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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。
表記法

説明

^ または Ctrl

^ 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）。

bold フォント

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。

Italic 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。

courier

フォント

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。

[x]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

...

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。

太字の courier

フォン

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。
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はじめに
表記法

表記法

説明

|

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。

[x | y]

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 | z}]

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。

string

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。

<>

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）

「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。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

注意

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

ワンポイント アドバイス

警告

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。

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。 ステートメント 1071
これらの注意事項を保管しておいてください。

関連資料
（注）

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。
• 次の URL にある Cisco 5700 シリーズ ワイヤレス コントローラのマニュアル：
http://www.cisco.com/go/wlc5700_sw
• 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。
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章

コマンドライン インターフェイスの使用
• コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報, 1 ページ
• CLI を使用して機能を設定する方法, 8 ページ

コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報
コマンド モード
Cisco IOS ユーザ インターフェイスは、いくつかのモードに分かれています。 使用できるコマン
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
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。
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コマンドライン インターフェイスの使用
コマンド モード

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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コマンドライン インターフェイスの使用
コマンド モード

表 1：コマンド モードの概要

モード

アクセス方法

ユーザ EXEC

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。

プロンプト
Controller>

終了方法

モードの用途

logout または このモードを使用
quit を入力し して次の作業を行
います。
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

特権 EXEC

ユーザ EXEC
モードで、enable
コマンドを入力し
ます。

Controller#

disable を入力 このモードを使用
して終了しま して、入力したコ
マンドを確認しま
す。
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。

グローバル コン 特権 EXEC モー
フィギュレーショ ドで、configure
ン
コマンドを入力し
ます。

Controller(config)#
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コマンド モード

モード

VLAN コンフィ
ギュレーション

アクセス方法

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。

インターフェイス グローバル コン
コンフィギュレー フィギュレーショ
ション
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。

プロンプト

Controller(config-vlan)#

Controller(config-if)#

終了方法

モードの用途

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。

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。

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
特権 EXEC
（VLAN ID が
モードに戻る
1006 以上）を作成
には、Ctrl+Z
してcontrollerのス
を押すか、
タートアップ コン
end を入力し
フィギュレーショ
ます。
ン ファイルに設定
を保存できます。
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。

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。

特権 EXEC
モードに戻る
には、Ctrl+Z
を押すか、
end を入力し
ます。
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ヘルプ システムの使用

モード

アクセス方法

ライン コンフィ
ギュレーション

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。

プロンプト
Controller(config-line)#

終了方法

モードの用途

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。

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。

特権 EXEC
モードに戻る
には、Ctrl+Z
を押すか、
end を入力し
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

help

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。

例：
Controller# help
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コマンドの省略形

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

abbreviated-command-entry ?

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。

例：
Controller# di?
dir disable disconnect

ステップ 3

abbreviated-command-entry <Tab>

特定のコマンド名を補完します。

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

ステップ 4

?

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 5

command ?

コマンドに関連するキーワードを一覧表示しま
す。

例：
Controller> show ?

ステップ 6

command keyword ?

キーワードに関連する引数を一覧表示します。

例：
Controller(config)# cdp holdtime ?
<10-255> Length of time (in sec) that
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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CLI のエラー メッセージ

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

エラー メッセージ

意味

ヘルプの表示方法

% Ambiguous command: "show
con"

controllerがコマンドとして認識 コマンドを再入力し、最後に疑
できるだけの文字数が入力され 問符（?）を入力します。コマ
ていません。
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。

% Incomplete command.

コマンドに必須のキーワードま コマンドを再入力し、最後に疑
たは値が、一部入力されていま 問符（?）を入力します。コマ
せん。
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。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.

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。

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。
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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。

（注）

CLI または HTTP の変更のみがログとして記録されます。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal history [size number-of-lines]

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。

例：
Controller# terminal history size 200
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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。

（注）

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。

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
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Ctrl+P または上矢印キー

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。

ステップ 2

Ctrl+N または下矢印キー

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。

ステップ 3

show history

特権 EXEC モードで、直前に入力したコマンドをいくつか表示しま
す。 表示されるコマンドの数は、terminal history グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドおよび history ライン コンフィギュレーショ
ン コマンドの設定値によって指定されます。

例：
Controller# show history

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal no history

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。

例：
Controller# terminal no history

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イネーブルに設定されますが、ディセーブルにしたり、再びイネーブ
ルにしたりできます。

手順の概要
1. terminal editing
2. terminal no editing

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal editing

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。

例：
Controller# terminal editing

ステップ 2

terminal no editing

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。

例：
Controller# terminal no editing

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

（注）

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。

ハイ アベイラビリティ構成ガイド、Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
10

OL-32316-01-J

コマンドライン インターフェイスの使用
編集機能のイネーブル化およびディセーブル化

表 3：編集コマンド

編集コマンド

説明

Ctrl-B または左矢印キー

カーソルを 1 文字後退させます。

Ctrl-F または右矢印キー

カーソルを 1 文字前進させます。

Ctrl+A

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま
す。

Ctrl+E

カーソルをコマンド ラインの末尾に移動しま
す。

Esc B

カーソルを 1 単語後退させます。

Esc F

カーソルを 1 単語前進させます。

Ctrl+T

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。

Delete キーまたは Backspace キー

カーソルの左にある文字を消去します。

Ctrl+D

カーソル位置にある文字を削除します。

Ctrl+K

カーソル位置からコマンド ラインの末尾までの
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+W

カーソルの左にある単語を削除します。

Esc D

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま
す。

Esc C

カーソル位置のワードを大文字にします。

Esc L

カーソルの場所にある単語を小文字にします。

Esc U

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に
します。

Ctrl+V または Esc Q

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。
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Return キー

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。
（注）

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。

Space バー

1 画面分下にスクロールします。

Ctrl+L または Ctrl+R

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。

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 キーまたは左矢印キーを
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。

（注）

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。
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

access-list

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。

例：
Controller(config)# access-list 101
permit tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
10.15.22.35
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

ステップ 2

Ctrl+A

完全な構文をチェックします。

例：

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。

Controller(config)# access-list 101
permit tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
10.15.2$

ステップ 3

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

Return キー

コマンドを実行します。
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

{show | more} command | {begin | include | exclude}
regular-expression

出力を検索およびフィルタリングします。

例：
Controller# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up
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

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
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。

コンソール接続または Telnet 経由で CLI にアクセスする
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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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
• 管理ポート
• 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、Web GUI 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。
[Summary] ページが表示されます。
（注）

ステップ 3

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。

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。
（注）
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。
[Accessing] ページが表示されます。
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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 IOS XE 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、
gigabitethernet 0/0（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

[Accessing Cisco Controller] ページで、controller Web GUI 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 [Confirm Password]
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）。
[Management Port] ページが表示されます。
（注）

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、[Country Code] 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。
（注）
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。
[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。
（注）
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。
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 [Save Wizard] 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。

ハイ アベイラビリティ構成ガイド、Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
22

OL-32316-01-J

第

3

章

コントローラ スタックの管理
•
• 機能情報の確認, 23 ページ
• コントローラ スタック設定の前提条件, 23 ページ
• コントローラ スタック設定の制約事項, 24 ページ
• コントローラ スタックの情報, 24 ページ
• コントローラ スタックの設定, 26 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ている機能がすべてサポートさ
れていない場合があります。 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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
http://www.cisco.com/go/cfn にアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

コントローラ スタック設定の前提条件
コントローラを固定する前に次のことを確認する必要があります。
• コントローラがスタック ケーブルを使用して接続されていることを確認します。 使用する
スタック ケーブルの詳細については、コントローラ スタックの項の情報を参照してくださ
い。
• アクティブ ユニットのほかにスタックできるのは、1 台のコントローラだけです。
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• どのコントローラをアクティブおよびスタンバイ状態にするかは、ご使用の優先順位に基づ
いて決まります。
• スタックのコントローラが Cisco IOS Software リリース 3.3 以降で動作することを確認しま
す。
• スタック内のコントローラのライセンスを確認する必要があります。詳細については、『Cisco
5700 Series Wireless Controller Installation Guide』を参照してください。
• スタック内のコントローラで使用されているライセンスを確認します。 アクティブ コント
ローラには有効なライセンスがあり、スタンバイ コントローラには有効なライセンスまたは
HA SKU ライセンスがあるのが理想的です。 コントローラのライセンスの詳細については、
ハードウェア ガイドを参照してください
.

コントローラ スタック設定の制約事項
スタック内のコントローラが同じ Cisco IOS ソフトウェア リリース バージョンとライセンスであ
ることを確認する必要があります。
スタック上のコントローラを再起動する場合は、コントローラに設定されている既存のライセン
スを必ず非アクティブ化する必要があります。 なぜなら、再起動の実行時に、コントローラがア
クティブ化された最高レベルのライセンス（EULA により許可された）をスタック上のリブート
ライセンスとして使用するためです。
•

コントローラ スタックの情報
コントローラ スタックには、StackWise-480 ポートを介して接続されたスタック構成対応コント
ローラを設置できます。これは、スタックにアクティブコントローラとスタンバイコントローラ
という 2 つのメンバを持てることを意味しています。 スタック メンバは StackWise-480 テクノロ
ジーを使用して、統合システムとして連動します。アクティブコントローラが使用できなくなっ
た場合、スタンバイコントローラがアクティブコントローラの役割を担い、スタックは継続して
動作します。
アクティブコントローラには、コントローラスタックの保存済みの実行コンフィギュレーション
ファイルが格納されています。 コンフィギュレーション ファイルには、コントローラ スタック
のシステム レベルの設定と、スタック メンバのインターフェイス レベルの設定が含まれます。
スタック メンバは、バックアップ目的でこれらのファイルの現在のコピーをすべて保持します。
スタック内のコントローラは Cisco StackWise-480 テクノロジーを使用して、各スタック メンバ ス
イッチと、統合された完全集中型の制御および管理プレーンによって、大規模なネットワーク設
計の操作を効率化するための、堅牢な分散フォワーディング アーキテクチャを提供します。
スタック内では、スタンバイ ユニットの状態がメンバからホット スタンバイに変わると、アク
ティブ ユニット内のすべての設定がスタンバイ ユニットに同期されます。 したがって、同期前
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にユニットで使用可能だったすべてのスタートアップコンフィギュレーションは失われます。ス
タンバイユニットのスタートアップコンフィギュレーションを再度必要とする場合、設定を後で
再利用するため、ユニットのスタートアップ コンフィギュレーションを二次記憶装置であるフ
ラッシュ メモリに保存します。
スタック内でユニットを接続するには、次の Cisco StackWise-480 および Cisco StackPower ケーブ
ルを使用する必要があります。
スタック ケーブル

説明

STACK-T1-50CM

Cisco StackWise-480 50 cm スタッキング スペア
ケーブル

STACK-T1-1M

Cisco StackWise-480 1 m スタッキング スペア
ケーブル

STACK-T1-3M

Cisco StackWise-480 3 m スタッキング スペア
ケーブル

CAB-SPWR-30CM

Cisco Catalyst 3850 StackPower 30 cm スペア ケー
ブル

CAB-SPWR-150CM

Cisco Catalyst 3850 StackPower 150 cm スペア ケー
ブル

スタック上のコントローラを再起動する場合は、コントローラに設定されている既存のライセン
スを必ず非アクティブ化する必要があります。 なぜなら、再起動の実行時に、コントローラがア
クティブ化された最高レベルのライセンス（EULA により許可された）をスタック上のリブート
ライセンスとして使用するためです。
スタック内では、スタンバイ ユニットの状態がメンバからホット スタンバイに変わると、アク
ティブ ユニット内のすべての設定がスタンバイ ユニットに同期されます。 したがって、同期前
にユニットで使用可能だったすべてのスタートアップコンフィギュレーションは失われます。ス
タンバイユニットのスタートアップコンフィギュレーションを再度必要とする場合、設定を後で
再利用するため、ユニットのスタートアップ コンフィギュレーションを二次記憶装置であるフ
ラッシュ メモリに保存します。
コントローラ スタックを使用すると、両方のコントローラの 6 つすべてのコントローラ ポートが
組み合わされ、12 ポートを使用できるようになります。 コントローラ ポートの帯域幅は 10 Gb
イーサネット ポートです。ただし、12 ポートの組み合わせの場合、コントローラでは、60 Gbps
スループットのみ使用可能です。 これらのポートは、EtherChannel、Flex Link、またはリンク集約
グループ（LAG）を形成するよう組み合わせることもできます。
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コントローラ スタックの設定
手順の概要
1. スタック ケーブルを使用して、実行中の 2 台のコントローラを接続します。
2. 両方のコントローラに同時に電源投入して起動するか、1 台のコントローラに電源投入して起
動します。
3. ユニットで EtherChannel または LAG を設定します。 Etherchannel、LAG、LACP の導入タイプ
はご使用のネットワーク設計に基づきます。
4. 設定された Etherchannel のステータスを表示するには、show etherchannel summary コマンド
を実行します。
5. LACP の設定
6. アクティブ コントローラのコンソールでスタック情報表示用のコマンドを実行し、冗長ハイ
アベイラビリティ ペアの存在を確認します。

手順の詳細
ステップ 1

スタック ケーブルを使用して、実行中の 2 台のコントローラを接続します。

ステップ 2

両方のコントローラに同時に電源投入して起動するか、1 台のコントローラに電源投入して起動します。
コントローラが正常起動し、ハイ アベイラビリティ ペアを形成します。

ステップ 3

ユニットで EtherChannel または LAG を設定します。 Etherchannel、LAG、LACP の導入タイプはご使用の
ネットワーク設計に基づきます。

ステップ 4

設定された Etherchannel のステータスを表示するには、show etherchannel summary コマンドを実行しま
す。
設定が正常に終了すると、指定されたポートすべてが単一のチャネルにバンドルされ、show etherchannel
summary コマンドでリストに出力されます。

ステップ 5

LACP の設定

ステップ 6

アクティブ コントローラのコンソールでスタック情報表示用のコマンドを実行し、冗長ハイ アベイラビ
リティ ペアの存在を確認します。

スイッチ スタックのメンバーシップ
スタンドアロン スイッチは、active switch としても動作するスタック メンバーを 1 つだけ持つス
イッチ スタックです。 スタンドアロン スイッチを別のスイッチと接続して、2 つのスタック メ
ンバで構成され、一方が active switch であるスイッチ スタックを構築できます。 スタンドアロン
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スイッチを既存のスイッチスタックに接続して、スタックメンバーシップを増やすこともできま
す。
図 1：2 台のスタンドアロン スイッチからのスイッチ スタックの構築

図 2：スタンドアロン スイッチのスイッチ スタックへの追加

スタック メンバー番号
新しい（つまり、スイッチスタックに参加していない、またはスタックメンバー番号が手動で割
り当てられていない）スイッチには、デフォルト スタック メンバー番号（1）が割り当てられた
状態で出荷されます。 このスイッチがスイッチ スタックに参加すると、デフォルト スタック メ
ンバー番号は、スタック内で使用可能な、一番小さいメンバー番号に変更されます。
同じスイッチ スタック内のスタック メンバーは、同じスタック メンバー番号を持つことはでき
ません。 スタンドアロン スイッチを含む各スタック メンバーは、番号を手動で変更するか、番
号がスタック内の別のメンバーによってすでに使用されていないかぎり、自分のメンバー番号を
保持します。
• switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number コマンドを使用して手
動でスタック メンバー番号を変更した場合は、その番号がスタック内の他のメンバーに未割
り当てなときにだけ、そのスタック メンバーのリセット後（または、reload slot
stack-member-number 特権 EXEC コマンドの使用後）に、新たな番号が有効となります。 ス

ハイ アベイラビリティ構成ガイド、Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-32316-01-J

27

コントローラ スタックの管理
スタック メンバーのプライオリティ値

タック メンバ番号を変更するもう 1 つの方法は、SWITCH_NUMBER 環境変数を変更するこ
とです。
番号がスタック内の別のメンバによって使用されている場合、スイッチはスタック内で使用
可能な最小の番号を選択します。
手動でスタック メンバーの番号を変更し、新たなメンバー番号にインターフェイス レベル
の設定が関連付けられていない場合は、スタック メンバーをデフォルト設定にリセットしま
す。
プロビジョニングされたスイッチでは、switch current-stack-member-number renumber
new-stack-member-number コマンドを使用できません。 使用すると、コマンドは拒否されま
す。
• スタック メンバーを別のスイッチ スタックへ移動した場合、スタック メンバーは、自分の
番号がスタック内の別のメンバーによって使用されていないときにだけ、その番号を保持し
ます。 この番号が使用されている場合、スイッチはスタック内で使用可能な最小の番号を選
択します。
• スイッチ スタックをマージした場合、新たな active switch のスイッチ スタックに参加したス
イッチは、スタック内で使用可能な最小の番号を選択します。
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とおり、スタック モードのスイッチ
ポート LED を使用して、各スタック メンバーのスタック メンバー番号を目で見て確認できます。

スタック メンバーのプライオリティ値
スタック メンバのプライオリティ値が高いほど、active switch として選択され、自分のスタック
メンバ番号を保持できる可能性が高くなります。 プライオリティ値は 1 ～ 15 の範囲で指定でき
ます。 デフォルトのプライオリティ値は 1 です。 show switch EXEC コマンドを使用すると、ス
タック メンバーのプライオリティ値を表示できます。

（注）

active switch にしたいスイッチには、最高のプライオリティ値を割り当てることを推奨します。
これにより、再選択が発生したときにそのスイッチを active switch として選択させられます。
スタック メンバのプライオリティ値を変更するには、switch stack-member-number priority new
priority-value コマンドを使用します。
新しいプライオリティ値はすぐに有効となりますが、現在の active switch には影響しません。 新
たなプライオリティ値は、現在の active switch またはスイッチ スタックのリセット時に、どのス
タック メンバが新たな active switch として選択されるかを決定する場合に影響を及ぼします。

アクティブ スイッチとスタンバイ スイッチの選択と再選択
active switch は、次にリストした順番で、いずれかのファクタに基づいて選択または再選択されま
す。
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1 現在 active switch であるスイッチ。
2 最高のスタック メンバ プライオリティ値を持つスイッチ

（注）

active switch にしたいスイッチには、最高のプライオリティ値を割り当てることを推奨します。
これにより、再選択が発生したときにそのスイッチを active switch として選択させられます。
3 デフォルトのインターフェイス レベルの設定を使用していないスイッチ
4

• IP サービス フィーチャ セットおよび暗号化ソフトウェアイメージ
• IP サービス フィーチャ セットおよび非暗号化ソフトウェアイメージ
• IP ベース フィーチャ セットおよび暗号化ソフトウェアイメージ
• IP ベース フィーチャ セットおよび非暗号化ソフトウェア イメージ
スタック マスター スイッチ選定においては、フィーチャ セットごとの起動時刻の違いによっ
て、スタック マスターが決められます。 起動時刻が近い方のスイッチが、スタック マスター
になります。
たとえば、IP サービス フィーチャ セットが稼働しているスイッチが、IP ベース フィーチャ
セットが稼働しているスイッチより高いプライオリティを持っている場合でも、起動に 10 秒
長くかかった場合は、IP ベース フィーチャ セットが稼働しているスイッチの方がスタック マ
スターになります。 この問題を回避するには、IP ベース フィーチャ セットを稼働させるス
イッチをアップグレードして、他方のスイッチと同じフィーチャ セットとソフトウェア イメー
ジにするか、またはマスター スイッチを手動で起動し、最低 8 秒間待機してから、IP ベース
フィーチャ セットを搭載した新しいメンバー スイッチを起動します。

5 MAC アドレスが最小のスイッチ

永続的 MAC アドレス機能のイネーブル化
この手順は任意です。

（注）

この機能を設定するためにコマンドを入力すると、設定の結果を記述した警告メッセージが表
示されます。 この機能は慎重に使用してください。 古い active switch の MAC アドレスを同じ
ドメイン内で使用すると、トラフィックが失われることがあります。

手順の概要
1. configure terminal
2. stack-mac persistent timer [0 | time-value]
3. end
4. copy running-config startup-config
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手順の詳細
コマンドまたはアクション 目的
ステップ 1

configure terminal

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。

例：
Controller# configure
terminal

ステップ 2

stack-mac persistent timer [0 スタック マスターが変更された後、スタック MAC アドレスが新しいスタッ
| time-value]
ク マスターの MAC アドレスに変更されるまでの遅延時間をイネーブルに
します。 この間に以前のスタック マスターがスタックに再加入した場合、
例：
スタックはその MAC アドレスをスタック MAC アドレスとして使用しま
Controller(config)#
stack-mac persistent timer す。
7

時間は 0 ～ 60 分の範囲で指定できます。
• 約 4 分というデフォルトの遅延を設定するには、値を指定しないでコ
マンドを入力します。 必ず値を入力することを推奨します。
値を指定しないでコマンドを入力すると、実行コンフィギュレーショ
ン ファイルには、遅延時間は明示タイマー値 4 分として書き込まれま
す。
• 現在のスタック マスターの MAC アドレスを無期限に使用し続けるに
は、0 を入力します。
スタック MAC アドレスを現在のスタック マスターの MAC アドレス
にただちに変更するための no stack-mac persistent timer コマンドを入
力するまで、前のスタック マスターのスタック MAC アドレスが使用
されます。
• スタック MAC アドレスが新しいスタック マスターの MAC アドレス
に変更されるまでの時間を設定するには、time-value に 1 ～ 60 分の範
囲内の値を入力します。
設定された時間が過ぎるまで、または no stack-mac persistent timer コ
マンドを入力するまで、以前のスタック マスターのスタック MAC ア
ドレスが使用されます。
（注）

ステップ 3

end

新しいスタック マスターが引き継いでから有効期間が切れる前
に、no stack-mac persistent timer コマンドを入力すると、スイッ
チ スタックは現在のスタック マスター MAC アドレスに移りま
す。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end
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コマンドまたはアクション 目的
ステップ 4

copy running-config
startup-config

（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。

例：
Controller# copy
running-config
startup-config

スタック メンバー番号の割り当て
この任意の作業は、active switch からのみ使用できます。

手順の概要
1. switch current-stack-member-number renumber new-stack-member-number
2. reload slot stack-member-number

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

switch current-stack-member-number renumber スタック メンバの現在のスタック メンバ番号と新たな
new-stack-member-number
メンバ番号を指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 2 で
す。
例：

ステップ 2

目的

Controller(config)# switch 3 renumber 4

show switch ユーザ EXEC コマンドを使用すると、現在
のスタック メンバー番号を表示できます。

reload slot stack-member-number

スタック メンバをリセットします。

例：
Controller# reload slot 4

スタック メンバー プライオリティ値の設定
この任意の作業は、active switch からのみ使用できます。

ハイ アベイラビリティ構成ガイド、Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
OL-32316-01-J

31

コントローラ スタックの管理
スイッチ スタック内の非互換スイッチの表示

手順の概要
1. switch stack-member-number priority new-priority-number

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

switch stack-member-number priority show switch ユーザ EXEC コマンドを使用すると、現在のプライオリ
new-priority-number
ティ値を表示できます。
新しいプライオリティ値はすぐに有効となりますが、現在の active
switch には影響しません。 新たなプライオリティ値は、現在の active
switch またはスイッチ スタックのリセット時に、どのスタック メン
バが新たな active switch として選択されるかを決定する場合に影響を
及ぼします。

例：
Controller(config)# switch 3
priority 2

スイッチ スタック内の非互換スイッチの表示
手順の概要
1. show switch

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show switch

スイッチ スタック内の非互換スイッチを表示します（[Current State] が
[V-Mismatch] で表示されます）。 [V-Mismatch] 状態は、非互換ソフトウェ
アのスイッチを示します。 active switch と同じライセンス レベルで実行さ
れていないスイッチには、[Lic-Mismatch] と出力表示されます

例：
Controller# show switch

ライセンス レベルの管理については、System Management Configuration Guide
(Cisco WLC 5700 Series) を参照してください。
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スイッチ スタックでの互換性のないスイッチのアップグレード
手順の概要
1. software auto-upgrade
2. copy running-config startup-config

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

software auto-upgrade

スイッチ スタック内の互換性のないスイッチをアップ
グレードします。または、バンドル モードのスイッチ
をインストール済みモードに変更します。

例：
Controller# software auto-upgrade

ステップ 2

copy running-config startup-config

（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。

例：
Controller# copy running-config
startup-config
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• 機能情報の確認, 35 ページ
• ハイ アベイラビリティに関する情報, 35 ページ
• 冗長性に関する情報, 36 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェア リリースでは、このモジュールで説明されている機能がすべてサポートさ
れていない場合があります。 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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator にアクセスするには、
http://www.cisco.com/go/cfn にアクセスします。 Cisco.com のアカウントは必要ありません。

ハイ アベイラビリティに関する情報
ハイ アベイラビリティ機能は、controllersがスタック ケーブルで接続され、 テクノロジーがイネー
ブルの場合、デフォルトでイネーブルになります。 これをディセーブルにはできません。ただ
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冗長性に関する情報

し、コマンドラインインターフェイスを使用して手動のグレースフルスイッチオーバーを開始し
て、コントローラでイネーブルのハイ アベイラビリティ機能を使用することができます。
Cisco ワイヤレス LAN コントローラでは、ハイ アベイラビリティは冗長性とともに実現されま
す。
Cisco ワイヤレス LAN コントローラでは、冗長性は 2 通りの方法（n+1 と AP SSO 冗長性）で実
現されます。

冗長性に関する情報
N+1 冗長性の場合、アクセス ポイントは、第 1、第 2、および第 3 コントローラで設定されます。
1 台のコントローラで管理されるアクセス ポイント数が原因で第 1 コントローラに障害が発生し
た場合、アクセス ポイントは第 2 コントローラにフェール オーバーします。 AP SSO 冗長性の場
合、第 1 コントローラが使用できない場合、アクセス ポイントはそのコントローラを再検出し、
第 2 コントローラで CAPWAP トンネルを再確立します。 ただし、コントローラに再度参加させ
るには、すべてのクライアントを切断して、再認証を実行する必要があります。
選択したアクセス ポイントおよび選択したコントローラ用の第 1、第 2、および第 3 コントロー
ラを設定できます。
理想的なハイ アベイラビリティ展開では、第 1 および第 2 コントローラに接続されたアクセス ポ
イントを持つことができ、1 台のコントローラは、アクセス ポイントへ接続せずに維持できます。
このように、アクセス ポイントを持たないコントローラは障害発生時に引き継ぐことができ、ア
クティブなコントローラのサービスを再開できます。

アクセス ポイントの冗長性の設定
選択したアクセス ポイントの第 1、第 2、または第 3 コントローラを設定するには、この項に説
明されているコマンドを使用する必要があります。

はじめる前に
手順の概要
1. conf t
2. ap capwap backup primary
3. ap capwap backup secondary
4. ap capwap backup tertiary
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

conf t

端末を設定します。

例：
Controller # conf t

ステップ 2

ap capwap backup primary

選択したアクセス ポイントの第 1 コントロー
ラを設定します。

例：
Controller # ap capwap backup primary
WLAN-Controller-A

ステップ 3

ap capwap backup secondary

選択したアクセス ポイントの第 2 コントロー
ラを設定します。

例：
Controller # ap capwap backup secondary
WLAN-Controller-B

ステップ 4

ap capwap backup tertiary

選択したアクセス ポイントの第 3 コントロー
ラを設定します。

例：
Controller # ap capwap backup tertiary
WLAN-Controller-C

次の作業
選択したアクセス ポイントの第 1、第 2、および第 3 コントローラの設定が完了したら、show ap
name AP-NAME コマンドを使用して設定を確認する必要があります。 show ap name AP-NAME コ
マンドの詳細については、『Lightweight Access Point Configuration Guide for Cisco Wireless LAN
Controller』を参照してください。
•

ハートビート メッセージの設定
ハートビート メッセージを使用して、コントローラの障害検出時間を短縮することができます。
障害が発生すると、コントローラがハートビート タイマーを待機した後にアクティブからホット
スタンバイへのスイッチオーバーが発生します。 コントローラがハートビート時間内に動作しな
い場合は、スタンバイがアクティブ コントローラとして引き継ぎます。 理想的には、アクセス
ポイントが指定されたタイムアウト値以内に 3 つのハートビート メッセージを生成し、コント
ローラがタイムアウト値以内に応答しない場合、スタンバイ コントローラがアクティブ コント
ローラを引き継ぎます。ネットワークに応じてタイムアウト値を指定できます。理想的には、ス
イッチオーバーの実行時に混乱が生じるためタイマー値は高くない値にします。 この項では、コ
ントローラの障害検出時間を短縮するために、タイムアウト値を使用してコントローラとアクセ
ス ポイント間のハートビート間隔を設定する方法について説明します。
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アクセス ポイントのステートフル スイッチオーバーに関する情報

はじめる前に
手順の概要
1. conf t
2. ap capwap timers heartbeat-timeout

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

conf t

端末を設定します。

例：
controller # conf t

ステップ 2

ap capwap timers heartbeat-timeout
例：

コントローラとアクセスポイント間のハートビー
ト間隔を設定します。 タイムアウト値の範囲は 1
～ 30 です。

controller # ap capwap timers
heartbeat-timeout

アクセスポイントのステートフルスイッチオーバーに関
する情報
アクセス ポイント ステートフル スイッチオーバー（AP SSO）とは、すべてのアクセス ポイント
がステートフルにスイッチオーバーし、ユーザ セッション情報がスイッチオーバー中も維持さ
れ、アクセス ポイントがネットワーク内でセッションを失うことなく動作継続することで、ネッ
トワークの可用性が高まることを意味します。 スタックのアクティブ コントローラは、IP 機能や
ルーティング情報交換を含め、すべてのネットワーク機能を実行するよう装備されます。 コント
ローラは、1000 アクセス ポイントと 12000 クライアントをサポートします。
ただし、スイッチオーバー発生時に FlexConnect モードでローカルにスイッチされるクライアント
を除き、すべてのクライアントが認証解除され新しいアクティブ コントローラに再度関連付けら
れる必要があります。
スタック内で冗長ペアが形成されると、ハイ アベイラビリティが実現します。これには、アク
ティブからスタンバイへのスイッチオーバーの間もアクセスポイントが接続された状態を維持す
ることが含まれます。

（注）

controllersが冗長ペアを形成した後は、コントローラ スタック内で AP SSO をディセーブルに
できません。

ハイ アベイラビリティ構成ガイド、Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
38

OL-32316-01-J

ハイ アベイラビリティの設定ワイヤレス ハイ アベイラビリティの設定
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グレースフル スイッチオーバーの開始
手動スイッチオーバーを実行し、コントローラで有効なハイ アベイラビリティ機能を使用するに
は、redundancy force-switchover コマンドを実行します。 このコマンドは、アクティブからスタ
ンバイ コントローラへのグレースフル スイッチオーバーを開始します。
Controller# redundancy force-switchover
System configuration has been modified. Save ? [yes/no] : yes
Building configuration …
Preparing for switchover …
Compressed configuration from 14977 bytes to 6592 bytes[OK]This will reload the active unit
and force switchover to standby[confirm] : y

EtherChannel の設定
LAG または EtherChannel は、スタンバイ装置とアクティブ装置の両方の既存のポートすべてを単
一の論理ポートにバンドルし、60 Gbps の集約帯域幅を実現します。 EtherChannel の作成は、障害
に対する保護を可能にします。 作成された Etherchannel または LAG は、アクセス ポイントのハ
イ アベイラビリティを確保するための冗長リンクに使用されます。

ステップ 1

スタック ケーブルを使用して、電力がダウン状態の 2 台のcontrollersを接続します。

ステップ 2

両方のcontrollersに同時に電源投入して起動するか、1 台のコントローラに電源投入して起動します。
controllersが正常起動し、ハイ アベイラビリティ ペアを形成します。

ステップ 3

装置で EtherChannel または LAG を設定します。

ステップ 4

設定された EtherChannel のステータスを表示するには、show etherchannel summary コマンドを使用しま
す。
設定が正常に終了すると、指定されたポートすべてが単一のチャネルにバンドルされ、show etherchannel
summary コマンドでリストに出力されます。

ステップ 5

接続されたアクセス ポイントを確認するには、show ap uptime コマンドを実行します。
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LACP の設定
手順の概要
1. configure terminal
2. interface port-channel number
3. lacp max-bundle number
4. lacp port-priority number
5. switchport backup interface po2
6. end
7. show etherchannel summary
8. show interfaces switchport backup

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Controller# configure terminal

ステップ 2

interface port-channel number

ポートチャネル インターフェイス コンフィギュレー
ション モードを開始します。

例：
Controller(config)# interface Port-channel
Po2

ステップ 3

lacp max-bundle number
例：

ポート チャネルで許可される、アクティブなバンド
ルされた LACP ポートの最大数を定義します。 値の
範囲は 1 ～ 8 です。

Controller(config-if)# lacp max-bundle 6

ステップ 4

lacp port-priority number

LACP を使用するポートに設定するポート プライオ
リティを指定します。 値の範囲は 0 ～ 65535 です。

例：
Controller(config-if)# lacp port-priority
4

ステップ 5

switchport backup interface po2

バックアップ インターフェイスとしてインターフェ
イスを指定します。

例：
Controller(config-if)# switchport backup
interface Po2

ステップ 6

end

インターフェイスとコンフィギュレーション モード
を終了します。
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ハイ アベイラビリティのトラブルシューティング

ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show etherchannel summary

EtherChannel プロパティの概要を表示します。

例：
Controller# show etherchannel summary

ステップ 8

show interfaces switchport backup

バックアップ EtherChannel のプロパティの概要を表
示します。

例：
Controller# show interfaces switchport
backup

ハイ アベイラビリティのトラブルシューティング
スタンバイ コンソールへのアクセス
スタック内のアクティブ コントローラのコンソールにのみアクセスできます。 スタンバイ コン
トローラにアクセスするには、次のコマンドを使用します。

はじめる前に
シスコ サポートの管理下でのみこの機能を使用します。

手順の概要
1. configure terminal
2. service internal
3. redundancy
4. main-cpu
5. standby console enable
6. exit

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

configure terminal

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。

例：
Controller# configure terminal
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スイッチオーバー前

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

service internal

Cisco IOS デバッグ コマンドをイネーブルにしま
す。

例：
Controller(config)# service internal

ステップ 3

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Controller(config)# redundancy

ステップ 4

main-cpu

冗長メイン コンフィギュレーション サブモード
を開始します。

例：
Controller(config)# main-cpu

ステップ 5

standby console enable

スタンバイ コンソールをイネーブルにします。

例：
Controller(config)# standby console enable

ステップ 6

exit

コンフィギュレーション モードを終了します。

例：
Controller(config)# exit

スイッチオーバー前
スイッチオーバーはアクティブ コントローラに障害が発生した場合に発生します。ただし、手動
スイッチオーバーの実行時は、次のコマンドを実行して正常なスイッチオーバーを開始すること
ができます。

手順の概要
1. show redundancy states
2. show switch detail
3. show platform ses states
4. show ap summary
5. show capwap detail
6. show dtls database-brief
7. show power inline
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show redundancy states

アクティブおよびスタンバイ controllersのハイ アベイラビ
リティ ロールを表示します。

例：
Controller# show redundancy states

ステップ 2

show switch detail

スタックの物理特性を表示します。 スタックの物理状態
が「Ready」または「Port」かどうか確認します。

例：
Controller# show switch detail

ステップ 3

show platform ses states

スタック マネージャのシーケンスを表示します。

例：
Controller# show platform ses states

ステップ 4

show ap summary

アクティブおよびスタンバイ controllersのすべてのアクセ
ス ポイントを表示します。

例：
Controller# show ap summary

ステップ 5

show capwap detail

アクティブおよびスタンバイ controllersの CAPWAP トン
ネルの詳細を表示します。

例：
Controller# show capwap detail

ステップ 6

show dtls database-brief

アクティブおよびスタンバイ controllersの DTLS の詳細を
表示します。

例：
Controller# show dtls database-brief

ステップ 7

show power inline

イーサネットの電源状態を表示します。
（注）

例：
Controller# show power inline

フェールオーバーが発生時した場合、正常なス
イッチオーバーのために、SSO では、スタンバ
イ コントローラはスタンバイホット状態、冗長
ポートはターミナル状態である必要があります。

スイッチオーバー後
ここでは、アクティブからスタンバイ コントローラへのスイッチオーバーが実行されるのを保障
するため、ユーザが実行する必要のある手順を定義します。 スタンバイ コントローラからアク
ティブへのスイッチオーバー成功後、アクティブへ接続されたすべてのアクセス ポイントはスタ
ンバイ（その後アクティブ）コントローラに再参加する必要があります。
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手順の概要
1. show ap uptime
2. show wireless summary
3. show wcdb database all
4. show power inline

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show ap uptime

スイッチオーバー後のアクセス ポイントのアップタ
イムが十分に大きいかどうかを確認します。

例：
Controller# show ap uptime

ステップ 2

show wireless summary

アクティブ コントローラに接続されているクライア
ントを表示します。

例：
Controller# show wireless summary

ステップ 3

show wcdb database all

クライアントがアップタイムに達したかを表示しま
す。

例：
Controller# show wcdb database all

ステップ 4

show power inline

Power over Ethernet の電源状態を表示します。

例：
Controller# show power inline

Controller スタックのモニタリング
表 4：スタック情報を表示するコマンド

コマンド

説明

show switch

割り当てられたスイッチやバージョン不一致
モードのスイッチのステータスなど、スタック
に関するサマリー情報を表示します。

show switch stack-member-number

特定のメンバーに関する情報を表示します。

show switch detail

スタックに関する詳細情報を表示します。
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コマンド

説明

show switch neighbors

スタック ネイバーを表示します。

show switch stack-ports

スタックのポート情報を表示します。

show switch stack-ring activity [ detail ]

メンバー単位でスタック リングに送信されるフ
レーム数を表示します。 スタック メンバー単
位でスタックリング、受信キュー、およびASIC
に送信されるフレーム数を表示するには、detail
キーワードを使用します。

show redundancy

冗長システムと現在のプロセッサ情報を表示し
ます。 冗長システムの情報にはシステム稼働時
間、スタンバイ失敗、スイッチオーバー理由、
ハードウェア、設定冗長モードおよび動作冗長
モードが含まれます。 表示される現在のプロ
セッサ情報にはアクティブ位置、ソフトウェア
の状態、現在の状態での稼働時間などが含まれ
ます。

show redundancy state

アクティブおよびスタンバイ controllersの冗長
状態をすべて表示します。

LACP の設定：例
次に、LACP を設定して LACP バンドルの作成と状態を確認する例を示します。
Controller(config)# !
interface TenGigabitEthernet1/0/1
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/2
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/3
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/4
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/5
switchport mode trunk
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channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/6
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/1
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/2
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/3
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
lacp port-priority 10
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/4
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/5
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/6
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
ip dhcp snooping trust
!
interface Vlan1
no ip address
ip igmp version 1
shutdown
!
Controller#

show etherchannel summary

Flags:
I
H
R
U

D
-

- down
stand-alone
Hot-standby
Layer3
in use

P - bundled in port-channel
s - suspended
(LACP only)
S - Layer2
f - failed to allocate aggregator

M
u
w
d

-

not in use, minimum links not met
unsuitable for bundling
waiting to be aggregated
default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:
1
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1
Po1(SU)
LACP
Te1/0/1(P) Te1/0/2(P) Te1/0/3(P)
Te1/0/4(H) Te1/0/5(H) Te1/0/6(H)
Te2/0/1(P) Te2/0/2(P) Te2/0/3(P)
Te2/0/4(H) Te2/0/5(H) Te2/0/6(H)
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次に、スイッチのバックアップ インターフェイス ペアの例を示します。
Controller# show interfaces switchport backup
Switch Backup Interface Pairs:
Active Interface
Backup Interface
State
-----------------------------------------------------------------------Port-channel1
Port-channel2
Active Standby/Backup Up

次に、コントローラに設定された EtherChannel の概要の例を示します。
Controller# show ethernet summary
Flags:

D
I
H
R
U

-

down
stand-alone
Hot-standby
Layer3
in use

P - bundled in port-channel
s - suspended
(LACP only)
S - Layer2
f - failed to allocate aggregator

M
u
w
d

-

not in use, minimum links not met
unsuitable for bundling
waiting to be aggregated
default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
2
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1
Po1(SU)
LACP
Te1/0/1(P) Te1/0/2(P) Te1/0/3(P)
Te1/0/4(P) Te1/0/5(P) Te1/0/6(P)
2
Po2(SU)
LACP
Te2/0/1(P) Te2/0/2(P) Te2/0/3(P)
Te2/0/4(P) Te2/0/5(P) Te2/0/6(P)

Flex Link の設定：例
次に、Flex Link を設定し、作成されたリンクの作成および状態を確認する例を示します。
Controller(config)# !
interface Port-channel1
description Ports 1-6 connected to NW-55-SW
switchport mode trunk
switchport backup interface Po2
switchport backup interface Po2 preemption mode forced
switchport backup interface Po2 preemption delay 1
ip dhcp snooping trust
!
interface Port-channel2
description Ports 7-12connected to NW-55-SW
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
!
interface GigabitEthernet0/0
vrf forwarding Mgmt-vrf
no ip address
negotiation auto
!
interface TenGigabitEthernet1/0/1
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/2
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
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interface TenGigabitEthernet1/0/3
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/4
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/5
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet1/0/6
switchport mode trunk
channel-group 1 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/1
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/2
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/3
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/4
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/5
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface TenGigabitEthernet2/0/6
switchport mode trunk
channel-group 2 mode on
ip dhcp snooping trust
!
interface Vlan1
no ip address
Controller#

show etherchannel summary

Flags:
I
H
R
U

D
-

- down
stand-alone
Hot-standby
Layer3
in use

P - bundled in port-channel
s - suspended
(LACP only)
S - Layer2
f - failed to allocate aggregator

M
u
w
d

-

not in use, minimum links not met
unsuitable for bundling
waiting to be aggregated
default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
2
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
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冗長スイッチオーバー履歴の表示（GUI）

1

Po1(SU)

-

2

Po2(SU)

-

Te1/0/1(P)
Te1/0/4(P)
Te2/0/1(P)
Te2/0/4(P)

Te1/0/2(P)
Te1/0/5(P)
Te2/0/2(P)
Te2/0/5(P)

Te1/0/3(P)
Te1/0/6(P)
Te2/0/3(D)
Te2/0/6(P)

冗長スイッチオーバー履歴の表示（GUI）

ステップ 1

ステップ 2

[Monitor] > [Controller] > [Redundancy > States] をクリックします。
[Redundancy States] ページが表示されます。 次のパラメータの値がページに表示されます。
パラメータ

説明

Index

冗長ユニットのインデックス番号を表示します。

Previous Active

以前にアクティブだったControllersを表示します。

Current Active

現在アクティブなControllersを表示します。

Switch Over Time

スイッチオーバーが発生したシステム時刻が表示されます。

Switch Over Reason

スイッチオーバーの理由を表示します。

[Apply] をクリックします。

スイッチオーバー状態の表示（GUI）

ステップ 1

[Monitor] > [Controller] > [Redundancy > States] をクリックします。
[Redundancy States] ページが表示されます。 次のパラメータの値がページに表示されます。
パラメータ

説明

My State

アクティブ CPU Controller モジュールの状態を表示します。 表示される値は次のと
おりです。
• Active
• Standby HOT
• Disable
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パラメータ

説明

Peer State

ピア（またはスタンバイ）CPU Controller モジュールの状態を表示します。 表示さ
れる値は次のとおりです。
• Standby HOT
• Disable

Mode

冗長ピアの現在の状態を表示します。 表示される値は次のとおりです。
• Simplex：シングル CPU スイッチ モジュール
• Duplex：2 台の CPU スイッチ モジュール

Unit ID

CPU スイッチ モジュールのユニット ID を表示します。

Redundancy Mode
(Operational)

ユニットでサポートされる最新の動作冗長モードを表示します。

Redundancy Mode
(Configured)

ユニットでサポートされる最新の設定冗長モードを表示します。

Redundancy State

ユニットの現在機能している冗長性状態を表示します。 表示される値は次のとお
りです。
• SSP
• Not Redundant

Manual SWACT

手動スイッチオーバーが force オプションなしでイネーブルかどうかを表示します。

Communications

2 台の CPU Controller モジュール間での通信がアップかダウンかを表示します。

Client Count

RF クライアントとして登録されている冗長サブシステムの数を表示します。

Client Notification
TMR

内部 RF タイマーが RF クライアント サブシステムに通知するための時間をミリ秒
単位で表示します。

Keep Alive TMR

RF マネージャがスタンバイ CPU スイッチ モジュールのピアにキープアライブ メッ
セージを送信する間隔をミリ秒単位で表示します。

Keep Alive Count

送信された後にスタンバイ CPU Controller モジュールから応答がないキープアライ
ブ メッセージの数を表示します。

Keep Alive Threshold キープアライブ メッセージがイネーブルのときに（デフォルト状態）、プロセッ
サ間通信がダウンしていると宣言するしきい値を表示します。
RF Debug Mask

どのデバッグ モードがオンになっているか追跡するために RF が使用する内部マス
クを表示します。
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ステップ 2

[Apply] をクリックします。
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