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概要

機能 FlexConnect どんな中央ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコルがおよび
それを設定する方法をするかこの資料に記述されています。

前提条件

要件

Cisco は基本的な知識がのあることを推奨します:

AireOS WLCs●

FlexConnect AP●

DHCP●

ネットワーク アドレス変換（NAT）●

ポート アドレス変換 （PAT）●

使用するコンポーネント

WLC v8.0.140.0●

AP 1700●

注: この機能はバージョン 7.3 以来利用できます。

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。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい



て確実に理解しておく必要があります。

背景説明

サブネットあるが、ところで（AP が）利用可能 な DHCPサーバのまたは FlexConnect AP の 1
のために利用可能 な DHCPサーバが異なるサブネットと複数のサービス セット ID（SSID）を保
守する必要があるサイトでインストールされる FlexConnect モードにアクセス ポイントある時が
あります。

そのような場合、遠隔地 ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）とそこにからの DHCP ディスカ
バリ パケットを、WLC に繋ぎ、設定された動的インターフェイスの 1 つによって DHCPパケッ
トを転送することは可能性のあるです。 クライアントが中央 DHCPサーバから IP アドレスを得
れば、遠隔地のローカルでこのクライアント フローからのトラフィック。

クライアントに割り当てられる遠隔地に IP アドレスのサブネットがない場合、クライアントから
の AP への NAT-PAT、従ってトラフィックフローを有効に することができます AP は NAT-PAT
を行い、トラフィックはそのサブネットが向こうにないのにリモートサイトでローカルでフロー
できます。

設定

ネットワーク図

設定例は 2 つのワイヤレス ローカル エリア ネットワーク（WLAN）と WLAN ブルーに遠隔地の
ローカル DHCPサーバがある WLAN イエローに 1 つがないところで、このトポロジーを、使用
します。 WLAN イエローで送信される DHCP ディスカバリ パケットは WLC に転送され、そし
て WLC は WLAN イエローでクライアントが生成するトラフィックがローカルでフローするそれ
を可能にするために FlexConnect AP が NAT/PAT をする WLAN イエローのクライアントに中央
DHCPサーバに宛先が付いている動的インターフェイスの 1 によってそれらを、中央 DHCPサー
バ割り当てま IP アドレスを、後転送し、クライアントに割り当てられる IPアドレスのサブネッ
トがので遠隔地で存在 しません。



方法の例はこのリンクで WLAN ブルーを設定する見つけることができます:

FlexConnect の設定

中央 DHCP が設定することができる 3 つのセクションがあります:

FlexConnect AP ごと●

FlexConnect グループごと●

WLAN ごと●

動的インターフェイス 設定

これらのシナリオの何れかのための中央 DHCP の前に設定、DHCP ディスカバリ パケットを転
送する WLC 使用動的インターフェイスを設定する必要があります。

ステップ 1.コントローラ > インターフェイスへのナビゲートはおよび『New』 をクリック しま
す。

ステップ 2.名前および VLAN ID を割り当てて下さい、そしてヒットは適用します。

ステップ 3.その動的インターフェイス、ポートおよび DHCPサーバのIPアドレスの IP アドレス
を入力して下さい。 終了したら、ヒットは適用します。

この例でこの動的インターフェイスのデフォルト ゲートウェイはまたこの VLAN のための
DHCPサーバです。

/content/en/us/td/docs/wireless/controller/7-2/configuration/guide/cg/cg_flexconnect.html#63048


これらの設定例 WLAN イエロー レシーブのクライアント VLAN 2601 からの IP アドレス。
VLAN 2601 がように遠隔地で存在 しません、WLC の位置で、これらの例がまた NAT-PAT を有
効に する、従って AP が IP アドレスからソースをたどられるクライアントが生成するトラフィ
ックを変換するだけ VLAN 2601 に属するリモートサイトの作業自身の IP アドレスに。

WLAN ごとの中央 DHCP

この設定は SSID WLAN イエローをブロードキャストするすべての FlexConnect AP に
FlexConnect ローカル スイッチング WLAN の中央 DHCP を、この機能適用されます有効に しま
す。

ステップ 1. WLAN を作成して下さい。

WLC およびナビゲートの GUI をに WLAN > 作成します新しい > 行きます開いて下さい。

SSID およびプロファイルの名前を選択し、そして『Apply』 をクリック して下さい。



CLI：

> config wlan create <wlan-id> <profile-name> <ssid-name>

ステップ 2. WLAN に割り当てられるインターフェイスを選択して下さい。

CLI：

config wlan interface <wlan-id> <interface-name>

ステップ 3. Security タブにナビゲート し、セキュリティ 方式を選択して下さい。

この例は WPA2-PSK を使用します。



CLI：

config wlan security wpa akm 802.1x disable <wlan-id>

config wlan security wpa akm psk enable <wlan-id>

config wlan security wpa akm psk set-key ascii <password> <wlan-id>

ステップ 4.必要な Advanced タブへのナビゲートおよびイネーブル DHCP。 

DHCP 要件は中央 DHCP を使用できて必須です。

CLI：

config wlan dhcp_server <wlan-id> 0.0.0.0 required

ステップ 5. Advanced タブにナビゲート し、Flexconnect ローカル スイッチングおよび中央
Dhcp処理を有効に して下さい。 WLAN に割り当てられるサブネットがリモートサイトにない場
合、NAT-PAT を同様に有効に されます確認して下さい。



CLI：

config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> enable

config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> central-dhcp enable

ステップ 6. General タブへのナビゲートは WLAN を有効に し。



CLI：

config wlan enable <wlan-id>

この設定によって、FlexConnect AP の SSID WLAN イエローに関連付けるどの無線クライアント
でも VLAN 2601、リモートサイトのトラフィックフローおよび FlexConnect AP から IP アドレ
スを行いますトラフィックのための NAT-PAT をローカルで受け取ります。

遠隔地に基づいて VLAN 割り当てをカスタマイズする必要があれば AP グループを使用できます
従って同じ WLAN を使用し、AP グループごとの別の VLAN を割り当てることができます。 それ
を設定する方法に関する詳細についてはこのリンクを参照して下さい:

AP グループ

FlexConnect AP ごとの中央 DHCP

この例にちょうど 1 FlexConnect AP のための中央 DHCP を設定する方法を示されています。
AP によって呼出される Flex-1 に接続されるクライアントだけ VLAN 2601 の DHCPサーバから
IP アドレスを得ま、WLC の位置で存在 しますただ。 

この例は AP が Flexconnect モードで既に設定されていると仮定します。

/content/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/7-5/Flex_7500_DG.html#pgfId-43429


ステップ 1. WLAN を作成して下さい。

WLAN ごとの中央 DHCP で参照される同じステップに従うことができますがステップ 5 で、た
だ FlexConnect ローカル スイッチングを有効に する必要があります。 これは他のどの AP にも
接続するクライアントがリモートサイトで DHCP ディスカバリ パケットをローカルで交換して
もらうこと認めます。



ステップ 2. FlexConnect AP のイネーブル中央 DHCP。

> すべて AP > AP 名前はワイヤレス > アクセス ポイントにナビゲート します。

それから FlexConnect タブはナビゲート し、中央 Dhcp処理をクリックします。



その後で、WLAN のための中央 DHCP および NAT-PAT を有効に して下さい。

CLI：

config ap flexconnect central-dhcp <wlan-id> <AP-name> enable override dns disable nat-pat

enable

FlexConnect グループごとの中央 DHCP

この例にちょうど FlexConnect 1 グループのための中央 DHCP を設定する方法を示されています
。 屈曲 GRP と呼ばれる FlexConnect グループに関連付けられるあらゆる AP に接続されるクラ
イアントだけ VLAN 2601 の DHCPサーバから IP アドレスを得ま、WLC の位置で存在 しますた
だ。 

この例は FlexConnect AP が FlexConnect グループに既に属していることを前提しています。



ステップ 1. WLAN を作成して下さい。

WLAN ごとの中央 DHCP で参照される同じステップに従うことができますがステップ 5 で、た
だ FlexConnect ローカル スイッチングを有効に する必要があります。 これは他のどの AP にも
接続するクライアントが DHCP ディスカバリ パケットをリモートサイトでローカルで交換され
て取得すること認めます。



ステップ 2. FlexConnect グループのイネーブル中央 DHCP。

ワイヤレス > FlexConnect へのナビゲートは > グループ名 > 中央 DHCP グループ化します。 『
Add』 をクリック する WLAN ID、イネーブル中央 DHCP および NAT-PAT を、後入力して下さ
い。



 CLI：

config flexconnect group <flexconnect-grp-name> central-dhcp <wlan-id> enable override dns

disable nat-pat enable

関連情報

Flex 7500 ワイヤレス ブランチ コントローラ導入ガイド●

FlexConnect -エンタープライズ モビリティ 8.1 配置ガイド●

FlexConnect 機能マトリクス●

/content/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/7-5/Flex_7500_DG.html
/content/en/us/td/docs/wireless/controller/8-1/Enterprise-Mobility-8-1-Design-Guide/Enterprise_Mobility_8-1_Deployment_Guide/ch7_HREA.pdf
http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless/5500-series-wireless-controllers/112042-technote-wlc-00.html
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