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はじめに
ここでは、次の項について説明します。

• 表記法
• 関連資料
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

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 1

表記法

表記法

説明

太字

コマンド、キーワード、およびユーザが入力するテキストは太字で記載されま
す。

イタリック体

文書のタイトル、新規用語、強調する用語、およびユーザが値を指定する引数
は、イタリック体で示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

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]

いずれか 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。

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。

courier フォント

システムが表示する端末セッションおよび情報は、courier フォントで示して
います。

<>

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。
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（注） 「注釈」です。

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。

警告

「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。このマニュ
アルに記載されている警告の各国語版については、付録の翻訳された安全上の警告を参照してくださ
い。

関連資料
Mobility Services Engine のインストールおよびセットアップ情報については、『Cisco Mobility
Services Engine Getting Started Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9742/tsd_products_support_install_and_upgrade.html

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

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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概要
MSE は、ローエンド、標準、およびハイエンドの展開をサポートするために仮想アプライアンスとし
て提供されます。MSE 仮想アプライアンス ソフトウェアは、Open Virtualization Archive （OVA）
ファイルとして配布されます。MSE 仮想アプライアンスは、VMware 環境でサポートされる OVF を
展開するための方法のいずれかを使用してインストールできます。
この章では、MSE 仮想アプライアンスのシステム要件について説明し、一般的な構成のガイドライン
を提供します。
この章の内容は、次のとおりです。

• 「MSE 仮想アプライアンス リファレンス ハードウェア構成」（P.1-1）
• 「管理ソフトウェアと VMware ライセンス」（P.1-1）
• 「リソース管理」（P.1-1）

MSE 仮想アプライアンス リファレンス ハードウェア構成
リファレンス ハードウェア構成の詳細については、次の URL の Cisco MSE データ シートを参照して
ください。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps9733/ps9742/data_sheet_c78-475378.html

管理ソフトウェアと VMware ライセンス
• リリース 7.6 の VMware 仮想アプライアンスは、VMware ESX/ESXi バージョン 4.1 以降をサポー
トしています。

• ESXi ホストを管理するために、Windows XP または Windows 7 64 ビット マシンに vCenter
Server 4.1 をインストールし、vCenter Enterprise ライセンスを取得することを推奨します。また、
1 つの ESXi 1 ホストのみを使用している場合は、管理用に vSphere Client を使用できます。

リソース管理
リソース管理は、導入するライセンスによって異なります。次の表は、仮想アプライアンスを設定でき
る各種のレベルを示します。
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リソース管理

表 1-1

仮想マシンのサイジングの図

プライマリ MSE

リソース

仮想アプライアンス レベ
ル

メモリ合計

ローエンド

6G

2

200

未サポート

2000

標準

16G

8

2500

2500

6000

ハイエンド

24 G

16

5000

5000

10000

サポートされるライセンス（個別）
仮想

CPU

基本ライセンス
（AP）

CMX ライセンス
（AP）

wIPS ライセンス
（AP）
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MSE 仮想アプライアンスのインストールと設
定

ここでは、[Deploy OVF] ウィザードまたはコマンド ラインから vSphere Client を使用して ESXi ホス
トに MSE 仮想アプライアンスを展開する方法について説明します。ここでは、次の内容について説明
します。

• 「ESXi ホストに仮想アプライアンスを設定するための前提条件」（P.2-1）
• 「ESXi ホストのセットアップ」（P.2-2）
• 「VMware vSphere Client のインストール」（P.2-3）
• 「MSE 仮想アプライアンスの配置」（P.2-3）
• 「MSE 仮想アプライアンスのセットアップ」（P.2-7）
• 「ネットワークの設定」（P.2-7）
• 「vSphere Client の仮想マシンへのハード ディスクの追加」（P.2-8）
• 「仮想アプライアンスのアップグレード」（P.2-9）
• 「Prime Infrastructure への MSE 仮想アプライアンスの追加」（P.2-9）

ESXi ホストに仮想アプライアンスを設定するための前提条
件
• 標準およびハイエンド仮想アプライアンスに対しては、ハード ディスク領域が 500 GB 以上で、高
速 SAS ドライブと高度な RAID コントローラを搭載したマシンを推奨します。ローエンド仮想ア
プライアンスに対しては、250GB+ 以上のマシンを推奨します （ESXi 5.0 より前のバージョンで
は、データストアを作成する際に 4 MB 以上のブロック サイズを使用します）。
• VMware ESX または ESXi4.1 以降のバージョンを使用します。
• IP アドレスを設定し、仮想マシン（VM）を作成する際に、確実に正しいネットワーク アダプタ
を選択するように確認します。

• ESX/ESXi がセットアップされたら、Windows XP または Windows 7 マシンを使用して、設定し
た IP アドレスおよびログイン クレデンシャルを使用して、vSphere クライアント経由で
ESX/ESXi ホストに接続できます。
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ESXi ホストのセットアップ

ESXi ホストのセットアップ
ESXi ホストをセットアップするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ESXi 4.1 以降の DVD を挿入し、ドライブから起動します。

（注）

複数のドライブを使用する場合、ブート ドライブとして設定されているドライブに ESXi をインストー
ルします。インストール ドライブを間違えた場合、Fedora Live CD を使用して再フォーマットできま
す。

（注）

デフォルトのユーザ名は root、パスワードは空白（パスワードなし）です。

ステップ 2

IP アドレスを設定します。
有効でアクティブなネットワーク アダプタを選択します。ホストが複数のネットワークに接続されて
いる場合、ネットワーク アダプタが複数ある場合があります。CIMC セットアップ中に同じ IP アドレ
スを設定できます。起動中に F8 を押して、IP アドレスを設定します。また、デフォルトのパスワード
を変更します。

ステップ 3

ESXi がセットアップされたら、Windows XP または Windows 7 マシンで、ステップ 2 で設定した IP
アドレスおよびログイン クレデンシャルを使用して、vSphere クライアント経由で ESXi ホストに接続
できます。

（注）

ESXi ホストのライセンスについては、次の URL を参照してください。
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId
=1010839

（注）

ESXi でデータストアをセットアップする方法については、次の URL を参照してください。
http://pubs.vmware.com/vsphere-esxi-4-1-embedded/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm
ESXi でデータストアをセットアップする方法については、次の記事を参照してください。
• VMFS データベースの作成
• VMFS データベースの追加

（注）

ESXi 4.1 のデータストアを作成する場合は 4 MB 以上のブロック サイズを使用します。

VMWare サーバのインストール
デフォルトのオプションと適切な IP アドレスで VMware サーバをインストールします。
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VMware vSphere Client をダウンロードします。

VMware vSphere Client をダウンロードします。
vSphere Client は、ホストを設定し、その仮想マシンを動作させるために使用できる、Windows プロ
グラムです。任意のホストからの vSphere Client をダウンロードできます。
vSphere Client をダウンロードするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

Windows マシンから、Web ブラウザを開きます。

ステップ 2

ホストの URL または IP アドレスを入力します。
たとえば、http://exampleserver.example.com または http://xxx.xxx.xxx.xxx です。

ステップ 3

[Getting Started] の下の [Download the vSphere Client] をクリックします。

ステップ 4

[Save] をクリックして、vSphere Client インストーラをクリックします。

VMware vSphere Client のインストール
VMware vSphere Client を使用すると、ESXi ホストおよび vCenter Server システムに接続できます。
VMware vSphere Client をインストールするには、次の手順を実行します。
（注）

ステップ 1

vCenter Server インストーラまたは vSphere Client インストーラがあることを確認します。
次のいずれかの方法で vSphere Client インストーラを実行します。

• vCenter Server インストーラからインストールします。
• ダウンロードした vSphere Client からインストールします。
ステップ 2

vCenter Server インストーラからインストールする場合は、次の手順を実行します。
a. ソフトウェア インストーラのディレクトリで、autorun.exe ファイルをダブルクリックします。
b. [vSphere Client] を選択します。
c. [Install] をクリックします。

ステップ 3

vSphere Client をダウンロードした場合は、VMware-viclient-build number.exe ファイルをダブ
ルクリックします。

ステップ 4

このウィザード内のプロンプトに従って、インストールを実行します。

ESXi ホストまたは vCenter Server システムに接続するのに、vSphere Client を使用できます。

MSE 仮想アプライアンスの配置
MSE 仮想アプライアンスは、vSphere Client を使用して ESXi に展開できる Open Virtual Appliance
（OVA）ファイルとして配布されます。
OVA の次のバージョンを使用できます。
• ローエンド MSE 向けには、250GB+ ディスク領域を持つ MSE 仮想アプライアンスの OVA。

Cisco MSE 仮想アプライアンス コンフィギュレーション ガイド
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MSE 仮想アプライアンスの配置

• 標準およびハイエンド VMSE 向けには、500GB+ ディスク領域を持つ MSE 仮想アプライアンス
の OVA。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「VMware vSphere Client からの MSE 仮想アプライアンスの展開」（P.2-4）
• 「MSE 仮想アプライアンス VM を起動するための基本設定」（P.2-6）
• 「コマンドライン クライアントを使用した MSE 仮想アプライアンスの展開」（P.2-7）

VMware vSphere Client からの MSE 仮想アプライアンスの展開
MSE 仮想アプライアンスは、vSphere Client を使用して ESXi に展開できる OVA ファイルとして配布
されます。OVA は、項目の集合を単一のアーカイブにしたものです。vSphere Client では、この項で
説明されているように、[Deploy OVA] ウィザードを使用して MSE 仮想アプライアンス アプリケー
ションを実行する仮想マシンを作成できます。

（注）

次の手順には、MSE 仮想アプライアンスの展開に関する一般的なガイドラインが記載されてい
ますが、実行する必要がある正確な手順は、ご使用の VMware 環境と設定の特性によって異な
る可能性があります。

MSE 仮想アプライアンスを展開するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

VMware vSphere Client のメイン メニューで、[File] > [Deploy OVF Template] を選択します。[OVF
Template Source] ウィンドウが表示されます（図 2-1 を参照）。
図 2-1

ステップ 2

[Deploy OVF Template] ウィンドウ

[Deploy From File] オプション ボタンを選択して、ドロップダウン リストから MSE 仮想アプライアン
ス配布が含まれている OVA ファイルを選択します。
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ステップ 3

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

ステップ 4

OVF テンプレートの詳細を確認して、[Next] をクリックします。[Name and Location] ウィンドウが表
示されます。
図 2-2

ステップ 5

[Name and Location] ウィンドウ

[Name] テキスト ボックスで展開対象の VM のデフォルトの名前を維持するか、新しい名前を指定し
て、[Next] をクリックします。この名前値は、VMware インフラストラクチャで新しい仮想マシンを
識別するために使用されます。この特定の VM をご使用の環境で区別する任意の名前を指定する必要
があります。[Host/Cluster] ウィンドウが開きます。
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図 2-3

[Host/Cluster] ウィンドウ

ステップ 6

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

ステップ 7

宛先ホスト環境に複数のリソース プールがある場合は、展開に使用するリソース プールを選択して、
[Next] をクリックします。[Ready to Complete] ウィンドウが表示されます。

ステップ 8

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

ステップ 9

[Finish] をクリックして、展開を完了します。インストールが完了するとメッセージで通知され、イン
ベントリで MSE 仮想アプライアンスを確認できます。

ステップ 10

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

MSE 仮想アプライアンス VM を起動するための基本設定
新規仮想マシンへの MSE 仮想アプライアンスの展開（インストール）が完了しました。仮想マシンの
ノードが、VMware vSphere Client ウィンドウのリソース ツリーに表示されるようになります。OVF
テンプレートを展開すると、MSE 仮想アプライアンス アプリケーションと関連するリソースがすでに
インストールされた新規仮想マシンが vCenter に作成されます。展開後に、MSE 仮想アプライアンス
の基本設定を行う必要があります。

MSE の設定を開始するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

vSphere Client で、リソース ツリーの [MSE virtual appliance] ノードをクリックします。仮想マシン
ノードが、MSE 仮想アプライアンスを展開したホスト、クラスタ、またはリソース プールの下の
Hosts and Clusters ツリーに表示されます。
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ステップ 2

[Getting Started] タブで、[Basic Tasks] にある [Power on the virtual machine] というリンクをクリック
します。[vSphere Client] ペインの下部にある [Recent Tasks] ウィンドウは、仮想マシンの起動に関連
するタスクのステータスを示しています。仮想マシンを正常に起動した後で、タスクのステータス列に
[Completed] と表示されます。

ステップ 3

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

ステップ 4

MSE セットアップ ウィザードを使用して設定を完了します。

コマンドライン クライアントを使用した MSE 仮想アプライアンスの展開
ここでは、コマンド ラインから MSE 仮想アプライアンスを展開する方法について説明します。
vSphere Client を使用して MSE OVA 配布を展開する代わりに、コマンドライン クライアントである
VMware OVF ツールを使用できます。

VMware OVF ツールを使用して OVA を展開するには、ovftool コマンドを使用します。このコマン
ドは、次の例に示すように、展開する OVA ファイルの名前と展開先の場所を引数として使用します。
ovftool MSE-VA-X.X.X-large.ova vi://my.vmware-host.example.com

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

MSE 仮想アプライアンスのセットアップ
仮想アプライアンスが導入および設定されたら、電源を入れます。

（注）

初めて仮想アプライアンスの電源を入れる場合、デフォルトのログイン クレデンシャル root/password
を入力する必要があります。
最初のログイン時、アプライアンスは、MSE ソフトウェアの設定を開始し、Oracle データベースもイ
ンストールします。これは、30 ～ 40 分かかる一度だけのプロセスです。インストールが完了すると、
ログイン プロンプトが再び表示されます。

ネットワークの設定
デフォルトでは、仮想マシンはホスト ネットワークの設定を使用します。そのため、VM アダプタを
ESXi で設定する必要はありません。パブリックとプライベートの両方のネットワークがホストに接続
され、仮想マシンからこれらの両方にアクセスする場合、vSphere Client で VM アダプタを設定する必
要があります。

vSphere Client に VM アダプタを設定するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

vSphere Client で、リソース ツリーの下の [Hosts and Clusters] ノードをクリックします。
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ステップ 2

[Configuration] タブをクリックします。

ステップ 3

[Hardware] のサイド バー メニューから [Hardware] > [Networking] を選択します。

ステップ 4

[Add Networking] をクリックします。

ステップ 5

ネットワークを分離するために、別のアダプタを使用した別個のスイッチを作成します。

ステップ 6

必要に応じてこれらのネットワークに VM アダプタを割り当てます。

ステップ 7

[Virtual Switch] タブをクリックして、物理アダプタの詳細を表示します。

vSphere Client の仮想マシンへのハード ディスクの追加
VM でさらにディスク容量を拡張するには、次の手順を実行します。
（注）

ディスク容量のパーティションを変更する前に、VM（または少なくとも MSE データ）をバックアッ
プしてください。

ステップ 1

VM を停止します。

ステップ 2

vSphere Client インベントリで、仮想マシンを右クリックし、[Edit Settings] を選択します。

ステップ 3

[Hardware] タブをクリックして、[Add] をクリックします。

ステップ 4

左側のサイドバー メニューから [Hard Disk] を選択して、[Next] をクリックします。

ステップ 5

新しい仮想ディスクを新規作成する場合、次の手順を実行します。

a. ディスク容量を入力します。
b. ディスク形式を選択します。
• [Thick Provision Lazy Zeroed] は、デフォルトのシック形式で仮想ディスクを作成します。
• [Thick Provision Eager Zeroed] は、耐障害性などのクラスタリング機能をサポートするシック仮
想ディスクのタイプを作成します。

• [Thin Provision] は、シン形式でディスクを作成します。この形式を使用して、ストレージ容量を
節約します。

c. ディスクを保存する場所を選択します（[Store with the virtual machine] または [Specify a
datastore]）。
d. [Specify a datastore] を選択した場合は、データストアの場所を参照し、[Next] をクリックします。
ステップ 6

既存の仮想ディスクを使用している場合、ディスク ファイルのパスを参照して、[Next] をクリックし
ます。

ステップ 7

デフォルトのデバイス ノードを受け入れるか、異なる仮想デバイスのノードを選択します。
ほとんどの場合、デフォルトのデバイス ノードを受け入れることができます。ハード ディスクの場合
は、ブート順序を制御したり、異なる SCSI コントローラ タイプを持つのに、非デフォルトのデバイス
ノードが実用的です。たとえば、LSI Logic Controller から起動し、バス共有が有効になった BusLogic
コントローラを使用して別の仮想マシンとデータ ディスクを共有する必要がある場合があります。

ステップ 8

[Next] をクリックします。

ステップ 9

情報を確認し、[Finish] をクリックします。

ステップ 10

[OK] をクリックして変更を保存します。
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ステップ 11

VM の電源を入れます。

ステップ 12

アプライアンスにログインし、installDrive.sh script スクリプトを実行します。
スクリプトは、新しく追加したデバイスをマウントし、パーティションを変更します。

（注）

複数のハード ドライブを追加した場合は、新しい各ドライブに対してスクリプトを 1 回実行します。
リリース 5.0 より前の ESXi バージョンの場合、ホスト上のデータストアのブロック サイズに 4 MB 以
上を推奨します。そうでない場合、OVA の展開に失敗することがあります。展開が失敗する場合は、
ブロック サイズを再設定する必要があります。

（注）

VM が「Guest OS cannot be shutdown because Vmware tools is not installed or running」のエラーを表
示する場合は、次の手順を実行します。

• vSphere Client で、[Guest] > [Install/Upgrade VMware Tools] を選択して、VMware ツールをイン
ストールまたはアップグレードします。

仮想アプライアンスのアップグレード
仮想アプライアンスの設定後は、仮想アプライアンスを物理 MSE アプライアンスのように扱う必要が
あります。最新の MSE リリースにアップグレードするたびに、新しい OVA を導入する必要はありま
せん。適切なインストーラ イメージをアプライアンスにダウンロードし、物理アプライアンスの場合
と同様に、アップグレードの手順を実行します。

Prime Infrastructure への MSE 仮想アプライアンスの追加
Prime Infrastructure に MSE 仮想アプライアンスを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[Services] > [Mobility Services Engines] の順に選択します。

ステップ 2

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

ステップ 3

[Device Name] テキスト ボックスに、Mobility Services Engine の名前を入力します。

ステップ 4

[IP Address] テキスト ボックスに、Mobility Services Engine の IP アドレスを入力します。

ステップ 5

（任意）[Contact Name] テキスト ボックスに、Mobility Services Engine 管理者の名前を入力します。

ステップ 6

[User Name] および [Password] テキスト ボックスに、Mobility Services Engine のユーザ名とパスワー
ドを入力します。
これは、設定時に作成された Prime Infrastructure 通信ユーザ名とパスワードです。設定時にユーザ名
とパスワードを指定しなかった場合は、デフォルトを使用します。デフォルトのユーザ名とパスワード
はどちらも admin です。
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ステップ 7

（注）

自動インストール スクリプトの実行中にユーザ名とパスワードを変更した場合は、変更後の値
をここに入力してください。デフォルト パスワードを変更しなかった場合は、自動インストー
ル スクリプトを再実行してユーザ名とパスワードを変更することを推奨します。

（注）

デフォルトでは、Prime Infrastructure は MSE との通信に HTTPS を使用します。

Mobility Services Engine からすべてのサービス割り当てを永久に削除するには、[Delete synchronized
service assignments] チェックボックスをオンにします。
このオプションは、ネットワーク設計、有線スイッチ、コントローラ、およびイベント定義に適用され
ます。既存のロケーション履歴データは維持されますが、今後ロケーション計算を実行するときには手
動サービス割り当てを使用する必要があります。

ステップ 8

[Next] をクリックします。Prime Infrastructure により、選択されている要素と MSE が自動的に同期さ
れます。
同期完了後、[MSE License Summary] ページが表示されます。[MSE License Summary] ページから、
ライセンスのインストール、ライセンスの追加、ライセンスの削除、アクティベーション ライセンス
のインストール、サービス ライセンスのインストールを実行できます。[Select Mobility Service] ペー
ジが表示されます。

ステップ 9

新しいモビリティ サービス エンジンを追加すると、Prime Infrastructure を使用して、ネットワーク設
計（キャンパス、ビルディング、および屋外マップ）、コントローラ、スイッチ（Catalyst シリーズ
3000 のみ）、およびローカル モビリティ サービス エンジンのイベント グループを同期できます。この
同期は、新しい Mobility Services Engine を追加した直後、または後で実行できます。

ステップ 10

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

ステップ 11

Mobility Services Engine 上のサービスを有効にするには、サービスの横にあるチェックボックスをオ
ンにします。サービスのタイプは次のとおりです。
• Context-Aware サービス
• WIPS
• モバイル コンシェルジュ サービス
• CMX 分析
• CMX ブラウザ エンゲージ
• HTTP プロキシ サービス

ステップ 12
ステップ 13

[Next] をクリックして、追跡パラメータを設定します。
Mobility Services Engine でサービスを有効にすると、[Select Tracking & History Parameters] ページ
が表示されます。

（注）
ステップ 14

追跡パラメータの設定を省略すると、デフォルト値が選択されます。

追跡するクライアントを選択するには、対応する [Tracking] チェックボックスをオンにします。追跡
パラメータを以下に示します。

• Wired Clients
• Wireless Clients
• Rogue Access Points
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– Exclude Adhoc Rogue APs
• Rogue Clients
• Interferers
• Active RFID Tags
ステップ 15

デバイスの履歴トラッキングを有効にするには、対応するデバイスのチェックボックスをオンにしま
す。履歴パラメータを以下に示します。

• Wired Stations
• Client Stations
• Rogue Access Points
• Rogue Clients
• Interferers
• Asset Tags
ステップ 16

（注）

[Next] をクリックして MSE にマップを割り当てます。
[Assigning Maps] ページは、MSE で有効にするサービスの 1 つとして CAS を選択する場合にだけ使
用可能です。

ステップ 17

MSE 追跡パラメータおよび履歴パラメータを設定すると、[Assigning Maps] ページが表示されます。
[Assign Maps] ページには以下の情報が表示されます。
• Map Name
• Type（ビルディング、フロア、キャンパス）
• Status

ステップ 18

必要なマップ タイプを確認するには、ページで使用可能な [Filter] オプションから [All]、[Campus]、
[Building]、[Floor Area]、または [Outdoor Area] を選択します。

ステップ 19

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

ステップ 20

ネットワーク設計の同期が完了すると、特定のネットワーク設計で AP が割り当てられている適切なコ
ントローラが MSE と自動的に同期されます。[Done] をクリックして MSE 設定を保存します。

ステップ 21

ステップ 22

選択されたサービスの MSE とコントローラの通信を確認します。MSE が、選択されているサービス
の各コントローラ間だけで通信していることを確認します。Network Mobility Service Protocol
（NMSP）ステータスはアクティブである必要があります。

WLC コンソールに次のコマンドを入力して、アクセス ポイントの認可リストを参照します。
show auth-list
以下に類似した情報が表示されます。
Authorize MIC APs against AAA ....................... disabled
Authorize LSC APs against Auth-List ................. disabled
Allow APs with MIC - Manufactured Installed C ....... yes
Allow APs with SSC - Self-Signed Certificate ........ no
Allow APs with LSC - Locally Significant Cert ....... no

ステップ 23

次のコマンドを入力して、手動で MSE を追加し、NMSP と WLC 間の接続を確立します。

a. show server-auth-info
以下に類似した情報が表示されます。
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invoke command: com.aes.server.cli.CmdGetServerAuthInfo
--------------------Server Auth Info
------------------MAC Address: 00: 0C:29:55:6b:b7
Key Hash: 1469187db14ac53ac6108e56b04d48015bdd70d7|
Certificate Type: SSC

b. config auth-list add ssc <mac address> <MSE keyhash> コマンドを実行します。
c. show auth-list コマンドを実行します。
以下に類似した情報が表示されます。
Authorize MIC APs against AAA..................disabled
Authorize LSC APs against Auth-List............disabled
APs Allowed to Join
AP with Manufacturing Installed Certificate.....yes
AP with Self-Signed Certificate.................no
AP with Locally Significant Certificate.............no
Mac Addr
Cert Type
Key Hash
---------------------------------------------------------------00:0c:29:55:6b:b7
SSC
1469187db14ac53ac6108e56b04d48015bdd70d7

ステップ 24

Prime Infrastructure UI で、NMSP 接続がアクティブかどうかを確認します。
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3

仮想アプライアンスのライセンス
仮想アプライアンスの場合は、アクティベーション ライセンスが必要です。アクティベーション ライ
センスがない場合、MSE は評価モードで開始されます。評価ライセンスの有効期限は 120 日間です。
サービス ライセンスがホスト上に存在する場合でも、アクティベーション ライセンスがインストール
されていないとサービス ライセンスは拒否されます。
仮想アプライアンスのアクティベーション ライセンスを使用して、仮想アプライアンスをアクティブ
にする必要があります。仮想アプライアンス（アプライアンスで show csludi を実行）または Prime
Infrastructure UI の [MSE General Properties] ページから Unique Device Identifier（UDI）を取得でき
ます。この情報を使用して、仮想アプライアンス アクティベーション ライセンスおよび永久サービス
ライセンスを購入します。
次のオプションを使用して、Prime Infrastructure に仮想アプライアンス ライセンスを追加できます。

• MSE を初めてインストールする場合、[Add Mobility Service Engine] ページを使用する。詳細に
ついては、『Connected Mobile Experiences Configuration Guide』を参照してください。
• [License Center] ページを使用する。MSE へのライセンス ファイルの追加に関する詳細について
は、『Connected Mobile Experiences Configuration Guide』を参照してください。

License Center を使用したライセンス ファイルの MSE への追加
ライセンスを追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

MSE 仮想アプライアンスをインストールします。

ステップ 2

MSE を Prime Infrastructure に追加します。

ステップ 3

Prime Infrastructure UI で [Administration] > [License Center] の順に選択して、[License Center] ペー
ジにアクセスします。

ステップ 4

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

ステップ 5

[Add] をクリックして、ライセンスを追加します。
[Add A License File] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 6

[MSE Name] ドロップダウン リストから [MSE] を選択します。

ステップ 7

[Choose File] をクリックして、アクティベーション ライセンス ファイルを参照して選択します。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
送信したら、ライセンスがアクティブになり、[License Center] ページにライセンス情報が表示されま
す。
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このイメージは、仮想アプライアンスの License Center UI に対する最新の変更を示します。
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仮想アプライアンスのハイ アベイラビリティ
ハイ アベイラビリティ機能を使用するには、プライマリおよびセカンダリ アプライアンスの両方が仮
想アプライアンスのアクティベーション ライセンスでアクティブになっている必要があります。

MSE でのハイ アベイラビリティの設定
MSE でハイ アベイラビリティを設定するには、次の操作を行う必要があります。
• MSE ソフトウェアのインストール中に、コマンドライン クライアントを使用して特定の設定を行
う必要があります。

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

（注）

ハイ アベイラビリティ サポートを使用しない場合、および古いリリースからのアップグレードを実行
している場合は、引き続き MSE の古い IP アドレスを使用してください。ハイ アベイラビリティを
セットアップするには、ヘルス モニタの IP アドレスを設定する必要があります。したがって、ヘルス
モニタが仮想 IP アドレスになります。
プライマリ MSE でハイ アベイラビリティを設定するには、次の手順に従います。

ステップ 1

プライマリとセカンダリの間のネットワーク接続が機能しており、すべての必要なポートが開いている
ことを確認します。

ステップ 2

正しいバージョンの MSE をプライマリ MSE 上にインストールします。

ステップ 3

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

ステップ 4

プライマリ MSE で次のコマンドを入力します。
/opt/mse/setup/setup.sh
-------------------------------------------------------------Welcome to the appliance setup.
Please enter the requested information. At any prompt,
enter ^ to go back to the previous prompt. You may exit at
any time by typing <Ctrl+C>.
You will be prompted to choose whether you wish to configure a
parameter, skip it, or reset it to its initial default value.
Skipping a parameter will leave it unchanged from its current
value.
Changes made will only be applied to the system once all the
information is entered and verified.
--------------------------------------------------------------
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ステップ 5

ホスト名を設定します。
Current hostname=[mse]
Configure hostname? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ホスト名は、ネットワーク上のデバイスを識別できる一意の名前にしてください。ホスト名は、文字で
開始して、文字または数字で終了し、文字、数字、およびダッシュだけを含みます。

ステップ 6

ドメイン名を設定します。
デバイスが属するネットワーク ドメインのドメイン名を入力します。ドメイン名は、文字で開始し、
.com などの有効なドメイン名サフィックスで終了します。ドメイン名には、文字、数字、ダッシュ、
ピリオドを使用できます。
Current domain=[]
Configure domain name? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ステップ 7

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

ステップ 8

イーサネット インターフェイス パラメータを設定します。
Select direct connect interface [eth0/eth1/none] [none]: eth0
Enter a Virtual IP address for first this primary MSE server:
Enter Virtual IP address [172.31.255.255]:
Enter the network mask for IP address 172.31.255.255.
Enter network mask [255.255.255.0]:
Current IP address=[172.31.255.255]
Current eth0 netmask=[255.255.255.0]
Current gateway address=[172.31.255.256]
Configure eth0 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ステップ 9

「eth1」インターフェイス パラメータの入力を求められた場合、Skip と入力して次の手順に進みます。
2 つめの NIC は操作に必要ではありません。
Configure eth1 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ステップ 10

セカンダリ MSE のホスト名を設定します。
Current hostname=[]
Configure hostname? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ステップ 11

ドメイン名を設定します。
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Current domain=
Configure domain name? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ステップ 12

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

ステップ 13

イーサネット インターフェイス パラメータを設定します。
Select direct connect interface [eth0/eth1/none] [none]: eth1
Enter a Virtual IP address for first this primary MSE server
Enter Virtual IP address [172.19.35.61]:
Enter the network mask for IP address 172.19.35.61:
Enter network mask [255.255.254.0]:
Current IP address=[172.19.35.127]
Current eth0 netmask=[255.255.254.0]
Current gateway address=[172.19.34.1]
Configure eth0 interface parameters? (Y)es/(S)kip/(U)se default [Skip]:

ステップ 14

プライマリ MSE とセカンダリ MSE の両方を設定したら、Prime Infrastructure UI を使用してプライマ
リ MSE とセカンダリ MSE の組み合わせを設定する必要があります。

ステップ 15

プライマリ MSE が適切に追加されたら、[Services] > [High Availability] の順に選択するか、または
[Services] > [Mobility Services Engine] ページを選択してこのページでプライマリ MSE デバイスをク
リックし、左側のサイドバーのメニューから [HA Configuration] > [Service High Availability] の順に
選択します。

[HA Configuration] ページが表示されます。
ステップ 16

プライマリ MSE とペアにするセカンダリ デバイスの名前を入力します。

ステップ 17

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

ステップ 18

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

ステップ 19

フェールオーバー タイプを指定します。[Failover Type] ドロップダウン リストから [Manual] または
[Automatic] を選択できます。10 秒後にシステムがフェールオーバーします。セカンダリ サーバは、
プライマリ サーバからの次のハートビートを最大 10 秒間待機します。10 秒以内にハートビートを受
信しないと、失敗が宣言されます。

ステップ 20

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

ステップ 21

[Long Failover Wait] に秒単位で値を指定します。
10 秒後にシステムがフェールオーバーします。最大フェールオーバー待機時間は 2 秒です。
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ステップ 22

[Save] をクリックします。
ペアリングと同期が自動的に行われます。

ステップ 23

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

ステップ 24

左側のサイドバーのメニューから [HA Configuration] > [Service High Availability] の順に選択します。
プライマリ MSE からハートビートを受信しているかどうかを確認します。

セカンダリ MSE のアクティブ化
セカンダリ MSE をアクティブ化するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

Prime Infrastructure UI で、[Services] > [Mobility Services Engine] の順に選択します。

ステップ 2

左側のサイドバー メニューから [System] > [Services High Availability] > [HA Configuration] の順に
クリックします。

[HA Configuration] ページが表示されます。
ステップ 3

[Activate Secondary with License] で、[Browse] をクリックしてライセンス ファイルにナビゲートしま
す。

ステップ 4

[Save] をクリックします。
セカンダリ MSE が正常にアクティブ化されると、HA がセットアップされます。

セカンダリ MSE の非アクティブ化
セカンダリ MSE を非アクティブ化するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

Prime Infrastructure UI で、[Services] > [Mobility Services Engine] の順に選択します。

ステップ 2

[Device Name] をクリックします。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューから [System] > [Services High Availability] > [HA Configuration] の順に
クリックします。

[HA Configuration] ページが表示されます。
ステップ 4

[Delete Secondary Activation license] チェックボックスをオンにして、セカンダリ MSE からアクティ
ベーション ライセンスを削除します。

ステップ 5

[Save] をクリックして、セカンダリ MSE クラスを非アクティブにします。
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Hyper-V プラットフォームの MSE 仮想アプ
ライアンス

Hyper-V™ は、仮想サーバの展開を可能にする Microsoft® テクノロジーです。Hyper-V により、
Windows サーバに組み込まれている仮想化テクノロジーを使用することで、仮想化されたコンピュー
ティング環境を作成および管理できます。
次に、サポートされる Hyper-V バージョンを示します。

• Hyper-V 2012
• Hyper-V 2008
この章の内容は、次のとおりです。

• 「Hyper-V 要件」（P.5-1）
• 「Hyper-V 上での VHD パッケージの展開」（P.5-2）

Hyper-V 要件
図 5-1

Hyper-V 要件

システム要件

64 ビット プロセッサ Intel VT/AMD-V
32 GB の RAM メモリ
500 GB の HDD

ソフトウェア要件

1 Gbps のイーサネット カード（NIC）
MSE Windows Server 2012

ライセンス

Microsoft Hyper-V データセンター版

管理ツール

PowerShell 3.0 以降のバージョン
System Center Virtual Machine Manager（オプ
ション）
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Hyper-V 上での VHD パッケージの展開
（注）

Microsoft® Hyper-V 2008 は、Open Virtualization Format（OVF）をサポートしていません。対象
Hyper-V 2012 の場合、Virtual Hard Disk（VHD）バンドルを抽出し、対象の Hyper-V に MSE アプラ
イアンスを展開する必要があります。

ステップ 1

MSE tarball をダウンロードします。
（注）

MSE tarball は、Hyper-V と互換性のある VHD、OVF、および hyper-V-client-utility スクリプ
トで構成されます。

ステップ 2

MSE tarball を抽出します。

ステップ 3

[MSE-Hyper-Client-Utility] ファイルをダブルクリックします。

ステップ 4

仮想マシン名を入力します。
Enter the Virtual Machine name (Press [Enter] to choose Default[]):

ステップ 5

VHD の場所を入力します。
Enter the VHD location to be stored (Press [Enter] to choose Default
[C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\]):

ステップ 6

仮想マシン（VM）の場所を入力します。
Enter the location to store the files for the new virtual machine (Press [Enter)
to choose Default [C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\]):

ステップ 7

MSE アプライアンスは、次に示すように Hyper-V サーバに配置されます。
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Xen プラットフォームの MSE 仮想アプライ
アンス

Citrix XenServer は、仮想インフラストラクチャの作成と管理に必要なすべての機能で、
Windows/Linux 仮想サーバ向けに最適化した完全なサーバ仮想化プラットフォームです。
XenServer は、基盤となるオペレーティング システムを必要とせずにサーバのハードウェアで直接稼
働します。これにより、効率的かつスケーラブルなシステムが実現します。XenServer は、物理マシン
から要素を抽象化することによって動作し、稼働する仮想マシン（VM）に割り当てます。
Citrix XenCenter は、Citrix XenServer 管理用の Windows ネイティブ グラフィカル ユーザ インター
フェイスです。
次の Xen バージョンがサポートされています。

• XenServer Version 6.1.x
• XenCenter Version 6.1.x
この章の内容は、次のとおりです。

• 「XenServer 要件」（P.6-1）
• 「OVF/OVA からの VM のインポート」（P.6-2）

XenServer 要件
図 6-1

XenServer 要件

システム要件

64 ビット プロセッサ Intel VT/AMD-V
32 GB の RAM メモリ
500 GB の HDD

ソフトウェア要件

1 Gbps のイーサネット カード（NIC）
Citrix XenServer 6.1
Citrix XenCenter 6.1

ライセンス
管理ツール

Enterprise Edition または Advanced Edition
Citrix XenCenter
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OVF/OVA からの VM のインポート
インポート ウィザードおよびエクスポート ウィザードを使用して、XenCenter に VM をインポートお
よびエクスポートできます。

OVF パッケージをインポートするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

インポート ウィザードを開きます。

ステップ 2

ウィザードの最初のページで、インポートするパッケージ（.ovf、.ova、または .ova.gz ファイル拡
張子を使用）を特定し、[Next] をクリックして進みます。

• 圧縮された OVA ファイル（*.ova.gz）を選択して、[Next] をクリックすると、ファイルが OVA
ファイルに解凍され、古い *.ova.gz ファイルは削除されます。
• [Filename] テキスト ボックスで、URL の場所（http | https | file | ftp）を入力し、[Next] をクリッ
クすると、[Download Package] ダイアログボックスが開きます。パッケージをコピーする
XenCenter ホストでフォルダを指定する必要があります。
ステップ 3

[Next] をクリックします。
[Download File] ダイアログボックスが表示されます。ファイルをコピーする XenCenter ホストでフォ
ルダを指定します。インポート ウィザードは、ファイルがダウンロードされると次のページに進みま
す。

ステップ 4

新しい仮想マシン（VM）名を指定して、仮想 CPU（vCPU）とメモリ リソースを割り当てます。

VHD または VMDK ファイルからインポートする場合、新しい VM の名前を指定し、vCPU とメモリ
を割り当てます。詳細については、Citrix Web サイトで入手可能な『VM CPU and Memory
Allocation』のマニュアルを参照してください。
ステップ 5

エンド ユーザ ライセンス契約書（EULA）を確認し、承認します。
インポートするパッケージに EULA が含まれる場合は、承認して、[Next] をクリックして進みます。
パッケージに EULA が含まれない場合は、この手順をスキップして、次のページに進みます。

ステップ 6

VM の場所とホーム サーバを指定します。
[Location] ページでは、インポートし、ホーム サーバに割り当てる VM を配置する宛先プールまたは
スタンドアロン サーバを選択します。VM のホーム サーバに名前を付けるには、[Home Server] カラ
ムのリストからサーバを選択します。新しい VM へのホーム サーバの割り当ての詳細については、
Citrix Web サイトで入手可能な『Home Server』のマニュアルを参照してください。

ステップ 7

インポートされた VM のストレージを設定します。

[Storage] ページで、仮想ディスクを配置する 1 つ以上のストレージ リポジトリ（SR）を選択します。
• 同じ SR にインポートされたすべてのディスク イメージを配置するには、[Place all imported VMs
on this target SR] をクリックし、リストから SR を選択します。
• 別の SR に着信 VM のディスク イメージを配置するには、[Place imported VMs on the specified
SR targets] をクリックして、[SR] カラムのリストからターゲットの SR を選択します。
ステップ 8

インポートされた VM のネットワーキングを設定します。

[Networking] ページでは、インポートする VM の仮想ネットワーク インターフェイスを宛先プールま
たはスタンドアロン サーバのターゲット ネットワークにマッピングします。
ステップ 9

[Next] をクリックして続行します。

ステップ 10

セキュリティ設定を指定します。
選択した OVF/OVA パッケージが証明書またはマニフェストなどのセキュリティ機能で設定されてい
る場合、必要な情報を指定します。
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ステップ 11

[Operating System Fixup] を有効にします。
インポートしているパッケージの VM が XenServer 以外のハイパーバイザで構築された場合は、[Use
Operating System Fixup] チェックボックスをオンにして、インポートした VM が XenServer で正常に
起動させることができます。

ステップ 12

VM 転送の設定を行います。
[Transfer VM Settings] ページで、ネットワーキング設定を設定し、[Next] をクリックして進みます。

ステップ 13

[Finish] ページで、すべてのインポート設定を確認し、[Finish] をクリックしてインポート処理を開始
して、ウィザードを閉じます。
次の図は、配置されたアプライアンスを示します。
図 6-2

配置されたアプライアンス
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コマンド リファレンス
この付録には、仮想アプライアンスを展開する際に使用するコントローラと MSE コマンドの一部を示
します。
この付録は、次の項で構成されています。

• WLC コマンド
• MSE コマンド

WLC コマンド
• コントローラ設定の構成
• show コマンドによる設定の表示

コントローラ設定の構成
config コマンドを使用して、Cisco Wireless LAN（WLAN）Controller のオプションと設定を構成し
ます。

config location
ロケーションベースのシステムを設定するには、config location コマンドを指定します。

config location {add location [description] | delete location | enable | disable |
description location description | algorithm {simple | rssi-average} |
{rssi-half-life | expiry} [client | calibrating-client | tags | rogue-aps] seconds |
notify-threshold [client | tags | rogue-aps] threshold |
interface-mapping {add | delete} location wlan_id interface_name |
plm {client {enable | disable} burst_interval | calibrating {enable | disable} {uniband |
multiband}}}

構文の説明

add
location
description

ロケーション要素を追加します。

delete

ロケーション要素を削除します。

ロケーション要素の名前。
要素の説明。add コマンドでは任意です。description コマンドでは必須で
す。
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enable
disable
algorithm

アクセス ポイント ロケーション ベースの上書きをイネーブルにします。
アクセス ポイント ロケーション ベースの上書きをディセーブルにします。
（注）

config 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。このコマンドは、最適なデフォルト値に
設定されています。

平均 RSSI および SNR 値に使用されるアルゴリズムを設定します。

simple

必要とする CPU オーバーヘッドは小さいが精度が低い、高速アルゴリズム
を指定します。

rssi-average

より正確なアルゴリズムが指定されますが、より多くの CPU オーバーヘッ
ドが必要です。

rssi-half-life

（注）

config 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。このコマンドは、最適なデフォルト値に
設定されています。

expiry

2 つの RSSI 測定値を平均するときに、半減期を設定します。
config location expiry コマンドを使用したり、変更したりしない

（注）

ことをお勧めします。このコマンドは、最適なデフォルト値に設定
されています。

RSSI 値のタイムアウトを設定します。
client
calibrating-client
tags
rogue-aps
seconds

（任意）クライアント デバイスに適用するパラメータを指定します。

notify-threshold

（注）

（任意）調整クライアント デバイスに使用するパラメータを指定します。
（任意）無線周波数 ID（RFID）タグに適用するパラメータを指定します。
（任意）不正なアクセス ポイントに適用するパラメータを指定します。
秒数を指定します（0、1、2、5、10、20、30、60、90、120、180、300
秒）
。

config location notify-threshold 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。このコマンドは、最適なデフォルト
値に設定されています。

threshold
interface-mapping

RSSI 測定の NMSP 通知しきい値です。
しきい値のパラメータ。範囲は 0 ～ 10 dB で、デフォルト値は 0 dB です。
新規のロケーション、無線 LAN、またはインターフェイス マッピング要素
を追加または削除します。

wlan_id
interface_name
plm
client
burst_interval
calibrating
uniband
multiband

デフォルト

WLAN の識別名。
マッピング要素を適用するインターフェイスの名前。
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
指定します。
通常の、未調整のクライアントを指定します。
バースト間隔。設定可能な値の範囲は 1 ～ 3600 秒で、デフォルト値は 60 秒
です。
調整クライアントを指定します。
関連付けられた 802.11a または 802.11b/g 無線を指定します（ユニバンド）。
関連付けられた 802.11a/b/g 無線を指定します（マルチバンド）
。

個々の引数およびキーワードのデフォルト値については、「構文の説明」の項を参照してください。
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例

次に、ロケーション ベースのコントローラで RSSI 値および SNR 値を平均する単純なアルゴリズムを
指定する例を示します。
> config location expiry
> config location expiry client ?
> config location rssi-half-life client ?

show コマンドによる設定の表示
Cisco Wireless LAN Controller のオプションと設定を表示するには、show コマンドを使用します。

show location
ロケーション システム情報を表示するには、show location コマンドを使用します。

show location [detail mac_address | summary]

構文の説明

デフォルト

例

detail
mac_address
summary

（任意）詳細なロケーション情報を表示します。
クライアントの MAC アドレス。
（任意）ロケーションの要約情報を表示します。

なし。

次に、ロケーションの要約情報を表示する例を示します。
> show location summary
Location Summary
Algorithm used:
Client
RSSI expiry timeout:
Half life:
Notify Threshold:
Calibrating Client
RSSI expiry timeout:
Half life:
Rogue AP
RSSI expiry timeout:
Half life:
Notify Threshold:
RFID Tag
RSSI expiry timeout:
Half life:
Notify Threshold:

Average
5 sec
0 sec
0 db
5 sec
0 sec
5 sec
0 sec
0 db
5 sec
0 sec
0 db

show client summary
Cisco Lightweight アクセス ポイントにアソシエートされているクライアントの要約を表示するには、
show client summary コマンドを使用します。
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show client summary

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし。

例

次に、アクティブなクライアントの要約を表示する例を示します。
> show client summary
Number of Clients................................ 24
MAC Address
----------------xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx
xx:xx:xx:xx:xx:xx

AP Name
----------------AP02
AP02
AP02
AP02
AP02
AP02
AP02
AP02
AP02
AP02
AP02
AP02
AP02
AP02

Status
------------Probing
Probing
Probing
Probing
Probing
Associated
Probing
Probing
Probing
Probing
Probing
Probing
Probing
Probing

WLAN
---N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Auth
---No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No

Protocol
-------802.11a
802.11a
802.11b
802.11a
802.11b
802.11b
802.11b
802.11b
802.11b
802.11a
802.11a
802.11b
802.11a
802.11a

Port
---1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Number of Clients................................ 2

show rfid config
現在の無線周波数 ID（RFID）構成設定を表示するには、show rfid config コマンドを使用します。

show rfid config

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

デフォルト

なし。

次に、現在の RFID の設定情報を表示する例を示します。

例

> show rfid config
RFID
RFID
RFID
RFID

Tag Data Collection ...............................
Tag Auto-Timeout ..................................
Client Data Collection ............................
Data Timeout ......................................

Enabled
Enabled
Disabled
200 seconds
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show rfid detail
指定されたタグの詳細な無線周波数 ID（RFID）情報を表示するには、show rfid detail コマンドを使
用します。

show rfid detail mac_address

構文の説明

mac_address

デフォルト

なし。

例

次に、RFID の詳細情報を表示する例を示します。

RFID タグの MAC アドレス。

> show rfid detail 32:21:3a:51:01:02
RFID address.....................................
Vendor...........................................
Last Heard.......................................
Packets Received.................................
Bytes Received...................................
Cisco Type.......................................
Content Header
=================
Version..........................................
Tx Power.........................................
Channel..........................................
Reg Class........................................
Burst Length.....................................

00:12:b8:00:20:52
G2
51 seconds ago
2
324

0
12 dBm
1
12
1

CCX Payload
===========
Last Sequence Control............................ 0
Payload length................................... 127
Payload Data Hex Dump
01
7f
50
00
05
42
04
08

09
ff
ba
03
04
be
05
05

00
ff
5b
05
42
00
06
07

00
ff
97
02
96
00
07
a8

00
03
27
42
00
03
08
02

00
14
80
5c
00
02
09
00

0b
00
00
00
03
07
0a
10

85
12
67
00
05
05
0b
00

52
7b
00
03
05
03
0c
23

52
10
01
05
00
12
0d
b2

52
48
03
03
00
08
0e
4e

02
53
05
42
00
10
0f
03

07
c1
01
82
55
00
03
02

4b
f7
42
00
03
01
0d
0a

ff
51
34
00
05
02
09
03

ff
4b
00
03
06
03
03

Nearby AP Statistics:
lap1242-2(slot 0, chan 1) 50 seconds ag.... -76 dBm
lap1242(slot 0, chan 1) 50 seconds ago..... -65 dBm

show nmsp subscription
コントローラ上でアクティブになっているネットワーク モビリティ サービス プロトコル（NMSP）
サービスを表示するには、show nmsp subscription コマンドを使用します。

show nmsp subscription {summary | detail ip_addr}
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構文の説明

summary

コントローラがサブスクライブされているすべての NMSP サービスを表示
します。

detail

コントローラがサブスクライブされているすべての NMSP サービスの詳細
を表示します。

ip_addr

特定の IP アドレスでサブスクライブされている NMSP サービスについて
のみ詳細を表示します。

デフォルト

なし。

例

次に、コントローラがサブスクライブされているすべての NMSP サービスの要約を表示する例を示し
ます。
> show nmsp subscription summary
Mobility Services Subscribed:
Server IP
--------10.10.10.31

Services
-------RSSI, Info, Statistics

次に、すべての NMSP サービスの詳細を表示する例を示します。
> show nmsp subscription detail 10.10.10.31
Mobility Services Subscribed by 10.10.10.31
Services
-------RSSI
Info
Statistics

Sub-services
-----------Mobile Station, Tags,
Mobile Station,
Mobile Station, Tags,

MSE コマンド
仮想アプライアンスを展開する際に、次のコマンドを使用してタスクをモニタします。
表 A-1

MSE コマンド

コマンド

説明

getServerInfo

MSE サービスのステータスを判別します。

/etc/init.d/msed start

クライアント追跡用のコンテキスト認識エンジンを開始します。

/etc/init.d/msed status

クライアント追跡用のコンテキスト認識エンジンのステータスを判別
します。

/etc/init.d/msed stop

クライアント追跡用のコンテキスト認識エンジンを停止します。

rundiag

診断を実行します。このコマンドを使用して、クライアントのコンテ
キスト認識エンジンのライセンス ファイルを取得するために必要な
MSE UDI 情報を表示できます。

Cisco MSE 仮想アプライアンス コンフィギュレーション ガイド

A-6

OL-30648-01-J

㼴㻞㻜㻜㻤㻌㻯㼕㼟㼏㼛㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㼟㻘㻌㻵㼚㼏㻚㻌㻭㼘㼘㻌㼞㼕㼓㼔㼠㼟㻌㼞㼑㼟㼑㼞㼢㼑㼐㻚
㻯㼕㼟㼏㼛䚸㻯㼕㼟㼏㼛㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㼟䚸 䛚䜘䜃 㻯㼕㼟㼏㼛㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㼟 䝻䝂䛿䚸㻯㼕㼟㼏㼛㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㼟㻘㻌㻵㼚㼏㻚 䜎䛯䛿䛭䛾㛵㐃♫䛾⡿ᅜ䛚䜘䜃䛭䛾䛾୍ᐃ䛾ᅜ䛻䛚䛡䜛Ⓩ㘓ၟᶆ䜎䛯䛿ၟᶆ䛷䛩䚹
ᮏ᭩㢮䜎䛯䛿䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛻ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜛䛭䛾䛾ၟᶆ䛿䛭䜜䛮䜜䛾ᶒ⪅䛾㈈⏘䛷䛩䚹
䛂䝟䞊䝖䝘䞊䛃䜎䛯䛿䛂㼜㼍㼞㼠㼚㼑㼞䛃䛸䛔䛖⏝ㄒ䛾⏝䛿 㻯㼕㼟㼏㼛 䛸♫䛸䛾㛫䛾䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥㛵ಀ䜢ព䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䠄㻜㻤㻜㻥㻾䠅
䛣䛾㈨ᩱ䛾グ㍕ෆᐜ䛿 㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻝㻜᭶⌧ᅾ䛾䜒䛾䛷䛩䚹
䛣䛾㈨ᩱ䛻グ㍕䛥䜜䛯ᵝ䛿ண࿌䛺䛟ኚ᭦䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䝅䝇䝁䝅䝇䝔䝮䝈ྜྠ♫
䛈㻝㻜㻣䇲㻢㻞㻞㻣㻌ᮾி㒔 ༊㉥ᆏ㻥㻙㻣㻙㻝㻌䝭䝑䝗䝍䜴䞁䞉䝍䝽䞊䚷
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼕㼟㼏㼛㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼜
䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫ඛ䠖䝅䝇䝁㻌䝁䞁䝍䜽䝖䝉䞁䝍䞊
㻜㻝㻞㻜㻙㻜㻥㻞㻙㻞㻡㻡䠄䝣䝸䞊䝁䞊䝹䚸ᦠᖏ䞉㻼㻴㻿ྵ䜐䠅
㟁ヰཷ㛫㻌㻦㻌ᖹ᪥㻌㻝㻜㻦㻜㻜䡚㻝㻞㻦㻜㻜䚸㻝㻟㻦㻜㻜䡚㻝㻣㻦㻜㻜
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼕㼟㼏㼛㻚㼏㼛㼙㻛㼖㼜㻛㼓㼛㻛㼏㼛㼚㼠㼍㼏㼠㼏㼑㼚㼠㼑㼞㻛䚷

