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AP グループを設定するための前提条件
次に、controllerでアクセスポイントグループを作成するための前提条件を示します。

• VLANまたはサブネットにサービスを提供するルータ上で、必要なアクセスコントロール
リスト（ACL）を定義する必要があります。

•アクセスポイントグループ VLANでは、マルチキャストトラフィックがサポートされま
す。ただし、クライアントがある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

グする場合、IGMPスヌーピングが有効になっていないと、クライアントによってマルチキャ
ストトラフィックの受信が停止されることがあります。

コントローラプラットフォームでサポートされる AP グループ
次の表に、各種コントローラプラットフォームでサポートされる APグループを示します。

サポートされる AP グループコントローラプラットフォーム

50Cisco 2500シリーズワイヤレスコントローラ

500Cisco 5500シリーズワイヤレスコントローラ
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サポートされる AP グループコントローラプラットフォーム

200Cisco仮想ワイヤレスコントローラ

6000Cisco 7500シリーズワイヤレスコントローラ

6000Cisco 8500シリーズワイヤレスコントローラ

1000Ciscoワイヤレスサービスモジュール 2

アクセスポイントグループの設定に関する制約事項
• APグループテーブル内のWLANに対するインターフェイスマッピングが、WLANインター
フェイスと同じであるとします。WLANインターフェイスが変更されると、APグループ
テーブル内のWLANに対するインターフェイスマッピングも新しいWLANインターフェイ
スに変わります。

APグループテーブル内のWLANに対するインターフェイスマッピングが、WLANに定義
されたインターフェイスと異なるとします。WLANインターフェイスが変更されても、AP
グループテーブル内のWLANに対するインターフェイスマッピングは新しいWLANイン
ターフェイスに変わりません。

• controller上の設定をクリアすると、アクセスポイントグループのすべてが非表示となりま
す。ただし、デフォルトのアクセスポイントグループである「default-group」（自動的に作
成される）は例外です。

•デフォルトのアクセスポイントグループには、最大 16のWLANを関連付けることができ
ます。デフォルトのアクセスポイントグループのWLAN IDは、16以下である必要があり
ます。大規模なデフォルトのアクセスポイントグループ内で IDが 16以上のWLANが作成
されると、WLANSSIDはブロードキャストされません。デフォルトのアクセスポイントグ
ループのすべてのWLAN IDで IDが 16以下であることが必要です。 16を超える IDを含む
WLANは、カスタムアクセスポイントグループに割り当てることができます。

• OEAP 600シリーズアクセスポイントでは、最大で 2つのWLANと 1つのリモート LANが
サポートされます。 3つ以上のWLANと 1つのリモート LANを設定した場合は、APグルー
プに 600シリーズアクセスポイントを割り当てることができます。 2つのWLANと 1つの
リモート LANのサポートも APグループに適用されますが、600シリーズ OEAPがデフォル
トグループにある場合、WLANまたはリモート LAN IDを 7以下にする必要があります。

• OfficeExtendアクセスポイントはすべて同じアクセスポイントグループ内にあり、このグ
ループに含まれるWLANは最大 15個にする必要があります。アクセスポイントグループ
内の OfficeExtendアクセスポイントを持つcontrollerは、パーソナルな SSIDに対して割り当
てられるWLANが 1つであるため、接続されている各 OfficeExtendアクセスポイントに最
大 15個のWLANしか公開しません。
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アクセスポイントグループ内のOfficeExtendアクセスポイントを持つcontroller
は、パーソナルな SSIDに対して割り当てられるWLANが 1つであるため、
接続されている各 OfficeExtendアクセスポイントに最大 15のWLANを公開
します。

（注）

•同じAPグループと同じFlexConnectグループに属しているメッシュツリー（同じセクター）
内のすべてのフレックス +ブリッジ APはWLAN-VLANマッピングを正しく継承するよう
に設定することをお勧めします。

アクセスポイントグループについて
controller上に最大 512のWLANを作成した後では、さまざまなアクセスポイントにWLANを選
択的に公開（アクセスポイントグループを使用して）することで、ワイヤレスネットワークを

より適切に管理できます。一般的な展開では、WLAN上のすべてのユーザはcontroller上の 1つの
インターフェイスにマップされます。したがって、WLANに関連付けられているすべてのユーザ
は、同じサブネットまたはVLANに存在します。しかし、複数のインターフェイス間で負荷を分
散すること、またはアクセスポイントグループを作成して、個々の部門（たとえばマーケティン

グ部門）などの特定の条件に基づくグループユーザへと負荷を分配することを選択できます。さ

らに、ネットワーク管理を簡素化するために、これらのアクセスポイントグループを別個のVLAN
で設定できます。

アクセスポイントグループの設定

ステップ 1 適切な動的インターフェイスを設定し、必要な VLANにマップします。
たとえば、「アクセスポイントグループについて」の項で説明するネットワークを設定するには、コン

トローラにVLAN 61、62、および 63の動的インターフェイスを作成します。動的インターフェイスを設
定する方法の詳細については、「動的インターフェイスの設定」の項を参照してください。

ステップ 2 アクセスポイントグループを作成します。「アクセスポイントグループの作成」の項を参照してくださ

い。

ステップ 3 RFプロファイルを作成します。「RFプロファイルの作成」の項を参照してください。

ステップ 4 適切なアクセスポイントグループにアクセスポイントを割り当てます。「アクセスポイントグループ

の作成」の項を参照してください。

ステップ 5 APグループの RFプロファイルを適用します。「APグループへの RFプロファイルの適用」の項を参照
してください。
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アクセスポイントグループの作成（GUI）

ステップ 1 [WLANs] > [Advanced] > [AP Groups]の順に選択して、[AP Groups]ページを開きます。
このページには、コントローラで現在作成されているすべてのアクセスポイントグループが表示されま

す。デフォルトでは、アクセスポイントは、他のアクセスポイントグループに割り当てられない限り、

すべて、デフォルトのアクセスポイントグループ「default-group」に属します。

コントローラによってデフォルトのアクセスポイントグループが作成され、その中に、最初の

16のWLAN（1～ 16の IDを持つWLAN、設定されたWLANの数が 16に満たない場合は、さ
らに少なくなる）が自動的に入力されます。このデフォルトのグループは変更できません（こ

のグループにWLANを追加したり、このグループからWLANを削除することはできません）。
先頭の 16のWLANが追加または削除されるたびに、グループの内容は動的に更新されます。
アクセスポイントは、アクセスポイントグループに属していない場合には、デフォルトグルー

プに割り当てられ、そのデフォルトグループ内のWLANを使用します。アクセスポイントは、
未定義のアクセスポイントグループ名を有するコントローラと joinした場合、そのグループ名
を保持しますが、default-groupアクセスポイントグループ内のWLANを使用します。

（注）

ステップ 2 [Add Group]をクリックして、新しいアクセスポイントグループを作成します。 [Add New AP Group]の
セクションがページ上部に表示されます。

ステップ 3 [AP Group Name]テキストボックスに、グループの名前を入力します。

ステップ 4 [Description]テキストボックスに、グループの説明を入力します。

ステップ 5 [NAS-ID]テキストボックスに、APグループのネットワークアクセスサーバの IDを入力します。

ステップ 6 [Add]をクリックします。新たに作成したアクセスポイントグループが、[AP Groups]ページのアクセス
ポイントグループのリストに表示されます。

こ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。 1つ以上のアクセスポイントで使用しているアクセスポイント
グループを削除しようとすると、エラーメッセージが表示されます。コントローラソフトウェ

アリリース 6.0以降では、アクセスポイントグループを削除する前に、そのグループ内のすべ
てのアクセスポイントを別のグループに移動させます。以前のリリースのように、アクセスポ

イントが default-groupアクセスポイントグループに移動されることはありません。

（注）
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ステップ 7 グループの名前をクリックして、この新しいグループを編集します。 [AP Groups > Edit (General)]ページ
が表示されます。

ステップ 8 このアクセスポイントグループの説明を変更するには、[AP Group Description]テキストボックスに新し
いテキストを入力して、[Apply]をクリックします。

ステップ 9 [WLANs]タブを選択して、[AP Groups > Edit]（[WLANs]）ページを開きます。このページでは、このア
クセスポイントグループに現在割り当てられているWLANが表示されます。

ステップ 10 [Add New]をクリックして、このアクセスポイントグループにWLANを割り当てます。 [Add New]のセ
クションがページ上部に表示されます。

ステップ 11 [WLAN SSID]ドロップダウンリストから、このWLANの SSIDを選択します。

ステップ 12 [Interface Name]ドロップダウンリストから、アクセスポイントグループをマップするインターフェイス
を選択します。 Network Admission Control（NAC;ネットワークアドミッションコントロール）のアウト
オブバンドのサポートを有効にする場合は、検疫 VLANを選択します。

default-groupアクセスポイントグループ内のインターフェイス名は、WLANインターフェイス
と一致します。

（注）

ステップ 13 [NAC State]チェックボックスをオンして、このアクセスポイントグループに対する NACアウトオブバ
ンドのサポートを有効にします。 NACアウトオブバンドのサポートを無効にするには、チェックボック
スをオフ（デフォルト値）のままとします。

ステップ 14 [Add]をクリックして、このWLANをアクセスポイントグループに追加します。このWLANが、この
アクセスポイントグループに割り当てられているWLANのリストに表示されます。

このWLANをアクセスポイントグループから削除する場合は、カーソルをこのWLANの青の
ドロップダウン矢印の上に置いて、[Remove]を選択します。

（注）

ステップ 15 ステップ9～ステップ13を繰り返して、このアクセスポイントグループにWLANをさらに追加します。

ステップ 16 [APs]タブを選択して、このアクセスポイントグループにアクセスポイントを割り当てます。 [APGroups
> Edit]（[APs]）ページには、このグループに現在割り当てられているアクセスポイントと、グループへ
の追加が可能なアクセスポイントが一覧されます。アクセスポイントがグループに現在割り当てられて

いない場合、そのアクセスポイントのグループ名は「default-group」として表示されます。

ステップ 17 アクセスポイント名の左側にあるチェックボックスをオンにして [Add APs]をクリックし、このアクセ
スポイントグループにアクセスポイントを追加します。すると、該当するアクセスポイントが、このア

クセスポイントグループに現在属しているアクセスポイントのリストに表示されます。

使用可能なアクセスポイントを一度にすべて選択するには、[AP Name]チェックボックスをオ
ンにします。これで、すべてのアクセスポイントが選択されます。

（注）

グループからアクセスポイントを削除する場合は、アクセスポイント名の左側のチェックボッ

クスをオンにし、[RemoveAPs]をクリックします。一度にすべてのアクセスポイントを選択す
るには、[AP Name]チェックボックスをオンにします。これで、このグループからすべてのア
クセスポイントが削除されます。

（注）

アクセスポイントが属するアクセスポイントグループを変更する場合は、[Wireless] > [Access
Points] > [All APs] > [ap_name] > [Advanced]タブを選択し、[AP Group Name]ドロップダウンリ
ストから別のアクセスポイントグループの名前を選択し、[Apply]をクリックします。

（注）

ステップ 18 [802.11u]タブで、次のことを実行します。
a) 類似のホットスポットの場所をグループ化するホットスポットグループを選択します。
b) 選択するホットスポットの場所グループに基づく場所タイプを選択します。
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c) 新しい場所を追加するには、[Add New Venue]をクリックし、その場所で使用される言語名と、基本
サービスセット（BSS）と関連付けられる場所の名前を入力します。この名前は、場所に関する十分
な情報を SSIDが提供していない場合に使用します。

d) APグループの動作クラスを選択します。
e) [Apply]をクリックします。

ステップ 19 [Save Configuration]をクリックします。

アクセスポイントグループの作成（CLI）

ステップ 1 アクセスポイントグループを作成するには、次のコマンドを入力します。
config wlan apgroup addgroup_name

アクセスポイントグループを削除するには、config wlan apgroup deletegroup_nameコマンドを
入力します。 1つ以上のアクセスポイントで使用しているアクセスポイントグループを削除し
ようとすると、エラーメッセージが表示されます。コントローラソフトウェアリリース 6.0以
降では、アクセスポイントグループを削除する前に、そのグループ内のすべてのアクセスポイ

ントを別のグループに移動させます。以前のリリースのように、アクセスポイントがdefault-group
アクセスポイントグループに移動されることはありません。グループ内のアクセスポイント

を表示するには、show wlan apgroupsコマンドを入力します。アクセスポイントを別のグルー
プに移動させるには、config ap group-namegroup_nameCisco_APコマンドを入力します。

（注）

ステップ 2 アクセスポイントグループに説明を追加するには、次のコマンドを入力します。
config wlan apgroup descriptiongroup_name description

ステップ 3 アクセスポイントグループにWLANを割り当てるには、次のコマンドを入力します。
config wlan apgroup interface-mappingaddgroup_name wlan_id interface_name

アクセスポイントグループからWLANを削除するには、configwlan apgroup interface-mapping
deletegroup_name wlan_idコマンドを入力します。

（注）

ステップ 4 このアクセスポイントグループに対して、NACアウトオブバンドのサポート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 wlan apgroup nac{enable | disable}group_name wlan_id

ステップ 5 次のコマンドを入力して、アクセスポイントグループでWLAN無線ポリシーを設定します。
config wlan apgroup wlan-radio-policyapgroup_name wlan_id {802.11a-only | 802.11bg | 802.11g-only | all}

ステップ 6 アクセスポイントをアクセスポイントグループに割り当てるには、次のコマンドを入力します。
config ap group-namegroup_name Cisco_AP

アクセスポイントグループからアクセスポイントを削除するには、このコマンドを再度入力し

て、そのアクセスポイントを別のグループに割り当てます。

（注）

ステップ 7 APグループのホットスポットを設定するには、次のコマンドを入力します。
config wlan apgroup hotspot {venue | operating-class}
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ステップ 8 次のコマンドを入力して、変更を保存します。
save config

アクセスポイントグループの表示（CLI）
アクセスポイントグループについて情報を表示する、またはトラブルシューティングするには、

次のコマンドを使用します。

•コントローラのすべてのアクセスポイントグループのリストを表示するには、次のコマン
ドを入力します。

show wlan apgroups

•アクセスポイントグループに割り当てられている各WLANのBSSIDを表示するには、次の
コマンドを入力します。

show ap wlan {802.11a | 802.11b} Cisco_AP

•アクセスポイントグループに対して有効になっているWLANの数を表示するには、次のコ
マンドを入力します。

show ap config {802.11a | 802.11b} Cisco_AP

•アクセスポイントグループのデバッグ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。

debug group {enable | disable}
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