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ポート

ポートについて

ポートは、Cisco WLCプラットフォームでの接続に使用される物理エンティティです。Cisco
WLCには次の 2種類のポートが搭載されています。

•ディストリビューションシステムポート

•サービスポート

別のコントローラのポートとの比較については、https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/
wireless-lan-controller/product-comparison.htmlを参照してください。

（注）

ディストリビューションシステムポートについて

ディストリビューションシステムポートは近接スイッチとコントローラを接続し、これら 2
つのデバイス間のデータパスとして動作します。

ディストリビューションシステムポートの設定に関する制限

•アクセスモードでのコントローラの設定はサポートされていません。スイッチでコント
ローラポートを設定する場合、トランクモードでコントローラを設定することをお勧め

します。
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• IPv6パケットがコントローラ管理 IPv6アドレスに送信され、クライアント VLANがコン
トローラ管理VLANと異なっている場合、IPv6パケットはWLCボックスから切り替えら
れます。同じ IPv6パケットがWLCにネットワークパケットとして送信されると、管理
アクセスは拒否されません。

サービスポートについて

サービスポートは、主にアウトオブバンド管理などの管理目的で使用できます。ただし、AP
管理トラフィックはサービスポートを経由できません。ほとんどの場合、サービスポートは、

管理目的でコントローラ GUIにアクセスする際の「最終」手段として使用されます。たとえ
ば、コントローラのシステムディストリビューションポートがダウンしている、または有線

ネットワークへの通信が何らかの理由で低下している場合。

このサービスポートは、サービスポートインターフェイスにより制御され、コントローラの

帯域外管理と、ネットワーク障害時のシステム復旧とメンテナンスのために割り当てられてい

ます。また、これは、コントローラがブートモードのときにアクティブな唯一のポートです。

このサービスポートは 802.1Qタグに対応していないので、近接スイッチ上のアクセスポート
に接続する必要があります。サービスポートの使用は任意です。

サービスポートは、大量のトラフィック向きではありません。管理インターフェイスは、シス

テムディストリビューションポート（専用または LAG）経由で使用することをお勧めしま
す。

サービスポートは、リリース 8.2以降の SNMPポーリングに使用できます。

サービスポートには自動認識機能が備わっていません。サービスポートと通信するには、適

切なストレートまたはクロスイーサネットケーブルを使用する必要があります。

（注）

ネットワークのコントローラのサービスポートの同じ VLANまたはサブネットに有線クライ
アントを設定しないでください。サービスポートと同じサブネットまたは VLANに有線クラ
イアントを設定すると、コントローラの管理インターフェイスにアクセスできなくなります。

サービスポートは、アウトオブバンド管理専用の VLANまたはサブネットに配置することを
お勧めします。

注意

適用可能な Cisco WLCのサービスポートの詳細については、各 Cisco WLCのマニュアルを参
照してください。

• Cisco 3504 WLC導入ガイド [英語]

• Cisco 5520 WLC導入ガイド [英語]

• Cisco 8540 WLC導入ガイド [英語]
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ポートの設定（GUI）
コントローラのポートは、工場出荷時にデフォルト設定が行われていて、追加設定しなくても

動作する設計になっています。しかし、必要に応じて、コントローラのポートのステータスを

表示し、設定パラメータを編集できます。

手順

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

このページには、コントローラのポート別に現在の設定が表示されます。

特定のポートの設定を変更するには、そのポートの番号をクリックします。[Port > Configure]
ページが表示されます。

管理インターフェイスおよびAPマネージャインターフェイスが同じポートにマップ
されており、いずれも同じVLANのメンバである場合は、WLANを無効にしてから、
ポートマッピングをいずれかのインターフェイスに変更する必要があります。管理イ

ンターフェイスと APマネージャインターフェイスが別々の VLANに割り当てられ
ている場合は、WLANを無効にする必要はありません。

（注）

[Port] > [Configure]ページで使用できるパラメータの数は、コントローラの種類によっ
て異なります。

（注）

ポートの現在のステータスには、次のものがあります。

• [Port Number]：現在のポートの番号。

• [Admin Status]：ポートの現在の状態。値：[Enable]または [Disable]

• [Physical Mode]：ポートの物理インターフェイスの設定。モードは、コントローラの種類
によって異なります。

• [Physical Status]：ポートで使用されているデータレート。使用可能なデータレートは、コ
ントローラの種類によって異なります。

• [Link Status]：ポートのリンクステータス。値：[Link Up]、または [Link Down]

• [Link Trap]：リンクステータスが変更されたときにトラップを送信するようにポートが設
定されているかどうかを示します。値：[Enable]または [Disable]

• [Power over Ethernet（PoE）]：接続デバイスにイーサネットケーブル経由で受電する機能
がある場合は、-48VDCを供給します。値：[Enable]または [Disable]

古いCiscoアクセスポイントの中には、コントローラポートで有効になっていて
も、PoEを受電しないものがあります。このような場合は、Cisco Technical
Assistance Center（TAC）にお問い合わせください。

（注）

次に、ポートの設定可能なパラメータのリストを示します。
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1. [AdminStatus]：ポートを経由するトラフィックのフローを有効、または無効にします。オ
プション：[Enable]または [Disable]、デフォルトオプションは [Enable]。

プライマリポートリンクがダウンした場合、メッセージは内部のログにのみ記

録され、syslogサーバにはポストされません。syslogサーバへのロギングが回復
するまでに、最大で 40秒の時間がかかる可能性があります。

（注）

2. [Physical Mode]：ポートのデータレートが自動的に設定されるか、ユーザによって指定さ
れるかを表します。サポートされているデータレートは、コントローラの種類によって異

なります。デフォルト：[Auto]

3. [Link Trap]：ポートのリンクステータスが変化したときにポートからトラップが送信され
るようにします。オプション：[Enable]または [Disable]、デフォルトオプションは [Enable]。

ステップ 2 [Apply]をクリックします。

ステップ 3 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 4 [Ports]ページに戻り、変更内容を確認するには、[Back]をクリックします。

ステップ 5 設定するポートそれぞれについて、この手順を繰り返します。

ポートの設定（CLI）
コントローラのポートは、工場出荷時にデフォルト設定が行われていて、追加設定しなくても

動作する設計になっています。しかし、必要に応じて、コントローラのポートのステータスを

表示し、設定パラメータを編集できます。

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、特定のポートまたはすべてのポートの管理モードを設定します。

config port adminmode {port | all} {enable | disable}

ステップ 2 次のコマンドを入力して、特定のポートまたはすべてのポートで物理ポートの自動ネゴシエー
ションを設定します。

config port autoneg {port | all} {enable | disable}

ステップ 3 次のコマンドを入力して、特定のポートまたはすべてのポートのアップリンクおよびダウン
リンクトラップを設定します。

config port linktrap {port | all} {enable | disable}

ステップ 4 次のコマンドを入力して、特定のポートまたはすべてのポートのポート速度とデュプレックス
設定を設定します。

config port physicalmode {port | all} port-speed
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ステップ 5 次のコマンドを入力して、特定のポートまたはすべてのポートの Power over Ethernetを設定し
ます。

config port power {port | all} {enable | disable}

ポートのモニタリング（CLI）

手順

•次のコマンドを入力して、すべてのポートの概要または詳細情報を表示します。

show port {summary | detailed-info}

•次のコマンドを入力して、特定のポートの詳細情報を表示します。

show port port-num

•次のコマンドを入力して、VLANポートテーブルの概要を表示します。

show port vlan

•次のコマンドを入力して、ポートの統計情報を表示します。

show stats port {detailed | summary}

リンク集約

リンク集約について

リンク集約（LAG）は、802.3adポート集約標準の部分的な実装です。リンク集約は、コント
ローラのすべてのディストリビューションシステムポートを 1つの 802.3adポートチャネル
にまとめます。このため、コントローラでポートを設定するために必要な IPアドレスの数が
減ります。LAGが有効である場合、ポートの冗長性は動的に管理され、アクセスポイントは
ユーザからは透過的にロードバランシングされます。

LAGを使用すると、インターフェイスごとにプライマリポートとセカンダリポートを設定す
る必要がなくなるため、コントローラの設定が簡素化されます。いずれかのコントローラポー

トに障害が発生した場合は、他のポートへトラフィックが自動的に移行します。少なくとも 1
つのコントローラポートが機能している限り、システムは継続して動作し、アクセスポイン

トはネットワークに接続されたままとなります。また、ワイヤレスクライアントは引き続き

データを送受信します。

LAGの変更に対しては高速再起動を使用できます。

コントローラは、LAGのインターフェイスで CDPアドバタイズメントを送信しません。

ポートとインターフェイス
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LAGはスイッチ全体でサポートされます。（注）

移行中の LAG

コントローラの LAGを有効化または無効化する際のベストプラクティスとしては、コント
ローラを移行状態のままにしないことをお勧めします。代わりに、必要な変更を導入したら、

コントローラをすぐに再起動することをお勧めします。

リンク集約（LAG）をサポートするコントローラは、LAGから非 LAGモードに移行中（逆の
場合も同様）に LAG-in-Transition（LAT）モードに移行することができます。移行は、コント
ローラが再起動された場合にのみ完了します。LATモードの間は、設定やインターフェイスの
変更を行い、前の LAGモードに戻ることもできます。コントローラが再起動すると、設定が
失われたり、システム障害が発生したりすることがあります。リリース 8.4以降では、コント
ローラが LAT状態（CSCuz53972）の場合に、インターフェイス関連の設定の変更を制限する
ことで、このようなインシデントを防ぐことができます。

リンク集約の制約事項

•単一のCatalyst 6500シリーズスイッチの中の 2つのモジュールで終端することによって冗
長化されるので、一方のモジュールに障害が発生してもスイッチとコントローラの間の接

続は維持されます。コントローラのポート 1はCatalyst 6500シリーズスイッチのギガビッ
トインターフェイス 3/1に接続されており、コントローラのポート 2はギガビットイン
ターフェイス2/1に接続されています。どちらのスイッチポートも、同じチャネルグルー
プに割り当てられています。

•ネットワークから着信するトラフィックに関するロードバランシングの決定については、
コントローラはスイッチに依存します。この場合、一般的に推奨されるオプションは

[source-destination IP]です。スイッチ側では適切なロードバランシングの設定を選択する
ことが重要です。バリエーションによっては、コントローラのパフォーマンスに影響が出

たり、異なるポートからのトラフィックがさまざまなデータプレーン間で内部的に分割さ

れるようなシナリオでパケットがドロップされたりします。

•リンク集約（LAG）を使用する場合は、コントローラのすべてのポートでスイッチ側のレ
イヤ 2の設定が同じであることを確認してください。たとえば、あるポートで VLANを
フィルタし、それ以外のポートではフィルタしない、ということは避ける必要がありま

す。

• LAGを行うには、コントローラと Catalystスイッチの両方で EtherChannelが onモードに
設定されている必要があります。

•リンクの両端で EtherChannelを onに設定した後は、Catalystスイッチを Link Aggregation
Control Protocol（LACP）あるいは Cisco独自のポート集約プロトコル（PAgP）に設定す
ることはできません。無条件にLAGに設定されます。コントローラとスイッチの間のチャ
ネルネゴシエーションは行われないため、スイッチでLAGのダイナミックフォームが設
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定されている場合は、コントローラはネゴシエーションフレームに応答せず、LAGは構
成されません。また、LACPと PAgPはコントローラではサポートされません。

•推奨されるロードバランシング方法を Catalystスイッチ上で設定できない場合は、LAG
接続を単一メンバリンクとして設定するか、コントローラで LAGを行わないように設定
します。

図 1 : Catalyst 6500シリーズ近接スイッチを使用したリンク集約

• 1つのコントローラの複数のポートを別々のLAGグループに設定することはできません。
1つのコントローラがサポートする LAGグループは 1つのみです。

• LAGを有効化したときや、LAGの設定に変更を加えたときは、ただちにコントローラを
リブートしてください。

• LAGを有効にした場合、必要な論理ポートは 1つだけなので、APマネージャインター
フェイスを 1つだけ設定できます。

• LAGを有効にした場合、ダイナミック APマネージャインターフェイス、およびタグの
付いていないインターフェイスはすべて削除されます。同時に、WLANがすべて無効にな
り、管理インターフェイスにマッピングされます。また、管理インターフェイス、スタ

ティックAPマネージャインターフェイス、およびVLANタグ付きダイナミックインター
フェイスは、LAGポートに移されます。

•複数のタグなしインターフェイスを同じポートに割り当てることはできません。

• LAGを有効にした場合、デフォルトでは、すべてのポートが LAGに加わります。近接ス
イッチにある接続されたポートすべてについて、LAGを設定する必要があります。

• LAGが有効化されているときは、リンクのいずれかがダウンした場合にトラフィックは
別のリンクに移されます。

• LAGが有効化されているときは、物理ポートが 1つでも機能していればコントローラは
クライアントトラフィックを伝送することができます。
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• LAGが有効化されているときは、LAGモードの変更をアクティブにするためにコントロー
ラをリブートするまで、アクセスポイントはスイッチに接続されたままになります。ま

た、ユーザに対するデータサービスが中断されることはありません。

• LAGが有効化されているときは、各インターフェイスに対してプライマリとセカンダリ
のポートを設定する必要はなくなります。

• LAGが有効化されているときは、コントローラがパケットを受信したポートと同じポー
トからパケットが送信されます。アクセスポイントからの CAPWAPパケットがコント
ローラの物理ポート 1に入ると、コントローラによって CAPWAPカプセリングが除去さ
れ、パケットが処理され、物理ポート 1からネットワークに転送されます。LAGが無効
化されている場合は、このようにはならないことがあります。

• LAGを無効化すると、管理、スタティックAPマネージャ、および動的の各インターフェ
イスはポート 1に移されます。

• LAGを無効にする場合、すべてのインターフェイスについて、プライマリポートとセカ
ンダリポートを設定する必要があります。

•スイッチのポートチャネルを設定し、LAGの APを設定していない場合、APはスタンド
アロンモードに移行します。

• HA-SSOが無効な状態で LAGを設定することをお勧めします。したがって、コントロー
ラをHA-SSOペアに配置する前、またはHA-SSOを中断するためのメンテナンス時間帯を
スケジュールする（コントローラのリブートが必要）前に LAGを有効にし、続いて LG
を有効にしてから、HA-SSOを再度有効にする必要があります（プロセス内でコントロー
ラが複数回リブートします）。

リンク集約の設定（GUI）

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 [LAG Mode on next reboot]パラメータを [Enabled]に設定します。

ステップ 3 設定を保存します。

ステップ 4 コントローラをリブートします。

リンク集約の設定（CLI）

手順

ステップ 1 config lag enableコマンドを入力して LAGを有効にします。

ポートとインターフェイス
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LAGを無効にする場合は、config lag disableコマンドを入力します。（注）

ステップ 2 save configコマンドを入力して、設定を保存します。

ステップ 3 Cisco WLCをリブートします。

リンク集約の設定の確認（CLI）

手順

次のコマンドを入力して、LAGの設定を確認します。

show lag summary

以下に類似した情報が表示されます。

LAG Enabled

リンク集約をサポートするための隣接デバイスの設定

コントローラの隣接デバイスも、LAGをサポートするように適切に設定する必要があります。

•コントローラが接続されている隣接ポートはそれぞれ、次のように設定します。

interface GigabitEthernet <interface id>
switchport
channel-group <id> mode on
no shutdown

•隣接スイッチのポートチャネルは、次のように設定する必要があります。

interface port-channel <id>
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan <native vlan id>
switchport trunk allowed vlan <allowed vlans>
switchport mode trunk
no shutdown

リンク集約と複数の APマネージャインターフェイス間の選択
CiscoWLCにはポートごとのアクセスポイント数の制限はありませんが、リンク集約（LAG）
を使用するか、各ギガビットイーサネットポートで複数の動的 APマネージャインターフェ
イスを使用して、ロードバランシングを自動的に行うことをお勧めします。

ポートとインターフェイス
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CiscoWLCがレイヤ 3で動作するように設定されている場合、どちらの方法を使用すべきかの
判断要因は次のとおりです。

• LAGでは、Cicso WLCのポートはすべて、同じネイバースイッチに接続されている必要
があります。ネイバースイッチがダウンすると、Cisco WLCの接続は失われます。

•複数のAPマネージャインターフェイスを使用する場合、ポートをさまざまな隣接デバイ
スへ接続できます。ネイバースイッチのいずれかがダウンしても、CiscoWLCの接続は失
われません。ただし、ポートの冗長性に不安がある場合、複数のAPマネージャインター
フェイスの使用には、多少の問題があります。

インターフェイス

インターフェイスに関する情報

インターフェイスはコントローラ上の論理的実体です。インターフェイスには、IPアドレス、
デフォルトゲートウェイ（IPサブネット用）、プライマリ物理ポート、セカンダリ物理ポー
ト、VLAN識別子、DHCPサーバなど、複数のパラメータが関連付けられています。

次の 5種類のインターフェイスをコントローラで使用できます。これらのうち 4種類は固定
で、セットアップ時に設定されます。

静的なインターフェイスとは、コントローラに少なくとも1つ存在する必要があり、削除でき
ないインターフェイスです。ただし、初期設定後にそれらのインターフェイスのパラメータを

変更することはできます。

（注）

•管理インターフェイス（固定でセットアップ時に設定。必須）

• APマネージャインターフェイス（固定でセットアップ時に設定。必須）

•仮想インターフェイス（固定でセットアップ時に設定。必須）

•サービスポートインターフェイス（固定でセットアップ時に設定。任意）

•動的インターフェイス（ユーザ定義）

通常、管理、APマネージャ、仮想、およびサービスポートの各インターフェイスパラメータ
を定義するには、スタートアップウィザードを使用します。ただし、コントローラが実行され

ていれば、GUIまたは CLIのどちらかを介して、インターフェイスパラメータを表示し、設
定できます。

（注）

LAGが無効な場合、各インターフェイスは少なくとも 1つのプライマリポートにマッピング
されます。一部のインターフェイス（管理および動的）は、オプションのセカンダリ（また
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は、バックアップ）ポートにマッピングできます。あるインターフェイスのプライマリポート

に障害が発生すると、このインターフェイスは自動的にバックアップポートに移動します。ま

た、複数のインターフェイスを 1つのコントローラポートにマッピングできます。

コントローラは、1500バイトを超えるパケットを長いパケットとしてマークします。ただし、
パケットはドロップされません。この回避策は、スイッチ上のMTUを1500バイト未満に設定
することです。

隔離されたインターフェイスは、[Controller] > [Interfaces]ページには表示されません。たとえ
ば、6個のインターフェイスがあり、これらの1つが隔離された場合、隔離されたインターフェ
イスは表示されず、他の 5個のインターフェイスの詳細が GUIに表示されます。GUIの右上
隅に表示される番号から、隔離されたインターフェイスを含むインターフェイスの総数がわか

ります。

（注）

インターフェイスの設定の制約事項

•ポートが、NICチーミング用の設定を備えた VMware ESXiで使用されると、vWLCは接
続を消失することがあります。ただし、Cisco vWLCは、しばらくすると接続を再開しま
す。

• IPv6アドレスを設定する前に、インターフェイスに IPv4アドレスを設定する必要があり
ます。

動的 AP管理について
動的インターフェイスはデフォルトではWLANインターフェイスとして作成されます。ただ
し、動的インターフェイスは、APマネージャインターフェイスとして設定できます。物理
ポートごとに許可される APマネージャインターフェイスは 1つです。動的 AP管理オプショ
ンを有効にした動的インターフェイスは、コントローラからアクセスポイントへのパケットの

トンネル発信元、およびアクセスポイントからコントローラへの CAPWAPパケットの宛先と
して使用されます。

リンク集約（LAG）が有効化されているときは、APマネージャインターフェイスは 1つだけ
設定することができます。

（注）

WLANについて
WLANは、サービスセット ID（SSID）をインターフェイスまたはインターフェイスグループ
にアソシエートします。これは、セキュリティ、Quality of Service（QoS）、無線ポリシーなど
その他の無線ネットワークパラメータを使って設定されます。コントローラ1つあたり、最大
512台のWLANを設定できます。
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図 2 :ポート、インターフェイス、およびWLANの関係

各コントローラポートの接続は 802.1Qトランクであり、隣接スイッチでもこのように設定す
る必要があります。Ciscoスイッチでは、802.1QトランクのネイティブVLANにはタグは付い
ていません。隣接するCiscoスイッチでネイティブVLANを使用するためにインターフェイス
を設定するには、タグなしになるように、コントローラのインターフェイスを設定する必要が

あります。

VLAN識別子の値が 0の場合（[Controller > Interfaces]ページ）、インターフェイスにタグが付
けられていないことを表します。

（注）

Ciscoスイッチにおいて、デフォルト（タグなし）のネイティブ VLANは VLAN 1です。コン
トローラインターフェイスがタグ付きとして設定されている（つまり、VLAN識別子に 0以
外の値が設定されている）場合、ネイティブのタグなし VLANではなく、近接スイッチの
802.1Qトランク設定で VLANを許可する必要があります。
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コントローラでは、タグ付き VLANを使用することをお勧めします。また、近接スイッチか
らコントローラポートへの 802.1Qトランク接続では、関連するVLANのみを許可するように
してください。その他の VLANはすべて、スイッチポートトランク設定で無効にするか、プ
ルーニングする必要があります。コントローラのパフォーマンスを最適化するには、この慣例

はきわめて重要です。

コントローラがVLANトラフィックを正常にルーティングできるよう、WLANと管理インター
フェイスにはそれぞれ別の VLANを割り当てることをお勧めします。

（注）

管理インターフェイス

管理インターフェイスについて

管理インターフェイスは、コントローラのインバンド管理や、AAAサーバなどのエンタープ
ライズサービスへの接続に使用されるデフォルトインターフェイスです。管理インターフェ

イスは、すべてのCAPWAPまたはコントローラ間モビリティメッセージとトンネリングトラ
フィックのコントローラとアクセスポイント間の通信にも使用されます。コントローラのGUI
にアクセスするには、ブラウザのアドレスフィールドに、コントローラの管理インターフェイ

スの IPアドレスを入力します。AP管理は、管理インターフェイスではデフォルトで有効に
なっています。

CAPWAPの場合、ポートの数に関係なく、このコントローラには、コントローラ間の全通信
を制御する管理インターフェイスが1つと、コントローラとアクセスポイント間の全通信を制
御する APマネージャインターフェイスが 1つ必要です。

有線またはワイヤレスクライアントによる（ワイヤレスクライアントの動的インターフェイ

スまたは VLANからの）コントローラの管理ネットワークへのアクセスを拒否またはブロッ
クするには、許可されたクライアントだけが適切な CPU ACLによって管理ネットワークへの
アクセス権を持つように、またはクライアントの動的インターフェイスと管理ネットワーク間

のファイアウォールを使用するように、ネットワーク管理者が設定する必要があります。

（注）

ゲストWLANを管理インターフェイスにマッピングしないでください。EoIPトンネルが切断
すると、クライアントが IPを取得し、管理サブネット内に配置されてしまう可能性がありま
す。

注意

リリース8.0以降の高可用性環境では、HA-SSOが期待どおりに動作するように、管理インター
フェイスとリダンダンシーマネジメントインターフェイス（RMI）がタグ付けされているこ
とを確認します。
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管理インターフェイスの設定（GUI）

手順

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

ステップ 2 [management]リンクをクリックします。

[Interfaces > Edit]ページが表示されます。

ステップ 3 管理インターフェイスのパラメータを設定します。

管理インターフェイスでは、工場出荷時にコントローラに設定されたディストリビュー

ションシステムMACアドレスが使用されます。
（注）

•該当する場合、検疫および検疫 VLAN ID

• VLAN識別子

タグなし VLANについては 0、タグ付き VLANについてはゼロ以外の値を入力
します。管理インターフェイスでは、タグ付きの VLANを使用することをお勧
めします。

（注）

• IPv4を使用した管理インターフェイスの設定：固定 IPアドレス、IPネットマスク、およ
びデフォルトゲートウェイ。

• IPv6を使用した管理インターフェイスの設定：固定 IPv6アドレス、プレフィックス
長（IPv6のインターフェイスサブネットマスク）および IPv6ゲートウェイルータの
リンクローカルアドレス。

• IPv6が使用される設定では、APはコントローラから少なくとも 1ホップ離
すことをお勧めします。IPv6パケットは常にゲートウェイに送信されるた
め、APとコントローラが同じサブネットにある場合、パケットホップが増
加し、パフォーマンスに影響を及ぼします。

•管理インターフェイス上で設定したプライマリ IPv6アドレス、プレフィッ
クス長、プライマリ IPv6ゲートウェイをデフォルト値（::/128）に戻すこと
はできません。

• IPv6 CAPWAPが使用される設定では、すべての IPv6トラフィックは最初に
ゲートウェイに転送されるため、APはコントローラから少なくとも 1ホッ
プ離すことをお勧めします。

•ユーザが IPv4専用管理インターフェイスに戻す場合に備えて、IPv6を設定
する前に、設定のバックアップを実行する必要があります。

（注）

•物理ポートの割り当て

•プライマリおよびセカンダリの DHCPサーバ

•必要に応じて、アクセスコントロールリスト（ACL）の設定

ポートとインターフェイス
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ステップ 4 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 5 管理インターフェイスまたは仮想インターフェイスに何らかの変更を行ったときに変更を有効
にするには、コントローラをリブートします。

管理インターフェイスの設定（CLI）

手順

ステップ 1 show interface detailed managementコマンドを入力して、現在の管理インターフェイスの設定
を表示します。

管理インターフェイスでは、工場出荷時にコントローラに設定されたディストリビュー

ションシステムMACアドレスが使用されます。
（注）

ステップ 2 configwlandisablewlan-numberコマンドを入力して、ディストリビューションシステム通信用
に管理インターフェイスを使用する各WLANを無効にします。

ステップ 3 次のコマンドを入力し、管理インターフェイスを定義します。

a) IPv4アドレスの使用

• config interface address management ip-addr ip-netmask gateway

• config interface quarantine vlan management vlan_id

config interface quarantine vlan management vlan_idコマンドを使用して、管
理インターフェイス上で隔離 VLANを設定します。

（注）

• config interface vlan management {vlan-id | 0}

タグなしVLANについては 0、タグ付きVLANについてはゼロ以外の値を入
力します。管理インターフェイスでは、タグ付きのVLANを使用することを
お勧めします。

（注）

• config interface ap-manager management {enable | disable}

管理インターフェイスの動的 AP管理を有効または無効にするには、config
interface ap-manager management {enable | disable}コマンドを使用します。

（注）

• config interface port management primary-port [secondary-port]

• config interface dhcp management ip-address-of-primary-dhcp-server
[ip-address-of-secondary-dhcp-server]

• config interface acl management access-control-list-name

b) IPv6アドレスの使用

APはコントローラから少なくとも1ホップ離すことをお勧めします。IPv6パケッ
トは常にゲートウェイに送信されるため、APとコントローラが同じサブネット
にある場合、パケットホップが増加し、パフォーマンスに影響を及ぼします。

（注）
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• config ipv6 interface address management primary ip-address prefix-length
IPv6_Gateway_Address

一度プライマリ IPv6アドレス、プレフィックス長、プライマリ IPv6ゲート
ウェイを管理インターフェイスで設定すると、設定をデフォルト値に戻すこ

とはできません（::/128）。ユーザが IPv4専用管理インターフェイスに戻す
場合に備えて、IPv6を設定する前に、設定のバックアップを実行する必要が
あります。

（注）

• config interface quarantine vlan management vlan_id

config interface quarantine vlan management vlan_idコマンドを使用して、管
理インターフェイス上で隔離 VLANを設定します。

（注）

• config interface vlan management {vlan-id | 0}

タグなしVLANについては 0、タグ付きVLANについてはゼロ以外の値を入
力します。管理インターフェイスでは、タグ付きのVLANを使用することを
お勧めします。

（注）

• config interface ap-manager management {enable | disable}

管理インターフェイスの動的 AP管理を有効または無効にするには、config
interface ap-manager management {enable | disable}コマンドを使用します。

（注）

• config interface port management physical-ds-port-number（5508 WLCを除くすべての
コントローラ）

• config interface dhcp management ip-address-of-primary-dhcp-server
[ip-address-of-secondary-dhcp-server]

• config ipv6 interface acl management access-control-list-name

ステップ 4 1対 1のマッピングネットワークアドレス変換（NAT）を使用しているルータまたはその他
のゲートウェイデバイスの背後にコントローラを展開できるようにする場合は、次のコマンド

を入力します。

• config interface nat-address management {enable | disable}

• config interface nat-address management set public_IP_address

NATを使用すると、ルータなどのデバイスがインターネット（パブリック）とローカルネッ
トワーク（プライベート）間のエージェントとして動作します。この場合、コントローラのイ

ントラネット IPアドレスは対応する外部アドレスにマッピングされます。コントローラが
Discovery Responseで適切な IPアドレスを送信できるように、外部 NAT IPアドレスを使用し
てコントローラの動的 APマネージャインターフェイスを設定する必要があります。

これらのコマンドは、1対 1マッピング NATでの使用に対してだけサポートされて
います。各プライベートクライアントはグローバルアドレスに対して直接的かつ固

定的にマッピングされます。これらのコマンドでは、クライアントのグループを単一

の IPアドレスで表すために送信元ポートマッピングを使用する 1対多NATはサポー
トされません。

（注）
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ステップ 5 save configコマンドを入力します。

ステップ 6 show interface detailed managementコマンドを入力して、変更内容が保存されていることを確
認します。

ステップ 7 管理インターフェイスに何らかの変更を行った場合は、reset systemコマンドを入力してコン
トローラをリブートして、変更内容を有効にします。

仮想インターフェイス

仮想インターフェイスについて

仮想インターフェイスは、モビリティ管理、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）リ
レー、およびゲストWeb認証などのレイヤ 3の組み込みセキュリティをサポートするために
使用されます。また、レイヤ 3Web認可が有効な場合に証明書のソースを確認するために、レ
イヤ3SecurityManagerとMobilityManagerで使用されるドメインネームシステム（DNS）ゲー
トウェイのホスト名も管理します。

具体的には、仮想インターフェイスは主に次の 2つの役割を果たします。

•ワイヤレスクライアントの IPアドレスをDHCPサーバから取得する、ワイヤレスクライ
アントの代理 DHCPサーバの役割。

• Web認証ログインページのリダイレクトアドレスの役割。

仮想インターフェイスの IPアドレスは、コントローラと無線クライアントの間の通信でのみ
使用されます。ディストリビューションシステムポートから出て、スイッチドネットワーク

に入るパケットの発信元アドレスや、宛先アドレスとなることは決してありません。システム

を正常に動作させるには、仮想インターフェイスの IPアドレスを設定する必要がありますが
（0.0.0.0は設定できません）、ネットワーク上の他のデバイスは、この仮想インターフェイス
と同じアドレスを使用できません。したがって、仮想インターフェイスは、割り当てられず、

使用もされないゲートウェイ IPアドレスを使って設定する必要があります。仮想インターフェ
イスの IPアドレスは pingできませんし、ネットワーク上のいかなるルーティングテーブルに
も存在してはいけません。また、仮想インターフェイスを物理ポートにマッピングすることも

できません。

仮想インターフェイスには、ルーティング不可能な IPアドレスを設定することをお勧めしま
す。ネットワークインフラストラクチャアドレスや外部のアドレスとオーバーラップしていな

いアドレスが理想的です。RFC5737で提示されているオプション（たとえば、192.0.2.0/24、
198.51.100.0/24、および 203.0.113.0/24ネットワーク）のいずれかを使用します。これにより、
別のデバイスやシステムに割り当てられている IPアドレスの使用を防ぐことができます。

制約事項

•同一のモビリティグループに属するコントローラはすべて、同じ仮想インターフェイス
IPアドレスを使用して設定する必要があります。設定しなかった場合、コントローラ間
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ローミングが動作しているように見えても、ハンドオフが完了せず、クライアントの接続

はしばらくの間切断されます。

仮想インターフェイスの設定（GUI）

手順

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

ステップ 2 [Virtual]をクリックします。

[Interfaces > Edit]ページが表示されます。

ステップ 3 次のパラメータを入力します。

•有効な、未割り当てで未使用のゲートウェイ IPアドレス

• DNSゲートウェイホスト名

接続してWeb認証を確立するには、DNSサーバは常に仮想インターフェイスを
ポイントしている必要があります。仮想インターフェイスの DNSホスト名が設
定されている場合は、クライアントが使用するDNSサーバ上で同じDNSホスト
名が設定されている必要があります。

（注）

ステップ 4 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 5 管理インターフェイスまたは仮想インターフェイスに何らかの変更を行ったときに変更を有効
にするには、コントローラをリブートします。

仮想インターフェイスの設定（CLI）

手順

ステップ 1 show interfacedetailedvirtualコマンドを入力して、現在の仮想インターフェイスの設定を表示
します。

ステップ 2 config wlan disable wlan-numberコマンドを入力して、配信システム通信に仮想インターフェ
イスを使用するWLANを無効にします。

ステップ 3 次のコマンドを入力し、仮想インターフェイスを定義します。

• config interface address virtual ip-address

ip-addressには、有効な、未割り当てで未使用のゲートウェイ IPアドレスを入力
します。

（注）

• config interface hostname virtual dns-host-name
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ステップ 4 reset system コマンドを入力します。NVRAMに設定変更を保存するには、確認のプロンプト
で Yと入力します。コントローラがリブートします。

ステップ 5 show interfacedetailedvirtualコマンドを入力して、変更内容が保存されていることを確認しま
す。

サービスポートインターフェイス

サービスポートインターフェイスについて

サービスポートインターフェイスはサービスポートを介した通信を制御し、サービスポート

に対して静的にマッピングされます。サービスポートは、アウトオブバンド管理に使用できま

す。

サービスポートはDHCPを使用して IPv4アドレスを取得したり、固定 IPv4アドレスを割り当
てたりすることはできますが、サービスポートインターフェイスにデフォルトゲートウェイ

を割り当てることはできません。サービスポートへのリモートネットワークアクセスに使用

される静的な IPv4ルートはコントローラを通じて定義できます。

サービスポートが使用中の場合は、サービスポートインターフェイスとは異なるスーパーネッ

ト上に管理インターフェイスが存在する必要があります。

同様に、サービスポートは、IPv6アドレスを静的に割り当てることも、ステートレスアドレ
ス自動設定（SLAAC）を使用して IPv6アドレスを選択することもできます。デフォルトゲー
トウェイは、サービスポートインターフェイスに割り当てることができません。サービスポー

トへのリモートネットワークアクセスに使用される静的な IPv6ルートはコントローラを通じ
て定義できます。

IPv6アドレス指定がステートレスアドレス自動設定とともに使用されている場合、コントロー
ラはサブネット検証を実行しませんが、コントローラ上の別のインターフェイスと同じサブ

ネットのサービスポートは接続しないでください。

（注）

これは、コントローラの唯一のSLAACインターフェイス、他のすべてのインターフェイスス
タティックに割り当てる必要があります（IPv4の場合と同様）。

（注）

ユーザが IPv6静的ルートに同じネットワークからサービスポートに到達することを求めまる
ことはありませんが、IPv6ルート側では別のネットワークからサービスポートにアクセスす
る必要があります。IPv6静的ルートは IPv4と同じにします。

（注）

サービスポートインターフェイスは、次のプロトコルをサポートしています。
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• SSHおよび Telnet

• HTTPと HTTPS

• SNMP

• FTP、TFTP、および SFTP

• Syslog

• ICMP（ping）

• NTP

TACACS+と RADIUSは、サービスポートではサポートされていません。（注）

IPv4を使用したサービスポートインターフェイスの設定（GUI）

手順

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

ステップ 2 サービスポートリンクをクリックして、[Interfaces > Edit]ページを開きます。

ステップ 3 次の Service-Port Interfaceパラメータを入力します。

サービスポートインターフェイスでは、工場出荷時にコントローラに設定されたサー

ビスポートのMACアドレスが使用されます。
（注）

• DHCPプロトコル（有効）

• DHCPプロトコル（無効）および IPアドレスと IPネットマスク

ステップ 4 [Save Configuration]をクリックして、変更を保存します。

ステップ 5 管理インターフェイスまたは仮想インターフェイスに何らかの変更を行ったときに変更を有効
にするには、コントローラをリブートします。

IPv4を使用したサービスポートインターフェイスの設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、現在のサービスポートインターフェイスの設定を表示します。

show interface detailed service-port

ポートとインターフェイス
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サービスポートインターフェイスでは、工場出荷時にコントローラに設定されたサー

ビスポートのMACアドレスが使用されます。
（注）

ステップ 2 次のコマンドを入力し、サービスポートインターフェイスを定義します。

• DHCPサーバを設定するには、次のコマンドを入力します。

config interface dhcp service-port enable

• DHCPサーバを無効にするには、次のコマンドを入力します。

config interface dhcp service-port disable

• IPv4アドレスを設定するには、次のコマンドを入力します。

config interface address service-port ip-addr ip-netmask

このサービスポートは、コントローラの帯域外管理に使用されます。管理ワークステーション

がリモートサブネットにある場合、このリモートワークステーションからコントローラを管

理するには、コントローラに IPv4ルートを追加する必要があります。そのためには、次のコ
マンドを入力します。

config route add network-ip-addr ip-netmask gateway

コントローラの IPv4ルートを除外するには、次のコマンドを入力します。

config route delete ip_address

静的ルートに追加されたサブネットが他のインフラストラクチャまたはデバイスと重

複している場合は、管理インターフェイスを通じた通信が予測どおりに動作しない可

能性があります。

注意

ステップ 3 save configコマンドを入力して、変更を保存します。

ステップ 4 show interface detailed service-portコマンドを入力して、変更内容が保存されていることを確
認します。

IPv6を使用したサービスポートインターフェイスの設定（GUI）

手順

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

ステップ 2 サービスポートリンクをクリックして、[Interfaces > Edit]ページを開きます。

ステップ 3 次の Service-Port Interfaceパラメータを入力します。

サービスポートインターフェイスでは、工場出荷時にコントローラに設定されたサー

ビスポートのMACアドレスが使用されます。サービスポートにアドレスを静的に
割り当てるか、または SLAACを使用してアドレスを選択できます。

（注）

• SLACC（有効）
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• SLACC（無効）およびプライマリアドレスとプレフィックス長

ステップ 4 [Save Configuration]をクリックして、変更を保存します。

ステップ 5 管理インターフェイスまたは仮想インターフェイスに何らかの変更を行ったときに変更を有効
にするには、コントローラをリブートします。

IPv6を使用したサービスポートインターフェイスの設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、現在のサービスポートインターフェイスの設定を表示します。

show interface detailed service-port

サービスポートインターフェイスでは、工場出荷時にコントローラに設定されたサー

ビスポートのMACアドレスが使用されます。
（注）

ステップ 2 次のコマンドを入力し、サービスポートインターフェイスを定義します。

• SLACCを使用してサービスポートを設定するには、次のコマンドを入力します。

config ipv6 interface slacc service-port enable

• SLACCを使用してサービスポートを無効にするには、次のコマンドを入力します。

config ipv6 interface slacc service-port disable

• IPv6アドレスを設定するには、次のコマンドを入力します。

config ipv6 interface address service-port iipv6_address prefix-length

ステップ 3 このサービスポートは、コントローラの帯域外管理に使用されます。管理ワークステーション
がリモートサブネットにある場合、このリモートワークステーションからコントローラを管

理するには、コントローラにルートを追加する必要があります。そのためには、次のコマンド

を入力します。

config ipv6 route add network_ipv6_addr prefix-len ipv6_gw_addr

ステップ 4 コントローラの IPv6ルートを削除するには、このコマンドを入力します。

config ipv6 route delete network _ipv6 addr

ステップ 5 save configコマンドを入力して、変更を保存します。

ステップ 6 show interface detailed service-portコマンドを入力して、変更内容が保存されていることを確
認します。

ポートとインターフェイス

22

ポートとインターフェイス

IPv6を使用したサービスポートインターフェイスの設定（CLI）



動的インターフェイス

動的インターフェイスについて

動的インターフェイスはユーザによって作成され、ワイヤレス LANクライアントの VLANに
相当する設計になっています。コントローラにはルーティング機能はありませんが、LAGの
設定では、コントローラ上の動的インターフェイスは、単一の VLANや単一のサブネットに
関連付けられているスイッチまたはルータの SVIと概念的には似ています。1つのコントロー
ラで最大 512個の動的インターフェイス（VLAN）をサポートできます。動的インターフェイ
スはそれぞれ、個別に設定され、コントローラの任意またはすべてのディストリビューション

システムポートに独立した通信ストリームを設定できます。動的インターフェイスは、特定の

VLANとサブネットにWLANをマッピングするためのコントローラのレイヤ 3インターフェ
イスです。コントローラでDHCPリレーが有効になっている場合、適切な動的インターフェイ
スがリレーアドレスとして使用されます。宛先アドレスが動的インターフェイスに割り当てら

れているのと同じサブネットにある場合、動的インターフェイスは、コントローラとの間での

ネットワーク通信に使用されるインターフェイスにもなります。また、非 LAG設定内の別の
ポートのデフォルト管理インターフェイスの代わりに、動的インターフェイスを AP管理イン
ターフェイスとして設定することもできます。動的インターフェイスは、ディストリビュー

ションシステムポート、WLAN、レイヤ 2管理インターフェイス、およびレイヤ 3 APマネー
ジャインターフェイスに割り当てることができます。また、動的インターフェイスをバック

アップポートにマッピングすることもできます。

動的インターフェイスオプションによる管理が有効になっている場合、Telnet、SSH、HTTP、
HTTPSなどの管理トラフィックは、それぞれの宛先アドレスとして動的インターフェイスを
使用できます。

1つ、または複数の動的インターフェイスをディストリビューションシステムポートに設定で
きます。また、1つも設定しなくても問題ありません。ただし、動的インターフェイスはすべ
て、そのポートに設定された他のインターフェイスとは異なる VLANまたは IPサブネットに
設定する必要があります。ポートにタグが付いていない場合は、動的インターフェイスはすべ

て、そのポートに設定されている他のインターフェイスとは異なる IPサブネットに設定する
必要があります。

Cisco WLCプラットフォームでサポートされる VLANの最大数の詳細については、各 Cisco
WLCプラットフォームのデータシートを参照してください。

Local Mobility Anchor（LMA）と同じネットワーク上で動的インターフェイスを設定しないで
ください。そうした場合は、コントローラと LMA間の GREトンネルが起動しません。

（注）

動的インターフェイスの設定の前提条件

コントローラの動的インターフェイスを設定する際は、次の内容を確認する必要があります。

•動的インターフェイスでは、タグ付きの VLANを使用する必要があります。

ポートとインターフェイス

23

ポートとインターフェイス

動的インターフェイス



•動的インターフェイスに割り当てられるサブネットと VLANには、専用の静的 IPアドレ
スを割り当てる必要があります。

動的インターフェイスの設定の制約事項

次の制限は、コントローラに動的インターフェイスを設定するときに適用されます。

• SNMP管理ステーションが動的インターフェイスに割り当てられているのと同じサブネッ
トにある場合、すべてのSNMPポーリングに対する要求は、コントローラの管理インター
フェイスではなく、その動的インターフェイスに割り当てられている IPアドレスに対し
て発行する必要があります。

• DHCPプロキシまたはRADIUS送信元インターフェイスを使用している場合は、動的イン
ターフェイスに有効なルーティング可能アドレスがあることを確認します。コントローラ

インターフェイス間で重複するアドレスはサポートされていません。

• ap-managerは予約済みの名前なので、動的インターフェイスの設定時にインターフェイ
ス名として ap-managerを使用しないでください。

動的インターフェイスの設定（GUI）

手順

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

ステップ 2 次のいずれかの操作を行います。

•新たに動的インターフェイスを作成するには、[New]をクリックします。[Interfaces>New]
ページが表示されます。ステップ 3に進みます。

•既存の動的インターフェイスの設定を変更するには、インターフェイスの名前をクリック
します。そのインターフェイスの [Interfaces > Edit]ページが表示されます。ステップ 5に
進みます。

•既存の動的インターフェイスを削除するには、そのインターフェイスの青いドロップダウ
ン矢印にカーソルを置いて [Remove]を選択します。

ステップ 3 インターフェイス名と VLAN IDを入力します。

ap-managerは予約済みの名前なので、動的インターフェイスの設定時にインター
フェイス名として ap-managerを入力することはできません。

（注）

ステップ 4 [Apply]をクリックして、変更を確定します。[Interfaces > Edit]ページが表示されます。

ステップ 5 次のパラメータを設定します。

•該当する場合、ゲスト LAN

•該当する場合、検疫および検疫 VLAN ID
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[Quarantine]チェックボックスは、この VLANを正常に動作していない VLANと
して設定する場合、またはネットワークアクセスコントロール（NAC）アウト
オブバンドを設定する場合にオンにします。このように設定すると、このVLAN
に割り当てられているあらゆるクライアントのデータトラフィックがコントロー

ラを通るようになります。

（注）

•物理ポートの割り当て

• NATアドレス

1対 1マッピングネットワークアドレス変換（NAT）を使用しているルータま
たはその他のゲートウェイデバイスの背後にコントローラを展開できるようにす

る場合は、[Enable NAT Address]チェックボックスをオンにして、外部NAT IPア
ドレスを入力します。NATを使用すると、ルータなどのデバイスがインターネッ
ト（パブリック）とローカルネットワーク（プライベート）間のエージェントと

して動作します。この場合、コントローラのイントラネット IPアドレスは対応
する外部アドレスにマッピングされます。コントローラがdiscovery responseで適
切な IPアドレスを送信できるように、外部 NAT IPアドレスを使用してコント
ローラの動的 APマネージャインターフェイスを設定する必要があります。

NATパラメータの使用は、1対 1のマッピングの NATを使用する場合にだけサ
ポートされています。これにより、各プライベートクライアントはグローバル

アドレスに直接かつ固定的にマッピングされます。NATパラメータでは、クラ
イアントのグループを単一の IPアドレスで表すために送信元ポートマッピング
を使用する 1対多 NATはサポートしていません。

（注）

•動的 AP管理

この機能を有効にすると、この動的インターフェイスはAPマネージャインター
フェイスとして設定されます（物理ポートごとに許可されるAPマネージャイン
ターフェイスは 1つです）。APマネージャインターフェイスとして指定された
動的インターフェイスはWLANインターフェイスとして使用できません。

コントローラに設定されている動的インターフェイスとは異なるVLANにAPを
設定します。動的インターフェイスと同じ VLAN内に存在する APは、コント
ローラに登録されず、「LWAPP discovery rejected」エラーと「Layer 3 discovery
request not received on management VLAN」エラーがコントローラ上のログに記録
されます。

（注）

• VLAN識別子

•固定 IPアドレス、IPネットマスク、およびデフォルトゲートウェイ

これらのフィールドに有効な IPアドレスを入力します。（注）

•プライマリおよびセカンダリの DHCPサーバ

•必要な場合は、アクセスコントロールリスト（ACL）名

適切に動作させるには、Port Numberパラメータおよび Primary DHCP Serverパラ
メータを設定する必要があります。

（注）
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ステップ 6 [Save Configuration]をクリックして、変更を保存します。

ステップ 7 作成または編集する動的インターフェイスごとにこの手順を繰り返します。

動的インターフェイスの設定（CLI）

手順

ステップ 1 show interface summaryコマンドを入力して、現在の動的インターフェイスを表示します。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、特定の動的インターフェイスの詳細を表示します。
show interface detailed operator_defined_interface_name.

インターフェイス名にスペースが含まれる場合は、二重引用符で囲む必要がありま

す。例: config interface create」vlan 25」
（注）

ステップ 3 config wlan disablewlan_idコマンドを入力して、ディストリビューションシステム通信に動的
インターフェイスを使用する各WLANを無効にします。

ステップ 4 次のコマンドを入力し、動的インターフェイスを設定します。

• config interface create operator_defined_interface_name {vlan_id | x}

• config interface address interface ip_addr ip_netmask [gateway]

• config interface vlan operator_defined_interface_name {vlan_id | o}

• config interface port operator_defined_interface_name physical_ds_port_number

• config interface ap-manager operator_defined_interface_name {enable | disable}

config interface ap-manager operator_defined_interface_name {enable | disable} コ
マンドを使用して、動的 AP管理を有効または無効にします。この機能を有効に
すると、この動的インターフェイスはAPマネージャインターフェイスとして設
定されます（物理ポートごとに許可される APマネージャインターフェイスは 1
つです）。APマネージャインターフェイスとして指定された動的インターフェ
イスはWLANインターフェイスとして使用できません。ap-managerは予約済み
の名前なので、動的インターフェイスの設定時に ap-managerを
operator_defined_interface_nameとして使用することはできません。

（注）

• config interface dhcp operator_defined_interface_name ip_address_of_primary_dhcp_server
[ip_address_of_secondary_dhcp_server]

• config interface quarantine vlaninterface_name vlan_id

任意のインターフェイスに隔離VLANを設定するには、config interfacequarantine
vlan interface_name vlan_idコマンドを使用します。

（注）

• config interface acl operator_defined_interface_name access_control_list_name
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ステップ 5 1対 1のマッピングネットワークアドレス変換（NAT）を使用しているルータまたはその他
のゲートウェイデバイスの背後に Cisco WLCを展開できるようにする場合は、次のコマンド
を入力します。

• config interface nat-address dynamic-interface operator_defined_interface_name {enable | disable}

• config interface nat-address dynamic-interface operator_defined_interface_name set
public_IP_address

NATを使用すると、ルータなどのデバイスがインターネット（パブリック）とローカルネッ
トワーク（プライベート）間のエージェントとして動作します。この場合、コントローラのイ

ントラネット IPアドレスは対応する外部アドレスにマッピングされます。コントローラが
discovery responseで適切な IPアドレスを送信できるように、外部 NAT IPアドレスを使用して
コントローラの動的 APマネージャインターフェイスを設定する必要があります。

これらのコマンドは、1対 1マッピング NATでの使用に対してだけサポートされて
います。各プライベートクライアントはグローバルアドレスに対して直接的かつ固

定的にマッピングされます。これらのコマンドでは、クライアントのグループを単一

の IPアドレスで表すために送信元ポートマッピングを使用する 1対多NATはサポー
トされません。

（注）

ステップ 6 config wlan enable wlan_idコマンドを入力して、ディストリビューションシステム通信に動的
インターフェイスを使用する各WLANを再度有効にします。

ステップ 7 save configコマンドを入力して、変更を保存します。

ステップ 8 show interface detailed operator_defined_interface_nameコマンドおよび show interface summaryコ
マンドを入力して、変更内容が保存されていることを確認します。

必要に応じて、config interface delete operator_defined_interface_nameコマンドを入力
して動的インターフェイスを削除できます。

（注）

APマネージャインターフェイス

APマネージャインターフェイスについて

IPv4を使用して設定されたコントローラには 1つ以上のAPマネージャインターフェイスがあ
ります。このインターフェイスは、Lightweightアクセスポイントがコントローラに joinした
後でコントローラとアクセスポイントの間で行われるすべてのレイヤ3通信に使用されます。
APマネージャの IPアドレスは、コントローラからアクセスポイントへの CAPWAPパケット
のトンネル発信元、およびアクセスポイントからコントローラへの CAPWAPパケットの宛先
として使用されます。

IPv6を使用して設定されたコントローラには 1つの APマネージャしかなく、管理インター
フェイスに適用されます。管理インターフェイス上で設定された APマネージャは削除できま
せん。

（注）
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コントローラはジャンボフレームをサポートしていません。フラグメンテーションおよび再構

成を必要とする APにコントローラから CAPWAPパケットが送信されないようにするには、
クライアント側でMTU/MSSを減らします。

（注）

IPv6を使用して設定されたコントローラは動的APマネージャをサポートしません。デフォル
トでは、管理インターフェイスは、APマネージャインターフェイスと同様に動作します。リ
ンク集約（LAG）が IPv6 APロードバランシングに使用されます。

APマネージャインターフェイス設定の制約事項

• IPv4：管理インターフェイスおよび APマネージャインターフェイスのMACアドレス
は、ベース LAG MACアドレスと同じです。

• APマネージャインターフェイスを設定する必要はありません。管理インターフェイスは
デフォルトで、APマネージャインターフェイスのように動作するので、アクセスポイン
トはこのインターフェイスで joinできます。

•リンク集約（LAG）が有効化されているときは、APマネージャインターフェイスは 1つ
だけ設定することができます。ただし、LAGが無効の場合は、1つ以上の APマネージャ
インターフェイスを作成できます。通常は 1つの物理ポートにつき 1つです。

• LAGが有効な場合：AP管理を備えた管理またはダイナミックインターフェイスにあ
る 1つの APマネージャのみサポートします。

• LAGが無効な場合：ポートごとに 1つのAPマネージャをサポートします。VLANに
結合された動的インターフェイスは APマネージャ（有効な場合）として動作できま
す。

LAGを有効にした場合、すべてのポートがそのAPマネージャの
ステータスを失い、AP管理は管理インターフェイスに復帰しま
す。

（注）

• APマネージャインターフェイスに対するポート冗長化はサポートされません。APマネー
ジャインターフェイスをバックアップポートにマッピングすることはできません。

APマネージャインターフェイスの設定（GUI）

手順

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

ステップ 2 APマネージャインターフェイスをクリックします。
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[Interfaces] > [Edit]ページが表示されます。

IPv6の場合のみ：IPv6アドレスで設定されたコントローラは動的APマネージャをサ
ポートしません。デフォルトでは、管理インターフェイスは、APマネージャイン
ターフェイスと同様に動作します。

（注）

ステップ 3 AP-Manager Interfaceパラメータを設定します。

ステップ 4 [Save Configuration]をクリックして、変更を保存します。

ステップ 5 管理インターフェイスまたは仮想インターフェイスに何らかの変更を行ったときに変更を有効
にするには、コントローラをリブートします。

APマネージャインターフェイスの設定（CLI）

始める前に

IPv6アドレスで設定されたコントローラは動的APマネージャをサポートしません。管理イン
ターフェイスは、デフォルトで APマネージャインターフェイスとして動作します。

手順

ステップ 1 show interface summaryコマンドを入力して、現在のインターフェイスを表示します。

ステップ 2 show interface detailed interface-nameコマンドを入力して、現在のAPマネージャインターフェ
イスの設定を表示します。

ステップ 3 config wlan disable wlan-idコマンドを入力して、配信システム通信に APマネージャインター
フェイスを使用する各WLANを無効にします。

ステップ 4 次のコマンドを入力し、APマネージャインターフェイスを定義します。

• config interface address management ip-addr ip-netmask gateway

• config interface vlan management {vlan-id | 0}

タグなし VLANについては 0、タグ付き VLANについてはゼロ以外の値を入力
します。APマネージャインターフェイスでは、タグ付きのVLANを使用するこ
とをお勧めします。

（注）

• config interface port management physical-ds-port-number

• config interface dhcp management ip-address-of-primary-dhcp-server
[ip-address-of-secondary-dhcp-server]

• config interface acl management access-control-list-name

ステップ 5 save configコマンドを入力して、変更を保存します。

ポートとインターフェイス

29

ポートとインターフェイス

APマネージャインターフェイスの設定（CLI）



ステップ 6 show interface detailed interface-nameコマンドを入力して変更内容が保存されていることを確
認します。

複数の APマネージャインターフェイス

複数の APマネージャインターフェイスについて

複数の APマネージャインターフェイスを作成すると、インターフェイスはそれぞれ異なる
ポートにマッピングされます。APマネージャインターフェイス 2がポート 2、APマネージャ
インターフェイス 3がポート 3、APマネージャインターフェイス 4がポート 4となるように、
ポートを順番に設定することをお勧めします。

アクセスポイントはコントローラに joinする前に、discovery requestを送信します。アクセス
ポイントは、受信した discovery responseから、コントローラにある APマネージャインター
フェイスの数と、各 APマネージャインターフェイスにあるアクセスポイントの数を判断し
ます。アクセスポイントは、通常、最もアクセスポイント数の少ない APマネージャに join
します。この方法により、アクセスポイントの負荷は、複数の APマネージャインターフェ
イスに対して動的に分散されます。

アクセスポイントは APマネージャインターフェイス全体に、均等に分散されるわけではあ
りませんが、ある程度のロードバランシングは行われます。

（注）

複数の APマネージャインターフェイスは、LAGまたは IPv6のコントローラを設定する予定
がない場合にのみ、非 LAG設定でもサポートされます。

複数の APマネージャインターフェイスの作成（GUI）

手順

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

ステップ 2 [New]をクリックします。

[Interfaces > New]ページが表示されます。

ステップ 3 APマネージャインターフェイスの名前と VLAN識別子を入力します。

ステップ 4 [Apply]をクリックして、変更を確定します。[Interfaces > Edit]ページが表示されます。

ステップ 5 適切なインターフェイスパラメータを入力します。
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すべてのインターフェイスは、次の場合を除き、プライマリおよびバックアップポー

トをサポートします。

•動的インターフェイスは、ポート設定のバックアップをサポートしない APマ
ネージャに変換されます。

• APマネージャが管理インターフェイスで有効であり、管理インターフェイスが
プライマリポート障害のためにバックアップポートに移動した場合、APマネー
ジャインターフェイスは無効になります。

（注）

ステップ 6 このインターフェイスを APマネージャインターフェイスにするには、[Enable Dynamic AP
Management]チェックボックスをオンにします。

1つの物理ポートにつき、APマネージャインターフェイスは1つのみ許可されます。
APマネージャインターフェイスとして指定された動的インターフェイスはWLAN
インターフェイスとして使用できません。

（注）

ステップ 7 [Save Configuration]をクリックして設定を保存します。

ステップ 8 作成する APマネージャインターフェイスそれぞれについて、この手順を繰り返します。

複数の APマネージャインターフェイスの作成（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力し、新しいインターフェイスを作成します。

• config interface create operator_defined_interface_name {vlan_id | x}

• config interface address operator_defined_interface_name ip_addr ip_netmask [gateway]

• config interface vlan operator_defined_interface_name vlan_id

• config interface port operator_defined_interface_name physical_ds_port_number

• config interface dhcp operator_defined_interface_name ip_address_of_primary_dhcp_server
[ip_address_of_secondary_dhcp_server]

•（オプション） config interface quarantine vlan interface_name vlan_id

このコマンドを使用して、任意のインターフェイスに対して検疫 VLANを設定
します。

（注）

•（オプション） config interface acl operator_defined_interface_name access_control_list_name

ステップ 2 このインターフェイスをAPマネージャインターフェイスにするには、次のコマンドを入力し
ます。

{config interface ap-manager operator_defined_interface_name enable | disable}
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1つの物理ポートにつき、APマネージャインターフェイスは1つのみ許可されます。
APマネージャインターフェイスとして指定された動的インターフェイスはWLAN
インターフェイスとして使用できません。

（注）

ステップ 3 save configコマンドを入力して、変更を保存します。

ステップ 4 作成する APマネージャインターフェイスそれぞれについて、この手順を繰り返します。

インターフェイスグループ数

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。

コントローラは、クライアントが DHCPを使用して IPアドレスを受け取ることができない場
合に VLANをダーティとしてマークします。VLANインターフェイスは、次の 2つの方法に
基づいてダーティとしてマークされます。

積極的な方法：クライアントによるアソシエーションあたり1回ずつエラーがカウントされる
場合に、1つのクライアントでエラーが 3回発生するか、3つのクライアントでエラーが発生
したときに、コントローラが VLANをダーティインターフェイスとしてマークします。

消極的な方法：クライアントによるアソシエーションあたり1回ずつエラーがカウントされる
場合に、3つ以上のクライアントでエラーが発生したときのみ、コントローラがVLANをダー
ティインターフェイスとしてマークします。

ポートとインターフェイス

32

ポートとインターフェイス

インターフェイスグループ数



インターフェイスグループの設定の制約事項

• WALNのインターフェイスグループを設定するときの優先順位は、次のとおりです。

• AAA Override

• APグループ

•インターフェイスグループ

アンカーと外部のシナリオでは、WLANに対するAPグループイ
ンターフェイスのマッピングはサポートされていません。

（注）

• Flexグループの設定の一部としてネイティブVLAN IDを使用してVLAN-ACLマッピング
を設定しても、ACLマッピングは実行されません。ただし、アクセスポイントレベルで
同じ VLANを使用して ACLマッピングを設定すると、設定は許可されます。

インターフェイスグループの作成（GUI）

手順

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。
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インターフェイスグループの作成（CLI）

手順

ステップ 1 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。

ステップ 2 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）

手順

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）

手順

インターフェイスグループにインターフェイスを追加するには、次のコマンドを入力します。

config interface group interface addinterface_groupinterface_name

ポートとインターフェイス

34

ポートとインターフェイス

インターフェイスグループの作成（CLI）



インターフェイスグループ内の VLANの表示（CLI）

手順

次のコマンドを入力して、インターフェイスグループ内の VLANのリストを表示します。

show interface group detailed interface-group-name

WLANへのインターフェイスグループの追加（GUI）

手順

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。

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）

手順

インターフェイスグループをWLANに追加するには、次のコマンドを入力します。
config wlan interface wlan_id interface_group_name
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