
application-group
application-group-name

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

組み合わせのフィルタ

サポートされる AVC ポリシー形式

QoS アクションポリシー形式

マーキング、ポリシング、ドロップ一致プロトコルフィルタに基づくアップスト

リームクライアントポリシー

マーキングとポリシング一致プロトコルフィルタに基づくダウンスト

リームクライアントポリシー

次の表では、AVCポリシー形式の詳細について例とともに説明します。
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DirectionAVC ポリシーの例AVC ポリシーの形式

アップストリームおよびダウン

ストリーム

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

基本セット

アップストリームおよびダウン

ストリーム

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

基本ポリシング

アップストリームおよびダウン

ストリーム

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

基本のセットおよびポリシング

アップストリームおよびダウン

ストリーム

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

デフォルトを含む複数のセット

とポリシング

アップストリームおよびダウン

ストリーム

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

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

階層型ポリシング

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

階層型セットおよびポリシング

アップストリームのみドロップアクション
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DirectionAVC ポリシーの例AVC ポリシーの形式

上記の例のいずれかが、この追

加の例でこの形式に適用されま

す。

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

Application Visibility and Control の前提条件
•アクセスポイントは、AVC対応でなければいけません。

• AVC（QoS）の制御部分が機能するためには、FNF付きのアプリケーションの可視化機能を
設定する必要があります。

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

クライアントが不正な形式のQoSポリシーにより除外されないように、次のガイドラインに従っ
てください。

•新しいQoSポリシーがcontrollerに追加される場合は、同じ名前のQoSポリシーを同じローミ
ングまたはモビリティドメイン内の他のcontrollerに追加する必要があります。

• controllerが以降のリリースのソフトウェアイメージでロードされると、新しいポリシー形式
がサポートされます。以前のリリースから最新のリリースにソフトウェアイメージをアッ

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

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

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

◦ Cisco Aironet 1260シリーズアクセスポイント

◦ Cisco Aironet 1600シリーズアクセスポイント
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◦ Cisco Aironet 2600シリーズアクセスポイント

◦ Cisco Aironet 2600シリーズワイヤレスアクセスポイント

◦ Cisco Aironet 2700シリーズアクセスポイント

◦ Cisco Aironet 3500シリーズアクセスポイント

◦ Cisco Aironet 3600シリーズアクセスポイント

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

•データトラフィック（制御部分）の廃棄またはマーキングは、ソフトウェアリリース 3.3で
はサポートされていません。

•データトラフィック（制御部分）の廃棄またはマーキングは、ソフトウェアリリース 3Eで
サポートされています。

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

•マルチキャストトラフィック分類はサポートされていません。

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

• ICMPv6トラフィック分類を含む IPv6はサポートされていません。

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

•次のコマンドは、AVCフローレコードではサポートされていません。

◦ collect flow username

◦ collect interface { input | output}

◦ collect wireless client ipv4 address

◦ match interface { input | output}

◦ match transport igmp type

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

• AVCベースのレコードテンプレートのユーザ名情報については、ユーザ名マッピングに対
してユーザMACアドレスを取得するようにレコードオプションを設定する必要がありま
す。詳細については、フローエクスポータの作成（オプション）, （148ページ）を参照し
てください。

• 3600などの AVC対応 APと 1140などの非 AVC対応 APが混合していて、クライアントに
選択されたポリシーが AVC対応の場合、ポリシーは AVCをサポートできない APに送信さ
れません。
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•入力 AVC統計情報だけがサポートされます。統計情報を更新する頻度は、その時点で AP
でロードされているクライアントの数によって異なります。統計情報は非常に大きなポリ

シーの形式サイズではサポートされません。

•ダウンストリーム AVC QoSがクライアントごとにサポートするフローの総数は 1000です。

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

•これらは、一部のクラスマップおよびポリシーマップ関連の制限です。サポートされるポ
リシーの形式については、サポートされるAVCクラスマップおよびポリシーマップの形式,
（141ページ）を参照してください。

◦ AVCおよび非 AVCクラスは、ダウンストリーム方向のポリシーで一緒に定義すること
はできません。たとえば、一致プロトコルのクラスマップがある場合、ダウンストリー

ム方向のポリシーマップで他の種類の一致フィルタを使用することはできません。

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

◦一致プロトコルは、SSIDポリシーの入力または出力ではサポートされません。

Application Visibility and Control の設定方法

Application Visibility and Control の設定（CLI）
アプリケーションの可視性を設定するには、次の一般的な手順に従います。

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

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

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

4 IPv4入力または出力方向にフローモニタを適用するようにWLANを設定します。

アプリケーション制御を設定するには、次の一般的な手順に従います。

1 AVC QoSポリシーを作成します。
2 次の 3つのうちの 1つ方法で AVC QoSポリシーをクライアントに付加します：WLANの設
定、ACSまたは ISEの使用、またはローカルポリシーの追加。

フローレコードの作成

デフォルトでは、wireless avc basic（フローレコード）を使用できます。 GUIから [Apply]をク
リックすると、レコードがフローモニタにマッピングされます。

デフォルトのフローレコードは編集または削除できません。新しいフローレコードが必要な場

合は、1つのレコードを作成し、それをCLIからフローモニタにマッピングする必要があります。
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手順の概要

1. configure terminal
2. flow record flow_record_name
3. description string
4. match ipv4 protocol
5. match ipv4 source address
6. match ipv4 destination address
7. match transport source-port
8. match transport destination-port
9. match flow direction
10. match application name
11. match wireless ssid
12. collect counter bytes long
13. collect counter packets long
14. collect wireless ap mac address
15. collect wireless client mac address
16. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

フローレコードコンフィギュレーションモードを

開始します。

flow record flow_record_name

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

ステップ 2   

（任意）最大63文字で、フローレコードの説明を
指定します。

description string

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

ステップ 3   

IPv4プロトコルに一致を指定します。match ipv4 protocol

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

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

IPv4発信元アドレスベースのフィールドに一致を
指定します。

match ipv4 source address

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

ステップ 5   

IPv4宛先アドレスベースのフィールドに一致を指
定します。

match ipv4 destination address

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

ステップ 6   

トランスポート層の送信元ポートフィールドに一

致を指定します。

match transport source-port

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

ステップ 7   

トランスポート層の宛先ポートフィールドに一致

を指定します。

match transport destination-port

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

ステップ 8   

フローがモニタされる方向に一致を指定します。match flow direction

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

ステップ 9   

アプリケーション名に一致を指定します。match application name

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

ステップ 10   

このアクションは、AVCのサポートには
必須で、これによりフローをアプリケー

ションと一致させることができます。

（注）

ワイヤレスネットワークを識別する SSIDの名前
に一致を指定します。

match wireless ssid

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

ステップ 11   

カウンタフィールドの合計バイト数を収集するよ

うに指定します。

collect counter bytes long

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

ステップ 12   

カウンタフィールドの合計パケット数を収集する

ように指定します。

collect counter packets long

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

ステップ 13   
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目的コマンドまたはアクション

ワイヤレスクライアントが関連付けられているア

クセスポイントのMACアドレスを持っている
BSSIDを収集するように指定します。

collect wireless ap mac address

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

ステップ 14   

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

collect wireless client mac address

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

ステップ 15   

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

モードを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 16   

フローエクスポータの作成（オプション）

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

フローパラメータを設定するためのオプションの手順です。

手順の概要

1. configure terminal
2. flow exporter flow_exporter_name
3. description string
4. destination {hostname | ip-address}
5. transport udp port-value
6. option application-table timeout seconds（オプション）
7. option usermac-table timeout seconds (optional)
8. end
9. show flow exporter
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
148 OL-32324-01-J   

Application Visibility and Control の設定
Application Visibility and Control の設定（CLI）



目的コマンドまたはアクション

フローエクスポータコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

flow exporter flow_exporter_name

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

ステップ 2   

最大 63文字で、フローレコードの説明を示しま
す。

description string

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

ステップ 3   

エクスポータでデータを送信する宛先システムのホ

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

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

ステップ 4   

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

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

ステップ 5   

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

option application-table timeout seconds（オプ
ション）

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

ステップ 6   

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

option usermac-table timeout seconds (optional)

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

ステップ 7   

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

モードを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 8   

設定を確認します。show flow exporter

例：
Controller # show flow exporter

ステップ 9   

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

モードを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 10   
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フローモニタの作成

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

ます。

手順の概要

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

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

フローモニタを作成し、フローモニタコンフィギュ

レーションモードを開始します。

flow monitor monitor-name

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

ステップ 2   

フローモニタの説明を作成します。description description

例：
Controller (config-flow-monitor)#
description flow-monitor-1

ステップ 3   

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

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

ステップ 4   

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

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

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

フローキャッシュパラメータを設定するように指定

します。 1～ 604800秒の時間を設定できます（任
意）。

cache timeout {active | inactive}（任意）

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

ステップ 6   

AVCフローモニタの最適な結果を得るた
めに、非アクティブなキャッシュタイム

アウト値は 90秒を超える値を設定するこ
とを推奨します。

（注）

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

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

ドを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 7   

設定を確認します。show flow monitor

例：
Controller # show flow monitor

ステップ 8   

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

1 一致プロトコルフィルタを持つクラスマップを作成します。

2 ポリシーマップを作成します。

3 次のいずれかの方法でクライアントにポリシーマップを適用します。

a CLIまたは GUIからWLAN上でポリシーマップを適用します。

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

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

c CLIまたは GUIからローカルポリシーを適用します。

クラスマップの作成

一致プロトコルフィルタを設定する前にクラスマップを作成する必要があります。マーキング、

ポリシングおよびドロッピングなどの QoSアクションはトラフィックに適用できます。 AVC一
致プロトコルフィルタは、ワイヤレスクライアントにのみ適用されます。サポートされるプロ

トコルについては、8.0プロトコルパックを参照してください。
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手順の概要

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

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

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

クラスマップを作成します。class-map class-map-name

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

ステップ 2   

アプリケーション名、カテゴリ名、サブカ

テゴリ名、またはアプリケーショングルー

プに一致を指定します。

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

例：

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

Controller(config)# class-map class-webex-category

ステップ 3   

Controller(config-cmap)# match protocol attribute
category webex-media

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

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

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

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 4   

フィギュレーションモードを終了できま

す。
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ポリシーマップの作成

手順の概要

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

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
Controller# configure
terminal

ステップ 1   

ポリシーマップ名を入力することによってポリシーマップを作成し、ポ

リシーマップコンフィギュレーションモードを開始します。

policy-map policy-map-name

例：

Controller(config)#

ステップ 2   

デフォルトでは、ポリシーマップは定義されていません。

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

policy-map webex-policy
Controller(config-pmap)#

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

（注）

トラフィックの分類を定義し、ポリシーマップクラスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

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

例：

Controller(config-pmap)#

ステップ 3   

デフォルトでは、ポリシーマップおよびクラスマップは定義されていま

せん。

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

class-map-nameにその名前を指定します。

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

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

されます。暗黙のmatch anyが class-defaultクラスに含まれている場合、
他のトラフィッククラスと一致していないすべてのパケットはclass-default
と一致します。
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目的コマンドまたはアクション

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

す。

（注）

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

ステップ 4   

デフォルトでは、ポリサーは定義されていません。

例：

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

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

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

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

パケットに新しい値を設定することによって、IPトラフィックを分類し
ます。

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

例：

Controller(config-pmap-c)#

ステップ 5   

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

set dscp 45

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

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 6   

次の作業

ポリシーマップを作成したら、service-policyコマンドを使用してトラフィックポリシーをイン
ターフェイスに付加します。

ローカルポリシーの設定（CLI）

ローカルポリシーを設定するには、次の手順を完了します。

1 サービステンプレートを作成します。

2 パラメータマップを作成します。

3 ポリシーマップを作成します。

4 WLANでローカルポリシーを適用します。

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
154 OL-32324-01-J   

Application Visibility and Control の設定
Application Visibility and Control の設定（CLI）



サービステンプレートの作成（CLI）

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

サービステンプレートコンフィギュレーション

モードを開始します。

service-template service-template-name

例：

Controller(config)# service-template

ステップ 2   

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

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

例：

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

ステップ 3   

VLAN IDを指定します。 1～ 4094の値を指定で
きます。

vlan vlan_id

例：

Controller(config-service-template)# vlan
100

ステップ 4   

サービステンプレートのセッションタイムアウ

ト値を指定します。 1～ 65535の値を指定できま
す。

absolute-timer seconds

例：

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

ステップ 5   

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

例：

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

ステップ 6   

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

モードを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 7   

パラメータマップの作成（CLI）

パラメータマップの使用は、クラスマップよりも優先されます。
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

パラメータマップのタイプと名前を指定しま

す。

parameter-map type subscriber attribute-to-service
parameter-map-name

例：

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

ステップ 2   

パラメータマップ属性フィルタ基準を指定し

ます。

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

例：

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

ステップ 3   

サービステンプレートコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

service-template service-template-name

例：

Controller(config-parameter-map-filter-submode)#

ステップ 4   

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

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

レーションモードを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 5   

ポリシーマップの作成（CLI）

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

ポリシーマップのタイプを指定します。policy-map type control subscriber
policy-map-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

例：

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

ポリシーマップに一致基準を指定します。event identity-update {match-all |match-first}

例：

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

ステップ 3   

ローカルプロファイリングポリシークラスマップ番

号を設定し、操作の方法を指定します。クラスマップ

class_number class {class_map_name | always }
{do-all | do-until-failure | do-until-success}

例：

Controller(config-class-control-policymap)#

ステップ 4   

コンフィギュレーションモードには、次のコマンドオ

プションが含まれます。

• [always]：一致を確認せずに実行しますが成功を
返します。

1 class local_policy1_class
do-until-success

• [do-all]：すべてのアクションを実行します。

• [do-until-failure]：一致エラーが検出されるまでの
すべてのアクションを実行します。これはデフォ

ルト値です。

• [do-until-success]：一致の成功するまですべてのア
クションを実行します。

使用するパラメータマップテーブルを指定します。action-indexmap attribute-to-service table
parameter-map-name

ステップ 5   

例：

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

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

を終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 6   

WLAN でのデバイスへのローカルポリシーの適用（CLI）

はじめる前に

サービスポリシーにパラメータマップ内のデバイスタイプに基づくルールが含まれている場合

は、デバイスの分類子が有効になっていることを確認します。
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

WLANコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

wlan wlan-name

例：

Controller(config)# wlan wlan1

ステップ 2   

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

ステップ 3   

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

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

ン）。

profiling local http（任意）

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

ステップ 4   

ISE上のデバイスのプロファイリングをイネーブル
にします（任意）。

profiling radius http（任意）

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

ステップ 5   

WLANをシャットダウンしないように指定します。no shutdown

例：
Controller(config-wlan)# no shutdown

ステップ 6   

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

モードを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 7   

ローカルポリシーの設定（GUI）

ローカルポリシーを設定するには、次の手順を完了します。

1 サービステンプレートを作成します。

2 ポリシーマップを作成します。

3 WLANに作成したローカルポリシーを適用します。
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サービステンプレートの作成（GUI）

ステップ 1 [Configuration] > [Security] > [Local Policies] > [Service Template]と選択し、[Service Template]ページを開き
ます。

ステップ 2 次の手順を実行して、新しいテンプレートを作成します。

a) [New]をクリックして、[Service Template > New]ページを開きます。
b) [Service Template name テキストボックスに、新しいサービステンプレート名を入力します。
c) [VLAN ID]テキストボックスに、ポリシーに関連付ける必要がある VLAN IDを入力します。値の範
囲は 1～ 4094です。

d) [Session timeout]テキストボックスに、最長時間を秒単位で入力します。この後、クライアントは再認
証を強制されます。値の範囲は、1～ 65535秒です。

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

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

ステップ 3 次の手順を実行して、サービステンプレートを編集します。

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

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

c) [Session timeout]テキストボックスに、最長時間を秒単位で入力します。この後、クライアントは再認
証を強制されます。値の範囲は、1～ 65535秒です。

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

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

ステップ 4 次の手順を実行して、サービステンプレートを削除します。

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

ポリシーマップの作成（GUI）

ステップ 1 [Configuration] > [Security] > [Local Policies] > [Policy Map]と選択し、[Policy Map]ページを開きます。

ステップ 2 次の手順を実行して、新しいポリシーマップを作成します。
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a) [New]をクリックして、[Policy Map > New]ページを開きます。
b) [Policy Map name テキストボックスに、新しいポリシーマップ名を入力します。
c) [Add]をクリックして [Match Criteria]領域を開きます。
d) [Device Type]ドロップダウンリストから、デバイスタイプを選択します。デバイスタイプの一致基
準は、選択するデバイスタイプに応じて eq、not-eq、または regexを選択できます。

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

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

g) [Add（追加）]をクリックします。一致基準が [Match Criteria Lists]に追加されます。
h) [Match Criteria Lists]領域で、[Add]をクリックしてポリシーに一致基準を追加します。
i) [Apply]をクリックして、設定を保存します。

ステップ 3 次の手順を実行して、ポリシーマップを編集します。

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

b) [Match Criteria]領域で、[Device Type]ドロップダウンリストからデバイスタイプを選択します。デバ
イスタイプの一致基準は、選択するデバイスタイプに応じて eq、not-eq、または regexを選択できま
す。

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

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

e) [Ok]をクリックして設定を保存するか、または設定を廃棄するには [Cancel]をクリックします。
f) デバイスタイプ、ユーザロール、サービステンプレートに基づいてポリシーに追加の一致基準を追加
するには、[Add]をクリックします。

g) [Match Criteria Lists]領域で、一致基準を選択して [Move to]をクリックし、行テキストボックスに入力
した値に応じて一致基準を移動します。

h) 一致基準を選択し、[Move Up]をクリックし、一致基準をリストの上部に移動します。
i) 一致基準を選択して [Move down]をクリックし、一致基準をリストの下部に移動します。
j) 一致基準を選択して [Remove]をクリックし、一致基準をポリシーマップリストから削除します。
k) [Apply]をクリックして、設定を保存します。

ステップ 4 次の手順を実行して、ポリシーマップを削除します。

a) [Policy Map]ページから、ポリシーマップを選択します。
b) [Remove]をクリックします。
c) [Apply]をクリックして、設定を保存します。
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WLAN へのローカルポリシーの適用（GUI）

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

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

ステップ 3 [Policy-Mapping]タブを選択します。

ステップ 4 デバイスタイプに基づいて分類をイネーブルにするには、[Device Classification]チェックボックスをオン
にします。

ステップ 5 [Local Subscriber Policy]ドロップダウンリストから、WLANに適用させるポリシーを選択します。

ステップ 6 HTTPに基づいてデバイス上でプロファイリングをイネーブルにするには、[Local HTTP Profiling]を選択
します（オプション）。

ステップ 7 RADIUSに基づいてデバイス上でプロファイリングをイネーブルにするには、[RadiusHTTPProfiling]を選
択します（オプション）。

ステップ 8 [Apply]をクリックして、設定を保存します。

IPv4 入力/出力方向にフローモニタを適用するように WLAN を設定

手順の概要

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

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

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

wlan wlan-id

例：

Controller (config) # wlan 1

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

入力または出力パケット用のWLANにフローモニタを
関連付けます。

ip flow monitor monitor-name {input |
output}

例：

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

ステップ 3   

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

終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 4   

Application Visibility and Control の設定（GUI）

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

自分が作成したフローレコードとフローモニタを使用している場合は、レコード名とモニタ名は

同じである必要があります。これは、GUIから AVCを設定する際の固有なもので、CLI設定に
は当てはまりません。

アップストリームまたはダウンストリーム、または両方に対して自分が作成したフローモニタを

使用できますが、フローモニタとマッピング中は同じレコード名を使用していることを確認して

ください。

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

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

a) [ApplicationVisibility Enabled]チェックボックスをオンにして、WLANのAVCをイネーブルにします。
b) [Upstream Profile]テキストボックスに、AVCプロファイルの名前を入力します。
c) [Downstream Profile]テキストボックスに、AVCプロファイルの名前を入力します。

AVCをイネーブルにするには、アップストリームおよびダウンストリームプロファイルのプロファイル
名を入力する必要があります。プロファイル名は、フローモニタ名です。デフォルトでは、フローモニ

タ名（wireless-avc-basic）は、[Upstream Profile]および [Downstream Profile]テキストボックスに表示され
ます。デフォルトのフローモニタの場合、デフォルトのフローレコード（wireless avc basic）が取得され
ます。デフォルトのフローレコードはシステムで生成され、使用できます。
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アップストリームおよびダウンストリームプロファイルのプロファイル名を変更できますが、両方のフ

ローモニタが同じフローレコードを使用できることを確認してください。

アップストリームおよびダウンストリームプロファイルは、別々のプロファイル名にできますが、両方の

フローモニタがフローレコードを使用できる必要があります。

ステップ 3 [Apply]をクリックしてWLANの AVCを適用します。

ステップ 4 特定のWLANの AVCをディセーブルにするには、次の手順を実行します。

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

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

• [AVC]をクリックして [Application Visibility]ページを開きます。

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

• [Apply]をクリックして、特定のWLANの AVCをディセーブルにします。

Application Visibility and Control の設定（GUI）

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

ステップ 2 左側のペインをクリックして [QOS-Policy]を選択し、QoSノードを展開します。
[QOS-Policy]ページが表示されます。

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

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

ステップ 5 [Policy Direction]ドロップダウンリストから、ポリシーを適用する必要がある方向を選択します。
選択項目は次のとおりです。

•入力

•送信側

ステップ 6 [Policy Name]テキストボックスで、ポリシー名を指定します。

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

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

出力クライアントポリシーの場合は、[ApplicationRecognition]をイネーブルにすると、[Voice]、
[Video]、および [User Defined]チェックボックスはディセーブルになります。

（注）

装着できる I/Oモジュールは次のとおりです。
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• [Trust]：このポリシーの分類タイプを指定します。

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

◦ [Category]：アプリケーションのカテゴリを選択できます（たとえば、browsingなど）。

◦ [Subcategory]：アプリケーションのサブカテゴリを選択できます（たとえば、file-sharingなど）。

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

• [ProtocolChoice]：[Available Protocols]リストからプロトコル、カテゴリ、サブカテゴリ、またはアプ
リケーショングループを [Assigned Protocols]に選択し、パケットのマーキングおよびポリシングを
適用します。

• [Mark]：各パケットにマーキングラベルを指定します。装着できる I/Oモジュールは次のとおりで
す。

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

◦ [CoS]：IEEE 802.1Qサービスクラスに一致させます。範囲は 0～ 7です。

◦ [None]：パケットをマークしません。

• [Police (kbps)]：kbps単位のポリシングレートを指定します。このオプションは、[Policy Direction]
が出力のときに使用できます。

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

各クライアントポリシーに対して最大 5個の AVCクラスを追加できま
す。

（注）

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

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

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

ステップ 12 AVCマップテーブルの対応する AVCクラスマップの行に移動して [Remove]をクリックし、QoSポリ
シーから AVCクラスマップを削除します。 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

Application Visibility and Control のモニタリング

Application Visibility and Control のモニタリング（CLI）
この項では、アプリケーションの可視性に関する新しいコマンドについて説明します。
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次のコマンドは、コントローラとアクセスポイントのアプリケーションの可視性をモニタするた

めに使用できます。

表 14：コントローラでのアプリケーションの可視性のモニタリングコマンド

目的コマンド

特定のクライアントMACの上位の「N」アプ
リケーションに関する情報を表示します。

show avc client client-mac top n application
[aggregate | upstream | downstream]

特定の SSIDの上位の「N」アプリケーション
に関する情報を表示します。

show avc wlan ssid top n application [aggregate |
upstream | downstream]

AVCが特定のWLAN上でイネーブルまたはディ
セーブルかどうかの情報を表示します。

show wlan id wlan-id

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

ワイヤレスクライアントにマッピングされてい

るポリシーに関する情報を表示します。

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

ポリシーマップに関する情報を表示します。show policy-map target

show policy-map

show policy-map policy-name

表 15：アプリケーションの可視性統計情報コマンドのクリア

目的コマンド

クライアントごとの統計情報をクリアします。clear avc client mac stats

WLANごとの統計情報をクリアします。clear avc wlan wlan-name stats

Application Visibility and Control のモニタリング（GUI）
controllerのホームページの [AVC onWLAN]円グラフを使用して、単一ショットでWLANのAVC
情報を表示できます。円グラフには、最初のWLANの AVCデータ（集約 -アプリケーションの
累積使用率 %）が表示されます。また、クライアントに基づく上位 5つのWLANが最初に表示
されます。対応する円グラフの情報を表示するには、任意のWLANをクリックします。 AVCが
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最初のWLANでイネーブルになっていないと、ホームページに AVC円グラフは表示されませ
ん。

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

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

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

a) [Aggregate]、[Upstream]および [Downstream]タブでは、アプリケーションの累積、最後の 90秒の統計
情報および使用率を次のフィールドで表示できます。

• Application name

• Packet count

• Byte count

• Average packet size

• usage (%)

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

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

a) [Aggregate]、[Upstream]および [Downstream]タブでは、アプリケーションの累積、最後の 90秒の統計
情報および使用率を次のフィールドで表示できます。

• Application name

• Packet count

• Byte count

• Average packet size

• usage (%)

SSID およびクライアントポリシーの統計情報のモニタリング（GUI）
統計情報は、ワイヤレスターゲット上に最大 5つのクラスを有する入力ポリシーに対してのみサ
ポートされます。非常に大規模なポリシーの場合、入力ポリシーの統計情報はコントローラに表

示されません。統計情報の頻度は、アクセスポイントに関連付けられているクライアントの数に
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よって異なります。チコントローラに表示されるクライアント統計情報の最大時間は約 5分で
す。

詳細方法統計情報のタイプ

[QoS]ページには、SSIDポリ
シー、無線タイプおよびAPの
リストが表示されます。

SSIDポリシー、無線およびア
クセスポイントをドロップダ

ウンリストから選択して

[Apply]をクリックし、選択し
た SSIDポリシーの統計情報を
表示します。

一致基準など、確認済みバイ

ト、適合レートおよび超過レー

トなどの詳細を表示できます。

[Monitor] > [Controller] >
[Statistics] > [QoS]を選択しま
す。

SSIDポリシー

[Clients]ページには、クライア
ントのMACアドレス、AP、お
よびその他詳細のリストが表示

されます。

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

一致基準など、確認済みバイ

ト、適合レートおよび超過レー

トなどの詳細を表示できます。

[Monitor] > [Clients] > [Client
Details]を選択します。

クライアントポリシー

例：Application Visibility and Control

例：アプリケーションの可視性の設定

次に、フローレコードを作成し、フローモニタを作成し、フローレコードをフローモニタに適

用して、WLAN上にフローモニタを適用する例を示します。

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

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

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

例：Application Visibility and Control QoS の設定
次に、アプリケーション名、カテゴリおよびサブカテゴリの一致プロトコルフィルタを適用して

クラスマップを作成する例を示します。

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

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

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

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

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

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

Controller# configure terminal
Controller(config)# policy-map test-avc-up
Controller(config-pmap)# class cat-fileshare
Controller(config-pmap-c)# police 1000000
Controller(config-pmap-c)# set dscp 20
Controller(config-pmap-c)#end
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Controller# configure terminal
Controller(config)# policy-map test-avc-up
Controller(config-pmap)# class subcat-terminal
Controller(config-pmap-c)# police 120000
Controller(config-pmap-c)# set dscp 15
Controller(config-pmap-c)#end

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

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

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

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

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

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

次に、WLAN上で定義された QoSポリシーを適用する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)#wlan alpha
Controller(config-wlan)#shut
Controller(config-wlan)#end
Controller(config-wlan)#service-policy client input test-avc-up
Controller(config-wlan)#service-policy client output test-avc-down
Controller(config-wlan)#no shut
Controller(config-wlan)#end
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例：ローカルプロファイリングポリシーの QoS 属性の設定

次に、ローカルプロファイリングポリシーの QoS属性を設定する例を示します。
Controller(config)# class-map type control subscriber match-all local_policy1_class
Controller(config-filter-control-classmap)# match device-type android
Controller(config)# service-template local_policy1_template
Controller(config-service-template)# vlan 40
Controller(config-service-template)# service-policy qos output local_policy1
Controller(config)# policy-map type control subscriber local_policy1
Controller(config-event-control-policymap)# event identity-update match-all
Controller(config-class-control-policymap)# 1 class local_policy1_class do-until-success
Controller(config-action-control-policymap)# 1 activate service-template
local_policy1_template
Controller(config)# wlan open_auth 9
Controller(config-wlan)# client vlan VLAN40
Controller(config-wlan)# service-policy type control subscriber local_policy1

Application Visibility and Control に関する追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

SystemManagement Command ReferenceGuide（シ
ステム管理コマンドリファレンスガイド）、

Cisco IOSXERelease 3SE（CiscoWLC5700シリー
ズ）

システム管理コマンド

Flexible NetFlow Configuration Guide（Flexible
NetFlowコンフィギュレーションガイド）、
Cisco IOSXERelease 3SE（CiscoWLC5700シリー
ズ）

Flexible NetFlow設定

Flexible NetFlow Command Reference（Flexible
NetFlowコマンドリファレンス）、Cisco IOS
XE Release 3SE（Cisco WLC 5700シリーズ）

Flexible NetFlowコマンド

QoSConfigurationGuide（QoSコンフィギュレー
ションガイド）、Cisco IOSXERelease 3E（Cisco
WLC 5700シリーズ）

QoSの設定

QoS Command Reference（QoSコマンドリファ
レンス）、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC
5700シリーズ）

QoSコマンド
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標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

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

Application Visibility and Control の機能履歴と情報
機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.3SE

QoS付きの AVC制御が導入されました。Cisco IOS XE 3E
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第 11 章

音声パラメータとビデオパラメータの設定

• 機能情報の確認, 173 ページ

• 音声およびビデオのパラメータの前提条件, 173 ページ

• 音声およびビデオのパラメータの制約事項, 174 ページ

• 音声パラメータとビデオパラメータの設定について, 174 ページ

• 音声パラメータとビデオパラメータの設定方法, 180 ページ

• 音声およびビデオパラメータのモニタリング, 193 ページ

• 音声およびビデオパラメータの設定例, 196 ページ

• 音声およびビデオパラメータに関する追加情報, 197 ページ

• 音声およびビデオパラメータ設定の機能履歴と情報, 198 ページ

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

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

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

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

音声およびビデオのパラメータの前提条件
音声およびビデオのパラメータを設定する前に、次のポイントをご確認ください。

• controllerに接続するアクセスポイントが設定されていることを確認します。

• SSIDを設定します。
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音声およびビデオのパラメータの制約事項
以下は、音声およびビデオについてのパラメータを設定する際に考慮する必要のある制限事項で

す。

• SIP CACは TSPECベースのアドミッションコントロールをサポートする Cisco Phone 9971
を使用できます。また、ステータスコード 17をサポートする電話を使用できます。

•非 TSPEC SIP電話に音声優先対応を提供するために、SIPスヌーピングがサポートされてい
ます。

•ビデオ CAC用 TSPECはサポートされません。

•次の機能は、Cisco 3600アクセスポイントの 802.11acモジュールについてはサポートされま
せん。

•音声サポート

• CACサポート

• TSMサポート

• 802.11acモジュールがイネーブルの場合、11n LBCACパラメータが不正確になり、11ac対応
コールの音声品質が低下する場合があります。

• 11Kがイネーブルな非WMMデバイスとして承認される Cisco 792x IPフォンでは、電話の音
声問題が発生します。

11Kがイネーブルな非WMMデバイスとして承認されるすべての 792x Cisco
IPフォンの音声WLAN用の 11Kをディセーブルにします。この問題を解決
するには、CiscoUnifiedCallManagerのファームウェアを 1.4.5にアップグレー
ドします。詳細については、Cisco Unified Call Managerコンフィギュレーショ
ンガイドを参照してください。

（注）

音声パラメータとビデオパラメータの設定について
controllerには、音声またはビデオ、あるいはその両方の品質に影響を及ぼす次の 3つのパラメー
タがあります。

• Call Admission Control

• Expedited bandwidth requests

• Unscheduled automatic power save delivery

コールアドミッション制御（CAC）およびUAPSDは Cisco Compatible Extensions（CCX）v4およ
び v5でサポートされますが、これらのパラメータは、CCXがなくても、（802.1eをサポートす
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る）WMMを実装するデバイスではサポートされます。 Expedited Bandwidth RequestsはCCXv5で
のみサポートされます。

音声の品質に関する問題の監視およびレポートには、Traffic Stream Metrics（TSM）を使用しま
す。

コールアドミッション制御

コールアドミッション制御（CAC）を使用すると、ワイヤレス LANで輻輳が発生したときに、
アクセスポイントは制御された Quality of Service（QoS）を維持できます。 CCXv4に展開された
WMMプロトコルは異なるネットワーク負荷の下で QoSを維持します。

Over-the-Air（OTA）という 2種類の CAC（静的ベースの CACおよび負荷ベースの CAC）が使用
可能です。

controllerは次の QoSポリシーをサポートします。

•ユーザ定義のポリシー：独自の QoSポリシーを定義できます。こうしたポリシーを既存の
メタルポリシーより細かく制御できます。

•システム定義の重要なメタルポリシー：下位互換性をサポートします。

◦ Platinum：VoIPクライアントに使用されます。

◦ Gold：ビデオクライアント用に使用されます。

◦ Silver：ベストエフォート型トラフィックに使用されます。

◦ Bronze：NRTトラフィックに使用されます。

静的ベースの CAC
WMMおよび TSPECをサポートするVoice over WLANアプリケーションでは、コールを開始する
ために必要になる帯域幅または共有メディア時間を指定できます。帯域幅ベースまたは静的な

CACによりアクセスポイントは、特定のコールに対応できるかどうかを判断できます。アクセ
スポイントでは、許容される品質でコールの最大数を維持するために、必要であればコールを拒

否します。

WLANの QoS設定により、帯域幅ベースの CACサポートのレベルが決定します。音声アプリ
ケーションで帯域幅ベースの CACを使用するには、WLANを Platinum QoSに対して設定する必
要があります。帯域幅ベースのCACにより、アクセスポイントの帯域幅のアベイラビリティは、
アクセスポイントクライアントによる帯域幅の現使用量に基づいて決定され、Voice over WLAN
アプリケーションによって要求された帯域幅がアクセスポイントクライアントに追加されます。

この合計が設定された帯域幅しきい値を超えると、新しいコールは拒否されます。
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WMMが有効化されている CCX v4クライアントに対して Admission Control（ACM;アドミッ
ションコントロール）を有効にする必要があります。そうしない場合、帯域幅ベースの CAC
はこれらの CCXv4クライアントに対して正しく動作しません。

（注）

負荷ベースの CAC
負荷ベースの CACでは、音声アプリケーションまたはビデオアプリケーションに対し、すべて
のトラフィックの種類（クライアントからのトラフィックなど）、同じチャネルのアクセスポイ

ントの負荷、および同じ場所に設置されたチャネルの干渉などによって消費される帯域幅を考慮

した測定方法を利用できるようになります。負荷ベース CACでは、PHYおよびチャネル欠陥の
結果発生する追加の帯域幅使用量も対象となります。

負荷ベースCACでは、アクセスポイントではRFチャネルの使用率（消費された帯域幅の割合）、
チャネル干渉、およびアクセスポイントで許可される追加のコールが継続的に測定、更新されま

す。アクセスポイントは、コールをサポートするのに十分なだけの未使用帯域幅がチャネルにあ

る場合に限り、新規のコールを許可します。このようにすることで、負荷ベース CACは、チャ
ネルのオーバーサブスクリプションを防ぎ、WLANの負荷および干渉のあらゆる状況下でQoSを
維持します。

負荷ベース CACを無効にすると、アクセスポイントが帯域幅ベースの CACを使用するよう
になります。

（注）

IOSd コールアドミッション制御
IOSdコールアドミッション制御（CAC）は、controllerからアクセスポイントの間の帯域幅のア
ベイラビリティを制御します。

スイッチにクラスベースの無条件パケットマーキング機能を設定し、CACを管理できます。

CACは、音声およびビデオトラフィックのみに適用される概念で、データトラフィックには適
用されません。データトラフィックが増加すると、ネットワーク、キューイング、バッファリン

グの特定のリンクでオーバーサブスクリプションが発生し、パケットドロップの決定によって輻

輳状態が解消されます。余剰トラフィックは、トラフィックを送信するインターフェイスが使用

可能になるまで遅延するか、またはトラフィックがドロップされた場合、プロトコル、またはエ

ンドユーザがタイムアウトを開始し、情報の再送信を要求するまで遅延状態となります。

遅延とパケット損失の両方の影響を受けやすいリアルタイムのトラフィックの場合、この方法で

は、このトラフィックのユーザが要求するQuality of Service（QoS）を維持しながらネットワーク
の輻輳を解決することはできません。音声など、リアルタイムの遅延の影響を受けやすいトラ

フィックの場合、ネットワークのドロップや遅延が発生し、QoSが損なわれたり、お客様の不満
を引き起こすよりも、輻輳状態でのネットワークアクセスを拒否することをお勧めします。
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したがってCACでは、音声コールの確立前に行われ、必要なネットワークリソースが新しいコー
ルに適した QoSを実現できるかどうかによる、情報に基づく決定と安定性がもたらされます。

既存の CACアルゴリズムおよび許可 CAC CLI設定に基づいて、controllerにより、TSPECのビデ
オ再生または SIPスヌーピングを利用できるようになります。 admin cacの CLIは、音声コール
のパススルーに必須です。

BSSIDのポリサーが音声またはビデオのトラフィック用に設定されている場合、パケットで追加
チェックが実行されます。

Expedited Bandwidth Requests
Expedited Bandwidth Request機能を使用すると、CCXv5クライアントはWLANへの緊急のWMM
Traffic Specifications（TSPEC）要求（e911コールなど）を示すことができるようになります。コ
ントローラがこの要求を受信すると、コントローラは、処理中の他のTSPECコールの質を変える
ことなく、緊急のコールに対応しようとします。

Expedited Bandwidth Requestsは、帯域幅ベースの CACと load-basedの CACの両方に適用できま
す。 Expedited Bandwidth Requestsはデフォルトでは無効になっています。この機能が無効の場
合、コントローラはすべての緊急の要求を無視し、TSPEC要求は通常の TSPEC要求として処理
します。

次の表は、通常の TSPEC要求と Expedited Bandwidth Requestsに対する TSPEC要求処理の例を示
します。

表 16：TSPEC 要求処理の例

緊急 TSPEC 帯域幅要求通常の

TSPEC 要求
使用法

2
音声コー

ルに予約

された帯

域幅
1

CAC モード

許可許可75%未満75%（デ
フォルト

設定）

帯域幅ベースの
CAC

許可却下75%～ 90%（音声コー
ル用に予約された帯域幅

が消費される）

却下却下90 %超

許可許可75%未満負荷ベースのCAC

許可却下75%～ 85%（音声コー
ル用に予約された帯域幅

が消費される）

却下却下85 %超
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1
帯域幅ベースの CACの場合、音声コールの使用帯域幅はアクセスポイント単位となり、同じチャネルのアクセスポイントは考慮されませ
ん。 load-basedの CACの場合、音声コールの使用帯域幅は、チャネル全体に対して測定されます。

2
帯域幅ベースの CAC（音声およびビデオに消費された帯域幅）または load-basedの CAC（チャネル使用率 [Pb]）

TSPECG711-20 msおよびG711-40 msのコーデックタイプのアドミッション制御がサポートさ
れます。

（注）

U-APSD
Unscheduled automatic power save delivery（U-APSD）は、モバイルクライアントのバッテリ寿命を
延ばす IEEE 802.11eで定義されているQoS機能です。バッテリ寿命を延ばすだけでなく、この機
能は無線メディアで配送されるトラフィックフローの遅延時間を短縮します。U-APSDは、アク
セスポイントでバッファされる個々のパケットをポーリングするようにクライアントに要求しな

いため、単一のアップリンクトリガーパケットを送信することにより、複数のダウンリンクパ

ケットの送信が許可されます。WMMが有効化されると、U-APSDは自動的に有効化されます。

Traffic Stream Metrics
voice-over-wireless LAN（VoWLAN）展開では、クライアントとアクセスポイント間のエアイン
ターフェイスでの音声関連のメトリクスの測定には、Traffic Stream Metrics（TSM）が使用されま
す。 TSMではパケット遅延とパケット損失の両方がレポートされます。これらのレポートを調
べることにより、劣悪な音声品質の問題を分離できます。

このメトリクスは、CCX v4以降のリリースをサポートするアクセスポイントとクライアントデ
バイス間のアップリンク（クライアント側）統計とダウンリンク（アクセスポイント側）統計の

集合から成ります。クライアントがCCX v4またはCCXv5に準拠していない場合、ダウンリンク
統計のみが取得されます。クライアントとアクセスポイントで、これらのメトリクスが測定され

ます。アクセスポイントではまた、5秒おきに測定値が収集されて、90秒のレポートが作成され
た後、レポートがコントローラに送信されます。コントローラは、アップリンクの測定値はクラ

イアント単位で保持し、ダウンリンクの測定値はアクセスポイント単位で保持します。履歴デー

タは 1時間分を保持します。このデータを格納するには、アップリンクメトリクス用に 32MB、
ダウンリンクメトリクス用に 4.8MBの追加のメモリがコントローラに必要です。

無線帯域別ベースで（たとえば、すべての 802.11aラジオ）、GUIまたは CLIにより TSMを設定
できます。コントローラは、リブート後も持続するように、フラッシュメモリに設定を保存しま

す。アクセスポイントにより、コントローラからの設定が受信された後、指定された無線帯域で

TSMが有効化されます。

この表に、別のコントローラシリーズでの TSMエントリの上限を示します。

5700TSM エントリ

100最大 AP TSMエントリ数

250最大クライアント TSMエントリ数
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5700TSM エントリ

100*250=25000最大 TSMエントリ数

上限に到達すると、追加の TSMエントリを保存し、WCSまたは NCSに送信することができ
なくなります。クライアント TSMエントリが満杯で、AP TSMエントリにまだ空きがある場
合、APエントリのみが保存されます（逆もまた同様）。これにより、出力が不完全になりま
す。 TSMクリーンアップは、1時間ごとに行われます。エントリは、対応する APとクライ
アントがシステム内に存在しない場合にのみ削除されます。

（注）

優先コール番号を使用した音声優先制御の設定について

TSPECベースのコールをサポートしない VoWLANクライアントからの SIPコールをサポートす
るようにcontrollerを設定できます。この機能は、SIP CACサポートと呼ばれます。帯域幅が、設
定された voiceプールで使用可能な場合は、 SIPコールが通常のフローを使用し、controllerがこれ
らのコールに帯域幅を割り当てます。

また、最大 6つの優先コール番号に順位を設定できます。コールが、設定された優先番号の 1つ
に送信された場合、controllerは設定された最大音声帯域幅を検査しません。 controllerは、音声
CACに設定されている音声の最大帯域幅を超えてもコールに必要な帯域幅を割り当てます。優先
コールは、帯域割り当てが無線の帯域幅の85%を超えた場合に拒否されます。帯域割り当ては、
帯域幅プール全体（設定された最大音声プールからだけではない）の 85 %になります。帯域割
り当ては、ローミングコールの場合であっても同じです。

音声優先制御を設定する前に、次のパラメータを設定しておく必要があります。

•音声コールがパススルーできるようにWLAN QoSを設定します。

•無線の ACMを有効にします。

• WLAN上で SIPコールスヌーピングを有効にします。

EDCA パラメータについて
拡張型分散チャネルアクセス（EDCA）パラメータは、音声、ビデオ、およびその他の Quality of
Service（QoS）トラフィックのために優先的な無線チャネルアクセスを提供するように設計され
ています。
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音声パラメータとビデオパラメータの設定方法

音声パラメータの設定（CLI）

はじめる前に

SIPベースの CACが設定されていることを確認します。

この手順を開始する前に CACのクラスマップを作成する必要があります。

手順の概要

1. show wlan summary
2. show wlan wlan_id
3. configure terminal
4. policy-map policy-map name
5. class {class-name | class-default}
6. admit cac wmm-tspec
7. service-policy policy-map name
8. end
9. wlan wlan_profile_name wlan_ID SSID_network_name wlan shutdown
10. wlan wlan_profile_name wlan_ID SSID_network_name
11. wlan wlan_name call-snoop
12. wlan wlan_name service-policy input input_policy_name
13. wlan wlan_name service-policy output ouput_policy_name
14. wlan wlan_name service-policy input ingress_policy_name
15. wlan wlan_name service-policy output egress_policy_name
16. ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown
17. ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice sip
18. ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice acm
19. ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice max-bandwidth bandwidth
20. ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice roam-bandwidth bandwidth
21. no wlan shutdown
22. no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown
23. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

controllerに設定されているすべてのWLANを指定しま
す。

show wlan summary

例：
Controller# show wlan summary

ステップ 1   

変更するWLANを指定します。 Voice over WLANの場
合、WLANがWMMに対して設定されており、QoSレ
ベルが Platinumに設定されていることを確認します。

show wlan wlan_id

例：
Controller# show wlan 25

ステップ 2   

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 3   

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを開始

します。

policy-map policy-map name

例：
Controller(config)# policy-map test_2000
Controller(config-pmap)#

ステップ 4   

1つ以上のインターフェイスに付加できるポリシーマッ
プを作成または変更し、サービスポリシーを指定しま

す。

WLANでは、これらのコマンドを有効にするには、
service-policyを設定する必要があります。

ポリシークラスマップコンフィギュレーションモー

ドを開始します。ポリシーを作成または変更するクラ

スの名前を指定します。

class {class-name | class-default}

例：
Controller(config-pmap)# class test_1000
Controller(config-pmap-c)#

ステップ 5   

ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定し

ます。

未分類のパケットのシステムデフォルトクラスも作成

できます。

（任意）ポリシーマップのコールアドミッション制御

（CAC）の要求を許可します。
admit cac wmm-tspec

例：
Controller(config-pmap-c)# admit cac
wmm-tspec
Controller(config-pmap-c)#

ステップ 6   

QoSサービスポリシーを設定します。service-policy policy-map name

例：
Controller(config-pmap-c)# service-policy
test_2000
Controller(config-pmap-c)#

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

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

終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 8   

ビデオパラメータの変更前に、WMMがイネーブルに
なっているWLANをすべてディセーブルにします。

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name wlan shutdown

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# wlan shutdown

ステップ 9   

音声パラメータの変更前に、WMMがイネーブルになっ
ているWLANをすべてディセーブルにします。

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# wlan shutdown

ステップ 10   

特定のWLANのコールスヌーピングをイネーブルにし
ます。

wlan wlan_name call-snoop

例：
Controller(config)# wlan wlan1 call-snoop

ステップ 11   

特定のWLANの入力 SSIDポリシーを音声に設定しま
す。

wlan wlan_name service-policy input
input_policy_name

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# service-policy
input platinum-up

ステップ 12   

特定のWLANの出力 SSIDポリシーを音声に設定しま
す。

wlan wlan_name service-policy output
ouput_policy_name

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# service-policy
output platinum

ステップ 13   

特定のWLANの入力 SSIDポリシーをユーザ定義ポリ
シーとして設定します。

wlan wlan_name service-policy input
ingress_policy_name

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# service-policy
input policy1

ステップ 14   
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目的コマンドまたはアクション

特定のWLANの出力 SSIDポリシーをユーザ定義ポリ
シーとして設定します。

wlan wlan_name service-policy output
egress_policy_name

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# service-policy
output policy2

ステップ 15   

無線ネットワークをディセーブルにします。ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

例：

ステップ 16   
Controller(config)# ap dot11 5ghz shutdown

802.11aまたは 802.11b/gネットワークについて、SIP
IOSdCACをイネーブルまたはディセーブルにします。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice sip

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice sip

ステップ 17   

802.11aまたは 802.11b/gネットワークについて、帯域幅
ベースの音声 CACをイネーブルまたはディセーブルに
します。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice acm

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice acm

ステップ 18   

802.11aまたは 802.11b/gネットワーク上で音声アプリ
ケーション用にクライアントに割り当てられている最

大帯域幅の割合を設定します。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice
max-bandwidth bandwidth

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice max-bandwidth 85

ステップ 19   

bandwidthの範囲は 5～ 85 %で、デフォルト値は 75 %
です。クライアントが指定値に達すると、このネット

ワーク上での新しいビデオはアクセスポイントで拒否

されます。

割り当てられた最大帯域幅のうち、ローミングする音

声クライアント用に予約する割合を設定します。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice
roam-bandwidth bandwidth

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice roam-bandwidth 10

ステップ 20   

bandwidthの範囲は 0～ 25%で、デフォルト値は 6%で
す。 controllerは、割り当てられた最大帯域幅のうち、
この割合の帯域幅をローミングする音声クライアント

用に予約します。

WMMがイネーブルになっているすべてのWLANを再
度イネーブルにします。

no wlan shutdown

例：
Controller(config-wlan)# no wlan shutdown

ステップ 21   
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目的コマンドまたはアクション

無線ネットワークを再度イネーブルにします。no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

例：
Controller(config)# no ap dot11 5ghz
shutdown

ステップ 22   

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

終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 23   

ビデオパラメータの設定（CLI）

手順の概要

1. show wlan summary
2. show wlan wlan_id
3. configure terminal
4. policy-map policy-map name
5. class {class-name | class-default}
6. admit cac wmm-tspec
7. service-policy policy-map name
8. end
9. wlanwlan_profile_name
10. ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown
11. ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video acm
12. ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video load-based
13. ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video max-bandwidth bandwidth
14. ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video roam-bandwidth bandwidth
15. no wlan shutdown wlan_id
16. no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown
17. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

controllerに設定されているすべてのWLANを指定しま
す。

show wlan summary

例：
Controller# show wlan summary

ステップ 1   

変更するWLANを指定します。show wlan wlan_id

例：
Controller# show wlan 25

ステップ 2   

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 3   

ポリシーマップコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

policy-map policy-map name

例：
Controller(config)# policy-map
test_2000
Controller(config-pmap)#

ステップ 4   

1つ以上のインターフェイスに付加できるポリシーマッ
プを作成または変更し、サービスポリシーを指定します。

WLANでは、これらのコマンドを有効にするには、
service-policyを設定する必要があります。

ポリシークラスマップコンフィギュレーションモード

を開始します。ポリシーを作成または変更するクラスの

名前を指定します。

class {class-name | class-default}

例：
Controller(config-pmap)# class
test_1000
Controller(config-pmap-c)#

ステップ 5   

ポリシーを作成または変更するクラスの名前を指定しま

す。

未分類のパケットのシステムデフォルトクラスも作成で

きます。

（任意）ポリシーマップのコールアドミッション制御

（CAC）の要求を許可します。
admit cac wmm-tspec

例：
Controller(config-pmap-c)# admit cac
wmm-tspec
Controller(config-pmap-c)#

ステップ 6   

QoSサービスポリシーを設定します。service-policy policy-map name

例：
Controller(config-pmap-c)#
service-policy test_2000
Controller(config-pmap-c)#

ステップ 7   
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目的コマンドまたはアクション

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

できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 8   

ビデオパラメータの変更前に、WMMがイネーブルになっ
ているWLANをすべてディセーブルにします。

wlanwlan_profile_name

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# wlan shutdown

ステップ 9   

無線ネットワークをディセーブルにします。ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
shutdown

ステップ 10   

802.11aまたは 802.11b/gネットワークについて、帯域幅
ベースのビデオCACをイネーブルまたはディセーブルに
します。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video acm

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
video acm

ステップ 11   

負荷ベース CACの方式を設定します。ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video load-based

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
video load-based

ステップ 12   

このコマンドを入力しない場合は、デフォルトのスタ

ティック CACが適用されます。

802.11aまたは 802.11b/gネットワーク上でビデオアプリ
ケーション用にクライアントに割り当てられている最大

帯域幅の割合を設定します。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video
max-bandwidth bandwidth

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
video max-bandwidth 20

ステップ 13   

bandwidthの範囲は 5～ 85 %で、デフォルト値は 75 %で
す。デフォルト値は 0で、帯域幅の要求は制御されませ
ん。音声帯域幅とビデオ帯域幅の合計が、85%または設
定した最大メディア帯域幅を超えないようにする必要が

あります。

割り当てられた最大帯域幅のうち、ローミングするビデ

オクライアント用に予約する割合を設定します。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video
roam-bandwidth bandwidth

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
video roam-bandwidth 9

ステップ 14   

bandwidthの範囲は 0～ 25%で、デフォルト値は 0%で
す。

WMMがイネーブルになっているすべてのWLANを再度
イネーブルにします。

no wlan shutdown wlan_id

例：
Controller(config-wlan)# no wlan
shutdown 25

ステップ 15   
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目的コマンドまたはアクション

無線ネットワークを再度イネーブルにします。no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

例：
Controller(config)# no ap dot11 5ghz
shutdown

ステップ 16   

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

できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 17   

SIP ベースの CAC の設定（CLI）
SIP CACは、実行できる SIP呼び出しの総数を制御します。

手順の概要

1. configure terminal
2. wlan wlan-name
3. call-snoop
4. service-policy [client] input policy-map name
5. service-policy [client] output policy-map name
6. end
7. show wlan {wlan-id | wlan-name}
8. configure terminal
9. ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac {voice | video} acm
10. ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice sip
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

WLANコンフィギュレーションサブモードを開始しま
す。

wlan wlan-name

例：
Controller(config)# wlan qos-wlan
Controller(config-wlan)#

ステップ 2   

特定のWLANのコールスヌーピング機能をイネーブ
ルにします。

call-snoop

例：
Controller(config-wlan)# call-snoop

ステップ 3   

WLAN入力トラフィックにポリシーマップを割り当て
ます。入力トラフィックの音声に QoSポリシーを指
定していることを確認します。

service-policy [client] input policy-map name

例：
Controller(config-wlan)# service-policy
input platinum-up

ステップ 4   

WLAN出力トラフィックにポリシーマップを割り当て
ます。出力トラフィックに音声に QoSポリシーを指
定していることを確認します。

service-policy [client] output policy-map name

例：
Controller(config-wlan)# service-policy
output platinum

ステップ 5   

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

を終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 6   

WLANの設定済みの QoSポリシーを検証します。show wlan {wlan-id | wlan-name}

例：
Controller# show wlan qos-wlan

ステップ 7   

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 8   

無線の静的 ACMをイネーブルにします。ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac {voice | video}
acm

ステップ 9   

SIPスヌーピングをイネーブルにする場合、静的 CAC
ではなく、負荷ベースの CACを使用します。

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice acm

SIP-Based CACを設定します。ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice sip

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice sip

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

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

を終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 11   

優先コール番号の設定（CLI）

はじめる前に

優先コール番号を設定する前に、次のパラメータを設定する必要があります。

• WLAN QoSを音声に設定します。

•無線の ACMを有効にします。

• WLAN上で SIPコールスヌーピングを有効にします。

• SIPベース CACをイネーブルにします。

手順の概要

1. configure terminal
2. wlan wlan-name qos platinum
3. ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac {voice | video} acm
4. wlan wlan-name
5. wireless sip preferred-call-no call_index call_number
6. no wireless sip preferred-call-no call_index
7. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

特定のWLANの QoSを音声に設定します。wlan wlan-name qos platinum

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# qos platinum

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

無線の静的 ACMをイネーブルにします。ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac {voice | video} acm

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac voice
acm

ステップ 3   

SIPスヌーピングをイネーブルにする場合、静的
CACではなく、負荷ベースの CACを使用しま
す。

特定のWLANのコールスヌーピング機能をイ
ネーブルにします。

wlan wlan-name

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# call-snoop

ステップ 4   

新しい優先コールを追加します。wireless sip preferred-call-no call_index call_number

例：
Controller(config)# wireless sip
preferred-call-no 1 555333

ステップ 5   

優先コールを削除します。no wireless sip preferred-call-no call_index

例：
Controller(config)# no wireless sip
preferred-call-no 1

ステップ 6   

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

ションモードを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 7   

EDCA パラメータの設定（CLI）

手順の概要

1. configure terminal
2. ap dot11 {5ghz | 24ghz } shutdown
3. ap dot11 {5ghz | 24ghz} edca-parameters {custom-voice | optimized-video-voice | optimized-voice |

svp-voice | wmm-default}
4. show ap dot11 {5ghz | 24ghz} network
5. no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown
6. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

無線ネットワークをディセーブルにします。ap dot11 {5ghz | 24ghz } shutdown

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
shutdown

ステップ 2   

802.11aまたは 802.11b/gネットワークに対する特定の EDCAパラ
メータをイネーブルにします。

ap dot11 {5ghz | 24ghz}
edca-parameters {custom-voice |
optimized-video-voice |

ステップ 3   

• [custom-voice]：802.11aまたは 802.11b/gネットワーク用のカ
スタム音声パラメータをイネーブルにします。

optimized-voice | svp-voice |
wmm-default}

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
edca-parameters optimized-voice

• [optimized-video-voice]：802.11aまたは 802.11b/gネットワーク
に対する EDCA音声およびビデオ最適化パラメータをイネー
ブルにします。

ネットワーク上で音声サービスとビデオサービスを両方とも

展開する場合に、このオプションを選択します。

• [optimized-voice]：SpectraLink以外の音声用に最適化された
802.11aまたは 802.11b/gネットワークに対するプロファイル
パラメータをイネーブルにします。

ネットワーク上で SpectraLink以外の音声サービスを展開する
場合に、このオプションを選択します。

• [svp-voice]：802.11aまたは 802.11b/gネットワークに対する
SpectraLink音声優先パラメータをイネーブルにします。

コールの品質を向上させるためにネットワーク上でSpectraLink
の電話を展開する場合に、このオプションを選択します。

• [wmm-default]：802.11aまたは 802.11b/gネットワークに対す
るWi-Fiマルチメディア（WMM）デフォルトパラメータをイ
ネーブルにします。

これはデフォルト値です。音声サービスまたはビデオサービ

スがネットワーク上に展開されていない場合に、このオプショ

ンを選択します。
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目的コマンドまたはアクション

音声用のMAC最適化の現在のステータスを表示します。show ap dot11 {5ghz | 24ghz} network

例：
Controller(config)# show ap dot11
5ghz network

ステップ 4   

無線ネットワークを再度イネーブルにします。no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

例：
Controller(config)# no ap dot11
5ghz shutdown

ステップ 5   

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

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 6   

EDCA パラメータの設定（GUI）

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [EDCAParameters]または [Configuration] > [Wireless] > [802.11b/g/n]
> [EDCA Parameters]を選択し、[EDCA Parameters]ページを開きます。

ステップ 2 [EDCA Profile]ドロップダウンリストで、次のいずれかのオプションを選択します。

• wmm-default：Wi-Fiマルチメディア（WMM）のデフォルトパラメータを有効にします。これはデ
フォルト値です。音声サービスまたはビデオサービスがネットワーク上に展開されていない場合に、

このオプションを選択します。

• svp-voice：SpectraLink音声優先パラメータを有効にします。コールの品質を向上させるためにネッ
トワーク上で SpectraLinkの電話を展開する場合に、このオプションを選択します。

• optimized-voice：音声用に最適化されたEDCAプロファイルパラメータを有効にします。ネットワー
ク上で SpectraLink以外の音声サービスを展開する場合に、このオプションを選択します。

• optimized-video-voice：音声とビデオ用に最適化された EDCAプロファイルパラメータを有効にしま
す。ネットワーク上で音声サービスとビデオサービスを両方とも展開する場合に、このオプション

を選択します。

• custom-voice：802.11a用のカスタム音声EDCAパラメータを有効にします。このオプションのEDCA
パラメータは、このプロファイルが適用された場合、6.0 WMM EDCAパラメータとも一致します。

ビデオサービスを展開する場合は、アドミッション制御（Admission Control Managment
（ACM））を無効にする必要があります。

（注）
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ステップ 3 音声用のMACの最適化を有効にする場合は、[Enable Low Latency MAC]チェックボックスをオンにしま
す。有効にしない場合は、このチェックボックスをオフのままにします（デフォルト値）。この機能は、

音声性能を向上させるために、パケットの再送信を制御するとともに、Lightweightアクセスポイント上
の音声パケットを適切にエージングアウトさせるというものです。その結果、アクセスポイントあたり

の処理可能な音声コール数が増加します。

低遅延MACを有効にすることはお勧めしません。WLANでWMMクライアントが許可されて
いる場合のみ、低遅延MACを有効にする必要があります。WMMが有効になっている場合は、
低遅延MACを任意の EDCAプロファイルと共に使用できます。

（注）

ステップ 4 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

ステップ 5 無線ネットワークを再度有効にするには、[802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]の下の [Network]を選択し、
[802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）Network Status]チェックボックスをオンにして、[Apply]をクリックし
ます。

ステップ 6 [Save Configuration]をクリックします。

音声およびビデオパラメータのモニタリング
このセクションでは、音声およびビデオパラメータに関する新しいコマンドについて説明しま

す。

次のコマンドは音声およびビデオパラメータをモニタするために使用できます。

表 17：音声パラメータモニタリングコマンド

目的コマンド

無線ベースの音声統計情報を表示します。show ap dot11 {5ghz | 24ghz} network

TSMの音質メトリックと、音声用のMAC最適
化の現在のステータスを表示します。

show ap name ap_name dot11 24ghz tsm all

特定アクセスポイントの CACに関する情報を
表示します。

show ap name apname cac voice

特定のクライアントのU-APSD状態を表示しま
す。

show client detail client_mac

ビデオクライアントポリシーの詳細を表示し

ます。

show policy-map interface wireless client

controller由来のビデオクライアントダイナミッ
クアクセスリストを表示します。

show access-list
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音声診断がイネーブルになっているかディセー

ブルになっているかについて表示します。イ

ネーブルになっている場合は、ウォッチリスト

内のクライアントに関する情報とボイスコール

診断の残り時間も表示します。

音声診断 CLIで機能するためには、
次のコマンドを入力する必要があり

ます。debug voice-diagnosticmac-addr
client_mac_01 client_mac_02

（注）

show wireless client voice diag status

音声診断が有効になっているクライアントから

送信された TSPEC情報が表示されます。
show wireless client voice diag tspec

QoS/DSCPマッピングに関する情報と 4つの
キュー（VO、VI、BE、BK）それぞれのパケッ
ト統計が表示されます。各種DSCP値も表示さ
れます。

show wireless client voice diag qos-map

音声診断が有効になっている場合、クライアン

トの過去 5秒間の RSSI値が表示されます。
show wireless client voice diag rssi

過去3回のローミングコールに関する情報が表
示されます。出力には、タイムスタンプ、ロー

ミングに関連したアクセスポイント、および

ローミングの理由が含まれ、ローミングに失敗

した場合にはその理由も含まれます。

show client voice-diag roam-history

音声およびビデオデータのパケット統計情報を

表示します。

show policy-map interface wireless mac
mac-address

メディアストリームおよびビデオクライアン

ト情報のサマリーを表示します。

show wireless media-stream client summary

アクセスポイントにおいて、パケットが通過す

るキューを表示します。

show controllers d0 | b queue

controllerからのパケットが通過するキューを表
示します。

show platform qos queue stats interface

次のコマンドを使用してビデオパラメータをモニタできます。

表 18：ビデオパラメータモニタリングコマンド

目的コマンド

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
194 OL-32324-01-J   

音声パラメータとビデオパラメータの設定

音声およびビデオパラメータのモニタリング



特定のアクセスポイントにおける、最後の接続

エラーの詳細を表示します。

show ap join stats summary ap_mac

TSMの音質メトリックと、音声用のMAC最適
化の現在のステータスを表示します。

show ip igmp snooping wireless mgid

メディアストリームマルチキャストダイレク

トパラメータを表示します。

showwirelessmedia-streammulticast-direct state

メディアストリームとクライアント情報のサマ

リーを表示します。

show wireless media-stream group summary

特定のメディアストリームグループの詳細を表

示します。

show wireless media-stream group detail
group_name

メディアストリームクライアントセットの詳

細を表示します。

show wireless media-stream client summary

メディアストリームクライアントセットの詳

細を表示します。

show wireless media-stream client detail
group_name

メディアストリームの詳細を表示します。show ap dot11 {5ghz | 24ghz) media-stream rrc

メッセージ設定に関する情報を表示します。show wireless media-stream message details

チャネル使用率の詳細を表示します。show ap name ap-name auto-rf dot11 5ghz | i Util

2.4 GHz、5 GHz帯域ベースのアクセスポイン
トにおいて、パケットがどのキューを通過して

いるかを表示します。

show controllers d0 | b queue

2.4 GHz、5 GHz帯域ベースのアクセスポイン
トにおいて、パケットがどのキューを通過して

いるかを表示します。

show controllers d1 | b queue

帯域 Aまたは Bのビデオメトリックの詳細を
表示します。

show cont d1 | b Media

アクセスポイントに関連付けられたすべてのマ

ルチキャストグループとそれらに対応するマル

チキャストグループ ID（MGIDs）に関する情
報を表示します。

show capwap mcast mgid all

特定のMGIDのマルチキャストグループに属
するすべてのビデオクライアントに関する情報

を表示します。

show capwap mcast mgid id id
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音声およびビデオパラメータの設定例

例：音声およびビデオの設定

音声およびビデオの出力 SSID ポリシーの設定

次に、音声とビデオの出力 SSIDポリシーを作成して設定する例を示します。
table-map egress_ssid_tb
map from 24 to 24
map from 34 to 34
map from 46 to 46
default copy

class-map match-any voice
match dscp ef

class-map match-any video
match dscp af41

policy-map ssid-cac
class class-default

shape average 25000000
set dscp dscp table egress_ssid_tb
queue-buffers ratio 0
service-policy ssid-child-cac

policy-map ssid-child-cac
class voice

priority level 1
police 5000000
conform-action transmit
exceed-action drop
admit cac wmm-tspec
rate 1000
wlan-up 6 7

class video
priority level 2
police 10000000
conform-action transmit
exceed-action drop

admit cac wmm-tspec
rate 3000
wlan-up 4 5

音声およびビデオの入力 SSID ポリシーの設定

次に、音声とビデオの入力 SSIDポリシーを作成して設定する例を示します。
table-map up_to_dscp
map from 0 to 0
map from 1 to 8
map from 2 to 8
map from 3 to 0
map from 4 to 34
map from 5 to 34
map from 6 to 46
map from 7 to 48
default copy

policy-map ingress_ssid
class class-default
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set dscp wlan user-priority table up_to_dscp

出力ポートポリシー音声およびビデオの設定

次に、音声とビデオの出力ポートポリシーを作成して設定する例を示します。

policy-map port_child_policy
class non-client-nrt-class
bandwidth remaining ratio 10

class voice
priority level 1
police rate 3000000

class video
priority level 2
police rate 4000000

WLAN 上での音声およびビデオの入力および出力 SSID ポリシーの適用

次に、WLAN上で音声とビデオの入力および出力 SSIDポリシーを適用する例を示します。

wlan voice_video 1 voice_video
service-policy input ingress_ssid
service-policy output ssid-cac

音声およびビデオパラメータに関する追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

Multicast Configuration Guide（マルチキャスト
コンフィギュレーションガイド）、Cisco IOS
XE Release 3SE（Cisco WLC 5700シリーズ）

マルチキャストの設定

VideoStream Configuration Guide（VideoStreamコ
ンフィギュレーションガイド）、Cisco IOS XE
Release 3SE（Cisco WLC 5700シリーズ）

VideoStream設定

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし
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MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

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

音声およびビデオパラメータ設定の機能履歴と情報

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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RFID タグ追跡の設定

• 機能情報の確認, 199 ページ

• RFIDタグ追跡の設定について, 199 ページ

• RFIDタグトラッキングの設定方法, 200 ページ

• RFIDタグトラッキング情報のモニタリング, 201 ページ

• RFIDタグトラッキングに関する追加情報, 201 ページ

• RFIDタグトラッキング設定の機能履歴と情報 , 202 ページ

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

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

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

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

RFID タグ追跡の設定について
Controllerでは、Radio-Frequency Identification（RFID）タグトラッキングを設定できます。 RFID
タグは、資産の位置をリアルタイムで追跡するために取り付けられる、小型のワイヤレスデバイ

スです。タグは、その位置を専用の 802.11パケットを使用してアドバタイズします。このパケッ
トは、アクセスポイント、コントローラ、およびロケーションアプライアンスで処理されます。
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RFID タグトラッキングの設定方法

RFID タグ追跡の設定（CLI）

手順の概要

1. location rfid status
2. （オプション）no location rfid status
3. location rfid timeout seconds
4. location rfid mobility vendor-name name
5. （オプション）no location rfid mobility name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

RFIDタグ追跡をイネーブルにします。location rfid status

例：
Controller(config)# location rfid
status

ステップ 1   

デフォルトでは、RFIDタグトラッキングはイネーブルになって
います。

RFIDタグトラッキングをディセーブルにします。（オプション）no location rfid statusステップ 2   

例：
Controller(config)# no location
rfid status

静的なタイムアウト値（60～ 7200秒）を指定します。location rfid timeout seconds

例：
Controller(config)# location rfid
timeout 1500

ステップ 3   

静的なタイムアウト値は、タグを失効させずにcontrollerが保持す
る期間です。たとえば、タグが 30秒ごとにビーコンするよう設
定されている場合は、タイムアウト値を 90秒（ビーコン値の約 3
倍）に設定することをお勧めします。デフォルト値は 1200秒で
す。

特定のタグについて RFIDタグモビリティをイネーブルにしま
す。 location rfidmobility vendor-nameコマンドを入力すると、タ

location rfid mobility vendor-name
name

例：
Controller(config)# location rfid
mobility vendor-name Aerosct

ステップ 4   

グが設定を選択またはダウンロードしようとするとき、クライア

ントモードの DHCPアドレスを取得できなくなります。
これらのコマンドはPangoタグに対してのみ使用できま
す。したがって、vendor_nameに指定できる値は、す
べて小文字の「pango」のみとなります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

特定のタグについて RFIDタグモビリティをディセーブルにしま
す。no location rfidmobilityコマンドを入力すると、タグはDHCP

（オプション）no location rfid
mobility name

例：
Controller(config)# no location
rfid mobility test

ステップ 5   

アドレスを取得できます。タグがあるサブネットから別のサブ

ネットへ移動すると、タグは、アンカー状態を維持するのではな

く、新しいアドレスを取得します。

RFID タグトラッキング情報のモニタリング
このセクションでは、RFIDタグトラッキング情報に関する新しいコマンドについて説明します。

次のコマンドがコントローラの RFIDタグトラッキング情報をモニタするために使用できます。

表 19：RFID タグトラッキング情報モニタリングコマンド

目的コマンド

RFIDタグトラッキングの現在の設定を表示し
ます。

show location rfid config

特定の RFIDタグの詳細情報を表示します。show location rfid detail mac_address

現在コントローラに接続されているすべての

RFIDタグのリストを表示します。
show location rfid summary

クライアントとしてコントローラに関連付けら

れている RFIDタグのリストを表示します。
show location rfid client

RFID タグトラッキングに関する追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

System Management Command Reference（システ
ム管理コマンドリファレンス）、Cisco IOS XE
Release 3SE（Cisco WLC 5700シリーズ）

システム管理コマンド
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標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

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

RFID タグトラッキング設定の機能履歴と情報
機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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ロケーションの設定

• 機能情報の確認, 203 ページ

• ロケーションの設定に関する情報, 203 ページ

• ロケーションの設定方法, 204 ページ

• ロケーション設定および NMSP設定のモニタリング, 209 ページ

• 例：ロケーションの設定, 210 ページ

• 例：NMSPの設定, 210 ページ

• ロケーション設定に関する追加情報, 211 ページ

• ロケーション設定の機能履歴と情報, 212 ページ

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

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

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

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

ロケーションの設定に関する情報
controllerは、対象クライアントデバイス周辺のアクセスポイントから受信信号強度表示（RSSI）
測定値を収集し、このクライアントのロケーションを特定します。 controllerは、最大16台のアク
セスポイントから、クライアント、RFIDタグ、および不正なアクセスポイントのロケーション
レポートを取得できます。
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通常のクライアントまたは調整クライアントのパス損失測定（S60）要求を設定すると、ロケー
ションの精度を向上させることができます。

ロケーションの設定方法

ロケーションの設定（CLI）

手順の概要

1. configure terminal
2. location plm {calibrating [multiband | uniband] | client burst_interval
3. location rssi-half-life {calibrating-client | client | rogue-aps | tags } seconds
4. location expiry {calibrating-client | client | rogue-aps | tags } timeout
5. location algorithm {rssi-average | simple}
6. location admin-tag string
7. location civic-location identifier {identifier | host}
8. location custom-location identifier {identifier | host}
9. location geo-location identifier {identifier | host}
10. location prefer {cdp | lldp-med | static} weight priority_value
11. location rfid {status | timeout | vendor-name}
12. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

調整または非調整クライアントのパス損失測定（S60）要求を設定し
ます。

location plm {calibrating
[multiband | uniband] | client
burst_interval

ステップ 2   

パス損失測定要求で、位置精度が向上します。標準の非調整クライ

アントに対して、0～ 3600秒の範囲で burst_intervalパラメータを設
定できます。デフォルト値は 60秒です。

例：
Controller(config)# location plm
client 100

関連付けされた 802.11aまたは 802.11b/g無線、関連付けされた
802.11a/b/g無線の調整クライアントにパス損失測定要求を設定できま
す。

クライアントからプローブが送信される頻度が低い場合や、少数の

チャネルに対してしか送信されない場合は、クライアントのロケー
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目的コマンドまたはアクション

ションが更新不可能になるか、精度が低下します。 location plmコマ
ンドを実行すると、クライアントは強制的に、すべてのチャネルに対

してパケットを送信するようになります。 CCXv4以上のクライアン
トがアソシエートすると、Controllerはそのクライアントにパス損失測
定要求を送信します。これは、アクセスポイントが使用している帯

域とチャネル（2.4 GHzのみのアクセスポイントの場合は一般にチャ
ネル 1、6、および 11）で無期限に送信するようクライアントに指示
するものです。送信する間隔は設定可能です（たとえば 60秒）。

クライアント、調整クライアント、RFIDタグ、不正アクセスポイン
トの RSSI半減期を設定します。

location rssi-half-life
{calibrating-client | client |
rogue-aps | tags } seconds

ステップ 3   

クライアント、調整クライアント、RFIDタグ、不正アクセスポイン
トの location rssi-half-lifeパラメータ値を入力できます。指定可能な例：

Controller(config)# location
rssi-half-life
calibrating-client 60

値は、0、1、2、5、10、20、30、60、90、120、180、または 300秒で
す。デフォルト値は 0秒です。

クライアントデバイスの中には、チャネル変更直後は送信電力を下

げるものがあるのと、RFは変動しやすいことから、RSSIの値がパ
ケットごとに大きく異なることもあります。 location rssi-half-lifeコ
マンドを実行すると、精度を向上させるために、均一でない状態で受

信したデータを平均化するための半減期（ハーフライフ）を設定す

ることができます。

location rssi-half-lifeコマンドを使用したり、変更したりし
ないことをお勧めします。

（注）

クライアント、調整クライアント、RFIDタグ、不正アクセスポイン
トの RSSIタイムアウト値を設定します。

location expiry {calibrating-client |
client | rogue-aps | tags } timeout

例：
Controller(config)# location
expiry calibrating-client 50

ステップ 4   

クライアント、RFIDタグ、不正アクセスポイントの RSSIタイムア
ウト値を入力できます。範囲は5～ 3600秒で、デフォルト値は 5秒
です。

調整クライアントには 0～ 3600秒の範囲でRSSIタイムアウト値を入
力でき、デフォルト値は 5秒です。

ロケーションを正確に特定するには、CPUが保持する RSSIが最近の
ものであることと、その値が大きいことが必要です。 location expiry
コマンドを使用すると、古い RSSI平均が失効するまでの時間を指定
できます。

location expiryコマンドを使用したり、変更したりしないこ
とをお勧めします。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

RSSIおよび信号対雑音比（SNR）値の平均の算出に使用されるアル
ゴリズムを設定します。

location algorithm {rssi-average |
simple}

例：
Controller(config)# location
algorithm rssi-average

ステップ 5   

location algorithm rssi-averageコマンドを入力することで、より正確
な、しかしより CPUオーバーヘッドの高いアルゴリズムを指定でき
ます。または、location algorithm simpleコマンドを入力することで、
高速で CPUのオーバーヘッドが低い、しかし精度に欠けるアルゴリ
ズムを指定することもできます。

location algorithmコマンドは、使用したり、変更したりし
ないことをお勧めします。

（注）

クライアントデバイスの場所の管理タグまたはサイト情報を設定しま

す。

location admin-tag string

例：
Controller(config)# location
admin-tag

ステップ 6   

都市ロケーション情報を指定します。location civic-location identifier
{identifier | host}

ステップ 7   

文字列またはホストとして都市ロケーション識別子を設定できます。

例：
Controller(config)# location
civic-location identifier host

カスタムロケーション情報を指定します。location custom-location identifier
{identifier | host}

ステップ 8   

文字列またはホストとしてカスタムロケーション識別子を設定でき

ます。
例：
Controller(config)# location
custom-location identifier host

クライアントデバイスの地理的なロケーション情報を指定します。location geo-location identifier
{identifier | host}

ステップ 9   

文字列またはホストとしてロケーション識別子を設定できます。

例：
Controller(config)# location
geo-location identifier host

ロケーション情報のソースのプライオリティを設定します。location prefer {cdp | lldp-med |
static} weight priority_value

ステップ 10   

優先順位のウェイトは、0から 255の範囲で入力できます。

例：
Controller(config)# location
prefer weight cdp 50

RFIDタグステータス、RFIDタイムアウト値、RFIDタグベンダー名
などの RFIDタグトラッキングオプションを設定します。

location rfid {status | timeout |
vendor-name}

例：
Controller(config)# location
rfid timeout 100

ステップ 11   

60～ 7200秒の範囲で RFIDタイムアウト値を入力できます。
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目的コマンドまたはアクション

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

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 12   

クライアント、RFID タグ、および不正デバイスの NMSP 通知間隔の変
更（CLI）

NetworkMobility Services Protocol（NMSP）によって、Mobility Services Engineとコントローラの間
の発信/着信トラフィックに関する通信の管理が行われます。高い頻度でのロケーション更新を必
要とするアプリケーションがある場合は、クライアント、アクティブな RFIDタグ、および不正
なアクセスポイント/クライアントの NMSP通知間隔を 1～ 180秒の範囲内で変更できます。

コントローラとMobility Services Engineとの通信には、TCPポート 16113が使用されます。コ
ントローラとMobility Services Engineの間にファイアウォールがある場合は、NMSPを機能さ
せるにはこのポートが開いている（ブロックされていない）ことが必要です。

（注）

手順の概要

1. configure terminal
2. nmsp notification interval {attachment seconds | location seconds | rssi [clients interval | rfid interval

| rogues [ap | client ] interval]}
3. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

クライアント、RFIDタグ、不正クライアント、不正ア
クセスポイントの NMSP通知間隔を設定します。

nmsp notification interval {attachment seconds
| location seconds | rssi [clients interval | rfid
interval | rogues [ap | client ] interval]}

ステップ 2   

1～ 180秒の範囲でRSSI測定値のNMSP通知間隔の値
を入力できます。例：

Controller(config)# nmsp notification
interval rssi rfid 50
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目的コマンドまたはアクション

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

終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 3   

クライアント、RFID タグ、および不正デバイスの NMSP 通知しきい値
の変更（CLI）

手順の概要

1. configure terminal
2. location notify-threshold {clients | rogues ap | tags } threshold
3. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

クライアント、RFIDタグ、不正なクライアント、不正な
アクセスポイントのNMSP通知しきい値を設定します。

location notify-threshold {clients | rogues
ap | tags } threshold

例：
Controller(config)# location
notify-threshold clients 5

ステップ 2   

RSSIしきい値は、0～ 10 dbの範囲で入力できます。

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

できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 3   
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ロケーション設定および NMSP 設定のモニタリング

ロケーション設定のモニタリング（CLI）

このセクションでは、ロケーション設定に関する新しいコマンドについて説明します。

次のコマンドは、コントローラのロケーション設定のモニタリングに使用できます。

表 20：ロケーション設定のモニタリングコマンド

目的コマンド

現在のロケーション設定値を表示します。show location summary

ロケーションベースのRFID統計情報を表示し
ます。

show location statistics rfid

特定のクライアントの RSSIテーブルを表示し
ます。

show location detail client_mac_addr

NMSP 設定のモニタリング（CLI）

このセクションでは、NMSP設定に関する新しいコマンドについて説明します。

次のコマンドがコントローラの NMSP設定のモニタリングに使用できます。

表 21：NMSP 設定のモニタリングコマンド

目的コマンド

アタッチメント抑制インターフェイスを表示し

ます。

show nmsp attachment suppress interfaces

NMSP機能を表示します。show nmsp capability

NMSP通知間隔を表示します。show nmsp notification interval

接続固有の NMSPカウンタを表示します。show nmsp statistics connection

一般的な NMSPカウンタを表示します。show nmsp statistics summary
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アクティブなNMSP接続の状態を表示します。show nmsp status

コントローラがサブスクライブされているモビ

リティサービスをすべて表示します。

show nmsp subscription detail

特定の IPアドレスにサブスクライブされたモビ
リティサービスについてのみ詳細を表示しま

す。

show nmsp subscription detail ip_addr

コントローラがサブスクライブされているすべ

てのモビリティサービスの詳細を表示します。

show nmsp subscription summary

例：ロケーションの設定

次に、関連付けされた 802.11aまたは 802.11b/g無線の調整クライアント用パス損失測定（S60）
要求を設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# location plm calibrating uniband
Controller(config)# end
Controller# show location summary

次に、不正アクセスポイントの RSSI半減期を設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# location rssi-half-life rogue-aps 20
Controller(config)# end
Controller# show location summary

例：NMSP の設定

次に、RFIDタグの NMSP通知間隔を設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# nmsp notification interval rssi rfid 50
Controller(config)# end
Controller# show nmsp notification interval

次に、クライアントの NMSP通知しきい値を設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# nmsp notify-threshold 5
Controller(config)# end
Controller# show nmsp statistics summary
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ロケーション設定に関する追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

System Management Command Reference（システ
ム管理コマンドリファレンス）、Cisco IOS XE
Release 3SE（Cisco WLC 5700シリーズ）

システム管理コマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

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

ロケーション設定の機能履歴と情報

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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フロー制御のモニタリング

• 機能情報の確認, 213 ページ

• フロー制御の概要, 213 ページ

• フロー制御のモニタリング, 214 ページ

• 例：フロー制御のモニタリング, 214 ページ

• フロー制御をモニタリングするための追加情報, 215 ページ

• フロー制御のモニタリングの機能履歴および情報, 216 ページ

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

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

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

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

フロー制御の概要
フロー制御はcontrollerではデフォルトでイネーブルになっています。

フロー制御は、信頼できる IPCに対しWCMと Cisco IOS間でシムレイヤを提供します。WCM
のすべてのコンポーネントには専用チャネルがあります。WCMの一部のコンポーネントは、そ
の中でフロー制御を利用済みです。CLIからのフロー制御の設定はありません。任意のチャネル
のフロー制御をモニタできます。
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フロー制御のモニタリング
このセクションでは、フロー制御に関する新しいコマンドについて説明します。

次のコマンドは、controllerでフロー制御をモニタするために使用できます。

表 22：フロー制御のモニタリング

目的コマンド

特定のチャネルのフロー制御に関する情報を表

示します。

show wireless flow-control channel -id

特定のチャネルのフロー制御に関する統計情報

を表示します。

show wireless flow-control channel-id statistics

例：フロー制御のモニタリング

次に、チャネルに関する情報を表示する例を示します。

Controller# show wireless flow-control 3
Controller#

Channel Name : CAPWAP
FC State : Disabled
Remote Server State : Enabled
Pass-thru Mode : Disabled
EnQ Disabled : Disabled
Queue Depth : 2048
Max Retries : 5
Min Retry Gap (mSec): 3

次に、特定のチャネルのフロー制御を表示する例を示します。

Controller# show wireless flow-control 3
Controller#

Channel Name : CAPWAP
# of times channel went into FC : 0
# of times channel came out of FC : 0
Total msg count received by the FC Infra : 1
Pass-thru msgs send count : 0
Pass-thru msgs fail count : 0
# of msgs successfully queued : 0
# of msgs for which queuing failed : 0
# of msgs sent thru after queuing : 0
# of msgs sent w/o queuing : 1
# of msgs for which send failed : 0
# of invalid EAGAINS received : 0
Highest watermark reached : 0
# of times Q hit max capacity : 0
Avg time channel stays in FC (mSec) : 0
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フロー制御をモニタリングするための追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

SystemManagement Command ReferenceGuide（シ
ステム管理コマンドリファレンスガイド）、

Cisco IOSXERelease 3SE（CiscoWLC5700シリー
ズ）

システム管理コマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

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

フロー制御のモニタリングの機能履歴および情報

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.3SE
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第 15 章

システムメッセージログの設定

• システムメッセージログの設定に関する情報, 217 ページ

• システムメッセージログの設定方法, 220 ページ

• システムメッセージログのモニタリングおよびメンテナンス, 231 ページ

• システムメッセージログの設定例, 231 ページ

• システムメッセージログの機能履歴と情報, 232 ページ

システムメッセージログの設定に関する情報

システムメッセージのロギング

スイッチはデフォルトで、システムメッセージおよび debug特権 EXECコマンドの出力をロギン
グプロセスに送信します。スタックメンバにより、システムメッセージをトリガーできます。

システムメッセージを生成するスタックメンバは、そのホスト名を hostname-nの形式（nはス
イッチ）で末尾に追加します。また、上のロギングプロセスに出力をリダイレクトします。はス

タックメンバですが、そのホスト名はシステムメッセージの末尾に追加されません。ロギング

プロセスはログメッセージを各宛先（設定に応じて、ログバッファ、端末回線、UNIX Syslog
サーバなど）に配信する処理を制御します。また、ロギングプロセスはコンソールにもメッセー

ジを送信します。

ロギングプロセスがディセーブルの場合、メッセージはコンソールにのみ送信されます。メッ

セージは生成時に送信されるため、メッセージおよびデバッグ出力にはプロンプトや他のコマン

ドの出力が割り込みます。メッセージがアクティブなコンソールに表示されるのは、メッセージ

を生成したプロセスが終了してからです。

メッセージの重大度を設定して、コンソールおよび各宛先に表示されるメッセージのタイプを制

御できます。ログメッセージにタイムスタンプを設定したり、syslogの送信元アドレスを設定し
たりして、リアルタイムのデバッグ機能と管理機能を強化できます。表示されるメッセージにつ

いては、このリリースに対応するシステムメッセージガイドを参照してください。
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ロギングされたシステムメッセージにアクセスするには、スイッチのコマンドラインインター

フェイス（CLI）を使用するか、または適切に設定された Syslogサーバにこれらのシステムメッ
セージを保存します。スイッチソフトウェアは、Syslogメッセージをスタンドアロンスイッチ
上の内部バッファに保存します。スイッチスタックの場合は、上に保存します。スタンドアロン

スイッチまたはスタックマスターに障害が発生すると、ログをフラッシュメモリに保存していな

かった場合、ログは失われます。

システムメッセージをリモートでモニタするには、Syslogサーバ上でログを表示するか、あるい
はTelnet、コンソールポート、またはイーサネット管理ポート経由でスイッチにアクセスします。
スイッチスタックでは、すべてのスタックメンバコンソールにより、同じコンソール出力が用

意されます。

Syslogフォーマットは 4.3 Berkeley Standard Distribution（BSD）UNIXと互換性があります。（注）

システムログメッセージのフォーマット

システムログメッセージは最大 80文字とパーセント記号（%）、およびその前に配置されるオ
プションのシーケンス番号やタイムスタンプ情報（設定されている場合）で構成されています。

スイッチに応じて、メッセージは次のいずれかの形式で表示されます。

• seq no:timestamp: %facility-severity-MNEMONIC:description (hostname-n)

• seq no:timestamp: %facility-severity-MNEMONIC:description

パーセント記号の前にあるメッセージの部分は、これらのグローバルコンフィギュレーションコ

マンドの設定によって異なります。

• service sequence-numbers

• service timestamps log datetime

• service timestamps log datetime [localtime] [msec] [show-timezone]

• service timestamps log uptime

表 23：システムログメッセージの要素

説明要素

service sequence-numbersグローバル設定コマ
ンドが設定されている場合に限り、シーケンス

番号を付けてログメッセージにスタンプを押し

ます。

seq no:
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説明要素

メッセージまたはイベントの日時です。 service
timestamps log [datetime | log]グローバルコン
フィギュレーションコマンドが設定されている

場合だけ、この情報が表示されます。

timestampのフォーマット：

mm/dd hh:mm:ss

または

hh:mm:ss（短時間）

または

d h（長時間）

メッセージが参照する機能（SNMP、SYSなど）
です。

ファシリティ

メッセージの重大度を示す 0～ 7の 1桁のコー
ド。

重大度

メッセージを一意に示すテキスト文字列。ニーモニック

レポートされているイベントの詳細を示すテキ

スト文字列。

説明

スタックメンバーのホスト名およびスタック内

のスイッチ番号。はスタックメンバですが、

そのホスト名はシステムメッセージの末尾に追

加されません。

hostname-n（ホスト名 -n）

デフォルトのシステムメッセージロギングの設定

表 24：デフォルトのシステムメッセージロギングの設定

デフォルト設定機能

イネーブルコンソールへのシステムメッセージロギング

デバッグコンソールの重大度

ファイル名の指定なしログファイル設定

4096バイトログバッファサイズ

1メッセージログ履歴サイズ

ディセーブルタイムスタンプ
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デフォルト設定機能

ディセーブル同期ロギング

ディセーブルロギングサーバ

設定されていませんSyslogサーバの IPアドレス

Local7サーバ機能

情報サーバの重大度

syslog メッセージの制限
snmp-server enable trapグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、SNMPネット
ワーク管理ステーション（NMS）に送信されるようにSyslogメッセージトラップがイネーブルに
設定されている場合は、スイッチの履歴テーブルに送信および格納されるメッセージの重大度を

変更できます。また、履歴テーブルに格納されるメッセージの数を変更することもできます。

SNMPトラップは宛先への到達が保証されていないため、メッセージは履歴テーブルに格納され
ます。デフォルトでは、Syslogトラップがイネーブルでない場合も、重大度が warningのメッ
セージ、および数値的により低いメッセージが、履歴テーブルに 1つ格納されます。

履歴テーブルがいっぱいの場合（logging history sizeグローバルコンフィギュレーションコマン
ドで指定した最大メッセージエントリ数が格納されている場合）は、新しいメッセージエントリ

を格納できるように、最も古いエントリがテーブルから削除されます。

履歴テーブルは、levelキーワードおよび重大度を示します。 SNMPを使用している場合は、重大
度の値が 1だけ増えます。たとえば、emergenciesは 0ではなく 1に、criticalは 2ではなく 3にな
ります。

システムメッセージログの設定方法

メッセージ表示宛先デバイスの設定

メッセージロギングがイネーブルの場合、コンソールだけでなく特定の場所にもメッセージを送

信できます。

このタスクはオプションです。
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手順の概要

1. configure terminal
2. logging buffered [size]
3. logging host
4. logging file flash: filename [max-file-size [min-file-size]] [severity-level-number | type]
5. end
6. terminal monitor

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure

ステップ 1   

terminal

スイッチまたはスタンドアロンスイッチ（スイッチスタックの場合は）

の内部バッファにメッセージをロギングします。指定できる範囲は4096
logging buffered [size]

例：

Controller(config)# logging

ステップ 2   

～ 2147483647バイトです。デフォルトのバッファサイズは 4096バイト
です。

buffered 8192
スタンドアロンスイッチまたはに障害が発生すると、フラッシュメモリ

に保存されていないログは失われます。ステップ 4を参照してくださ
い。

バッファサイズを大きすぎる値に設定しないでください。他

の作業に使用するメモリが不足することがあります。スイッ

チ上の空きプロセッサメモリを表示するには、show memory
特権 EXECコマンドを使用します。ただし、表示される値は
使用できる最大値であるため、バッファサイズをこの値に設

定しないでください。

（注）

UNIX Syslogサーバホストにメッセージを保存します。logging host

例：

Controller(config)# logging

ステップ 3   

hostには、Syslogサーバとして使用するホストの名前または IPアドレス
を指定します。

ログメッセージを受信するSyslogサーバのリストを作成するには、この
コマンドを複数回入力します。

125.1.1.100

スタンドアロンスイッチ上、またはスイッチスタックの場合は上で、フ

ラッシュメモリ内のファイルにログメッセージを保存します。

logging file flash: filename
[max-file-size [min-file-size]]
[severity-level-number | type]

ステップ 4   

• filename：ログメッセージのファイル名を入力します。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Controller(config)# logging

•（任意）max-file-size：ログファイルの最大サイズを指定します。
範囲は 4096～ 2147483647です。デフォルトは 4096バイトです。

•（任意）min-file-size：ログファイルの最小サイズを指定します。
範囲は 1024～ 2147483647です。デフォルトは 2048バイトです。file flash:log_msg.txt 40960

4096 3

•（任意）severity-level-number | type：ロギングの十台度またはロギン
グタイプを指定します。重大度に指定できる範囲は 0～ 7です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 5   

現在のセッション間、非コンソール端末にメッセージを保存します。terminal monitor

例：

Controller# terminal monitor

ステップ 6   

端末パラメータコンフィギュレーションコマンドはローカルに設定さ

れ、セッションの終了後は無効になります。デバッグメッセージを表示

する場合は、セッションごとにこのステップを実行する必要があります。

ログメッセージの同期化

特定のコンソールポート回線または仮想端末回線に対して、非送信請求メッセージおよび debug
特権 EXECコマンドの出力を送信請求デバイスの出力およびプロンプトと同期させることができ
ます。重大度に応じて非同期に出力されるメッセージのタイプを特定できます。また、端末の非

同期メッセージが削除されるまで保存しておくバッファの最大数を設定することもできます。

非送信請求メッセージおよび debugコマンド出力の同期ロギングがイネーブルの場合、送信請求
デバイス出力がコンソールに表示または印刷された後に、非送信請求デバイスからの出力が表示

または印刷されます。非送信請求メッセージおよび debugコマンドの出力は、ユーザ入力用プロ
ンプトが返された後に、コンソールに表示されます。したがって、非送信請求メッセージおよび

debugコマンドの出力は、送信請求デバイス出力およびプロンプトに割り込まれることはありま
せん。非送信請求メッセージが表示された後に、コンソールはユーザプロンプトを再表示しま

す。

このタスクはオプションです。
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手順の概要

1. configure terminal
2. line [console | vty] line-number [ending-line-number]
3. logging synchronous [level [severity-level | all] | limit number-of-buffers]
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

メッセージの同期ロギングに設定する回線を指定します。line [console | vty] line-number
[ending-line-number]

ステップ 2   

• console：スイッチコンソールポートまたはイーサネット管理ポー
トの設定を指定します。例：

Controller(config)# line • line vty line-number：どの vty行の同期ロギングをイネーブルにす
るかを指定します。Telnetセッションを介して行われる設定には、
vty接続を使用します。回線番号に指定できる範囲は0～15です。

console

16個のvty回線の設定をすべて一度に変更するには、次のように入力し
ます。

line vty 0 15

また、現在の接続に使用されている 1つの vty回線の設定を変更するこ
ともできます。たとえば、vty回線 2の設定を変更するには、次のよう
に入力します。

line vty 2

このコマンドを入力すると、ラインコンフィギュレーションモードに

なります。

メッセージの同期ロギングをイネーブルにします。logging synchronous [level
[severity-level | all] | limit
number-of-buffers]

ステップ 3   

•（任意）levelseverity-level—メッセージの重大度を指定します。重
大度がこの値以上であるメッセージは、非同期に出力されます。

例：

Controller(config)# logging

値が小さいほど重大度は大きく、値が大きいほど重大度は小さく

なります。デフォルトは 2です。
synchronous level 3 limit 1000 •（任意）level all—すべてのメッセージが重大度に関係なく非同期

で印刷されるように指定します。
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目的コマンドまたはアクション

•（任意）limit number-of-buffers—新しいメッセージがドロップされ
た後、端末のキューで待機するバッファ数を指定します。範囲は

0～ 2147483647です。デフォルト値は 20です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 4   

メッセージロギングのディセーブル化

メッセージロギングはデフォルトでイネーブルに設定されています。コンソール以外のいずれか

の宛先にメッセージを送信する場合は、メッセージロギングをイネーブルにする必要がありま

す。メッセージロギングがイネーブルの場合、ログメッセージはロギングプロセスに送信され

ます。ロギングプロセスは、メッセージを生成元プロセスと同期しないで指定場所に記録しま

す。

ロギングプロセスをディセーブルにすると、メッセージがコンソールに書き込まれるまでプロセ

スは処理続行を待機する必要があるため、スイッチの処理速度が低下することがあります。ロギ

ングプロセスがディセーブルの場合、メッセージは生成後すぐに（通常はコマンド出力に割り込

む形で）コンソールに表示されます。

logging synchronousグローバルコンフィギュレーションコマンドも、コンソールへのメッセージ
表示に影響します。このコマンドをイネーブルにすると、Returnを押さなければメッセージが表
示されません。

メッセージロギングをディセーブルにした後に再びイネーブルにするには、logging onグローバ
ルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

このタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure terminal
2. no logging console
3. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します

configure terminal

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

メッセージロギングをディセーブルにします。no logging console

例：

Controller(config)# no logging console

ステップ 2   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 3   

ログメッセージのタイムスタンプのイネーブル化およびディセーブ

ル化

デフォルトでは、ログメッセージにはタイムスタンプが適用されません。

このタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure terminal
2. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• service timestamps log uptime

• service timestamps log datetime[msec | localtime | show-timezone]

3. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

ログのタイムスタンプをイネーブルにします。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 2   

• service timestamps log uptime • log uptime：ログメッセージのタイムスタンプをイ
ネーブルにして、システムの再起動以降の経過時間

を表示します。
• service timestamps log datetime[msec |
localtime | show-timezone]

• log datetime：ログメッセージのタイムスタンプを
イネーブルにします。選択したオプションに応じ

例：
Controller(config)# service timestamps log
uptime

て、ローカルタイムゾーンを基準とした日付、時

間（ミリ秒）、タイムゾーン名をタイムスタンプ

として表示できます。
または

Controller(config)# service timestamps log
datetime

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 3   

ログメッセージのシーケンス番号のイネーブル化およびディセーブル

化

タイムスタンプが同じログメッセージが複数ある場合、これらのメッセージを表示するには、

シーケンス番号を使用してメッセージを表示できます。デフォルトでは、ログメッセージにシー

ケンス番号は表示されません。

このタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure terminal
2. service sequence-numbers
3. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します

configure terminal

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

シーケンス番号をイネーブルにします。service sequence-numbers

例：

Controller(config)# service sequence-numbers

ステップ 2   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 3   

メッセージ重大度の定義

メッセージの重大度を指定して、選択したデバイスに表示されるメッセージを制限します。

このタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure terminal
2. logging console level
3. logging monitor level
4. logging trap level
5. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

コンソールに保存するメッセージを制限します。logging console level

例：

Controller(config)# logging console

ステップ 2   

デフォルトで、コンソールはデバッグメッセージ、および

数値的により低いレベルのメッセージを受信します。

3

端末回線に出力するメッセージを制限します。logging monitor level

例：

Controller(config)# logging monitor

ステップ 3   

デフォルトで、端末はデバッグメッセージ、および数値的

により低いレベルのメッセージを受信します。

3

Syslogサーバに保存するメッセージを制限します。logging trap level

例：

Controller(config)# logging trap 3

ステップ 4   

デフォルトで、Syslogサーバは通知メッセージ、および数
値的により低いレベルのメッセージを受信します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 5   

履歴テーブルおよび SNMP に送信される Syslog メッセージの制限
このタスクでは、履歴テーブルおよび SNMPに送信される syslogメッセージを制限する方法につ
いて説明します。

このタスクはオプションです。
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手順の概要

1. configure terminal
2. logging history level
3. logging history size number
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

履歴ファイルに保存され、SNMPサーバに送信される syslog
メッセージのデフォルトレベルを変更します。

logging history level

例：

Controller(config)# logging history

ステップ 2   

デフォルトでは、warnings、errors、critical、alerts、およ
び emergenciesのメッセージが送信されます。

3

履歴テーブルに保存できるSyslogメッセージの数を指定し
ます。

logging history size number

例：

Controller(config)# logging history

ステップ 3   

デフォルトでは 1つのメッセージが格納されます。メッ
セージの範囲は 0～ 500です。

size 200

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 4   

UNIX Syslog デーモンへのメッセージのロギング
このタスクはオプションです。
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最新バージョンのUNIXSyslogデーモンの中には、デフォルトでネットワークからのSyslogパ
ケットを受け入れないものがあります。このようなシステムの場合に、Syslogメッセージの
リモートロギングをイネーブルにするには、Syslogコマンドラインに追加または削除する必
要があるオプションを、UNIXの man syslogdコマンドを使用して判別します。

（注）

はじめる前に

• rootでログインします。

•システムログメッセージを UNIX Syslogサーバに送信する前に、UNIXサーバ上で Syslog
デーモンを設定する必要があります。

手順の概要

1. /etc/syslog.confファイルに次の行を追加します。
2. UNIXシェルプロンプトに次のコマンドを入力します。
3. Syslogデーモンに新しい設定を認識させます。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

/etc/syslog.confファイルに次の行を追加しま
す。

ステップ 1   • local7：ロギング機能を指定します。

• debug：Syslogレベルを指定します。このファイ
ルは、Syslogデーモンに書き込み権限がある既存
ファイルでなければなりません。

例：

local7.debug /usr/adm/logs/cisco.log

ログファイルを作成します。 syslogデーモンは、この
レベルまたはこのファイルのより高い重大度レベルで

メッセージを送信します。

UNIXシェルプロンプトに次のコマンドを入
力します。

例：

$ touch /var/log/cisco.log

ステップ 2   

$ chmod 666 /var/log/cisco.log

詳細については、ご使用の UNIXシステムの man
syslog.confおよびman syslogdコマンドを参照してくだ
さい。

Syslogデーモンに新しい設定を認識させます。

例：

$ kill -HUP `cat /etc/syslog.pid`

ステップ 3   
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システムメッセージログのモニタリングおよびメンテナ

ンス

コンフィギュレーションアーカイブログのモニタリング

目的コマンド

コンフィギュレーションログ全体、または指定され

たパラメータのログを表示します。

show archive log config {all | number
[end-number] | user username [session
number] number [end-number] | statistics}
[provisioning]

システムメッセージログの設定例

例：スタックシステムメッセージ

次の例に、およびスタックメンバー（ホスト名 Switch-2）に対するスイッチシステムメッセージ
の一部を示します。

00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed
state to down 2
*Mar 1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
18:47:02: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
*Mar 1 18:48:50.483 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)

00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up (Switch-2)
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/1, changed state to up (Switch-2)
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/2, changed state to up (Switch-2)
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
(Switch-2)
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed
state to down 2 (Switch-2)

例：スイッチシステムメッセージ

次に、スイッチ上のスイッチシステムメッセージの一部を示します。

00:00:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up
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00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state
to down 2
*Mar 1 18:46:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
18:47:02: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)
*Mar 1 18:48:50.483 UTC: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty2 (10.34.195.36)

システムメッセージログの機能履歴と情報

変更リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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第 16 章

オンライン診断の設定

• オンライン診断の設定に関する情報, 233 ページ

• オンライン診断の設定方法, 234 ページ
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オンライン診断の設定に関する情報

オンライン診断

オンライン診断では、動作中のネットワークにスイッチが接続されている間に、スイッチのハー

ドウェア機能についてテストし、確認することができます。

オンライン診断には、異なるハードウェアコンポーネントをチェックするパケットスイッチング

テストが含まれ、データパスおよび制御信号が確認されます。

オンライン診断では、次の領域の問題が検出されます。

•ハードウェアコンポーネント

•インターフェイス（イーサネットポートなど）

•はんだ接合

オンライン診断は、オンデマンド診断、スケジュール診断、ヘルスモニタリング診断に分類でき

ます。オンデマンド診断は、CLIから実行されます。スケジュールされた診断は、動作中のネッ
トワークにスイッチが接続されているときに、ユーザが指定した間隔または指定した時刻に実行
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されます。ヘルスモニタリングは、バックグラウンドでユーザが指定した間隔で実行されます。

デフォルトでは、30秒ごとにヘルスモニタリングテストが実行されます。

オンライン診断を設定したあと、手動で診断テストを開始したり、テスト結果を表示したりでき

ます。また、スイッチまたはスイッチスタックに設定されているテストの種類、およびすでに実

行された診断テスト名を確認できます。

オンライン診断の設定方法

オンライン診断テストの開始

スイッチで実行する診断テストを設定したあと、diagnostic start特権 EXECコマンドを使用して
診断テストを開始します。

テストを開始したら、テストプロセスの停止はできません。

手動でオンライン診断テストを開始するには、次の特権 EXECコマンドを使用します。

手順の概要

1. diagnostic start switch number test {name | test-id | test-id-range | all | basic | complete |minimal |
non-disruptive | per-port}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

診断テストを開始します。diagnostic start switch number test
{name | test-id | test-id-range | all | basic

ステッ

プ 1   switchnumberキーワードは、スタック構成スイッチだけでサポートされ
ます。範囲は 1～ 4です。

| complete |minimal | non-disruptive
| per-port}

例：
次のいずれかのオプションを使用してテストを指定できます。

• name：テストの名前を入力します。

• test-id：テストの ID番号を入力します。Controller# diagnostic start
switch 2 test basic

• test-id-range：カンマとハイフンで区切ってテスト IDの範囲を整数
で入力します。

• all：すべてのテストを開始します。

• basic：基本テストスイートを開始します。

• complete：完全なテストスイートを開始します。

• minimal：最小限のブートアップテストスイートを開始します。
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目的コマンドまたはアクション

• non-disruptive：ノンディスラプティブテストスイートを開始しま
す。

• per-port：ポート単位のテストスイートを開始します。

オンライン診断の設定

診断モニタリングをイネーブルにする前に、障害しきい値およびテストの間隔を設定する必要が

あります。

オンライン診断のスケジューリング

特定のスイッチについて指定した時間、または日、週、月単位でオンライン診断をスケジューリ

ングできます。スケジューリングを削除するには、コマンドの no形式を入力します。

手順の概要

1. configure terminal
2. diagnostic schedule switch number test {name | test-id | test-id-range | all | basic | complete |minimal

| non-disruptive | per-port} {daily | on mm dd yyyy hh:mm | port inter-port-number port-number-list |
weekly day-of-week hh:mm}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステッ

プ 1   

特定日時のオンデマンド診断テストをスケジュールします。diagnostic schedule switch number test
{name | test-id | test-id-range | all | basic

ステッ

プ 2   switchnumberキーワードは、スタック構成スイッチだけでサポートさ
れます。範囲は 1～ 4です。

| complete |minimal | non-disruptive |
per-port} {daily | onmm dd yyyy hh:mm
| port inter-port-number port-number-list
| weekly day-of-week hh:mm}

スケジュールするテストを指定する場合は、次のオプションを使用し

ます。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Controller(config)# diagnostic

• name：show diagnostic contentコマンドの出力に表示されるテス
トの名前です。

• test-id：showdiagnostic contentコマンドの出力に表示されるテス
トの ID番号です。schedule switch 3 test 1-5 on July

3 2013 23:10

• test-id-range：show diagnostic contentコマンドの出力に表示され
る複数のテストの ID番号です。

• all：すべてのテスト IDです。

• basic：基本的なオンデマンドの診断テストを開始します。

• complete：完全なテストスイートを開始します。

• minimal：最小限のブートアップテストスイートを開始します。

• non-disruptive：ノンディスラプティブテストスイートを開始し
ます。

• per-port：ポート単位のテストスイートを開始します。

テストは次のようにスケジュールできます。

•毎日：daily hh:mmパラメータを使用します。

•特定日時：on mm dd yyyy hh:mmパラメータを使用します。

•毎週：weekly day-of-week hh:mmパラメータを使用します。

ヘルスモニタリング診断の設定

スイッチが稼働中のネットワークに接続されている間に、スイッチに対しヘルスモニタリング診

断テストを設定できます。ヘルスモニタリングテストの実行間隔を設定したり、テスト失敗時

のスイッチの Syslogメッセージ生成をイネーブルにしたり、特定のテストをイネーブルにできま
す。

テストをディセーブルにするには、コマンドの no形式を入力します。

デフォルトでは、ヘルスモニタリングはディセーブルですが、スイッチはテストの失敗時にSyslog
メッセージを生成します。
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手順の概要

1. configure terminal
2. diagnostic monitor interval switch number test {name | test-id | test-id-range | all} hh:mm:ss milliseconds

day
3. diagnostic monitor syslog
4. diagnostic monitor threshold switch number test {name | test-id | test-id-range | all} failure count count
5. diagnostic monitor switch number test {name | test-id | test-id-range | all}
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

Controller# configure terminal

ステップ 1   

指定のテストに対し、ヘルスモニタリングの実行間隔を設定しま

す。

diagnostic monitor interval switch
number test {name | test-id |
test-id-range | all} hh:mm:ss
milliseconds day

ステップ 2   

switch numberキーワードは、スタック構成スイッチだけでサポート
されます。

例：

Controller(config)# diagnostic

テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用します。

• name：show diagnostic contentコマンドの出力に表示されるテ
ストの名前です。

monitor interval switch 2 test 1
12:30:00 750 5

• test-id：show diagnostic contentコマンドの出力に表示されるテ
ストの ID番号です。

• test-id-range：show diagnostic contentコマンドの出力に表示さ
れる複数のテストの ID番号です。

• all：すべての診断テスト

間隔を指定する場合は、次のパラメータを設定します。

• hh:mm:ss：モニタリング間隔（時間、分、秒）。指定できる範
囲は、hhが 0～ 24、mmおよび ssが 0～ 60です。

• milliseconds：モニタリング間隔（ミリ秒（ms））。範囲は 0～
999です。

• day：モニタリング間隔（日数）。範囲は 0～ 20です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ヘルスモニタリングテストの失敗時にスイッチが Syslog
メッセージを生成するように設定します。

diagnostic monitor syslog

例：

Controller(config)# diagnostic
monitor syslog

ステップ 3   

（任意）ヘルスモニタリングテストの失敗しきい値を設定します。diagnostic monitor threshold switch
number test {name | test-id |
test-id-range | all} failure count count

ステップ 4   

テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用します。

例：

Controller(config)# diagnostic

• name：show diagnostic contentコマンドの出力に表示されるテ
ストの名前です。

• test-id：show diagnostic contentコマンドの出力に表示されるテ
ストの ID番号です。

monitor threshold switch 2 test 1
failure count 20

• test-id-range：show diagnostic contentコマンドの出力に表示さ
れる複数のテストの ID番号です。

• all：すべての診断テスト

失敗しきい値 countに指定できる範囲は 0～ 99です。

指定のヘルスモニタリングテストをイネーブルにします。diagnostic monitor switch number test
{name | test-id | test-id-range | all}

ステップ 5   

switch numberキーワードは、スタック構成スイッチだけでサポート
されます。範囲は 1～ 9です。

例：

Controller(config)# diagnostic
monitor switch 2 test 1

テストを指定する場合は、次のいずれかのパラメータを使用します。

• name：show diagnostic contentコマンドの出力に表示されるテ
ストの名前です。

• test-id：show diagnostic contentコマンドの出力に表示されるテ
ストの ID番号です。

• test-id-range：show diagnostic contentコマンドの出力に表示さ
れる複数のテストの ID番号です。

• all：すべての診断テスト

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config)# end

ステップ 6   
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次の作業

間隔をデフォルト値またはゼロに変更するには、nodiagnosticmonitor interval testtest-id | test-id-range
}グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。ヘルスモニタリングテストに失
敗した場合、no diagnostic monitor syslogコマンドを使用して、Syslogメッセージの生成をディ
セーブルに設定します。失敗しきい値を削除するには、diagnostic monitor threshold testtest-id |
test-id-range }failure countコマンドを使用します。

オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス

オンライン診断テストとテスト結果の表示

スイッチまたはスイッチスタックに設定されているオンライン診断テストを表示し、この表に示

す show特権 EXECコマンドを使用してテスト結果を確認することができます。

表 25：診断テスト設定および結果を表示するコマンド

目的コマンド

スイッチに対して設定されたオンライン診断を

表示します。

switch [number | all]パラメータは、スタック構
成スイッチだけでサポートされます。

show diagnostic content switch [number | all]

現在実行中の診断テストを表示します。show diagnostic status

オンライン診断テストの結果を表示します。

switch [number | all]パラメータは、スタック構
成スイッチだけでサポートされます。

show diagnostic result switch [number | all] [detail
| test {name | test-id | test-id-range | all} [detail]]

オンライン診断テストの結果を表示します。

switch [number | all]パラメータは、スタック構
成スイッチだけでサポートされます。

show diagnostic switch [number | all] [detail]

オンライン診断テストのスケジュールを表示し

ます。

switch [number | all]パラメータは、スタック構
成スイッチだけでサポートされます。

show diagnostic schedule switch [number | all]

POST結果を表示します（この出力は、show
postコマンドの出力と同じです）。

show diagnostic post
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オンライン診断テストの設定例

例：診断テストの開始

次に、テスト名を指定して診断テストを開始する例を示します。

Controller# diagnostic start switch 2 test TestInlinePwrCtlr

次に、すべての基本診断テストを開始する例を示します。

Controller# diagnostic start switch 1 test all

例：ヘルスモニタリングテストの設定

次に、ヘルスモニタリングテストを設定する例を示します。

Controller(config)# diagnostic monitor threshold switch 1 test 1 failure count 50
Controller(config)# diagnostic monitor interval switch 1 test TestPortAsicStackPortLoopback

例：スケジュール診断テスト

次に、特定のスイッチに対して、特定の日時にスケジュール診断テストを実行するようにスケ

ジューリングする例を示します。

Controller(config)# diagnostic schedule test DiagThermalTest on June 3 2013 22:25

次の例では、指定されたスイッチで毎週特定の時間に診断テストを行うようスケジューリングす

る方法を示します。

Controller(config)# diagnostic schedule switch 1 test 1,2,4-6 weekly saturday 10:30

例：オンライン診断の表示

次に、オンデマンド診断設定を表示する例を示します。

Controller# show diagnostic ondemand settings

Test iterations = 1
Action on test failure = continue
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次に、障害の診断イベントを表示する例を示します。

Controller# show diagnostic events event-type error

Diagnostic events (storage for 500 events, 0 events recorded)
Number of events matching above criteria = 0

No diagnostic log entry exists.

次に、診断テストの説明を表示する例を示します。

Controller# show diagnostic description switch 1 test all

DiagGoldPktTest :
The GOLD packet Loopback test verifies the MAC level loopback
functionality. In this test, a GOLD packet, for which doppler
provides the support in hardware, is sent. The packet loops back
at MAC level and is matched against the stored packet. It is a non
-disruptive test.

DiagThermalTest :
This test verifies the temperature reading from the sensor is below the yellow
temperature threshold. It is a non-disruptive test and can be run as a health

monitoring test.

DiagFanTest :
This test verifies all fan modules have been inserted and working properly on the

board
It is a non-disruptive test and can be run as a health monitoring test.

DiagPhyLoopbackTest :
The PHY Loopback test verifies the PHY level loopback
functionality. In this test, a packet is sent which loops back
at PHY level and is matched against the stored packet. It is a
disruptive test and cannot be run as a health monitoring test.

DiagScratchRegisterTest :
The Scratch Register test monitors the health of application-specific
integrated circuits (ASICs) by writing values into registers and reading
back the values from these registers. It is a non-disruptive test and can
be run as a health monitoring test.

DiagPoETest :
This test checks the PoE controller functionality. This is a disruptive test
and should not be performed during normal switch operation.

DiagStackCableTest :
This test verifies the stack ring loopback functionality
in the stacking environment. It is a disruptive test and
cannot be run as a health monitoring test.

DiagMemoryTest :
This test runs the exhaustive ASIC memory test during normal switch operation
NG3K utilizes mbist for this test. Memory test is very disruptive
in nature and requires switch reboot after the test.

Controller#

次に、ブートアップレベルを表示する例を示します。

Controller# show diagnostic bootup level

Current bootup diagnostic level: minimal

Controller#
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オンライン診断に関する追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

System Management Command
Reference (Cisco WLC 5700
Series)

システム管理コマンド

Configuration Fundamentals
Command Reference, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）

プラットフォームに依存しないコマンドリファレンス

Configuration Fundamentals
Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）

プラットフォームに依存しない設定情報

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

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

オンライン診断設定の機能履歴と情報

変更リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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第 17 章

アクセスポイントへのイメージのプレダウ

ンロード

• 機能情報の確認, 245 ページ

• アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード, 245 ページ

• アクセスポイントへのイメージのプレダウンロードの制限, 246 ページ

• アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード方法, 246 ページ

• アクセスポイントプレダウンロードプロセスのモニタリング, 248 ページ

• 例：アクセスポイントプレダウンロードプロセス, 249 ページ

• アクセスポイントへのイメージプレダウンロードの追加情報, 249 ページ

• アクセスポイントへのイメージプレダウンロードの機能履歴と情報 , 250 ページ

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

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

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

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

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード
ネットワークの停止を最小限に抑えるため、アクセスポイントをリセットしたり、ネットワーク

接続を切断したりせずに、アップグレードイメージをcontrollerのアクセスポイントにダウンロー
ドできるようになりました。以前は、アップグレードイメージをcontrollerにダウンロードし、コ
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ントローラをリセットすると、アクセスポイントがディスカバリモードに移行してしまいまし

た。アクセスポイントで新しいイメージを含むコントローラが検出されると、新しいイメージが

ダウンロードされ、アクセスポイントがリセットされ、ディスカバリモードに移行し、controller
に再 joinされます。

アップグレードイメージをcontrollerにダウンロードしてから、ネットワークを稼働したままで、
イメージをアクセスポイントにダウンロードできるようになりました。両方のデバイスが稼働し

ている場合は、アクセスポイントによってcontrollerが検出され、再 joinされます。

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロードの制

限
以下は、アクセスポイントにイメージをプレダウンロードする際の制約事項です。

•同時にプレダウンロードできる最大数は、通常のイメージを同時にダウンロードする数の半
分に制限されます。この制限により、イメージのダウンロード中に、新しいアクセスポイ

ントのコントローラに joinが可能になります。

プレダウンロードの制限に達すると、イメージを取得できなかったアクセスポイントは 180
～ 600秒間スリープ状態になり、その後、再度プレダウンロードが試行されます。

•アクセスポイントの使用可能なメモリの全容量が 16 MBの場合は、アップグレードイメー
ジをダウンロードすると空き容量が不足するおそれがあるため、crash infoファイル、radio
ファイル、およびすべてのバックアップイメージが自動的に削除され、空き容量が確保され

ます。ただし、プレダウンロードイメージはアクセスポイントのバックアップイメージに

置き換えられるため、この制限はプレダウンロードプロセスには影響しません。

•すべてのプライマリ、セカンダリ、およびターシャリコントローラが同じイメージを実行す
る必要があります。そうでない場合、機能は有効ではありません。

•リセット時に、すべてのアクセスポイントでイメージのダウンロードが完了していることを
確認する必要があります。

•アクセスポイントには、2種類のソフトウェアイメージだけを保存できます。

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード方法

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード（CLI）

はじめる前に

イメージをアクセスポイントにプレダウンロードする際に、覚えておく必要がある前提条件があ

ります:

•プレダウンロードは、controllerがインストールモードで起動している場合にのみ可能です。
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• TFTPサーバ、フラッシュイメージ、または USBから新しいイメージをコピーできます。

•新しいイメージをプレダウンロードする前に、software installコマンドを使用して新しいソ
フトウェアをインストールし、reloadオプションでは noを選択します。

手順の概要

1. ap image predownload or ap ap-name predownload
2. show ap image
3. ap image swap
4. ap image reset
5. reload

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

すべてのアクセスポイントまたはcontrollerに接続し
た特定のアクセスポイントに、新しいイメージをダ

ウンロードします。

ap image predownload or ap ap-name
predownload

例：
Controller# ap image predownload
Controller# ap ap1 predownload

ステップ 1   

アクセスポイントのプレダウンロードプロセスを

確認します。

show ap image

例：
Controller# show ap image

ステップ 2   

プライマリイメージとバックアップイメージを切

り替えるように指定します。

ap image swap

例：
Controller# ap image swap

ステップ 3   

アクセスポイントをリセットします。ap image reset

例：
Controller# ap image reset

ステップ 4   

システムをリセットします。reload

例：
Controller# reload

ステップ 5   

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
    OL-32324-01-J 247

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード

アクセスポイントへのイメージのプレダウンロード（CLI）



アクセスポイントプレダウンロードプロセスのモニタ

リング
このセクションでは、アクセスポイントのプレダウンロードプロセスをモニタするためのコマン

ドについて説明します。

次のコマンドがアクセスポイントプレダウンロードプロセスをモニタするために使用できます。

表 26：アクセスポイントプレダウンロードプロセスモニタリングコマンド

目的コマンド

アクセスポイントのプレダウンロードプロセ

スを確認します。

show ap image

アクセスポイントプレダウンロードのステータスの表示

アクセスポイントプレダウンロードイメージのダウンロード中に show ap imageコマンドを入力
することで、アクセスポイントのプレダウンロードの進捗を確認できます。

Controller# show ap image
Total number of APs : 1

Number of APs
Initiated : 1
Predownloading : 1
Completed predownloading : 0
Not Supported : 0
Failed to Predownload : 0

AP Name Primary Image Backup Image Predownload Status
Predownload Ver... Next Retry Time Retry Count
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AP1 10.0.1.66 10.0.1.66 Predownloading
10.0.1.67 NA 0

Controller# show ap image

Total number of APs : 1

Number of APs
Initiated : 1
Predownloading : 0
Completed predownloading : 1
Not Supported : 0
Failed to Predownload : 0

AP Name Primary Image Backup Image Predownload Status
Predownload Ver... Next Retry Time Retry Count
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AP1 10.0.1.66 10.0.1.67 Complete
10.0.1.67 NA 0
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例：アクセスポイントプレダウンロードプロセス

次に、アクセスポイント AP1にイメージをプレダウンロードする例を示します。

Controller# ap image predownload
Controller# show ap image
Controller# ap image swap
Controller# show ap image
Controller# ap image reset
Controller# reload

アクセスポイントへのイメージプレダウンロードの追加

情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

Lightweightアクセスポイントの設定

Lightweightアクセスポイントコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

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

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

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

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

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

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

アクセスポイントへのイメージプレダウンロードの機能

履歴と情報

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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第 18 章

ソフトウェア設定のトラブルシューティン

グ

この章では、スイッチが稼働する Cisco IOSソフトウェアに関連する問題を特定し、解決する方
法について説明します。問題の性質に応じて、コマンドラインインターフェイス（CLI）、デバ
イスマネージャ、または Network Assistantを使用して、問題を特定し解決できます。

LEDの説明など、トラブルシューティングの詳細については、ハードウェアインストレーショ
ンガイドを参照してください。

• ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する情報, 251 ページ

• ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法, 260 ページ

• ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認, 273 ページ

• ソフトウェア設定のトラブルシューティングのシナリオ, 276 ページ

• ソフトウェアのトラブルシューティングの設定例, 280 ページ

• ソフトウェア設定のトラブルシューティングの機能履歴と情報, 283 ページ

ソフトウェア設定のトラブルシューティングに関する情

報

スイッチのソフトウェア障害

スイッチソフトウェアが破損する状況としては、アップグレードを行った場合、スイッチに不適

切なファイルをダウンロードした場合、イメージファイルを削除した場合などが考えられます。

いずれの場合にも、スイッチは電源投入時セルフテスト（POST）に失敗し、接続できなくなりま
す。
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関連トピック

ソフトウェアで障害が発生した場合の回復, （260ページ）

Controllerのパスワードを紛失した、または忘れた場合
controllerのデフォルト設定では、controllerに物理的にアクセスしているエンドユーザは、スイッ
チの電源投入中に起動プロセスを中断して新しいパスワードを入力することにより、パスワード

を紛失した状態から回復できます。ここで紹介する回復手順を実行するには、controllerに物理的
にアクセスする必要があります。

これらのcontrollersでは、システム管理者は、デフォルト設定に戻すことに同意した場合に限
り、エンドユーザによるパスワードのリセットを許可することによって、この機能の一部を

ディセーブルにできます。パスワード回復がディセーブルになっている場合に、エンドユー

ザがパスワードをリセットしようとすると、回復プロセス中にデフォルト設定に戻ることをリ

マインドするステータスメッセージが表示されます。

（注）

関連トピック

パスワードを忘れた場合の回復, （262ページ）

Power over Ethernet（PoE）ポート
Power over Ethernet（PoE）スイッチポートでは、回路に電力が供給されていないことをスイッチ
が検出した場合、接続している次のデバイスに電力が自動的に供給されます。

•シスコ先行標準受電装置（Cisco IP Phoneおよび Cisco Aironetアクセスポイントなど）

• IEEE 802.3af準拠の受電装置

• IEEE 802.3at準拠の受電装置

受電装置が PoEスイッチポートおよび AC電源に接続されている場合、冗長電力として利用でき
ます。受電装置が PoEポートにだけ接続されている場合、受電装置には冗長電力は供給されませ
ん。

受電装置を検出すると、スイッチは受電装置の電力要件を判断し、受電装置への電力供給を許可

または拒否します。また、スイッチは消費電力をモニタリングおよびポリシングすることで、装

置の電力消費をリアルタイムに検知できます。

詳細については、Interface ConfigurationGuide（CiscoWLC 5700 Series）の「PoEの設定」の章を参
照してください。

関連トピック

Power over Ethernet（PoE）に関するトラブルシューティングのシナリオ, （276ページ）
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電力消失によるポートの障害

PoEスイッチポートに接続され、AC電源から電力が供給されている受電装置（Cisco IP Phone
7910など）にAC電源から電力が供給されない場合、そのデバイスは errdisableステートになるこ
とがあります。 errdisableステートから回復するには、shutdownインターフェイスコンフィギュ
レーションコマンドを入力してから、no shutdownインターフェイスコマンドを入力します。ス
イッチで自動回復を設定し、errdisableステートから回復することもできます。

スイッチの場合、errdisable recovery cause loopbackおよび errdisable recovery interval secondsグ
ローバルコンフィギュレーションコマンドは、指定した期間が経過したあと自動的にインター

フェイスを errdisableステートから復帰させます。

偽のリンクアップによりポートが使用不可になる

シスコ受電装置をポートに接続し、power inline neverインターフェイスコンフィギュレーション
コマンドを使用してポートを設定した場合は、不正リンクアップが発生し、ポートが errdisableス
テートになることがあります。ポートを errdisableステートから修正するには、shutdownおよび
no shutdownインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力します。

power inline neverコマンドで設定したポートにシスコ受電装置を接続しないでください。

ping
スイッチは IPの pingをサポートしており、これを使ってリモートホストへの接続をテストでき
ます。 pingはアドレスにエコー要求パケットを送信し、応答を待ちます。 pingは次のいずれかの
応答を返します。

•正常な応答：正常な応答（hostnameが存在する）は、ネットワークトラフィックにもよりま
すが、1～ 10秒以内で発生します。

•宛先の応答なし：ホストが応答しない場合、no-answerメッセージが返ってきます。

•ホスト不明：ホストが存在しない場合、unknown hostメッセージが返ってきます。

•宛先に到達不能：デフォルトゲートウェイが指定されたネットワークに到達できない場合、
destination-unreachableメッセージが返ってきます。

•ネットワークまたはホストに到達不能：ルートテーブルにホストまたはネットワークに関す
るエントリがない場合、network or host unreachableメッセージが返ってきます。

関連トピック

pingの実行, （269ページ）

例：IPホストを pingする, （280ページ）
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レイヤ 2 の traceroute
レイヤ 2 traceroute機能により、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先デバイスへの物理
パスを識別できます。レイヤ 2 Tracerouteは、ユニキャストの送信元および宛先MACアドレスだ
けをサポートします。パス内にあるスイッチのMACアドレステーブルを使用してパスを識別し
ます。スイッチがレイヤ 2 tracerouteをサポートしないデバイスをパスで検出すると、スイッチは
レイヤ 2トレースキューを送信し続けてタイムアウトにしてしまいます。

スイッチは、送信元デバイスから宛先デバイスへのパスのみを識別できます。パケットが通過す

る、送信元ホストから送信元デバイスまで、または宛先デバイスから宛先ホストまでのパスは識

別できません。

レイヤ 2 の traceroute のガイドライン
• CiscoDiscoveryProtocol（CDP）がネットワーク上のすべてのデバイスでイネーブルでなけれ
ばなりません。レイヤ 2 tracerouteが適切に動作するために、CDPをディセーブルにしない
でください。

物理パス内のデバイスがCDPに対して透過的な場合、スイッチはこれらのデバイスを通過す
るパスを識別できません。

•スイッチは、ping特権EXECコマンドを使用して接続をテストする場合に他のスイッチから
到達できます。物理パス内のすべてのスイッチは、他のスイッチから到達可能でなければな

りません。

•パス内で識別可能な最大ホップ数は 10です。

•送信元デバイスから宛先デバイスの物理パス内にないスイッチに、traceroute macまたは
traceroute mac ip特権 EXECコマンドを実行できます。パス内のすべてのスイッチは、この
スイッチから到達可能でなければなりません。

•指定した送信元および宛先MACアドレスが同一 VLANに属する場合、traceroute macコマ
ンド出力はレイヤ 2パスのみを表示します。指定した送信元および宛先MACアドレスが、
それぞれ異なる VLANに属している場合は、レイヤ 2パスは識別されず、エラーメッセー
ジが表示されます。

•マルチキャスト送信元または宛先MACアドレスを指定すると、パスは識別されず、エラー
メッセージが表示されます。

•送信元または宛先MACアドレスが複数の VLANに属する場合は、送信元および宛先MAC
アドレスの両方が属している VLANを指定する必要があります。 VLANを指定しないと、
パスは識別されず、エラーメッセージが表示されます。

•指定した送信元および宛先MACアドレスが同一サブネットに属する場合、traceroutemac ip
コマンド出力はレイヤ2パスを表示します。 IPアドレスを指定する場合、スイッチはアドレ
ス解決プロトコル（ARP）を使用して、IPアドレスを対応するMACアドレスおよび VLAN
IDに関連付けます。
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◦指定の IPアドレスの ARPのエントリが存在している場合、スイッチは関連付けられた
MACアドレスを使用し、物理パスを識別します。

◦ ARPのエントリが存在しない場合、スイッチは ARPクエリーを送信し、IPアドレスを
解決しようと試みます。 IPアドレスが解決されない場合は、パスは識別されず、エラー
メッセージが表示されます。

•複数のデバイスがハブを介して1つのポートに接続されている場合（たとえば複数のCDPネ
イバーがポートで検出された場合）、レイヤ 2 traceroute機能はサポートされません。複数
のCDPネイバーが1つのポートで検出された場合、レイヤ2パスは特定されず、エラーメッ
セージが表示されます。

•この機能は、トークンリング VLANではサポートされません。

IP Traceroute
IP tracerouteを使用すると、ネットワーク上でパケットが通過するパスをホップバイホップで識別
できます。このコマンドを実行すると、トラフィックが宛先に到達するまでに通過するルータな

どのすべてのネットワーク層（レイヤ 3）デバイスが表示されます。

スイッチは、traceroute特権 EXECコマンドの送信元または宛先として指定できます。また、ス
イッチは tracerouteコマンドの出力でホップとして表示される場合があります。スイッチを
tracerouteの宛先とすると、スイッチは、tracerouteの出力で最終の宛先として表示されます。中
間スイッチが同じVLAN内でポート間のパケットのブリッジングだけを行う場合、tracerouteの出
力に中間スイッチは表示されません。ただし、中間スイッチが、特定のパケットをルーティング

するマルチレイヤスイッチの場合、中間スイッチは tracerouteの出力にホップとして表示されま
す。

traceroute特権 EXECコマンドは、IPヘッダーの存続可能時間（TTL）フィールドを使用して、
ルータおよびサーバで特定のリターンメッセージが生成されるようにします。 tracerouteの実行
は、ユーザデータグラムプロトコル（UDP）データグラムを、TTLフィールドが 1に設定されて
いる宛先ホストへ送信することから始まります。ルータで TTL値が 1または 0であることを検出
すると、データグラムをドロップし、インターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）
time-to-live-exceededメッセージを送信元に送信します。 tracerouteは、ICMP time-to-live-exceeded
メッセージの発信元アドレスフィールドを調べて、最初のホップのアドレスを判別します。

ネクストホップを識別するために、tracerouteは TTL値が 2の UDPパケットを送信します。 1番
めのルータは、TTLフィールドの値から1を差し引いて次のルータにデータグラムを送信します。
2番めのルータは、TTL値が 1であることを確認すると、このデータグラムを廃棄し、
time-to-live-exceededメッセージを送信元へ返します。このように、データグラムが宛先ホストに
到達するまで（またはTTLの最大値に達するまで）TTLの値は増分され、処理が続けられます。

データグラムが宛先に到達したことを学習するために、tracerouteは、データグラムの UDP宛て
先ポート番号を、宛先ホストが使用する可能性のない大きな値に設定します。ホストが、ローカ

ルで使用されない宛て先ポート番号を持つ自分自身宛てのデータグラムを受信すると、送信元に

ICMPポート到達不能エラーを送信します。ポート到達不能エラーを除くすべてのエラーは中間
ホップから送信されるため、ポート到達不能エラーを受信するということは、このメッセージが

宛て先ポートから送信されたことを意味します。
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関連トピック

IP tracerouteの実行, （270ページ）

例：IPホストに対する tracerouteの実行, （281ページ）

Time Domain Reflector ガイドライン
TimeDomainReflector（TDR）機能を使用すると、ケーブル配線の問題を診断して解決できます。
TDR稼働時、ローカルデバイスはケーブルを介して信号を送信して、最初に送信した信号と反射
された信号を比べます。

TDRは 10/100/1000の銅線イーサネットポート上でだけサポートされます。 10ギガビットイー
サネットポートまたは SFPモジュールポートではサポートされません。

TDRは次のケーブル障害を検出します。

•ツイストペアケーブルの導線のオープン、損傷、切断：導線がリモートデバイスからの導
線に接続されていない状態。

•ツイストペアケーブルの導線のショート：導線が互いに接触している状態、またはリモート
デバイスからの導線に接触している状態。たとえば、ツイストペアケーブルの一方の導線

が、もう一方の導線にはんだ付けされている場合、ツイストペアケーブルのショートが発生

します。

ツイストペアの導線の一方がオープンになっている場合、TDRはオープンになっている導線の長
さを検出できます。

次の状況で TDRを使用して、ケーブル障害を診断および解決してください。

•スイッチの交換

•配線クローゼットの設定

•リンクが確立できない、または適切に動作していない場合における、2つのデバイス間の接
続のトラブルシューティング

TDRの実行時、次の場合にスイッチは正確な情報をレポートします。

•ギガビットリンク用のケーブルが単線コアケーブル

•オープンエンドケーブルが未終端

TDRの実行時、次の場合にスイッチは正確な情報をレポートしません。

•ギガビットリンク用のケーブルがツイストペアケーブルまたは連続接続された単線コアケー
ブル

•リンクが 10 Mbまたは 100 Mb

•より線ケーブル

•リンクパートナーが Cisco IP Phone
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•リンクパートナーが IEEE 802.3に準拠していない

debug コマンド

デバッグ出力は CPUプロセスで高プライオリティが割り当てられているため、デバッグ出力
を行うとシステムが使用できなくなることがあります。したがって、debugコマンドを使用す
るのは、特定の問題のトラブルシューティング時、またはシスコのテクニカルサポート担当

者とともにトラブルシューティングを行う場合に限定してください。ネットワークトラフィッ

ク量やユーザ数が少ない期間に debugコマンドを使用することをお勧めします。デバッギン
グをこのような時間帯に行うと、debugコマンド処理のオーバーヘッドの増加によりシステム
の使用に影響が及ぶ可能性が少なくなります。

注意

debugコマンドはすべて特権 EXECモードで実行します。ほとんどの debugコマンドは引数を取
りません。

関連トピック

デバッグおよびエラーメッセージ出力のリダイレクト, （271ページ）

例：すべてのシステム診断のイネーブル化, （282ページ）

Crashinfo ファイル
crashinfoファイルには、シスコのテクニカルサポート担当者がCisco IOSイメージの障害（クラッ
シュ）が原因で起きた問題をデバッグするときに使用する情報が保存されています。スイッチは

障害発生時に 2個のファイル（fullcoreおよび crashinfo）を生成します。

この crashinfoファイルに保存される情報は、障害が発生したCisco IOSイメージの名前、バージョ
ン、プロセッサレジスタのリスト、およびスタックトレースです。 show tech-support特権EXEC
コマンドを使用することによって、この情報をシスコのテクニカルサポート担当者に提供できま

す。

ファイル名は次の形式になります。
[fullcore | crashinfo]_[process that crashed]_[date]-[timestamp]-UTC

IOSから、次のコマンドを使用して、各スイッチの crashinfoファイルを確認できます。

Controller# dir crashinfo?
crashinfo-1: crashinfo-2: crashinfo-3: crashinfo:
Controller#

たとえば、スイッチ 1の crashinfoディレクトリにアクセスするには、次のように入力します。
Controller dir crashinfo-1

ROMMONプロンプトで、dirコマンドを使用して crashinfoファイルを確認できます。

Controller: dir sda1
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次は crashinfoファイルの出力例を示します。

Controller# dir crashinfo:

Directory of crashinfo:/

12 -rwx 2768 Dec 31 1969 16:00:15 -08:00 koops.dat
15 -rwx 0 Jan 12 2000 22:53:40 -08:00 deleted_crash_files
16 -rwx 4246576 Jan 12 2000 22:53:40 -08:00 crashinfo_stack-mgr_20000113-065250-UTC

17 -rwx 50 Oct 2 2012 03:18:42 -08:00 last_crashinfo
26 -rwx 39 Jan 22 2013 14:14:14 -08:00 last_systemreport
18 -rwx 2866565 Jan 12 2000 22:53:41 -08:00 fullcore_stack-mgr_20000113-065250-UTC

20 -rwx 4391796 Feb 1 2000 17:50:44 -08:00 crashinfo_stack-mgr_20000202-014954-UTC

21 -rwx 2920325 Feb 1 2000 17:50:45 -08:00 fullcore_stack-mgr_20000202-014954-UTC
34817 -rw- 1050209 Jan 10 2013 20:26:23 -08:00 system-report_1_20130111-042535-UTC.gz
18434 -rw- 1016913 Jan 11 2013 10:35:28 -08:00 system-report_1_20130111-183440-UTC.gz
18435 -rw- 1136167 Jan 22 2013 14:14:11 -08:00 system-report_1_20130122-221322-UTC.gz
34821 -rw- 1094631 Jan 2 2013 17:59:23 -08:00 system-report_1_20130103-015835-UTC.gz

6147 -rw- 967429 Jan 3 2013 10:32:44 -08:00 system-report_1_20130103-183156-UTC.gz
34824 -rwx 50 Jan 22 2013 14:14:14 -08:00 deleted_sysreport_files
6155 -rwx 373 Jan 22 2013 14:14:13 -08:00 last_systemreport_log

145898496 bytes total (18569216 bytes free)
stack3#

The file name of the most recent crashinfo file is stored in last_crashinfo.
The file name of the most recent system report is stored in last_systemreport.

Controller#

システムレポート

コントローラのクラッシュが発生すると、スイッチスタックの各スイッチについて、システムレ

ポートが自動的に生成されます。システムレポートファイルは、すべてのトレースバッファ、

およびスイッチ上にあるその他のシステム全体のログをキャプチャします。システムレポート

は、次の形式で crashinfoディレクトリにあります。
system-report_[switch number]_[date]-[timestamp]-UTC.gz

スイッチのクラッシュの後には、システムレポートファイルが生成されているかどうか確認する

必要があります。最後に生成されたシステムレポートファイルは crashinfoディレクトリの下に
last_systemreportというファイル名で保存されます。問題のトラブルシューティングを行う場合に
は、システムレポートおよび crashinfoファイルが TACの役に立ちます。

スイッチのオンボード障害ロギング

オンボード障害ロギング（OBFL）機能を使用すれば、スイッチに関する情報を収集できます。
この情報には稼働時間、温度、電圧などの情報が含まれており、シスコのテクニカルサポート担

当者がスイッチの問題をトラブルシューティングする際に役立ちます。 OBFLはイネーブルにし
ておき、フラッシュメモリに保存されたデータは消さないようにすることを推奨します。
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OBFLは、デフォルトでイネーブルになっています。スイッチおよび Small Form-Factor Pluggable
（SFP）モジュールに関する情報が収集されます。スイッチは、次の情報をフラッシュメモリに
保存します。

• CLIコマンド：スタンドアロンスイッチまたはスイッチスタックメンバに入力されたOBFL
CLIコマンドの記録。

•環境データ：スタンドアロンスイッチまたはスタックメンバおよび接続されているすべての
FRUデバイスの Unique Device Identifier（UDI）情報、製品 ID（PID）、バージョン ID
（VID）、およびシリアル番号。

•メッセージ：スタンドアロンスイッチまたはスタックメンバにより生成されたハードウェ
ア関連のシステムメッセージの記録。

• Power over Ethernet（PoE）：スタンドアロンスイッチまたはスタックメンバの PoEポート
の電力消費の記録。

•温度：スタンドアロンスイッチまたはスタックメンバの温度。

•稼働時間：スタンドアロンスイッチまたはスタックメンバが起動されたときの時刻、スイッ
チが再起動された理由、およびスイッチが最後に再起動されて以来の稼働時間。

•電圧：スタンドアロンスイッチまたはスタックメンバのシステム電圧。

システム時計は、手動で時刻を設定するか、またはネットワークタイムプロトコル（NTP）を使
用するように設定します。

スイッチの稼働中には、show logging onboard特権 EXECコマンドを使用することにより、OBFL
データを取得できます。スイッチに障害が発生した場合のデータの取得方法については、お客様

担当のシスコテクニカルサポート担当者にお問い合わせください。

OBFLがイネーブルになっているスイッチが再起動された場合、新しいデータの記録が開始する
までに 10分間の遅延があります。

関連トピック

OBFLの設定, （272ページ）

OBFL情報の表示, （273ページ）

ファン障害

デフォルトでは、この機能はディセーブルです。現場交換可能ユニット（FRU）または電源装置
の複数のファンが故障した場合、スイッチはシャットダウンせず、次のようなエラーメッセージ

が表示されます。

Multiple fan(FRU/PS) failure detected. System may get overheated. Change fan quickly.

スイッチが過熱状態となり、シャットダウンすることもあります。
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ファン障害管理機能をイネーブルにするには、system env fan-fail-action shut特権 EXECコマンド
を入力します。スイッチ内の複数のファンに障害が発生した場合、スイッチは自動的にシャット

ダウンし、次のようなエラーメッセージが表示されます。

Faulty (FRU/PS) fans detected, shutting down system!

最初のファンの停止後、スイッチが 2つめのファンの障害を検知した場合、スイッチは 20秒待機
してからシャットダウンします。

スイッチを再起動するには、電源をオフにしてから再度オンにする必要があります。

CPU 使用率が高い場合に起こりうる症状
CPU使用率が高すぎることで次の症状が発生する可能性がありますが、他の原因で発生する場合
もあります。

•スパニングツリートポロジの変更

•通信が切断されたために EtherChannelリンクがダウンした

•管理要求（ICMP ping、SNMPのタイムアウト、低速な Telnetまたは SSHセッション）に応
答できない

• UDLDフラッピング

• SLAの応答が許容可能なしきい値を超えたことによる IP SLAの失敗

•スイッチが要求を転送しない、または要求に応答しない場合の DHCPまたは IEEE 802.1xの
処理の失敗

ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法

ソフトウェアで障害が発生した場合の回復

はじめる前に

ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作する必要があります。
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ここで紹介する手順では、破損したイメージファイルまたは不適切なイメージファイルの回復に

boot loaderコマンドおよび TFTPを使用します。

ステップ 1 PC上で、Cisco.comからソフトウェアイメージファイル（image.bin）をダウンロードします。
ステップ 2 TFTPサーバにソフトウェアイメージをロードします。

ステップ 3 PCをスイッチのイーサネット管理ポートに接続します。

ステップ 4 スイッチの電源コードを外します。

ステップ 5 Modeボタンを押しながら、電源コードをスイッチに再接続します。

ステップ 6 ブートローダ（ROMMON）プロンプトで、TFTPサーバに pingを実行できることを確認します。
a) 次のコマンドを実行して、IPアドレスを設定します。switch: set IP_ADDR ip_address subnet_mask

例：
switch: set IP_ADDR 192.0.2.123/255.255.255.0

b) 次のコマンドを実行して、デフォルトルータの IPアドレスを設定します。 switch: set
DEFAULT_ROUTER ip_address

例：
switch: set DEFAULT_ROUTER 192.0.2.1

c) 次のコマンドを実行して、TFTPサーバに pingを実行できることを確認します。 switch: ping
ip_address_of_TFTP_server

例：
switch: ping 192.0.2.15
ping 192.0.2.1 with 32 bytes of data...
Host 192.0.2.1 is alive.
switch:

ステップ 7 リカバリパーティション（sda9:）に回復イメージが存在することを確認します。
この回復イメージは、emergency-install機能を使用して回復を実施する場合に必要となります。

例：

switch: dir sda9:
Directory of sda9:/

2 drwx 1024 .
2 drwx 1024 ..
11 -rw- 18923068 c3850-recovery.bin

36939776 bytes available (20830208 bytes used)
switch:

ステップ 8 ブートローダ（ROMMON）プロンプトで、emergency-install機能を開始します。この機能を使用すると、
スイッチでソフトウェアイメージを容易に回復できます。

警告：emergency-installコマンドを実行すると、ブートブラッシュ全体が消去されます。

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
    OL-32324-01-J 261

ソフトウェア設定のトラブルシューティング

ソフトウェアで障害が発生した場合の回復



例：

関連トピック

スイッチのソフトウェア障害, （251ページ）

パスワードを忘れた場合の回復

スイッチのデフォルト設定では、スイッチを直接操作するエンドユーザが、スイッチの電源投入

時に起動プロセスを中断して新しいパスワードを入力することにより、パスワードを紛失した状

態から回復できます。ここで紹介する回復手順を実行するには、スイッチを直接操作してくださ

い。

これらのスイッチでは、システム管理者はデフォルト設定に戻す場合に限りエンドユーザに

よるパスワードのリセットを許可することによって、この機能の一部をディセーブルにできま

す。パスワード回復がディセーブルになっている場合に、エンドユーザがパスワードをリセッ

トしようとすると、回復プロセスの間、ステータスメッセージにその旨が表示されます。

（注）

手順の概要

1. 端末または PCをスイッチに接続します。
2. エミュレーションソフトウェアの回線速度を 9600ボーに設定します。
3. スタンドアロンスイッチまたはスイッチスタック全体の電源を切断します。
4. またはに電源コードを再接続します。 15秒以内にModeボタンを押します。このときシステ
ム LEDはグリーンに点滅しています。すべてのシステム LEDが点灯した状態になるまで、
MODEボタンを押し続けます。その後、MODEボタンを放します。

5. パスワードの回復後、スイッチまたはをリロードします。
6. スタック内の残りのスイッチに電源を投入します。

手順の詳細

ステップ 1 端末または PCをスイッチに接続します。

•端末または端末エミュレーションソフトウェアが稼働している PCをスイッチのコンソールポート
に接続します。スイッチスタックのパスワードを回復する場合は、またはのコンソールポートに接

続します。

• PCをイーサネット管理ポートに接続します。スイッチスタックのパスワードを回復する場合は、ス
タックメンバのイーサネット管理ポートに接続します。
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ステップ 2 エミュレーションソフトウェアの回線速度を 9600ボーに設定します。

ステップ 3 スタンドアロンスイッチまたはスイッチスタック全体の電源を切断します。

ステップ 4 またはに電源コードを再接続します。 15秒以内にModeボタンを押します。このときシステム LEDはグ
リーンに点滅しています。すべてのシステム LEDが点灯した状態になるまで、MODEボタンを押し続け
ます。その後、MODEボタンを放します。

•

Switch:
Xmodem file system is available.
Base ethernet MAC Address: 20:37:06:4d:e9:80
Verifying bootloader digital signature.

The system has been interrupted prior to loading the operating
system software, console will be reset to 9600 baud rate.

「パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順」セクションに記載されている手順を実行し

ます。

ステップ 5 パスワードの回復後、スイッチまたはをリロードします。

スイッチ

Switch> reload
Proceed with reload? [confirm] y

アクティブスイッチの場合

Switch> reload slot <stack-active-member-number>
Proceed with reload? [confirm] y

ステップ 6 スタック内の残りのスイッチに電源を投入します。

関連トピック

Controllerのパスワードを紛失した、または忘れた場合, （252ページ）

パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順

パスワード回復操作がイネーブルになっている場合は、次のメッセージが表示されます。

ステップ 1 次のコマンドでスタートアップコンフィギュレーションを無視します。

Controller: SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1
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ステップ 2 フラッシュからの packages.confファイルのスイッチを起動します。

Controller: boot flash:packages.conf

ステップ 3 Noと応答して初期設定ダイアログを終了します。

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: No

ステップ 4 スイッチプロンプトで、特権 EXECモードを開始します。

Controller> enable
Switch#

ステップ 5 スタートアップコンフィギュレーションを実行コンフィギュレーションにコピーします。

Controller# copy startup-config running-config Destination filename [running-config]?

確認を求めるプロンプトに、Returnを押して応答します。これで、コンフィギュレーションファイルが
リロードされ、パスワードを変更できます。

ステップ 6 グローバルコンフィギュレーションモードを開始して、イネーブルパスワードを変更する。

Controller# configure terminal
Controller(config)#

ステップ 7 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションファイルに書き込みます。

Controller# copy running-config startup-config

ステップ 8 手動ブートモードがイネーブルになっていることを確認します。

Controller# show boot

BOOT variable = flash:packages.conf;
Manual Boot = yes
Enable Break = yes

ステップ 9 controllerをリロードします。

Controller# reload

ステップ 10 （ステップ 2と 3で変更した）ブートローダパラメータを元の値に戻します。

Controller: switch: SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=0
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ステップ 11 フラッシュからの packages.confファイルのcontrollerを起動します。

Controller: boot flash:packages.conf

ステップ 12 controllerのブート後に、controllerで手動ブートをディセーブルにします。

Controller(config)# no boot manual

パスワード回復がディセーブルになっている場合の手順

パスワード回復メカニズムがディセーブルの場合、次のメッセージが表示されます。

The password-recovery mechanism has been triggered, but
is currently disabled. Access to the boot loader prompt
through the password-recovery mechanism is disallowed at
this point. However, if you agree to let the system be
reset back to the default system configuration, access
to the boot loader prompt can still be allowed.

Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)?

スイッチをデフォルト設定に戻すと、既存の設定がすべて失われます。システム管理者に問

い合わせて、バックアップスイッチと VLAN（仮想 LAN）コンフィギュレーションファイル
があるかどうかを確認してください。

注意

• n（no）を入力すると、Modeボタンを押さなかった場合と同様に、通常の起動プロセスが継
続されます。ブートローダプロンプトにはアクセスできません。したがって、新しいパス

ワードを入力できません。次のメッセージが表示されます。

Press Enter to continue........

• y（yes）を入力すると、フラッシュメモリ内のコンフィギュレーションファイルおよびVLAN
データベースファイルが削除されます。デフォルト設定がロードされるときに、パスワー

ドをリセットできます。

ステップ 1 パスワード回復手順の継続を選択すると、既存の設定が失われます。

Would you like to reset the system back to the default configuration (y/n)? Y
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ステップ 2 フラッシュメモリの内容を表示します。
Controller: dir flash:

スイッチのファイルシステムが表示されます。

ステップ 3 システムを起動します。
Controller: boot

セットアッププログラムを起動するように求められます。パスワード回復手順を継続するには、プロン

プトに Nを入力します。

Continue with the configuration dialog? [yes/no]: N

ステップ 4 スイッチプロンプトで、特権 EXECモードを開始します。
Controller> enable

ステップ 5 グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
Controller# configure terminal

ステップ 6 パスワードを変更します。
Controller(config)# enable secret password

シークレットパスワードは 1～ 25文字の英数字です。数字で始めることができます。大文字と小文字が
区別され、スペースを使用できますが、先行スペースは無視されます。

ステップ 7 特権 EXECモードに戻ります。
Controller(config)# exit
Controller#

ステップ 9に進む前に、接続されているすべてのスタックメンバの電源を入れ、それらが完全
に初期化されるまで待ちます。

（注）

ステップ 8 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションファイルに書き込みます。

Controller# copy running-config startup-config

新しいパスワードがスタートアップコンフィギュレーションに組み込まれました。

ステップ 9 ここでスイッチを再設定する必要があります。システム管理者によって、バックアップスイッチとVLAN
コンフィギュレーションファイルが使用可能に設定されている場合は、これらを使用します。
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スイッチスタックの問題の防止

スイッチスタックの問題を回避するには、次を実行する必要があります。

•スイッチスタックにスイッチを追加したりそこから取り外したりする場合には、必ずスイッ
チの電源を切ってください。スイッチスタックでの電源関連のあらゆる考慮事項について

は、ハードウェアインストレーションガイドの「Switch Installation（スイッチのインストー
ル）」の章を参照してください。

•スタックモード LEDが点灯するまで、スタックメンバのModeボタンを押します。スイッ
チの最後の 2つのポート LEDがグリーンになります。スイッチモデルに応じて、最後の 2
つのポートは 10/100/1000ポートまたは Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュールになり
ます。最後の2つのポートLEDの片方または両方がグリーンになっていない場合は、スタッ
クが全帯域幅で稼働していません。

•スイッチスタックを管理する場合は、1つの CLIセッションだけを使用することを推奨しま
す。に複数のCLIセッションを使用する場合は注意が必要です。 1つのセッションで入力し
たコマンドは、別のセッションには表示されません。そのため、コマンドを入力したセッ

ションを識別できなくなることがあります。

•スタック内での位置に従ってスタックメンバ番号を手動で割り当てると、リモートから行う
スイッチスタックのトラブルシューティングが容易になります。ただし、後からスイッチ

を追加したり、削除したり、場所を入れ替えたりする際に、スイッチに手動で番号を割り当

てたことを覚えておく必要があります。スタックメンバ番号を手動で割り当てるには、switch
current-stack-member-number renumber new-stack-member-numberグローバルコンフィギュレー
ションコマンドを使用します。

スタックメンバをまったく同じモデルで置き換えると、新しいスイッチは、置き換えられたス

イッチとまったく同じ設定で稼働します。この場合、新しいスイッチは置き換えられたスイッチ

と同じメンバ番号を使用するものと想定されます。

電源が入った状態のスタックメンバを取り外すと、スイッチスタックが、それぞれ同じ設定を持

つ 2つ以上のスイッチスタックに分割（パーティション化）されます。スイッチスタックを分
離されたままにしておきたい場合は、新しく作成されたスイッチスタックの IPアドレス（複数の
場合あり）を変更してください。パーティション化されたスイッチスタックを回復するには、次

の手順に従います。

1 新しく作成されたスイッチスタックの電源を切ります。

2 新しいスイッチスタックを、StackWise Plusポートを介して元のスイッチスタックに再度接続
します。

3 スイッチの電源を入れます。
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自動ネゴシエーションの不一致の防止

IEEE802.3ab自動ネゴシエーションプロトコルは速度（10Mbps、100Mbps、およびSFPモジュー
ルポート以外の 1000 Mbps）およびデュプレックス（半二重または全二重）に関するスイッチの
設定を管理します。このプロトコルは設定を適切に調整しないことがあり、その場合はパフォー

マンスが低下します。不一致は次の条件で発生します。

•手動で設定した速度またはデュプレックスのパラメータが、接続ポート上で手動で設定され
た速度またはデュプレックスのパラメータと異なっている場合。

•ポートを自動ネゴシエーションに設定したが、接続先ポートは自動ネゴシエーションを使用
しない全二重に設定されている場合。

スイッチのパフォーマンスを最大限に引き出してリンクを確保するには、次のいずれかの注意事

項に従って、デュプレックスおよび速度の設定を変更してください。

•速度とデュプレックスの両方について、両方のポートで自動ネゴシエーションを実行させま
す。

•接続の両側でポートの速度とデュプレックスのパラメータを手動で設定します。

接続先装置が自動ネゴシエーションを実行しない場合は、2つのポートのデュプレックス設定
を一致させます。速度パラメータは、接続先のポートが自動ネゴシエーションを実行しない

場合でも自動調整が可能です。

（注）

SFP モジュールのセキュリティと識別に関するトラブルシューティン
グ

シスコのSmall Form-Factor Pluggable（SFP）モジュールは、モジュールのシリアル番号、ベンダー
名とベンダー ID、一意のセキュリティコード、および巡回冗長検査（CRC）が格納されたシリア
ルEEPROM（電気的に消去可能でプログラミング可能なROM）を備えています。スイッチにSFP
モジュールを装着すると、スイッチソフトウェアは、EEPROMを読み取ってシリアル番号、ベン
ダー名、およびベンダー IDを確認し、セキュリティコードおよびCRCを再計算します。シリア
ル番号、ベンダー名、ベンダー ID、セキュリティコード、またはCRCが無効な場合、ソフトウェ
アは、セキュリティエラーメッセージを生成し、インターフェイスを errdisableステートにしま
す。
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セキュリティエラーメッセージは、GBIC_SECURITY機能を参照します。スイッチは、SFP
モジュールをサポートしていますが、GBIC（ギガビットインターフェイスコンバータ）モ
ジュールはサポートしていません。エラーメッセージテキストは、GBICインターフェイス
およびモジュールを参照しますが、セキュリティメッセージは、実際は SFPモジュールおよ
びモジュールインターフェイスを参照します。

（注）

他社の SFPモジュールを使用している場合、スイッチから SFPモジュールを取り外し、シスコの
モジュールに交換します。シスコの SFPモジュールを装着したら、errdisable recovery cause
gbic-invalidグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用してポートステータスを確認し、
errdisableステートから回復する時間間隔を入力します。この時間間隔が経過すると、スイッチは
errdisableステートからインターフェイスを復帰させ、操作を再試行します。

モジュールがシスコ製 SFPモジュールとして識別されたにもかかわらず、システムがベンダー
データ情報を読み取ってその情報が正確かどうかを確認できないと、SFPモジュールエラーメッ
セージが生成されます。この場合、SFPモジュールを取り外して再び装着してください。それで
も障害が発生する場合は、SFPモジュールが不良品である可能性があります。

SFP モジュールステータスのモニタリング
show interfaces transceiver特権 EXECコマンドを使用すると、SFPモジュールの物理または動作
ステータスを確認できます。このコマンドは、温度や特定のインターフェイス上の SFPモジュー
ルの現状などの動作ステータスと、アラームステータスを表示します。また、このコマンドを使

用して SFPモジュールの速度およびデュプレックス設定も確認できます。

ping の実行
別の IPサブネットワーク内のホストに pingを実行する場合は、ネットワークへのスタティック
ルートを定義するか、またはこれらのサブネット間でルーティングされるように IPルーティング
を設定する必要があります。

IPルーティングは、デフォルトではすべてのスイッチでディセーブルになります。

pingコマンドでは、他のプロトコルキーワードも使用可能ですが、このリリースではサポー
トされていません。

（注）

このコマンドは、スイッチからネットワーク上の他のデバイスに pingを実行する目的で使用しま
す。

目的コマンド

IPまたはホスト名やネットワークアドレスを
指定してリモートホストにpingを実行します。

ping ip host | address

Controller# ping 172.20.52.3
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関連トピック

ping, （253ページ）
例：IPホストを pingする, （280ページ）

温度のモニタ

スイッチは温度条件をモニタし、温度情報を使用してファンを制御します。

温度の値、状態、しきい値を表示するには、show env temperature status特権 EXECコマンドを使
用します。温度の値は、スイッチ内の温度であり、外部の温度ではありません。system env
temperature threshold yellow valueグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、黄
色のしきい値レベル（摂氏）のみを設定し、黄色のしきい値および赤のしきい値の差を設定でき

ます。グリーンまたはレッドのしきい値は設定できません。

物理パスのモニタリング

次のいずれかの特権 EXECコマンドを使用して、パケットが通過する、送信元デバイスから宛先
デバイスへの物理パスをモニタできます。

表 27：物理パスのモニタリング

目的コマンド

指定の送信元MACアドレスから、指定の宛先
MACアドレスまでをパケットが通過するレイ
ヤ 2パスを表示します。

tracetroute mac [interface interface-id]
{source-mac-address} [interface interface-id]
{destination-mac-address} [vlan vlan-id] [detail]

指定の送信元 IPアドレスまたはホスト名から、
指定の宛先 IPアドレスまたはホスト名を通過
するパケットのレイヤ 2パスを表示します。

tracetroute mac ip {source-ip-address |
source-hostname}{destination-ip-address |
destination-hostname} [detail]

IP traceroute の実行

traceroute特権 EXECコマンドでは、他のプロトコルキーワードも使用可能ですが、このリ
リースではサポートされていません。

（注）
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目的コマンド

ネットワーク上でパ

ケットが通過するパ

スを追跡します。

traceroute ip host
Controller# traceroute ip 192.51.100.1

関連トピック

IP Traceroute , （255ページ）
例：IPホストに対する tracerouteの実行, （281ページ）

TDR の実行および結果の表示
TDRを実行する場合、test cable-diagnostics tdr interface interface-id特権 EXECコマンドを実行し
ます。

TDRの結果を表示するには、show cable-diagnostics tdr interface interface-id特権 EXECコマンド
を実行します。

デバッグおよびエラーメッセージ出力のリダイレクト

ネットワークサーバはデフォルトで、debugコマンドおよびシステムエラーメッセージの出力を
コンソールに送信します。このデフォルトの設定を使用する場合は、コンソールポートまたは

イーサネット管理ポートに接続する代わりに、仮想端末接続によってデバッグ出力をモニタでき

ます。

指定できる宛先として、コンソール、仮想端末、内部バッファ、および syslogサーバを実行して
いる UNIXホストがあります。 Syslogフォーマットは、4.3 Berkeley Standard Distribution（BSD）
UNIXおよびそのバリエーションと互換性があります。

デバッグの出力先がシステムのオーバーヘッドに影響を与えることがないように注意してくだ

さい。コンソールにメッセージを記録する場合は、かなり大きなオーバーヘッドが発生しま

す。仮想端末にメッセージを記録する場合は、発生するオーバーヘッドは少ないです。Syslog
サーバでメッセージロギングを行うと、オーバーヘッドはさらに小さくなり、内部バッファ

であれば最小限ですみます。

（注）

関連トピック

debugコマンド, （257ページ）

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
    OL-32324-01-J 271

ソフトウェア設定のトラブルシューティング

TDR の実行および結果の表示



show platform forward コマンドの使用
show platform forward特権 EXECコマンドの出力からは、インターフェイスに入るパケットがシ
ステムを介して送信された場合、転送結果に関して、有意義な情報がいくつか得られます。パ

ケットに関して入力されたパラメータに応じて、ルックアップテーブル結果、転送宛先の計算に

使用されるポートマップ、ビットマップ、および出力側の情報が表示されます。

このコマンドで出力される情報のほとんどは、主に、スイッチの特定用途向け集積回路（ASIC）
に関する詳細情報を使用するテクニカルサポート担当者に役立つものです。ただし、パケット転

送情報はトラブルシューティングにも役立ちます。

OBFL の設定

OBFLはディセーブルにせず、フラッシュメモリに保存されたデータは削除しないことを推奨
します。

注意

• OBFLをイネーブルにするには、hw-switch switch [switch-number] logging onboard [message
level level]グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。スイッチの場合、
switch-numberに指定できる範囲は 1～ 9です。スイッチが生成してフラッシュメモリに保
存するハードウェア関連のメッセージの重大度を指定するには、message level levelパラメー
タを使用します。

• OBFLデータをローカルネットワークまたは指定したファイルシステムにコピーするには、
copy onboard switch switch-number url url-destination特権 EXECコマンドを使用します。

• OBFLをディセーブルにするには、nohw-switch switch [switch-number] logging onboard [message
level]グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

•フラッシュメモリ内の稼働時間とCLIコマンド情報以外のすべてのOBFLデータをクリアす
るには、clear onboard switch switch-number特権 EXECコマンドを使用します。

•スイッチスタックでは、hw-switch switch [switch-number] logging onboard [message level level]
グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用することにより、スタンドアロンスイッ

チまたはすべてのスタックメンバの OBFLをイネーブルにできます。

•のメンバスイッチの OBFLをイネーブルまたはディセーブルにできます。

関連トピック

スイッチのオンボード障害ロギング, （258ページ）
OBFL情報の表示, （273ページ）
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ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認

OBFL 情報の表示

表 28：OBFL 情報を表示するためのコマンド

目的コマンド

スタンドアロンスイッチまたは指定さ

れたスタックメンバで入力されたOBFL
CLIコマンドを表示します。

show onboard switch switch-number clilog
Controller# show onboard switch 1 clilog

スタンドアロンスイッチまたは指定さ

れたスタックメンバおよび接続されて

いるすべての FRUデバイスの UDI情
報、PID、VID、およびシリアル番号を
表示します。

show onboard switch switch-number environment
Controller# show onboard switch 1 environment

スタンドアロンスイッチまたは指定さ

れたスタックメンバによって生成され

たハードウェア関連のメッセージを表示

します。

show onboard switch switch-numbermessage
Controller# show onboard switch 1 message

スタンドアロンスイッチまたは指定し

たスタックメンバのカウンタ情報を表

示します。

show onboard switch switch-number counter
Controller# show onboard switch 1 counter

スタンドアロンスイッチまたは指定さ

れたスイッチスタックメンバの温度を

表示します。

show onboard switch switch-number temperature
Controller# show onboard switch 1 temperature

スタンドアロンスイッチまたは指定さ

れたスタックメンバが起動した時刻、

スタンドアロンスイッチまたは指定さ

れたスタックメンバが再起動された理

由、およびスタンドアロンスイッチま

たは指定されたスタックメンバが最後

に再起動されて以来の稼働時間を表示し

ます。

show onboard switch switch-number uptime
Controller# show onboard switch 1 uptime

スタンドアロンスイッチまたは指定さ

れたスタックメンバのシステム電圧を

表示します。

show onboard switch switch-number voltage
Controller# show onboard switch 1 voltage
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目的コマンド

スタンドアロンスイッチまたは指定さ

れたスタックメンバの状態を表示しま

す。

show onboard switch switch-number status
Controller# show onboard switch 1 status

関連トピック

スイッチのオンボード障害ロギング, （258ページ）
OBFLの設定, （272ページ）

例：高い CPU 使用率に関する問題と原因の確認
CPU使用率が高いことが問題となっているかどうか判別するには、show processes cpu sorted特権
EXECコマンドを入力します。出力例の 1行目にある下線が付いた部分に注目してください。

Controller# show processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 8%/0%; one minute: 7%; five minutes: 8%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
309 42289103 752750 56180 1.75% 1.20% 1.22% 0 RIP Timers
140 8820183 4942081 1784 0.63% 0.37% 0.30% 0 HRPC qos request
100 3427318 16150534 212 0.47% 0.14% 0.11% 0 HRPC pm-counters
192 3093252 14081112 219 0.31% 0.14% 0.11% 0 Spanning Tree
143 8 37 216 0.15% 0.01% 0.00% 0 Exec
...
<output truncated>

この例は、正常な CPU使用率を示しています。この出力によると、最後の 5秒間の使用率が
8%/0%となっていますが、この意味は次のとおりです。

• Cisco IOSの処理時間と割り込みの処理にかかった時間を合わせた CPUの合計の使用率は全
体の 8%

•割り込みの処理にかかった時間は全体の 0%

表 29：CPU 使用率に関する問題のトラブルシューティング

改善処置原因問題のタイプ

ネットワークパケットのソー

スを判別する。データの流れ

を遮断するか、スイッチの設定

を変更します。「Analyzing
Network Traffic（ネットワーク
トラフィックの解析）」の項を

参照してください。

CPUがネットワークから受信
するパケット数が多すぎる。

割り込みのパーセント値が合計

の CPU使用率の値とほぼ同程
度に高い
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改善処置原因問題のタイプ

異常なイベントを特定して根本

的な原因を解消する。

「Debugging Active Processes
（アクティブなプロセスのデ

バッグ）」のセクションを参照

してください。

CPU時間を過度に消費する
Cisco IOS処理が 1つ以上存在
する。これは通常、処理をア

クティブ化するイベントによっ

て始動されます。

割り込みの所要時間は最小限で

あったにもかかわらず CPUの
合計使用率が 50%を超える
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ソフトウェア設定のトラブルシューティングのシナリオ

Power over Ethernet（PoE）に関するトラブルシューティングのシナリ
オ

表 30：PoE に関するトラブルシューティングのシナリオ

考えられる原因と解決法症状または問題

この受電装置が他のPoEポートで動作するかを確認します。

ポートがシャットダウンまたは errdisableになっていないか
を確認するために、ユーザ EXECコマンドの show runまた
は show interface statusを使用します。

ほとんどのスイッチはポートがシャットダウンし

ているときはポートの電力供給をオフにします。

これは、IEEE仕様でこれがオプションに指定され
ている場合も同様です。

（注）

受電装置からスイッチポートまでのイーサネットケーブル

の動作が正常であることを確認します。具体的には、既知の

正常な PoE非対応のイーサネット装置とイーサネットケー
ブルを接続して、受電装置がリンクを確立し他のホストとト

ラフィックを交換することを確認します。

スイッチのフロントパネルから受電装置までのケーブル長

の合計が 100メートル以下であることを確認します。

スイッチポートからイーサネットケーブルを外します。短

いイーサネットケーブルを使用して、既知の正常なイーサ

ネット装置を、スイッチのフロントパネルの（パッチパネ

ルではない）このポートに直接接続します。これによって

イーサネットリンクが確立され他のホストとトラフィック

を交換できることを確認します。あるいは、ポートのVLAN
SVIでpingを実行してください。次に、受電装置をこのポー
トに接続し、電源がオンになることを確認します。

パッチコードをスイッチポートに接続しても受電装置の電

源がオンにならない場合、接続する受電装置の合計数とス

イッチの電力バジェット（使用可能なPoE）とを比較してく
ださい。使用可能な電力量を確認するには、show power
inlineコマンドを使用します。

1つのポートだけに PoEがない。

1つのスイッチポートに限り問題
が発生する。このポートでは PoE
装置と PoE非対応の装置のいずれ
も動作しないが、他のポートでは

動作する。
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考えられる原因と解決法症状または問題

すべてのポートまたは 1つのポー
トグループでPoEが機能しない。

すべてのスイッチポートで問題が

発生する。電力が供給されていな

いイーサネット装置がどのポート

でもイーサネットリンクを確立で

きず、PoE装置の電源がオンにな
りません。
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考えられる原因と解決法症状または問題

電力に関するアラームが継続的に発生する、断続的に発生す

る、または再発する場合は、可能であれば電源モジュールを

交換します（現場交換可能ユニットです）。そうでない場

合はスイッチを交換してください。

連続する複数のポートで問題があるものの、すべてのポート

で問題が発生するわけではない場合、電源の故障ではないと

考えられ、スイッチのPoEレギュレータに関連した異常の可
能性があります。

PoEの状況やステータスの変更について過去に報告されてい
るアラームまたはシステムメッセージがないか、show log特
権 EXECコマンドを使用して調べます。

アラームがない場合は、show interface statusコマンドを使用
して、ポートがシャットダウンしていないかerrdisableになっ
ていないかを確認します。ポートが errdisableの場合、shut
およびno shutインターフェイスコンフィギュレーションコ
マンドを使用してポートを再びイネーブルにします。

特権 EXECコマンドの show env powerおよび show power
inlineを使用して、PoEのステータスおよび電力バジェット
（使用可能な PoE）を調べます。

実行コンフィギュレーションを調べて power inline neverが
このポートに設定されていないことを確認します。

受電していないイーサネット装置をスイッチポートに直接

接続します。接続には短いパッチコードだけを使用します。

既存の配線ケーブルは使用しないでください。 shutおよび
no shutインターフェイスコンフィギュレーションコマンド
を入力し、イーサネットリンクが確立されていることを確

認します。正しく接続している場合、短いパッチコードを

使用して受電装置をこのポートに接続し、電源がオンになる

ことを確認します。装置の電源がオンになったら、すべて

の中間パッチパネルが正しく接続されているか確認してく

ださい。

1本を除くすべてのイーサネットケーブルをスイッチポー
トから抜きます。短いパッチコードを使用して、1つのPoE
ポートにだけ受電装置を接続します。スイッチポートから

の受電に比較して、受電装置が多くの電力を必要としないこ

とを確認してください。

show power inline特権EXECコマンドを使用して、ポートが
シャットダウンしていない場合に、受電装置に電力が供給さ

れることを確認します。あるいは、受電装置を観察して電

源がオンになることを確認してください。
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考えられる原因と解決法症状または問題

1台の受電装置だけがスイッチに接続しているときに電力が
供給される場合、残りのポートで shutおよび no shutイン
ターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力して

から、イーサネットケーブルをスイッチの PoEポートに 1
本ずつ再び接続してください。 show interface statusおよび
show power inline特権EXECコマンドを使用して、インライ
ン電力統計およびポートステータスをモニタします。

すべてのポートで、まだPoEが機能しない場合は、電源装置
のPoEセクションでヒューズを開くことができる場合があり
ます。この場合、アラームが生成されるのが一般的です。

過去にシステムメッセージでアラームが報告されていない

か、ログをもう一度チェックしてください。

スイッチから受電装置までのすべての電気系統を確認してく

ださい。信頼性の低い接続は、電力供給の中断や受電装置

の機能が不安定になる原因となり、受電装置の断続的な切断

やリロードなどが発生します。

スイッチポートから受電装置までのケーブル長が 100メー
トル以下であることを確認してください。

スイッチが配置されている場所で電気環境にどのような変化

があるか、切断時に、受電装置に何が起きるかについて注意

してください。

切断と同時にエラーメッセージが表示されたか注意します。

show log特権 EXECコマンドを使用してエラーメッセージ
を確認します。

リロードの発生直前に IP PhoneからCallManagerへのアクセ
スが失われていないか確認してください（PoEの障害ではな
くネットワークに問題が発生している場合があります）。

受電装置をPoE非対応の装置に交換し、装置が正しく動作す
ることを確認します。PoE非対応の装置にリンク障害または
高いエラー率がある場合、スイッチポートと受電装置を接

続する信頼性の低いケーブル接続が問題の可能性がありま

す。

Cisco IP Phoneが切断またはリセッ
トされる。

正常に動作した後で、Cisco phone
またはワイヤレスアクセスポイン

トが断続的にリロードしたり、PoE
から切断されたりします。
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考えられる原因と解決法症状または問題

showpower inlineコマンドを使用して、受電装置の接続前後
に、スイッチの電力バジェット（使用可能なPoE）が使い果
たされていないか確認してください。受電装置を接続する

前に、このタイプの装置に十分な電力が使用可能であること

を確認します。

show interface statusコマンドを使用して、接続されている受
電装置をスイッチが検出することを確認します。

showlogコマンドを使用して、ポートの過電流状態を報告し
たシステムメッセージがないか確認します。症状を正確に

特定してください。最初に電力が受電装置に供給され、その

後、切断される状態ですか。その場合は、問題は最初のサー

ジ電流（突入電流）が原因で、ポートの電流上限しきい値が

超過した可能性があります。

シスコ以外の受電装置がシスコ

PoEスイッチで動作しない。

シスコ PoEスイッチに接続するシ
スコ以外の受電装置に電源が供給

されないか、電源投入後すぐに電

源が切れます。 PoE非対応装置は
正常に動作します。

関連トピック

Power over Ethernet（PoE）ポート, （252ページ）

ソフトウェアのトラブルシューティングの設定例

例：IP ホストを ping する
次に、IPホストに pingを実行する例を示します。

Controller# ping 172.20.52.3

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 172.20.52.3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Controller#

表 31：ping の出力表示文字

説明文字

感嘆符 1個につき 1回の応答を受信したことを
示します。

!

ピリオド 1個につき応答待ちの間にネットワー
クサーバのタイムアウトが1回発生したことを
示します。

.
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説明文字

宛先到達不能エラーを表す PDUを受信したこ
とを意味します。

U

輻輳に遭遇したパケットを受信したことを示し

ます。

C

ユーザによりテストが中断されたことを示しま

す。

I

パケットタイプが不明です。?

パケットの存続時間を超過したことを示しま

す。

&

pingセッションを終了するには、エスケープシーケンス（デフォルトでは Ctrl+^ X）を入力して
ください。 Ctrlキー、Shiftキー、および 6キーを同時に押してから放し、その後Xキーを押しま
す。

関連トピック

ping, （253ページ）
pingの実行, （269ページ）

例：IP ホストに対する traceroute の実行
次に、IPホストに tracerouteを実行する例を示します。

Controller# traceroute ip 192.0.2.10

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.0.2.10

1 192.0.2.1 0 msec 0 msec 4 msec
2 192.0.2.203 12 msec 8 msec 0 msec
3 192.0.2.100 4 msec 0 msec 0 msec
4 192.0.2.10 0 msec 4 msec 0 msec

ディスプレイには、送信される 3つのプローブごとに、ホップカウント、ルータの IPアドレス、
およびラウンドトリップ時間（ミリ秒単位）が表示されます。

表 32：traceroute の出力表示文字

説明文字

プローブがタイムアウトになりました。*
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説明文字

パケットタイプが不明です。?

管理上、到達不能です。通常、この出力は、ア

クセスリストがトラフィックをブロックしてい

ることを表しています。

A

ホストが到達不能です。H

ネットワークが到達不能です。N

プロトコルが到達不能です。P

発信元。Q

ポートが到達不能です。U

実行中の追跡を終了するには、エスケープシーケンス（デフォルトでは Ctrl+^ X）を入力してく
ださい。 Ctrlキー、Shiftキー、および 6キーを同時に押してから放し、その後 Xキーを押しま
す。

関連トピック

IP Traceroute , （255ページ）
IP tracerouteの実行, （270ページ）

例：すべてのシステム診断のイネーブル化

デバッグ出力は他のネットワークトラフィックより優先され、debug all特権 EXECコマンド
は他のdebugコマンドより出力が大量になるので、スイッチのパフォーマンスが極度に低下し
たり、場合によっては使用不能になったりすることがあります。状況にかかわらず、特定性

の高い debugコマンドを使用するのが原則です。

注意

このコマンドは、すべてのシステム診断をディセーブルにします。

Controller# debug all

no debug all特権 EXECコマンドを使用すると、すべての診断出力がディセーブルになります。
いずれかの debugコマンドが誤ってイネーブルのままにならないようにするには、no debug allコ
マンドを使用すると便利です。
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関連トピック

debugコマンド, （257ページ）

ソフトウェア設定のトラブルシューティングの機能履歴

と情報

変更リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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