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パッシブクライアントについて
パッシブクライアントは、スタティック IPアドレスを使用して設定されるプリンタやデバイ
スなどのワイヤレスデバイスです。このようなクライアントは、APに関連付けられている場
合、IP情報を送信しません。そのため、コントローラは DHCPを使用しない限り、IPアドレ
スを認識しません。

コントローラでは、クライアントが Learn IP状態で表示されるだけで、DHCPポリシータイ
ムアウトによりタイムアウトになります。

このようなクライアントと TCPまたは IP通信を確立するには、次の手順を実行する必要があ
ります。

•各ワイヤレスプロファイルのパッシブクライアントを設定します。

• WLAN-VLANマッピングを使用して、WLANがマッピングされている VLANの詳細を調
べます。

• WLANに関連付けられているクライアントの DHCPタイマーを停止します。
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パッシブクライアント機能を動作させるには、次の方式を有効にする必要があります。

• VLAN上での ARPブロードキャスト

• LISPマルチキャストLISPマルチキャストの詳細については、次を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_lisp/configuration/xe-3s/irl-xe-3s-book/
irl-lisp-multicast.html

（注）

LISP（Locator ID Separation Protocol）の詳細については、次を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_lisp/configuration/xe-3s/irl-xe-3s-book/
irl-cfg-lisp.html

制限事項と考慮事項
•パッシブクライアントが有効または無効になると、デバッグメッセージがデータプレーン
に追加されます。

•データプレーンが ARP応答をコントロールプレーンに転送すると、デバッグメッセージ
が追加されます。

•データプレーンがパッシブクライアントの ARP要求を受信すると、デバッグメッセージ
が追加されます。

WLANポリシープロファイルでのパッシブクライアント
の有効化（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Tags & Profiles] > [Policy]ページを選択し、[Add]をクリックして [Add Policy
Profile]ページを開きます。

ステップ 2 [General]タブで、スライダを使用して [Passive Client]を有効にします。

ステップ 3 [Save & Apply to Device]をクリックします。
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WLANポリシープロファイルでのパッシブクライアント
の有効化（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

デフォルトポリシープロファイルを設

定します。

wireless profile policy default-policy-profile

例：

ステップ 2

Device(config)# wireless profile policy
default-policy-profile

パッシブクライアントを有効にします。[no] passive-client

例：

ステップ 3

Device(config-wlan)# [no]
passive-client

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 4

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config-wlan)# end

VLANでの ARPブロードキャストの有効化（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Layer2] > [VLAN]ページを選択し、[VLAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [Add]をクリックして、[Create VLAN]ウィンドウを表示します。

ステップ 3 スライダを使用して、[ARP Broadcast]を有効にします。

ステップ 4 [Save & Apply to Device]をクリックします。
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VLANでの ARPブロードキャストの有効化（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

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 vlan-id

例：

Device(config)# vlan configuration 1

ステップ 2

VLANで ARPブロードキャスティング
を有効にします。

[no] arp broadcast

例：

ステップ 3

Device(config-vlan)# [no] arp broadcast

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 4

ンフィギュレーションモードを終了で

きます。
Device(config-vlan)# end

ファブリック展開でのパッシブクライアントの設定

VLANでのブロードキャストアンダーレイの有効化

次の設定タスクはファブリックエッジノードからのみ実行できます。コントローラからは実行

できません。

（注）

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

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

LISPコンフィギュレーションモードを
開始します。

router lisp

例：

ステップ 2

FabricEdge(config)# router lisp

複数のサービスをグループ化するLISP
EIDインスタンスを作成します。この

instance-id instance

例：

ステップ 3

インスタンス IDでの設定は、下位のす
べてのサービスに適用できます。

FabricEdge(config-router-lisp)#
instance-id 3

IPv4アドレスファミリに対してレイヤ
3ネットワークサービスをイネーブル

service ipv4

例：

ステップ 4

にし、サービスサブモードを開始しま

す。
FabricEdge(config-router-lisp-instance)#
service ipv4

EIDを RLOCマッピング関係に設定し
ます。

database-mapping eid locator-set RLOC
name

例：

ステップ 5

FabricEdge(config-router-lisp-instance-dynamic-eid)#
database-mapping 66.66.66.64/32
locator-set rloc1

宛先EIDのスタティックマップ要求を
生成します。

map-cache destination-eidmap-request

例：

ステップ 6

FabricEdge(config-router-lisp-instance-service)#
map-cache 0.0.0.0/0 map-request

サービスサブモードを終了します。exit-service-ipv4

例：

ステップ 7

FabricEdge(config-router-lisp-instance-service)#
exit-service-ipv4

インスタンスサブモードを終了しま

す。

exit-instance-id

例：

ステップ 8

FabricEdge(config-router-lisp-instance)#
exit-instance-id

複数のサービスをグループ化するLISP
EIDインスタンスを作成します。

instance-id instance

例：

ステップ 9

FabricEdge(config-router-lisp)#
instance-id 101

レイヤ 2ネットワークサービスをイ
ネーブルにし、サービスサブモードを

開始します。

service ethernet

例：

FabricEdge(config-router-lisp-instance)#
service ethernet

ステップ 10
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目的コマンドまたはアクション

以前に設定した LISPインスタンス ID
を、エンドポイント識別子のアドレス

空間の VLANに関連付けます。

eid-table vlan vlan-number

例：

FabricEdge(config-router-lisp-instance-service)#
eid-table vlan 101

ステップ 11

オーバーレイレイヤ 2ブロードキャス
トトラフィックを伝送するように、ア

broadcast-underlay multicast-group

例：

ステップ 12

ンダーレイが使用するマルチキャスト

グループを指定します。
FabricEdge(config-router-lisp-instance-service)#
broadcast-underlay 239.0.0.1

サービスサブモードを終了します。exit-service-ethernet

例：

ステップ 13

FabricEdge(config-router-lisp-instance-service)#
exit-service-ethernet

インスタンスサブモードを終了しま

す。

exit-instance-id

例：

ステップ 14

FabricEdge(config-router-lisp-instance)#
exit-instance-id

ARPフラッディングの有効化

次の設定タスクはファブリックエッジノードからのみ実行できます。コントローラからは実行

できません。

（注）

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

FabricEdge# configure terminal

LISPコンフィギュレーションモードを
開始します。

router lisp

例：

ステップ 2

FabricEdge(config)# router lisp

複数のサービスをグループ化するLISP
EIDインスタンスを作成します。この

instance-id instance

例：

ステップ 3

インスタンス IDでの設定は、下位のす
べてのサービスに適用できます。

FabricEdge(config-router-lisp)#
instance-id 3

SD-Accessでのパッシブクライアントの設定（SDA-ワイヤレス）
6

SD-Accessでのパッシブクライアントの設定（SDA-ワイヤレス）

ARPフラッディングの有効化



目的コマンドまたはアクション

IPv4アドレスファミリに対してレイヤ
3ネットワークサービスをイネーブル

service ipv4

例：

ステップ 4

にし、サービスサブモードを開始しま

す。
FabricEdge(config-router-lisp-instance)#
service ipv4

EIDを RLOCマッピング関係に設定し
ます。

database-mapping eid locator-set RLOC
name

例：

ステップ 5

FabricEdge(config-router-lisp-instance-dynamic-eid)#
database-mapping 66.66.66.64/32
locator-set rloc1

宛先EIDのスタティックマップ要求を
生成します。

map-cache destination-eidmap-request

例：

ステップ 6

FabricEdge(config-router-lisp-instance-service)#
map-cache 0.0.0.0/0 map-request

サービスサブモードを終了します。exit-service-ipv4

例：

ステップ 7

FabricEdge(config-router-lisp-instance-service)#
exit-service-ipv4

インスタンスサブモードを終了しま

す。

exit-instance-id

例：

ステップ 8

FabricEdge(config-router-lisp-instance)#
exit-instance-id

複数のサービスをグループ化するLISP
EIDインスタンスを作成します。

instance-id instance

例：

ステップ 9

FabricEdge(config-router-lisp)#
instance-id 101

レイヤ 2ネットワークサービスをイ
ネーブルにし、サービスサブモードを

開始します。

service ethernet

例：

FabricEdge(config-router-lisp-instance)#
service ethernet

ステップ 10

以前に設定した LISPインスタンス ID
を、エンドポイント識別子のアドレス

空間の VLANに関連付けます。

eid-table vlan vlan-number

例：

FabricEdge(config-router-lisp-instance-service)#
eid-table vlan 101

ステップ 11

ARPフラッディングを有効にします。flood arp-nd

例：

ステップ 12

FabricEdge(config-router-lisp-instance-service)#
flood arp-nd
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目的コマンドまたはアクション

EIDを RLOCマッピング関係に設定し
ます。

database-mappingmac locator-set RLOC
name

例：

ステップ 13

FabricEdge(config-router-lisp-instance-service)#
database-mapping mac locator-set
rloc1

サービスサブモードを終了します。exit-service-ethernet

例：

ステップ 14

FabricEdge(config-router-lisp-instance-service)#
exit-service-ethernet

インスタンスサブモードを終了しま

す。

exit-instance-id

例：

ステップ 15

FabricEdge(config-router-lisp-instance)#
exit-instance-id

パッシブクライアントの設定の確認
パッシブクライアントのステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。

Device# show wireless profile policy detailed sample-profile-policy
Policy Profile Name : sample-profile-policy
Description : sample-policy
Status : ENABLED
VLAN : 20
Client count : 0
Passive Client : ENABLED <--------------------
WLAN Switching Policy
Central Switching : ENABLED
Central Authentication : ENABLED
Central DHCP : DISABLED
Override DNS : DISABLED
Override NAT PAT : DISABLED
Central Assoc : DISABLED

WLAN ACL
IPv4 ACL : Not Configured
IPv6 ACL : Not Configured
Layer2 ACL : Not Configured

WLAN Timeout
Session Timeout : 1800
Idle Timeout : 300
Idle Threshold : 0

WLAN Local Profiling

ARPブロードキャストが有効になっている VLANを確認するには、次のコマンドを使用しま
す。

Device# show platform software arp broadcast
Arp broadcast is enabled on vlans:
20
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