
AP マネージャインターフェイスの設定

このモジュールで説明する内容は、次のとおりです。

•

• 機能情報の確認, 1 ページ

• アクセスポイント管理インターフェイス設定の前提条件, 1 ページ

• APマネージャインターフェイス設定の制約事項, 2 ページ

• APマネージャインターフェイスについて, 2 ページ

• APマネージャインターフェイスへの AP joinの設定, 3 ページ

• 設定されたアクセスポイントの join管理インターフェイスの表示, 4 ページ

• APマネージャインターフェイス設定の機能履歴と情報, 4 ページ

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。

アクセスポイント管理インターフェイス設定の前提条件

コントローラに APマネージャインターフェイスを設定する前に、ポートごとに別個の動的 AP
マネージャインターフェイスを設定していることを確認する必要があります。
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AP マネージャインターフェイス設定の制約事項
• IPv4：管理インターフェイスおよび APマネージャインターフェイスのMACアドレスは、
ベース LAG MACアドレスと同じです。

•使用可能なディストリビューションシステムポートが1つだけの場合は、ディストリビュー
ションシステムポート 1を使用してください。

•コントローラでは複数の LAGを設定できます。

• APマネージャインターフェイスを設定する必要はありません。管理インターフェイスはデ
フォルトで、APマネージャインターフェイスのように動作するので、アクセスポイントは
このインターフェイスで joinできます。

•リンク集約（LAG）が有効化されているときは、APマネージャインターフェイスは 1つだ
け設定することができます。ただし、LAGが無効の場合は、1つ以上のAPマネージャイン
ターフェイスを作成できます。通常は 1つの物理ポートにつき 1つです。

• APマネージャインターフェイスに対するポート冗長化はサポートされません。 APマネー
ジャインターフェイスをバックアップポートにマッピングすることはできません。

AP マネージャインターフェイスについて
IPv4を使用して設定されたコントローラには 1つ以上の APマネージャインターフェイスがあり
ます。このインターフェイスは、Lightweightアクセスポイントがコントローラに joinした後でコ
ントローラとアクセスポイントの間で行われるすべてのレイヤ 3通信に使用されます。

IPv6を使用して設定されたコントローラには 1つの APマネージャしかなく、管理インター
フェイスに適用されます。管理インターフェイス上で設定されたAPマネージャは削除できま
せん。

（注）

APマネージャの IPアドレスは、コントローラからアクセスポイントへの CAPWAPパケットの
トンネル発信元、およびアクセスポイントからコントローラへの CAPWAPパケットの宛先とし
て使用されます。

コントローラはジャンボフレームの送信をサポートしていません。フラグメンテーションお

よび再構成を必要とする APにコントローラから CAPWAPパケットが送信されないようにす
るには、クライアント側でMTU/MSSを減らします。

（注）

APマネージャインターフェイスは、どのディストリビューションシステムポートを介して通信
するときも、できる限り多くのLightweightアクセスポイントのアソシエーションおよび通信を行
うために、レイヤ 3ネットワーク全体のアクセスポイントの CAPWAPまたは LWAPP joinメッ
セージを受信します。
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これに対し、コントローラはアクセスポイントに CAPWAP join responseを返し、アクセスポイ
ントはコントローラに joinできるようになります。アクセスポイントがコントローラに joinする
と、コントローラによって構成、ファームウェア、制御トランザクション、およびデータトラン

ザクションが管理されます。

アクセスポイントがリブートを実行するか、コントローラから切断されると、アクセスポイント

の joinに関する統計情報はコントローラから維持されます。ただし、この統計情報は、コント
ローラがリブートまたは切断を実行すると失われます。

IPv6を使用して設定されたコントローラは動的 APマネージャをサポートしません。デフォルト
では、管理インターフェイスは、APマネージャインターフェイスと同様に動作します。リンク
集約（LAG）が IPv6 APロードバランシングに使用されます。

AP マネージャインターフェイスへの AP join の設定
はじめる前に

これに対し、コントローラはアクセスポイントに CAPWAP join responseを返し、アクセスポイ
ントはコントローラに joinできるようになります。アクセスポイントがコントローラに joinする
と、コントローラによって構成、ファームウェア、制御トランザクション、およびデータトラン

ザクションが管理されます。

アクセスポイントがリブートを実行するか、コントローラから切断されると、アクセスポイント

の joinに関する統計情報はコントローラから維持されます。ただし、この統計情報は、コント
ローラがリブートまたは切断を実行すると失われます。

手順の概要

1. conf t
2. wireless ap-manager interface vlan vlan-ID
3. end

手順の詳細

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。conf tステップ 1   

アクセスポイントをイネーブルにして、IPアドレスを受信し
て、指定した VLANに joinします。

wireless ap-manager interface
vlan vlan-ID

ステップ 2   

選択したインターフェイスに APマネージャをマッピングし
ます。

EXECモードに戻ります。endステップ 3   
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設定されたアクセスポイントの join 管理インターフェイ
スの表示

はじめる前に

次の手順を使用して、コントローラとして設定されたアクセスポイントの joinインターフェイス
を表示できます。

手順の概要

1. show ap summary
2. show ap name
3. show ap name apname config general
4. show wireless interface summary

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

インターフェイスに設定されているすべてのアクセスポイ

ントの概要を表示します。

show ap summaryステップ 1   

インターフェイスに設定されているすべてのアクセスポイ

ントの概要を表示します。

show ap nameステップ 2   

アクセスポイントのすべての一般的なパラメータ設定を表

示します。

show ap name apname config generalステップ 3   

コントローラのすべてのワイヤレス管理および APマネー
ジャインターフェイスを表示します。

show wireless interface summaryステップ 4   

AP マネージャ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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