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IPv6クライアントアドレスラーニングについて
クライアントアドレスラーニングは、ワイヤレスクライアントの IPv4および IPv6アドレス
を学習し、アソシエーション、再アソシエーション、非認証、およびタイムアウト時にdevice
によって維持されるクライアント遷移ステートを学習するために、deviceで設定します。

IPv6クライアントで IPv6アドレスを取得するには、次の 3つの方法があります。

•ステートレスアドレス自動設定（SLACC）

•ステートフル DHCPv6

•静的設定

前述のすべての方法において、IPv6クライアントは常にネイバー送信要求 DAD（重複アドレ
ス検出）要求を送信して、ネットワークに重複する IPアドレスがないようにします。device
は、クライアントのNDPおよびDHCPv6パケットをスヌープして、そのクライアント IPアド
レスについて学習します。
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APは IPv6スタティックアドレスでのみ IPv6コントローラに接続できます。自動設定を備え、
複数の IPv6アドレスを持つ APは、IPv6コントローラに参加できません。

（注）

SLAACアドレス割り当て
IPv6クライアントアドレス割り当て用の最も一般的な方法は、ステートレスアドレス自動設
定（SLAAC）です。SLAACはクライアントが IPv6プレフィクスに基づいてアドレスを自己割
り当てするシンプルなプラグアンドプレイ接続を提供します。

次のように、ステートレスアドレス自動設定（SLAAC）は設定されています。

•ホストは、ルータ送信要求メッセージを送信します。

•ホストは、ルータアドバタイズメントメッセージを待機します。

•ホストは、ルータアドバタイズメントメッセージから IPv6プレフィックスの最初の 64
ビットを取得し、これを 64ビット EUI-64アドレス（イーサネットの場合、MACアドレ
スから作成されます）と組み合わせて、グローバルユニキャストメッセージを作成しま

す。ホストは、デフォルトゲートウェイとして、ルータアドバタイズメントメッセージ

の IPヘッダーに含まれる送信元 IPアドレスも使用します。

•選択されるランダムアドレスが他のクライアントと競合しないように、IPv6クライアント
によって重複アドレス検出が実行されます。

•アルゴリズムの選択はクライアントに依存し、多くの場合は設定できます。

次のアルゴリズムに基づいて IPv6アドレスの最後の 64ビットを学習することができます。

•インターフェイスのMACアドレスに基づく EUI-64、または

•ランダムに生成されるプライベートアドレス

図 1 : SLAACアドレス割り当て

Cisco対応 IPv6ルータからの次の Cisco IOSコンフィギュレーションコマンドを使用して、
SLAACのアドレッシングとルータアドバタイズメントをイネーブルにします。
ipv6 unicast-routing
interface Vlan20
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description IPv6-SLAAC
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ipv6 address FE80:DB8:0:20::1 linklocal
ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64
ipv6 enable
end

ステートフル DHCPv6アドレス割り当て
図 2 :ステートフル DHCPv6アドレス割り当て

DHCPv6の使用は、SLAACがすでに導入されている場合は、IPv6クライアント接続で要求さ
れません。DHCPv6にはステートレスおよびステートフルという 2種類の動作モードがありま
す。

DHCPv6ステートレスモードは、ルータアドバタイズメントで使用できない追加のネットワー
ク情報をクライアントに提供するために使用しますが、これは IPv6アドレスではありません。
すでにSLAACによって提供されているためです。この情報には、DNSドメイン名、DNSサー
バ、その他の DHCPベンダー固有オプションが含まれます。

このインターフェイス設定は、SLAACを有効にしてステートレス DHCPv6を実装している
Cisco IOS IPv6ルータ用です。
ipv6 unicast-routing
ipv6 dhcp pool IPV6_DHCPPOOL
address prefix 2001:db8:5:10::/64
domain-name cisco.com
dns-server 2001:db8:6:6::1
interface Vlan20
description IPv6-DHCP-Stateless
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp server IPV6_DHCPPOOL
ipv6 address 2001:DB8:0:20::1/64
end

静的 IPアドレス割り当て
クライアントにスタティックに設定されたアドレス。

ルータ要求

ルータ送信要求メッセージは、ローカルルーティングに関する情報を入手できる、またはス

テートレス自動設定を設定できるルータアドバタイズメントを送信するようにローカルルー

タを促進するために、ホストコントローラによって発行されます。ルータアドバタイズメン
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トは定期的に送信され、起動時または再起動操作後などに、ホストはルータ送信要求を使用し

て即時ルータアドバタイズメントを要求します。

ルータアドバタイズメント

ルータアドバタイズメントメッセージは、ルータから定期的に送信されるか、ホストからの

ルータ送信要求メッセージへの応答として送信されます。これらのメッセージに含まれる情報

は、ホストでステートレス自動設定を実行し、ルーティングテーブルを変更するために使用さ

れます。

ネイバー探索

IPv6ネイバーディスカバリとは、近隣のノード間の関係を決定するメッセージとプロセスの
ことです。ネイバーディスカバリは、IPv4で使用されていた ARP、ICMPルータ探索、およ
び ICMPリダイレクトに代わるものです。

信頼できるバインディングテーブルデータベースを構築するために、IPv6ネイバーディスカ
バリ検査によってネイバーディスカバリメッセージが分析され、準拠しない IPv6ネイバー
ディスカバリパケットはドロップされます。内のネイバーバインディングテーブルでは、各

IPv6アドレスと、アソシエートされたMACアドレスが追跡されます。クライアントは、ネイ
バーバインディングタイマーに従って、テーブルから消去されます。

ネイバー探索抑制

ワイヤレスクライアントの IPv6アドレスは、deviceによってキャッシュされます。deviceが
IPv6アドレスを検索する NSマルチキャストを受信して、deviceによって特定された目的のア
ドレスがクライアントのいずれかに属している場合、deviceはクライアントに代わってNAメッ
セージで応答します。このプロセスによって IPv4のアドレス解決プロトコル（ARP）テーブ
ルと同等のテーブルが生成されますが、より効率的であり、たいていの場合、使用されるメッ

セージは少なくなります。

deviceがプロキシのように動作しNAで応答するのは、ipv6 nd suppressコマンドが設定されて
いる場合だけです。

（注）

deviceにワイヤレスクライアントの IPv6アドレスがない場合、deviceは NAで応答せず、NS
パケットをワイヤレス側に転送します。この問題を解決するために、NSマルチキャストフォ
ワーディングノブが用意されています。このノブがイネーブルの場合、deviceは存在しない
（キャッシュ欠落）IPv6アドレスのNSパケットを取得し、ワイヤレス側に転送します。この
パケットは、目的のワイヤレスクライアントに到達し、クライアントは NAで応答します。

このキャッシュミスシナリオが発生するのはまれで、完全な IPv6スタックが実装されていな
いクライアントが、NDP時にそれらの IPv6アドレスをアドバタイズしない可能性はほとんど
ありません。
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RAガード
RAガード機能は、ワイヤレスクライアントから送信されるルータアドバタイズメントをド
ロップすることで、IPv6ネットワークのセキュリティを強化します。この機能が設定されてい
ないと、誤設定されたか、または悪意のある IPv6クライアントが、多くの場合は高順位でク
ライアント自体をネットワークのルータとしてアナウンスし、正規の IPv6ルータよりも優先
される可能性があります。デフォルトでは、RAガードは常にコントローラ上で有効になって
います。

RAスロットリング
RAスロットリングは、コントローラがワイヤレスネットワーク宛ての RAパケットを強制的
に制限できるようにします。RAスロットリングを有効にすることにより、多数の RAパケッ
トを送信するルータを最小限の頻度に調整することができ、その場合も IPv6クライアントの
接続は維持されます。クライアントが RSパケットを送信すると、RAがクライアントに返送
されます。このRAは、コントローラを通過でき、クライアントにユニキャストされます。こ
のプロセスによって、新しいクライアントやローミングクライアントがRAスロットリングの
影響を受けないようにすることができます。

IPv6クライアントアドレスラーニングの前提条件
IPv6クライアントアドレスラーニングを設定する前に、IPv6をサポートするようにクライア
ントを設定します。

ワイヤレス IPv6クライアント接続を有効にするには、基礎となる有線ネットワークで、SLAAC
や DHCPv6などの IPv6ルーティングおよびアドレス割り当て機能をサポートしている必要が
あります。ワイヤレス LANコントローラには、IPv6ルータに隣接する L2が必要です。

RAスロットルポリシーの設定（CLI）
強制的に制限できるように RAスロットルポリシーを設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal
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目的コマンドまたはアクション

ルータアドバタイズメント（RA）ス
ロットラポリシー名を定義して、IPv6

ipv6 nd ra-throttler policy
ra-throttler1

例：

ステップ 2

RAスロットルポリシーコンフィギュ
レーションモードを開始します。Device(config)# ipv6 nd ra-throttler

policy ra-throttler1

IPv6RAスロットラポリシーのスロット
ル期間を設定します。

throttleperiod500

例：

ステップ 3

Device(config-nd-ra-throttle)#
throttleperiod 500

スロットル期間ごとに、VLANあたりの
マルチキャスト RAを制限します。

max-through10

例：

ステップ 4

Device(config-nd-ra-throttle)#
max-through 500

RAスロットラポリシーのスロットル期
間ごとに、デバイスあたりのマルチキャ

スト RA数を制限します。

allow-atleast 5 at-most 10

例：

Device(config-nd-ra-throttle)#
allow-atleast 5 at-most 10

ステップ 5

VLANへの RAスロットルポリシーの適用（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Services] > [RA Throttle Policy]を選択します。

ステップ 2 [Add]をクリックします。[Add RA Throttle Policy]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [Name]フィールドにポリシーの名前を入力します。

ステップ 4 [Medium Type]ドロップダウンリストから必要なオプションを選択します。

ステップ 5 [Throttle Period]フィールドに値を入力します。RAスロットリングは、VLANに対する [Max
Through]制限に達した後、または特定のルータに対する [Allow At-Most]値に達した後にのみ
実行されます。

ステップ 6 [Max Through]フィールドに、スロットリングが実行される前に送信可能な、VLAN上の RA
パケットの最大数を入力します。[No Limit]オプションを使用すると、スロットリングは実行
されず、RAパケット数が無制限になります。

ステップ 7 [Interval Option]を選択します。このオプションは、IPv6 RAパケットに設定された RFC 3775
値に基づいて、デバイスのさまざまな動作を許可します。

• [Ignore]：RAスロットルが、インターバルオプションの指定されたパケットを通常の RA
として処理し、有効である場合はスロットリングが適用されるようにします。
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• Inherit

• [Passthrough]：RFC 3775インターバルオプションが指定されたRAメッセージがスロット
リングなしで通過することを許可します。

• [Throttle]：インターバルオプションが指定されたRAパケットに、常にレート制限が適用
されるようにします。

ステップ 8 [At Least Multicast RAs]フィールドに、スロットリングが実行される前にマルチキャストとし
て送信できる、ルータごとの RAパケットの最小数を入力します。

ステップ 9 [At Most Multicast RAs]フィールドに、スロットリングが実行される前にマルチキャストとし
て送信できる、ルータごとの RAパケットの最大数を入力します。[No Limit]オプションを使
用すると、ルータを通過する RAパケット数が無制限になります。

ステップ 10 [Add & Apply to Device]ボタンをクリックします。

VLANへの RAスロットルポリシーの適用（CLI）
VLANに RAスロットルポリシーを適用します。RAスロットリングを有効にすることによ
り、多数のRAパケットを送信するルータを最小限の頻度に調整することができ、その場合も
IPv6クライアントの接続は維持されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

VLANまたはVLANの集合を設定して、
VLANコンフィギュレーションモード
を開始します。

vlan configuration 1

例：

Device(config)# vlan configuration 1

ステップ 2

VLANまたは VLANの集合に IPv6 RA
スロットルポリシーを接続します。

ipv6 nd ra throttler attach-policy
ra-throttler1

例：

ステップ 3

Device(config-vlan)# ipv6 nd ra
throttler attach-policy ra-throttler1

IPv6クライアントの IPアドレスラーニング
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インターフェイスでの IPv6の設定
インターフェイスで IPv6を設定するには、次の手順に従います。

始める前に

クライアント上の IPv6および有線インフラストラクチャ上の IPv6サポートをイネーブルにし
ます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

パスワードを入力します（要求された場

合）。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

インターフェイスを作成して、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface vlan 1

例：

Device(config)# interface vlan 1

ステップ 3

リンクローカルオプションを使用して

インターフェイスで IPv6アドレスを設
定します。

ip address fe80::1 link-local

例：

Device(config-if)# ip address
198.51.100.1 255.255.255.0

ステップ 4

Device(config-if)# ipv6 address
fe80::1 link-local

Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64

Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:0:E000::F/64

（任意）インターフェイス上で IPv6を
イネーブルにします。

ipv6 enable

例：

ステップ 5

Device(config)# ipv6 enable

インターフェイスモードを終了します。end

例：

ステップ 6

Device(config)# end
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スイッチでの DHCPプールの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Administration] > [DHCP]を選択します。

ステップ 2 [Add]ボタンをクリックします。[Create DHCP Pool]ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 3 [DHCP Pool Name]フィールドにプール名を入力します。名前の長さは 236文字以下にする必
要があります。

ステップ 4 [IP Type]ドロップダウンリストから [IPv4]または [IPv6]のいずれかを選択します。

ステップ 5 [Network]フィールドに IPアドレスを入力します。

ステップ 6 [Subnet Mask]ドロップダウンリストから、使用可能なサブネットマスクのいずれかを選択し
ます。

ステップ 7 [Starting ip]フィールドに IPアドレスを入力します。

ステップ 8 [Ending ip]フィールドに IPアドレスを入力します。

ステップ 9 必要に応じて DHCPプールを予約する場合は、[Reserved Only]フィールドのステータスを
[Enabled]に設定します。

ステップ 10 [Lease]ドロップダウンリストから必要なオプションを選択します。

ステップ 11 [Lease]ドロップダウンリストから [User Defined]オプションを選択すると、[(0-365 days)]、
[(0-23 hours)]、および [(0-59 minutes)]フィールドが有効になります。適切な値を入力します。

ステップ 12 [Save & Apply to Device]ボタンをクリックします。

スイッチでの DHCPプールの設定
インターフェイスで DHCPプールを設定するには、次の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

パスワードを入力します（要求された場

合）。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

Device# configure terminal

コンフィギュレーションモードを開始

し、VLANの IPv6 DHCPプールを設定
します。

ipv6 dhcp pool Vlan21

例：

Device(config)# ipv6 dhcp pool vlan1

ステップ 3

コンフィギュレーション DHCPモード
を開始し、VLANのアドレスプールと
そのライフタイムを設定します。

address prefix
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64
lifetime 300 10

例：

ステップ 4

Device(config-dhcpv6)# address prefix
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::/64 lifetime
300 10

DHCPプールの DNSサーバを設定しま
す。

dns-server 2001:100:0:1::1

例：

ステップ 5

Device(config-dhcpv6)# dns-server
2001:20:21::1

完全な非修飾ホスト名になるようにドメ

イン名を設定します。

domain-name example.com

例：

ステップ 6

Device(config-dhcpv6)# domain-name
example.com

特権 EXECモードに戻ります。また、
Ctrl+Zキーを押しても、グローバルコ

end

例：

ステップ 7

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

スイッチでの DHCPを使用しないステートレス自動アド
レス設定の設定（CLI）

DHCPを使用しないステートレス自動アドレス設定を指定するには、次の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

パスワードを入力します（要求された場

合）。
Device> enable
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

インターフェイスを作成して、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface vlan 1

例：

Device(config)# interface vlan 1

ステップ 3

リンクローカルオプションを使用して

インターフェイスで IPv6アドレスを設
定します。

ip address fe80::1 link-local

例：

Device(config-if)# ip address
198.51.100.1 255.255.255.0

ステップ 4

Device(config-if)# ipv6 address
fe80::1 link-local

Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64

Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:0:E000::F/64

（任意）インターフェイス上で IPv6を
イネーブルにします。

ipv6 enable

例：

ステップ 5

Device(config)# ipv6 enable

接続されたホストで、アドレスの取得に

ステートフル自動設定が使用されないよ

うにします。

no ipv6 nd managed-config-flag

例：

Device(config)# interface vlan 1
Device(config-if)# no ipv6 nd
managed-config-flag

ステップ 6

接続されたホストで、DHCPからの非ア
ドレスオプションの取得に（ドメイン

no ipv6 nd other-config-flag

例：

ステップ 7

など）ステートフル自動設定が使用され

ないようにします。
Device(config-if)# no ipv6 nd
other-config-flag

特権 EXECモードに戻ります。また、
Ctrl+Zキーを押しても、グローバルコ

end

例：

ステップ 8

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config)# end

IPv6クライアントの IPアドレスラーニング
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スイッチでの DHCPを使用したステートレス自動アドレ
ス設定の指定

DHCPを使用したステートレス自動アドレス設定を指定するには、次の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにしま
す。

enable

例：

ステップ 1

パスワードを入力します（要求された場

合）。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

インターフェイスを作成して、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface vlan 1

例：

Device(config)# interface vlan 1

ステップ 3

リンクローカルオプションを使用して

インターフェイスで IPv6アドレスを設
定します。

ip address fe80::1 link-local

例：

Device(config-if)# ip address
198.51.100.1 255.255.255.0

ステップ 4

Device(config-if)# ipv6 address
fe80::1 link-local

Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:1:FFFF:1234::5/64

Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:0:0:E000::F/64

（任意）インターフェイス上で IPv6を
イネーブルにします。

ipv6 enable

例：

ステップ 5

Device(config)# ipv6 enable

接続されたホストで、アドレスの取得に

ステートフル自動設定が使用されないよ

うにします。

no ipv6 nd managed-config-flag

例：

Device(config)# interface vlan 1
Device(config-if)# no ipv6 nd
managed-config-flag

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

接続されたホストで、DHCPからの非ア
ドレスオプションの取得に（ドメイン

ipv6 nd other-config-flag

例：

ステップ 7

など）ステートフル自動設定が使用され

ないようにします。
Device(config-if)# no ipv6 nd
other-config-flag

インターフェイスモードを終了します。end

例：

ステップ 8

Device(config)# end

ネイティブ IPv6

IPv6について
IPv6は、デジタルネットワーク上のデータ、音声、およびビデオトラフィックの交換に使用
されるパケットベースのプロトコルです。IPv6は IPに基づいていますがアドレス空間が大幅
に拡大されており、メインヘッダーと拡張ヘッダーが簡素化されるなどの改善が行われていま

す。IPv6のアーキテクチャは、既存の IPv4ユーザがエンドツーエンドのセキュリティ、Quality
OfService（QoS）、およびグローバルに一意のアドレスなどのサービスを引き続き利用しなが
ら、簡単に IPv6へ移行できるように設計されています。拡大された IPv6アドレス空間によ
り、ネットワークのスケーラビリティが可能となり、グローバルな到達可能性が提供されま

す。

IPv4アドレスを使用して IPv4ネットワークで動作する機能は、IPv6アドレスを使用して IPv6
ネットワークでも動作します。

（注）

一般的な注意事項

•
•
•ワイヤレス管理インターフェイスには、スタティック IPv6アドレスを 1つだけ設定する
必要があります。

• IPv6ネイバー探索：ワイヤレス管理インターフェイスおよびクライアント VLANでルー
タアドバタイズメントを抑制する必要があります（IPv6がクライアント VLANで設定さ
れている場合）。

•優先モードは、AP接続プロファイルに含まれます。優先モードを IPv6として設定する
と、APは最初に IPv6を介した接続を試みます。無効にしなかった場合、APは IPv4に
フォールバックします。

• APおよびクライアントの RAトレースにはMACアドレスを使用する必要があります。

IPv6クライアントの IPアドレスラーニング
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サポートされない機能

• UDP Liteはサポートされていません。

• IPv6を介した APスニッファはサポートされていません。

• IPv6は、HAポートインターフェイスではサポートされていません。

• IPv6を介した自動 RFグループ化はサポートされていません。静的 RFグループ化のみが
サポートされます。

IPv6アドレッシングの設定
IPv6を設定するには、次の手順に従います。

IPv4アドレスを使用して IPv4ネットワークで動作する機能はすべて、IPv6アドレスを使用し
て IPv6ネットワークでも動作します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

ユニキャスト用に IPv6を設定します。ipv6 unicast-routing

例：

ステップ 2

Device(config)# ipv6 unicast-routing

インターフェイスを作成して、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface vlan 1

例：

Device(config)# interface vlan 1

ステップ 3

グローバルIPv6アドレスを指定します。ipv6 address ipv6-address

例：

ステップ 4

Device(config-if)# ipv6 address
FD09:9:2:49::53/64

インターフェイス上で IPv6をイネーブ
ルにします。

ipv6 enable

例：

ステップ 5

Device(config-if)# ipv6 enable

インターフェイス上で IPv6ルータアド
バタイズメントの送信を抑制します。

ipv6 nd ra suppress all

例：

ステップ 6

Device(config-if)# ipv6 nd ra suppress
all

IPv6クライアントの IPアドレスラーニング
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 7

Device(config-if)# exit

ワイヤレス管理インターフェイスで、サ

ポートされているAPに接続されている
ポートを設定します。

wireless management interface
gigabitEthernet
gigabitEthernet-interface-number <0-1>

例：

ステップ 8

Device(config)# wireless management
interface gigabitEthernet 0

IPv6スタティックルートを指定します。ipv6 route ipv6-address

例：

ステップ 9

Device(config)# ipv6 route ::/0
FD09:9:2:49::1

AP接続プロファイルの作成（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Services] > [AP Join]を選択します。

ステップ 2 [AP Join Profile]ページで [General]タブを選択し、[Add]をクリックします。

ステップ 3 [Name]フィールドに AP接続プロファイルの名前を入力します。

ステップ 4 （任意）AP接続プロファイルの説明を入力します。

ステップ 5 [CAPWAP] > [Advanced]タブをクリックします。

ステップ 6 [PreferredMode]ドロップダウンリストから [IPv6]を選択します。APの優先モードを IPv6に設
定します。

ステップ 7 [Save & Apply to Device]をクリックします。

AP接続プロファイルの作成（CLI）

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal
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目的コマンドまたはアクション

APプロファイルを設定し、APプロファ
イルコンフィギュレーションモードを

開始します。

ap profile ap-profile

例：

Device(config)# ap profile
xyz-ap-profile

ステップ 2

APプロファイルの説明を追加します。description ap-profile-name

例：

ステップ 3

Device(config-ap-profile)# description
"xyz ap profile"

APの優先モードを IPv6に設定します。preferred-mode ipv6

例：

ステップ 4

Device(config-ap-profile)#
preferred-mode ipv6

プライマリコントローラとバックアップコントローラの設定（GUI）

始める前に

プライマリコントローラとバックアップコントローラを設定する前に、AP Joinプロファイル
がすでに設定済みであることを確認します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Tags & Profiles] > [AP Join] > > を選択します。

ステップ 2 [AP Join Profile]ページで、AP参加プロファイル名をクリックします。

ステップ 3 [Edit AP Join Profile]ウィンドウで [CAPWAP]タブをクリックします。

ステップ 4 [Backup Controller Configuration]の [High Availability]タブで、[Enable Fallback]チェックボック
スをオンにします。

ステップ 5 プライマリコントローラとセカンダリコントローラの名前および IPアドレスを入力します。

ステップ 6 [Update & Apply to Device]をクリックします。

プライマリコントローラとバックアップコントローラの設定（CLI）
選択したアクセスポイントのプライマリおよびセカンダリコントローラを設定するには、次

の手順に従います。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

APプロファイルを設定し、APプロファ
イルコンフィギュレーションモードを

開始します。

ap profile profile-name

例：

Device(config)# ap profile
yy-ap-profile

ステップ 2

プライマリバックアップコントローラ

名を使用して AP CAPWAPパラメータ
を設定します。

capwap backup primary
primary-controller-name
primary-controller-ip

例：

ステップ 3

Device(config)# capwap backup primary
WLAN-Controller-A 10.2.3.4

セカンダリバックアップコントローラ

名を使用して AP CAPWAPパラメータ
を設定します。

ap capwap backup secondary
secondary-controller-name
secondary-controller-ip

例：

ステップ 4

Device(config)# capwap backup secondary
WLAN-Controller-B 10.2.3.5

Cisco APのシステムロギングを設定し
ます。

syslog host ipaddress

例：

ステップ 5

Device(config)# syslog host 10.5.6.7

すべての Cisco APの TFTPサーバから
APイメージのダウングレードを開始し
ます。

tftp-downgrade tftp-server-ip imagename

例：

Device(config)# tftp-downgrade 10.6.7.8
testimage

ステップ 6

IPv6設定の確認
次の showコマンドを使用して、IPv6設定を確認します。
Device# show wireless interface summary

Wireless Interface Summary

Interface Name Interface Type VLAN ID IP Address IP Netmask MAC Address
---------------------------------------------------------------------------------------
Vlan49 Management 49 0.0.0.0 255.255.255.0 001e.f64c.1eff

fd09:9:2:49::54/64
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