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はじめに

このドキュメントでは、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）リリース 7.0.116.0 で導入される
VLAN Select 機能について説明します。 また、シスコ ユニファイド ワイヤレス ソリューション
にこの機能を展開する方法についても説明します。

WLC リリース 7.2 以降で VLAN Select 機能を設定する場合は、『WLC 7.2 VLAN Select および
マルチキャスト最適化機能導入ガイド』を参照してください。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Unified Wireless ソリューション●

サポート対象プラットフォーム

この機能は、16MB 以上のフラッシュ スペースを持つすべての Lightweight AP（LAP）でサポー
トされます。
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サポートされる LAP： 1120、1230、1130、1140、1240、1250、1260、3500、および
1522/1524

サポートされるコントローラ： 7500、5508、4402、4404、WISM、WiSM-2、2500、2106、
2112、2125

注: コントローラは、これらの番号のインターフェイス グループ/インターフェイスをサポートし
ます。

WiSM-2, 5508, 7500, 2500  -- 64/64

WiSM, 4400, 4200 –-  32/32

2100 and NM6  series --  4/4

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。

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 Select 機能の概要

現在の WLC アーキテクチャでは、WLAN をインターフェイス/VLAN にマッピングすることが必
須です。 デフォルトのマッピングは、管理インターフェイスに対して行われます。 1 つの WLAN
をマッピングできるのは単一のインターフェイス/VLAN であるという制限があります。 この制限
のため、高密度導入では単一の大規模なサブネットが使用できる必要があります。しかし、既存
のネットワーク設計とネットワークの IP サブネット割り当てが理由で、多くの顧客にとっては実
現できない可能性があります。 既存の機能（AP グループおよび AAA オーバーライドなど）もあ
る程度役立ちますが、すべての要件を満たすことはできず、さまざまなタイプのお客様の導入で
実行可能ではない可能性があります。 これと同じ制限が、リモート ロケーションのゲスト クラ
イアントがアンカー ロケーションの WLAN にマッピングされた単一のサブネットから IP アドレ
スを常に取得するようなゲスト アンカー設定にも存在します。 また、ワイヤレス ゲスト クライ
アントに対する IP アドレスの割り当ては外部ロケーションに依存せず、さまざまな外部ロケーシ
ョンのすべてのゲスト クライアントが同じサブネットから IP アドレスを受信します。 これもや
はり多くのお客様にとって実行可能ではありません。

7.0.116.0 リリースにおける VLAN プーリング機能（VLAN Select 機能）の統合は、この制限に対
する解決策を提供します。WLAN はインターフェイス グループを使用して、単一のインターフェ
イスまたは複数のインターフェイスにマッピングできます。 この WLAN 関連付けられているワ
イヤレス クライアントは、クライアントの MAC アドレスとインターフェイス グループのインタ
ーフェイスの数に基づいて計算される MAC ハッシュ アルゴリズムで指定されたサブネット プー
ルから IP アドレスを受信します。 MAC ハッシュ アルゴリズムによってインターフェイス グル
ープから選択されるインターフェイスが何らかの理由（DHCP サーバ到達不能、DHCP 範囲枯渇
など）でクライアントに IP アドレスを提供しない、そのインターフェイスはダーティとしてマー
クされ、インターフェイス グループからランダムなインターフェイスが選択されます。

このフローチャートは、インターフェイスまたはグループ インターフェイス設定でラウンド ロビ
ン メカニズムが使用されているときの DHCP アドレス選択について示しています。
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注: DHCP リース時間が長いときに、クライアントが認証解除と再認証を頻繁に実行する場合は
、DHCP IP リークが起こっている可能性があります。

注: Inter-Release Controller Mobility（IRCM）では、7.0.116.0 より前のリリースのコントローラ
は VLAN リストのペイロードを理解できません。 したがって、L2 モビリティを実行できるはず
なのに L3 モビリティが実行されることがあります。

注: 7.0.116.0 リリースからそれより前のリリースにダウングレードする場合は、すべての WLAN
がインターフェイス グループではなくインターフェイスにマッピングされていて、マルチキャス
ト インターフェイスが無効であることを確認します。



注: シスコでは、AAA から返されるインターフェイス グループをサポートしていません。インタ
ーフェイスのみサポートされます。

注: インターフェイスは、インターフェイス グループに追加できますが、WLAN/AP グループに
マッピングされていると削除できません。

注: 1 つの VLAN またはインターフェイスが複数の異なるインターフェイス グループに属するこ
とができます。

VLAN Select 機能は、現在の AP グループおよび AAA オーバーライド アーキテクチャを拡張し
ます。AP グループおよび AAA オーバーライドは、WLAN がマッピングされているインターフェ
イス/インターフェイス グループをインターフェイスまたはインターフェイス グループでオーバ
ーライドできます。 さらにこの機能では、ゲスト アンカー制限に対する解決策も提供されており
、外部ロケーションにいる無線ゲスト ユーザが、同じアンカー WLC から、自分の外部ロケーシ
ョンまたは外部コントローラに基づいて複数のサブネットのうちの 1 つの IP アドレスを取得で
きるようになりました。

このフローチャートは、コントローラで AP グループおよび AAA オーバーライドが設定され、
WLAN がインターフェイスまたはインターフェイス グループにマッピングされているような
WLAN 選択を示しています。



注: スタティック IP クライアントには、適用される除外があります。

クライアントがサブネット A でスタティック IP が設定されていて、サブネット B が割り当てら
れている場合、以下の状態を満たすならば、クライアントは実行状態に移行する前にサブネット
A に移動（オーバーライド）します。



WLAN で DHCP Required が無効になっている。●

サブネット A が WLAN に設定された VLAN または AP グループに含まれている●

クライアントが 4 分の DHCP_REQD 間隔内でサブネット A のスタティック IP を送信元とす
るパケットを送信する

●

注: WLAN にマッピングされているインターフェイス グループに属するサブネットの IP アドレス
をスタティック IP クライアントが持つ場合、その WLAN に参加するスタティック IP クライアン
トは実行状態に移行し、トラフィックを渡すことができます。 これ以外の場合は、スタティック
IP クライアントはトラフィックを受け渡しできません。

同一サブネットのモビリティ：現在のソリューションでは、クライアントがあるコントローラか
ら別のコントローラにローミングすると、外部から、モビリティ アナウンス メッセージの一部と
して VLAN 情報が送信されます。 アンカーは、受信した VLAN 情報に基づいて、アンカーと外
部間でトンネルを構築する必要があるかどうかを決定します。 外部で同一の VLAN を使用できる
場合は、アンカーからクライアント コンテキストがすべて削除され、外部がクライアントに対す
る新しいアンカー コントローラとなります。

VLAN プーリング機能の一部として、モビリティ アナウンス メッセージは追加のベンダー ペイ
ロードを運びます。このペイロードには、WLAN にマッピングされた VLAN インターフェイスの
リストが格納されています。 これは、アンカーがローカル > ローカル タイプのハンドオフを決
める場合に役立ちます。 この機能の導入によって、相互リリース モビリティは影響を受けないこ
とが確認されています。 ゲスト トンネリング シナリオでは、「エクスポート外部」で参加して
いるクライアントは、「エクスポート アンカー」で WLAN にマッピングされているインターフ
ェイス グループから、または「エクスポート アンカー」で設定されている外部マッピングに従っ
て、IP を受信します。 「エクスポート外部」に参加したクライアントが「エクスポート アンカ
ー」コントローラに移動する場合、IP アドレスを失う可能性があります。これは、それら二者の
間でモビリティがサポートされていないことを意味します。 ただし、クライアントが 2 つの「エ
クスポート外部」コントローラ間で移動する場合は IP アドレスが維持されます。これは、そのシ
ナリオでローミングがサポートされていることを意味します。

マルチキャスト最適化

現在のマルチキャストは、マルチキャスト アドレスと VLAN を 1 つのエンティティ（MGID）と
してグループ化することを基本としています。 VLAN プーリング機能は、無線通信網内の重複パ
ケットを増加させる可能性があります。 マルチキャスト ストリームをリッスンしている各クライ
アントは異なる VLAN 上にあるため、WLC はマルチキャスト アドレスと VLAN のペアごとに異
なる MGID を作成します。 したがって、上流に位置するルータは、VLAN ごとに 1 つのコピーを
送信します。 この結果、プール内には多数の VLAN があるため、最悪の場合にはそれと同じだけ
のコピーが生じます。 WLAN はすべてのクライアントに対して同じままなので、マルチキャスト
パケットの複数のコピーが無線で送信されます。

VLAN Select 機能の統合により、現在のマルチキャスト アーキテクチャで、ワイヤレス クライア
ントが重複したパケットを受信する可能性があるという問題が生じます。 重複するマルチキャス
ト パケットを受信するという問題は、現在のマルチキャスト アーキテクチャですでに存在してい
ましたが、AAA オーバーライドが設定されていて、サブネットの異なる 2 つのクライアント（一
方が WLAN マッピングされたサブネット上、もう一方がオーバーライドされたサブネット上にあ
る）が同じマルチキャスト グループをリッスンするときのみ認識されていました。 VLAN Select
機能が導入されることで、この問題がより明らかになり、オープン WLAN でも簡単に認識されま
す。

WLC と AP の間のワイヤレス メディアにおけるマルチキャスト ストリームの重複を抑制するた
め、マルチキャスト VLAN 方法が導入されました。 この VLAN は、マルチキャスト トラフィッ
クに使用されます。 WLAN の VLAN の 1 つは、マルチキャスト グループが登録されているマル



チキャスト VLAN として設定されます。 WLAN でのマルチキャスト VLAN の設定は、ユーザに
よって制御されます。 クライアントは、マルチキャスト VLAN 上でマルチキャスト ストリーム
をリッスンできます。 MGID は、「マルチキャスト VLAN」とマルチキャスト IP アドレスを使用
して生成されます。 そのため、同じ WLAN の VLAN プール上にある複数のクライアントが単一
のマルチキャスト IP アドレスをリッスンしている場合、常に単一の MGID が生成されます。
WLC は、この VLAN プールのクライアントから発信されるすべてのマルチキャスト ストリーム
が常にマルチキャスト VLAN 上を送信されるようにします。 これにより、上流に位置するルータ
は VLAN プールのすべての VLAN に対してエントリが 1 つだけになります。 こうしてクライア
ントが異なる VLAN 上にあっても、1 つのマルチキャスト ストリームだけが VLAN プールにヒッ
トします。 したがって、無線上で送信されるマルチキャスト パケットが唯一のストリームになり
ます。

ネットワーク インターフェイスでは、これまでどおり対応する VLAN がすべてのトラフィックに
使用されます。

CLI および GUI での構成手順

次の手順を実行します。

WLC の初期コードが 7.0.144.112 (???) であることを検証します。
(Cisco Controller) >show boot

Primary Boot Image............................... 7.0.X.X (active)

Backup Boot Image................................ 7.0.x.x

1.

新しいインターフェイス グループを作成します。CLI： config interface group create
<interface group name> コマンドを使用します。GUI： [Controller] > [Interface Groups] に
移動し、新しいグループを作成します。

2.



グループにインターフェイスを追加します。CLI： Use the config interface group interface
add <interface> <interface name> コマンドを使用します。GUI： [Interface Groups] をクリ
ックします。

3.

インターフェイスをドロップダウン メニューから選択し、グループに追加します。4.



WLAN へのインターフェイス グループの適用

次の手順を実行します。

WLAN にインターフェイスまたはインターフェイス グループのマッピングを設定するには
、config wlan interface <wlan id> <Interface/Interface group name> コマンドを使用します。
インターフェイス グループはポストフィックス（G）で識別されます。

1.

[WLANs] > [General] で、インターフェイス グループを選択します。2.



AP グループおよび AAA オーバーライド

次の手順を実行します。

WLAN の AP グループまたは AAA Override を設定します。

注: WLAN で AAA オーバーライドが有効ではない場合、WLAN に参加しているクライアントは、
WLAN のインターフェイスまたはインターフェイス グループ マッピングに基づいて IP アドレス
を受信します。 WLAN で AAA オーバーライドが有効な場合、この WLAN に参加しているクライ
アントは、AAA サーバによって返されるインターフェイスに基づいて IP アドレスを受信します



。

外部 WLC へのインターフェイス グループのマッピング

次の手順を実行します。

ゲスト アンカー設定で外部サイトまたはロケーションに基づいてサブネット/アドレスの割り当て
を設定するには：

CLI： config wlan mobility foreign-map add <wlan-id> < mac address > <interface/interface
group> コマンドを使用します。

●

GUI： [WLAN] > [Foreign Maps] で新しいオプションを作成します。●



VLAN Select 機能の一部として、モビリティ アナウンス メッセージは追加のベンダー ペイロー
ドを運びます。このペイロードには、WLAN にマッピングされた VLAN インターフェイスのリス
トが格納されています。 これにより、アンカーはローカル > ローカル タイプのハンドオフで決
定できます。

クライアントがあるコントローラから別のコントローラにローミングすると、外部から、モビリ
ティ アナウンス メッセージの一部として VLAN 情報が送信されます。 アンカーは、受信した
VLAN 情報に基づいて、アンカーと外部間でトンネルを構築する必要があるかどうかを決定しま
す。

外部で同一の VLAN を使用できる場合は、アンカーからクライアント コンテキストがすべて削除
され、外部がクライアントに対する新しいアンカー コントローラとなります。

注: ゲスト トンネリングのシナリオでは、エクスポート フォーリン コントローラ間のローミング
がサポートされています。 しかし、エクスポート フォーリン コントローラとエクスポート アン
カー間のローミングは、VLAN Select ではサポートされていません。

自動アンカーの場合：

外部 WLC に参加しているクライアントがアンカー WLC にエクスポートされてインターフェ
イス グループにマッピングされている場合、そのクライアントは、インターフェイス グルー
プ内のラウンド ロビン方法で IP アドレスを受信します。

●

外部 WLC に参加しているクライアントがアンカー WLC にエクスポートされてインターフェ
イスのみにマッピングされている場合、そのクライアントは、そのインターフェイスのみか
ら IP アドレスを受信します。

●

インターフェイス グループが設定されている 1 つのアンカー WLC にマップされている複数
のフォーリン コントローラ間をローミングしているクライアントは、持っている IP アドレ
スを維持できます。

●

注: アンカーは、同一のモビリティ グループに存在する必要があります。



注: WLAN は、外部コントローラとアンカー コントローラで同一に設定されている必要がありま
す。

インターフェイス グループでの L3 マルチキャスト構成

インターフェイス グループでは、複数の VLAN が単一の SSID にマッピングされます。 異なる
VLAN 内のクライアントがマルチキャスト ストリームに登録すると、WLC で単一の SSID に対し
て重複したエントリが作成されます。 その結果、インターフェイス グループ内に存在する VLAN
の数に応じて複数回、単一のマルチキャスト グループ ストリームが送信されることがあります。
これを防ぐため、単一の VLAN が無線上のすべての IGMP およびマルチキャストのフローにおけ
る代表の VLAN として選択されるような強化が加えられました。

次の手順を実行します。

設定：

CLI： config wlan multicast interface <wlan-id> enable <interface name> コマンドを使用しま
す。

●

GUI：●

注: この設定が許可されるのは、IGMP スヌーピングが有効になっている場合だけです。

インターフェイス グループでの L2 マルチキャスト構成

L3 マルチキャストの最適化と同様、L2 マルチキャストおよびブロードキャストの最適化は、
VLAN Select 機能において非常に重要です。 7.0.116.0 リリースでは、L2 マルチキャストおよび
ブロードキャストを最適化するコマンドが追加されました。 L2 マルチキャスト/ブロードキャス
トでは、L2 MGID を使用して AP にパケットを転送します。 グループのすべての VLAN からの
L2 マルチキャスト/ブロードキャストは、WLAN 上で送信されます。 これにより、無線通信網上
に重複パケットが発生します。 これらの重複 L2 マルチキャスト/ブロードキャストを制限するた
め、インターフェイス単位の有効化または無効化が導入されました。

CLI： インターフェイスの L2 マルチキャストおよびブロードキャストを有効または無効にします
。



   

(WLC) >config network multicast l2mcast <enable/disable> <interface-name> コマンドを使用しま
す。

注: このコマンドは、5508、2100、2500、7500、および WiSM-2 コントローラのみに適用されま
す。

注: インターフェイスごとに L2 マルチキャスト/ブロードキャストを有効化または無効化する機能
の GUI サポートは、このリリースで導入されていません。

関連情報

 LAN  AP  VLAN ●

Cisco Wireless LAN Controller コンフィギュレーション ガイド、リリース 7.0●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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