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サイトごとのマップサーバのサポートについて
サイトごとのマップサーバ機能により、サイトごとのマップサーバと、クライアントのサブ

ネットに基づくマップサーバの選択がサポートされます。これにより、コントローラは複数の

サイトをサポートし、各サイトのトラフィックを分離することができます。

この機能は、Enterpriseと Guestの両方のマップサーバに適用されます。レイヤ 2仮想拡張可
能 LANネットワーク識別子ベース（L2VNIDベース）のマップサーバでは、L2 VNIDに基づ
いて適切なマップサーバを選択する必要があります。

次のリストに、APのクエリとクライアントの登録におけるマップサーバの選択順序を示しま
す。

• L3ごとの VNIDマップサーバ

•サイトごとの（APグループ）マップサーバ

•デフォルトまたはグローバルマップサーバ

利点

サイトごとのマップサーバ機能を使用すると次のような利点があります。
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•マップサーバとボーダーノードの水平スケーリングによる、単一の大規模なサイトを使
用できます。

•複数のサイト間でコントローラを共有できます。各サイトでは、独自のマップサーバと仮
想ネットワークまたはVNIDを持つことができ、引き続き各サイトからトラフィックをセ
グメント化できます。

• Enterpriseマップサーバを分離したまま、複数のサイト間でGuestマップサーバを共有でき
ます。

•同じ SSIDを異なるサイトにわたって使用できます。サイト内では、別の仮想ネットワー
クドメインに属することができます。

デフォルトマップサーバの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless] > [Fabric]を選択します。

ステップ 2 [Fabric]ページで、[Control Plane]タブをクリックします。

ステップ 3 [Control Plane Name]リストで、[default-control-plane]をクリックします。

ステップ 4 表示される [Edit Control Plane]ウィンドウで、[Add]をクリックします。

ステップ 5 マップサーバの IPアドレスを入力します。

ステップ 6 [Password Type]を [Unencrypted]または [AES]のいずれかに設定します。

ステップ 7 [Pre Shared Key]を入力します。

ステップ 8 [Save]をクリックします。

ステップ 9 [Update & Apply to Device]をクリックします。

デフォルトマップサーバの設定（CLI）
デフォルトマップサーバを設定するには、次の手順に従います。

始める前に

•グローバルマップサーバは、APクエリ（APの join時）とクライアント登録（クライア
ントの join時）の両方に使用されるデフォルトのマップサーバです。

• LISPコントロールプレーンは本質的に冗長性をサポートしていないため、冗長性を確保
するためにマップサーバをペアで設定することを推奨します。
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•マップサーバセットを共有するにはマップサーバグループを作成します。このグループ
は、サイトプロファイル、ファブリックプロファイル、レイヤ 2およびレイヤ 3VNID間
で共有できるほか、デフォルトマップサーバとも共有できます。

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

コントロールプレーン名を設定します。wireless fabric control-plane
control-plane-name

ステップ 2

コントロールプレーン名を指定しない

場合は、自動生成されるデフォルトのコ

ントロールプレーンが使用されます。

例：

Device(config)# wireless fabric
control-plane test-map

コントロールプレーンの IPアドレスと
キーを設定します。

ip address ip-address key pre-shared-key

例：

ステップ 3

Device((config-wireless-cp)#ip address
10.12.13.14 key secret

サイトごとのマップサーバの設定（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参加プロファイル
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。
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サイトごとのマップサーバの設定（CLI）
サイトタグの下にサイトごとのMAPサーバを設定するには、次の手順に従います。

始める前に

各サイトまたは各 APグループに対してマップサーバを設定できます。.マップサーバが各
VNIDまたはサブネットに対して設定されていない場合は、サイトごとのマップサーバが AP
のクエリとクライアントの登録に使用されます。

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

サイトタグを設定し、サイトタグコン

フィギュレーションモードを開始しま

す。

wireless tag site site-tag

例：

Device(config)# wireless tag site
test-site

ステップ 2

ファブリックコントロールプレーン名

をサイトタグに関連付けます。

fabric control-plane map-server-name

例：

ステップ 3

Device(config-wireless-site)# fabric
control-plane test-map

各 VNIDのマップサーバの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless Plus] > [Fabric] > [Fabric Configuration]をクリックします。

ステップ 2 [Profiles]タブで、[Add]をクリックして新しいファブリックプロファイルを追加します。

ステップ 3 表示される [Add New Profile]ウィンドウに、プロファイルの名前と説明を入力します。

ステップ 4 L2 VNIDおよび SGTタグの詳細を指定します。

ステップ 5 [Map Servers]セクションで、サーバ 1の IPアドレスと事前共有キーの詳細を指定します。

ステップ 6 必要に応じて、サーバ 2の IPアドレスと事前共有キーの詳細を指定できます。

ステップ 7 [Save & Apply to Device]をクリックします。
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各 VNIDのマップサーバの作成
レイヤ 2およびレイヤ 3内の各 VNIDのマップサーバ、またはクライアント VNIDのマップ
サーバを設定するには、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

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

レイヤ 2およびレイヤ 3内の各VNIDの
マップサーバ、またはクライアント

VNIDのマップサーバを設定します。

次のいずれかを選択します。ステップ 2

• wireless fabric name vnid-map l2-vnid
l2-vnid l3-vnid l3vnid ip network-ip
subnet-mask control-plane
control-plane-name

• wireless fabric name vnid-map l2-vnid
l2-vnid control-plane
control-plane-name

例：

Device(config)# wireless fabric name
test1 l2-vnid 12 l3-vnid 10
ip 10.8.6.2 255.255.255.236
control-plane cp1

例：

Device(config)# wireless fabric name
test1 l2-vnid 22 control-plane cp1

ファブリックプロファイルの作成とタグおよび VNIDの
関連付け（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Wireless] > [Fabric]をクリックします。

ステップ 2 [FabricConfiguration]ページの [Profiles]タブで、[Add]をクリックして新しいプロファイルを追
加します。

ステップ 3 表示される [Add New Profile]ウィンドウに、プロファイルの名前と説明を入力します。

ステップ 4 L2 VNIDおよび SGTタグの詳細を指定します。
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ステップ 5 [Save & Apply to Device]をクリックします。

ファブリックプロファイルの作成とタグおよび VNIDの
関連付け（CLI）

ファブリックプロファイルを作成し、クライアントが属するVNIDとSGTタグをこのプロファ
イルに関連付けます。

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

ファブリックプロファイルを設定しま

す。

wireless profile fabric fabric-profile-name

例：

ステップ 2

Device(config)# wireless profile fabric
test-fabric

SGTタグを設定します。sgt-tag value

例：

ステップ 3

Device(config-wireless-fabric)# sgt-tag
5

クライアントのレイヤ 2 VNIDを設定し
ます。

client-l2-vnid vnid

例：

ステップ 4

Device(config-wireless-fabric)#
client-l2-vnid 10

マップサーバの設定の確認
マップサーバの設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

Device# show wireless fabric summary

Fabric Status : Enabled

Control-plane:
Name IP-address Key
Status
--------------------------------------------------------------------------------------------
test-map 10.12.13.14 test1 Down

サイトごとのマップサーバのサポート
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Fabric VNID Mapping:
Name L2-VNID L3-VNID IP Address Subnet
Control plane name
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

test1 12 10 10.6.8.9 255.255.255.236
test2

Device# show wireless fabric vnid mapping

Fabric VNID Mapping:
Name L2-VNID L3-VNID IP Address Subnet

Control Plane Name
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fabric1 1 0 9.6.51.0 255.255.255.0
map-server-name

Device# show wireless profile fabric detailed profile-name

Profile-name : fabric-ap
VNID : 1
SGT : 500
Type : Guest

Control Plane Name Control-Plane IP Control-Plane Key
--------------------------------------------------------------------------------
Ent-map-server 5.4.3.2 guest_1

Device# show ap name ap-name config general

Fabric status : Enabled
RLOC : 2.2.2.2
Control Plane Name : ent-map-server

Device# show wireless client mac mac-address detail

Fabric status : Enabled
RLOC : 2.2.2.2
Control Plane Name : ent-map-server

Device# show wireless tag site detailed site-tag

Site Tag Name : default-site-tag
Description : default site tag
----------------------------------------
AP Profile : default-ap-profile
Local-site : Yes
Fabric-control-plane: Ent-map-server
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