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マルチキャスト VLAN

マルチキャスト最適化について

7.0.116.0よりも前のリリースでは、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した。VLANSelect
とVLANプーリングが使用されると、重複パケットが増加する可能性があります。VLANSelect
機能では、すべてのクライアントがそれぞれ異なる VLAN上でマルチキャストストリームを
リッスンします。そのため、コントローラは、マルチキャストアドレスと VLANの組み合わ
せごとに異なるMGIDを作成します。その結果、アップストリームルータは VLANごとにコ
ピーを1つ送信し、最悪の場合、プール内に存在するVLANの数だけコピーが作成されます。
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。無線メディア上およびコントローラとアクセスポイントの間に

発生する重複したマルチキャストストリームを抑制するには、マルチキャスト最適化機能を使

用できます。

マルチキャスト最適化では、マルチキャストトラフィック用に使用可能なマルチキャスト

VLANを作成できます。WLANの VLANの 1つを、マルチキャストグループが登録されるマ
ルチキャスト VLANとして設定できます。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。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、単一のMGIDが生成さ
れます。コントローラは、この VLANプール上のクライアントからの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上に送出されるようにして、その VLANプールの
すべての VLANに対し、アップストリームルータに登録されるエントリが 1つになるように
します。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
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がVLANプールにヒットします。したがって、無線で送信されるマルチキャストパケットは、
1つのストリームだけになります。

マルチキャスト VLANの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [WLANs] > [WLAN ID]を選択します。[WLAN > Edit]ページが表示されます。

ステップ 2 [General]タブで [Multicast VLAN feature]チェックボックスをオンにして、WLANに対してマ
ルチキャスト VLANを有効にします。

[Multicast Interface]ドロップダウンリストが表示されます。

ステップ 3 [Multicast Interface]ドロップダウンリストから VLANを選択します。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

マルチキャスト VLANの設定（CLI）
config wlan multicast interface wlan_id enable interface_nameコマンドを使用して、マルチキャ
スト VLAN機能を設定します。

パッシブクライアント

パッシブクライアントについて

パッシブクライアントとは、固定 IPアドレスが設定されている、スケールやプリンタなどの
ワイヤレスデバイスです。これらのクライアントは、アクセスポイントにアソシエートする

とき、IPアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイ情報などの IP情報を送信しませ
ん。その結果、パッシブクライアントが使用された場合、それらのクライアントが DHCPを
使用しない限り、コントローラではその IPアドレスは認識されません。

現在、Wireless LAN ControllerはARP要求のプロキシとして動作します。ARP要求を受信する
と、コントローラは、クライアントに直接要求を渡す代わりに、ARP応答で応答します。この
シナリオには、次の 2つの利点があります。

•クライアントに ARP要求を送信するアップストリームデバイスは、クライアントが配置
されている場所を認識しません。

•携帯電話やプリンタなどのバッテリ駆動デバイスでは、すべての ARP要求に応答する必
要がないため、電力が保持されます。
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ワイヤレスコントローラには、パッシブクライアントに関する IP関連の情報がないため、
ARP要求に応答できません。現在の動作では、ARP要求のパッシブクライアントへの転送は
許可されていません。パッシブクライアントへのアクセスを試みるアプリケーションは、失敗

します。

パッシブクライアント機能は、有線クライアントとワイヤレスクライアント間のARP要求お
よび応答の交換を可能にします。この機能が有効である場合、コントローラは、目的のワイヤ

レスクライアントがRUN状態になるまで、有線クライアントからワイヤレスクライアントへ
ARP要求を渡すことができます。

ローカルにスイッチされるWLANを持つ FlexConnect APの場合、パッシブクライアント機能
によって、ARP要求のブロードキャストが有効になり、APはクライアントの代わりに応答し
ます。

（注）

パッシブクライアントの制約事項

• WLANにアソシエートされたインターフェイスは VLANタギングを備えている必要があ
ります。

• GARPフォワーディングは、show advanced hotspotコマンドを使用して有効にする必要が
あります。

上記 2つのシナリオのいずれも設定されていない場合は、クライ
アント ARPフォワーディングが機能しません。

（注）

•パッシブクライアント機能は、APグループおよび FlexConnectによって中央でスイッチ
されるWLANではサポートされません。

パッシブクライアントの設定（GUI）

始める前に

パッシブクライアントを設定するには、マルチキャスト-マルチキャストまたはマルチキャス
ト-ユニキャストモードを有効にする必要があります。

手順

ステップ 1 [Controller] > [General]を選択して [General]ページを開きます。

ステップ 2 [AP Multicast Mode]ドロップダウンリストから [Multicast]を選択します。[Multicast Group
Address]テキストボックスが表示されます。
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ステップ 3 [Multicast Group Address]テキストボックスに、マルチキャストグループの IPアドレスを入
力します。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

ステップ 5 次の手順で、グローバルマルチキャストモードを有効にします。

a) [Controller] > [Multicast]を選択します。
b) [Enable Global Multicast Mode]チェックボックスをオンにします。

マルチキャスト-マルチキャストモードの有効化（GUI）

始める前に

パッシブクライアントを設定するには、マルチキャスト-マルチキャストまたはマルチキャス
ト-ユニキャストモードを有効にする必要があります。

手順

ステップ 1 [Controller] > [General]の順に選択して、[General]ページを開きます。

ステップ 2 [AP Multicast Mode]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。

• [Unicast]：ユニキャストを使用してマルチキャストパケットを送信するようにコントロー
ラを設定します。これはデフォルト値です。

• [Multicast]：マルチキャストを使用してマルチキャストパケットを CAPWAPマルチキャ
ストグループに送信するようにコントローラを設定します。

ステップ 3 [AP Multicast Mode]ドロップダウンリストから [Multicast]を選択します。[Multicast Group
Address]テキストボックスが表示されます。

ユニキャストだけがサポートされるため、Cisco Flex 7510WLCのAPマルチキャスト
モードを設定することはできません。

（注）

ステップ 4 [Multicast Group Address]テキストボックスに、マルチキャストグループの IPアドレスを入力
します。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

ステップ 6 次の手順で、グローバルマルチキャストモードを有効にします。

a) [Controller] > [Multicast]を選択します。
b) [Enable Global Multicast Mode]チェックボックスをオンにします。

WLANインターフェイス
4

WLANインターフェイス

マルチキャスト-マルチキャストモードの有効化（GUI）



コントロールでのグローバルマルチキャストモードの有効化（GUI）

手順

ステップ 1 [Controller] > [Multicast]の順に選択して [Multicast]ページを開きます。

[Enable IGMP Snooping]テキストボックスは、[Enable Global Multicast Mode]を有効に
している場合のみ、強調表示されます。[IGMP Timeout (seconds)]テキストボックス
は、[Enable IGMP Snooping]テキストボックスを有効にしている場合のみ、強調表示
されます。

（注）

ステップ 2 [Enable Global Multicast Mode]チェックボックスをオンにして、マルチキャストモードを有効
にします。この手順では、マルチキャスト方法を使用してマルチキャストパケットをCAPWAP
マルチキャストグループに送信するようにコントローラを設定します。

Cisco Flex WLCにグローバルマルチキャストモードを設定することはできません。（注）

ステップ 3 [Enable IGMPSnooping]チェックボックスをオンにして、IGMPスヌーピングを有効にします。
デフォルト値は [disabled]です。

ステップ 4 IGMPタイムアウトを設定するための [IGMP Timeout]テキストボックスに、30～ 7200秒の値
を入力します。

ステップ 5 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

コントローラでのパッシブクライアント機能の有効化（GUI）

手順

ステップ 1 [WLAN] > [WLANs] > [WLAN ID]を選択し、[WLANs > Edit]ページを開きます。デフォルトで
は、[General]タブが表示されます。

ステップ 2 [Advanced]タブを選択します。

ステップ 3 [Passive Client]チェックボックスをオンにして、パッシブクライアント機能を有効にします。

ステップ 4 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

パッシブクライアントの設定（CLI）

手順

ステップ 1 コントローラ上でマルチキャストを有効にするには、次のコマンドを入力します。
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config network multicast global enable

デフォルト値は [disabled]です。

ステップ 2 マルチキャストを使用して、アクセスポイントにマルチキャストを送信するようにコントロー

ラを設定するには、次のコマンドを入力します。

config network multicast mode multicast multicast_group_IP_address

ステップ 3 無線 LANでパッシブクライアントを設定するには、次のコマンドを入力します。

config wlan passive-client {enable | disable} wlan_id

ステップ 4 WLANを設定するには、次のコマンドを入力します。

config wlan

ステップ 5 次のコマンドを入力して、変更を保存します。

save config

ステップ 6 特定のWLANのパッシブクライアント情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

show wlan 2

ステップ 7 パッシブクライアントが APに正しくアソシエートされているかどうか、およびパッシブク
ライアントがコントローラでDHCPRequired状態に移行したかどうかを確認するには、次のコ
マンドを入力します。

debug client mac_address

ステップ 8 クライアントの詳細情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

show client detail mac_address

ステップ 9 有線クライアントがクライアントとの接続を試みたときに、クライアントが RUN状態に移行
したかどうかをチェックするには、次のコマンドを入力します。

debug client mac_address

ステップ 10 ARP要求が有線側からワイヤレス側に転送されるかどうかを設定してチェックするには、次の
コマンドを入力します。

debug arp all enable

Cisco WLCは、VLAN情報ではなく、ARPテーブルに基づいて重複する IPアドレス
を検出します。異なる VLANにある 2台のクライアントが同じ IPアドレスを使用し
ている場合、CiscoWLCは IPの衝突を報告し、GARPを送信します。これは、2台の
有線クライアントに限定されず、有線クライアントとワイヤレスクライアントに対し

ても行われます。

（注）
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パッシブクライアント ARPのマルチキャスト-ユニキャストサポート
について

この機能は、Cisco 5520 WLCで機能するように設計されています。Cisco WLCでパッシブク
ライアント機能が有効になると、Cisco WLCはシスコ以外のWGBに対応するため、すべての
トラフィックをWGB経由で有線クライアントから APにルーティングさせます。

この実装では、ブロードキャスト ARPメッセージがすべての APに送信されます。Cisco 5520
WLCでマルチキャスト-ユニキャストモードが有効になると、トラフィックはこのモードを使
用してユニキャストパケットとして APに送信されます。

パッシブクライアント ARPのマルチキャスト-ユニキャストサポートの制約事項

• 5520 WLCでのみサポートされます。

• CPU使用率が高くなるのを回避するために、1秒あたり10,000パケットの制限が適用され
ます。

•パッシブクライアント機能は、WLAN単位でサポートされます。

WLCでのユニキャストモードの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [WLANs]を選択して、[WLANs]ページを開きます。

ステップ 2 パッシブクライアントユニキャストモードを設定するWLANの ID番号をクリックします。

ステップ 3 [Advanced]タブを選択します。

ステップ 4 [Passive Client]チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 設定を保存するには、[Apply]をクリックします。

ステップ 6 [Controller]ページを選択します。

ステップ 7 [ARP Unicast Mode]ドロップダウンリストから [enable]を選択します。

ステップ 8 設定を保存するには、[Apply]をクリックします。

WLCでのユニキャストモードの設定（CLI）

手順

ステップ 1 ユニキャストモードを有効にする前に、パッシブクライアントを有効にします。

config wlan passive-client enable wlan-id

ステップ 2 ユニキャストパケットの転送を有効にします。
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config network passive-client arp-unicast-forwarding enable

ステップ 3 ARPユニキャストモードのステータスを表示します。

show network summary

ステップ 4 ARP統計情報を表示します。

show arp stats

ステップ 5 パッシブクライアントのステータスを表示します。

show wlan wlan-id

固定IPアドレスを持つクライアントのダイナミックアン
カー

固定 IPを持つクライアントのダイナミックアンカーについて
ワイヤレスクライアントのスタティック IPアドレスを設定する場合があります。これらのワ
イヤレスクライアントをネットワーク内で移動するときは、他のコントローラへのアソシエー

トを試みることができました。クライアントが、固定 IPと同じサブネットをサポートしない
コントローラにアソシエートしようとすると、クライアントはネットワーク接続に失敗しま

す。固定 IPアドレスを持つクライアントのダイナミックトンネリングを有効にできるように
なりました。

固定 IPアドレスを使用した固定 IPクライアントのダイナミックアンカーは、クライアントの
サブネットが同じモビリティグループ内の別のコントローラへのトラフィックをトンネリング

することによってサポートされている、他のコントローラにアソシエートすることができま

す。この機能により、クライアントがスタティック IPアドレスを使用していてもネットワー
クが処理されるようにWLANを設定できます。

固定 IPクライアントのダイナミックアンカーの機能

次の一連の手順は、固定 IPアドレスを使用してクライアントがコントローラにアソシエート
しようとするときに実行されます。

1. クライアントがコントローラ、たとえばWLC-1にアソシエートすると、モビリティアナ
ウンスを行います。モビリティグループ内のコントローラが応答した場合（たとえば

WLC-2）、クライアントトラフィックがコントローラWLC-2にトンネリングされます。
結果として、コントローラWLC 1が外部コントローラとなり、WLC-2がアンカーコント
ローラとなります。

2. コントローラが応答しない場合、クライアントはローカルクライアントとして処理され、
認証が実行されます。クライアントの IPアドレスは孤立したパケットの処理または ARP
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要求の処理のいずれかによって更新されます。クライアントの IPサブネットがコントロー
ラ（WLC-1）でサポートされていない場合、WLC-1は別のスタティック IPのモバイルア
ナウンスを送信し、クライアントのサブネットをサポートするコントローラ（たとえば

WLC-3）がそのアナウンスに応答した場合、クライアントトラフィックはコントローラ
WLC-3にトンネリングされます。結果として、コントローラWLC 1がエクスポート外部
コントローラとなり、WLC-3がエクスポートアンカーコントローラとなります。

3. 確認応答が受信されると、クライアントトラフィックがアンカーとコントローラ（WLC-1）
間でトンネリングされます。

WLANをインターフェイスグループで設定し、インターフェイスグループ内のいずれかのイ
ンターフェイスがスタティック IPクライアントサブネットをサポートしている場合、クライ
アントはそのインターフェイスに割り当てられます。この状況は、ローカルまたはリモート

（スタティック IPアンカー）で発生します。

AAAオーバーライドがWLANにマッピングされたインターフェイスグループと一緒に使用さ
れている場合は、DHCPトランザクションに使用される送信元インターフェイスが管理イン
ターフェイスになります。

WLANに追加するインターフェイスグループで RADIUSサーバ上書きインターフェイスが有
効になっており、認証用のクライアント要求が含まれている場合は、コントローラが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）

セキュリティレベル 2認証は、ローカル（スタティック IP外部）コントローラでのみ実行さ
れます。これは、エクスポート外部コントローラとも呼ばれます。

（注）

固定 IPアドレスを持つクライアントのダイナミックアンカーの制約
事項

•固定 IPトンネリングのAAAを実行する場合、上書きしたインターフェイスを設定しない
でください。上書きしたインターフェイスがクライアントサブネットをサポートしていな

い場合、トラフィックがクライアントに対してブロックされることがあるためです。これ

が可能になるのは、上書きインターフェイスグループがクライアントサブネットをサポー

トする極端な場合です。

•ローカルコントローラは、このクライアントエントリが存在する正しいAAAサーバに設
定する必要があります。

次の制限事項は、同じWLANでスタティック IPトンネリングに他の機能を設定する場合に適
用されます。

•自動アンカーモビリティ（ゲストトンネリング）は同じWLANに設定できません。
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• FlexConnectローカル認証は同じWLANに設定できません。

• DHCP Requiredオプションは、同じWLANに設定できません。

• FlexConnectローカルスイッチングでは、固定 IPクライアントのダイナミックアンカーを
設定できません。

• CiscoWLC上では同じNTP/SNTPサーバを設定することをお勧めします。NTP/SNTPサー
バが異なる場合は、NTP/SNTPを有効にするときに、すべてのCiscoWLC上のシステム時
刻が同じであることを確認します。システム時刻が同期していない場合は、一部のシナリ

オでシームレスモビリティが失敗する可能性があります。また、NTP/SNTPが有効で時間
が遅れている Cisco WLCはモバイルアナウンスメッセージをドロップします。

固定 IPクライアントのダイナミックアンカーの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [WLANs]を選択して、[WLANs]ページを開きます。

ステップ 2 IPクライアントのダイナミックアンカーを有効にするWLANの ID番号をクリックします。
[WLANs > Edit]ページが表示されます。

ステップ 3 [Advanced]タブを選択して、[WLANs > Edit]（[Advanced]）ページを開きます。

ステップ 4 [Static IP Tunneling]チェックボックスをオンして、スタティック IPクライアントのダイナミッ
クアンカリングを有効にします。

ステップ 5 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

固定 IPクライアントのダイナミックアンカーの設定（CLI）
config wlan static-ip tunneling {enable | disable} wlan_id：特定のWLAN上の固定 IPクライアン
トのダイナミックアンカーを有効または無効にします。

スタティック IPを使用したクライアントのコントローラをモニタし、トラブルシューティン
グを行うには、次のコマンドを使用します。

• show wlan wlan_id：固定 IPクライアント機能のステータスを確認できるようにします。

…………..
Static IP client tunneling.............. Enabled
…………..

• debug client client-mac

• debug dot11 mobile enable

• debug mobility handoff enable

WLANインターフェイス
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固定 IPクライアントのダイナミックアンカーの設定（GUI）
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