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FlexConnect グループについて
お使いの FlexConnectアクセスポイントをまとめて管理するために、FlexConnectグループを作成
して、特定のアクセスポイントをそれらのグループに割り当てることができます。

グループ内のすべての FlexConnectアクセスポイントは、同じバックアップ RADIUSサーバ、
CCKM、およびローカル認証の設定情報を共有します。この機能は、リモートオフィス内や建物
のフロア上に複数の FlexConnectアクセスポイントがあり、それらすべてを一度に設定する場合
に役立ちます。たとえば、FlexConnectに対してバックアップ RADIUSサーバを 1つ設定してお
けば、個々のアクセスポイント上で同じサーバを設定する必要はありません。
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次の図は、ブランチオフィスでのバックアップ RADIUSサーバを使用した FlexConnectの一般的
な導入です。

図 1：FlexConnect グループの導入

FlexConnect グループおよびバックアップ RADIUS サーバ
スタンドアロンモードの FlexConnectアクセスポイントがバックアップ RADIUSサーバに対して
完全な 802.1X認証を実行できるように、コントローラを設定することができます。プライマリ
バックアップ RADIUSサーバを設定することも、プライマリとセカンダリの両方のバックアップ
RADIUSサーバを設定することもできます。 FlexConnectアクセスポイントが 2つのモード、ス
タンドアロンまたは接続の場合に、これらのサーバを使用することができます。

FlexConnect グループおよび CCKM
FlexConnectグループは、FlexConnectアクセスポイントと共に使用する CCKM高速ローミングで
必要となります。 CCKM高速ローミングは、ワイヤレスクライアントを別のアクセスポイント
にローミングする際に簡単かつ安全にキー交換できるように、完全なEAP認証が実行されたマス
ターキーの派生キーをキャッシュすることにより実現します。この機能により、クライアントを

あるアクセスポイントから別のアクセスポイントへローミングする際に、完全な RADIUS EAP
認証を実行する必要がなくなります。 FlexConnectアクセスポイントでは、アソシエートする可
能性のあるすべてのクライアントに対するCCKMキャッシュ情報を取得する必要があります。そ
れにより、CCKMキャッシュ情報をコントローラに送り返さずに、すばやく処理できます。たと
えば、300台のアクセスポイントを持つコントローラと、アソシエートする可能性のある 100台
のクライアントがある場合、100台すべてのクライアントに対して CCKMキャッシュを送信する
ことは現実的ではありません。少数のアクセスポイントから成る FlexConnectを作成すれば（た
とえば、同じリモートオフィス内の 4つのアクセスポイントのグループを作成）、クライアント
はその 4つのアクセスポイント間でのみローミングします。CCKMキャッシュがその 4つのアク
セスポイント間で配布されるのは、クライアントがアクセスポイントの 1つにアソシエートする
ときだけとなります。
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FlexConnectアクセスポイントと FlexConnect以外のアクセスポイントとの間の CCKM高速
ローミングはサポートされていません。

（注）

FlexConnect グループおよび Opportunistic Key Caching
7.0.116.0リリースから、FlexConnectグループによって、Opportunistic Key Caching（OKC）はクラ
イアントの高速ローミングを可能にします。 OKCは、同じ FlexConnectグループにあるアクセス
ポイントの PMKキャッシングを使用して高速ローミングを容易にします。

この機能により、クライアントをあるアクセスポイントから別のアクセスポイントへローミング

する際に、完全な認証を実行する必要がなくなります。クライアントが 1つの FlexConnectアク
セスポイントから別のアクセスポイントにローミングするたびに、FlexConnectグループアクセ
スポイントはキャッシュされた PMKを使用して PMKIDを計算します。

FlexConnectアクセスポイントで PMKキャッシュエントリを参照するには、show capwap reap
pmkコマンドを使用します。この機能は、Cisco FlexConnectアクセスポイントでのみサポートさ
れています。 PMKキャッシュエントリは、非 FlexConnectアクセスポイント上では表示できま
せん。

WPA2/802.1x認証中に PMKが生成される場合、FlexConnectアクセスポイントは接続モード
になっている必要があります。

（注）

OKCまたは CCKMに対して FlexConnectグループを使用する場合、PMKキャッシュは、同じ
FlexConnectグループの一部で同じコントローラにアソシエートされているアクセスポイント間で
のみ共有されます。アクセスポイントが同じ FlexConnectグループにあっても、同じモビリティ
グループの一部である別のコントローラにアソシエートされている場合、PMKキャッシュは更新
されず、CCKMローミングは失敗します。

FlexConnect グループおよびローカル認証
スタンドアロンモードの FlexConnectアクセスポイントが最大 100人の静的に設定されたユーザ
に対して LEAP、EAP-FAST、PEAP、または EAP-TLS認証を実行できるように、コントローラを
設定できます。コントローラは、各 FlexConnectアクセスポイントがコントローラに joinしたと
きに、ユーザ名とパスワードの静的リストをその FlexConnectアクセスポイントに送信します。
グループ内の各アクセスポイントは、そのアクセスポイントにアソシエートされたクライアント

のみを認証します。

この機能が適しているのは、企業が自律アクセスポイントネットワークからLightweightFlexConnect
アクセスポイントネットワークに移行するときに、大きなユーザデータベースを保持したくな

い場合、または自律アクセスポイントの持つRADIUSサーバ機能の代わりとなる別のハードウェ
アデバイスを追加したくない場合です。
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APローカル認証が有効な場合、LEAP、EAP-FAST、PEAP、または EAP-TLS認証を設定でき
ます。

（注）

APがクライアントに証明書を送信しなければならないため、APに証明書をプロビジョニングす
る必要があります。コントローラにベンダーデバイス証明書およびベンダー CA証明書をダウン
ロードします。コントローラはAPにこれらの証明書を送ります。コントローラにベンダーデバ
イス証明書およびベンダーCA証明書を設定しない場合、FlexConnectグループに関連するAPは、
多くの無線クライアントが認識しない可能性のあるコントローラの自己署名証明書をダウンロー

ドします。

EAP-TLSを使用すると、クライアントのルート CAが APのルート CAと異なる場合、APはクラ
イアント証明書を認識および受理しません。企業の公開キーインフラストラクチャ（PKI）を使
用する場合、コントローラが FlexConnectグループのAPに証明書を渡せるように、コントローラ
にベンダーデバイス証明書およびベンダー CA証明書をダウンロードする必要があります。クラ
イアントと APの共通ルート CAを使用しないと、EAP-TLSはローカル APで失敗します。 APは
外部 CAを検査することができず、クライアントの証明書検証のために自身の CAチェーンを利
用します。

ローカル証明書および CA証明書のための APのスペースは約 7 KBです。つまり短いチェーンの
みが適応します。長いチェーンまたは複数のチェーンはサポートされません。

この機能は、FlexConnectバックアップRADIUSサーバ機能とともに使用できます。FlexConnect
がバックアップ RADIUSサーバとローカル認証の両方で設定されている場合、FlexConnectア
クセスポイントは、まずプライマリバックアップ RADIUSサーバの認証を試行します。その
後、セカンダリバックアップ RADIUSサーバを試行し（プライマリに接続できない場合）、
最後に FlexConnectアクセスポイント自身の認証を試行します（プライマリとセカンダリの両
方に接続できない場合）。

（注）

FlexConnectグループの数と Cisco WLCモデルに対するアクセスポイントサポートについては、
それぞれの Cisco WLCモデルのデータシートを参照してください。

FlexConnect グループと VLAN サポート
VLANサポートとVLANIDはFlexConnectグループごとに設定できます。これにより、FlexConnect
グループ内のすべてのAPが、VLANサポート、ネイティブVLAN、およびWLAN-VLANマッピ
ングを含む VLAN設定を FlexConnectグループから継承できます。

VLANサポートが有効になっている FlexConnectグループにローカルモード APを追加した場合
は、APが FlexConnect APに変換され、FlexConnectグループ内のWLAN-VLANマッピングを継承
します。

この機能は、FlexConnectをサポートするすべてのWLCモデルとFlexConnectモードをサポートす
るすべての APでサポートされます。
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構成の考慮事項

• FlexConnectグループにオーバーライドフラグが設定されている場合は、APでの VLANサ
ポート、ネイティブ VLAN ID、WLAN-VLANマッピング、および継承レベルの変更が許可
されません。

•継承レベルの設定は、FlexConnectAPで使用できます。AP上でAP固有のVLANサポート、
ネイティブVLANID、およびVLAN-WLANマッピングを設定するには、これを [MakeVLAN
AP Specific]に設定する必要があります。この変更は、グループのオーバーライドフラグが
無効になっている場合にのみ実行できることに注意してください。

WLC GUIでこれを実現するには、 [Wireless] > [All APs]の順に選択して、AP名をクリック
します。 [FlexConnect]タブで、ドロップダウンリストから [Make VLAN AP Specific]を選択
します。

アップグレードとダウングレードの留意点

•リリース 8.1にアップグレードするときに、FlexConnectグループにWLAN-VLANマッピン
グが含まれていた場合は、アップグレード後に、VLANサポートが有効にされ、ネイティブ
VLANが1に設定されます。そうでない場合は、FlexConnectグループに対するVLANサポー
トが無効のままになります。 FlexConnectグループのオーバーライドフラグは無効にされま
す。

•リリース 8.1からダウングレードすると、VLANサポートとネイティブ VLAN IDが AP単位
になり、WLAN-VLANマッピングが以前の継承モデルに従います。

FlexConnect グループの設定

FlexConnect グループの設定（GUI）

ステップ 1 [Wireless] > [FlexConnect Groups]を選択して、[FlexConnect Groups]ページを開きます。
このページでは、これまでに作成されたすべての FlexConnectグループが表示されます。

既存のグループを削除するには、そのグループの青いドロップダウンの矢印の上にカーソルを

置いて [Remove]を選択します。
（注）
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ステップ 2 [New]をクリックして、新しい FlexConnectグループを作成します。

ステップ 3 [FlexConnect Groups > New]ページで、[Group Name]テキストボックスに新しいグループの名前を入力し
ます。最大 32文字の英数字を入力できます。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。新しいグループが [FlexConnect Groups]ページに表示されます。

ステップ 5 グループのプロパティを編集するには、目的のグループの名前をクリックします。 [FlexConnect Groups >
Edit]ページが表示されます。

ステップ 6 プライマリRADIUSサーバをこのグループに対して設定する場合（たとえば、アクセスポイントが802.1X
認証を使用する場合）は、[Primary RADIUS Server]ドロップダウンリストから目的のサーバを選択しま
す。それ以外の場合は、そのテキストボックスの設定をデフォルト値の [None]のままにします。

IPv6 RADIUSサーバは設定できません。 IPv4設定のみがサポートされま
す。

（注）

ステップ 7 セカンダリRADIUSサーバをこのグループに対して設定する場合は、[Secondary RADIUS Server]ドロップ
ダウンリストからサーバを選択します。それ以外の場合は、そのフィールドの設定をデフォルト値の

[None]のままにします。

ステップ 8 次の手順に従って、FlexConnectグループに RADIUSサーバを設定します。
a) RADIUSサーバの IPアドレスを入力します。
b) サーバタイプとしてプライマリまたはセカンダリを選択します。
c) 共有の秘密を入力して、RADIUSサーバにログインし、確認用の入力をします。
d) ポート番号を入力します。
e) [Add]をクリックします。

ステップ 9 アクセスポイントをグループに追加するには、[Add AP]をクリックします。追加のフィールドが、ペー
ジの [Add AP]の下に表示されます。

ステップ 10 次のいずれかの作業を実行します。

•このコントローラに接続されているアクセスポイントを選択するには、[Select APs from Current
Controller]チェックボックスをオンにして、[APName]ドロップダウンリストからアクセスポイント
の名前を選択します。

このコントローラ上のアクセスポイントを選択すると、不一致が起こらないように、アク

セスポイントのMACアドレスが自動的に [Ethernet MAC]テキストボックスに入力されま
す。

（注）

•別のコントローラに接続されているアクセスポイントを選択するには、[Select APs from Current
Controller]チェックボックスをオフのままにして、そのアクセスポイントのMACアドレスを [Ethernet
MAC]テキストボックスに入力します。

同じグループ内の FlexConnectアクセスポイントがそれぞれ別のコントローラに接続され
ている場合は、すべてのコントローラが同じモビリティグループに属している必要があり

ます。

（注）

ステップ 11 [Add]をクリックして、アクセスポイントをこの FlexConnectグループに追加します。アクセスポイント
のMACアドレス、名前、およびステータスがページ下部に表示されます。

アクセスポイントを削除するには、そのアクセスポイントの青いドロップダウンの矢印の上に

カーソルを置いて [Remove]を選択します。
（注）
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ステップ 12 [Apply]をクリックします。

ステップ 13 次のように、FlexConnectグループのローカル認証を有効にします。
a) [Primary RADIUS Server]パラメータと [Secondary RADIUS Server]パラメータが [None]に設定されてい
ることを確認します。

b) [Enable AP Local Authentication]チェックボックスをオンにして、この FlexConnectグループに対して
ローカル認証を有効にします。デフォルト値はオフです。

c) [Apply]をクリックします。
d) [Local Authentication]タブを選択して、[FlexConnect > Edit (Local Authentication > Local Users)]ページを
開きます。

e) LEAP、EAP-FAST、PEAP、または EAP-TLSを使用して認証できるクライアントを追加するには、次
のいずれかを実行します。

f) [UploadCSVFile]チェックボックスをオンにして、カンマ区切り値（CSV）ファイルをアップロードし
ます。[Browse]ボタンをクリックすると、ユーザ名とパスワードを含む CSVファイル（ファイルの各
行は、username, passwordの形式になっている必要があります）を参照し、[Add]をクリックすると、
CSVファイルをアップロードします。クライアントの名前が、ページ左側の「User Name」という見
出しの下に表示されます。

g) クライアントを個別に追加するには、クライアントのユーザ名を [User Name]テキストボックスに入
力し、クライアントのパスワードを [Password]テキストボックスと [Confirm Password]テキストボッ
クスに入力します。[Add]をクリックすると、サポートされるローカルユーザのリストにこのクライ
アントが追加されます。クライアントの名前が、ページ左側の「UserName」という見出しの下に表示
されます。

最大 100個のクライアントを追加できま
す。

（注）

h) [Apply]をクリックします。
i) [Protocols]タブを選択して、[FlexConnect > Edit (Local Authentication > Protocols)]ページを開きます。
j) FlexConnectアクセスポイントがLEAPを使用してクライアントを認証できるようにするには、[Enable

LEAP Authentication]チェックボックスをオンにします。
k) EAP-FASTを使用しているクライアントを FlexConnectアクセスポイントで認証できるようにするに
は、[Enable EAP-FAST Authentication]チェックボックスをオンにします。デフォルト値はオフです。

l) FlexConnectアクセスポイントが PEAP認証を使用してクライアントを認証できるようにするには、
[Enable PEAP Authentication]チェックボックスをオンにします。
APローカル認証が有効な場合にのみ、PEAP認証を設定できます。

m) EAP-TLSを使用しているクライアントをFlexConnectアクセスポイントで認証できるようにするには、
[Enable EAP TLS Authentication]チェックボックスをオンにします。
APローカル認証が有効な場合にのみ、EAP-TLS認証を設定できます。

EAP-TLS認証を有効にすると、アクセスポイントに EAPルートとデバイスの証明書をダウンロード
できるようになります。ダウンロードしない場合は、[EAP TLSCertificate download]チェックボックス
を選択解除することができます。

n) Protected Access Credential（PAC）をプロビジョニングする方法に応じて、以下のいずれかを実行しま
す。
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•手動の PACプロビジョニングを使用するには、[Server Key]テキストボックスと [Confirm Server
Key]テキストボックスに、PACの暗号化と復号化に使用するサーバキーを入力します。キーは
32桁の 16進数文字である必要があります。

• PACプロビジョニング中に、PACを持たないクライアントに PACを自動的に送信できるように
するには、[Enable Auto Key Generation]チェックボックスをオンにします。

o) [Authority ID]テキストボックスに、EAP-FASTサーバの Authority IDを入力します。識別子は 32桁の
16進数文字である必要があります。

p) [Authority Info]テキストボックスに、EAP-FASTサーバの Authority IDをテキスト形式で入力します。
32桁までの 16進数文字を入力できます。

q) PACタイムアウト値を指定するには、[PAC Timeout]チェックボックスをオンにして、PACがテキスト
ボックスに表示される秒数を入力します。デフォルトではオフになっています。入力できる有効な範

囲は 2～ 4095秒です。
r) [Apply]をクリックします。

ステップ 14 [WLAN-ACL mapping]タブでは、次のことを実行できます。
a) [Web Auth ACL Mapping]の下で、WLAN IDを入力し、[WebAuth ACL]を選択し、[Add]をクリックし
て、Web認証 ACLとWLANをマッピングします。

b) [Local Split ACL Mapping]の下で、WLAN IDを入力し、[Local Split ACL]を選択し、[Add]をクリック
して、ローカルスプリット ACLをWLANにマッピングします。

ローカルスプリットトンネリングには、最大 16のWLANと ACLの組み合わせを設定でき
ます。ローカルスプリットトンネリングは、静的 IPアドレス使用するクライアントには機
能しません。

（注）

ステップ 15 [Central DHCP]タブでは、次のことを実行できます。
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) [Central DHCP]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。

FlexConnectグループ DHCPに対してオーバーライドされたインターフェイスが有効な場合、
ローカルでスイッチされるクライアント向けの DHCPブロードキャストからユニキャストへの
変換はオプションです。

（注）

ステップ 16 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 17 さらに FlexConnectを追加する場合は、この手順を繰り返します。
個々のアクセスポイントが FlexConnectグループに属しているかどうかを確認するには、次の
順に選択します。[FlexConnect]タブで [Wireless] > [Access Points] > [All APs] >目的のアクセス
ポイントの名前。アクセスポイントがFlexConnectに属する場合、グループの名前は [FlexConnect
Name]テキストボックスに表示されます。

（注）
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FlexConnect グループの設定（CLI）

ステップ 1 次のコマンドを入力して、FlexConnectグループを追加または削除します。
config flexconnect groupgroup_name {add | delete}

ステップ 2 次のコマンドを入力して、FlexConnectグループのプライマリ RADIUSサーバまたはセカンダリ RADIUS
サーバを設定します。
config flexconnect groupgroup_nameradius serverauth{add | delete} {primary | secondary} server_index

ステップ 3 次のコマンドを入力して、FlexConnectグループのプライマリ RADIUSサーバまたはセカンダリ RADIUS
サーバを設定します。
config flexconect groupgroup-nameradius server auth {{add {primary | secondary} ip-addr auth-port secret} |
{delete {primary | secondary}}}

ステップ 4 次のコマンドを入力して、FlexConnectグループにアクセスポイントを追加します。
config flexconnectgroup_nameap {add | delete} ap_mac

ステップ 5 次のように、FlexConnectのローカル認証を設定します。
a) FlexConnectグループにプライマリおよびセカンダリのRADIUSサーバが設定されていないことを確認
します。

b) このFlexConnectグループのローカル認証を有効または無効にするには、次のコマンドを入力します。
config flexconnect groupgroup_nameradius ap {enable | disable}

c) 次のコマンドを入力して、LEAP、EAP-FAST、PEAP、または EAP-TLSを使用して認証するクライア
ントのユーザ名とパスワードを入力します。
config flexconnect groupgroup_nameradius ap user addusername passwordpassword

最大 100個のクライアントを追加できま
す。

（注）

d) 次のコマンドを入力して、FlexConnectアクセスポイントグループがLEAPを使用してクライアントを
認証できるかどうかを指定します。
config flexconnect groupgroup_nameradius ap leap{enable | disable}

e) 次のコマンドを入力して、FlexConnectアクセスポイントグループが EAP-FASTを使用してクライア
ントを認証できるかどうかを指定します。
config flexconnect groupgroup_nameradius ap eap-fast {enable | disable}

f) APに EAPルートおよびデバイス証明書をダウンロードするには、次のコマンドを入力します。
config flexconnect groupgroup_nameradius ap eap-certdownload

g) 次のコマンドを入力して、FlexConnectアクセスポイントグループが EAP-TLSを使用して認証できる
かどうかを指定します。
config flexconnect groupgroup_nameradius ap eap-tls {enable | disable}
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h) 次のコマンドを入力して、FlexConnectアクセスポイントグループがPEAPを使用して認証できるかど
うかを指定します。
config flexconnect groupgroup_nameradius ap peap{enable | disable}

i) 次のコマンドを入力して、FlexConnectアクセスポイントグループがPEAPを使用してクライアントを
認証できるかどうかを指定します。
config flexconnect groupgroup_nameradius ap peap {enable | disable}

j) 次のコマンドを入力して、FlexConnectアクセスポイントグループが EAP-TLSを使用してクライアン
トを認証できるかどうかを指定します。
config flexconnect groupgroup_nameradius ap eap-tls {enable | disable}

k) 次のコマンドを入力して、EAPルートおよびデバイス証明書をダウンロードします。
config flexconnect groupgroup_nameradius ap eap-cert download

l) PACをプロビジョニングする方法に応じて、次のいずれかのコマンドを入力します。

• config flexconnect groupgroup_nameradius ap server-keykey：PACの暗号化と暗号化解除に使用す
るサーバキーを指定します。キーは 32桁の 16進数文字である必要があります。

• config flexconnect groupgroup_nameradius ap server-keyauto：PACプロビジョニング中に、PACを
持たないクライアントに PACを自動的に送信できるようにします。

m) EAP-FASTサーバの Authority IDを指定するには、次のコマンドを入力します。
config flexconnect groupgroup_nameradius apauthority idid
idは 32桁の 16進数文字です。

n) EAP-FASTサーバの Authority IDをテキスト形式で指定するには、次のコマンドを入力します。
config flexconnect groupgroup_nameradius apauthority infoinfo
infoは 32桁までの 16進数文字です。

o) PACが表示される秒数を指定するには、次のコマンドを入力します。
config flexconnect groupgroup_nameradius appac-timeouttimeout
timeoutに指定できるのは、2～ 4095秒の範囲内の値または 0です。 0がデフォルト値です。この値を
指定すると、PACはタイムアウトしなくなります。

ステップ 6 次のコマンドを入力して、FlexConnectグループ上にポリシー ACLを設定します。
config flexconnect groupgroup-namepolicyacl {add | delete} acl-name

ステップ 7 次のコマンドを入力して、FlexConnectグループごとにローカルスプリットトンネリングを設定します。
config flexconnect groupgroup_name local-splitwlanwlan-id acl acl-name flexconnect-group-name {enable | disable}

ステップ 8 ローカルにスイッチされるクライアントに対して、上書きされたインターフェイスの L2ブロードキャス
トドメイン間のマルチキャスト/ブロードキャストを設定するには、次のコマンドを入力します。
config flexconnect groupgroup_name multicastoverridden-interface{enable | disable}

ステップ 9 次のコマンドを入力して、WLANごとに中央 DHCPを設定します。
config flexconnect groupgroup-namecentral-dhcpwlan-id {enable override dns | disable | delete}
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ステップ 10 configflexconnectgroupflexgroupdhcpoverridden-interfaceenableコマンドを使用して、FlexConnectグループ
の DHCP優先インターフェイスを設定します。

ステップ 11 次のコマンドを入力して、FlexConnectグループにポリシー ACLを設定します。
config flexconnect groupgroup_namepolicyacl {add | delete} acl-name

ステップ 12 次のコマンドを入力して、FlexConnectグループにWeb認証 ACLを設定します。
config flexconnect groupgroup_name web-authwlanwlan-id acl acl-name{enable | disable}

ステップ 13 次のコマンドを入力して、FlexConnectグループにWLAN-VLANマッピングを設定します。
config flexconnect groupgroup_name wlan-vlanwlanwlan-id{add | delete}vlan vlan-id

ステップ 14 グループの効率的なアップグレードを設定するには、次のコマンドを入力します。
config flexconnect groupgroup_name predownload {enable | disable |master | slave} ap-nameretry-countmaximum
retry countap-nameap-name

ステップ 15 次のコマンドを入力して、変更を保存します。
save config

ステップ 16 次のコマンドを入力して、FlexConnectグループの最新のリストを表示します。
show flexconnect group summary

ステップ 17 次のコマンドを入力して、特定の FlexConnectグループの詳細を表示します。
show flexconnect group detailgroup_name

FlexConnect グループの VLAN-ACL マッピングの設定

FlexConnect グループの VLAN-ACL マッピングの設定（GUI）

ステップ 1 [Wireless] > [FlexConnect Groups]を選択します。
[FlexConnect Groups]ページが表示されます。このページに、コントローラにアソシエータされているア
クセスポイントが一覧表示されます。

ステップ 2 VLAN-ACLマッピングを設定する FlexConnectグループの [Group Name]リンクをクリックします。

ステップ 3 [VLAN-ACL Mapping]タブをクリックします。
その FlexConnectグループの [VLAN-ACL Mapping]ページが表示されます。

ステップ 4 [VLAN ID]テキストボックスにネイティブ VLAN IDを入力します。

ステップ 5 [Ingress ACL]ドロップダウンリストから、入力 ACLを選択します。

ステップ 6 [Egress ACL]ドロップダウンリストから、出力 ACLを選択します。

ステップ 7 [Add]をクリックして、FlexConnectグループにこのマッピングを追加します。
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VLAN IDは、必要なACLとともにマッピングされます。マッピングを削除するには、青のドロップダウ
ン矢印の上にカーソルを移動し、[Remove]を選択します。

グループにWLAN VLANマッピングも設定されている場合、アクセスポイントは FlexConnect
グループの VLAN-ACLマッピングを継承します。

（注）

FlexConnect グループの VLAN-ACL マッピングの設定（CLI）
•次のコマンドを入力して、VLANを FlexConnectグループに追加し、入力 ACLと出力 ACL
をマッピングします。
config flexconnect group group-name vlan add vlan-id acl ingress-acl egress acl

VLAN-ACL マッピングの表示（CLI）
•次のコマンドを入力して、FlexConnectグループの詳細を表示します。
show flexconnect group detail group-name

•次のコマンドを入力して、アクセスポイントの VLAN-ACLマッピングを表示します。
show ap config general ap-name

FlexConnect グループの WLAN-VLAN マッピングの設定

FlexConnect グループの WLAN-VLAN マッピングの設定（GUI）
いくつかの注意事項を以下に示します。

•個々の AP設定は、FlexConnectグループおよびグローバルWLANの設定よりも優先されま
す。 FlexConnectグループ設定は、グローバルWLAN設定よりも優先されます。

• APレベル設定はフラッシュに保存され、WLANおよび FlexConnectグループの設定は RAM
に保存されます。

• APは、異なるコントローラ間を移動する場合に、個々の VLANマッピングを保持すること
ができます。ただし、FlexConnectグループおよびグローバルのマッピングは新しいコント
ローラの設定になります。WLANSSIDが2台のコントローラ間で異なる場合、WLAN-VLAN
マッピングは適用されません。

•ダウンストリームトラフィックでは、VLANACLが最初に適用されてからクライアントACL
が適用されます。アップストリームトラフィックでは、クライアント ACLが最初に適用さ
れてから VLAN ACLが適用されます。

• 802.1X認証時に ACLが APに存在する必要があります。 ACLが APにない場合、クライア
ントは、802.1X認証に成功しても APによって認証を拒否される場合があります。
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802.1X 認証の結果AAA から送信された ACL 名AP 上の ACL の有無

認証済み、ACL適用なしNoNo

認証拒否YesNo

認証済み、ACL適用なしNoYes

認証済み、クライアントACL
適用

YesYes

•クライアント認証後に、ACL名がRADIUSサーバ上で変更された場合、クライアントは、再
び最初から認証を実行して正しいクライアント ACLを取得する必要があります。

• FlexConnectグループのWLAN-VLANマッピングは Cisco APの 1131および 1242でサポート
されません。

はじめる前に

WLANがローカルにスイッチされることを確認します。設定は、WLANがAPでブロードキャス
トされる場合にのみ APに適用されます。

ステップ 1 [Wireless] > [FlexConnect Groups]を選択します。

ステップ 2 グループ名をクリックします。

[FlexConnect Groups > Edit]ページが表示されます。

ステップ 3 [WLAN VLAN Mapping]タブをクリックします。

ステップ 4 WLAN IDと VLAN IDを入力し、[Add]をクリックします。
マッピングは同じタブに表示されます。

ステップ 5 [VLAN Support]チェックボックスをオンにして、[Native VLAN ID]を指定します。

ステップ 6 [Override Native VLAN on AP]チェックボックスをオンにします。

•アクセスポイント上で以前に設定された VLANサポートとネイティブ VLAN IDをオーバーライド
します

• APの継承レベルを "Group Specific"に変更します。

• AP固有のWLAN-VLAN VLAN-ACLマッピングを削除します。

•グループ上で設定されたWLAN-VLANマッピングを含むグループ固有の設定をグループ内のすべて
の APにプッシュします。

ステップ 7 継承レベルが Group Specificになっていることを確認するには：
a) [Wireless] > [Access Points] > [All APs]の順に選択して、APの名前をクリックします。
b) [FlexConnect]タブで、[Inheritance Level]フィールドを確認します。
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c) [VLAN Mappings]をクリックして、WLAN-VLANマッピングの詳細を表示します。

ステップ 8 [Apply]をクリックします。

ステップ 9 [Save Configuration]をクリックします。

FlexConnect グループの WLAN-VLAN マッピングの設定（CLI）

はじめる前に

WLANがローカルにスイッチされることを確認します。設定は、WLANがAPでブロードキャス
トされる場合にのみ APに適用されます。

•次のコマンドを入力して、FlexConnectグループにWLAN-VLANマッピングを設定します。
config flexconnect groupgroup-namewlan-vlan wlanwlan-id {add | delete} vlanvlan-id
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