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FlexConnectについて
FlexConnect（以前は、ハイブリッドリモートエッジアクセスポイントまたはH-REAPと呼ば
れていました）は、ブランチオフィスとリモートオフィスに導入されるワイヤレスソリュー

ションです。これにより顧客は、各オフィスでコントローラを展開することなく、本社オフィ

スからワイドエリアネットワーク（WAN）経由で、支社またはリモートオフィスのアクセス
ポイント（AP）を設定および制御できるようになります。FlexConnectアクセスポイントは、
コントローラへの接続を失ったとき、クライアントデータトラフィックをローカルにスイッ

チングし、クライアント認証をローカルで実行できます。コントローラに接続されているとき

には、トラフィックをコントローラに送り返すこともできます。接続モードで、FlexConnect
アクセスポイントは、ローカル認証も実行できます。

図 1 : FlexConnectの導入

以下の図は、通常の FlexConnectの配置例です。
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コントローラソフトウェアでは、FlexConnectアクセスポイントに対する耐障害性をより強化
した方法が提供されています。以前のリリースでは、コントローラから解除されるたびに、

FlexConnectアクセスポイントはスタンドアロンモードに移行します。中央でスイッチされる
クライアントのアソシエーションは解除されます。ただし、FlexConnectアクセスポイントは
ローカルにスイッチされたクライアントに引き続き対応します。FlexConnectアクセスポイン
トがコントローラ（またはスタンバイコントローラ）に再 joinすると、すべてのクライアン
トが接続解除され、再度認証されます。この機能は強化されており、クライアントとFlexConnect
アクセスポイント間の接続はそのまま保持され、クライアントによるシームレスな接続が実現

します。アクセスポイントとコントローラの両方の設定が同じ場合は、クライアントとAP間
の接続が維持されます。

クライアント接続が確立された後に、コントローラはクライアントの元の属性を復元しませ

ん。クライアントのユーザ名、現在のレートとサポートされているレート、およびリッスン間

隔値は、セッションタイマーが切れた後でのみデフォルト値にリセットされます。

FlexConnectアクセスポイントは、1ロケーションにつき何台でも展開できます。複数の
FlexConnectグループを 1つのロケーションで定義できます。

コントローラはユニキャストパケットまたはマルチキャストパケットの形式でアクセスポイ

ントにマルチキャストパケットを送信できます。FlexConnectモードで、アクセスポイントは
ユニキャスト形式でのみマルチキャストパケットを受信できます。

FlexConnectアクセスポイントは、1対 1のネットワークアドレス変換（NAT）設定をサポー
トします。また、真のマルチキャストを除くすべての機能に対して、ポートアドレス変換

（PAT）をサポートします。NAT境界を越えるマルチキャストもサポートされます（ユニキャ
ストオプションを使用して設定されている場合）。FlexConnectアクセスポイントは、中央で
スイッチされるすべてのWLANに対して真のマルチキャストが動作するときを除き、多対 1
の NAT/PAT境界もサポートします。

NATと PATは FlexConnectアクセスポイントではサポートされていますが、対応するコント
ローラではサポートされていません。シスコは、NAT/PAT境界の背後にコントローラを置く
構成はサポートしません。

（注）

アクセスポイントで、これらのセキュリティタイプがローカルにアクセス可能である場合、

VPNおよび PPTPは、ローカルにスイッチされるトラフィックに対してサポートされます。

FlexConnectアクセスポイントは複数の SSIDをサポートします。

ワークグループブリッジおよびユニバーサルワークグループブリッジは、ローカルにスイッ

チされるクライアントの FlexConnectアクセスポイントでサポートされます。

FlexConnectは、IPv4の動作と同様にトラフィックをローカル VLANにブリッジすることに
よって、IPv6クライアントをサポートしています。FlexConnectは、最大 100のアクセスポイ
ントのグループに対するクライアントモビリティをサポートしています。

APのモードをローカルから FlexConnectに変更した場合は、APをリブートする必要がありま
す。リブートは、ブランチオフィスでの APの導入全体を遅らせることになります。
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ローカルモードからFlexConnectモードに移行しても、アクセスポイントをリブートする必要
はありません。

FlexConnectパラメータが設定されている場合、APとCiscoWLC間の接続が維持されます。ア
ソシエーション解除は行われません。

より迅速な導入のためにローカルから FlexConnectへのモード変更がサポートされています。
他のモード変更では、APをリブートする必要があります。ワイヤレス侵入防御システム（wIPS）
への APサブモードの変更では、リブートは必要ありません。

（注）

Cisco Flex 7510WLCでは、CLI上で自動変換モードを使用できます。この自動変換モードは、
接続されたすべての APの変更をトリガーします。ローカルから FlexConnectへのモード変更
とリブートは、Cisco Flex 7510 WLCの自動変換モードと連動して機能します。

（注）

APをローカルから FlexConnectに変更すると、APはリブートしませんが、FlexConnectから
ローカルに変更するとリブートして、エラーメッセージ「Warning:ChangingAPModewill reboot
the AP and will rejoin the controller afer a fewminutes（警告：APモードを変更するとAPがリブー
トされ、数分後にコントローラに再度参加します。続行してよろしいですか）」が表示されま

す。ただし、CLIは変化しません。APのモードを変更したときも、APはリブートします。

（注）

FlexConnect認証プロセス
アクセスポイントは、ブート時にコントローラを検索します。コントローラが見つかると、そ

のコントローラに joinし、最新のソフトウェアイメージと設定をコントローラからダウンロー
ドして、無線を初期化します。ダウンロードした設定は不揮発性メモリに保存されて、スタン

ドアロンモードで使用されます。

最新のコントローラソフトウェアのダウンロード後に、アクセスポイントをリブートしたら、

アクセスポイントを FlexConnectモードへ変換する必要があります。
（注）

802.1Xは、Cisco 2700シリーズの APの AUXポートではサポートされていません。（注）

FlexConnectアクセスポイントは、次のいずれかの方法でコントローラの IPアドレスを認識で
きます。

•アクセスポイントの IPアドレスが DHCPサーバから割り当て済みの場合は、通常の
CAPWAPまたは LWAPPディスカバリプロセスを介してコントローラを検出します。
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OTAPはサポートされていません。（注）

•アクセスポイントに固定 IPアドレスが割り当てられている場合は、DHCPオプション 43
以外の方法のディスカバリプロセスを使用してコントローラを検出します。アクセスポ

イントがレイヤ3ブロードキャストでコントローラを検出できない場合は、DNS解決を使
用することをお勧めします。DNSを使用すれば、固定 IPアドレスを持ちDNSサーバを認
識しているアクセスポイントは、最低 1つのコントローラを見つけることができます。

• CAPWAPと LWAPPのどちらのディスカバリメカニズムも使用できないリモートネット
ワークにあるコントローラを検出できるようにするには、プライミングを使用してくださ

い。この方法を使用すると、アクセスポイントの接続先のコントローラを（アクセスポ

イントの CLIにより）指定できます。

アクセスポイントによるコントローラの検出方法の詳細について

は、次の URLにあるコントローラ導入ガイドを参照してくださ
い。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/controller/deployment/guide/dep.html

（注）

FlexConnectアクセスポイントがコントローラに到達できるとき（接続モードと呼ばれます）、
コントローラはクライアント認証を支援します。FlexConnectアクセスポイントがコントロー
ラにアクセスできないとき、アクセスポイントはスタンドアロンモードに入り、独自にクラ

イアントを認証します。

アクセスポイント上の LEDは、デバイスが異なる FlexConnectモードに入るときに変化しま
す。LEDパターンの情報については、アクセスポイントのハードウェアインストールガイド
を参照してください。

（注）

クライアントがFlexConnectアクセスポイントにアソシエートするとき、アクセスポイントで
はすべての認証メッセージをコントローラに送信し、WLAN設定に応じて、クライアントデー
タパケットをローカルにスイッチする（ローカルスイッチング）か、コントローラに送信（中

央スイッチング）します。クライアント認証（オープン、共有、EAP、Web認証、および
NAC）とデータパケットに関して、WLANは、コントローラ接続の設定と状態に応じて、次
のいずれかの状態になります。

•中央認証、中央スイッチング：コントローラがクライアント認証を処理し、すべてのクラ
イアントデータはコントローラにトンネルを通じて戻されます。この状態は、接続済み

モードの場合にだけ有効です。

•中央認証、ローカルスイッチング：コントローラがクライアント認証を処理し、FlexConnect
アクセスポイントがデータパケットをローカルにスイッチします。クライアントが認証

に成功した後、コントローラは新しいペイロードと共にコンフィギュレーションコマンド
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を送信し、FlexConnectアクセスポイントに対して、ローカルにデータパケットのスイッ
チを始めるように指示します。このメッセージはクライアントごとに送信されます。この

状態は接続モードにのみ適用されます。

FlexConnectローカルスイッチング、中央認証導入では、静的 IP
アドレスを持つパッシブクライアントが存在する場合は、[WLAN]
> [Advanced]タブで [Learn Client IP Address]機能を無効にするこ
とをお勧めします。

（注）

•ローカル認証、ローカルスイッチング：FlexConnectアクセスポイントがクライアント認
証を処理し、クライアントデータパケットをローカルにスイッチします。この状態はス

タンドアロンモードおよび接続済みモードの場合に有効です。

接続済みモードでは、アクセスポイントは、ローカルで認証されたクライアントに関する

最小限の情報をコントローラに提供します。次の情報はコントローラでは使用できませ

ん。

•ポリシータイプ

• Access VLAN

• VLAN名

•サポートされるレート

•暗号化の暗号

ローカル認証は、ラウンドトリップ遅延が 100 msを超えず、最大伝送単位（MTU）
が 576バイトを下回らない、最小帯域幅が 128 kbpsのリモートオフィス設定を維持
できない場合に役立ちます。ローカル認証で、認証機能はアクセスポイント自体に存

在します。ローカル認証は、ブランチオフィスの遅延要件を短縮できます。

ローカル認証は、ローカルスイッチングモードの FlexConnectア
クセスポイントのWLAN上のみで有効にできます。

ローカル認証に関する注意事項は、次のとおりです。

（注）

•ゲスト認証は、FlexConnectローカル認証を有効にしたWLANで実行できません。

•コントローラ上でのローカル RADIUSはサポートされていません。

•クライアントが認証されたら、ローミングはグループ内のコントローラおよび他の
FlexConnectアクセスポイントがクライアント情報に更新された後でのみサポートさ
れます。

•接続モードのローカル認証には、WLAN設定が必要です。
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FlexConnectアクセスポイントに接続している、ローカルにスイッ
チされたクライアントが IPアドレスを更新し、また joinする場合
に、クライアントは実行状態のまま残ります。これらのクライア

ントはコントローラによって再認証されません。

（注）

•認証ダウン、スイッチダウン：この状態になると、WLANは既存クライアントのアソシ
エーションを解除し、ビーコン要求とプローブ要求の送信を停止します。この状態はスタ

ンドアロンモードおよび接続済みモードの両方の場合に有効です。

•認証ダウン、ローカルスイッチング：WLANは新しいクライアントからの認証の試行を
すべて拒否しますが、既存クライアントを保持するために、ビーコン応答とプローブ応答

の送信は続けます。この状態はスタンドアロンモードでのみ有効です。

FlexConnectアクセスポイントがスタンドアロンモードになると、オープン、共通、WPA-PSK、
またはWPA2-PSKの認証用に設定されたWLANは、「ローカル認証、ローカルスイッチン
グ」状態になり、新しいクライアント認証を続行します。コントローラソフトウェアリリー

ス 4.2以降のリリースでは、これは 802.1X、WPA-802.1X、WPA2-802.1X、または CCKM用に
設定されたWLANでも正しい設定です。ただし、これらの認証タイプでは外部のRADIUSサー
バが設定されている必要があります。FlexConnectアクセスポイントでローカル RADIUSサー
バを設定して、スタンドアロンモードで、またはローカル認証との組み合わせで 802.1Xをサ
ポートすることもできます。

その他のWLANは、「認証停止、スイッチング停止」状態（WLANが中央スイッチング用に
設定されている場合）または「認証停止、ローカルスイッチング」状態（WLANがローカル
スイッチング用に設定されている場合）のいずれかになります。

FlexConnectアクセスポイントがスタンドアロンモードではなく、コントローラに接続されて
いる場合、コントローラはプライマリRADIUSサーバを使用します。コントローラがプライマ
リRADIUSサーバにアクセスする順序は、[RADIUSAuthentication Servers]ページまたは config
radius auth add CLIコマンドで指定された順序になります（特定のWLANのサーバ順序がオー
バーライドされている場合を除く）。ただし、802.1X EAP認証を使用する場合は、クライア
ントを認証するために、スタンドアロンモードの FlexConnectアクセスポイント用のバック
アップ RADIUSサーバが必要となります。

コントローラはバックアップ RADIUSサーバを使用しません。コントローラはローカル認証
モードでバックアップ RADIUSサーバを使用します。

（注）

バックアップ RADIUSサーバは、個々のスタンドアロンモード FlexConnectアクセスポイン
トに対して設定することも（コントローラのCLIを使用）、スタンドアロンモードFlexConnect
アクセスポイントのグループに対して設定することも（GUIまたは CLIを使用）できます。
個々のアクセスポイントに対して設定されたバックアップサーバは、FlexConnectに対する
バックアップ RADIUSサーバ設定よりも優先されます。

FlexConnect
6

FlexConnect

FlexConnect認証プロセス



Web認証がリモートサイトで FlexConnectのアクセスポイントに使用されると、クライアント
はリモートローカルサブネットから IPアドレスを取得します。最初の URL要求を解決する
ため、DNSがサブネットのデフォルトゲートウェイを介してアクセスできます。コントロー
ラが DNSクエリーの応答パケットを代行受信およびリダイレクトするには、これらのパケッ
トは CAPWAP接続を介してデータセンターでコントローラにアクセスする必要があります。
Web認証プロセス中、FlexConnectのアクセスポイントは DNSと DHCPメッセージのみを許
可します。つまり、アクセスポイントは、クライアントのWeb認証が完了するまでDNS応答
メッセージをコントローラに転送します。クライアントのWeb認証が完了すると、すべての
トラフィックがローカルでスイッチされます。

コントローラが NACに対して設定されている場合、クライアントはアクセスポイントが接続
モードにある場合にのみアソシエートできます。NACが有効の場合、WLANがローカルス
イッチングに設定されている場合でも、有害な（または検疫された）VLANを作成して、この
VLANに割り当てられているクライアントのデータトラフィックがコントローラを通過でき
るようにする必要があります。クライアントが検疫 VLANに割り当てられると、そのクライ
アントのデータパケットはすべて中央でスイッチングされます。隔離 VLANの作成の詳細に
ついては、「動的インターフェイスの設定」の項を参照してください。NACアウトオブバン
ドサポートの設定の詳細については、「NACアウトオブバンド統合の設定」の項を参照して
ください。

（注）

FlexConnectアクセスポイントがスタンドアロンモードになると、次のようになります。

•アクセスポイントは、ARP経由でデフォルトゲートウェイに到達できるかどうかを確認
します。その場合、アクセスポイントはコントローラへの到達を試行し続けます。

アクセスポイントが ARPを確立できない場合は、次のことが起こります。

•アクセスポイントは5回の検出を試行し、それでもコントローラを検出できない場合は、
新しい DHCP IPを取得するために、イーサネットインターフェイス上で DHCPを更新し
ようとします。

•アクセスポイントが、5回再試行して失敗した場合、インターフェイスの IPアドレスを
再度更新します。これは 3回試行されます。

• 3回の試行が失敗した場合、アクセスポイントは固定 IPに戻ってリブートします（アク
セスポイントが固定 IPを使用して設定されている場合のみ）。

•リブートの実行により、アクセスポイントの不明なエラーの可能性が排除されます。

アクセスポイントがコントローラとの接続を再確立すると、すべてのクライアントをアソシ

エート解除して、コントローラからの新しい設定情報を適用し、クライアントの接続を再度許

可します。
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FlexConnectの制約事項
•固定 IPアドレスまたは DHCPアドレスを持つ FlexConnectアクセスポイントを展開する
ことができます。DHCPの場合、DHCPサーバはローカルに使用可能であり、ブート時に
アクセスポイントの IPアドレスを提供できる必要があります。

• FlexConnectは最大で 4つの断片化されたパケット、または最低 576バイトの最大伝送単
位（MTU）WANリンクをサポートします。

•アクセスポイントとコントローラの間のラウンドトリップ遅延が 300ミリ秒（ms）を超
えてはなりません。また、CAPWAPコントロールパケットは他のすべてのトラフィック
よりも優先される必要があります。300ミリ秒のラウンドトリップ遅延を実現できない場
合は、アクセスポイントを設定してローカル認証を実行できます。

•クライアント接続は、アクセスポイントがスタンドアロンモードから接続モードに移行
するときに RUN状態になっている、ローカルにスイッチされたクライアントに対しての
み復元されます。

•コントローラの設定は、アクセスポイントがスタンドアロンモードになった時点と、ア
クセスポイントが接続済みモードに戻った時点の間で同じである必要があります。同様

に、アクセスポイントがセカンダリコントローラまたはバックアップコントローラに

フォールバックする場合、プライマリコントローラとセカンダリコントローラまたはバッ

クアップコントローラの設定は同じである必要があります。

•新規に接続したアクセスポイントは、FlexConnectモードでブートできません。

• CCKM高速ローミングを FlexConnectアクセスポイントで使用するには、FlexConnectグ
ループを設定する必要があります。

• NACアウトオブバンド統合がサポートされるのは、WLANがFlexConnectの中央スイッチ
ングを行うように設定されている場合だけです。FlexConnectのローカルスイッチングを
行うように設定されているWLANでの使用はサポートされていません。

• FlexConnectアクセスポイントのプライマリコントローラとセカンダリコントローラの設
定が同一であることが必要です。設定が異なると、アクセスポイントはその設定を失い、

特定の機能（WLANの無効化、VLAN、静的チャネル番号など）が正しく動作しないこと
があります。さらに、FlexConnectアクセスポイントのSSIDとそのインデックス番号が、
両方のコントローラで同一であることを確認してください。

• FlexConnectモードのアクセスポイントは 2504 WLCに直接接続しないでください。

•アクセスポイントで設定された syslogサーバと組み合わせて、FlexConnectアクセスポイ
ントを設定する場合、アクセスポイントがリロードされ、1以外のネイティブ VLANに
なった後、初期化時に、アクセスポイントからの syslogパケットで VLAN ID 1のタグが
付けられているものはほとんどありません。これは既知の問題です。

• MACフィルタリングは、スタンドアロンモードの FlexConnectアクセスポイントではサ
ポートされていません。ただし、MACフィルタリングは、接続モードのFlexConnectアク
セスポイントでのローカルスイッチングと中央認証はサポートされています。また、
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FlexConnectアクセスポイントを持つローカルにスイッチされるWLANの Open SSID、
MACフィルタリングおよび RADIUS NACは、MACが ISEでチェックされる有効な設定
です。

• FlexConnectで、IPv6 ACL、ネイバーディスカバリキャッシュ、および IPv6 NDPパケッ
トの DHCPv6スヌーピングはサポートされていません。

• FlexConnectでは、クライアントの詳細を示すページにどの IPv6クライアントのアドレス
も表示されません。

•ローカルにスイッチされたWLANを使用したFlexConnectアクセスポイントでは、IPソー
スガードを実行したり、ARPスプーフィングを防止したりすることができません。中央
でスイッチされたWLANでは、ワイヤレスコントローラは IPソースガードおよび ARP
スプーフィングを実行します。

•ローカルスイッチングを使用する FlexConnect APにおける ARPスプーフィング攻撃を防
ぐために、ARPインスペクションを使用することを推奨します。

• FlexConnectAPのWLANでローカルスイッチングを有効にすると、APはローカルスイッ
チングを実行します。ただし、ローカルモードのAPに対しては、中央スイッチングが実
行されます。

FlexConnectモードAPとローカルモードAP間でクライアントがローミングするシナリオ
はサポートされていません。移動後の VLANの違いが原因で、クライアントが適切な IP
アドレスを取得できないことがあります。また、FlexConnectモード APとローカルモー
ド AP間の L2および L3のローミングはサポートされていません。

• FlexConnectスタンドアロンモードのWi-Fi Protected Accessバージョン 2（WPA2）、接続
モードのローカル認証、または接続モードの CCKM高速ローミングの場合、Advanced
Encryption Standard（AES）のみがサポートされます。

• FlexConnectスタンドアロンモードのWi-Fi Protected Access（WPA）、接続モードのロー
カル認証、または接続モードの CCKM高速ローミングの場合、Temporal Key Integrity
Protocol（TKIP）のみがサポートされます。

• TKIPによるWPA2および AESによるWPAは、スタンドアロンモード、接続モードの
ローカル認証、および接続モードの CCKM高速ローミングではサポートされません。

•ローカルにスイッチングされたWLANの AVCは、第 2世代の APでサポートされていま
す。

•アクセスポイントで検出されたアクティビティによっては、WIPSモードのFlexconnectの
アクセスポイントで、帯域幅の利用率が大幅に増加することがあります。ルールで調査が

有効になっていると、リンクの利用率が約 100 kbps増加することがあります。

•外部RADIUSサーバでユーザが利用できない場合は、ローカル認証のフォールバックはサ
ポートされません。

•ローカルスイッチングおよびローカル認証で FlexConnect APに設定されたWLANについ
ては、dot11クライアント情報の同期がサポートされます。
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• Cisco WLCは、APがアソシエート解除しているかどうか、またそれによって無線が動作
状態か非動作状態かを検出することができません。

FlexConnect APはCiscoWLCからアソシエート解除していても、動作可能な無線を使って
クライアントにサービスを提供できます。ただし、他のすべての APモードでは、無線が
動作不能状態に移行します。

•設定変更をローカルにスイッチされるWLANに適用すると、アクセスポイントが無線を
リセットすることによって、関連付けられたクライアントデバイスのアソシエーションが

解除されます（変更されたWLANに関連付けられていないクライアントも含む）。ただ
し、この動作は変更されたWLANが中央でスイッチされる場合は発生しません。メンテ
ナンス時にのみ設定を変更することをお勧めします。これは中央でスイッチされるWLAN
がローカルでスイッチされるWLANに変更されたときにも適用されます。

• TKIP暗号化クライアントでは、ACLのオーバーライドはサポートされていません。

FlexConnectの設定

設定作業は、リストされている順序で実行する必要があります。（注）

リモートサイトでのスイッチの設定

手順

ステップ 1 FlexConnectを有効にするアクセスポイントを、スイッチ上のトランクまたはアクセスポート
に接続します。

この手順に示す設定例では、FlexConnectアクセスポイントはスイッチ上のトランク
ポートに接続されます。

（注）

ステップ 2 この手順の設定例を参照して、スイッチが FlexConnectアクセスポイントをサポートするよう
に設定します。

この設定例では、FlexConnectアクセスポイントは、トランクインターフェイス FastEthernet
1/0/2に接続され、ネイティブ VLAN 100を使用します。このアクセスポイントは、このネイ
ティブ VLAN上での IP接続を必要とします。リモートサイトのローカルサーバとリソース
は、VLAN101上にあります。DHCPプールがスイッチの両VLANのローカルスイッチ内に作
成されます。最初のDHCPプール（ネイティブ）は FlexConnectアクセスポイントにより使用
され、2つ目のDHCPプール（ローカルスイッチング）は、クライアントがローカルでスイッ
チングされるWLANにアソシエートする場合、クライアントにより使用されます。設定例の
太字のテキストは、これらの設定を示します。

FlexConnect
10

FlexConnect

FlexConnectの設定



ローカルスイッチの設定例は次のとおりです。

ip dhcp pool NATIVE
network 209.165.200.224 255.255.255.224
default-router 209.165.200.225
dns-server 192.168.100.167

!
ip dhcp pool LOCAL-SWITCH

network 209.165.201.224 255.255.255.224
default-router 209.165.201.225
dns-server 192.168.100.167

!
interface FastEthernet1/0/1
description Uplink port
no switchport
ip address 209.165.202.225 255.255.255.224
!
interface FastEthernet1/0/2
description the Access Point port
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 100
switchport trunk allowed vlan 101
switchport mode trunk
!
interface Vlan100
ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
!
interface Vlan101
ip address 209.165.201.225 255.255.255.224
end
!

FlexConnectに対するコントローラの設定
次の 2つの環境で FlexConnectのコントローラを設定できます。

•中央でスイッチされるWLAN

•ローカルでスイッチされるWLAN

FlexConnectのコントローラの設定には、中央でスイッチされるWLANとローカルにスイッチ
されるWLANを作成する操作が含まれます。次の表に、3つのWLANの例を示します。

表 1 : WLANの例

インターフェイスマッ

ピング（VLAN）
スイッチング認証セキュリティWLAN

management（中央でス
イッチされるVLAN）

中央中央WPA1+WPA2employee

101（ローカルにス
イッチされるVLAN）

ローカルローカルWPA1+WPA2
（PSK）

employee-local
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インターフェイスマッ

ピング（VLAN）
スイッチング認証セキュリティWLAN

management（中央でス
イッチされるVLAN）

中央中央Web認証guest-central

101（ローカルにス
イッチされるVLAN）

ローカルローカルWPA1+WPA2employee

-local-auth

FlexConnectに対するコントローラの設定（ゲストアクセスに使用される中央でスイッ
チされたWLANの場合）

始める前に

ゲストユーザアカウントが作成されている必要があります。ゲストユーザアカウントの作成

方法の詳細については、『Cisco Wireless LAN Controller System Management Guide』を参照して
ください。

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 ドロップダウンリストから [Create New]を選択し、[Go]をクリックして [WLANs > New]ペー
ジを開きます。

ステップ 3 [Type]ドロップダウンリストから、[WLAN]を選択します。

ステップ 4 [Profile Name]テキストボックスに、guest-centralと入力します。

ステップ 5 [WLAN SSID]テキストボックスに、guest-centralと入力します。

ステップ 6 [WLAN ID]ドロップダウンリストから、WLANの IDを選択します。

ステップ 7 [Apply]をクリックします。[WLANs > Edit]ページが表示されます。

ステップ 8 [General]タブで、[Status]チェックボックスをオンにしてWLANを有効にします。

ステップ 9 [Security > Layer 2]タブで、[Layer 2 Security]ドロップダウンリストから [None]を選択します。

ステップ 10 [Security > Layer 3]タブで次の手順を実行します。

a) [Layer 3 Security]ドロップダウンリストから [None]を選択します。
b) [Web Policy]チェックボックスをオンにします。
c) [Authentication]を選択します。

外部Webサーバを使用する場合は、WLAN上でそのサーバに対する事前認証アクセスコ
ントロールリスト（ACL）を設定し、[Layer 3]タブでこの ACLをWLAN事前認証 ACL
として選択する必要があります。

ステップ 11 [Apply]をクリックします。

ステップ 12 [Save Configuration]をクリックします。
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FlexConnectに対するコントローラの設定（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 ドロップダウンリストから [Create New]を選択し、[Go]をクリックして [WLANs > New]ペー
ジを開きます。

ステップ 3 [Type]ドロップダウンリストから、[WLAN]を選択します。

ステップ 4 [Profile Name]テキストボックスに、WLANの一意のプロファイル名を入力します。

ステップ 5 [WLAN SSID]テキストボックスに、WLANの名前を入力します。

ステップ 6 [WLAN ID]ドロップダウンリストから、このWLANの ID番号を選択します。

ステップ 7 [Apply]をクリックします。
[WLANs > Edit]ページが表示されます。

ステップ 8 中央でスイッチされるWLANとローカルでスイッチされるWLANの両方で FlexConnectのコ
ントローラを設定できます。

FlexConnectローカルスイッチWLANでは IP学習を有効にしないでください。複数
のサイトが同じローカルサブネットを使用しているか、同じWLCで終端する重複す
るサブネットを使用していると、IP盗難誤検出が表示されます。IP盗難の除外がWLC
で有効になっている場合、クライアントがブラックリストに載る可能性があるか、そ

の機能の動作を伝えるために同様のメッセージが表示されます。

（注）

中央でスイッチされるWLANでFlexConnectのコントローラを設定するには、次の手順を実行
します。

a) [General]タブで、[Status]チェックボックスをオンにしてWLANを有効にします。
b) NACを有効にし、隔離 VLANを作成してから、このWLANに使用する場合は、[General]
タブの [Interface/Interface Group(G)]ドロップダウンリストからインターフェイスを選択し
ます。

c) [Security > Layer 2]タブで、[Layer 2 Security]ドロップダウンリストから [WPA+WPA2]を
選択し、必要に応じてWPA+WPA2パラメータを設定します。

ローカルでスイッチされるWLANでFlexConnectのコントローラを設定するには、次の手順を
実行します。

a) [General]タブで、[Status]チェックボックスをオンにしてWLANを有効にします。
b) NACを有効にし、隔離 VLANを作成してから、このWLANに使用する場合は、[General]
タブの [Interface/InterfaceGroup（G）]ドロップダウンリストからインターフェイスを選択
します。

c) [Security] > [Layer2]タブで、[Layer 2 Security]ドロップダウンリストから [WPA+WPA2]
を選択し、必要に応じて [WPA+WPA2]パラメータを設定します。

d) [Advanced]タブで、次の手順を実行します。
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• [FlexConnect Local Switching]チェックボックスをオンまたはオフにして、FlexConnect
モードのAPに関連付けられているクライアントデータのローカルスイッチングを有
効または無効にします。

次に、この機能に関するガイドラインおよび制限事項を示します。

•ローカルスイッチングを有効化すると、このWLANをアドバタイズす
るすべての FlexConnectアクセスポイントは、データパケットを（コン
トローラへトンネリングする代わりに）ローカルにスイッチできます。

• FlexConnectローカルスイッチングが有効のときは、デフォルトではコ
ントローラはクライアントの IPアドレスを認識するために有効になりま
す。ただし、クライアントが Fortressレイヤ 2暗号化を使用するように
設定されている場合は、コントローラがそのクライアント IPアドレスを
知ることができないので、コントローラはクライアントの接続を定期的

に切断します。コントローラがクライアントの IPアドレスを認識できる
まで待たなくてもクライアント接続を維持できるように、クライアント

IPアドレス認識機能を無効にしてください。このオプションを無効にで
きるのは、FlexConnectローカルスイッチングを行うように設定されて
いるときだけです。FlexConnect中央スイッチングを行う場合は、無効に
することはできません。

• FlexConnectアクセスポイントの場合、FlexConnectローカルスイッチン
グに対して設定されているWLANのコントローラでのインターフェイ
スマッピングは、デフォルト VLANタギングとしてアクセスポイント
で継承されます。このマッピングは SSIDごと、FlexConnectアクセスポ
イントごとに変更できます。FlexConnect以外のアクセスポイントでは、
すべてのトラフィックがトンネルを通じてコントローラに戻され、VLAN
タギングは各WLANのインターフェイスマッピングによって決定され
ます。

•搭載メモリが少ない Cisco 1240シリーズ FlexConnect APでは断続的に、
AP上の特定の SSIDに接続するクライアントがすべてDHCPプロセスで
停止し、クライアントが IPアドレスを取得できない状況が発生します。
この状況はランダムに発生し、しばらくしてから自動的に修正されま

す。APのクライアントに適用できるデバッグはありません。CiscoWLC
からクライアントごとのデバッグを実行しておくことをお勧めします。

（注）

• [FlexConnect Local Auth]チェックボックスをオンまたはオフにして、WLANのローカ
ル認証を有効または無効にします。

• [Learn Client IP Address]チェックボックスをオンまたはオフにして、クライアントの
IPアドレスの学習を有効または無効にします。

• [VLAN based Central Switching]チェックボックスをオンまたはオフにして、ローカル
でスイッチされるWLAN上での AAA Override VLANに基づく中央スイッチングを有
効または無効にします。
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これらは、この機能の注意事項および制限事項です。

• VLANベースの中央スイッチングはMACフィルタではサポートされて
いません。

•オーバーライドされたインターフェイス上でのマルチキャストはサポー
トされていません。

•この機能は、WLANがローカルでスイッチされるWLAN単位でのみ使
用できます。

• IPv6 ACL、CAC、NAC、および IPv6はサポートされていません。

• IPv4ACLは、VLANに基づく中央スイッチング有効な場合にのみサポー
トされ、無線 LAN上の中央スイッチングのクライアントにのみ適用で
きます。

•この機能は、ローカルでスイッチされるWLANの FlexConnectモードの
APに適用できます。

•この機能は、ローカルモードの APには適用できません。

•この機能は、中央でスイッチされるWLANの FlexConnectモードの AP
ではサポートされません。

•この機能は、中央認証だけでサポートされます。

•この機能は、Web認証セキュリティクライアント上ではサポートされま
せん。

•ローカルスイッチングクライアントのレイヤ 3ローミングはサポート
されません。

（注）

• [CentralDHCPProcessing]チェックボックスをオンまたはオフにして、機能を有効また
は無効にします。この機能を有効にすると、APから受信した DHCPパケットは、コ
ントローラに中央でスイッチされ、APおよびSSIDに基づいて対応するVLANに転送
されます。

• [Override DNS]チェックボックスをオンまたはオフにして、ローカルでスイッチされ
るWLANに割り当てられたインターフェイス上でのDNSサーバアドレスのオーバー
ライドを有効または無効にします。中央でスイッチされるWLAN上で DNSをオー
バーライドすると、クライアントは、コントローラからではなくAPからDNSサーバ
の IPアドレスを取得します。

• [NAT-PAT]チェックボックスをオンまたはオフにして、ローカルでスイッチされる
WLAN上でのネットワークアドレス変換（NAT）およびポートアドレス変換（PAT）
を有効または無効にします。NATおよび PATを有効にするには、[Central DHCP
Processing]を有効にする必要があります。

• [Central Assoc]チェックボックスをオンまたはオフにして、Cisco WLCのクライアン
ト再アソシエーションとセキュリティキーキャッシュを有効または無効にします。
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AP機能のPMIPv6MAGでは、高速ローミングをサポートするために、APが大規模に
展開されているCiscoWLCでクライアント再アソシエーションが中央で処理される必
要があります。

ローカル認証での中央アソシエーションの設定は、WLANでサポートされません。
PMIPv6トンネルが設定されると、PMIPv6クライアントからのすべてのデータトラ
フィックは、Cisco APから Generic Routing Encapsulation（GRE）トンネルのローカル
モビリティアンカー（LM）に転送されます。Cisco APと Cisco WLCの間の接続が失
われた場合、既存の PMIPv6クライアントのデータトラフィックは、Cisco APとクラ
イアントの間の接続が失われるまで引き続き送受信されます。APがスタンドアロン
モードの場合、PMIPv6対応WLANでは新規クライアントアソシエーションが受け入
れられません。

ステップ 9 設定を保存します。

FlexConnectに対するコントローラの設定（CLI）

手順

ステップ 1 config wlan flexconnect local-switching wlan_id enable：ローカルスイッチング用のWLANを設
定します。

FlexConnectローカルスイッチングが有効のときは、デフォルトではコントローラは
クライアント IPアドレスを認識できるまで待機します。ただし、クライアントが
Fortressレイヤ 2暗号化を使用するように設定されている場合は、コントローラがそ
のクライアント IPアドレスを知ることができないので、コントローラはクライアン
トの接続を定期的に切断します。config wlan flexconnect learn-ipaddr wlan_id disable
コマンドを使用して、クライアント IPアドレスラーニング機能を無効にし、クライ
アントの IPアドレスの学習を待つことなく、コントローラがクライアント接続を維
持できるようにします。この機能を無効にできるのは、FlexConnectローカルスイッ
チングを行うように設定されているときだけです。FlexConnect中央スイッチングを
行う場合は、無効にすることはできません。この機能を有効にするには、configwlan
flexconnect learn-ipaddr wlan_id enableコマンドを入力します。

（注）

WLANがローカルにスイッチ（LS）される場合は、configwlan flexconnect learn-ipaddr
wlan-id {enable |disable}コマンドを使用する必要があります。WLANが中央でスイッ
チ（CS）される場合は、config wlan learn-ipaddr-cswlan wlan-id {enable | disable}コ
マンドを使用する必要があります。

（注）

ステップ 2 config wlan flexconnect local-switching wlan_id {enable | disable}：中央スイッチング用のWLAN
を設定します。

ステップ 3 config wlan flexconnect vlan-central-switching wlan_id {enable | disable}：AAAでオーバーライ
ドされる VLANに基づいてローカルにスイッチされるWLAN上で中央スイッチングを設定し
ます。
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次に、この機能に関するガイドラインおよび制限事項を示します。

• VLANベースの中央スイッチングはMACフィルタではサポートされていません。

•オーバーライドされたインターフェイス上でのマルチキャストはサポートされていませ
ん。

•この機能は、WLANがローカルでスイッチされるWLAN単位でのみ使用できます。

• IPv6 ACL、CAC、NAC、および IPv6はサポートされていません。

• IPv4ACLは、VLANに基づく中央スイッチング有効な場合にのみサポートされ、無線LAN
上の中央スイッチングのクライアントにのみ適用できます。

•この機能は、ローカルでスイッチされるWLANの FlexConnectモードの APに適用できま
す。

•この機能は、ローカルモードの APには適用できません。

•この機能は、中央でスイッチされるWLANの FlexConnectモードの APではサポートされ
ません。

•この機能は、中央認証だけでサポートされます。

•この機能は、Web認証セキュリティクライアント上ではサポートされません。

•ローカルスイッチングクライアントのレイヤ 3ローミングはサポートされません。

ステップ 4 config wlan flexconnect central-assoc wlan-id {enable | disable}：Cisco WLCによるWLAN上の
クライアントのクライアント関連付けと再関連付け、およびセキュリティキーキャッシング

を処理するように、FlexConnectモードの Cisco APに通知します。AP機能の PMIPv6 MAGで
は、高速ローミングをサポートするために、APが大規模に展開されている Cisco WLCでクラ
イアント再アソシエーションが中央で処理される必要があります。

デフォルトでは、クライアントアソシエーションおよび再アソシエーションとセキュリティ

キーキャッシングは FlexConnectモードの Cisco APによって処理されます。

ローカル認証での中央アソシエーションの設定は、WLANでサポートされません。PMIPv6ト
ンネルが設定されると、PMIPv6クライアントからのすべてのデータトラフィックは、Cisco
APからGenericRoutingEncapsulation（GRE）トンネルのローカルモビリティアンカー（LM）
に転送されます。Cisco APとCiscoWLCの間の接続が失われた場合、既存の PMIPv6クライア
ントのデータトラフィックは、Cisco APとクライアントの間の接続が失われるまで引き続き
送受信されます。APがスタンドアロンモードの場合、PMIPv6対応WLANでは新規クライア
ントアソシエーションが受け入れられません。

ステップ 5 FlexConnectの情報を取得するには、次のコマンドを使用します。

• show ap config general Cisco_AP：VLAN設定を表示します。

• showwlanwlan_id：WLANがローカルと中央のどちらでスイッチされるかを表示します。

• show client detail client_mac：クライアントがローカルと中央のどちらでスイッチされるか
を表示します。
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ステップ 6 次のコマンドを使用して、デバッグ情報を取得します。

• debug flexconnect aaa {event | error} {enable | disable}：FlexConnectバックアップ RADIUS
サーバのイベントまたはエラーのデバッグを有効または無効にします。

• debug flexconnect cckm {enable | disable}：FlexConnect CCKMのデバッグを有効または無
効にします。

• debug flexconnect {enable | disable}：FlexConnectグループのデバッグを有効または無効に
します。

• debug pem state {enable | disable}：ポリシーマネージャステートマシンのデバッグを有
効または無効にします。

• debug pem events {enable | disable}：ポリシーマネージャイベントのデバッグを有効また
は無効にします。

FlexConnectのアクセスポイントの設定

FlexConnectのアクセスポイントの設定（GUI）

始める前に

アクセスポイントが物理的にネットワークに追加されていることを確認します。

APの動作を FlexConnectからローカルに変更すると APはリブートします。（注）

手順

ステップ 1 [Wireless]を選択して、[All APs]ページを開きます。

ステップ 2 目的のアクセスポイントの名前をクリックします。[AllAPs >Details]ページが表示されます。

ステップ 3 [AP Mode]ドロップダウンリストから [FlexConnect]を選択して、このアクセスポイントの
FlexConnectを有効にします。

[Inventory]タブの最後のパラメータは、そのアクセスポイントを FlexConnectに対し
て設定できるかどうかを示します。

（注）

ステップ 4 [Apply]をクリックして変更を適用し、アクセスポイントをリブートします。

ステップ 5 [FlexConnect]タブを選択して、[All APs > Details for]（FlexConnect）ページを開きます。

アクセスポイントがFlexConnectグループに属する場合、グループの名前は [FlexConnectName]
テキストボックスに表示されます。
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ステップ 6 WLAN VLANマッピングを設定するには、ドロップダウンリストから次のオプションを選択
します。

• Make AP Specific
• Remove AP Specific

ステップ 7 [VLAN Support]チェックボックスをオンにし、[Native VLAN ID]テキストボックスにリモー
トネットワーク上のネイティブ VLANの番号（100など）を入力します。

デフォルトで、VLANは FlexConnectアクセスポイント上では有効化されていませ
ん。FlexConnectを有効にすると、アクセスポイントはWLANにアソシエートされて
いるVLAN IDを継承します。この設定はアクセスポイントで保存され、join response
が成功した後に受信されます。デフォルトでは、ネイティブVLANは 1です。VLAN
が有効化されているドメインの FlexConnectアクセスポイントごとに、ネイティブ
VLANを 1つ設定する必要があります。そうしないと、アクセスポイントはコント
ローラとのパケットの送受信ができません。

（注）

FlexConnect APの PMIPv6 MAGが設定されている場合、FlexConnect APで [VLAN
Support]チェックボックスをオンまたはオフにすることができます。[VLAN Support]
チェックボックスをオンにした場合、[NativeVLANID]テキストボックスにリモート
ネットワーク上のネイティブ VLANの数を入力します。

（注）

アップグレードまたはダウングレード後、アクセスポイントに VLANマッピングを
保持するには、アクセスポイントの joinは準備されたコントローラに制限されてい
る必要があります。つまり、他の方法で使用可能であるはずの、異なる設定の他のコ

ントローラは見つからないということです。同様に、アクセスポイントが joinする
時点で、異なる VLANマッピングが設定されているコントローラを通過する場合、
アクセスポイントでの VLANマッピングが一致しない場合があります。

（注）

Cisco 1140アクセスポイントでネイティブ VLAN IDが設定されている場合、Cisco
8500 WLCは切断されて再 joinされます。また、AP用の管理モードが再起動される
と、無効になります。

（注）

ステップ 8 [Apply]をクリックします。イーサネットポートがリセットされる間、アクセスポイントは一
時的にコントローラへの接続を失います。

ステップ 9 同じアクセスポイントの名前をクリックしてから、[FlexConnect]タブをクリックします。

ステップ 10 [VLAN Mappings]をクリックして [All APs >アクセスポイント名 > VLAN Mappings]ページを
開きます。

ステップ 11 ローカルスイッチングが行われるときにクライアントの IPアドレス取得元となる VLANの番
号（この例では VLAN 101）を [VLAN ID]テキストボックスに入力します。

ステップ 12 Web認証 ACLを設定するには、次の手順を実行します。

a) [External WebAuthentication ACLs]リンクをクリックして、[ACL mappings]ページを開きま
す。[ACL Mappings]ページには、WLAN ACLマッピングおよびWebポリシー ACLの詳
細が一覧表示されます。

b) [WLAN Id]ボックスに、WLAN IDを入力します。
c) [WebAuth ACL]ドロップダウンリストから、FlexConnect ACLを選択します。
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FlexConnect ACLを作成するには、[Wireless] > [FlexConnect Groups] > [FlexConnect
ACLs]を選択し、[New]をクリックし、FlexConnect ACL名を入力し、[Apply]を
クリックします。

（注）

d) [Add]をクリックします。
e) [Apply]をクリックします。

ステップ 13 ローカルスプリット ACLを設定するには、次の手順を実行します。

a) [Local Split ACLs]リンクをクリックして、[ACL Mappings]ページを開きます。
b) [WLAN Id]ボックスに、WLAN IDを入力します。
c) [Local-Split ACL]ドロップダウンリストから、FlexConnect ACLを選択します。

FlexConnect ACLを作成するには、[Wireless] > [FlexConnect Groups] > [FlexConnect
ACLs]を選択し、[New]をクリックし、FlexConnect ACL名を入力し、[Apply]を
クリックします。

（注）

中央でスイッチされるWLANに関連付けられたWANリンクに接続するクライアントが、
ローカルサイトに存在するデバイスに一部のトラフィックを送信する必要がある場合、ク

ライアントは、CAPWAP経由でトラフィックをコントローラに送信し、CAPWAP経由ま
たは帯域外の接続を使用して、ローカルサイトに同じトラフィックを戻す必要がありま

す。このプロセスは不必要にWANリンク帯域幅を消費します。この問題を回避するには、
パケットの内容に基づいたクライアントによる送信トラフィックの分類を可能にする、ス

プリットトンネリング機能を使用できます。一致するパケットはローカルでスイッチさ

れ、残りのトラフィックは中央でスイッチされます。ローカルサイトに存在するデバイス

の IPアドレスと一致するクライアントによって送信されるトラフィックを、ローカルでス
イッチされるトラフィックとして分類し、残りのトラフィックを中央でスイッチされるト

ラフィックとして分類できます。

AP上でのローカルスプリットトンネリングを設定するには、WLAN上で必要なDHCPが
有効になっていることを確認します。これにより、スプリットWLANに関連付けられる
クライアントが DHCPを実行することが確保されます。

ローカルスプリットトンネリングは、Cisco 1500シリーズ、Cisco 1130、Cisco
1240アクセスポイントではサポートされないため、固定 IPアドレスを持つクラ
イアントに対して機能しません。

（注）

d) [Add]をクリックします。

ステップ 14 中央での DHCP処理を設定するには、次の手順を実行します。

a) [WLAN Id]ボックスに、中央 DHCPをマッピングするWLAN IDを入力します。
b) [CentralDHCP]チェックボックスをオンまたはオフにして、マッピングに対する中央DHCP
を有効または無効にします。

c) [Override DNS]チェックボックスをオンまたはオフにして、マッピングに対する DNSの
オーバーライドを有効または無効にします。

d) [NAT-PAT]チェックボックスをオンまたはオフにして、マッピングに対するネットワーク
アドレス変換およびポートアドレス変換を有効または無効にします。

e) [Add]をクリックして、中央 DHCPとWLANのマッピングを追加します。
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ステップ 15 ローカルでスイッチされるWLANをWebAuth ACLにマッピングするには、次の手順を実行し
ます。

a) [WLAN Id]ボックスに、WLAN IDを入力します。
b) [WebAuth ACL]ドロップダウンリストから、FlexConnect ACLを選択します。

FlexConnect ACLを作成するには、[Wireless] > [FlexConnect Groups] > [FlexConnect
ACLs]を選択し、[New]をクリックし、FlexConnect ACL名を入力し、[Apply]を
クリックします。

（注）

c) [Add]をクリックします。

APに固有の FlexConnect ACLのプライオリティは、最も高くなります。WLANに固
有の FlexConnect ACLのプライオリティは、最も低くなります。

（注）

ステップ 16 [WebPolicy ACL]ドロップダウンリストから FlexConnect ACLを選択し、[Add]をクリックし
て、FlexConnect ACLをWebポリシーとして設定します。

アクセスポイントに固有の最大 16のWebポリシー ACLを設定できます。（注）

ステップ 17 [Apply]をクリックします。

ステップ 18 [Save Configuration]をクリックします。

リモートサイトで、FlexConnectに対して設定が必要なその他すべてのアクセスポイ
ントについて、この手順を繰り返します。

（注）

FlexConnectのアクセスポイントの設定（CLI）

APの動作を FlexConnectからローカルに変更すると APはリブートします。（注）

• config ap mode flexconnect Cisco_AP：このアクセスポイントの FlexConnectを有効にしま
す。

• config ap flexconnect radius auth set {primary | secondary} ip_address auth_port secret
Cisco_AP：特定の FlexConnectアクセスポイントに対してプライマリまたはセカンダリの
RADIUSサーバを設定します。

スタンドアロンモードでは、Session Timeout RADIUS属性のみが
サポートされています。その他のすべての属性やRADIUSアカウ
ンティングはサポートされていません。

（注）
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FlexConnectアクセスポイントに対して設定されている RADIUS
サーバを削除するには、config ap flexconnect radius auth delete
{primary | secondary} Cisco_APコマンドを入力します。

（注）

• config ap flexconnect vlan wlan wlan_id vlan-id Cisco_AP：この FlexConnectアクセスポイン
トに VLAN IDを割り当てられるようにします。デフォルトでは、アクセスポイントは
WLANにアソシエートされている VLAN IDを継承します。

• config ap flexconnect vlan {enable | disable} Cisco_AP：この FlexConnectアクセスポイント
の VLANタギングを有効または無効にします。デフォルトでは、VLANタギングは有効
化されていません。VLANタギングが FlexConnectアクセスポイント上で有効化される
と、ローカルスイッチングを行うように設定されたWLANは、コントローラで割り当て
られた VLANを継承します。

• config ap flexconnect vlan native vlan-id Cisco_AP：この FlexConnectアクセスポイントのネ
イティブ VLANを設定できるようにします。デフォルトでは、ネイティブ VLANとして
設定されている VLANはありません。（VLANタギングが有効化されているとき）
FlexConnectアクセスポイントごとにネイティブ VLANを 1つ設定する必要があります。
アクセスポイントが接続されているスイッチポートに、対応するネイティブ VLANも設
定されていることを確認します。FlexConnectアクセスポイントのネイティブ VLAN設定
と、アップストリームスイッチポートのネイティブ VLANが一致しない場合は、アクセ
スポイントとコントローラとの間でパケットを送受信することはできません。

アップグレードまたはダウングレード後、アクセスポイントに

VLANマッピングを保存するには、アクセスポイントの joinを準
備されたコントローラに制限する必要があります。他の方法で使

用可能であるはずの、異なる設定の他のコントローラは見つかり

ません。同様に、アクセスポイントが joinする時点で、異なる
VLANマッピングが設定されているコントローラを通過する場
合、アクセスポイントでの VLANマッピングが一致しない場合
があります。

（注）

•次のコマンドを入力して、FlexConnectモードのアクセスポイントのWLANにWeb認証
またはWebパススルー ACLのマッピングを設定します。

config ap flexconnect web-auth wlanwlan_id cisco_ap acl_name{enable |disable}

APに固有のFlexConnectACLのプライオリティは、最も高くなり
ます。WLANに固有の FlexConnect ACLのプライオリティは、最
も低くなります。

（注）
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•次のコマンドを入力して、FlexConnectモードの AP上でWebポリシー ACLを設定しま
す。

config ap flexconnect web-policy policy acl {add | delete} acl_name cisco_ap

アクセスポイントに固有の最大 16のWebポリシー ACLを設定
できます。

（注）

• APごとにローカルスプリットトンネリングを設定するには、次のコマンドを入力しま
す。

config ap local-split {enable | disable} wlan-id acl acl-name ap-name

•次のコマンドを入力して、WLANごとに AP上で中央 DHCPを設定します。

config ap flexconnect central-dhcp wlan-id ap-name {enable override dns | disable | delete}

ゲートウェイのGratuitous ARPはアクセスポイントによってクラ
イアントに送信され、これにより、中央サイトから IPアドレスを
取得します。これは、アクセスポイントによってゲートウェイに

プロキシ設定を行うために実行されます。

（注）

FlexConnectアクセスポイントで次のコマンドを使用して、ステータス情報を取得します。

• show capwap reap status：FlexConnectアクセスポイントのステータス（connectedまたは
standalone）を表示します。

• show capwap reap association：このアクセスポイントに関連付けられているクライアント
のリストと各クライアントの SSIDを表示します。

FlexConnectアクセスポイントで次のコマンドを使用して、クライアントのMACアドレスを
取得します。

• show flexconnect client counter vlan-central-switching：VLAN中央スイッチドクライアン
トのMACアドレス、および対応するパケットの中央スイッチドカウンタまたはローカル
スイッチドカウンタを表示します。

• show flexconnect client local-switching：ローカルスイッチドクライアントのMACアドレ
ス、および対応するパケットの中央スイッチドカウンタまたはローカルスイッチドカウ

ンタを表示します。

次のコマンドは、APコンソールでのみ入力できます。APコンソールで次のコマンドを入力し
た場合は、コマンドがWLCに通知されません。

（注）
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FlexConnectアクセスポイントで次のコマンドを使用して、デバッグ情報を取得します。

• debug capwap reap：一般的な FlexConnectアクティビティを表示します。

• debug capwap reap mgmt：クライアント認証とアソシエーションメッセージを表示しま
す。

• debug capwap reap load：FlexConnectアクセスポイントがスタンドアロンモードで起動す
るときに役立つペイロードアクティビティを表示します。

• debug dot11 mgmt interface：802.11管理インターフェイスイベントを表示します。

• debug dot11 mgmt msg：802.11管理メッセージを表示します。

• debug dot11 mgmt ssid：SSID管理イベントを表示します。

• debug dot11 mgmt state-machine：802.11ステートマシンを表示します。

• debug dot11 mgmt station：クライアントイベントを表示します。

• debug flexconnect wlan-vlan {enable | disable}：FlexConnect WLAN-VLANのデバッグを有
効または無効にします。

WLAN上のローカル認証用のアクセスポイントの設定（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 WLANの ID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]タブをクリックして、[WLANs > Edit (WLAN Name)]ページを開きます。

ステップ 4 [FlexConnect Local Switching]チェックボックスをオンにして、FlexConnectローカルスイッチ
ングを有効にします。

ステップ 5 [FlexConnect LocalAuth]チェックボックスをオンにして、FlexConnectローカル認証を有効にし
ます。

2500シリーズコントローラに FlexConnectモードのアクセスポイントを直接接続し
ないでください。

注意

ステップ 6 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

WLAN上のローカル認証用のアクセスポイントの設定（CLI）

始める前に

開始する前に、アクセスポイントについてローカル認証を有効にしたいWLANで、有効なロー
カルスイッチングがある必要があります。WLAN上のローカルスイッチングを有効にする手
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順については、「FlexConnectに対するコントローラの設定（CLI）」の項を参照してくださ
い。

手順

• config wlan flexconnect ap-auth wlan_id {enable | disable}：WLAN上でローカル認証を有効
または無効にするようにアクセスポイントを設定します。

FlexConnectモードのアクセスポイントを直接 Cisco 2500シリーズコントローラに接続しない
でください。

注意

• show wlan wlan-id：WLANの設定を表示します。ローカル認証が有効になっている場合
は、次の情報が表示されます。

. . .

. . .
Web Based Authentication...................... Disabled

Web-Passthrough............................... Disabled
Conditional Web Redirect...................... Disabled
Splash-Page Web Redirect...................... Disabled
Auto Anchor................................... Disabled
FlexConnect Local Switching........................ Enabled
FlexConnect Local Authentication................... Enabled
FlexConnect Learn IP Address....................... Enabled
Client MFP.................................... Optional
Tkip MIC Countermeasure Hold-down Timer....... 60

Call Snooping.................................... Disabled
Roamed Call Re-Anchor Policy..................... Disabled
. . .
. . .

クライアントデバイスのWLANへの接続
「FlexConnectに対するコントローラの設定」の項で作成したWLANにクライアントデバイス
を接続するためのプロファイルを作成するには、次の手順に従ってください。

シナリオ例（「FlexConnectのコントローラの設定」セクションを参照）では、クライアント
に 3つのプロファイルがあります。

1. 「employee」WLANに接続するには、WPA/WPA2と PEAP-MSCHAPV2認証を使用するク
ライアントプロファイルを作成します。クライアントが認証されると、クライアントはコ

ントローラの管理 VLANから IPアドレスを取得します。

2. 「local-employee」WLANに接続するには、WPA/WPA2認証を使用するクライアントプロ
ファイルを作成します。クライアントが認証されると、クライアントはローカルスイッチ

の VLAN 101から IPアドレスを取得します。

3. 「guest-central」WLANに接続するには、オープンの認証を使用するクライアントプロファ
イルを作成します。クライアントが認証されると、クライアントはアクセスポイントへの

ネットワークローカル上の VLAN 101から IPアドレスを取得します。クライアントが接
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続したら、ローカルユーザは任意のHTTPアドレスをWebブラウザに入力できます。ユー
ザは、Web認証プロセスを完了するために、自動的にコントローラへダイレクトされま
す。Webログインページが表示されると、ユーザはユーザ名とパスワードを入力します。

クライアントのデータトラフィックがローカルと中央のどちらでスイッチングされているかを

調べるには、コントローラの GUIで [Monitor] > [Clients]を選択し、目的のクライアントの
[Detail]リンクをクリックして、[AP Properties]の下の [Data Switching]パラメータを確認しま
す。

FlexConnectイーサネットフォールバックの設定

FlexConnectイーサネットフォールバックについて

イーサネットリンクが機能しないときに無線をシャットダウンするように APを設定できま
す。イーサネットリンクが使用可能状態に戻った場合、無線を使用可能状態に戻すように AP
を設定できます。この機能は、接続されているAPに依存しない、またはスタンドアロンモー
ドです。無線がシャットダウンすると、APはWLANをブロードキャストしないため、クラ
イアントは最初のアソシエーションおよびローミングで APに接続することができません。

イーサネットインターフェイスのフラッピングから無線への影響を防ぐために、設定可能な遅

延タイマーが用意されています。

FlexConnectイーサネットフォールバックの制約事項

• FlexConnectイーサネットフォールバックの設定はグローバルレベルで、すべてFlexConnect
APに適用できます。ただし、この機能は Cisco AP1130、AP1240、および AP1150には適
用されません。

• FlexConnectイーサネットフォールバック機能は、Cisco AP1520や AP1550などの複数の
ポートが使用されている APには適用されません。

•イーサネットインターフェイスで設定するキャリア遅延は、ヒステリシスに基づいてイン
ターフェイスをシャットダウンおよびリロードします。したがって、設定する遅延が、

イーサネットおよび 802.11インターフェイスがシャットダウンおよびリロードされる前
の実際の遅延とは異なる場合があります。

FlexConnectイーサネットフォールバックの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [Access Points] > [Global Configuration]を選択します。

[Global Configuration]ページが表示されます。

ステップ 2 [FlexConnect Ethernet Fallback]領域で、[Radio Interface Shutdown]チェックボックスをオンまた
はオフにします。
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ステップ 3 [Radio Interface Shutdown]チェックボックスをオンにした場合は、AP無線インターフェイスが
シャットダウンするまでの遅延またはイーサネットインターフェイスダウンタイムを秒単位

で入力します。デフォルト遅延値は 0秒です。

[Radio Interface Shutdown]チェックボックスをオンにした場合にのみ遅延を入力でき
ます。

（注）

ステップ 4 [FlexConnect Ethernet Fallback]領域で、[FlexConnect Arp-Cache]チェックボックスをオンにし
て、FlexConnect APのローカルでスイッチされるWLANによるクライアントの ARPエントリ
を追加します。

この手順により、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）

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

ステップ 6 [Save Configuration]をクリックします。

FlexConnectイーサネットフォールバックの設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、無線インターフェイスを設定します。
config flexconnect fallback-radio-shut {disable | enable delay time-in-seconds}

ステップ 2 次のコマンドを入力して、FlexConnectイーサネットフォールバック機能設定のステータスを
確認します。

show flexconnect summary

ステップ 3 次のコマンドを入力して、FlexConnect APでローカルでスイッチされるWLANによるプロキ
シ ARPを追加します。
config flexconnect arp-cache.

FlexConnectの VideoStream

FlexConnectの VideoStreamについて

FlexConnectのアクセスポイントでは、CiscoWireless LANController（WLC）が、中央でスイッ
チされるWLANとローカルでスイッチされるWLANの両方を設定します。FlexConnect AP
は、ローカルスイッチングモードでのマルチキャストツーユニキャストビデオトラフィック

をサポートしています。このモードでは、WLANはクライアントから FlexConnect APの有線
インターフェイスにデータをブリッジするように設定されています。
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ワイヤレスクライアントは、インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）パケットまた
は JOINメッセージを送信して IPマルチキャストストリームに接続します。APeBridgeモジュー
ルは IGMPパケットを受信します。

IGMPパケットは、処理のために IGMPスヌーピングモジュールに転送されます。

IGMPスヌーピングモジュールはVideoStreamのコンフィギュレーションテーブルを検索しま
す。宛先グループアドレスがマルチキャストツーユニキャストストリームとして設定されて

いる場合、モジュールは、レコードを、group-trackingテーブルのマルチキャストツーユニキャ
ストリストに追加します。そうでない場合、マルチキャスト専用リストにレコードが追加され

ます。モジュールは、データベースの無線ごとにホスト、グループ、およびグループメンバー

シップをトラッキングします。

ダウンストリームのマルチキャストパケットが、ローカルにスイッチされるWLANから AP
に到達すると、パケットハンドラは mgroupテーブルを検索します。

APに VideoStreamが存在し、ローカルにスイッチされるWLANでMulticast Direct機能が有効
になっていて IPアドレスのストリームが提供されている場合、ストリームのWLAN上のすべ
てのクライアントでは、マルチキャストツーユニキャストの機能が有効になっています。すべ

てのシナリオで、Multicast Directのみ有効になっています。

VideoStream機能はすべてのCiscoWLCプラットフォームに対して、および1600、2600、3600、
3500、1260、1250、3700シリーズの APで使用できます。

（注）

VideoStream機能は、無線でマルチキャストフレームをユニキャストフレームに変換すること
によって、IPマルチキャストストリームの無線での配信を信頼性の高いものにします。

FlexConnectに対する VideoStreamの設定（GUI）

インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）モジュールは、マルチキャストパケットを
分析して、ホストおよびグループ追跡データベースにパケット情報を格納します。Ciscoワイ
ヤレスLANコントローラ（WLC）の設定に基づいて、IGMPモジュールはマルチキャストツー
ユニキャストビデオストリームを許可します。

IGMPスヌーピングおよびマルチキャスト転送は、ローカルスイッチで有効になっています。
VideoStreamグループ IPアドレスが CiscoWLC上で設定されており、インデックスは 100未満
です。Cisco WLCには、グローバルレベルおよびWLAN別のマルチキャストツーユニキャス
ト機能のオン/オフスイッチがあります。

各WLANは FlexConnectアクセスポイント（AP）の VLANにマッピングされます。したがっ
てWLANはオン/オフスイッチと同等です。VLANでこの機能がオンになると、プロビジョニ
ングされたメディアストリームグループにだけ適用されます。

始める前に

FlexConnectに対するVideoStreamを設定する前に、マルチキャストモードおよび IGMPスヌー
ピングを次の手順で有効にします。
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1. [Controller] > [Multicast]の順に選択して [Multicast]ページを開きます。
2. [Enable Global Multicast Mode]チェックボックスをオンにして、マルチキャストパケット
送信タスクを設定します。（デフォルトでは、このチェックボックスはオフです。）

3. [Save Configuration]をクリックして、変更を保存します。

現在、FlexConnectに対する VideoStreamの設定では IPv6およびマルチキャストリスナー検出
（MLD）スヌーピングはサポートされていません。

（注）

ローカルでスイッチされるWLANでの FlexConnectに対する Cisco WLCの設定については、
「FlexConnectに対するコントローラの設定（GUI）」を参照してください。

（注）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [Media Stream] > [Streams]の順に選択して、[Media Stream]ページを開きます。

ステップ 2 新しいメディアストリームを設定するには、[Add New]をクリックします。[Media Streams]
ページが表示されます。

ステップ 3 [Stream Name]テキストボックスに、メディアストリーム名を入力します。ストリーム名に
は最大 64文字を使用できます。

ステップ 4 [Multicast Destination Start IP Address]テキストボックスに、マルチキャストメディアストリー
ムの開始 IPv4アドレスを入力します。

ステップ 5 [Multicast Destination End IP Address]テキストボックスに、マルチキャストメディアストリー
ムの終了 IPv4アドレスを入力します。

リソース予約コントロールでは、開始 IPアドレスと終了 IPアドレスだけが重要で
す。

（注）

ステップ 6 [Apply]をクリックします。

CAPWAPペイロード長の制限により、CiscoWLCから対応するAPに最初の 100個のメディア
ストリームだけがプッシュされます。

APがWLCに joinした後で、メディアストリームの設定が APにプッシュされます。

FlexConnectAP機能のスタンドアロンモードでは、ローミングはサポートされていま
せん。

（注）

次のタスク

次の手順を実行して、クライアントが関連付けられていることを確認します。

1. [Monitor] > [Multicast]の順に選択します。 [Multicast Groups]ページが表示されます。
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2. [FlexConnect Multicast Media Stream Clients]表で詳細を確認します。

FlexConnectに対する VideoStreamの設定（CLI）

手順

ステップ 1 config wlanmedia-streammulticast-direct {wlan_id | all} {enable | disable}コマンドを入力して、
WLANメディアストリームにマルチキャスト機能を設定します。

ステップ 2 config media-stream multicast-direct {enable | disable}コマンドを入力して、マルチキャスト機
能を有効または無効にします。

ステップ 3 config media-stream message {state [enable | disable] | url url | email email | phone phone _number |
note note}コマンドを入力して、さまざまなメッセージ設定パラメータを設定します。

ステップ 4 save configコマンドを入力して、変更を保存します。

ステップ 5 configmedia-stream addmulticast-directmedia_stream_name start_IP end_IP [template {very-coarse
| coarse | ordinary | low-resolution |med-resolution | high-resolution} | detail {max_bandwidth
avg-packet-size | {periodic | initial}} qos usage-priority {drop | fallback}コマンドを入力して、さ
まざまなグローバルメディアストリームの設定を行います。

テンプレートに割り当てられた値に基づいて、ResourceReservationControl（RRC）パラメータ
が事前定義済みの値と共に割り当てられます。

RRCパラメータをメディアストリームに割り当てるには、次のテンプレートを使用できます。

• Very Coarse（3000 Kbps以下）
• Coarse（500 Kbps以下）
• Ordinary（750 Kbps以下）
• Low Resolution（1 Mbps以下）
• Medium Resolution（3 Mbps以下）
• High Resolution（5 Mbps以下）

ステップ 6 メディアストリームを削除するには、configmedia-stream deletemedia_stream_nameコマンド
を入力します。

ステップ 7 save configコマンドを入力して、変更を保存します。

次のタスク

FlexConnectの要約を表示するには、次のコマンドを使用します。

• show capwap mcast flexconnect clients
• show running b | i mcuc
• show capwap mcast flexconnect groups
• show media-stream client FlexConnect summary

以下に、show media-stream client FlexConnect summaryコマンドの出力を示します。
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Client Mac Stream-Name Multicast-IP AP-Name VLAN
---------- ----------- ----------- ---- -------- --------

media-stream client FlexConnect <Media Stream Name>

Media Stream Name................................ test
IP Multicast Destination Address (start)......... 224.0.0.1
IP Multicast Destination Address (end)........... 224.0.0.50

メディアストリームの表示とデバッグ

デバッグ情報を取得するには、FlexConnect APに対して次のコマンドを使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

一般的なマルチキャストアクティビティ

を表示します。

debug capwap mcastステップ 1

IGMPスヌーピンググループを表示しま
す。

debug ip igmp snooping groupステップ 2

IGMPスヌーピングタイマーを表示しま
す。

debug ip igmp snooping timerステップ 3

IGMPスヌーピングホストを表示しま
す。

debug ip igmp snooping hostステップ 4

次のタスク

•メディアストリームとクライアントの情報の要約を表示するには、show media-stream
group summaryコマンドを入力します。

•特定のメディアストリームグループの詳細を表示するには、show media-stream group
detail media_stream_nameコマンドを入力します。

•メディアストリーム履歴のデバッグを有効にするには、debugmedia-streamhistory {enable
| disable}コマンドを入力します。

FlexConnect +ブリッジモード

Flex +ブリッジモードについて

現在、Control and Provisioning of Wireless Access Pointsプロトコル（CAPWAP）アクセスポイ
ント（AP）は、次の 2種類のモードで動作するように設定できます。

• FlexConnectモード

• Bridge/Meshモード

制限事項は次のとおりです。
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•ブリッジモードを変更したら、別のブリッジングサブシステムで APを再起動する必要
があります。

• FlexConnectモードとメッシュモードには互換性がありません。子メッシュAPは別のメッ
シュ APにのみ接続でき、子メッシュ APは FlexConnect APには接続できません。

• FlexConnect WLANはメッシュ AP上では設定できません。

FlexConnectとブリッジモードは、Cisco 1130および 1240アクセスポイントではサポートされ
ません。

（注）

8.0リリース以降、Flex +ブリッジモードではメッシュ AP全体で FlexConnect機能を使用でき
ます。Flex +ブリッジモードは、メッシュ（ブリッジモード）AP上で FlexConnectの機能を
有効にするために使用されます。メッシュ APは接続先のルート APから VLANを継承しま
す。

各 AP上では、次のモードのいずれかで、VLANトランキングを有効または無効にしたり、ネ
イティブ VLAN IDを設定したりできます。

• FlexConnect

• Flex +ブリッジ（FlexConnect +メッシュ）

Flex +ブリッジモードでは、コントロールプレーンが以下をサポートします。

•接続型（CAPWAP接続、WLC到達可能）。

•スタンドアロン（CAPWAP未接続、WLC到達不可能）。

Flex +ブリッジモードでは、データプレーンが以下をサポートします。

•集中型（スプリットMAC）：WLC経由のデータトラフィック

•ローカル（ローカルMAC）：ルート APからのローカルスイッチングによるデータトラ
フィック

Flex +ブリッジモードのブリッジング機能は次のとおりです。

• Flex +ブリッジモードは中央でスイッチされる 802.11 WLANをサポートします。このト
ンネル化されたWLANのトラフィックは、CAPWAPコントローラとの間で IPトンネル
経由でやり取りされます。

• Flex+ブリッジモードはルートイーサネットVLANブリッジングをサポートします。ルー
ト APは、ルートイーサネットポート上で、ブリッジされた 802.11 WLANとセカンダリ
イーサネット LANのトラフィックをローカルイーサネット LANにブリッジします。

• Flex +ブリッジモードのブリッジングは、セカンダリイーサネットアクセスポートとセ
カンダリイーサネット VLANトランクポートでサポートされます。
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•耐障害性回復モードは、CAPWAPコントローラへの接続が失われた場合にAPがトラフィッ
クをブリッジし続けることができるようにします。メッシュルートAPと非メッシュルー
ト APの両方がトラフィックをブリッジし続けます。子メッシュ AP（MAP）は、親リン
クが失われるまで、親 APとのリンクを維持し、トラフィックをブリッジし続けます。子
メッシュAPは、CAPWAPコントローラに再接続するまで、新しい親リンクまたは子リン
クを確立できません。ローカルでスイッチされるWLAN上の既存のワイヤレスクライア
ントは、このモードの APとの接続を維持することができます。そのトラフィックは、
メッシュおよび有線ネットワーク経由で流れ続けます。新しいまたは切断されたワイヤレ

スクライアントは、このモードのメッシュ APにアソシエートできません。

•イーサネットルートポート用に設定されたVLANごとに別々のセキュリティACLのセッ
トを設定できます。メッシュネットワークでは、ルート AP（RAP）にだけイーサネット
ルートポートがあります。

• VLANトランスペアレントブリッジングはFlex+ブリッジモードでサポートされません。
セカンダリイーサネットトランクポートごとに許可された VLAN IDのセットを入力す
る必要があります。

•経路インスタンスを作成または削除する経路制御プロトコルが Flex +ブリッジモードで
サポートされます。

•メッシュネットワークでは、子メッシュ AP（MAP）が、ローカルWLAN/VLAN IDバイ
ンディング（ブリッジされたWLAN用）とローカルセカンダリイーサネットアクセス
ポート/VLAN IDバインディングを継承します。バインディングは、経路制御メッセージ
経由でルート AP（RAP）から継承されます。メッシュ APで FlexConnect機能をサポート
するには、マルチホップメッシュリンクのバインディングが必要です。

Flex +ブリッジモードで動作中は、最大 8つのメッシュホップがサポートされます。Root AP
ごとのメッシュ APsの最大数は 32です。

（注）

Flex +ブリッジモードの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [Access Points] > [All APs]の順に選択して、[All APs]ページを開きます。

ステップ 2 AP名のリストから AP名をクリックし、[General]タブをクリックします。

ステップ 3 [AP mode]ドロップダウンリストから、[Flex+Bridge]モードを選択します。

ステップ 4 [AP Sub mode]ドロップダウンリストからは何も選択しません。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

ステップ 6 [Save Configuration]をクリックします。
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ステップ 7 復元力のあるモードはデフォルトで有効です。復元力のあるモードを無効にするには、
[FlexConnect]タブをクリックし、[Resilient Mode (Standalone mode support)]チェックボック
スをオフにします。

ステップ 8 ルートAPまたはFlexConnectWLANからVLANへのマッピングを他のメッシュAPへプッシュ
するには、[Install mapping on radio backhaul]チェックボックスをオンにします。

Flex +ブリッジの導入では、バックホールクライアントアクセスをグローバルに有効にした
後、ビーコンに対して 5GHz無線を想定している場合は、Flex +ブリッジモードで動作してい
るルート APの [Install mapping on radio backhaul]オプションを有効にする必要があります。

コントローラ GUIでバックホールクライアントアクセスをグローバルに有効にするには、
[Wireless] > [Mesh]を選択して [Mesh]ページに移動し、[Backhaul Client Access]チェックボッ
クスをオンにします。

関連トピック

バックホールクライアントアクセスの設定（GUI）

Flex +ブリッジモードの設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、Flex +ブリッジモードを設定します。

config ap mode flex+bridge

ステップ 2 次のコマンドを入力して、Flex +ブリッジサブモードを設定します。

config ap mode flex+bridge submode

ステップ 3 次のコマンドを入力して、no subモードを設定します。

config ap mode flex+bridge submode none

ステップ 4 次のコマンドを入力して、復元力 Flex +ブリッジモードを有効または無効にします。

config ap flexconnect bridge resilient ap-name {enable | disable}

ステップ 5 次のコマンドを入力して、ルート APとメッシュ AP間のWLANと VLANのマッピングを有
効にします。

config ap flexconnect bridge backhaul-wlan ap-name {enable | disable}

Flex +ブリッジの導入では、バックホールクライアントアクセスをグローバルに有
効にした後、ビーコンに対して5GHz無線を想定している場合は、ルートAPの config
ap flexconnect bridge backhaul-wlanオプションを有効にする必要があります。

バックホールクライアントアクセスをグローバルに有効にするには、次のコマンド

を入力します。 config mesh client-access enable

（注）
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