システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC
5700 シリーズ）
初版：2014 年 05 月 26 日
最終更新： 年 月 日

シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
http://www.cisco.com/jp
お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 （フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/

Text Part Number: OL-32324-01-J

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（ www.cisco.com/jp/go/safety_warning/ ）
をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま
しては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され
ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容
については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販
売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。 このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨
事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。 このマニュアルに記載されている製品の使用
は、すべてユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。 添付されていない場合には、代理店にご連絡く
ださい。
The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version
of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。 シスコお
よびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証
をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、
間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものと
します。
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。 マニュアル内の例、コマンド出力、ネット
ワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。 説明の中に実際の IP アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それ
は意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。
Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における 商標または登録商標です。 シスコの商標の一覧は、こちらの URL でご覧いた
だくことができます。: http://www.cisco.com/go/trademarks 掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。 「パートナー」または「partner」
という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。 (1110R)
© 2014

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

目次

はじめに xv
表記法 xv
関連資料 xvii
マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート xvii
コマンドライン インターフェイスの使用 1
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
コマンド モード 1
ヘルプ システムの使用 5
コマンドの省略形 6
コマンドの no 形式および default 形式 6
CLI のエラー メッセージ 7
コンフィギュレーション ロギング 8
CLI を使用して機能を設定する方法 8
コマンド履歴の設定 8
コマンド履歴バッファ サイズの変更 8
コマンドの呼び出し 9
コマンド履歴機能のディセーブル化 9
編集機能のイネーブル化およびディセーブル化 10
キーストロークによるコマンドの編集 10
画面幅よりも長いコマンドラインの編集 12
show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング 13
コンソール接続または Telnet 経由での CLI へのアクセス 14
Web グラフィカル ユーザ インターフェイスの使用 15
Web GUI の使用に関する前提条件 15
Web GUI の使用に関する情報 15
Web GUI の機能 16

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

iii

目次

Controller のコンソール ポートの接続 17
Web GUI へのログイン 17
Web モードおよびセキュア Web モードの有効化 18
Controller Web GUI の設定 19
システムの管理 23
Controllerの管理に関する情報 23
システムの日時の管理 23
システム クロック 23
ネットワーク タイム プロトコル 24
NTP ストラタム 25
NTP アソシエーション 26
NTP セキュリティ 26
NTP の実装 26
NTP バージョン 4 26
DNS 27
DNS のデフォルト設定値 27
ログイン バナー 28
デフォルトのバナー設定 28
MAC アドレス テーブル 28
MAC アドレス テーブルの作成 28
MAC アドレスおよび VLAN 29
MAC アドレス テーブルのデフォルト設定 29
ARP テーブルの管理 29
Controllerを管理する方法 30
手動による日付と時刻の設定 30
システム クロックの設定 30
タイム ゾーンの設定 31
夏時間の設定 32
システム名の設定 33
DNS の設定 34
Message-of-the-Day ログイン バナーの設定 36
ログイン バナーの設定 36

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
iv

OL-32324-01-J

目次

MAC アドレス テーブルの管理 37
アドレス エージング タイムの変更 37
MAC アドレス変更通知トラップの設定 38
MAC アドレス移動通知トラップの設定 40
MAC しきい値通知トラップの設定 42
スタティック アドレス エントリの追加および削除 44
ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定 45
Controllerのモニタリングおよび保守の管理 46
Controller管理の設定例 47
例：システム クロックの設定 47
例：サマータイムの設定 47
例：MOTD バナーの設定 48
例：ログイン バナーの設定 48
例：MAC アドレス変更通知トラップの設定 48
例：MAC しきい値通知トラップの設定 49
例：MAC アドレス テーブルにスタティック アドレスを追加 49
例：ユニキャスト MAC アドレス フィルタリングの設定 49
Controller管理の機能履歴と情報 49
Controllerのセットアップ設定の実行 51
Controller セットアップ設定の実行に関する情報 51
Controller 起動プロセス 51
ソフトウェア インストーラ機能 52
ソフトウェアのブート モード 53
インストール モードでのブート 53
バンドル モードでのブート 53
Controllers情報の割り当て 54
DHCP ベースの自動設定の概要 55
DHCP クライアント要求プロセス 55
DHCP サーバ設定時の注意事項 56
TFTP サーバの目的 57
DNS サーバの目的 58
コンフィギュレーション ファイルの入手方法 58

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

v

目次

環境変数の制御方法 59
ソフトウェア イメージのリロードのスケジューリング 60
Controllerのセットアップ設定方法 61
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 61
複数の SVI への IP 情報の手動割り当て 63
Controllerのスタートアップ コンフィギュレーションの変更 65
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 65
Controllerをインストール モードで起動する 66
Controllerをバンドル モードで起動する 67
ソフトウェア イメージのリロードのスケジュール設定 68
Controllerのセットアップ設定のモニタリング 69
例：Controller実行コンフィギュレーションの確認 69
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
例：緊急のインストール 71
Controller セットアップを実行する場合の設定例 71
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 71
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 72
Controllerセットアップ設定の機能履歴と情報 72
Right-To-Use ライセンスの設定 73
機能情報の確認 73
Right-To-Use AP-Count ライセンスの制約事項 73
RTU ライセンスの設定に関する情報 74
Right-To-Use AP-Count ライセンス 74
Right-to-Use AP-Count 評価ライセンス 74
Right-To-Use Adder AP-Count 再ホスト ライセンス 75
RTU ライセンスの設定方法 75
ap-count 評価ライセンスのアクティブ化（CLI） 75
ap-count 永久ライセンスのアクティブ化 76
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 77
RMA 後にライセンスを交換用Controllerに移管する 77
Right-To-Use ライセンスの設定（GUI） 78

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
vi

OL-32324-01-J

目次

RTU ライセンスのモニタリングおよびメンテナンス 79
Right-To-Use AP-Count ライセンスの確認（GUI） 79
Right-To-Use AP-Count ライセンスの確認（CLI） 80
例：RTU ライセンス設定 82
RTU ライセンスに関する追加情報 82
RTU ライセンスの機能履歴と情報 84
管理者のユーザ名とパスワードの設定 85
機能情報の確認 85
管理者のユーザ名とパスワードの設定について 85
管理者のユーザ名とパスワードの設定 87
例：管理者のユーザ名とパスワードの設定 89
管理者のユーザ名とパスワードに関する追加情報 89
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
802.11 パラメータおよび帯域選択の設定 91
機能情報の確認 91
帯域選択の制約事項、802.11 帯域とパラメータ 91
帯域選択、802.11 帯およびパラメータに関する情報 92
帯域選択 92
802.11 帯域 92
802.11n パラメータ 93
802.11h パラメータ 93
802.11 帯とそのパラメータを設定する方法 93
帯域選択の設定（CLI） 93
802.11 帯域の設定（CLI） 95
802.11 帯域の設定（GUI） 98
802.11n のパラメータの設定（CLI） 99
802.11n パラメータの設定（GUI） 102
802.11h のパラメータの設定（CLI） 104
802.11h のパラメータの設定（GUI） 105
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
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 106
例：5 GHz 帯域の構成時の設定の表示 106

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

vii

目次

例：24 GHz 帯域の構成時の設定の表示 108
例：802.11h パラメータの状態の確認 109
例：帯域選択設定の確認 109
帯域選択、802.11 帯およびパラメータの設定例 110
例：帯域選択の設定 110
例：802.11 帯設定 110
例：802.11n 設定 111
例：802.11h 設定 111
802.11 パラメータおよび帯域選択に関する追加情報 112
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
アグレッシブ ロード バランシングの設定 115
機能情報の確認 115
アグレッシブ ロード バランシングの制約事項 115
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
アグレッシブ ロード バランシング 116
アグレッシブ ロード バランシングの設定方法 118
アグレッシブ ロード バランシングの設定 118
アグレッシブ ロード バランシングのモニタリング 119
例：アグレッシブ ロード バランシングの設定 119
アグレッシブ ロード バランシングに関する追加情報 120
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
クライアント ローミングの設定 123
機能情報の確認 123
クライアント ローミングの設定の前提条件 123
クライアント ローミングの設定の制約事項 124
クライアント ローミングについて 124
サブネット間ローミング 125
VoIP による通話ローミング 126
CCX レイヤ 2 クライアント ローミング 126
レイヤ 2 またはレイヤ 3 のローミング設定方法 127
レイヤ 2 またはレイヤ 3 のローミング設定 127
CCX クライアント ローミング パラメータの設定（CLI） 128

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
viii

OL-32324-01-J

目次

モビリティ Oracle の設定 130
モビリティ コントローラの設定 131
モビリティ エージェントの設定 133
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
モビリティ設定のモニタリング 135
クライアント ローミング設定に関する追加情報 136
クライアント ローミング設定の機能履歴と情報 138
Application Visibility and Control の設定 139
機能情報の確認 139
Application Visibility and Control について 140
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
Application Visibility and Control の前提条件 143
Application Visibility and Control によるController間ローミングに関するガイドライン 143
Application Visibility and Control の制限 143
Application Visibility and Control の設定方法 145
Application Visibility and Control の設定（CLI） 145
フロー レコードの作成 145
フロー エクスポータの作成（オプション） 148
フロー モニタの作成 150
AVC QoS ポリシーの作成 151
クラス マップの作成 151
ポリシー マップの作成 153
ローカル ポリシーの設定（CLI） 154
サービス テンプレートの作成（CLI） 155
パラメータ マップの作成（CLI） 155
ポリシー マップの作成（CLI） 156
WLAN でのデバイスへのローカル ポリシーの適用（CLI） 157
ローカル ポリシーの設定（GUI） 158
サービス テンプレートの作成（GUI） 159
ポリシー マップの作成（GUI） 159
WLAN へのローカル ポリシーの適用（GUI） 161
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 161

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

ix

目次

Application Visibility and Control の設定（GUI） 162
アプリケーションの可視性の設定（GUI） 162
Application Visibility and Control の設定（GUI） 163
Application Visibility and Control のモニタリング 164
Application Visibility and Control のモニタリング（CLI） 164
Application Visibility and Control のモニタリング（GUI） 165
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） 166
例：Application Visibility and Control 167
例：アプリケーションの可視性の設定 167
例：Application Visibility and Control QoS の設定 168
例：ローカル プロファイリング ポリシーの QoS 属性の設定 170
Application Visibility and Control に関する追加情報 170
Application Visibility and Control の機能履歴と情報 171
音声パラメータとビデオ パラメータの設定 173
機能情報の確認 173
音声およびビデオのパラメータの前提条件 173
音声およびビデオのパラメータの制約事項 174
音声パラメータとビデオ パラメータの設定について 174
コール アドミッション制御 175
静的ベースの CAC 175
負荷ベースの CAC 176
IOSd コール アドミッション制御 176
Expedited Bandwidth Requests 177
U-APSD 178
Traffic Stream Metrics 178
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 179
EDCA パラメータについて 179
音声パラメータとビデオ パラメータの設定方法 180
音声パラメータの設定（CLI） 180
ビデオ パラメータの設定（CLI） 184
SIP ベースの CAC の設定（CLI） 187
優先コール番号の設定（CLI） 189
EDCA パラメータの設定（CLI） 190

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
x

OL-32324-01-J

目次

EDCA パラメータの設定（GUI） 192
音声およびビデオ パラメータのモニタリング 193
音声およびビデオ パラメータの設定例 196
例：音声およびビデオの設定 196
音声およびビデオ パラメータに関する追加情報 197
音声およびビデオ パラメータ設定の機能履歴と情報 198
RFID タグ追跡の設定 199
機能情報の確認 199
RFID タグ追跡の設定について 199
RFID タグ トラッキングの設定方法 200
RFID タグ追跡の設定（CLI） 200
RFID タグ トラッキング情報のモニタリング 201
RFID タグ トラッキングに関する追加情報 201
RFID タグ トラッキング設定の機能履歴と情報 202
ロケーションの設定 203
機能情報の確認 203
ロケーションの設定に関する情報 203
ロケーションの設定方法 204
ロケーションの設定（CLI） 204
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） 207
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） 208
ロケーション設定および NMSP 設定のモニタリング 209
ロケーション設定のモニタリング（CLI） 209
NMSP 設定のモニタリング（CLI） 209
例：ロケーションの設定 210
例：NMSP の設定 210
ロケーション設定に関する追加情報 211
ロケーション設定の機能履歴と情報 212
フロー制御のモニタリング 213
機能情報の確認 213
フロー制御の概要 213

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

xi

目次

フロー制御のモニタリング 214
例：フロー制御のモニタリング 214
フロー制御をモニタリングするための追加情報 215
フロー制御のモニタリングの機能履歴および情報 216
システム メッセージ ログの設定 217
システム メッセージ ログの設定に関する情報 217
システム メッセージのロギング 217
システム ログ メッセージのフォーマット 218
デフォルトのシステム メッセージ ロギングの設定 219
syslog メッセージの制限 220
システム メッセージ ログの設定方法 220
メッセージ表示宛先デバイスの設定 220
ログ メッセージの同期化 222
メッセージ ロギングのディセーブル化 224
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 225
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 226
メッセージ重大度の定義 227
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 228
UNIX Syslog デーモンへのメッセージのロギング 229
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
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 231
システム メッセージ ログの設定例 231
例：スタック システム メッセージ 231
例：スイッチ システム メッセージ 231
システム メッセージ ログの機能履歴と情報 232
オンライン診断の設定 233
オンライン診断の設定に関する情報 233
オンライン診断 233
オンライン診断の設定方法 234
オンライン診断テストの開始 234
オンライン診断の設定 235
オンライン診断のスケジューリング 235

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
xii

OL-32324-01-J

目次

ヘルス モニタリング診断の設定 236
オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス 239
オンライン診断テストとテスト結果の表示 239
オンライン診断テストの設定例 240
例：診断テストの開始 240
例：ヘルス モニタリング テストの設定 240
例：スケジュール診断テスト 240
例：オンライン診断の表示 240
オンライン診断に関する追加情報 242
オンライン診断設定の機能履歴と情報 243
アクセス ポイントへのイメージのプレダウンロード 245
機能情報の確認 245
アクセス ポイントへのイメージのプレダウンロード 245
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
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
アクセス ポイントへのイメージのプレダウンロード（CLI） 246
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
例：アクセス ポイント プレダウンロード プロセス 249
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
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
ソフトウェア設定のトラブルシューティング 251
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
スイッチのソフトウェア障害 251
Controllerのパスワードを紛失した、または忘れた場合 252
Power over Ethernet（PoE）ポート 252
電力消失によるポートの障害 253
偽のリンク アップによりポートが使用不可になる 253
ping 253
レイヤ 2 の traceroute 254
レイヤ 2 の traceroute のガイドライン 254
IP Traceroute 255
Time Domain Reflector ガイドライン 256
debug コマンド 257

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

xiii

目次

Crashinfo ファイル 257
システム レポート 258
スイッチのオンボード障害ロギング 258
ファン障害 259
CPU 使用率が高い場合に起こりうる症状 260
ソフトウェア設定のトラブルシューティング方法 260
ソフトウェアで障害が発生した場合の回復 260
パスワードを忘れた場合の回復 262
パスワード回復がイネーブルになっている場合の手順 263
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 265
スイッチ スタックの問題の防止 267
自動ネゴシエーションの不一致の防止 268
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 268
SFP モジュール ステータスのモニタリング 269
ping の実行 269
温度のモニタ 270
物理パスのモニタリング 270
IP traceroute の実行 270
TDR の実行および結果の表示 271
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
show platform forward コマンドの使用 272
OBFL の設定 272
ソフトウェア設定のトラブルシューティングの確認 273
OBFL 情報の表示 273
例：高い CPU 使用率に関する問題と原因の確認 274
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
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
ソフトウェアのトラブルシューティングの設定例 280
例：IP ホストを ping する 280
例：IP ホストに対する traceroute の実行 281
例：すべてのシステム診断のイネーブル化 282
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

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
xiv

OL-32324-01-J

はじめに
• 表記法, xv ページ
• 関連資料, xvii ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, xvii ページ

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
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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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。 （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。

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 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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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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コマンド モード

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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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。

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
4

OL-32324-01-J

コマンドライン インターフェイスの使用
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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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。

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

7

コマンドライン インターフェイスの使用
コンフィギュレーション ロギング

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

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。

（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。
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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←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

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
12

OL-32324-01-J

コマンドライン インターフェイスの使用
show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング

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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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、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。
（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。

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
22

OL-32324-01-J

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

機能

デフォルト設定

DNS イネーブル ステート

イネーブル

DNS デフォルト ドメイン名

設定されていません

DNS サーバ

ネーム サーバのアドレスが未設定
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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

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
28

OL-32324-01-J

システムの管理
ARP テーブルの管理

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

機能

デフォルト設定

エージング タイム

300 秒

ダイナミック アドレス

自動学習

スタティック アドレス

未設定

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 IEEE 802 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。

（注）

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

次のいずれかを使用します。

次のいずれかの形式で、システム クロックを設定します。

• 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。

• clock set hh:mm:ss month day year

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。

例：

• day：月の日で日付を指定します。
• month：月を名前で指定します。

Controller# clock set 13:32:00 23 March

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
手動による日付と時刻の設定

コマンドまたはアクション

目的
• year：年を指定します（略式表記で指定しないでくださ

2013

い）。

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

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

clock timezone zone hours-offset
[minutes-offset]
例：
Controller(config)# clock
timezone AST -3 30

タイム ゾーンを設定します。
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。
• 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。
• 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。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end
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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

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

clock summer-time zone date date month 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。
year hh:mm date month year hh:mm
[offset]]
例：
Controller(config)# clock
summer-time PDT date
10 March 2013 2:00 3 November 2013
2:00

ステップ 3

clock summer-time zone recurring [week 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
day month hh:mm week day month hh:mm 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
[offset]]
時間は標準時を基準にしています。
例：
Controller(config)# clock
summer-time
PDT recurring 10 March 2013 2:00 3
November 2013 2:00

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。
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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コマンドまたはアクション

目的
• （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。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

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

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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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

hostname name

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。

例：

ステップ 3

デフォルト設定はControllerです。

Controller(config)# hostname
remote-users

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
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。

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

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

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

ip domain-name name

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。

例：

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。

Controller(config)# ip
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）。
ステップ 3

ip name-server server-address1
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
[server-address2 ... server-address6] ドレスを指定します。
例：
Controller(config)# ip
name-server 192.168.1.100
192.168.1.200 192.168.1.300

ステップ 4

ip domain-lookup [nsap |
source-interface interface]
例：
Controller(config)# ip
domain-lookup

ステップ 5

end

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
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。
（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。
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
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。

例：
Controller(config)# end
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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

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

banner motd c message c
例：
Controller(config)# banner motd #
This is a secure site. Only
authorized users are allowed.
For access, contact technical
support.
#

ステップ 3

end

MOTD を指定します。
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。
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。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

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

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

banner login c message c

ログイン メッセージを指定します。

例：
Controller(config)# banner login $
Access for authorized users only.
Please enter your username and
password.
$

ステップ 3

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。
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

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

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

mac address-table aging-time [0 |
10-1000000] [routed-mac | vlan vlan-id]
例：
Controller(config)# mac address-table
aging-time 500 vlan 2

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。
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。
vlan ID：有効な ID は 1 ～ 4094 です。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

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

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

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

• informs：ホストに SNMP インフォームを送信します。
• 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-server host 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。

ステップ 3

snmp-server enable traps mac-notification controllerが MAC アドレス変更通知トラップを送信できるよう
change
にします。
例：
Controller(config)# snmp-server enable
traps
mac-notification change

ステップ 4

mac address-table notification change

MAC アドレス変更通知機能をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# mac address-table
notification change
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

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

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。
• （任意）interval value：NMS に生成されるトラップの各

例：

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。

Controller(config)# mac address-table
notification change interval 123
Controller(config)#mac address-table
notification change history-size 100

• （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。

ステップ 6

interface interface-id
例：

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。

Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 7

snmp trap mac-notification change {added 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
| removed}
ネーブルにします。
例：

• MAC アドレスがインターフェイスに追加された（added）

Controller(config-if)# snmp trap
mac-notification change added

• MAC アドレスがインターフェイスから削除された

場合にトラップをイネーブルにします。
（removed）場合に MAC 通知トラップをイネーブルにし
ます。

ステップ 8

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

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

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

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

トラップ メッセージの受信者を指定します。
• host-addr：NMS の名前またはアドレスを指定します。
• traps（デフォルト）：ホストに SNMP トラップを送信

例：

します。

Controller(config)# snmp-server host
172.20.10.10 traps private
mac-notification

• informs：ホストに SNMP インフォームを送信します。
• 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-server host 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。

ステップ 3

snmp-server enable traps mac-notification controllerが NMS に MAC アドレス移動通知トラップを送信
move
できるようにします。
例：
Controller(config)# snmp-server enable
traps
mac-notification move
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

mac address-table notification mac-move

MAC アドレス移動通知機能をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# mac address-table
notification mac-move

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

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

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

snmp-server host host-addr {traps | informs} トラップ メッセージの受信者を指定します。
{version {1 | 2c | 3}} community-string
• host-addr：NMS の名前またはアドレスを指定します。
notification-type
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コマンドまたはアクション

目的
• 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
172.20.10.10 traps private
mac-notification

• informs：ホストに SNMP インフォームを送信します。
• 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-server host 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。

ステップ 3

snmp-server enable traps mac-notification NMS への MAC しきい値通知トラップをイネーブルにしま
threshold
す。
例：
Controller(config)# snmp-server enable
traps
mac-notification threshold

ステップ 4

mac address-table 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。

例：
Controller(config)# mac address-table
notification threshold

ステップ 5

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

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。

例：

• （任意）limit percentage：MAC アドレス テーブルの使

Controller(config)# mac address-table
notification threshold interval 123
Controller(config)# mac address-table
notification threshold limit 78

• （任意）interval time：通知間隔を指定します。有効な

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。
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。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

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

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

mac address-table static mac-addr 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。
vlan vlan-id interface interface-id
• 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：
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
Controller(config)# mac
ます。
address-table
static c2f3.220a.12f4 vlan 4
interface gigabitethernet 1/0/1

• 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-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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コマンドまたはアクション

目的
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。

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

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

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

mac address-table static mac-addr vlan 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、
vlan-id drop
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。
例：

• mac-addr：送信元または宛先ユニキャスト MAC アドレス

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

（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。
• 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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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

Controllerのモニタリングおよび保守の管理
コマンド

目的

clear mac address-table dynamic

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 address
mac-address

特定の MAC アドレスを削除します。

clear mac address-table dynamic interface
interface-id

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 vlan vlan-id

指定された VLAN 上のすべてのアドレスを削除
します。

show clock [detail]

時刻と日付の設定を表示します。

show ip igmp snooping groups

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 mac address-table address mac-address

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 aging-time

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 count

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 dynamic

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 interface interface-name

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。
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コマンド

目的

show mac address-table move update

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 multicast

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 notification {change |
mac-move | threshold}

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 secure

セキュア MAC アドレスを表示します。

show mac address-table static

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 vlan vlan-id

指定された VLAN の MAC アドレス テーブル情
報を表示します。

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)#
Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#

snmp-server host 172.20.10.10 traps private mac-notification
snmp-server enable traps mac-notification threshold
mac address-table notification threshold
mac address-table notification threshold interval 123
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。 VLAN 4 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
リリース

変更

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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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。

（注）

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。

• 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。

（注）

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。
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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。

（注）

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。

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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（注）

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。

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。

（注）

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。
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。

（注）

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。
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Controller A 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 IOS DHCP
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
コンフィギュレーション ファイルの入手方法

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。

（注）

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。

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

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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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

ip dhcp pool poolname

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。

例：
Controller(config)# ip dhcp pool pool

ステップ 3

boot filename

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。

例：
Controller(dhcp-config)# boot
config-boot.text

ステップ 4

network network-number mask prefix-length
例：

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。
（注）

Controller(dhcp-config)# network
10.10.10.0 255.255.255.0

ステップ 5

default-router address

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。

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。

例：
Controller(dhcp-config)# default-router
10.10.10.1

ステップ 6

option 150 address

TFTP サーバの IP アドレスを指定します。

例：
Controller(dhcp-config)# option 150
10.10.10.1

ステップ 7

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Controller(dhcp-config)# exit

ステップ 8

tftp-server flash:filename.text

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。

例：
Controller(config)# tftp-server
flash:config-boot.text
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

interface interface-id

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。

例：
Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/4

ステップ 10

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 11

ip address address mask

IP アドレスとインターフェイスのマスクを指定しま
す。

例：
Controller(config-if)# ip address
10.10.10.1 255.255.255.0

ステップ 12

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config-if)# end

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

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 vlan vlan-id
例：

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。

Controller(config)# interface vlan
99

ステップ 3

ip address ip-address subnet-mask

IP アドレスとサブネット マスクを入力します。

例：
Controller(config-vlan)# ip address
10.10.10.2 255.255.255.0

ステップ 4

exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

例：
Controller(config-vlan)# exit

ステップ 5

ip default-gateway ip-address
例：
Controller(config)# ip
default-gateway 10.10.10.1

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
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。
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。
（注）
（注）

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。
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。
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

ステップ 7

show interfaces vlan vlan-id

設定された IP アドレスを確認します。

例：
Controller# show interfaces vlan
99

ステップ 8

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

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

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

boot flash:/file-url
例：
Controller(config)# boot
flash:config.text

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。
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。
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。

ステップ 3

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

ステップ 4

show boot

入力を確認します。

例：

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。

Controller# show boot

ステップ 5

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

cp source_file_path
destination_file_path

（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。

例：
Controller#

ステップ 2

software expand file source_file_path 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。
例：
（注）
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。

ステップ 3

reload

controllerをリロードします。
（注）

例：
Controller: reload

ステップ 4

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。

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 5

show version

controllerがインストール モードであることを確認します。

例：

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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Controllerのスタートアップ コンフィギュレーションの変更

手順の詳細
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

cp source_file_path destination_file_path （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
例：
にコピーします。
Controller#

ステップ 2

ブート パラメータを設定します。
例：
Controller:

ステップ 3

ブート

controllerをブートします。

例：
switch: boot

ステップ 4

controllerがバンドル モードであることを確認します。

show version
例：

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

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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Controllerのセットアップ設定のモニタリング

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

copy running-config startup-config

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。

例：
copy running-config startup-config

ステップ 3

reload in [hh:]mm [text]
例：
Controller(config)# reload in 12

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。
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

ステップ 4

reload at hh: mm [month day | day
month] [text]

リロードを実行する時間を、時間数と分数で指定します。
（注）

例：
Controller(config)# reload at
14:00

ステップ 5

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。

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 6

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

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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Controllerのセットアップ設定の実行
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

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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例：緊急のインストール

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のセットアップ設定の実行
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

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

リリース

変更

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator 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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RTU ライセンスの設定に関する情報

• 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
ap-count 永久ライセンスのアクティブ化

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

license right-to-use activate ap-count
evaluation

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
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。

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

ステップ 2

show license right-to-use summary

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。

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

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、show license
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
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

license right-to-use deactivate ap-count evaluation 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
例：
ブ化します。
Controller# license right-to-use deactivate
ap-count evaluation
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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

ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

show license right-to-use summary

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。

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

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
コマンドまたはアクション
ステップ 1

目的

license right-to-use activate ap-count ap-number slot アップグレードを入手するか、新しい Adder ライ
1
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。
例：
Controller# license right-to-use activate
ap-count 500 slot 1

ステップ 2

show license right-to-use summary

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。

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

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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Right-To-Use ライセンスの設定（GUI）

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

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

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。

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

ステップ 2

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

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。

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

ステップ 3

show license right-to-use summary

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。

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show license right-to-use detail

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。

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

ステップ 2

show license right-to-use detail | output modifiers 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
例：
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
Controller# show license right-to-use detail
す。
| append <url>
例：
Controller# show license right-to-use detail
| begin apcount

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

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。
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。
正規表現に一致する行数を表示します。

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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コマンドまたはアクション

目的

例：

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。

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

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

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

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。
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。
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>

ステップ 3

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 4

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 5

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 6

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

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
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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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

show license right-to-use summary

現在使用中のライセンスの概要を表示します。

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

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
関連項目

マニュアル タイトル

RTU コマンド

System Management Command
Reference (Cisco WLC 5700
Series)
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関連項目

マニュアル タイトル

RTU AP イメージ プレロード機能

System Management Configuration
Guide（Cisco WLC 5700 Series）

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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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RTU ライセンスの機能履歴と情報
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator 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

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

wireless security strong-password

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。

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

ステップ 3

username admin-username password {0
unencrypted_password | 7 hidden_password |
unencrypted_text}

管理者のユーザ名とパスワードを指定します。
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@

ステップ 4

username admin-username secret {0
管理者のシークレットを指定します。
unencrypted_secret_text | 4 SHA256
encrypted_secret_text | 5 MD5 encrypted_secret_text
| LINE}
例：
Controller(config)# username adminuser1 secret
0 QZsek239@
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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

ap mgmtuser username username password {0
controllerに設定されているすべてのアクセス ポイン
unencrypted password | 8 AES encrypted password トを管理する管理者のユーザ名とパスワードを指定
}secret {0 unencrypted password | 8 AES encrypted します。
password }
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
（注）
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

ステップ 6

ap dot1x username username password {0
controllerに設定されているすべてのアクセス ポイン
unencrypted password | 8 AES encrypted password 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。
例：
Controller(config)# ap dot1x username cisco
password 0 Qwci12@

ステップ 7

end
例：

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。

Controller(config)# end

ステップ 8

ap name apname mgmtuser username
usernamepassword password secret secret _text

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。

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

ステップ 9

ap name apname dot1x-user username password
password

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。

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

wireless security strong-password
ap name APf0f7.55c7.7b23 mgmtuser username cisco password Qwci12@ secret Qwci14@
ap name APf0f7.55c7.7b23 dot1x-user username cisco password Qwci12@
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
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

System Management Command Reference Guide（シ
ステム管理コマンド リファレンス ガイド）、
Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator 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、Cisco Aironet 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、2.4 GHz 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。

（注）

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。

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
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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

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

wireless client band-select cycle-count
cycle_count
例：

帯域選択のプローブ サイクル カウントを設定します。
cycle_count パラメータには、1 ～ 10 の範囲内の値を入力
できます。

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

ステップ 3

wireless client band-select cycle-threshold
milliseconds
例：

新規スキャン周期の時間のしきい値を設定します。
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。

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

ステップ 4

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

ステップ 5

wireless client band-select expire dual-band
seconds
例：

デュアル バンドの期限を設定します。
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。

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

ステップ 6

wireless client band-select client-rssi client_rssi クライアント RSSI しきい値を設定します。
例：
Controller(config)# wireless client
band-select client-rssi 40

ステップ 7

end
例：

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。

Controller(config)# end

ステップ 8

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

特定の WLAN で帯域選択を設定します。
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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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Controller(config)# end

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

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

802.11a 帯域をディセーブルにします。

ap dot11 5ghz shutdown

（注）

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

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。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ap dot11 24ghz shutdown

802.11b 帯域をディセーブルにします。

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

ステップ 4

Controller(config)# ap dot11 5ghz
beaconperiod 500

ap dot11 {5ghz | 24ghz}
fragmentation threshold
例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
fragmentation 300

ステップ 6

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。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} beaconperiod 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
time_unit
ます。
例：

ステップ 5

（注）

ap dot11 {5ghz | 24ghz} dtpc
例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
dtpc
Controller(config)# no ap dot11
24ghz dtpc

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

ステップ 7

wireless client association limit
number interval milliseconds
例：
Controller(config)# wireless
client association limit 50
interval 1000

ステップ 8

ap dot11 {5ghz | 24ghz} rate rate
{disable | mandatory | supported}
例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
rate 36 mandatory

設定できるクライアントの最大数を指定します。
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。
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。
• [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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コマンドまたはアクション

目的
• [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。

ステップ 9

802.11a 帯域をイネーブルにします。

no ap dot11 5ghz shutdown

（注）

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

ステップ 10

802.11b 帯域をイネーブルにします。

no ap dot11 24ghz shutdown

（注）

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

ステップ 11

Controller(config)# ap dot11
24ghz dot11g

end

デフォルト値はイネーブルで
す。

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：

ステップ 12

デフォルト値はイネーブルで
す。

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。

例：
Controller(config)# end
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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 [Beacon Period] 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。
（注）
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 100 TU であっても、その間隔は 102 TU 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。

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。
（注）
（注）

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。
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。

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

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

ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n

ネットワークで 802.11n サポートをイネーブルします。

例：

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。

Controller(config)# ap dot11 5ghz
dot11n
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n mcs
tx rtu

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。

例：

ステップ 4

Controller(config)# ap dot11 5ghz
dot11n mcs tx 20

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。

wlanwlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name wmm require

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。

例：
Controller(config)# wlan wlan1 25
ssid12
Controller(config-wlan)# wmm
require

ステップ 5

ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

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。

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

ステップ 6

{ap | no ap} dot11 {5ghz | 24 ghz}
802.11n パケットに使用する集約方法を指定します。
dot11n a-mpdu tx priority {all | 0-7}
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 MAC Protocol Data Unit（A-MPDU; 集約 MAC プロトコル データ ユ
dot11n a-mpdu tx priority all
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

ユーザ プライオリティ

トラフィック タイプ

0

ベスト エフォート

1

背景情報

2

予備

3

エクセレント エフォート
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コマンドまたはアクション

目的
4

制御された負荷

5

ビデオ、遅延およびジッターは
100 ミリ秒未満

6

音声、遅延およびジッターは100
ミリ秒未満

7

ネットワーク制御

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 no 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-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。
ステップ 7

no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown ネットワークを再度イネーブルにします。
例：
Controller(config)# no ap dot11
5ghz shutdown

ステップ 8

ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n
guard-interval {any | long}

ネットワークのガード間隔を設定します。

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
dot11n guard-interval long

ステップ 9

ap dot11 {5ghz | 24ghz} dot11n rifs
rx

ネットワークの Reduced Interframe Space（RIFS）を設定します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
dot11n rifs rx

ステップ 10

end

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。

例：
Controller(config)# end

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。
（注）
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。
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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

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

ap dot11 5ghz shutdown

802.11a ネットワークをディセーブルにします。

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

ステップ 3

{ap | no ap} dot11 5ghz channelswitch mode アクセス ポイントの、新しいチャネルに切り替わった際
switch_mode
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。
例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
channelswitch mode 0

ステップ 4

ap dot11 5ghz power-constraint value
例：

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。
value パラメータのデフォルト値は 3 dB です。

Controller(config)# ap dot11 5ghz
power-constraint 200

ステップ 5

no ap dot11 5ghz shutdown

802.11a ネットワークを再度イネーブルします。

例：
Controller(config)# no ap dot11 5ghz
shutdown
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Controller(config)# end

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

コマンド

目的

show ap dot11 5ghz network

802.11a 帯域ネットワーク パラメータ、802.11a
運用率、802.11n MCS 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

802.11b 帯域ネットワーク パラメータ、802.11b/g
運用率、802.11n MCS 設定および 802.11n ステー
タス情報を表示します。

show wireless dot11h

802.11h 設定パラメータを表示します。

show wireless band-select

帯域選択構成時の設定を表示します。

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
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

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）

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator 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、5 GHz 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。

（注）

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。
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 Unified Wireless 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

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

wireless load-balancing window client-count 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
例：
の範囲内の値を入力できます。
Controller(config)# wireless
load-balancing window 1

ステップ 3

wireless load-balancing denial denial-count 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
例：
できます。
Controller(config)# wireless
load-balancing denial-count 1

ステップ 4

end
例：

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。

Controller(config)# end

ステップ 5

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name load-balance

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。

例：

wlan_ID パラメータには、1 ～ 512 の範囲内の値を入力で
きます。

Controller(config)# wlan wlan1 25
ssid12
Controller(config-wlan)# load-balance

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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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Controller(config)# end

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

コマンド

目的

show wireless load-balancing

ロードバランシング機能のステータスを表示し
ます。

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
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

System Management Command Reference Guide（シ
ステム管理コマンド リファレンス ガイド）、
Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator 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。 Cisco WLC 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。 Cisco WLC 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、Cisco Unified Wireless
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。
Cisco UWN 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。

（注）

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。

• 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

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

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name

WLAN コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Controller(config)#wlan wlan1

ステップ 3

no mobility anchor sticky

（任意）レイヤ 2 アンカーをディセーブルにしま
す。

例：
Controller(config-wlan)#no mobility anchor
sticky

ステップ 4

end
例：

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。

Controller(config)# end

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 | custom min-rssi roam-hyst scan-thresh trans-time}
3. end
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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

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

ap dot11 {5ghz | 24ghz}
l2roam rf-params
{default | custom
min-rssi roam-hyst
scan-thresh trans-time}
例：
Controller#ap dot11
5ghz l2roam rf-params
custom -80

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。
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。
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：
• [Minimum RSSI]：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。
• [Transition Time]：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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コマンドまたはアク
ション

目的
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。

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

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

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

wireless mobility oracle

コントローラのモビリティ Oracle をイネーブルにしま
す。

例：
Controller(config)# wireless mobility
oracle
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Controller(config)# end

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-name member ip ip-address {public-ip
public-ip-address}
5. wireless mobility controller peer-group switch-peer-group-name multicast
6. wireless mobility controller peer-group switch-peer-group-name multicast 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

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

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
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ステップ 3

ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-name
例：

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
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。

Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1

（注）

wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-name member ip ip-address
{public-ip public-ip-address}

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。

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。
（注）

例：

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。

Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1 member ip
10.0.0.1

ステップ 5

wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-name multicast

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。

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1 multicast

ステップ 6

wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-name multicast ip
peer-group-multicast-ip-addr

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。
（注）

例：

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。

Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1 multicast ip
10.0.0.4

ステップ 7

wireless mobility controller
peer-groupswitch-peer-group-name
bridge-domain-id id

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。
（注）

例：

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。

Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG bridge-domain-id
10.0.0.5

ステップ 8

wireless mobility group member ip ip-address
モビリティ グループ メンバを追加します。
[public-ip public-ip-address] [group group-name]
（注）
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
例：
MC のグループ名です。
Controller(config)# wireless mobility group
member ip 10.0.0.1
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility dscp value

モビリティ制御パケットの DSCP 値を設定します。

例：

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。

Controller(config)# wireless mobility dscp
46

ステップ 10

wireless mobility group keepalive {count |
interval}
例：
Controller(config)# wireless mobility group
keepalive count

ステップ 11

wireless mobility group name name
例：

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
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。

Controller(config)# wireless mobility group
name group1

ステップ 12

wireless mobility oracle ipmo-ip-address

モビリティ oracle に IPアドレスを設定します。

例：
Controller(config)# wireless mobility oracle
ip 10.0.0.5

ステップ 13

wireless management interface interface-name

ワイヤレス管理インターフェイスを設定します。

例：
Controller(config)# wireless management
interface Vlan21

ステップ 14

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

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

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

wireless mobility controller ip ip-address

モビリティ コントローラの IPアドレスを設定しま
す。

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller ip 10.10.10.20

ステップ 3

wireless mobility load-balance

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。

例：
Controller(config)# wireless mobility
load-balance

ステップ 4

wireless mobility load-balance threshold
threshold -value

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。

例：
Controller(config)# wireless mobility
load-balance threshold 100

ステップ 5

wireless management interface interface-name

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。

例：
Controller(config)# wireless management
interface Vlan21

ステップ 6

end
例：

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。

Controller(config)# end

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

コマンド

目的
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show ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roam rf-param

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 statistics

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 mac-address 特定のアクセス ポイントの CCX レイヤ 2 クラ
mac-address statistics
イアント ローミング統計を表示します。

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

コマンド

目的

show wireless mobility summary

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 statistics

モビリティの統計情報を表示します。

show wireless mobility dtls connections

確立した DTLS 接続を表示します。

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

コマンド

目的

show wireless mobility oracle summary

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 client 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 detail client
-mac-address

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。
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show wireless mobility oracle mc-ip

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。

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

コマンド

目的

show wireless mobility controller client summary 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
mac-address detail

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 agent ma-ip client summary 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。
show wireless mobility ap-list

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。

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

コマンド

目的

show wireless mobility load-balance summary

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。

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
関連項目

マニュアル タイトル

モビリティ設定

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）
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関連項目

マニュアル タイトル

モビリティ関連のコマンド

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）

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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• 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
• Application Visibility and Control 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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator 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
Application Visibility and Control（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。

（注）

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。
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。

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
140

OL-32324-01-J

Application Visibility and Control の設定
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
クラス マップ形式

クラス マップの例

Direction

match protocol protocol name

class-map match-any
webex-class
match protocol webex-media

アップストリームおよびダウン
ストリームの両方

match protocol attribute
category category-name

class-map match-any IM
match protocol attribute
category instant-messaging

アップストリームおよびダウン
ストリームの両方

match protocol attribute
sub-category sub-category-name

class-map match-any
realtimeconferencing
match protocol attribute
sub-category
voice-video-chat-collaboration

アップストリームおよびダウン
ストリームの両方

match protocol attribute
application-group
application-group-name

class-map match-any skype
match protocol attribute
application-group skype-group

アップストリームおよびダウン
ストリームの両方

組み合わせのフィルタ

class-map match-any
webex-class
match protocol webex
match dscp 45
match wlan user-priority 6

アップストリームのみ

サポートされる AVC ポリシー形式
ポリシー形式

QoS アクション

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、ポリシング、ドロップ

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

マーキングとポリシング

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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AVC ポリシーの形式

AVC ポリシーの例

Direction

基本セット

policy-map webex-policy
class webex-class
set dscp ef //or set up,cos

アップストリームおよびダウン
ストリーム

基本ポリシング

policy-map webex-policy
class webex-class
police 5000000

アップストリームおよびダウン
ストリーム

基本のセットおよびポリシング

policy-map webex-policy
class webex-class
set dscp ef //or set up,cos
police 5000000

アップストリームおよびダウン
ストリーム

デフォルトを含む複数のセット
とポリシング

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 <>

アップストリームおよびダウン
ストリーム

階層型ポリシング

policy-map webex-policy
class webex-class
police 5000000
service-policy
client-in-police-only

アップストリームおよびダウン
ストリーム

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

階層型セットおよびポリシング

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

ドロップ アクション

アップストリームのみ
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AVC ポリシーの形式

AVC ポリシーの例

Direction

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。
• Cisco WLC 5700 シリーズでサポートされるフローの最大数は 360 KB 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

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

flow record flow_record_name

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。

例：
Controller(config)# flow record record1
Controller (config-flow-record)#

ステップ 3

description string

（任意）最大 63 文字で、フロー レコードの説明を
指定します。

例：
Controller(config-flow-record)# description
IPv4flow

ステップ 4

match ipv4 protocol

IPv4 プロトコルに一致を指定します。

例：
Controller (config-flow-record)# match ipv4
protocol
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

match ipv4 source address

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。

例：
Controller (config-flow-record)# match ipv4
source address

ステップ 6

match ipv4 destination address

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。

例：
Controller (config-flow-record)# match ipv4
destination address

ステップ 7

match transport source-port

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。

例：
Controller (config-flow-record)# match
transport source-port

ステップ 8

match transport destination-port

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。

例：
Controller (config-flow-record)# match
transport destination-port

ステップ 9

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 10

アプリケーション名に一致を指定します。

match application name

（注）

例：
Controller (config-flow-record)# match
application name

ステップ 11

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。

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 12

collect counter bytes long

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。

例：
Controller (config-flow-record)# collect
counter bytes long

ステップ 13

collect counter packets long

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。

例：
Controller (config-flow-record)# collect
counter bytes long
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ステップ 14

コマンドまたはアクション

目的

collect wireless ap mac address

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。

例：
Controller (config-flow-record)# collect
wireless ap mac address

ステップ 15

collect wireless client mac address

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。

例：
Controller (config-flow-record)# collect
wireless client mac address

ステップ 16

end
例：

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。

Controller(config)# end

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

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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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

flow exporter flow_exporter_name

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。

例：
Controller(config)# flow exporter record1
Controller (config-flow-exporter)#

ステップ 3

description string

最大 63 文字で、フロー レコードの説明を示しま
す。

例：
Controller(config-flow-exporter)#
description IPv4flow

ステップ 4

destination {hostname | ip-address}

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。

例：
Controller (config-flow-exporter) #
destination 10.99.1.4

ステップ 5

transport udp port-value

UDP プロトコルのポートの値を設定します。

例：
Controller (config-flow-exporter) #
transport udp 2

ステップ 6

option application-table timeout seconds （オプ （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。
ション）
例：
Controller (config-flow-exporter)# option
application-table timeout 500

ステップ 7

option usermac-table timeout seconds (optional) （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。
例：
Controller (config-flow-exporter)# option
usermac-table timeout 1000

ステップ 8

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

設定を確認します。

show flow exporter
例：
Controller # show flow exporter

ステップ 10

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

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

149

Application Visibility and Control の設定
Application Visibility and Control の設定（CLI）

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

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

flow monitor monitor-name

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。

例：
Controller (config)# flow monitor
flow-monitor-1

ステップ 3

description description

フロー モニタの説明を作成します。

例：
Controller (config-flow-monitor)#
description flow-monitor-1

ステップ 4

record record-name

事前に作成されたレコーダの名前を指定します。

例：
Controller (config-flow-monitor)# record
flow-record-1

ステップ 5

exporter exporter-name

事前に作成されたエクスポータの名前を指定します。

例：
Controller (config-flow-monitor)# exporter
flow-exporter-1
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

cache timeout {active | inactive} （任意）
例：

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）。

Controller (config-flow-monitor)# cache
timeout active 1800

（注）

Controller (config-flow-monitor)# cache
timeout inactive 200

ステップ 7

end
例：

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。
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。

Controller(config)# end

ステップ 8

設定を確認します。

show flow monitor
例：
Controller # show flow monitor

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

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

class-map class-map-name

クラス マップを作成します。

例：
Controller(config)# class-map webex-class

ステップ 3

match protocol {application-name | attribute category
category-name | attribute sub-category sub-category-name |
attribute application-group application-group-name}

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。

例：
Controller(config)# class-map webex-class
Controller(config-cmap)# match protocol webex-media
Controller(config)# class-map class-webex-category
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

ステップ 4

end
例：
Controller(config)# end

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。
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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

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

policy-map policy-map-name
例：
Controller(config)#
policy-map webex-policy
Controller(config-pmap)#

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。
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。
（注）

ステップ 3

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。

class [class-map-name |
class-default]

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。

例：

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。

Controller(config-pmap)#
class-map webex-class
Controller(config-pmap-c)#

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-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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コマンドまたはアクション

目的
（注）

ステップ 4

police rate-bps burst-byte
[exceed-action {drop |
policed-dscp-transmit}]

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。

分類したトラフィックにポリサーを定義します。
デフォルトでは、ポリサーは定義されていません。
• 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

例：

ます。 範囲は 8000 ～ 10000000000 です。

Controller(config-pmap-c)#
police 100000 80000 drop

• 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。

ステップ 5

set {dscp new-dscp | cos
cos-value}

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。
• 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

例：

DSCP 値を入力します。 範囲は 0 ～ 63 です。

Controller(config-pmap-c)#
set dscp 45

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

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。
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サービス テンプレートの作成（CLI）

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

service-template service-template-name

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。

例：
Controller(config)# service-template
cisco-phone-template
Controller(config-service-template)#

ステップ 3

access-group acl_list

適用するアクセス リストを指定します。

例：
Controller(config-service-template)#
access-group foo-acl

ステップ 4

vlan vlan_id

VLAN ID を指定します。 1 ～ 4094 の値を指定で
きます。

例：
Controller(config-service-template)# vlan
100

ステップ 5

absolute-timer seconds

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。

例：
Controller(config-service-template)#
absolute-timer 20

ステップ 6

service-policy qos {input | output}

クライアントの QoS ポリシーを設定します。

例：
Controller(config-service-template)#
service-policy qos input foo-qos

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

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

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

parameter-map type subscriber attribute-to-service
parameter-map-name

パラメータ マップのタイプと名前を指定しま
す。

例：
Controller(config)# parameter-map type subscriber
attribute-to-service Aironet-Policy-para

ステップ 3

map-index map { device-type | mac-address | oui |
user-role | username} {eq | not-eq | regex filter-name }

パラメータ マップ属性フィルタ基準を指定し
ます。

例：
Controller(config-parameter-map-filter)# 10 map
device-type eq "WindowsXP-Workstation"

ステップ 4

service-template service-template-name

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。

例：
Controller(config-parameter-map-filter-submode)#
service-template cisco-phone-template
Controller(config-parameter-map-filter-submode)#

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

ポリシー マップの作成（CLI）

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

policy-map type control subscriber
policy-map-name

ポリシー マップのタイプを指定します。
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コマンドまたはアクション

目的

例：
Controller(config)# policy-map type control
subscriber Aironet-Policy

ステップ 3

event identity-update {match-all | match-first} ポリシーマップに一致基準を指定します。
例：
Controller(config-policy-map)# event
identity-update match-all

ステップ 4

class_number class {class_map_name | always } ローカル プロファイリング ポリシー クラス マップ番
{do-all | do-until-failure | do-until-success}
号を設定し、操作の方法を指定します。 クラス マップ
コンフィギュレーション モードには、次のコマンド オ
例：
プションが含まれます。
Controller(config-class-control-policymap)#
1 class local_policy1_class
do-until-success

• [always]：一致を確認せずに実行しますが成功を
返します。
• [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。

ステップ 5

action-index map attribute-to-service table
parameter-map-name

使用するパラメータ マップ テーブルを指定します。

例：
Controller(config-policy-map)# 10 map
attribute-to-service table
Aironet-Policy-para

ステップ 6

end
例：

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。

Controller(config)# end

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

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

wlan wlan-name

WLAN コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Controller(config)# wlan wlan1

ステップ 3

service-policy type control subscriber
policymapname

WLAN にローカル ポリシーを適用します。

例：
Controller(config-wlan)# service-policy
type control subscriber Aironet-Policy

ステップ 4

profiling local http（任意）
例：

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）。

Controller(config-wlan)# profiling local
http

ステップ 5

profiling radius http（任意）

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）。

例：
Controller(config-wlan)# profiling radius
http

ステップ 6

no shutdown

WLANをシャットダウンしないように指定します。

例：
Controller(config-wlan)# no shutdown

ステップ 7

end
例：

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。

Controller(config)# end

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。

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
158

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（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、[Radius HTTP Profiling] 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

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

wlan wlan-id

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。

例：
Controller (config) # wlan 1
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ip flow monitor monitor-name {input |
output}

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。

例：
Controller (config-wlan) # ip flow
monitor flow-monitor-1 input

ステップ 4

end
例：

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。

Controller(config)# end

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) [Application Visibility 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。
（注）
出力クライアント ポリシーの場合は、[Application Recognition] 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。
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）。
• [Protocol Choice]：[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。
（注）

ステップ 9

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。

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

コマンド

目的

show avc client client-mac top n application
[aggregate | upstream | downstream]

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 wlan ssid 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 wlan id wlan-id

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 flow monitor flow_monitor_name cache

フロー モニタに関する情報を表示します。

show wireless client mac-address mac-address
service-policy { input | output }

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 policy-map target

ポリシー マップに関する情報を表示します。

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

コマンド

目的

clear avc client mac stats

クライアントごとの統計情報をクリアします。

clear avc wlan wlan-name stats

WLAN ごとの統計情報をクリアします。

Application Visibility and Control のモニタリング（GUI）
controllerのホーム ページの [AVC on WLAN] 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。
統計情報のタイプ

方法

詳細

SSID ポリシー

[Monitor] > [Controller] >
[Statistics] > [QoS] を選択しま
す。

[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。

クライアント ポリシー

[Monitor] > [Clients] > [Client
Details] を選択します。

[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。

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
Controller(config-flow-record)#
Controller(config-flow-record)#
Controller(config-flow-record)#
Controller(config-flow-record)#
Controller(config-flow-record)#

fr_v4
match
match
match
match
match

ipv4 protocol
ipv4 source address
ipv4 destination address
transport destination-port
flow direction
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Controller(config-flow-record)#
Controller(config-flow-record)#
Controller(config-flow-record)#
Controller(config-flow-record)#
Controller(config-flow-record)#
Controller(config-flow-record)#
Controller(config)#end

match application name
match wireless ssid
collect counter bytes long
collect counter packets long
collect wireless ap mac address
collect wireless client mac address

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
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

System Management Command Reference Guide（シ
ステム管理コマンド リファレンス ガイド）、
Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）

Flexible NetFlow 設定

Flexible NetFlow Configuration Guide（Flexible
NetFlow 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）

Flexible NetFlow コマンド

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）

QoS の設定

QoS Configuration Guide（QoS コンフィギュレー
ション ガイド）、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco
WLC 5700 シリーズ）

QoS コマンド

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）
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標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。

Cisco IOS XE 3E

QoS 付きの AVC 制御が導入されました。
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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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator 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。

（注）

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、Cisco Unified Call Manager 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。

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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（注）

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。

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。

（注）

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。

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
2

CAC モード

音声コー
ルに予約
された帯
1
域幅

使用法

通常の
緊急 TSPEC 帯域幅要求
TSPEC 要求

帯域幅ベースの
CAC

75%（デ
フォルト
設定）

75% 未満

許可

許可

75% ～ 90%（音声コー 却下
ル用に予約された帯域幅
が消費される）

許可

90 % 超

却下

却下

75% 未満

許可

許可

75% ～ 85%（音声コー 却下
ル用に予約された帯域幅
が消費される）

許可

85 % 超

却下

負荷ベースのCAC

却下

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

177

音声パラメータとビデオ パラメータの設定
U-APSD

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]）

（注）

TSPEC G711-20 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。

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。
TSM エントリ

5700

最大 AP TSM エントリ数

100

最大クライアント TSM エントリ数

250
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（注）

TSM エントリ

5700

最大 TSM エントリ数

100*250=25000

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show wlan summary

controllerに設定されているすべての WLAN を指定しま
す。

例：
Controller# show wlan summary

ステップ 2

show wlan wlan_id

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。

例：
Controller# show wlan 25

ステップ 3

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 4

policy-map policy-map name
例：
Controller(config)# policy-map test_2000
Controller(config-pmap)#

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。
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。

ステップ 5

class {class-name | class-default}
例：
Controller(config-pmap)# class test_1000
Controller(config-pmap-c)#

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。
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。

ステップ 6

（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 7

service-policy policy-map name

QoS サービス ポリシーを設定します。

例：
Controller(config-pmap-c)# service-policy
test_2000
Controller(config-pmap-c)#
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Controller(config)# end

ステップ 9

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name wlan shutdown

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。

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# wlan shutdown

ステップ 10

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name

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。

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# wlan shutdown

ステップ 11

wlan wlan_name call-snoop

特定の WLAN のコール スヌーピングをイネーブルにし
ます。

例：
Controller(config)# wlan wlan1 call-snoop

ステップ 12

wlan wlan_name service-policy input
input_policy_name

特定の WLAN の入力 SSID ポリシーを音声に設定しま
す。

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# service-policy
input platinum-up

ステップ 13

wlan wlan_name service-policy output
ouput_policy_name

特定の WLAN の出力 SSID ポリシーを音声に設定しま
す。

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# service-policy
output platinum

ステップ 14

wlan wlan_name service-policy input
ingress_policy_name

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。

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# service-policy
input policy1
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ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

wlan wlan_name service-policy output
egress_policy_name

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。

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# service-policy
output policy2

ステップ 16

ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

無線ネットワークをディセーブルにします。
Controller(config)# ap dot11 5ghz shutdown

例：

ステップ 17

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice sip

802.11a または 802.11b/g ネットワークについて、SIP
IOSd CAC をイネーブルまたはディセーブルにします。

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice sip

ステップ 18

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice acm
例：

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。

Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice acm

ステップ 19

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice
max-bandwidth bandwidth
例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice max-bandwidth 85

ステップ 20

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice
roam-bandwidth bandwidth
例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice roam-bandwidth 10

ステップ 21

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。
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。
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
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ステップ 22

コマンドまたはアクション

目的

no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

無線ネットワークを再度イネーブルにします。

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

ステップ 23

end
例：

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。

Controller(config)# end

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

show wlan summary

controllerに設定されているすべての WLAN を指定しま
す。

例：
Controller# show wlan summary

ステップ 2

show wlan wlan_id

変更する WLAN を指定します。

例：
Controller# show wlan 25

ステップ 3

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 4

policy-map policy-map name
例：
Controller(config)# policy-map
test_2000
Controller(config-pmap)#

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。
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。

ステップ 5

class {class-name | class-default}
例：
Controller(config-pmap)# class
test_1000
Controller(config-pmap-c)#

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。
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。

ステップ 6

（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 7

service-policy policy-map name

QoS サービス ポリシーを設定します。

例：
Controller(config-pmap-c)#
service-policy test_2000
Controller(config-pmap-c)#
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Controller(config)# end

ステップ 9

wlanwlan_profile_name

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。

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# wlan shutdown

ステップ 10

ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

無線ネットワークをディセーブルにします。

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

ステップ 11

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video acm
例：

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。

Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
video acm

ステップ 12

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video load-based 負荷ベース CAC の方式を設定します。
例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
video load-based

ステップ 13

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video
max-bandwidth bandwidth
例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
video max-bandwidth 20

ステップ 14

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。
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。

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac video
roam-bandwidth bandwidth

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。

例：

bandwidth の範囲は 0 ～ 25% で、デフォルト値は 0% で
す。

Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
video roam-bandwidth 9

ステップ 15

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。

no wlan shutdown wlan_id

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。

例：
Controller(config-wlan)# no wlan
shutdown 25

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
186

OL-32324-01-J

音声パラメータとビデオ パラメータの設定
SIP ベースの CAC の設定（CLI）

ステップ 16

コマンドまたはアクション

目的

no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown

無線ネットワークを再度イネーブルにします。

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

ステップ 17

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

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

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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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

wlan wlan-name

WLAN 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)# wlan qos-wlan
Controller(config-wlan)#

ステップ 3

call-snoop

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。

例：
Controller(config-wlan)# call-snoop

ステップ 4

service-policy [client] input policy-map name 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
例：
定していることを確認します。
Controller(config-wlan)# service-policy
input platinum-up

ステップ 5

service-policy [client] output policy-map name 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
例：
定していることを確認します。
Controller(config-wlan)# service-policy
output platinum

ステップ 6

end
例：

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。

Controller(config)# end

ステップ 7

show wlan {wlan-id | wlan-name}

WLAN の設定済みの QoS ポリシーを検証します。

例：
Controller# show wlan qos-wlan

ステップ 8

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 9

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac {voice | video}
acm
例：

無線の静的 ACM をイネーブルにします。
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。

Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice acm

ステップ 10

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac voice sip

SIP-Based CAC を設定します。

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac
voice sip
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Controller(config)# end

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

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

wlan wlan-name qos platinum

特定の WLAN の QoS を音声に設定します。

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# qos platinum
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ap dot11 {5ghz | 24ghz} cac {voice | video} acm

無線の静的 ACM をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz cac voice
acm

ステップ 4

wlan wlan-name

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。

例：
Controller(config)# wlan wlan1
Controller(config-wlan)# call-snoop

ステップ 5

wireless sip preferred-call-no call_index call_number 新しい優先コールを追加します。
例：
Controller(config)# wireless sip
preferred-call-no 1 555333

ステップ 6

no wireless sip preferred-call-no call_index

優先コールを削除します。

例：
Controller(config)# no wireless sip
preferred-call-no 1

ステップ 7

end
例：

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。

Controller(config)# end

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

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

ap dot11 {5ghz | 24ghz } shutdown

無線ネットワークをディセーブルにします。

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

ステップ 3

ap dot11 {5ghz | 24ghz}
edca-parameters {custom-voice |
optimized-video-voice |
optimized-voice | svp-voice |
wmm-default}

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。
• [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-video-voice]：802.11a または 802.11b/g ネットワーク

例：
Controller(config)# ap dot11 5ghz
edca-parameters optimized-voice

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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コマンドまたはアクション
ステップ 4

目的

show ap dot11 {5ghz | 24ghz} network 音声用の MAC 最適化の現在のステータスを表示します。
例：
Controller(config)# show ap dot11
5ghz network

ステップ 5

no ap dot11 {5ghz | 24ghz} shutdown 無線ネットワークを再度イネーブルにします。
例：
Controller(config)# no ap dot11
5ghz 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

EDCA パラメータの設定（GUI）
ステップ 1

[Configuration] > [Wireless] > [802.11a/n/ac] > [EDCA Parameters] 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。
（注）

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。
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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。
（注）
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。

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

コマンド

目的

show ap dot11 {5ghz | 24ghz} network

無線ベースの音声統計情報を表示します。

show ap name ap_name dot11 24ghz tsm all

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 apname cac voice

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 client detail client_mac

特定のクライアントの U-APSD 状態を表示しま
す。

show policy-map interface wireless client

ビデオ クライアント ポリシーの詳細を表示し
ます。

show access-list

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。
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show wireless client voice diag status

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。
（注）

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-diagnostic mac-addr
client_mac_01 client_mac_02

show wireless client voice diag tspec

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 qos-map

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 rssi

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 client voice-diag roam-history

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 policy-map interface wireless mac
mac-address

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 wireless media-stream client summary

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 controllers d0 | b queue

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 platform qos queue stats interface

controllerからのパケットが通過するキューを表
示します。

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

コマンド

目的
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show ap join stats summary ap_mac

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 ip igmp snooping wireless mgid

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 wireless media-stream multicast-direct state 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。
show wireless media-stream group summary

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 detail
group_name

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 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 クライアント セットの詳
細を表示します。

show ap dot11 {5ghz | 24ghz) media-stream rrc

メディア ストリームの詳細を表示します。

show wireless media-stream message details

メッセージ設定に関する情報を表示します。

show ap name ap-name auto-rf dot11 5ghz | i Util チャネル使用率の詳細を表示します。
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

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 cont d1 | b Media

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 capwap mcast mgid all

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 id id

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。
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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
関連項目

マニュアル タイトル

マルチキャストの設定

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）

VideoStream 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）

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—
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MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator 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。

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

199

RFID タグ追跡の設定
RFID タグ トラッキングの設定方法

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

location rfid status

RFID タグ追跡をイネーブルにします。

例：

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。

Controller(config)# location rfid
status

ステップ 2

（オプション）no location rfid status RFID タグ トラッキングをディセーブルにします。
例：
Controller(config)# no location
rfid status

ステップ 3

location rfid timeout seconds
例：
Controller(config)# location rfid
timeout 1500

ステップ 4

location rfid mobility vendor-name
name
例：
Controller(config)# location rfid
mobility vendor-name Aerosct

静的なタイムアウト値（60 ～ 7200 秒）を指定します。
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 rfid mobility vendor-name コマンドを入力すると、タ
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。
（注）
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。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

（オプション）no location rfid
mobility name

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 rfid mobility コマンドを入力すると、タグは DHCP
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。

例：
Controller(config)# no location
rfid mobility test

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

コマンド

目的

show location rfid config

RFID タグ トラッキングの現在の設定を表示し
ます。

show location rfid detail mac_address

特定の RFID タグの詳細情報を表示します。

show location rfid summary

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 client

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。

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
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

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）
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標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator 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

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

location plm {calibrating
[multiband | uniband] | client
burst_interval
例：
Controller(config)# location plm
client 100

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。
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。
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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コマンドまたはアクション

目的
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）。

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 RSSI 半減期を設定します。

location rssi-half-life
{calibrating-client | client |
rogue-aps | tags } seconds
例：
Controller(config)# location
rssi-half-life
calibrating-client 60

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
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。
（注）

ステップ 4

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。

location expiry {calibrating-client | 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
client | rogue-aps | tags } timeout
トの RSSI タイムアウト値を設定します。
例：
Controller(config)# location
expiry calibrating-client 50

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。
（注）

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。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

location algorithm {rssi-average |
simple}

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。

例：
Controller(config)# location
algorithm rssi-average

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。
（注）

ステップ 6

location admin-tag string

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。

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。

例：
Controller(config)# location
admin-tag

ステップ 7

location civic-location identifier
{identifier | host}

都市ロケーション情報を指定します。
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

ステップ 8

location custom-location identifier カスタム ロケーション情報を指定します。
{identifier | host}
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

ステップ 9

location geo-location identifier
{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。
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

ステップ 10

location prefer {cdp | lldp-med |
static} weight priority_value

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。
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

ステップ 11

location rfid {status | timeout |
vendor-name}
例：

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。
60 ～ 7200 秒の範囲で RFID タイムアウト値を入力できます。

Controller(config)# location
rfid timeout 100
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Controller(config)# end

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）
Network Mobility 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。

（注）

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。

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

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

nmsp notification interval {attachment seconds クライアント、RFID タグ、不正クライアント、不正ア
| location seconds | rssi [clients interval | rfid
クセス ポイントの NMSP 通知間隔を設定します。
interval | rogues [ap | client ] interval]}
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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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

end

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。

例：
Controller(config)# end

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

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

location notify-threshold {clients | rogues
ap | tags } threshold
例：

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。
RSSI しきい値は、0 ～ 10 db の範囲で入力できます。

Controller(config)# location
notify-threshold clients 5

ステップ 3

end
例：

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。

Controller(config)# end
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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

コマンド

目的

show location summary

現在のロケーション設定値を表示します。

show location statistics rfid

ロケーション ベースの RFID 統計情報を表示し
ます。

show location detail client_mac_addr

特定のクライアントの RSSI テーブルを表示し
ます。

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

コマンド

目的

show nmsp attachment suppress interfaces

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 capability

NMSP 機能を表示します。

show nmsp notification interval

NMSP 通知間隔を表示します。

show nmsp statistics connection

接続固有の NMSP カウンタを表示します。

show nmsp statistics summary

一般的な NMSP カウンタを表示します。
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例：ロケーションの設定

show nmsp status

アクティブな NMSP 接続の状態を表示します。

show nmsp subscription detail

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 ip_addr

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 summary

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。

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
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

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）

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator 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

コマンド

目的

show wireless flow-control channel -id

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 statistics

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。

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
:
FC State
:
Remote Server State :
Pass-thru Mode
:
EnQ Disabled
:
Queue Depth
:
Max Retries
:
Min Retry Gap (mSec):

CAPWAP
Disabled
Enabled
Disabled
Disabled
2048
5
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
# of times channel went into FC
# of times channel came out of FC
Total msg count received by the FC Infra
Pass-thru msgs send count
Pass-thru msgs fail count
# of msgs successfully queued
# of msgs for which queuing failed
# of msgs sent thru after queuing
# of msgs sent w/o queuing
# of msgs for which send failed
# of invalid EAGAINS received
Highest watermark reached
# of times Q hit max capacity
Avg time channel stays in FC (mSec)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CAPWAP
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
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
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

System Management Command Reference Guide（シ
ステム管理コマンド リファレンス ガイド）、
Cisco IOS XE Release 3SE（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.3SE

この機能が導入されました。
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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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システム メッセージ ログの設定
システム ログ メッセージのフォーマット

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。

（注）

Syslog フォーマットは 4.3 Berkeley Standard Distribution（BSD）UNIX と互換性があります。

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

要素

説明

seq no:

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。
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システム メッセージ ログの設定
デフォルトのシステム メッセージ ロギングの設定

要素

説明

timestamp のフォーマット：

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。

mm/dd hh:mm:ss
または
hh:mm:ss（短時間）
または
d h（長時間）
ファシリティ

メッセージが参照する機能（SNMP、SYSなど）
です。

重大度

メッセージの重大度を示す 0 ～ 7 の 1 桁のコー
ド。

ニーモニック

メッセージを一意に示すテキスト文字列。

説明

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。

hostname-n（ホスト名 -n）

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。

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

機能

デフォルト設定

コンソールへのシステム メッセージ ロギング

イネーブル

コンソールの重大度

デバッグ

ログ ファイル設定

ファイル名の指定なし

ログ バッファ サイズ

4096 バイト

ログ履歴サイズ

1 メッセージ

タイム スタンプ

ディセーブル
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システム メッセージ ログの設定
syslog メッセージの制限

機能

デフォルト設定

同期ロギング

ディセーブル

ロギング サーバ

ディセーブル

Syslog サーバの IP アドレス

設定されていません

サーバ機能

Local7

サーバの重大度

情報

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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メッセージ表示宛先デバイスの設定

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

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

logging buffered [size]
例：
Controller(config)# logging
buffered 8192

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
～ 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。
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。
（注）

ステップ 3

ステップ 4

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。

logging host

UNIX Syslog サーバ ホストにメッセージを保存します。

例：

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。

Controller(config)# logging
125.1.1.100

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。

logging file flash: filename
[max-file-size [min-file-size]]
[severity-level-number | type]

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。
• filename：ログ メッセージのファイル名を入力します。
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システム メッセージ ログの設定
ログ メッセージの同期化

コマンドまたはアクション

目的
• （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。

例：
Controller(config)# logging
file flash:log_msg.txt 40960
4096 3

• （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。
• （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。

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

ステップ 6

terminal monitor
例：
Controller# terminal monitor

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。
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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ログ メッセージの同期化

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

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

line [console | vty] line-number
[ending-line-number]

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。
• 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：

• line vty line-number：どの vty 行の同期ロギングをイネーブルにす

Controller(config)# line
console

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。
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。

ステップ 3

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]

• （任意）levelseverity-level— メッセージの重大度を指定します。 重

例：
Controller(config)# logging
synchronous level 3 limit 1000

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。
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。
• （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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システム メッセージ ログの設定
メッセージ ロギングのディセーブル化

コマンドまたはアクション

目的
• （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。

ステップ 4

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

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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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

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

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 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

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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システム メッセージ ログの設定
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

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

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]

ログのタイム スタンプをイネーブルにします。
• 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。
• log datetime：ログ メッセージのタイム スタンプを

例：
Controller(config)# service timestamps log
uptime

または

イネーブルにします。 選択したオプションに応じ
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。

Controller(config)# service timestamps log
datetime

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

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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システム メッセージ ログの設定
メッセージ重大度の定義

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

service sequence-numbers

シーケンス番号をイネーブルにします。

例：
Controller(config)# service sequence-numbers

ステップ 3

特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

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

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

logging console level

コンソールに保存するメッセージを制限します。

例：

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。

Controller(config)# logging console
3

ステップ 3

logging monitor level

端末回線に出力するメッセージを制限します。

例：

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。

Controller(config)# logging monitor
3

ステップ 4

logging trap level

Syslog サーバに保存するメッセージを制限します。

例：

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。

Controller(config)# logging trap 3

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end

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

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

logging history level

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。

例：
Controller(config)# logging history
3

ステップ 3

logging history size number
例：
Controller(config)# logging history
size 200

ステップ 4

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。
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。
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。
特権 EXEC モードに戻ります。

end
例：
Controller(config)# end

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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（注）

最新バージョンの UNIX Syslog 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。

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
コマンドまたはアクション
ステップ 1

/etc/syslog.conf ファイルに次の行を追加しま
す。
例：

目的
• 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。

local7.debug /usr/adm/logs/cisco.log

ステップ 2

UNIX シェル プロンプトに次のコマンドを入 ログ ファイルを作成します。 syslog デーモンは、この
力します。
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。
例：
$ touch /var/log/cisco.log
$ chmod 666 /var/log/cisco.log

ステップ 3

Syslogデーモンに新しい設定を認識させます。 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。
例：
$ kill -HUP `cat /etc/syslog.pid`
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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
コマンド

目的

show archive log config {all | number
[end-number] | user username [session
number] number [end-number] | statistics}
[provisioning]

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。

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
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface
00:00:47: %LINK-3-UPDOWN: Interface
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line
(Switch-2)
00:00:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line
state to down 2 (Switch-2)

Port-channel1, changed state to up (Switch-2)
GigabitEthernet2/0/1, changed state to up (Switch-2)
GigabitEthernet2/0/2, changed state to up (Switch-2)
protocol on Interface Vlan1, changed state to down
protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed

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
リリース

変更

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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• 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
• オンライン診断のモニタリングおよびメンテナンス, 239 ページ
• オンライン診断テストの設定例, 240 ページ
• オンライン診断に関する追加情報, 242 ページ
• オンライン診断設定の機能履歴と情報, 243 ページ

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
コマンドまたはアクション
ステッ
プ1

目的

diagnostic start switch number test 診断テストを開始します。
{name | test-id | test-id-range | all | basic
| complete | minimal | non-disruptive 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 ～ 4 です。
| per-port}
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。
例：
Controller# diagnostic start
switch 2 test basic

• 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。
• 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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コマンドまたはアクション

目的
• 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

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

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}

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。
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 ～ 4 です。
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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コマンドまたはアクション

目的
• 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。

例：
Controller(config)# diagnostic
schedule switch 3 test 1-5 on July
3 2013 23:10

• 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

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

diagnostic monitor interval switch
number test {name | test-id |
test-id-range | all} hh:mm:ss
milliseconds day

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。

例：

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。

Controller(config)# diagnostic
monitor interval switch 2 test 1
12:30:00 750 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。

• 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
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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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

diagnostic monitor syslog

（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。

例：
Controller(config)# diagnostic
monitor syslog

ステップ 4

diagnostic monitor threshold switch （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。
number test {name | test-id |
test-id-range | all} failure count count 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
例：
Controller(config)# diagnostic
monitor threshold switch 2 test 1
failure count 20

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
失敗しきい値 count に指定できる範囲は 0 ～ 99 です。

ステップ 5

diagnostic monitor switch number test 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。
{name | test-id | test-id-range | all}
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

ステップ 6

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Controller(config)# end
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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、no diagnostic monitor 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

コマンド

目的

show diagnostic content switch [number | all]

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。
現在実行中の診断テストを表示します。

show diagnostic status

show diagnostic result switch [number | all] [detail オンライン診断テストの結果を表示します。
| test {name | test-id | test-id-range | all} [detail]]
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 schedule switch [number | all]

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 post

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）。
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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

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
240

OL-32324-01-J

オンライン診断の設定
例：オンライン診断の表示

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
関連項目

マニュアル タイトル

システム管理コマンド

System Management Command
Reference (Cisco WLC 5700
Series)

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
Command Reference, 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

Configuration Fundamentals
Configuration Guide, Cisco IOS
XE Release 3S（Catalyst 3850
Switches）

標準および RFC
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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
リリース

変更

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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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 Feature Navigator を使用します。 Cisco Feature Navigator 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

ap image predownload or ap ap-name
predownload

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。

例：
Controller# ap image predownload
Controller# ap ap1 predownload

ステップ 2

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 3

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 4

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 5

reload

システムをリセットします。

例：
Controller# reload
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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

コマンド

目的

show ap image

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。

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
Predownloading
Completed predownloading
Not Supported
Failed to Predownload

:
:
:
:
:

1
1
0
0
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
Predownloading
Completed predownloading
Not Supported
Failed to Predownload

:
:
:
:
:

1
0
1
0
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#
Controller#
Controller#
Controller#
Controller#
Controller#

ap image predownload
show ap image
ap image swap
show ap image
ap image reset
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
関連項目

マニュアル タイトル

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
標準/RFC

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB のリンク

本リリースでサポートするすべての 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
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/support
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、Cisco Notification Service（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
リリース

機能情報

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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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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Controllerのパスワードを紛失した、または忘れた場合

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。

（注）

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。

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 Configuration Guide（Cisco WLC 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
• Cisco Discovery Protocol（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、traceroute mac 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
Time Domain Reflector（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
注意

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。
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
15 -rwx
16 -rwx

2768 Dec 31 1969 16:00:15 -08:00 koops.dat
0 Jan 12 2000 22:53:40 -08:00 deleted_crash_files
4246576 Jan 12 2000 22:53:40 -08:00 crashinfo_stack-mgr_20000113-065250-UTC

17 -rwx
26 -rwx
18 -rwx

50
Oct 2 2012 03:18:42 -08:00 last_crashinfo
39 Jan 22 2013 14:14:14 -08:00 last_systemreport
2866565 Jan 12 2000 22:53:41 -08:00 fullcore_stack-mgr_20000113-065250-UTC

20

4391796

-rwx

21 -rwx
34817 -rw18434 -rw18435 -rw34821 -rw6147 -rw34824 -rwx
6155 -rwx

2920325
1050209
1016913
1136167
1094631

Feb 1 2000 17:50:44 -08:00
Feb 1
Jan 10
Jan 11
Jan 22
Jan 2

2000
2013
2013
2013
2013

17:50:45
20:26:23
10:35:28
14:14:11
17:59:23

-08:00
-08:00
-08:00
-08:00
-08:00

crashinfo_stack-mgr_20000202-014954-UTC
fullcore_stack-mgr_20000202-014954-UTC
system-report_1_20130111-042535-UTC.gz
system-report_1_20130111-183440-UTC.gz
system-report_1_20130122-221322-UTC.gz
system-report_1_20130103-015835-UTC.gz

967429
Jan 3 2013 10:32:44 -08:00 system-report_1_20130103-183156-UTC.gz
50 Jan 22 2013 14:14:14 -08:00 deleted_sysreport_files
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。

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
258

OL-32324-01-J

ソフトウェア設定のトラブルシューティング
ファン障害

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
2
11

drwx
drwx
-rw-

1024
1024
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。
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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。

（注）

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。

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)?

注意

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。
• 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#

（注）

ステップ 8

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。

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
IEEE 802.3ab 自動ネゴシエーション プロトコルは速度（10 Mbps、100 Mbps、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。

（注）

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。

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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（注）

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。
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。

（注）

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。
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。
コマンド

目的

ping ip host | address

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。

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

コマンド

目的

tracetroute mac [interface interface-id]
{source-mac-address} [interface interface-id]
{destination-mac-address} [vlan vlan-id] [detail]

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 ip {source-ip-address |
source-hostname}{destination-ip-address |
destination-hostname} [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。

IP traceroute の実行
（注）

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。
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コマンド

目的

traceroute ip host

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。

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。

（注）

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。

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
show platform forward コマンドの使用

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
注意

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。
• 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、no hw-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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OBFL 情報の表示
表 28：OBFL 情報を表示するためのコマンド

コマンド

目的

show onboard switch switch-number clilog

スタンドアロン スイッチまたは指定さ
れたスタック メンバで入力された OBFL
CLI コマンドを表示します。

Controller# show onboard switch 1 clilog

show onboard switch switch-number environment
Controller# show onboard switch 1 environment

show onboard switch switch-number message
Controller# show onboard switch 1 message

show onboard switch switch-number counter
Controller# show onboard switch 1 counter

show onboard switch switch-number temperature
Controller# show onboard switch 1 temperature

show onboard switch switch-number uptime
Controller# show onboard switch 1 uptime

show onboard switch switch-number voltage
Controller# show onboard switch 1 voltage

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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コマンド

目的

show onboard switch switch-number status

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。

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

問題のタイプ

原因

割り込みのパーセント値が合計 CPU がネットワークから受信
の CPU 使用率の値とほぼ同程 するパケット数が多すぎる。
度に高い

改善処置
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。
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問題のタイプ

原因

割り込みの所要時間は最小限で CPU 時間を過度に消費する
あったにもかかわらず CPU の Cisco IOS 処理が 1 つ以上存在
合計使用率が 50% を超える
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。

改善処置
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。
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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

症状または問題

考えられる原因と解決法

1 つのポートだけに PoE がない。 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。
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。

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。
（注）

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。
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。
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症状または問題

考えられる原因と解決法

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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症状または問題

考えられる原因と解決法
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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症状または問題

考えられる原因と解決法
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。

Cisco IP Phone が切断またはリセッ 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
トされる。
ださい。 信頼性の低い接続は、電力供給の中断や受電装置
正常に動作した後で、Cisco phone 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
またはワイヤレス アクセス ポイン やリロードなどが発生します。
トが断続的にリロードしたり、PoE 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
から切断されたりします。
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 Call Manager 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。
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症状または問題

考えられる原因と解決法

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。

show power 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
シスコ PoE スイッチに接続するシ 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
スコ以外の受電装置に電源が供給 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
されないか、電源投入後すぐに電 を確認します。
源が切れます。 PoE 非対応装置は show interface status コマンドを使用して、接続されている受
正常に動作します。
電装置をスイッチが検出することを確認します。
show log 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。

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

文字

説明

!

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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例：IP ホストに対する traceroute の実行

文字

説明

U

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。

C

輻輳に遭遇したパケットを受信したことを示し
ます。

I

ユーザによりテストが中断されたことを示しま
す。

?

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
2
3
4

192.0.2.1 0 msec 0 msec 4 msec
192.0.2.203 12 msec 8 msec 0 msec
192.0.2.100 4 msec 0 msec 0 msec
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

文字

説明

*

プローブがタイムアウトになりました。
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例：すべてのシステム診断のイネーブル化

文字

説明

?

パケット タイプが不明です。

A

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。

H

ホストが到達不能です。

N

ネットワークが到達不能です。

P

プロトコルが到達不能です。

Q

発信元。

U

ポートが到達不能です。

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
注意

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。
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
リリース

変更

Cisco IOS XE 3.2SE

この機能が導入されました。
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