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はじめに

この資料は Cisco Aironet ワイヤレス機器によってバーチャルLAN （VLAN）を使用するために設
定 例を提供したものです。

前提条件

要件



この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

Cisco Aironet ワイヤレス装置に精通していること●

VLAN および VLANトランキングの LAN スイッチング概念の習熟度●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco Aironet アクセス ポイントおよびワイヤレスブリッジ●

Cisco Catalyst スイッチ●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

関連製品

これらのの何れかとハードウェアかソフトウェアこの設定のスイッチ側を使用できます:

CatOS か IOS を実行する Catalyst 6x00/5x00/4x00●

IOS を実行する Catalyst 35x0/37x0/29xx●

Catalyst 2900XL/3500XL IOS を実行する●

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

VLAN

VLAN は物理的か地理的な基礎のよりもむしろ機能、プロジェクト チーム、またはアプリケーシ
ョンで論理的にセグメント化されるスイッチド ネットワークです。 たとえば、特定のワークグル
ープ チームが使用するすべてのワークステーションおよびサーバは他のチームと混ぜることがで
きるというファクトまたはネットワークへの物理的な接続に関係なく同じ VLAN に、接続するこ
とができます。 ソフトウェアによってネットワークを再構成する使用 VLAN はよりもむしろ物理
的に デバイスかネットワークのプラグを抜くか、または移動します。

VLAN はブロードキャスト ドメインとしてを定義された一組のスイッチの内のその存在捉えるこ
とができます。 VLAN はいくつかのエンド システムで、ホストか単一 ブリッジングドメインに
よって接続されるネットワーク設備（ブリッジおよびルータのような）構成されています。 ブリ
ッジングドメインはネットワーク設備のさまざまなピースで、各 VLAN のための別途のグループ
のその間のブリッジングプロトコルを操作する LAN スイッチのようなサポートされます。

Cisco Catalyst スイッチにデバイスを接続するとき、デバイスが接続されるポートは VLAN 1.の
メンバーです。 そのデバイスの MAC アドレスは、VLAN 1 の一部です。 単一のスイッチの複数
の VLAN を定義複数の VLAN のメンバーでほとんどの Catalyst モデルのスイッチポートを設定で
きます。

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


ネットワークのポートの数がスイッチのポート容量を超過するとき、トランクを定義する複数の
スイッチ シャーシを相互接続して下さい。 トランクはコンジットが 1つ以上の VLAN のためにト
ラフィック渡るあらゆる VLAN のメンバーではないですが。

基本的な用語では、仕様 VLAN に接続するべきアクセス ポイントの設定のキーはその VLAN を
認識するために SSID を設定することです。 VLAN が VLAN ID か名前によって識別されるので、
仕様 VLAN ID か名前を認識するためにアクセス ポイントの SSID が設定されれば、VLAN への接
続は確立されること続きます。 この接続がなされるとき、同じ SSID がある関連するワイヤレス
クライアント デバイスはアクセス ポイントを通して VLAN にアクセスできます。 VLAN はクラ
イアントに出入して有線接続に出入してデータを処理することデータを同じ方法処理します。 ア
クセス ポイントの 16 SSID まで設定できます従って 16 まで VLAN をサポートできます。 VLAN
に 1 SSID だけ割り当てることができます。

アクセス ポイントに IEEE 802.11Q タグ対応を追加するとき Wireless LAN に VLAN を伸ばしま
す。 異なる VLAN に向かう帯は異なる WEPキーとの異なる SSID のアクセス ポイント 無線で送
信されます。 その VLAN と関連付けられるクライアントだけそれらのパケットを受信します。
逆に、ある特定の VLAN と関連付けられるクライアントから来るタグ付けされる有線ネットワー
クに転送される前にパケットは 802.11Q です。

たとえば、社員と訪問客が同時に企業のワイヤレス ネットワークにアクセスした場合、そのアク
セスを個別に管理することが可能です。 VLAN は SSID へのマッピングを実行し、ワイヤレス ク
ライアントは適切な SSID のアタッチを行います。 ワイヤレスブリッジとのネットワークでは、
別々の場所からの VLAN に接続を提供するためにワイヤレスリンクを渡る複数の VLAN を渡すこ
とができます。

802.1q がアクセス ポイントの FastEthernet インターフェイスで設定される場合、アクセス ポイ
ントは VLAN 1 がアクセス ポイントで定義されなくても VLAN1 のキープアライブを常に送信し
ます。 その結果、イーサネット スイッチはアクセス ポイントに接続し、警告メッセージを生成
します。 アクセス ポイントまたはスイッチの機能の損失がありませんが、スイッチ ログはより
重要なメッセージをラップされ、見ます場合がある無意味なメッセージが含まれています。

この動作はアクセス ポイントのすべての SSID がモビリティ ネットワークに関連付けられるとき
問題を引き起こします。 すべての SSID がモビリティ ネットワークにアクセス ポートで、アク
セス ポイントがつながれるイーサネット スイッチポート設定することができれば関連付けられれ



ば。 アクセス ポートは必ずしも VLAN1 ではないアクセス ポイントのネイティブ VLAN に普通
割り当てられます。 これはイーサネット スイッチの 802.1q タグのトラフィックがアクセス ポイ
ントから送信 されることに注意する警告メッセージを生成するために原因になります。

キープアライブ 機能を無効に する場合スイッチの余分なメッセージを除去できます。

Cisco Aironet ワイヤレス機器との VLAN を展開するときこれらの概念のマイナー ポイントを無
視すれば、予想外パフォーマンスを体験できますたとえば:

制限する失敗はワイヤレス デバイスで定義されたそれらにトランクの VLAN を許可しました
スイッチ上では VLAN 1、10、20、30 および 40 が定義されているのに、ワイヤレス装置上
では VLAN 1、10、30 しか定義されていない場合、トランク スイッチポートからその他の
VLAN を削除する必要があります。

●

インフラストラクチャ SSID の指定の誤用SSID を使用する時アクセス ポイントをインスト
ールする時、インフラストラクチャ SSID を割り当てなさい:ワークグループブリッジ デバイ
スリピータ アクセス ポイント非ルート ブリッジそれはクライアントのためのワイヤレス ラ
ップトップ コンピューターだけとの SSID のためのインフラストラクチャ SSID を指定する
ミスコンフィギュレーションで予想外の結果を引き起こします。ブリッジ インストールでは
、1 インフラストラクチャ SSID があるただことができます。 インフラストラクチャ SSID
はネイティブ VLAN に関連する SSID である必要があります。

●

ゲスト モード SSID 指定の誤用か不正確な設計複数の SSID/VLAN Aironet無線 機器を on
Cisco 定義するとき、1 つの（1） SSID は 802.11 ラジオビーコンの SSID ブロードキャスト
を用いるゲスト モード SSID として割り当てることができます。 その他の SSID はブロード
キャストされません。 クライアントデバイスは接続するべきかどの SSID を示す必要があり
ます。

●

複数の VLAN および SSID が多重 OSI モデル レイヤ3 を示すことを認識する失敗はサブネッ
ト化します1 VLAN に複数の SSID をバインドする Cisco Aironet ソフトウェア割り当ての非
難されたバージョン。 最新バージョンは。

●

OSI モデル レイヤ3 ルーティング障害か不正確な設計各 SSID およびリンクされた VLAN は
DHCP サーバのたとえば DHCP サーバかスコープ ルーティングデバイスおよび出典がクラ
イアントを当たるなければなりません。

●

ネイティブ VLAN を誤解するか、または不正確に設定して下さいネットワークより物理的 な
インフラストラクチャを構成するスイッチその物理的 な インフラストラクチャに接続するク
ライアント PC よりさまざまな方法でおよびルータは管理されます。 これらの VLAN はルー
タおよびスイッチ インターフェイス メンバーの呼ばれますネイティブ VLAN とです（デフ
ォルトで、1） VLAN。 ちょうど IP 電話が更に別の VLAN のメンバーであるので、クライア
ント PC は別の VLAN のメンバーです。 どんな VLAN または SSID パススルー ワイヤレス
デバイスかアクセス ポイントの管理インターフェイスかブリッジ（インターフェイス
BVI1）は考慮され、に関係なくネイティブ VLAN の一部に番号を付けました。

●

ネイティブ VLAN の重要性

IEEE 802.1Q トランク ポートを使用するとき、すべての帯はポートのための「ネイティブ VLAN
で」設定される VLAN でタグ付けされています以外それら。 ネイティブ VLAN の帯は送信され
たタグが付いていなく常に、普通タグが付いていない受け取られます。 従って、AP がスイッチ
ポートに接続されるとき、AP で設定されるネイティブ VLAN はスイッチポートで設定されるネ
イティブ VLAN を一致する必要があります。

注:  ネイティブ VLAN にミスマッチがある場合、帯は廃棄されます。



このシナリオは例とよりよく説明されます。 スイッチポートのネイティブ VLAN が VLAN 12 で
および AP で設定される場合、ネイティブ VLAN は VLAN 1 で設定され、AP がスイッチにネイ
ティブ VLAN のフレームを送信 するとき AP のネイティブ VLAN からの帯がタグが付いていない
ので、スイッチは考慮しま VLAN 12 に属しますようにフレームを。 これによりネットワークで
混合を引き起こし、接続に関する問題という結果に終ります。 同じはスイッチポートがネイティ
ブ VLAN から AP にフレームを転送すると起こります。

ネイティブ VLAN の設定は無線ネットワークでリピータAP を設定してもらうときさらにもっと
重要になります。 リピータ AP の複数の VLAN を設定できません。 リピータ AP はネイティブ
VLAN だけサポートします。 従って、ルートAP のネイティブ VLAN構成は、AP が接続されるス
イッチポート、およびリピータAP、同じである必要があります。 さもなければスイッチを通し
たトラフィックはリピータAP に出入して渡りません。

リピータ AP ネイティブ VLAN構成のミスマッチが問題を引き起こすことができるシナリオのた
めの例はルートAP が接続されるスイッチの背後にある DHCP サーバがあるときあります。 この
場合リピータAP と関連付けられるクライアントは DHCP サーバから（ルートAP およびスイッ
チと同じではない）からのフレーム（ケースの DHCP 要求）がリピータ AP ネイティブ VLAN 廃
棄されるので IP アドレスを受け取りません。

また AP で設定されるすべての VLAN がスイッチポートで割り当てられるようにスイッチポート
を設定するとき、して下さい。 たとえば、VLAN 6、7、および 8 が AP （無線ネットワーク）に
あれば VLAN はスイッチポートで許可されなければなりません。 これはスイッチのこのコマンド
を使用してすることができます:

switchport trunk allowed vlan add 6,7,8

デフォルトで、トランクで設定されるスイッチポートはパススルーにすべての VLAN にトランク
ポートを与えます。 スイッチポートを設定する方法に関する詳細については関連スイッチとの相
互対話を参照して下さい。

注: AP のすべての VLAN を割り当てることはまたそれが大規模なネットワークである場合とりわ
け場合によっては問題になることができます。 これは AP の高い CPU稼働率という結果に終る場
合があります。 AP は興味があること高い CPU を避けるために VLANトラフィックだけ AP を通
るようにスイッチで VLAN をプルーニングして下さい。

アクセス ポイントの VLAN

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

注: このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup
Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

アクセス ポイントとの概念

このセクションは方法についての概念をアクセス ポイントの VLAN を展開する論議し、このネッ
トワーク図を示します。

このネットワーク例では、VLAN 1 はネイティブ VLAN であり、VLAN 10、20、30 および 40 は
別のスイッチ シャーシにあり、トランキングされます。 VLAN だけ 10 および 30 ワイヤレス ド
メインに拡張です。 ネイティブ VLAN が管理機能およびクライアント認証を提供するために必要
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となります。

アクセスポイント設定

VLAN のためのアクセス ポイントを設定するために、これらのステップを完了して下さい:

AP GUI から、> サービスにナビゲートする VLAN 『Services』 をクリック して下さい:
VLAN ページ。第一歩はネイティブ VLAN を設定することです。 現在の VLANリストから、
『New』 を選択 して下さい。VLAN ID ボックスでネイティブ VLAN の VLAN ナンバーを入
力して下さい。 VLAN ナンバーはスイッチで設定されるネイティブ VLAN を一致する必要
があります。インターフェイス BVI 1 がネイティブ VLAN のサブインターフェイスに関連付
けられるので、BVI 1 をインターフェイスさせるために割り当てられる IP アドレスはネット
ワーク（すなわち、CatOS を実行するの他のインフラストラクチャ デバイスと同じ IP サブ
ネットにある Catalyst スイッチのインターフェイス SC0 必要があります。）ネイティブ
VLAN にチェックボックスを選択して下さい。この VLAN が適用する無線インターフェイス
またはインターフェイスのための SELECT チェックボックス。[Apply] をクリックします。

1.



または、CLI から、これらのコマンドを発行して下さい:
AP# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

AP(config)# interface Dot11Radio0.1

AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 1 native

AP(config-subif)# interface FastEthernet0.1

AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 1 native

AP(config-subif)# end

AP# write memory

他の VLAN を設定するために、次の手順に従って下さい:現在の VLANリストから、『
New』 を選択 して下さい。VLAN ID ボックスで望ましい VLAN の VLAN ナンバーを入力し
て下さい。 VLAN ナンバーはスイッチで設定される VLAN を一致する必要があります。こ
の VLAN が適用する無線インターフェイスまたはインターフェイスのための SELECT チェ
ックボックス。[Apply] をクリックします。

2.



または、CLI から、これらのコマンドを発行して下さい:
AP# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

AP(config)# interface Dot11Radio0.10

AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

AP(config-subif)# interface FastEthernet0.10

AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

AP(config-subif)# end

AP# write memory

ステップ 2a を望まれる各 VLAN のための第 2 によって繰り返すか、または適切な変更との
CLI からサブインターフェイスおよび VLAN ナンバーへのこれらのコマンドを入力して下さ
い:
AP# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

AP(config)# interface Dot11Radio0.30

AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 30

AP(config-subif)# interface FastEthernet0.30

AP(config-subif)# encapsulation dot1Q 30

AP(config-subif)# end

AP# write memory

次のステップは SSID へ構成済みのVLAN を関連付けることです。 これをするために、3.



Security > SSID Manager の順にクリック して下さい。注: アクセス ポイントで定義される
SSID と各 VLAN を関連付ける必要はありません。 たとえば、セキュリティの理由から、ほ
とんどのアクセス ポイント インストールはネイティブ VLAN と SSID を関連付けません。
新しい SSID を作成するために、『New』 を選択 して下さい。SSID ボックスで望ましい
SSID を（大文字/小文字の区別がある）入力して下さい。ドロップダウン リストからのとこ
の SSID を関連付けるために望ましい VLAN ナンバーを選択して下さい。注: この資料を意
図されていたスコープの内で保存するために、SSID のためのセキュリティは当たりません
。すべての無線でそれを作成する『Radio』 を選択 されるの SSID を、または適用すべて作
成するために『Apply-RadioX』 をクリック して下さい。

または CLI から、これらのコマンドを発行して下さい:



AP# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

AP(config)# interface Dot11Radio0

AP(config-if)# ssid Red

AP(config-if-ssid)# vlan 10

AP(config-if-ssid)# end

AP# write memory

ステップ 3a によって望まれる各 SSID のための 3d を繰り返すか、または適切な変更との
CLI から SSID へのこれらのコマンドを入力して下さい。
AP# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

AP(config)# interface Dot11Radio0

AP(config-if)# ssid Green

AP(config-if-ssid)# vlan 30

AP(config-if-ssid)# end

AP# write memory

注: これらの例は認証が含まれていません。 クライアントが関連付けることができるように
認証方式が（、ネットワーク EAP 開いた）必要となります。

4.

ブリッジの VLAN

ブリッジの概念

このセクションは方法に関する概念をブリッジの VLAN を展開する論議し、このネットワーク図
を示します。

このネットワーク例では、VLAN 1 はネイティブ VLAN であり、VLAN 10、20、30 および 40 は
あります。 VLAN だけ 10 および 30 リンクの反対側に伸びます。 ワイヤレスリンクは暗号化さ
れます。



データを暗号化するために無線リンクを渡る、ネイティブ VLAN の SSID だけに暗号化を適用し
て下さい。 その暗号化は他のすべての VLAN に適用します。 ブリッジ、そこに各 VLAN と別途
の SSID を関連付ける必要ではない時。 VLAN構成はルートおよび非ルート ブリッジ両方に同じ
です。

ブリッジ設定

VLAN のためのブリッジを、ネットワーク ダイアグラム 例のような設定することは、これらのス
テップを完了します:

AP GUI から、> サービスにナビゲートする VLAN 『Services』 をクリック して下さい:
VLAN ページ。第一歩はネイティブ VLAN を設定することです。 これをするために、現在
の VLANリストから『<new>』 を選択 して下さい。VLAN ID ボックスでネイティブ VLAN
の VLAN ナンバーを入力して下さい。 これはスイッチで設定されるネイティブ VLAN を一
致する必要があります。インターフェイス BVI 1 がネイティブ VLAN のサブインターフェイ
スに関連付けられるので、BVI 1 をインターフェイスさせるために割り当てられる IP アドレ
スはネットワーク（CatOS を実行するの他のインフラストラクチャ デバイスと同じ IP サブ
ネットにある Catalyst スイッチのすなわちインターフェイス SC0 必要があります。）ネイ
ティブ VLAN にチェックボックスを選択して下さい。[Apply] をクリックします。

1.



または、CLI から、これらのコマンドを発行して下さい:
bridge# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

bridge(config)# interface Dot11Radio0.1

bridge(config-subif)# encapsulation dot1Q 1 native

bridge(config-subif)# interface FastEthernet0.1

bridge(config-subif)# encapsulation dot1Q 1 native

bridge(config-subif)# end

bridge# write memory

他の VLAN を設定するために、次の手順に従って下さい:現在の VLANリストから、『
New』 を選択 して下さい。VLAN ID ボックスで望ましい VLAN の VLAN ナンバーを入力し
て下さい。 VLAN ナンバーはスイッチで設定される VLAN を一致する必要があります。
[Apply] をクリックします。

または、CLI から、これらのコマンドを発行して下さい:
bridge# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

bridge(config)# interface Dot11Radio0.10

bridge(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

bridge(config-subif)# interface FastEthernet0.10

bridge(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

bridge(config-subif)# end

2.



bridge# write memory

ステップ 2a によって望まれる各 VLAN のための 2c を繰り返すか、または適切な変更との
CLI からサブインターフェイスおよび VLAN ナンバーへのコマンドを入力して下さい。
AP# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

bridge(config)# interface Dot11Radio0.30

bridge(config-subif)# encapsulation dot1Q 30

bridge(config-subif)# interface FastEthernet0.30

bridge(config-subif)# encapsulation dot1Q 30

bridge(config-subif)# end

bridge# write memory

SSID マネージャから（セキュリティ > SSID マネージャ メニュー項目の下で、） SSID と
ネイティブ VLAN を関連付けて下さい。注: ブリッジ、VLAN と関連付ける必要がある唯一
の SSID ネイティブ VLAN に関連させる 1 才である時。 インフラストラクチャ SSID とし
てこの SSID を指定して下さい。現在の SSID リストから、『New』 を選択 して下さい。
SSID ボックスで望ましい SSID を（大文字/小文字の区別がある）入力して下さい。ドロッ
プダウン リストからのネイティブ VLAN に関連する VLAN ナンバーを選択して下さい。注
: この資料を意図されていたスコープの内で保存するために、SSID のためのセキュリティは
当たりません。無線の SSID を作成し、ネイティブ VLAN に関連付けるために『Apply』 を
クリック して下さい。

ページの一番下にスクロールすれば、グローバル な Radio0-802.11G SSID の下で
Properties は一定インフラストラクチャ SSID ドロップダウン リストから SSID を選択しま
す。 [Apply] をクリックします。

3.



または CLI から、これらのコマンドを発行して下さい:
AP# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

AP(config)# interface Dot11Radio0

AP(config-if)# ssid Black

AP(config-if-ssid)# vlan 1

AP(config-if-ssid)# infrastructure-ssid

AP(config-if-ssid)# end

AP# write memory

注: VLAN が使用中のとき、SSID は物理的 な Dot11Radio インターフェイスの下で、ないあ
らゆる論理的なサブインターフェイスの下で設定されます。注: この例は認証が含まれてい
ません。 ルートはおよび非ルート ブリッジは関連付けるために認証方式が（、ネットワー
ク EAP、等開いて下さい）要求します。

VLAN にユーザを割り当てるのに RADIUSサーバを使用して下さい

ネットワークに認証するとき仕様 VLAN にユーザのユーザかグループを割り当てるために
RADIUS認証サーバを設定できます。 この機能の情報に関しては、Cisco Aironet アクセス ポイン
トに資料 Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドの VLAN にユーザを割り当て
るために RADIUSサーバを使用してセクションを 12.4(3g)JA 及び 12.3(8)JEB 参照して下さい。

ダイナミック モビリティグループ 割り当てのために RADIUSサーバを使用して下
さい

また動的にユーザかユーザグループにモビリティ グループを割り当てるために RADIUSサーバを
設定できます。 これはアクセス ポイントの複数の SSID を設定する必要を省きます。 その代り
、アクセス ポイント毎に 1 SSID ただ設定する必要があります。 この機能の情報に関しては、
Cisco Aironet アクセス ポイントのための資料 Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション
ガイドのダイナミック モビリティグループ 割り当てのための RADIUSサーバを使用してセクシ
ョンを、12.4(3g)JA 及び 12.3(8)JEB 参照して下さい。

アクセス ポイントおよびブリッジのブリッジグループ 設定

一般に、ブリッジグループはセグメント化された切り替えドメインを作成します。 トラフィック
は各ブリッジグループ内の、ないブリッジグループ間のホストに制限されます。 スイッチはそれ
らのホストだけにブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック（フラッディング）を制
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限する、ブリッジグループを構成するホスト間のだけトラフィックを転送します。 ブリッジグル
ープはネットワークのある特定のエリアにトラフィックをセグメント化するときネットワークの
混雑を緩和し、追加ネットワーク セキュリティを提供します。

詳細情報に関してはブリッジ 概要を参照して下さい。

無線ネットワークでは、ブリッジグループはワイヤレス メディアから配線された側へのまたその
逆にも送信されるべき VLAN のデータトラフィックのためにワイヤレスアクセスポイントおよび
ブリッジで設定されます。

アクセスポイント/ブリッジのブリッジグループをグローバルに 有効に するために AP CLI からの
このステップを実行して下さい。

この例では、ブリッジ グループ番号 1 を使用しています。

Ap（configure）#bridge 1

注: 1 から 255 までブリッジグループに番号を付けることができます。

同じブリッジグループにあるためにワイヤレス デバイスの無線インターフェイスおよびインター
フェイスをファスト イーサネット（802.3u）設定して下さい。 これはこれら二つの異なるイン
ターフェイス間のパスを作成し、それらは目的をタグ付けするための同じ VLAN にあります。 そ
の結果、ワイヤレス側から無線インターフェイスを通して送信されるデータは有線ネットワーク
がまたその逆にも接続されるイーサネット インターフェイスに送信されます。 すなわち、無線お
よび同じブリッジグループ ブリッジにその間のデータ実際に属するイーサネット インターフェイ
ス。

アクセスポイント/ブリッジでは、トラフィックがネットワークからワイヤレスにまたその逆にも
通じることができるように VLAN 毎に 1 つのブリッジグループがある必要があります。 より多く
の VLAN ワイヤレスを渡るトラフィックを通過させるその必要がありますより多くのブリッジグ
ループ必要です。

たとえばネットワークの配線された側にワイヤレスを渡るトラフィックを通過させる 1 VLAN だ
けあったら AP/bridge の CLI からの 1 ブリッジグループだけ設定して下さい。 ワイヤレスから配
線された側にトラフィックをまたその逆にも通過させる複数の VLAN がある場合無線サブインタ
ーフェイスで各 VLAN のためのブリッジグループ、またサブインターフェイスをファスト イーサ
ネット（802.3u）設定して下さい。

ブリッジグループ dot11radio interface コマンドでワイヤレス インターフェイスのブリッジ
グループを設定して下さい。次に例を示します。
AP# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

AP(config)# interface Dot11Radio0.1

Ap(config-subif)# encapsulation dot1q 1 native

Ap(config-subif)# bridge group 1 !--- Here "1" represents the bridge group number.

ap(config-subif)# exit

1.

VLAN 1 トラフィックがこの配線された側にワイヤレス インターフェイスを渡ってまたその
逆にも通過するようにインターフェイスの同じブリッジグループ第（この例の "1"）でブリ
ッジグループをファスト イーサネット（802.3u）設定して下さい。
Ap(config)# interface fastEthernet0.1

Ap(config-subif)# encapsulation dot1q 1 native

Ap(config-subif)# bridge group 1 !--- Here "1" represents the bridge group number.

Ap(config-subif)# exit

2.
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注: 無線インターフェイスのブリッジグループを設定するとき、これらのコマンドは自動的
に設定 されます。bridge-group 1 subscriber-loop-controlbridge-group 1 block-unknown-
sourcebridge-group 1 出典学習無しユニキャストがあふれた bridge-group 1 無しbridge-
group 1 spanning-disabled注: インターフェイスのブリッジグループをファスト イーサネッ
ト（802.3u）設定するとき、これらのコマンドは自動的に設定 されます。bridge-group 1 出
典学習無しbridge-group 1 spanning-disabled

Integrated Routing and Bridging（IRB）

Integrated Routing and Bridging（IRB） ルーテッドインターフェイスとブリッジグループ間の特
定のプロトコルをルーティングすること可能にするか、またはブリッジグループ間の特定のプロ
トコルをルーティングします。 ルーティング可能 な トラフィックは他のルーテッドインターフ
ェイスかブリッジグループにルーティングされるできるがローカルかルーティング不可能なトラ
フィックは同じブリッジグループのブリッジドインターフェイス間でブリッジすることができま
す

統合されたルーティングおよびブリッジを使うと、これをすることができます:

ブリッジドインターフェイスからルーテッドインターフェイスにパケットを交換して下さい●

ルーテッドインターフェイスからブリッジドインターフェイスにパケットを交換して下さい●

同じブリッジグループ内のパケットを交換して下さい●

ブリッジグループまたはルーテッドインターフェイスとブリッジグループ間のトラフィックをル
ーティングすることをワイヤレスアクセスポイントおよびブリッジの IRB が可能にして下さい。
ブリッジグループまたはブリッジグループとルーテッドインターフェイスの間でルーティングす
ることを外部ルータかレイヤ3 スイッチが必要とします。

AP/bridge の IRB を有効に するためにこのコマンドを発行して下さい。

AP（configure） #bridge IRB

Integrated Routing and Bridging（IRB） ブリッジグループ 仮想インターフェイス （BVI）の概念
をルーテッドインターフェイスとブリッジグループまたはブリッジグループ間のトラフィックを
ルーティングするために使用します。

BVI は正常なルーテッドインターフェイスのように機能するレイヤ3 スイッチ ルータ内の仮想イ
ンターフェイスです。 BVI はブリッジをサポートしませんが、レイヤ3 スイッチ ルータ内のルー
テッドインターフェイスに実際に対応したブリッジグループを代表します。 それに対応したブリ
ッジグループに適用するすべてのネットワーク層属性があります（ネットワーク層アドレスおよ
びフィルターのような）。 この仮想インターフェイスに割り当てられているインターフェイス番
号は、この仮想インターフェイスが表すブリッジ グループに対応しています。 この番号が仮想イ
ンターフェイスとブリッジ グループ間のリンクになります。

アクセス ポイントおよびブリッジの BVI を設定するためにこれらのステップを実行して下さい。

BVI を設定し、BVI にブリッジグループの対応した数を割り当てて下さい。 次の例では、ブ
リッジ グループ番号 1 を BVI に割り当てています。
Ap(configure)#interface BVI 1

AP(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.0.0 !--- Assign an IP address to the BVI.

Ap(config-if)#no shut

1.



BVI を有効にして、対応するブリッジ グループから受信したルーティング可能なパケットを
受け入れ、ルーティングします。
Ap(config)# bridge 1 route ip!---

!--- This example enables the BVI to accept and route the IP packet.

AP があるネイティブ VLAN/管理のための BVI だけを必要とすることを理解しておくことは
重要です（この例で、VLAN 1）。 何 VLAN をおよびブリッジグループが AP/bridge に関係
なくで設定するか他のどのサブインターフェイスのための BVI も、必要としません。 これ
は他のすべての VLAN のトラフィックを（ネイティブ VLAN を除いて）タグ付けし、しか
しスイッチにそれを配線された側に dot1q トランキングしたインターフェイス 送信 すると
いう理由によります。 たとえば、ネットワークの 2 VLAN があれば、2 人のブリッジグルー
プを必要としますが、管理 VLAN への 1 人の BVI 特派員だけ無線ネットワークで十分です
。ブリッジグループ 仮想インターフェイスのある特定のプロトコルのためのルーティング
を有効に するとき、ルーテッドインターフェイスから来るパケットは、ブリッジド ドメイ
ンのホストに向かいが、ブリッジグループ 仮想インターフェイスにルーティングされ、対
応したブリッジドインターフェイスに転送されます。すべてのトラフィックはブリッジドト
ラフィックとして対応したブリッジグループにブリッジグループ 仮想インターフェイスに
ルーティングされる転送されます。 ブリッジドインターフェイスで受信されるすべてのル
ーティング可能 な トラフィックは他のルーテッドインターフェイスにブリッジグループ 仮
想インターフェイスから直接来るようにルーティングされます。ブリッジおよび IRB に関す
る詳細情報詳細については設定 ブリッジを参照して下さい。

2.

関連スイッチとの相互対話

このセクションでは、情報が設定するために表示されますまたは Cisco Aironet にワイヤレス機器
を接続する Ciscoスイッチの設定を確認して下さい。

注: このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup
Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

switch configuration — Catalyst OS

アクセス ポイントにトランキングするために Catalyst OS を VLAN 実行するスイッチを設定する
ためにコマンド構文は dot1q および set trunk <module #/port #> <vlan リストの set trunk
<module #/port #> > です。

ネットワーク ダイアグラム 例へのからの例は、次のとおりです:

set trunk 2/1 on dot1q

set trunk 2/1 1,10,30

switch configuration — IOS は Catalyst スイッチを基づかせていました

インターフェイス設定 モードから、にほしい場合、これらのコマンドを入力して下さい:

アクセス ポイントにトランキングするためにスイッチポートを VLAN 設定して下さい●

IOS を実行する Catalyst スイッチ●

CatIOS はに含んでいますが、制限されません:6x004x0035x0295x●
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switchport mode trunk

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport nonegotiate

switchport trunk native vlan 1

switchport trunk allowed vlan add 1,10,30

注: IOS によって基づく Cisco Aironet ワイヤレス機器はダイナミック トランキング プロトコル
（DTP）をサポートしません、従ってスイッチはそれをネゴシエートすることを試みてはなりま
せん。

switch configuration — Catalyst 2900XL/3500XL

インターフェイス設定 モードから、IOS を実行する Catalyst 2900XL か 3500XL スイッチのアク
セス ポイントにトランキングするために VLAN スイッチポートを設定したいと思う場合、これら
のコマンドを入力して下さい:

switchport mode trunk

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk native vlan 1

switchport trunk allowed vlan 1,10,30

確認

ここでは、設定が正常に動作していることを確認します。

ワイヤレス機器を確認して下さい

show vlan — 現在 アクセス ポイントで設定されるすべての VLAN およびステータスを表示
します
ap#show vlan

Virtual LAN ID:  1 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

   vLAN Trunk Interfaces:  FastEthernet0.1

Dot11Radio0.1

Virtual-Dot11Radio0.1

 This is configured as native Vlan for the following interface(s) :

FastEthernet0

Dot11Radio0

Virtual-Dot11Radio0

   Protocols Configured:   Address:          Received:        Transmitted:

        Bridging        Bridge Group 1          36954                   0

        Bridging        Bridge Group 1          36954                   0

Virtual LAN ID:  10 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

   vLAN Trunk Interfaces:  FastEthernet0.10

Dot11Radio0.10

Virtual-Dot11Radio0.10

●



   Protocols Configured:   Address:          Received:        Transmitted:

        Bridging        Bridge Group 10          5297                   0

        Bridging        Bridge Group 10          5297                   0

        Bridging        Bridge Group 10          5297                   0

Virtual LAN ID:  30 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

   vLAN Trunk Interfaces:  FastEthernet0.30

Dot11Radio0.30

Virtual-Dot11Radio0.30

   Protocols Configured:   Address:          Received:        Transmitted:

        Bridging        Bridge Group 30          5290                   0

        Bridging        Bridge Group 30          5290                   0

        Bridging        Bridge Group 30          5290                   0

ap#

show dot11 associations — SSID/VLAN ごとの関連するクライアントについての情報を、表
示します
ap#show dot11 associations

802.11 Client Stations on Dot11Radio0:

SSID [Green] :

SSID [Red] :

Others:  (not related to any ssid)

ap#

●

スイッチを確認して下さい

Catalyst OS ベースのスイッチで、show trunk <module #/port #> —ある特定のポートのトラ
ンクのステータスを表示します
Console> (enable) show trunk 2/1

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

 2/1      on           dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ----------------------------------------------------------------

 2/1      1,10,30

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ----------------------------------------------------------------

 2/1      1,10,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ----------------------------------------------------------------

 2/1      1,10,30

Console> (enable)

●

IOS ベースのスイッチで、show interface ファーストイーサネット <module #/port #> は
trunk —ある特定のインターフェイスのトランクのステータスを表示します
2950g#show interface fastEthernet 0/22 trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Fa0/22      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk

●



   

Fa0/22      1,10,30

Port        Vlans allowed and active in management domain

Fa0/22      1,10,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/22      1,10,30

2950gA#

Catalyst 2900XL/3500XL スイッチで、show interface ファーストイーサネット <module
#/port #> は switchport —ある特定のインターフェイスのトランクのステータスを表示します
cat3524xl#show interface fastEthernet 0/22 switchport

Name: Fa0/22

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: 1,10,30,1002-1005

Trunking VLANs Active: 1,10,30

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Self Loopback: No

wlan-cat3524xl-a#

●

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

設定します VLAN （アクセスポイント設定 ガイド）を●

設定 VLAN （ブリッジ設定 ガイド）の●

トランキング テクニカル サポート●

関連スイッチとの相互対話●

トランキングを実装するためのシステム要件●

ブリッジの概要●

固定 ISR のワイヤレス認証種別の設定例●

SDM による固定 ISR のワイヤレス認証種別の設定例●

ISR と WEP 暗号化および LEAP 認証を使用する無線 LAN 接続の設定例●

基本的な無線 LAN 接続の設定例●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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