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VLAN Select について
無線クライアントが無線ネットワーク（WLAN）に接続すると、クライアントは、WLANに関連
付けられているVLANに配置されます。講堂、競技場、会議場などといった大規模な会場では、
大量の無線クラインアントが使用される可能性があり、単一のWLANだけで多数のクライアント
に対応することは困難な場合があります。

VLAN Select機能を使用すると、複数のVLANをサポート可能な単一のWLANを使用できるよう
になります。クライアントは、設定されている VLANの 1つに割り当てることができます。こ
の機能を使用すれば、インターフェイスグループを使用して 1つまたは複数のインターフェイス
のVLANにWLANをマッピングすることができます。WLANとの関連付けを行うワイヤレスク
ライアントは、インターフェイスで特定されるサブネットのプールから IPアドレスを取得しま
す。 IPアドレスは、ワイヤレスクライアントのMACアドレスをベースにしたアルゴリズムで生
成されます。この機能は、現行のAPグループアーキテクチャも拡張しており、WLANがマッピ
ングされているインターフェイスまたはインターフェイスグループ（インターフェイスグループ

を使用した複数のインターフェイス）よりも APグループを優先させることができます。さらに
この機能では、自動アンカー制限に対するソリューションも提供されており、外部ロケーション

にいる無線ゲストユーザが、同じアンカーコントローラから、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、外部コントローラ

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、アンカーコントローラと外部コントローラ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。外部コントローラで同一の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、外部コントローラがクライアントに

対する新しいアンカーコントローラとなります。
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あるサブネットにあるインターフェイス（int-1）があるコントローラ（VLAN ID 0）にタグが付
けられておらず、同じサブネットにあるインターフェイス（int-2）が他のコントローラ（Vlan ID
1）にタグ付けされている場合、VLAN Selectを使用すると、このインターフェイスによって 1台
目のコントローラに joinしているクライアントは、2番目のコントローラに移動する間に L2ロー
ミングを受けることがありません。したがって、VLAN Selectで 2つのコントローラ間の L2ロー
ミングを発生させるには、同じサブネット内のすべてのインターフェイスがタグ付きまたはタグ

なしのいずれかに統一されている必要があります。

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、外部コントローラのWLANにマッピングされたインターフェ
イスグループ内の VLANインターフェイスのリストが格納されています。アンカーは、この
VLANリストを使用して、ローカル間のハンドオフとローカルから外部へのハンドオフを区別で
きます。

VLAN 選択の設定に関する制限
• VLAN Select機能を使用すると、複数の VLANをサポート可能な単一のWLANを使用でき
るようになります。

インターフェイスグループの設定

インターフェイスグループについて

インターフェイスグループは、インターフェイスの論理的なグループです。インターフェイス

グループを使用すると、同じインターフェイスグループを複数のWLANで設定するユーザ設定
や、APグループごとにWLANインターフェイスを上書きすることが容易になります。インター
フェイスグループには隔離済みまたは隔離済みでないインターフェイスを排他的に含めることが

できます。 1つのインターフェイスを複数のインターフェイスグループに含めることができま
す。

WLANは、インターフェイスまたはインターフェイスグループに関連付けることができます。
インターフェイスグループの名前とインターフェイスの名前を同じにすることはできません。

この機能を使用すると、クライアントを特定のサブネットに、そのサブネットが接続している外

部コントローラに基づいて関連付けることができます。必要に応じて、外部コントローラのMAC
と特定のインターフェイスまたはインターフェイスグループ（外部マップ）との間のマッピング

を維持するように、アンカーコントローラWLANを設定できます。このマッピングが設定され
ていない場合は、その外部コントローラ上のクライアントは、WLANに設定されているインター
フェイスグループからをラウンドロビン方式で VLANを割り当てられます。

インターフェイスグループには AAA Overrideを設定することもできます。この機能では、現行
のアクセスポイントグループとAAAOverrideアーキテクチャが拡張され、アクセスポイントグ
ループと AAA Overrideが、インターフェイスがマッピングされているインターフェイスグルー
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プWLANよりも優先されるように設定できます。これは、インターフェイスグループを使用し
た複数のインターフェイスに対して行われます。

この機能により、ネットワーク管理者はゲストアンカー制限を設定できます。それにより、外部

ロケーションにいる無線ゲストユーザは、同じアンカーコントローラ内から、外部ロケーション

とコントローラ上の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ます。

インターフェイスグループの設定に関する制限

• WALNにVLANインターフェイス選択を設定するときの優先順位は、次のようになります。

◦ AAA Override

◦ APグループ

◦ DHCPサーバのオーバーライド

◦インターフェイスグループ

インターフェイスグループの作成（GUI）

ステップ 1 [Controller] > [Interface Groups]を選択します。
[Interface Groups]ページが表示され、すでに作成されているインターフェイスグループのリストが示され
ます。

インターフェイスグループを削除するには、青のドロップダウンアイコンの上にマウスポイン

タを移動し、[Remove]を選択します。
（注）

ステップ 2 [Add Group]をクリックします。
[Add New Interface Group]ページが表示されます。

ステップ 3 インターフェイスグループの詳細を入力します。

• [Interface Group Name]：インターフェイスグループの名前を指定します。

• [Description]：インターフェイスグループの簡単な説明を入力します。

ステップ 4 [Add]をクリックします。

インターフェイスグループの作成（CLI）
• config interface group {create | delete} interface_group_name：インターフェイスグループを作
成または削除します。
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• config interface group description interface_group_name description：インターフェイスグルー
プに説明を追加します。

インターフェイスグループへのインターフェイスの追加（GUI）

ステップ 1 [Controller] > [Interface Groups]を選択します。
[Interface Groups]ページが表示され、すべてのインターフェイスグループのリストが示されます。

ステップ 2 インターフェイスを追加するインターフェイスグループの名前をクリックします。

[Interface Groups > Edit]ページが表示されます。

ステップ 3 このインターフェイスグループに追加するインターフェイスの名前を [Interface Name]ドロップダウンリ
ストから選択します。

ステップ 4 [Add Interface]をクリックして、インターフェイスをインターフェイスグループに追加します。

ステップ 5 このインターフェイスグループに複数のインターフェイスを追加する場合は、ステップ 2～ 3を繰り返し
ます。

インターフェイスグループからインターフェイスを削除するには、青のドロップダウン矢印の

上にマウスポインタを移動し、[Remove]を選択します。
（注）

インターフェイスグループへのインターフェイスの追加（CLI）
インターフェイスをインターフェイスグループに追加するには、config interface group interface
add interface_group interface_nameコマンドを使用します。

インターフェイスグループ内の VLAN の表示（CLI）
インターフェイスグループ内の VLANのリストを表示するには、show interface group detailed
interface-group-nameコマンドを使用します。

WLAN へのインターフェイスグループの追加（GUI）

ステップ 1 [WLAN]タブを選択します。
[WLANs]ページが表示され、使用可能なWLANのリストが示されます。
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ステップ 2 インターフェイスグループを追加するWLANのWLAN IDをクリックします。

ステップ 3 [General]タブで、[Interface/Interface Group (G)]ドロップダウンリストからインターフェイスグループを
選択します。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。
ユーザがWLANに追加したインターフェイスグループで、RADIUSサーバオーバーライドイ
ンターフェイスが有効になっているとします。この場合、クライアントが認証を要求すると、

コントローラは RADIUSサーバとしてインターフェイスグループから最初の IPアドレスを選
択します。

（注）

WLAN へのインターフェイスグループの追加（CLI）
WLANにインターフェイスグループを追加するには、config wlan interface wlan_id
interface_group_nameコマンドを入力します。
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