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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。プラットフォームのサポー

トおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature
Navigatorを使用します。 Cisco Feature Navigatorには、http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスし
ます。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

インターフェイス設定の前提条件

スタートアップウィザードを使用して、ワイヤレス管理、APマネージャ、仮想、および管理各
インターフェイスパラメータを定義できます。ただし、コントローラが実行されていれば、GUI
または CLIのどちらかを介して、インターフェイスパラメータを表示し、設定できます。

非リンク集約（LAG）構成の Cisco 5700シリーズコントローラの場合、管理インターフェイスは
すべての動的APマネージャインターフェイスとは別のVLANに属している必要があります。そ
うでない場合、管理インターフェイスはAPマネージャがマッピングされたポートにフェールオー
バーできません。

インターフェイスを設定するには、次のコマンドを使用して、デフォルトゲートウェイ、ルー

タ、および IPルートを設定する必要があります。

• ip default-gateway 154.4.0.1

• default-router 154.51.0.1
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• ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 154.4.0.1

インターフェイスの設定に関する注意事項

インターフェイスに関する情報
インターフェイスはcontroller上の論理的実体です。インターフェイスには、IPアドレス、デフォ
ルトゲートウェイ、VLAN ID、およびDHCPサーバなど、複数のパラメータが関連付けられてい
ます。次のインターフェイスをcontrollerで使用できます。

•ワイヤレス管理インターフェイス

• APマネージャインターフェイス

•動的インターフェイス

ワイヤレス管理インターフェイスはアクセスポイント join機能、モビリティ、RRMに使用され、
ピア接続（MC - MC接続）、MC - MAの接続にも使用されます。

通常、管理、APマネージャ、仮想、およびサービスポートの各インターフェイスパラメータを
定義するには、スタートアップウィザードを使用します。ただし、controllerが実行されていれ
ば、GUIまたは CLIのどちらかを介して、インターフェイスパラメータを表示し、設定できま
す。

インターフェイスタイプ
ここでは、controllerでサポートされているインターフェイスの異なるタイプについて説明します。
また、インターフェイスの物理特性に応じた設定手順についても説明します。

ポートベースの VLAN
VLANは、ユーザの物理的な位置に関係なく、機能、チーム、またはアプリケーションなどで論
理的に分割された、スイッチによるネットワークです。ポートで受信したパケットが転送される

のは、その受信ポートと同じVLANに属するポートに限られます。異なるVLAN上のネットワー
クデバイスは、VLAN間でトラフィックをルーティングするレイヤ 3デバイスがなければ、互い
に通信できません。

VLANに分割することにより、VLAN内でトラフィック用の堅固なファイアウォールを実現しま
す。また、各VLANには固有のMACアドレステーブルがあります。VLANが認識されるのは、
ローカルポートが VLANに対応するように設定されたとき、VLANトランキングプロトコル
（VTP）トランク上のネイバーからその存在を学習したとき、またはユーザが VLANを作成した
ときです。スタック全体のポートを使用して VLANを形成できます。
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VLANを設定するには、vlan vlan-idグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、
VLANコンフィギュレーションモードを開始します。標準範囲 VLAN（VLAN ID 1～ 1005）の
VLAN設定は、VLANデータベースに保存されます。 VTPがバージョン 1または 2の場合に、拡
張範囲VLAN（VLAN IDが 1006～ 4094）を設定するには、最初にVTPモードをトランスペアレ
ントに設定する必要があります。トランスペアレントモードで作成された拡張範囲 VLANは、
VLANデータベースには追加されませんが、controllerの実行コンフィギュレーションに保存され
ます。 VTPバージョン 3では、クライアントまたはサーバモードで拡張範囲 VLANを作成でき
ます。これらの VLANは VLANデータベースに格納されます。

スイッチスタックでは、VLANデータベースはスタック内のすべてのスイッチにダウンロードさ
れ、スタック内のすべてのスイッチによって同じVLANデータベースが構築されます。スタック
のすべてのスイッチで実行コンフィギュレーションおよび保存済みコンフィギュレーションが同

一です。

switchportインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用すると、VLANにポートが
追加されます。

•インターフェイスを特定します。

•トランクポートには、トランク特性を設定し、必要に応じて所属できる VLANを定義しま
す。

•アクセスポートには、所属する VLANを設定して定義します。

controllerポート
controllerポートは、物理ポートに対応付けられたレイヤ 2専用インターフェイスです。 controller
ポートは、1つ以上の VLANに属しています。 controllerポートは、アクセスポート、トランク
ポート、またはトンネルポートのいずれかに設定できます。ポートは、アクセスポートまたは

トランクポートに設定できます。また、ポート単位でDynamicTrunkingProtocol（DTP）を稼働さ
せ、リンクのもう一端のポートとネゴシエートすることで、スイッチポートモードも設定できま

す。 IEEE 802.1Qトランクポートに接続した非対称リンクの一部として、トンネルポートを手動
で設定する必要があります。 controllerポートは、物理インターフェイスと関連するレイヤ 2プロ
トコルの管理に使用され、ルーティングやブリッジングは処理しません。

controllerポートの設定には、switchportインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使
用します。レイヤ 3モードのインターフェイスをレイヤ 2モードにするには、switchportコマン
ドと noキーワードを使用します。

アクセスポート
アクセスポートは（音声VLANポートとして設定されている場合を除き）1つのVLANだけに所
属し、そのVLANのトラフィックだけを伝送します。トラフィックは、VLANタグが付いていな
いネイティブ形式で送受信されます。アクセスポートに着信したトラフィックは、ポートに割り

当てられているVLANに所属すると見なされます。アクセスポートがタグ付きパケット（スイッ
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チ間リンク（ISL）またはタグ付き IEEE802.1Q）を受信した場合、そのパケットはドロップされ、
送信元アドレスは学習されません。

2種類のアクセスポートがサポートされています。

•スタティックアクセスポート。このポートは、手動で VLANに割り当てます（IEEE 802.1x
で使用する場合は RADIUSサーバを使用します。

•ダイナミックアクセスポートの VLANメンバーシップは、着信パケットを通じて学習され
ます。デフォルトでは、ダイナミックアクセスポートはどの VLANのメンバーでもなく、
ポートとの伝送はポートのVLANメンバーシップが検出されたときにだけイネーブルになり
ます。 controller上のダイナミックアクセスポートは、VLANメンバーシップポリシーサー
バ（VMPS）によってVLANに割り当てられます。 Catalyst 6500シリーズスイッチをVMPS
にできます。このcontrollerを VMPSサーバにすることはできません。

また、Cisco IP Phoneと接続するアクセスポートを、1つのVLANは音声トラフィック用に、もう
1つの VLANは Cisco IP Phoneに接続しているデバイスからのデータトラフィック用に使用する
ように設定できます。

トランクポート
トランクポートは複数の VLANのトラフィックを伝送し、デフォルトで VLANデータベース内
のすべての VLANのメンバとなります。

デフォルトでは、トランクポートは、VTPに認識されているすべてのVLANのメンバですが、ト
ランクポートごとに VLANの許可リストを設定して、VLANメンバーシップを制限できます。
許可VLANのリストは、その他のポートには影響を与えませんが、対応トランクポートには影響
を与えます。デフォルトでは、使用可能なすべてのVLAN（VLAN ID 1～ 4094）が許可リストに
含まれます。トランクポートは、VTPが VLANを認識し、VLANがイネーブル状態にある場合
に限り、VLANのメンバーになることができます。VTPが新しいイネーブルVLANを認識し、そ
の VLANがトランクポートの許可リストに登録されている場合、トランクポートは自動的にそ
のVLANのメンバになり、トラフィックはそのVLANのトランクポート間で転送されます。VTP
が、VLANのトランクポートの許可リストに登録されていない、新しいイネーブルVLANを認識
した場合、ポートはそのVLANのメンバーにはならず、そのVLANのトラフィックはそのポート
間で転送されません。

トンネルポート
トンネルポートは IEEE 802.1Qトンネリングで使用され、サービスプロバイダーネットワークの
カスタマーのトラフィックを、同じVLAN番号を使用するその他のカスタマーから分離します。
サービスプロバイダーエッジスイッチのトンネルポートからカスタマーのスイッチの IEEE802.1Q
トランクポートに、非対称リンクを設定します。エッジスイッチのトンネルポートに入るパケッ

トには、カスタマーの VLANですでに IEEE802.1Qタグが付いており、カスタマーごとに IEEE
802.1Qタグの別のレイヤ（メトロタグと呼ばれる）でカプセル化され、サービスプロバイダー
ネットワークで一意の VLAN IDが含まれます。タグが二重に付いたパケットは、その他のカス
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タマーのものとは異なる、元のカスタマーの VLANが維持されてサービスプロバイダーネット
ワークを通過します。発信インターフェイス、およびトンネルポートでは、メトロタグが削除

されてカスタマーのネットワークのオリジナル VLAN番号が取得されます。

トンネルポートは、トランクポートまたはアクセスポートにすることができず、それぞれのカ

スタマーに固有の VLANに属する必要があります。

ルーテッドポート
ルーテッドポートは物理ポートであり、ルータ上にあるポートのように動作しますが、ルータに

接続されている必要はありません。ルーテッドポートは、アクセスポートとは異なり、特定の

VLANに対応付けられていません。VLANサブインターフェイスをサポートしない点を除けば、
通常のルータインターフェイスのように動作します。ルーテッドポートは、レイヤ 3ルーティ
ングプロトコルで設定できます。ルーテッドポートはレイヤ 3インターフェイス専用で、DTP
や STPなどのレイヤ 2プロトコルはサポートしません。

ルーテッドポートを設定するには、no switchportインターフェイスコンフィギュレーションコ
マンドでインターフェイスをレイヤ 3モードにします。次に、ポートに IPアドレスを割り当て、
ルーティングをイネーブルにし、ip routingおよび router protocolグローバルコンフィギュレー
ションコマンドを使用してルーティングプロトコルの特性を指定します。

noswitchportインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを実行すると、インターフェ
イスがいったんシャットダウンしてから再度イネーブルになります。これにより、インター

フェイスが接続しているデバイスに関するメッセージが表示されることがあります。レイヤ

2モードのインターフェイスをレイヤ 3モードにした場合、影響のあるインターフェイスに関
連する以前の設定が消失する可能性があります。

（注）

ソフトウェアに、設定できるルーテッドポートの個数制限はありません。ただし、ハードウェア

には限界があるため、この個数と設定されている他の機能の数との相互関係によってCPUパフォー
マンスに影響が及ぶことがあります。

IPBaseイメージは、スタティックルーティングとRouting Information Protocol（RIP）をサポー
トします。フルレイヤ 3ルーティングまたはフォールバックブリッジングの場合は、スタン
ドアロン controllerまたはアクティブなcontroller上で IP Servicesイメージを有効にする必要があ
ります。

（注）

スイッチ仮想インターフェイス
スイッチ仮想インターフェイス（SVI）は、スイッチポートの VLANを、システムのルーティン
グ機能またはブリッジング機能に対する 1つのインターフェイスとして表します。 1つの VLAN
に対応付けできるのは1つのSVIだけですが、VLAN間でルーティングする場合、VLAN間でルー
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ティングできないプロトコルをフォールバックブリッジングする場合、またはcontrollerと IPホス
トの接続を行う場合だけ、VLANに SVIを設定する必要があります。デフォルトでは、SVIはデ
フォルトVLAN（VLAN1）用に作成され、リモートcontrollerの管理を可能にします。追加のSVI
は明示的に設定する必要があります。

インターフェイス VLAN 1は削除できません。（注）

SVIはシステムにしか IPホスト接続を行いません。レイヤ 3モードでは、SVI全体にルーティン
グを設定できます。

スイッチスタックまたはcontrollerは合計 1005個の VLANおよび SVIをサポートしますが、ハー
ドウェアの制限のため、SVIおよびルーテッドポートの数と設定されている他の機能の数との相
互関係によって、CPUのパフォーマンスに影響が及ぶことがあります。

SVIは、VLANインターフェイスに対して vlanインターフェイスコンフィギュレーションコマ
ンドを実行したときに初めて作成されます。VLANは、ISLまたは IEEE802.1Qカプセル化トラン
ク上のデータフレームに関連付けられた VLANタグ、あるいはアクセスポート用に設定された
VLAN IDに対応します。トラフィックをルーティングするそれぞれの VLANに対して VLANイ
ンターフェイスを設定し、IPアドレスを割り当ててください。

物理ポートと関連付けられていない場合、SVIを作成してもアクティブにはなりません。（注）

SVIは、ルーティングプロトコルとブリッジング設定をサポートします。

IPベースフィーチャセットは、スタティックルーティングおよび RIPをサポートしていま
す。より高度なルーティングまたはフォールバックブリッジングを実行するには、スタンド

アロンスイッチまたはアクティブスイッチに設定された IPサービスフィーチャセットをイ
ネーブルにします。ソフトウェアアクティベーション機能を使用して、特定のフィーチャー

セットのソフトウェアライセンスをインストールする方法については、『Cisco IOS Software
Activation』を参照してください。

（注）

SVI 自動ステート除外
VLAN上の複数のポートを装備した SVIのラインステートは、次の条件を満たしたときにはアッ
プ状態になります。

• VLANが存在し、controllerの VLANデータベースでアクティブです。

• VLANインターフェイスが存在し、管理上のダウン状態ではありません。

•少なくとも 1つのレイヤ 2（アクセスまたはトランク）ポートが存在し、この VLANのリン
クがアップ状態であり、ポートが VLANでスパニングツリーフォワーディングステートで
す。
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対応するVLANリンクに属する最初のスイッチポートが起動し、STPフォワーディングステー
トになると、VLANインターフェイスのプロトコルリンクステートがアップ状態になります。

（注）

VLANに複数のポートがある場合のデフォルトのアクションでは、VLAN内のすべてのポートが
ダウンすると SVIもダウン状態になります。 SVI自動ステート除外機能を使用して、SVIライン
ステートアップオアダウン計算に含まれないようにポートを設定できます。たとえば、VLAN上
で 1つのアクティブポートだけがモニタリングポートである場合、他のすべてのポートがダウン
するとVLANもダウンするよう自動ステート除外機能をポートに設定できます。ポートがイネー
ブルである場合、autostate excludeは、ポート上でイネーブルであるすべての VLANに適用され
ます。

VLAN内の 1つのレイヤ 2ポートに収束時間がある場合（STPリスニング/ラーニングステートか
らフォワーディングステートへの移行）、VLANインターフェイスが起動します。これにより、
ルーティングプロトコルなどの機能は、完全に動作した場合と同様にVLANインターフェイスを
使用せず、ルーティングブラックホールなどの他の問題を最小限にします。

EtherChannel ポートグループ
EtherChannelポートグループは、複数のスイッチポートを 1つのスイッチポートとして扱いま
す。このようなポートグループは、controllers間、またはcontrollersおよびサーバ間で高帯域接続
を行う単一論理ポートとして動作します。 EtherChannelは、チャネルのリンク全体でトラフィッ
クの負荷を分散させます。 EtherChannel内のリンクで障害が発生すると、それまでその障害リン
クで伝送されていたトラフィックが残りのリンクに切り替えられます。複数のトランクポートを

1つの論理トランクポートに、複数のアクセスポートを 1つの論理アクセスポートに、複数のト
ンネルポートを 1つの論理トンネルポートに、または複数のルーテッドポートを 1つの論理ルー
テッドポートにグループ化できます。ほとんどのプロトコルは単一のまたは集約スイッチポー

トで動作し、ポートグループ内の物理ポートを認識しません。例外は、DTP、Cisco Discovery
Protocol（CDP）、およびポート集約プロトコル（PAgP）で、物理ポート上でしか動作しません。

EtherChannelを設定するとき、ポートチャネル論理インターフェイスを作成し、EtherChannelにイ
ンターフェイスを割り当てます。レイヤ 3インターフェイスの場合は、interface port-channelグ
ローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して手動で論理インターフェイスを作成しま

す。そのあと、channel-groupインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用して、
手動で EtherChannelにインターフェイスを割り当てます。レイヤ 2インターフェイスの場合は、
channel-groupインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用して、ポートチャネル
論理インターフェイスをダイナミックに作成します。このコマンドは物理および論理ポートをバ

インドします。

10 ギガビットイーサネットインターフェイス
10ギガビットイーサネットインターフェイスは全二重モードでだけ動作します。インターフェ
イスはスイッチポートまたはルーテッドポートとして設定可能です。

インターフェイスコンフィギュレーションガイド Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco WLC 5700 シリー
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Cisco TwinGig Converter Moduleの詳細については、controllerのハードウェアインストレーション
ガイドおよびトランシーバモジュールのマニュアルを参照してください。

インターフェイスの接続
単一 VLAN内のデバイスは、スイッチを通じて直接通信できます。異なる VLANに属すポート
間では、ルーティングデバイスを介さなければデータを交換できません。標準のレイヤ2controller
を使用すると、異なるVLANのポートは、ルータを通じて情報を交換する必要があります。ルー
ティングがイネーブルに設定されたcontrollerを使用することにより、IPアドレスを割り当てたSVI
で VLAN 20および VLAN 30の両方を設定すると、外部ルータを使用せずに、controllerを介して
ホスト Aからホスト Bにパケットを直接送信できます。

図 1：スイッチと VLAN との接続

インターフェイスコンフィギュレーションモード
controllerは、次のインターフェイスタイプをサポートします。

•物理ポート：controllerポートおよびルーテッドポート

• VLAN：スイッチ仮想インターフェイス

•ポートチャネル：EtherChannelインターフェイス

インターフェイス範囲も設定できます。

物理インターフェイス（ポート）を設定するには、インターフェイスタイプ、スタックメンバー

番号（スタッキング対応スイッチのみ）、モジュール番号、およびcontrollerポート番号を指定し
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。

•タイプ：10/100/1000Mbpsイーサネットポートにはギガビットイーサネット（gigabitethernet
または gi）、10,000 Mbpsには 10ギガビットイーサネット（tengigabitethernetまたは te）、
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Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュールにはギガビットイーサネットインターフェイ
ス（gigabitethernetまたは gi）です。

•スタックメンバ番号：スタック内のcontrollerを識別する番号。 controllerの番号範囲は 1～ 9
で、初めてcontrollerを初期化したときに割り当てられます。 controllerスタックに組み込まれ
る前のデフォルトのcontroller番号は 1です。 controllerにスタックメンバ番号が割り当てられ
ている場合、別の番号が割り当てられるまでその番号が維持されます。

スタックモードでスイッチポート LEDを使用して、controllerのスタックメンバー番号を識
別できます。

•モジュール番号：controller上のモジュールまたはスロット番号：スイッチ（ダウンリンク）
ポートは 0で、アップリンクポートは 1です。

•ポート番号：controller上のインターフェイス番号。10/100/1000ポート番号は常に1から始ま
り、controllerの向かって一番左側のポートから順に付けられています。たとえば、
gigabitethernet1/0/1または gigabitethernet1/0/8のようになります。

controller上のインターフェイスの位置を物理的に確認することで、物理インターフェイスを識別
できます。 show特権 EXECコマンドを使用して、スイッチ上の特定のインターフェイスまたは
すべてのインターフェイスに関する情報を表示することもできます。以降、この章では、主に物

理インターフェイスの設定手順について説明します。

次に、スタッキング対応controllerでインターフェイスを識別する例を示します。

•スタンドアロン controllerの 10/100/1000ポート 4を設定するには、次のコマンドを入力しま
す。

Controller(config)# interface gigabitethernet1/0/4

•スタンドアロン controllerに 10ギガビットイーサネットポート 1を設定するには、次のコマ
ンドを入力します。

Controller(config)# interface tengigabitethernet1/0/1

•スタックメンバー 3に 10ギガビットイーサネットポートを設定するには、次のコマンドを
入力します。

Controller(config)# interface tengigabitethernet3/0/1

イーサネットインターフェイスのデフォルト設定
インターフェイスがレイヤ 3モードの場合に、レイヤ 2パラメータを設定するには、パラメータ
を指定せずに switchportインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力し、インター
フェイスをレイヤ 2モードにする必要があります。これにより、インターフェイスがいったん
シャットダウンしてから再度イネーブルになり、インターフェイスが接続しているデバイスに関

するメッセージが表示されることがあります。レイヤ 3モードのインターフェイスをレイヤ 2

インターフェイスコンフィギュレーションガイド Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco WLC 5700 シリー
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モードにした場合、影響のあるインターフェイスに関連する以前の設定情報が消失する可能性が

あり、インターフェイスはデフォルト設定に戻ります。

次の表は、レイヤ 2インターフェイスにだけ適用される一部の機能を含む、イーサネットイン
ターフェイスのデフォルト設定を示しています。

表 1：レイヤ 2 イーサネットインターフェイスのデフォルト設定

デフォルト設定機能

レイヤ2またはスイッチングモード（switchport
コマンド）

動作モード

VLAN 1～ 4094VLAN許容範囲

VLAN 1（レイヤ 2インターフェイスだけ）デフォルト VLAN（アクセスポート用）

VLAN 1（レイヤ 2インターフェイスだけ）ネイティブ VLAN（IEEE 802.1Qトランク用）

Switchportmode dynamic auto（DTPをサポート）
（レイヤ 2インターフェイスだけ）

VLANトランキング

すべてのポートがイネーブルポートイネーブルステート

未定義ポート記述

自動ネゴシエーション（10ギガビットインター
フェイス上では未サポート）

SPEED

自動ネゴシエーション（10ギガビットインター
フェイス上では未サポート）

デュプレックスモード

フロー制御は receive: offに設定されます。送
信パケットでは常にオフです。

フロー制御

すべてのイーサネットポートでディセーブル。

を参照してください。

EtherChannel（PAgP）

ディセーブル（ブロッキングされない）（レイ

ヤ 2インターフェイス限定）。
ポートブロッキング（不明マルチキャストおよ

び不明ユニキャストトラフィック）

ディセーブルブロードキャスト、マルチキャスト、およびユ

ニキャストストーム制御

ディセーブル（レイヤ 2インターフェイス限
定）。

保護ポート
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デフォルト設定機能

ディセーブル（レイヤ 2インターフェイス限
定）。

ポートセキュリティ

ディセーブルPortFast

イネーブル

受電デバイスがクロスケーブルでス

イッチに接続されている場合、スイッ

チは、IEEE 802.3afに完全には準拠し
ていない、Cisco IP Phoneやアクセス
ポイントなどの準規格の受電をサポー

トしていない場合があります。これ

は、スイッチポート上で Automatic
Medium-Dependent Interface Crossover
（Auto-MIDX）がイネーブルかどうか
は関係ありません。

（注）

Auto-MDIX

イネーブル（auto）Power over Ethernet（PoE）

レイヤ 3 インターフェイス
controllerは、次のレイヤ 3インターフェイスのタイプをサポートします。

• SVI：トラフィックをルーティングする VLANに対応する SVIを設定する必要があります。
SVIは、interface vlanグローバルコンフィギュレーションコマンドのあとに VLAN IDを入
力して作成します。SVIを削除するには、no interface vlanグローバルコンフィギュレーショ
ンコマンドを使用します。インターフェイス VLAN 1は削除できません。

物理ポートと関連付けられていない場合、SVIを作成してもアクティブにはな
りません。

（注）

SVIを設定するとき、SVIラインステートステータスを判断する際に含めないようにするた
め、SVI自動ステート除外を SVIのポートに設定することもできます。

•ルーテッドポート：ルーテッドポートは、noswitchportインターフェイスコンフィギュレー
ションコマンドを使用してレイヤ 3モードに設定された物理ポートです。

•レイヤ 3 EtherChannelポート：EtherChannelインターフェイスは、ルーテッドポートで構成
されます。

レイヤ 3 controllerは、各ルーテッドポートおよび SVIに割り当てられた IPアドレスを持つことが
できます。

インターフェイスコンフィギュレーションガイド Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco WLC 5700 シリー
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controllerまたはcontrollerスタックで設定可能な SVIとルーテッドポートの数に対して定義された
制限はありません。ただし、ハードウェアには限界があるため、SVIおよびルーテッドポートの
個数と、設定されている他の機能の個数の組み合わせによっては、CPU利用率が影響を受けるこ
とがあります。 controllerが最大限のハードウェアリソースを使用している場合にルーテッドポー
トまたは SVIを作成しようとすると、次のような結果になります。

•新たなルーテッドポートを作成しようとすると、controllerはインターフェイスをルーテッド
ポートに変換するための十分なリソースがないことを示すメッセージを表示し、インター

フェイスはスイッチポートのままとなります。

•拡張範囲のVLANを作成しようとすると、エラーメッセージが生成され、拡張範囲のVLAN
は拒否されます。

• VLANトランキングプロトコル（VTP）が新たなVLANをcontrollerに通知すると、使用可能
な十分なハードウェアリソースがないことを示すメッセージを送り、その VLANをシャッ
トダウンします。 show vlanユーザ EXECコマンドの出力に、サスペンドステートの VLAN
が示されます。

• controllerが、ハードウェアのサポート可能な数を超えるVLANとルーテッドポートが設定さ
れたコンフィギュレーションを使って起動を試みると、VLANは作成されますが、ルーテッ
ドポートはシャットダウンされ、controllerはハードウェアリソースが不十分であるという理
由を示すメッセージを送信します。

すべてのレイヤ 3インターフェイスには、トラフィックをルーティングするための IPアドレスが
必要です。次の手順は、レイヤ 3インターフェイスとしてインターフェイスを設定する方法およ
びインターフェイスに IPアドレスを割り当てる方法を示します。

物理ポートがレイヤ 2モードである（デフォルト）場合は、no switchportインターフェイス
コンフィギュレーションコマンドを実行してインターフェイスをレイヤ 3モードにする必要
があります。 no switchportコマンドを実行すると、インターフェイスがディセーブルになっ
てから再度イネーブルになります。これにより、インターフェイスが接続しているデバイスに

関するメッセージが生成されることがあります。さらに、レイヤ 2モードのインターフェイ
スをレイヤ3モードにすると、影響を受けたインターフェイスに関連する前の設定情報は失わ
れ、インターフェイスはデフォルト設定に戻る可能性があります。

（注）

インターフェイスの設定
このモジュールは、コントローラにインターフェイスを設定するのに使用される一般的な手順を

示します。次の手順を使用して、コントローラにインターフェイスを設定する必要があります。

はじめる前に

•

インターフェイスコンフィギュレーションガイド Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）

   OL-32314-01-J 13

インターフェイスの設定

インターフェイスの設定



手順の概要

1. configure terminal
2. グローバルコンフィギュレーション
3. interface
4. show interface summary
5. show interface detail management

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権プロンプトで configure terminal設定済みモードを開始できます。configure terminal

例：

ステップ 1   

インターフェイスの詳細（たとえば、インターフェイスタイプ、コネク

タなど）を特定し、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。

グローバルコンフィギュ

レーション

例：

ステップ 2   

インターフェイスを特定し、グローバルコンフィギュレーションモード

を開始できます。グローバルコンフィギュ

レーション

各 interfaceコマンドの後ろに、インターフェイスに必要なインターフェ
イスコンフィギュレーションコマンドを続けて入力します。入力する

interface

例：

ステップ 3   

コマンドによって、そのコンフィギュレーションコマンドで稼働するプ

ロトコルとアプリケーションが定義されます。ある範囲内で設定したイ

ンターフェイスは、同じタイプである必要があります。また、同じ機能

オプションを指定して設定しなければなりません。別の interfaceコマン
ドまたは endを入力して特権 EXECモードに戻ると、コマンドが収集さ
れてインターフェイスに適用されます。

コントローラがサポートするインターフェイスを設定できます。

show interface summaryを使用して設定されたインターフェイスのステー
タスを確認できます。

show interface summary

例：

ステップ 4   

設定されたインターフェイスのステータスを表示できます。

show interface detail managementを使用して設定されたインターフェイ
スのステータスを確認できます。

show interface detail
management

例：

ステップ 5   

設定されたインターフェイスのステータスを表示できます。
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インターフェイスに関する記述の追加

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface interface-id
4. description string
5. end
6. show interfaces interface-id description
7. copy running-config startup-config

手順の詳細

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。パスワー
ドを入力します（要求された場合）。

enable

例：

Controller> enable

ステップ 1   

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：

Controller# configure terminal

ステップ 2   

記述を追加するインターフェイスを指定し、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 interface-id

例：

Controller(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/2

インターフェイスに関する説明を追加します（最大

240文字）。
description string

例：

Controller(config-if)# description

ステップ 4   

Connects to Marketing

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config-if)# end

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

入力を確認します。show interfaces interface-id descriptionステップ 6   

（任意）コンフィギュレーションファイルに設定

を保存します。

copy running-config startup-config

例：

Controller# copy running-config

ステップ 7   

startup-config

インターフェイス範囲の設定：例
次に、interface rangeグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、スイッチ 1上の
ポート 1～ 4で速度を 100 Mb/sに設定する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# interface range gigabitethernet1/0/1 - 4
Controller(config-if-range)# speed 100

この例では、カンマを使用して範囲に異なるインターフェイスタイプストリングを追加して、ギ

ガビットイーサネットポート 1～ 3と、10ギガビットイーサネットポート 1および 2の両方を
イネーブルにし、フロー制御ポーズフレームを受信できるようにします。

Controller# configure terminal
Controller(config)# interface range gigabitethernet1/0/1 - 3 , tengigabitethernet1/0/1 - 2
Controller(config-if-range)# flowcontrol receive on

インターフェイスレンジモードで複数のコンフィギュレーションコマンドを入力した場合、各

コマンドは入力した時点で実行されます。インターフェイスレンジモードを終了した後で、コ

マンドがバッチ処理されるわけではありません。コマンドの実行中にインターフェイスレンジ

コンフィギュレーションモードを終了すると、一部のコマンドが範囲内のすべてのインターフェ

イスに対して実行されない場合もあります。コマンドプロンプトが再表示されるのを待ってか

ら、インターフェイス範囲コンフィギュレーションモードを終了してください。

インターフェイスレンジマクロの設定および使用方法：

例
次に、enet_listという名前のインターフェイス範囲マクロを定義してスイッチ 1上のポート 1およ
び 2を含め、マクロ設定を確認する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# define interface-range enet_list gigabitethernet1/0/1 - 2
Controller(config)# end
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Controller# show running-config | include define
define interface-range enet_list GigabitEthernet1/0/1 - 2

次に、複数のタイプのインターフェイスを含むマクロ macro1を作成する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# define interface-range macro1 gigabitethernet1/0/1 - 2,
gigabitethernet1/0/5 - 7, tengigabitethernet1/0/1 -2
Controller(config)# end

次に、インターフェイスレンジマクロ enet_listに対するインターフェイスレンジコンフィギュ
レーションモードを開始する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# interface range macro enet_list
Controller(config-if-range)#

次に、インターフェイスレンジマクロ enet_listを削除し、処理を確認する例を示します。

Controller# configure terminal
Controller(config)# no define interface-range enet_list
Controller(config)# end
Controller# show run | include define
Controller#

インターフェイスの設定
次の一般的な手順は、すべてのインターフェイス設定プロセスに当てはまります。

手順の詳細

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。パスワードを入力し
ます（要求された場合）。

enable

例：

Controller> enable

ステップ 1   

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：

Controller# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプ、controller番号（スタック対応スイッチ
のみ）、およびコネクタの数を識別します。

interface

例：

Controller(config)# interface

ステップ 3   

インターフェイスタイプとインターフェイス番号の間

にスペースを入れる必要はありません。たとえば、前

出の行の場合は、gigabitethernet 1/0/1、
gigabitethernet1/0/1、gi 1/0/1、または gi1/0/1のいずれ
かを指定できます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

gigabitethernet1/0/1
Controller(config-if)#

インターフェイス上で実行するプロトコルとアプリケーションを

定義します。別のインターフェイスコマンドまたは endを入力
各 interfaceコマンドの後ろに、イ
ンターフェイスに必要なインター

ステップ 4   

して特権EXECモードに戻ると、コマンドが収集されてインター
フェイスに適用されます。

フェイスコンフィギュレーション

コマンドを続けて入力します。

（任意）インターフェイスの範囲を設定します。

ある範囲内で設定したインターフェイスは、同じタイ

プである必要があります。また、同じ機能オプション

を指定して設定しなければなりません。

（注）

interface rangeまたは interface
range macro

ステップ 5   

スイッチ上のまたはスイッチに対して設定されたすべてのイン

ターフェイスのリストを表示します。デバイスがサポートする

show interfacesステップ 6   

各インターフェイスまたは指定したインターフェイスのレポート

が出力されます。

レイヤ 3 インターフェイスの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface {gigabitethernet interface-id} | {vlan vlan-id} | {port-channel port-channel-number}
4. no switchport
5. ip address ip_address subnet_mask
6. no shutdown
7. end
8. show interfaces [interface-id]
9. copy running-config startup-config
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手順の詳細

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。パス
ワードを入力します（要求された場合）。

enable

例：

Controller> enable

ステップ 1   

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：

Controller# configure terminal

ステップ 2   

レイヤ 3インターフェイスとして設定するイン
ターフェイスを指定し、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 {gigabitethernet interface-id} | {vlan
vlan-id} | {port-channel port-channel-number}

例：

Controller(config)# interface

ステップ 3   

gigabitethernet1/0/2

物理ポートに限り、レイヤ 3モードを開始しま
す。

no switchport

例：

Controller(config-if)# no switchport

ステップ 4   

IPアドレスおよび IPサブネットを設定します。ip address ip_address subnet_mask

例：

Controller(config-if)# ip address

ステップ 5   

192.20.135.21 255.255.255.0

インターフェイスをイネーブルにします。no shutdown

例：

Controller(config-if)# no shutdown

ステップ 6   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config-if)# end

ステップ 7   

設定を確認します。show interfaces [interface-id]ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファイルに設

定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

Controller# copy running-config

ステップ 9   

startup-config

インターフェイスのシャットダウンおよび再起動
インターフェイスをシャットダウンすると、指定されたインターフェイスのすべての機能がディ

セーブルになり、使用不可能であることがすべてのモニタコマンドの出力に表示されます。この

情報は、すべてのダイナミックルーティングプロトコルを通じて、他のネットワークサーバに

伝達されます。ルーティングアップデートには、インターフェイス情報は含まれません。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface {vlan vlan-id} | { gigabitethernetinterface-id} | {port-channel port-channel-number}
4. shutdown
5. no shutdown
6. end
7. show running-config

手順の詳細

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。パ
スワードを入力します（要求された場合）。

enable

例：

Controller> enable

ステップ 1   

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：

Controller# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

設定するインターフェイスを選択します。interface {vlan vlan-id} | {
gigabitethernetinterface-id} | {port-channel
port-channel-number}

ステップ 3   

例：

Controller(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

インターフェイスをシャットダウンします。shutdown

例：

Controller(config-if)# shutdown

ステップ 4   

インターフェイスを再起動します。no shutdown

例：

Controller(config-if)# no shutdown

ステップ 5   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Controller(config-if)# end

ステップ 6   

入力を確認します。show running-config

例：

Controller# show running-config

ステップ 7   

インターフェイス特性のモニタ

インターフェイスステータスのモニタ
特権 EXECプロンプトにコマンドを入力することによって、ソフトウェアおよびハードウェアの
バージョン、コンフィギュレーション、インターフェイスに関する統計情報などのインターフェ

イス情報を表示できます。
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表 2：インターフェイス用の show コマンド

目的コマンド

インターフェイスのステータスまたは errdisable
ステートにあるインターフェイスのリストを表

示します。

show interfaces interface-id status [err-disabled]

スイッチング（非ルーティング）ポートの管理

上および動作上のステータスを表示します。こ

のコマンドを使用すると、ポートがルーティン

グまたはスイッチングのどちらのモードにある

かが判別できます。

show interfaces [interface-id] switchport

1つのインターフェイスまたはすべてのインター
フェイスに関する記述とインターフェイスのス

テータスを表示します。

show interfaces [interface-id] description

IPルーティング用に設定されたすべてのイン
ターフェイスまたは特定のインターフェイスに

ついて、使用できるかどうかを表示します。

show ip interface [interface-id]

インターフェイスのパスごとに入出力パケット

を表示します。

show interface [interface-id] stats

（任意）インターフェイスの速度およびデュプ

レックスを表示します。

show interfaces interface-id

（任意）接続 SFPモジュールの Digital Optical
Monitoring（DOM）ステータスを表示します。

show interfaces transceiver dom-supported-list

（任意）インターフェイスの温度、電圧、電流

量を表示します。

show interfaces transceiver properties

SFPモジュールに関する物理および動作ステー
タスを表示します。

show interfaces [interface-id] [{transceiver
properties | detail}] module number]

インターフェイスに対応する RAM上の実行コ
ンフィギュレーションを表示します。

show running-config interface [interface-id]

ハードウェア設定、ソフトウェアバージョン、

コンフィギュレーションファイルの名前と送信

元、およびブートイメージを表示します。

show version

インターフェイスの Auto-MDIX動作ステート
を表示します。

show controllers ethernet-controller interface-id
phy

インターフェイスコンフィギュレーションガイド Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco WLC 5700 シリー
ズ）

22 OL-32314-01-J   

インターフェイスの設定

インターフェイスステータスのモニタ



インターフェイスおよびカウンタのクリアとリセット

表 3：インターフェイス用の clear コマンド

目的コマンド

インターフェイスカウンタをクリアします。clear counters [interface-id]

インターフェイスのハードウェアロジックをリ

セットします。

clear interface interface-id

非同期シリアル回線に関するハードウェアロ

ジックをリセットします。

clear line [number | console 0 | vty number]

clear counters特権EXECコマンドは、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を使用して
取得されたカウンタをクリアしません。show interface特権 EXECコマンドで表示されるカウ
ンタのみをクリアします。

（注）

ワイヤレスインターフェイス（GUI）の表示
コントローラWebUIで、[Monitor] > [Controller] > [System >Wireless Interface]の順に選択すれば、
コントローラで使用可能なワイヤレスインターフェイスを表示できます。ワイヤレスインター

フェイスページの次の詳細が表示されます。

説明パラメータ

オペレータが定義したインターフェイスタイプを表示します。表示される

値は次のとおりです。

• [Static]：ワイヤレス管理

• [AP-Manager]

• [Service-Port]：controllerの背面にある 10ギガビットイーサネットポー
ト

• [Virtual interfaces]

Interface Type
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説明パラメータ

インターフェイスの名前が表示されます。表示される値は次のとおりです。

• [Management]：802.11ディストリビューションシステム有線ネットワー
ク

• [Service-port]：システムサービスインターフェイス

• [Virtual]：Webインターフェイスが作用するループバックインターフェ
イス。これはデフォルトにより、controllerで使用できます。このイン
ターフェイスを明示的に設定する必要はありません。

• [AP-manager]：IPアドレスと同じサブネットにすることができますが、
管理インターフェイスとは別の IPアドレスである必要があります。

• [name]：スペースなしのオペレータが定義したインターフェイスの割り
当て

Interface Name

Controllerおよびディストリビューションポートの IPアドレスを表示します。IP Address

宛先サブネットマスクを表示します。IP Netmask

インターフェイスのMACアドレスを表示します。MACアドレス

インターフェイスの仮想 LAN割り当てを表示します。VLAN ID

ポートの設定（GUI）
Web UIを使用してコントローラにポートを設定できます。これを行うには、Web UIのこのモ
ジュールに定義された手順に従う必要があります。

コントローラのWeb UIを使用して、次のタイプのポートを作成できます。

•ループバックインターフェイス

• EtherChannelポート

• 10ギガビットイーサネットインターフェイス

•ギガビットイーサネットインターフェイス

手順の概要

1. [Configuration] > [Controller] > [System] > [Interfaces] > [Port Summary]を選択します。
2. ポートサマリーの表からポートをクリックして、選択したポートの詳細を表示します。
3. [Apply]をクリックします。
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手順の詳細

ステップ 1 [Configuration] > [Controller] > [System] > [Interfaces] > [Port Summary]を選択します。
コントローラのすべてのポートとポートの詳細を表示します。

ステップ 2 ポートサマリーの表からポートをクリックして、選択したポートの詳細を表示します。

[Edit Port details]ページが表示されます。ページに一覧表示された値を編集するには、[Edit]ページに一覧
表示されたパラメータの値を入力します。

Layer2または Layer3インターフェイスとして選択したポートを設定する必要がありま
す。

（注）

ステップ 3 [Apply]をクリックします。

ワイヤレスインターフェイスの設定（GUI）
Webユーザインターフェイス（GUI）を使用してコントローラにワイヤレスインターフェイスを
設定できます。これを行うには、GUIのこのモジュールに定義された手順に従う必要がありま
す。

手順の概要

1. [Configuration] > [Controller] > [System] > [Interfaces] > [Wireless Summary] を選択します。
2. [New]をクリックします。
3. AP管理インターフェイスおよび管理インターフェイスを設定するインターフェイスを選択し
ます。

4. [Apply]をクリックします。

手順の詳細

ステップ 1 [Configuration] > [Controller] > [System] > [Interfaces] > [Wireless Summary] を選択します。
コントローラのすべてのワイヤレスインターフェイスとインターフェイスの詳細を表示します。

ステップ 2 [New]をクリックします。
[New]ページが表示されます。

ステップ 3 AP管理インターフェイスおよび管理インターフェイスを設定するインターフェイスを選択します。
Web UIを使用してコントローラに 1つの管理インターフェイス、1つ以上の AP管理インターフェイスを
設定できます。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。
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インターフェイス設定の機能履歴と情報

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが導入されまし

た。

Cisco IOS XE 3.2SE
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