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はじめにAugust 2012 Series

はじめに

このガイドの対象読者
この Cisco® Smart Business Architecture（SBA）ガイドは、次のような役割を果た
す方を対象としています。
• ソリューションを実装するための標準の手順を必要とするシステム エンジニア
• Cisco SBA を実装するための作業明細書を作成するプロジェクト マネージャ
• 新しいテクノロジーを販売したり、実装のドキュメントを作成したりする販売パート
ナー様

• クラスでの指導用またはオンザジョブ トレーニング用の資料を必要とするトレーナー

通常、Cisco SBA ガイドを使用して、エンジニア間および設定間の一貫性を向上させ、
導入ジョブのスコープとコストを改善させることができます。

リリース シリーズ 
シスコは、SBA ガイドの更新と改善を定期的に実施しています。シスコは、一連の SBA 
ガイドの展開に伴い、これらのガイドを 1 つの包括的なシステムとしてまとめてテストして
います。Cisco SBA ガイドの設計の相互互換性を確保するためには、同じシリーズに属
するガイドを使用する必要があります。

シリーズのリリース ノートには、シリーズへの追加および変更の概要が記載されています。 

すべての Cisco SBA ガイドの表紙と各ページの左下には、シリーズ名が記載されていま
す。 シリーズは、リリースした年月に基づいて、次のように名前が付けられます。

month year Series

たとえば、2012 年 8 月にリリースしたガイドのシリーズには、「August 2012 Series」
という名前が付けられます。

次のサイトで SBA ガイドのシリーズを参照できます。

お客様のアクセス：http://www.cisco.com/jp/go/sba/

販売パートナー様のアクセス：http://www.cisco.com/go/sbachannel/

コマンドの読みとり方
多くの Cisco SBA ガイドでは、Cisco IOS、Cisco NX-OS、command-line 
interface（CLI）で設定するその他のオペレーティング システムを実行するシスコ ネット
ワーク デバイスを設定する方法の詳細について説明しています。ここでは、入力する必要
のあるコマンドの指定に使用する規則について説明します。

CLI で入力するコマンドは、次のようになります。

configure terminal
変数の値を指定するコマンドは、次のようになります。

ntp server 10.10.48.17
定義する必要のある変数を持つコマンドは、次のようになります。

class-map [highest class name]
スクリプトの場合やコマンド プロンプトが含まれている場合のインタラクティブな例で表
示されるコマンドは、次のようになります。

Router# enable
行が折り返される長いコマンドには下線が引かれます。 1 つのコマンドとして入力します。

wrr-queue random-detect max-threshold 1 100 100 100 100 100 
100 100 100

システム出力またはデバイス コンフィギュレーション ファイルの注目すべき部分は、次の
ように強調表示されます。

interface Vlan64
  ip address 10.5.204.5 255.255.255.0

コメントと質問
ガイドについてコメントがある場合や質問がある場合は、SBA フィードバック フォームを
使用してください。

新しいコメントが投稿されたときに通知を受け取りたい場合は、SBA のお客様およびパー
トナー ページから RSS フィードが利用できます。

http://www.cisco.com/jp/go/sba/
http://www.cisco.com/go/sbachannel/
http://ciscosba.com/feedback/?id=Aug12-355
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このガイドについて
この導入ガイドには、導入に関する 1 つ以上の章があり、各章には、次のセクションが含
まれます。
• ビジネスの概要：設計のビジネス ユース ケースについて説明します。ビジネス上の
意思決定者にとって、このセクションが特に役立つ場合があります。

• テクノロジーの概要：ビジネス ユース ケースの技術設計（設計を構成するシスコ製品
の概要を含む）について説明します。技術的な意思決定者はこのセクションを使用し
て、設計が機能する方法を理解することができます。

• 導入の詳細：設計を導入および設定する段階的な手順について説明します。システム 
エンジニアはこのセクションを使用して、設計を迅速かつ確実に起動し稼働させるこ
とができます。

次のサイトで Cisco SBA ガイドのシリーズを参照できます。

お客様のアクセス：http://www.cisco.com/jp/go/sba/

販売パートナー様のアクセス：http://www.cisco.com/go/sbachannel/

この SBA ガイドの内容

Cisco SBA ボーダレス ネットワーク
Cisco SBA は、フルサービスのビジネス ネットワークの設計と迅速な導入を支援します。
Cisco SBA を使用した展開は、模範的ですぐに使える設定であり、スケーラビリティと
柔軟性を備えています。

Cisco SBA は、LAN、WAN、ワイヤレス、セキュリティ、データセンター、アプリケーショ
ン最適化、およびユニファイド コミュニケーション テクノロジーを 1 つの包括的なシステ
ムとしてまとめてテストし、これらを取り入れています。このコンポーネント レベルのアプロー
チにより、複数のテクノロジーのシステム統合が簡略化されるため、技術的な複雑さについ
て心配することなく、企業の問題を解決できるソリューションを選択できるようになります。 

Cisco SBA ボーダレス ネットワークは、接続ユーザが最大 10,000 人までの企業を対
象とした包括的なネットワーク設計です。SBA ボーダレス ネットワーク アーキテクチャに
は、有線およびワイヤレス ローカル エリア ネットワーク（LAN）アクセス、ワイド エリ
ア ネットワーク（WAN）接続、WAN アプリケーション最適化、およびインターネット エッ
ジ セキュリティ インフラストラクチャが組み込まれています。

成功へのルート
このガイドの設計を確実に実装するには、このガイドが従属しているいずれかのガイド（以
下のルートで、このガイドの左側に表示されている）を最初に読む必要があります。この
ガイドでは、具体的な前提条件が該当する箇所で引用されています。

1この SBA ガイドの内容August 2012 Series
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はじめに

ビジネスの概要
従業員がどこにいても接続を維持できるようにすると、従業員の効果と効率性を向上させ
ることができます。ユーザがデスクや事前に有線接続されたその他のロケーションにいる
ときに接続を提供する有線ネットワーキング ポート設計の一部として統合されたワイヤレ
スを使用すると、会議に向かっている途中でも接続でき、カフェテリアやその他の待ち合
わせ場所がアドホック会議室になります。ワイヤレス ネットワークを使用すると、ユーザ
の接続は維持され、建物による物理的な制限に関係なく情報の流れが継続します。

テクノロジー概要
この導入では、場所を問わないデータおよび音声接続を従業員に、インターネットに接続
するためのワイヤレス ゲスト アクセスを訪問者にそれぞれ提供するために、ワイヤレス 
モビリティ ネットワークが使用されます。

ユーザは、組織内のロケーションに関係なく、大規模キャンパスでもリモート サイトでも
同じ方法で音声およびデータ サービスに接続できます。これにより、組織にとってシーム
レスなビジネス環境が形成されます。

利点
• ロケーションに依存しないネットワーク アクセス：従業員の生産性が向上します。
• ネットワークの柔軟性の向上：有線接続が困難なロケーションでも、コストがかかる
建設を行わなくても到達できます。

• 管理および運用が容易：組織は分散ワイヤレス環境を集中制御できます。
• プラグ アンド プレイによる導入：ネットワークはアクセス ポートに接続された新しい
アクセス ポイントを認識するように事前設定されています。

この Cisco® Smart Business Architecture（SBA）導入では、コントローラベースの
ワイヤレス設計が使用されます。構成および管理を Cisco Wireless LAN Controller
（WLC）に集中化すると、無線 LAN （WLAN）がインテリジェントな情報ネットワークと
して動作し、高度なサービスをサポートできるように なります。この中央集中型の導入で
は、多数の管理対象エンドポイントと自律アクセス ポイントが単一の管理対象システムに
集約されるため、運用管理が容易になります。

中央集中型ワイヤレスの展開のメリットを次に示します。
• 運用コストの低下：コントローラベースの中央集中型アーキテクチャにより、

Lightweight アクセス ポイントをゼロタッチで構成できます。同様に、チャネルおよ
び電源設定と、RF 環境を最適化するための RF ホールの特定を含むリアルタイム管
理を容易に設計できます。このアーキテクチャは、モビリティ グループ内のさまざま
なアクセス ポイント間にシームレスなモビリティを提供します。コントローラベースの
アーキテクチャにより、ネットワーク管理者はネットワーク全体を把握し、規模、セキュ
リティ、および全体的な運用に関する意思決定を下すことができます。

• 最適な設計で拡張が容易：広範囲をカバーし増え続けるクライアント密度に対応する
ためのワイヤレス展開の拡張に伴い、運用上の複雑さが著しく増大し始めます。この
ようなシナリオでは、適切なアーキテクチャを採用することで、ネットワークの適切
な拡張が可能になります。Cisco ワイヤレス ネットワークでは、キャンパス環境向け
のローカル モードとスリムなリモート サイト向けの Cisco FlexConnect ™ の 2 つ
の導入モデルがサポートされます。
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図 1 - ワイヤレスの概要
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導 入コンポーネント
Cisco SBA WLAN 導入は、Cisco Wireless LAN Controller および Cisco 
Lightweight アクセス ポイントの 2 つの主なコンポーネントを中心に構築されます。

Cisco Wireless LAN Controller

Cisco Wireless LAN Controller は、セキュリティ ポリシー、侵入防御、RF 管理、サー
ビス品質（QoS）、モビリティなどのシステム全体の WLAN 機能を制御します。Cisco 
Wireless LAN Controller は、Cisco Lightweight アクセス ポイントと連携して動
作し、ビジネス クリティカルなワイヤレス アプリケーションをサポートします。Cisco 
Wireless LAN Controller は、音声およびデータ サービスからロケーション追跡まで、
ネットワーク管理者が安全かつスケーラブルなワイヤレス ネットワーク（大規模キャンパス
からリモート サイトまで）を構築するために必要な制御、スケーラビリティ、セキュリティ、
および信頼性を提供します。

スタンドアロンのコントローラは複数のフロアおよび建物にまたがる Lightweight アクセ
ス ポイントを同時にサポートできますが、復元力を確保するためにはコントローラをペア
で導入する必要があります。コントローラの復元力を構成する方法は多数ありますが、最
も簡単なのはプライマリ /セカンダリ モデルを使用することです。プライマリ /セカンダ
リ モデルでは、サイトのすべてのアクセス ポイントがプライマリ コントローラに優先的
に参加し、障害イベントが発生しているときにのみセカンダリ コントローラに参加します。
ただし、ワイヤレス LAN コントローラは、ペアで構成されている場合でも、構成情報を
共有しません。各ワイヤレス LAN コントローラは、個別に構成する必要があります。

このリリースの Cisco SBA には、次のコントローラが含まれています。
• Cisco 2500 シリーズ Wireless LAN Controller：2504 コントローラは、最大
で 50 台の Lightweight アクセス ポイントと 500 台のクライアントをサポートしま
す。Cisco 2500 シリーズ Wireless LAN Controller は、小規模な単一サイトの 
WLAN 導入に適しています。

• Cisco 5500 シリーズ Wireless LAN Controller：5508 コントローラは、最大
で 500 台の Lightweight アクセス ポイントと 7000 台のクライアントをサポート
します。このコントローラは、大規模な複数サイトの WLAN 導入に適しています。

• Cisco Flex® 7500 シリーズ Cloud Controller：7510 コントローラは、最大で 
3000 台のリモート サイト アクセス ポイントと 30,000 台のクライアントをサポー
トします。このコントローラは、Cisco FlexConnect ソリューションをリモート サイ
ト ネットワークに導入するための拡張要件を満たすように設計されています。

ソフトウェア ライセンスの柔軟性により、ビジネス要件の変更に合わせてアクセス ポイン
トを追加できるため、長期のニーズをサポートするコントローラを選択しつつ、必要なも
のについて必要なときにだけ料金を支払うことができます。
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Cisco Lightweight アクセス ポイント

Cisco Unified Wireless Network アーキテクチャでは、アクセス ポイントは 
Lightweight です。つまり、アクセス ポイントは、Wireless LAN Controller（WLC）
から独立して機能できません。Lightweight アクセス ポイント（LAP）は、ワイヤレス 
クライアントにサービスを提供する前に、まず WLC を検出して、それに登録する必要が
あります。アクセス ポイントが WLC を検出するための主な方法は次の 2 つです。
• ドメイン ネーム システム（DNS）：組織内に 1 つの WLC ペアが導入されている場
合、WLC を検出するための最も簡単な方法は、WLC の IP アドレスに解決される 
cisco-capwap-controller の DNS エントリを作成することです。

• ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）：組織内に複数の 
WLC ペアが導入されている場合は、DHCP オプション 43 を使用してアクセス ポ
イントを WLC にマップします。オプション 43 を使用すると、リモート サイトと各
キャンパスで一意のマッピングを定義できます。

アクセス ポイントは、WLC リソースと通信するときに、必要に応じて構成ファイルをダ
ウンロードし、ソフトウェア /ファームウェア イメージを同期します。

Cisco Lightweight アクセス ポイントは Cisco Wireless LAN Controller と連携し、
同時データ転送機能と電波監視機能をサポートしながら、ワイヤレス デバイスを LAN に
接続します。Cisco SBA ワイヤレス設計は、Cisco 802.11n ワイヤレス アクセス ポイ
ントを基盤としています。802.11n は、802.11a/b/g ネットワークの最大 9 倍のスルー
プットでワイヤレス通信範囲を確実にカバーします。

このリリースの Cisco SBA には、次のアクセス ポイントが含まれています。
• Cisco Aironet 1040 シリーズ アクセス ポイントは、エンタープライズクラスのパ
フォーマンスを発揮するエントリレベルのアクセス ポイントで、中堅・中小企業のワイ
ヤレス接続のニーズに対応できます。このアクセス ポイントは、2x2 の複数入力複
数出力（MIMO）テクノロジーを備え、既存の 802.11a/g ネットワークの 6 倍以上
のスループットを提供します。

ワイヤレス ネットワークは、単に便利なものというだけでなく、ビジネスにとってミッショ
ン クリティカルなものになっています。ただしワイヤレスは、さまざまなアプリケーション
やデバイスが企業環境内で帯域幅を求めて競合している共有スペクトラム内で動作します。
IT マネージャは、これまで以上にワイヤレス スペクトラムを可視化して、RF 干渉を管理し、
予期しないダウンタイムを防止する必要があります。Cisco CleanAir は、802.11n ネッ
トワークのパフォーマンスを保護します。このシリコンレベルのインテリジェンスにより、
自己回復、自己最適化が可能なワイヤレス ネットワークを構築し、無線干渉の影響を軽
減します。このリリースの SBA には 2 つの CleanAir AP が含まれています。

• CleanAir テクノロジーを備えた Cisco 2600 シリーズ アクセス ポイントは、自己
回復、自己最適化が可能なワイヤレス ネットワークを構築します。干渉をインテリジェ
ントに回避することにより、ミッション クリティカルなモビリティおよびパフォーマン
ス保護のための高パフォーマンスの 802.11n 接続を提供し、信頼性の高いアプリケー
ション配信を実現します。

• CleanAir テクノロジーを備えた Cisco 3600 シリーズ アクセス ポイントは、タブ
レット、スマートフォン、および高性能ラップトップ向けに、より広い通信範囲をカバー
します。この次世代のアクセス ポイントは、4x4 MIMO の 3 空間ストリーム アクセ
ス ポイントであるため、450 Mbps レートの 3 倍以上の可用性を実現し、より多く
のモバイル デバイスのパフォーマンスを最適化します。

Cisco CleanAir の詳細については、『Cisco SBA ボーダレス ネットワーク ワイヤレス 
LAN CleanAir 導入ガイド』を参照してください。

導入モデル
Cisco Unified Wireless Network では、ローカル モードと Cisco FlexConnect の 
2 つの主な導入モデルがサポートされます。

ローカルモードの導入 

ローカルモードの導入では、ワイヤレス LAN コントローラとアクセス ポイントは同じサイ
トで共存します。このサイトでは、ワイヤレス LAN コントローラが LAN ディストリビュー
ション レイヤに接続し、ワイヤレス LAN クライアントと LAN 間のトラフィックが、コ
ントローラとアクセス ポイント間の Control and Provisioning of Wireless Access 
Points（CAPWAP）プロトコルでトンネリングされています。



5はじめにAugust 2012 Series 5

2
1

9
4CAPWAP Wireless Data

Wireless Voice

Data
Center

LAN

ローカルモードのアーキテクチャでは、レイヤ 2 セキュリティ ポリシーおよびワイヤレス 
ネットワーク ポリシーを単一の場所で集中管理するためにコントローラを使用します。ま
た、このアーキテクチャでは、一貫した方法と状況に合わせた方法で、サービスを有線お
よびワイヤレスのトラフィックに適用できます。

ローカルモードの導入では、Cisco Unified Wireless Network アプローチの従来のメ
リットに加えて、次のカスタム要求が提供されます。
• シームレスなモビリティ：キャンパス環境では、ユーザがさまざまなフロアや隣接す
る建物を行き来してサブネットが変更される場合でも、セッションへの接続を維持す
ることがきわめて重要となります。ローカル コントローラ ベースの Cisco Unified 
Wireless Network は、キャンパス全体にわたって高速ローミングを実現します。

• リッチ メディアをサポートする機能：多数のキャンパス環境でワイヤレスがネット
ワーク アクセスの主要なモードになるに従い、音声アプリケーションとビデオ アプリ
ケーションは急成長しています。ローカルモードの導入は、Call Admission Control
（CAC）による音声の堅牢性と、Cisco VideoStream テクノロジーによるマルチキャ
ストの堅牢性を高めます。

• 集中管理型のポリシー：ネットワーク内の単一の場所にデータを統合すると、ファイ
アウォールを介した高度な検査のほか、アプリケーションの検査、ネットワーク アク
セスの制御、ポリシー適用が可能になります。さらに、ネットワーク ポリシー サーバ
により、各種のデバイス タイプとさまざまなユーザおよびアプリケーションからのトラ
フィックを正しく分類できます。

次のいずれかに該当するサイトでは、コントローラをローカルに導入することをお勧めしま
す。
• LAN ディストリビューション レイヤがある
• アクセス ポイントが 50 を超える
• 提案された共有コントローラへのラウンドトリップにかかる WAN 遅延が 100 ミリ
秒を超える

これらの特性がある導入では、Cisco 2500 シリーズまたは 5500 シリーズのいずれか
のワイヤレス LAN コントローラを使用してください。この設計では、復元力を確保する
ために、キャンパス用に 2 台のワイヤレス LAN コントローラを使用します。ただし、ワ
イヤレス LAN コントローラをさらに追加して、この設計よりも高い容量と復元力を実現す
ることができます。
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Cisco FlexConnect の導入

Cisco FlexConnect は、リモート サイトでの導入に適したワイヤレス ソリューションで
す。このソリューションにより、組織は、各リモート サイトにコントローラを導入せずに、
リモート サイトのアクセス ポイントを本部から WAN 経由で構成および制御できます。
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サイトで次のすべてが当てはまる場合は、Cisco FlexConnect を導入する必要がありま
す。
• サイトの LAN が単一のアクセス レイヤ スイッチまたはスイッチ スタックである
• アクセス ポイントが 50 未満である
• 共有コントローラへのラウンドトリップにかかる WAN 遅延が 100 ミリ秒未満であ
る

Cisco FlexConnect アクセス ポイントは、クライアント データ トラフィックをローカル
の有線インターフェイスから切り替えて、802.1Q トランキングを使用して複数の WLAN 
にセグメント化します。トランク ネイティブ VLAN は、アクセス ポイントとコントローラ
間のすべての CAPWAP 通信に使用されます。

Cisco FlexConnect は、コントローラに戻るトラフィックをトンネリングすることもでき
ます。これは特にワイヤレス ゲスト アクセスに使用されます。

Cisco FlexConnect は、共有コントローラ ペアまたは専用コントローラ ペアを使用し
て導入できます。

WAN 集約と同じサイトに既存のローカルモード コントローラ ペアがあり、そのコント
ローラ ペアに Cisco FlexConnect アクセス ポートをサポートするための十分な追加容
量がある場合は、共有型の導入を使用できます。共有型の導入では、コントローラ ペア
はローカルモード アクセス ポイントと Cisco FlexConnect アクセス ポイントの両方を
サポートできます。

上記の要件を満たしていない場合は、Cisco 5500 シリーズ Wireless LAN Controller 
または Cisco Flex 7500 シリーズ Cloud Controller を使用して、専用コントローラ 
ペアを導入できます。コントローラは、サーバ ルームまたはデータセンターに接続してい
る必要があります。この設計では、復元力を確保するために、リモート サイト用に 2 台
のコントローラを使用します。ただし、コントローラをさらに追加して、この設計よりも高
い容量と復元力を実現することができます。

ゲスト ワイヤレス
ゲスト アクセスに対して組織の既存の WLAN を使用することで、便利かつコスト効率の
高い方法で、訪問者や請負業者にインターネット アクセスを提供できます。ワイヤレス ゲ
スト ネットワークには次の機能があります。
• オープン ワイヤレス Secure Set Identifier（SSID）によるインターネット アクセス
と Web アクセス制御をゲストに提供します。

• 許可された内部ユーザによる各ゲスト用の一時的な認証資格情報の作成をサポートし
ます。

• ゲスト ネットワーク上のトラフィックを内部ネットワークから切り離して、ゲストが内
部ネットワークのリソースにアクセスするのを防止します。

• ローカルモードと Cisco FlexConnect の両方の導入モデルをサポートしています。
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ワイヤレス ゲスト ネットワークは、インターネット DMZ 内の共有コントローラ ペアまた
は専用コントローラ ペアを使用して導入できます。

組織全体で 1 つのコントローラ ペアを使用し、そのコントローラ ペアがインターネッ
ト エッジ ファイアウォールと同じディストリビューション スイッチに接続されている場合
は、共有型の導入を使用できます。共有型の導入では、WLC からのゲスト トラフィック
を DMZ に論理的に接続するための VLAN がディストリビューション スイッチ上に作成さ
れます。VLAN には関連するレイヤ 3 インターフェイスまたは Switch Virtual Interface
（SVI）がなく、ゲスト ネットワークのワイヤレス クライアントは、インターネット エッジ 

ファイアウォールをデフォルト ゲートウェイとします。

共有型の導入の要件を満たさない場合は、Cisco 5500 シリーズ Wireless LAN 
Controller を使用して専用ゲスト コントローラを導入できます。このコントローラは、イ
ンターネット エッジ DMZ に直接接続され、組織内の他のすべてのコントローラからのゲ
スト トラフィックは、このコントローラにトンネリングされます。

ゲスト導入モデルは、共有の場合でも専用の場合でも、インターネット エッジ ファイア
ウォールがゲスト ネットワークからのアクセスを制限します。ゲスト ネットワークは、イ
ンターネットと内部の DHCP および DNS サーバにのみ到達できます。
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導入の詳細

この導入ガイドでは、特定の標準設計パラメータを使用し、ワイヤレス LAN（WLAN）
内にはない各種のネットワーク サービスを参照します。これらのパラメータの一覧を次の
表に示します。組織固有の値を「サイト固有の値」列に入力してください。
表 2 -  一般的な設計パラメータ

ネットワーク サービス Cisco SBA 値 サイト固有の値
ドメイン名 cisco.local

Active Directory、DNS サーバ、DHCP  
サーバ

10.4.48.10

Network Time Protocol（NTP）サーバ 10.4.48.17

SNMP read-only コミュニティ cisco

SNMP read/write コミュニティ cisco123

RADIUS サーバの設定：Cisco ACS

1. ワイヤレス デバイス タイプ グループの作成

2. TACACS+ シェル プロファイルの作成

3. デバイス管理アクセス ポリシーの変更

4. ネットワーク アクセス ポリシーの作成

5. ネットワーク アクセス ポリシーの変更

6. ネットワーク デバイスの作成

7. デフォルトのネットワーク デバイスの有効化

プロセス

Cisco® Secure Access Control System（ACS）は、組織のネットワーク アクセス 
ポリシーとアイデンティティ戦略を結び付ける、中央集中型のアイデンティティおよびアク
セス ポリシー ソリューションです。Cisco Secure ACS は、ユーザ認証、ユーザと管
理者のアクセス制御、およびポリシー制御を単一のソリューションに結合する、中央集中
型の Authentication, Authorization and Accounting（AAA）サーバとして機能します。

Cisco Secure ACS 5.3 では、ルールベースのポリシー モデルが使用されます。ルー
ルベースのポリシー モデルでは、ユーザの ID に加えてさまざまな属性および条件に基づ
いてアクセス権限を付与するセキュリティ ポリシーを設定できます。

このガイドでは、Cisco Secure Access Control System（ACS）がすでに構成され
ていることを前提とします。ワイヤレスの導入への統合をサポートするために必要な手順に
ついてのみ説明します。Cisco ACS 構成の詳細については、『Cisco SBA—Borderless 
Networks Device Management using ACS Deployment Guide』を参照してください。

Windows Server 2008 上に RADIUS サーバを構成する方法については、次のプロセ
スに進んでください。

手順 1 ワイヤレス デバイス タイプ グループの作成

ステップ 1:  Cisco ACS 管理ページに移動します。（例：https://acs.cisco.local）

ステップ 2:  [Network Resources] > [Network Device Groups] > [Device Type] 
で、[Create] をクリックします。

ステップ 3:  [Name] ボックスに、グループの名前を入力します。（例：WLC）

ステップ 4:  [Parent] ボックスで [All Device Types] を選択し、[Submit] をクリッ
クします。
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手順 2 TACACS+ シェル プロファイルの作成

ユーザが WLC にログインしたときに完全な管理権限をユーザに割り当てるカスタム属性
を含む、WLC 用のシェル プロファイルを作成する必要があります。

ステップ 1:  [Policy Elements] > [Authorization and Permissions] > [Device 
Administration] > [Shell Profiles] で、[Create] をクリックします。

ステップ 2:   [General] タブの [Name] ボックスに、ワイヤレス シェル プロファイル
の名前を入力します。（例：WLC Shell）

ステップ 3:  [Custom Attributes] タブの [Attribute] ボックスに role1 と入力しま
す。

ステップ 4:  [Requirement] リストで、[Mandatory] を選択します。

ステップ 5:  [Value] ボックスに ALL と入力し、[Add] をクリックします。

ステップ 6:  [Submit] をクリックします。

手順 3 デバイス管理アクセス ポリシーの変更

最初に、既存の許可ルールから WLC を除外する必要があります。

ステップ 1:  [Access Policies] > [Default Device Admin] > [Authorization] で、
[Network Admin] ルールをクリックします。

ステップ 2:  [Conditions] で [NDG:Device Type] を選択し、フィルタ リストから 
[not in] を選択します。



10導入の詳細August 2012 Series 10

ステップ 3:  フィルタ リストの右側にあるボックスで [All Device Types:WLC] を選
択し、[OK] をクリックします。

次に、WLC 許可ルールを作成します。

ステップ 4:  [Access Policies] > [Default Device Admin] >[Authorization] で、
[Create] をクリックします。

ステップ 5:  [Name] ボックスに、WLC 許可ルールの名前を入力します。（例：WLC 
Admin）

ステップ 6:  [Conditions] の [Identity Group] を選択し、ボックスで、[Network 
Admins] を選択します。

ステップ 7:  [NDG:Device Type] を選択し、ボックスで、[All Device Types:WLC] 
を選択します。

ステップ 8:  [Shell Profile] ボックスで、[WLC Shell] を選択し、[OK] をクリックし
ます。

ステップ 9:  [Save Changes] をクリックします。

手順 4 ネットワーク アクセス ポリシーの作成

ステップ 1:  [Access Policies] > [Access Services] で、[Create] をクリックしま
す。

ステップ 2:  [Name] ボックスに、ポリシーの名前を入力します。（例：Wireless LAN）
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ステップ 3:  [Based on Service Template] の右側で [Network Access - Simple] 
を選択し、[Next] をクリックします。

ステップ 4:  [Allowed Protocols] ペインで、[Finish] をクリックします。

ステップ 5:  「Access Service created successfully. Would you like to modify 
the Service Selection policy to activate this service?」というメッセージで、[Yes] 
をクリックします。

ステップ 6:  [Service Selection Policy] ペインで、[Customize] をクリックします。

ステップ 7:  矢印ボタンを使用して [Compound Condition] を [Available] リストか
ら [Selected] リストに移動し、[OK] をクリックします。

ステップ 8:  [Service Selection Rules] ペインで、デフォルトの Radius ルールを選
択します。

 
ステップ 9:  ワイヤレス クライアントの認証用の新しいルールを作成し、[Create] > 
[Create Above] をクリックします。

ステップ 10:  [Name] ボックスに、ルールの名前を入力します。（例：Rule-3）

ステップ 11:  [Conditions] で、[Compound Condition] を選択します。

ステップ 12:  [Dictionary] リストで [RADIUS-IETF] を選択します。

ステップ 13:  [Attribute] ボックスで [Service-Type] を選択します。

ステップ 14:  [Value] ボックスで [Frame] を選択し、[Add V] をクリックします。

ステップ 15:  [Current Condition Set] で、[And] > [Insert] をクリックします。

ステップ 16:   [Attribute] ボックスで [NAS-Port-Type] を選択します。

ステップ 17:  [Value] ボックスで [Wireless - IEEE 802.11] を選択し、[Add] をク
リックします。

ステップ 18:  [Results] の [Service] リストで [Wireless LAN] を選択し、[OK] を
クリックします。
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ステップ 19:  [Service Selection Rules] ペインで、[Save Changes] をクリックし
ます。

手順 5 ネットワーク アクセス ポリシーの変更

ステップ 1:  最初に、WLC が RADIUS を使用してクライアントを認証できるように許
可ルールを作成する必要があります。

ステップ 2:  [Access Policies] > [Wireless LAN] > [Identity] に移動します。

ステップ 3:  [Identity Source] ボックスで [AD then Local DB] を選択し、[Save 
Changes] をクリックします。

ステップ 4:  [Access Policies] > [Wireless LAN] > [Authorization] に移動します。

ステップ 5:  [Network Access Authorization Policy] ペインで、[Customize] をク
リックします。

ステップ 6:  矢印ボタンを使用して [NDG:Device Type] を [Available] リストから 
[Selected] リストに移動し、[OK] をクリックします。

ステップ 7:  [Access Policies] > [Wireless LAN] > [Authorization] で、[Create] 
をクリックします。

ステップ 8:  [Name] ボックスに、ルールの名前を入力します。（例：WLC Access）

ステップ 9:  [Conditions] で [NDG:Device Type] を選択し、ボックスで [All 
DeviceTypes:WLC] を選択します。

ステップ 10:  [Authorization Profiles] ボックスで、[Permit Access] を選択し、[OK] 
をクリックします。

ステップ 11:  [Save Changes] をクリックします。

手順 6 ネットワーク デバイスの作成

AAA でコントローラを管理するときに必要な TACACS+ シェル プロファイルをコント
ローラに適用する必要があります。そのためには、組織内のコントローラごとに、ネットワー
ク デバイス エントリを Cisco ACS に作成する必要があります。

ステップ 1:  [Network Resources] > [Network Devices and AAA Clients] で、
[Create] をクリックします。

ステップ 2:  [Name] ボックスに、デバイスのホスト名を入力します。（例：WLC-1）

ステップ 3:  [Device Type] ボックスで、[All Device Types:WLC] を選択します。
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ステップ 4:  [IP] ボックスに、WLC 管理インターフェイスの IP アドレスを入力します。
（例：10.4.46.64）

ステップ 5:  [TACACS+] を選択します。

ステップ 6:  TACACS+ の共有秘密キーを入力します。（例：SecretKey）

ステップ 7:  [RADIUS] を選択します。

ステップ 8:  RADIUS 共有秘密キーを入力し、[Submit] をクリックします。（例：
SecretKey）

手順 7 デフォルトのネットワーク デバイスの有効化

アクセス ポイントは、FlexConnect 動作用に構成されていると、コントローラが使用
できないときは、ワイヤレス クライアントを ACS に対して直接認証できます。ネット
ワーク デバイス エントリなしでアクセス ポイントが ACS と通信できるようにするには、
RADIUS に対するデフォルト ネットワーク デバイスを有効にします。

ステップ 1:  [Network Resources] > [Default Network Device] に移動します。

ステップ 2:  [Default Network Device Status list] で、[Enabled] を選択します。

次に、RADIUS の構成を表示する必要があります。

ステップ 3:  [Authentication Options] で、[RADIUS] の隣にある矢印をクリックし
ます。

ステップ 4:  [Shared Secret] ボックスに組織のアクセス ポイントに構成されている秘
密キーを入力し、[Submit] をクリックします。（例：SecretKey）



14導入の詳細August 2012 Series 14

RADIUS サーバの設定：Windows Server 2008

1. サービスのインストール

プロセス

組織の管理およびユーザ アクセス全体に及ぶ包括的な AAA システムが必要ない場合
は、簡単な RADIUS サーバを Cisco ACS の代わりに使用できます。

以下では、既存の Windows Server 2008 Enterprise Edition のインストールでこの
ガイドの WLAN コントローラの導入に対して RADIUS 認証を有効にするために必要な
手順について説明します。

Cisco ACS での RADIUS サーバの構成については、前のプロセスを使用してください。

手順 1 サービスのインストール 

ステップ 1:  サーバを既存のドメインに参加させてから再起動します。

ステップ 2:  サーバが再起動した後、Server Manager を開きます。

ステップ 3:  [Roles] > [Add Roles] に移動します。

ステップ 4:  [Server Roles] ページで、[Active Directory Certificate Services] 
と [Network Policy and Access Services] を選択し、[Next] をクリックします。
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ステップ 5:  ウィザードの指示に従います。次の点に注意してください。
• Network Policy and Access Services の役割を構成するときは、[Network 

Policy Server] を選択し、AD CS に対してはデフォルトの Certification 
Authority 役割サービスが選択されたままにします。

• Active Directory CS のセットアップ タイプでは、[Enterprise] を選択します。
• CA タイプでは、[Root CA] を選択します。

これが環境内の最初の認証局（CA）であると想定しています。そうでない場
合は、このロールをインストールする必要がないか、このサーバを下位 CA と
して設定できます。

技術的なヒント

ウィザードの残りの指示に従って、必要な場合は変更し、それ以外の場合はデフォルト値
のままにします。ウィザードの最後に表示される、AD CS の役割をインストールした後は
このサーバの名前を変更できないという警告に注意してください。

ドメインにルート CA と NPS サーバを作成したので、それを構成します。

ステップ 6:  MMC コンソールを開き、[File] -> [Add/Remove Snap-in] をクリック
します。

ステップ 7:  [Certificates snap-in] で、[Computer account] を選択し、[Next] 
をクリックします。

ステップ 8:  [Select Computer] で、[Local computer] を選択し、[Finish] をクリッ
クします。
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ステップ 9:  Certification Authority Snap-in を追加します。

ステップ 10:  Certificate Templates Snap-in を追加し、[OK] をクリックします。

ステップ 11:  [Certificates (Local Computers)] -> [Personal] を展開し、
[Certificates] を右クリックして、[Request new certificate] をクリックします。

ステップ 12:  ウィザードの指示に従い、証明書タイプには [Computer] を選択して、
[Enroll] をクリックします。[Certificate Authority] > [Issued Certificates] の下に 
Certificate Templates フォルダが表示されることを確認します。

ステップ 13:  Certificate Templates フォルダをクリックし、右側のペインで RAS 
and IAS Server を探します。
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ステップ 14:  RAS and IAS Server を右クリックし、[Duplicate Template] をクリッ
クします。

ステップ 15:  [Windows Server 2008 Enterprise] を選択し、[OK] をクリックしま
す。

ステップ 16:  有効な表示名を入力し、[Publish Certificate in Active Directory] を
選択し、[Apply] をクリックして、MMC コンソールを閉じます。

ステップ 17:  管理ツールで、Network Policy Server 管理コンソールを開きます。
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ステップ 18:  親ノード NPS (Local) を右クリックし、[Register server in Active 
Directory] をクリックし、[OK] をクリックして、再び [OK] をクリックします。

 
ステップ 19:  NPS (Local) ノードを選択したまま、[RADIUS server for 802.1X 
Wireless or Wired Connections] を選択し、[Configure 802.1X] をクリックします。

ステップ 20:  Type of 802.1X 接続で、[Secure Wireless Connections] を選択し、
このウィザードで作成するポリシーの適切な名前を入力して、[Add] をクリックします。
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ステップ 21:  [Friendly name] ボックスにコントローラの名前を入力し（例：WLC-
1）、コントローラの IP アドレスまたは DNS エントリを指定します。

ステップ 22:  [Next] をクリックし、[Microsoft: Protected EAP (PEAP)] を選択し
て、[Configure] をクリックします。
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ステップ 23:  [Certificate issued] ドロップダウン リスト ボックスにステップ 11 で
登録した証明書が表示されることを確認します。

ステップ 24:  [Specify User Groups] で [Add] をクリックしてすでに作成してあるグ
ループを追加するか、次のステップを実行してグループを作成し、グループにユーザを追
加します。

ステップ 25:  SBA-Users という名前のグループを作成します。
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ステップ 26:  test という名前のユーザを作成し、前のステップで作成したグループに追
加します。

ステップ 27:  [Next] をクリックし、[Add] をクリックして、Active Directory グルー
プを使用してワイヤレスを保護します（ユーザがログインする前にワイヤレスでマシンを認
証できるよう、マシン アカウントとユーザ アカウントの両方をこのグループに追加する必
要があります）。

ステップ 28:  ウィザードの次のステップでは、VLAN 情報を構成するか、デフォルトの
設定を受け入れます。
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ステップ 29:  [Finish] をクリックします。802.1x の構成が完了します。 ステップ 30:  Network Policy Server サービスを開始し直します。

Policies ノードを展開すると、ウィザードによってワイヤレス接続を認証するための適切
な設定を含む接続要求ポリシーおよびネットワーク ポリシーが作成されていることがわか
ります。これらのポリシーは手動で個別に作成することもできますが、ウィザードを使う方
が簡単です。

必要に応じて、ネットワーク ポリシーで安全性の低い認証方法オプションを削除し、暗号
化方式を増やすこともできます。

ステップ 31:  Network Policies ノードで、新しく作成したポリシーのプロパティを開
きます。
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ステップ 32:  [Constraints] タブで、[Less secure authentication methods] のす
べてのチェック ボックスをオフにします。

ステップ 33:  [Settings] タブで、[Encryption] をクリックし、[Strongest 
encryption (MPPE 128-bit)] 以外のすべてのチェック ボックスをオフにします。

ステップ 34:  ポリシーを保存し、Network Policy Server サービスを開始し直します。
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ローカルモードを使用したオンサイト ワイヤレス コントローラの設定
1. コントローラのスイッチの設定

2. WLC プラットフォームの設定

3. タイム ゾーンの設定

4. SNMP の設定

5. ネットワークによる WLC の管理の制限

6. ワイヤレス ユーザ認証の設定

7. 管理認証の設定

8. WLAN データ インターフェイスの作成

9. ワイヤレス LAN 音声インターフェイスの作成

10. データ ワイヤレス LAN の設定

11. 音声ワイヤレス LAN の設定

12. 復元力があるコントローラの設定

13. モビリティ グループの設定

14. コントローラ ディスカバリの設定

15. アクセス ポイントの接続

16. 復元力のためのアクセス ポイントの設定

プロセス

ローカルモードの導入では、ワイヤレス LAN コントローラとアクセス ポイントは同じサイ
トで共存します。このサイトでは、ワイヤレス LAN コントローラが LAN ディストリビュー
ション レイヤに接続し、ワイヤレス LAN クライアントと LAN 間のトラフィックが、コ
ントローラとアクセス ポイント間の Control and Provisioning of Wireless Access 
Points（CAPWAP）プロトコルでトンネリングされています。

表 3 -  シスコ オンサイト ワイヤレス コントローラ パラメータ チェックリスト 

パラメータ

Cisco SBA 値 
プライマリ  
コントローラ

Cisco SBA 値 
復元力がある 
コントローラ

サイト 
固有の値

コントローラ パラメータ
スイッチ インターフェイス番号 1/0/3、2/0/3 1/0/4、2/0/4

VLAN 番号 146

タイム ゾーン PST -8 0

IP アドレス 10.4.46.64/24 10.4.46.65/24

デフォルト ゲートウェイ 10.4.46.1

ホスト名 WLC-1 WLC-2

モビリティ グループ名 CAMPUS

RADIUS サーバ IP アドレス 10.4.48.15

RADIUS 共有キー SecretKey

管理ネットワーク（オプション） 10.4.48.0/24

TACACS サーバ IP アドレス（オプ
ション）

10.4.48.15

TACACS 共有キー（オプション） SecretKey

ワイヤレス データ ネットワーク パラメータ
SSID WLAN-Data

VLAN 番号 116

デフォルト ゲートウェイ 10.4.16.1

コントローラ インターフェイスの 
IP アドレス

10.4.16.5/22 10.4.16.6/22

ワイヤレス音声ネットワーク パラメータ
SSID WLAN-Voice

VLAN 番号 120

デフォルト ゲートウェイ 10.4.20.1

コントローラ インターフェイスの 
IP アドレス

10.4.20.5/22 10.4.20.6/22
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手順 1 コントローラのスイッチの設定

ステップ 1:  LAN ディストリビューション スイッチで、ディストリビューション スイッチ
に接続するワイヤレス VLAN を作成します。管理 VLAN は他のシスコ アプライアンスを
含むことができ、WLC 専用にする必要はありません。

vlan 116
 name WLAN_Data
vlan 120
 name WLAN_Voice
vlan 146
 name WLAN_Mgmt

ステップ 2:  VLAN 内のデバイスが残りのネットワークと通信できるように、各 VLAN 
に VLAN インターフェイス（SVI）を設定します。

interface Vlan116
 description Wireless Data Network
 ip address 10.4.16.1 255.255.252.0
 no shutdown
!
interface Vlan120
 description Wireless Voice Network
 ip address 10.4.20.1 255.255.252.0
 no shutdown
!
interface Vlan146
 description Wireless Management Network
 ip address 10.4.46.1 255.255.255.0
 no shutdown

ステップ 3:  インターフェイス設定では、802.1Q トランクが WLC への接続に使用さ
れます。これによって、ディストリビューション スイッチは、WLC で定義されたすべてのネッ
トワークにレイヤ 3 サービスを提供できるようになります。トランクで許可される VLAN 
は、WLC でアクティブな VLAN だけに制限されます。

Catalyst 4500 LAN ディストリビューション スイッチを導入する場合、次の設定で 
switchport trunk encapsulation dot1q コマンドを使用する必要はありませ
ん。

Cisco 5500 シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合は、2 つ以上のディ
ストリビューション スイッチ インターフェイスを EtherChannel トランクとして設定しま

す。

interface GigabitEthernet [port 1]
 description To WLC Port 1
interface GigabitEthernet [port 2]
 description To WLC Port 2
!
interface range GigabitEthernet [port 1], GigabitEthernet 
[port 2]
  switchport
  macro apply EgressQoS
  channel-group [number] mode on
  logging event link-status
  logging event trunk-status
  logging event bundle-status
!
interface Port-channel [number]
 description To WLC
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 116,120,146
 switchport mode trunk
 logging event link-status
 no shutdown

Cisco 2500 シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合、単一のディストリ
ビューション スイッチ インターフェイスをトランクとして設定します。

interface GigabitEthernet [port]
 description To WLC Port 1
 switchport
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 116,120,146
 switchport mode trunk
 macro apply EgressQoS
 logging event link-status
 logging event trunk-status
 no shutdown
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手順 2 WLC プラットフォームの設定

WLC が物理的に設置されて電源がオンになると、コンソールに次のメッセージが表示さ
れます。

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool 
Use the ‘-‘ character to backup 
Would you like to terminate autoinstall? [yes]: YES

ステップ 1:  システム名を入力します。（例：WLC-1） 

System Name [Cisco_7e:8e:43] (31 characters max): WLC-1

ステップ 2:  管理者のユーザ名とパスワードを入力します。

パスワードには、4 つのクラス、つまり小文字、大文字、数字、特殊文字のうち
少なくとも 3 つを使用します。

技術的なヒント

Enter Administrative User Name (24 characters max): admin
Enter Administrative Password (24 characters max): ***** 
Re-enter Administrative Password : ***** 

ステップ 3:  Cisco 5500 シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合は、
サービス ポート インターフェイス アドレスに DHCP を使用します。

Service Interface IP address Configuration [none] [DHCP]: DHCP

ステップ 4:  管理インターフェイスを有効にします。

Cisco 5500 シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合は、2 つ以上のイン
ターフェイスを EtherChannel トランクとして設定します。

Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: YES
Management Interface IP Address: 10.4.46.64
Management Interface Netmask: 255.255.255.0
Management interface Default Router: 10.4.46.1
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 146

Cisco 2500 シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合、単一のインターフェ
イスをトランクとして設定します。

Management Interface IP Address: 10.4.46.64
Management Interface Netmask: 255.255.255.0
Management interface Default Router: 10.4.46.1
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 146
Management Interface Port Num [1 to 4]: 1

ステップ 5:  クライアント用のデフォルトの DHCP サーバを入力します。（例：
10.4.48.10） 

Management Interface DHCP Server IP Address: 10.4.48.10 

ステップ 6:  仮想インターフェイスは、WLC によってモビリティ DHCP リレーおよびコ
ントローラ間通信に使用されます。組織のネットワークで使用されていない IP アドレスを
入力します。（例：192.0.2.1） 

Virtual Gateway IP Address: 192.0.2.1

ステップ 7:  デフォルトのモビリティおよび RF グループとして使用される名前を入力し
ます。（例：CAMPUS）

Mobility/RF Group Name: CAMPUS

ステップ 8:  データ トラフィックをサポートする WLAN の SSID を入力します。後の
導入プロセスでこの SSID を活用できます。

Network Name (SSID): WLAN-Data
Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: NO

ステップ 9:  セキュリティを強化するために、DHCP スヌーピングを有効にします。

Allow Static IP Addresses {YES][no]: NO 

ステップ 10:  後で GUI を使用して、RADIUS サーバを設定します。

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: NO
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ステップ 11:  WLC の導入先の国の正しい国コードを入力します。

Enter Country Code list (enter ‘help’ for a list of countries) 
[US]: US

ステップ 12:  すべてのワイヤレス ネットワークを有効にします。

Enable 802.11b network [YES][no]: YES
Enable 802.11a network [YES][no]: YES
Enable 802.11g network [YES][no]: YES

ステップ 13:  Radio Resource Management（RPM）自動 RF 機能を有効にします。
この機能は、ネットワークの稼働を維持することに役立ちます。

Enable Auto-RF [YES][no]: YES

ステップ 14:  WLC の時計を組織の NTP サーバに同期させます。

Configure a NTP server now? [YES][no]:YES
Enter the NTP server’s IP address: 10.4.48.17
Enter a polling interval between 3600 and 604800 secs: 86400

ステップ 15:  設定を保存します。no と答えた場合、システムが設定を保存せずに再起
動するので、この手順を再び完了する必要があります。

Configuration correct? If yes, system will save it and reset. 
[yes][NO]: YES
Configuration saved!
Resetting system with new configuration

ステップ 16:  WLC をリセットした後、ステップ 2 で定義した認証情報を使用して、
Cisco Wireless LAN Controller の管理ページにログインします。（例：https://wlc-1.
cisco.local/）

手順 3 タイム ゾーンの設定

ステップ 1:  [Commands] > [Set Time] に移動します。

ステップ 2:  [Location] リストで、WLC の場所に対応するタイム ゾーンを選択します。

ステップ 3:  [Set Timezone] をクリックします。

手順 4 SNMP の設定

ステップ 1:  [Management] > [SNMP] > [Communities] で、[New] をクリックし
ます。

ステップ 2:  [Community Name] にコミュニティ名を入力します。（例：cisco）

ステップ 3:  [IP Address] に IP アドレス を入力します。（例：10.4.48.0）

ステップ 4:  [IP Mask] に IP マスクを入力します。（例：255.255.255.0）
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ステップ 5:  [Status] リストで、[Enable] を選択し、[Apply] をクリックします。

ステップ 6:  [Management] > [SNMP] > [Communities] で、[New] をクリックし
ます。

ステップ 7:  [Community Name] にコミュニティ名を入力します。（例：cisco123）

ステップ 8:  [IP Address]  に IP アドレスを入力します。（例：10.4.48.0）

ステップ 9:  [IP Mask] に IP マスクを入力します。（例：255.255.255.0）

ステップ 10:  [Access Mode] リストで、[Read/Write] を選択します。

ステップ 11:  [Status] リストで、[Enable] を選択し、[Apply] をクリックします。

ステップ 12:  [Management] > [SNMP] > [Communities] に移動します。

ステップ 13:  public コミュニティの青いボックスをポイントし、[Remove] をクリック
します。

ステップ 14:  「Are you sure you want to delete?」というメッセージが表示された
ら、[OK] をクリックします。
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ステップ 15:  private コミュニティで、ステップ 13 ～ 14 を繰り返します。

手順 5 ネットワークによる WLC の管理の制限

（オプション）
ネットワークの運用サポートが一元化されているネットワークで、アクセス リストを使用
して、コントローラにアクセスできるネットワークを制限することにより、ネットワーク セ
キュリティを強化できます。この例では、10.4.48.0/24 ネットワーク上のデバイスのみ
が Secure Shell（SSH）Protocol または Simple Network Management Protocol
（SNMP）を介してコントローラにアクセスできます。

ステップ 1:  [Security] > [Access Control Lists] > [Access Control Lists] で、
[New] をクリックします。

ステップ 2:  アクセス リスト名を入力し、[Apply] をクリックします。

ステップ 3:  このリストで、作成したばかりのアクセス リスト名を選択し、[Add New 
Rule] をクリックします。

ステップ 4:  ウィンドウで、次の設定の詳細を入力し、[Apply] をクリックします。
• [Sequence]：1

• [Source]：10.4.48.0/255.255.255.0

• [Destination]：Any

• [Protocol]：TCP

• [Destination Port]：HTTPS

• [Action]：Permit

ステップ 5:  次の表にある設定の詳細を使用して、ステップ 1 ～ 4 を 4 回繰り返しま
す。

Sequence Source Destination Protocol 
Destination 
port Action

2 10.4.48.0/ 
255.255.255.0

Any TCP Other/22 Permit

3 Any Any TCP HTTPS Deny

4 Any Any TCP Other/22 Deny

5 Any Any Any Any Permit
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ステップ 6:  [Security] > [Access Control Lists] > [CPU Access Control Lists] 
で、[Enable CPU ACL] を選択します。

ステップ 7:  [ACL Name] リストで、ステップ 2 で作成した ACL を選択し、[Apply] 
をクリックします。

手順 6 ワイヤレス ユーザ認証の設定

ステップ 1:  [Security] > [AAA] > [Radius] > [Authentication] で、[New] をクリッ
クします。

ステップ 2:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）

ステップ 3:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認します。（例：SecretKey）

ステップ 4:  [Management] の右側で、[Enable] をオフにし、[Apply] をクリックし
ます。

ステップ 5:  [Security] > [AAA] > [Radius] > [Accounting] で、[New] をクリック
します。

ステップ 6:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）

ステップ 7:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認し、[Apply] をクリックしま
す。（例：SecretKey）

手順 7 管理認証の設定

（オプション）
この手順を使用して、Authentication, Authorization and Accounting（AAA）サー
ビスを設定し、一元化された管理認証を導入できます。ローカル管理認証を使用する場合
は、手順 8 に進んでください。

維持するデバイスの増加に伴いネットワークが拡大すると、すべてのデバイスのロー
カル管理アカウントを維持するための運用上の負担も増加します。一元化された 
Authentication, Authorization and Accounting（AAA）サービスにより、デバイス
ごとの運用タスクが削減され、セキュリティ コンプライアンスおよび根本原因分析のため
に、ユーザ アクセスの監査ログが提供されます。アクセス コントロールのために AAA 
が有効化されると、ネットワーク インフラストラクチャ デバイスへのすべての管理アクセ
ス（SSH および HTTPS）が AAA によって制御されます。

ステップ 1:  [Security] > [AAA] > [TACACS+] > [Authentication] で、[New] を
クリックします。

ステップ 2:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）
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ステップ 3:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認し、[Apply] をクリックしま
す。（例：SecretKey）

ステップ 4:  [Security] > [AAA] > [TACACS+] > [Accounting] で、[New] をクリッ
クします。

ステップ 5:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）

ステップ 6:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認し、[Apply] をクリックしま
す。（例：SecretKey）

ステップ 7:  [Security] > [AAA] > [TACACS+] > [Authorization] で、[New] をク
リックします。

ステップ 8:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）
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ステップ 9:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認し、[Apply] をクリックしま
す。（例：SecretKey）

ステップ 10:  [Security] > [Priority Order] > [Management User] に移動します。

ステップ 11:  矢印ボタンを使用して、TACACS+ を [Not Used] リストから [Used 
for Authentication] リストに移動します。

ステップ 12:  [Up] および [Down] ボタンを使用して、TACACS+ を [Order Used 
for Authentication] リストのトップに移動します。

ステップ 13:  矢印ボタンを使用して、RADIUS を [Not Used] リストに移動し、
[Apply] をクリックします。

手順 8 WLAN データ インターフェイスの作成

WLC を、音声トラフィックとデータ トラフィックを分離するように設定します。これは、
トラフィックが通過するメディアにかかわらず、それぞれの IP トラフィックを適切に扱う
ために、優れたネットワーク設計で不可欠です。この手順では、ワイヤレス データ ネット
ワーク上のデバイスを組織の他のデバイスと通信できるようにするインターフェイスを追加
します。

ステップ 1:  [Controller] > [Interfaces] で、[New] をクリックします。

ステップ 2:  [Interface Name] にインターフェイス名を入力します。（例：
Wireless-Data）
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ステップ 3:  [VLAN ID] に VLAN ID 番号を入力し、[Apply] をクリックします。（例：
116）

ステップ 4:  Cisco 2500 シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合、[Port 
Number] ボックスに、LAN ディストリビューション スイッチに接続されているポートを
入力します。（例：1）

ステップ 5:  [IP Address] ボックスに、WLC インターフェイスに割り当てる IP アドレ
スを入力します。（例：10.4.16.5）

ステップ 6:  [Netmask] にネットマスクを入力します。（例：255.255.252.0）

ステップ 7:  [Gateway] ボックスに、手順 1 で定義した VLAN インターフェイスの IP 
アドレスを入力します。（例：10.4.16.1）

ステップ 8:  [Primary DHCP Server] ボックスに、組織の DHCP サーバの IP アド
レスを入力します。（例：10.4.48.10）

ステップ 9:  [Apply] をクリックします。

DHCP が WLC のアドレスと競合するアドレスをワイヤレス クライアントに
割り当てないようにするには、WLC インターフェイスに割り当てるアドレスを 
DHCP スコープから除外します。

技術的なヒント
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手順 9 ワイヤレス LAN 音声インターフェイスの作成

ワイヤレス音声ネットワーク上のデバイスを組織の他のデバイスと通信できるようにするイ
ンターフェイスを追加する必要があります。

ステップ 1:  [Controller] > [Interfaces] で、[New] をクリックします。

ステップ 2:  [Interface Name] にインターフェイス名を入力します。（例：
wireless-voice）

ステップ 3:  [VLAN ID] に VLAN ID 番号を入力し、[Apply] をクリックします。（例：
120）

ステップ 4:  Cisco 2500 シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合、[Port 
Number] ボックスに、LAN ディストリビューション スイッチに接続されているポートを
入力します。（例：1）

ステップ 5:   [IP Address] ボックスに、WLC インターフェイスに割り当てる IP アド
レスを入力します。（例：10.4.20.5）

ステップ 6:  [Netmask] にネットマスクを入力します。（例：255.255.252.0）

ステップ 7:  [Gateway] ボックスに、手順 1 で定義した VLAN インターフェイスの IP 
アドレスを入力します。（例：10.4.20.1）

ステップ 8:  [Primary DHCP Server] ボックスに、組織の DHCP サーバの IP アド
レスを入力します。（例：10.4.48.10）

ステップ 9:  [Apply] をクリックします。

DHCP が WLC のアドレスと競合するアドレスをワイヤレス クライアントに
割り当てないようにするには、WLC インターフェイスに割り当てるアドレスを 
DHCP スコープから除外します。

技術的なヒント
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手順 10 データ ワイヤレス LAN の 設定

ワイヤレス データ トラフィックでは、遅延、ジッター、およびパケット損失をワイヤレ
ス音声トラフィックよりも効率的に処理できます。データ WLAN の場合、デフォルトの 
QoS 設定を維持し、データ トラフィックを有線データ VLAN にセグメント化します。

ステップ 1:   [WLANs] に移動します。

ステップ 2:  手順 2 で作成した SSID の WLAN ID をクリックします。（例：
WLAN-Data）

ステップ 3:  [General] タブの [Interface/Interface Group(G)] リストで、手順 8 で
作成したインターフェイスを選択し、[Apply] をクリックします。（例：wireless-data）

手順 11 音声 ワイヤレス LAN の設定

ワイヤレス音声トラフィックは、遅延、ジッター、パケット損失を効果的に処理できないと
いう点で、データ トラフィックとは異なります。音声 WLAN を設定するには、デフォル
トの QoS 設定を Platinum に設定し、音声トラフィックを有線音声 VLAN にセグメント
化します。

ステップ 1:  [WLANs] に移動します。
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ステップ 2:  ドロップダウン リストで、[Create New] を選択し、[Go] をクリックしま
す。

ステップ 3:  [Profile Name] にプロファイル名を入力します。（例：Voice）

ステップ 4:  [SSID] ボックスに、音声 WLAN の名前を入力し、[Apply] をクリックし
ます。（例：WLAN-Voice）

ステップ 5:  [General] タブで、[Status] の横にある [Enabled] をオンにします。

ステップ 6:  [Interface/Interface Group(G)] リストで、手順 9 で作成したインター
フェイスを選択します。（例：wireless-voice）
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ステップ 7:   [QoS] タブの [Quality of Service (QoS)] リストで、[Platinum (voice)] 
を選択し、[Apply] をクリックします。

手順 12 復元力があるコントローラの設定

スタンドアロンのコントローラは複数のフロアおよび建物にまたがる Lightweight アクセ
ス ポイントを同時にサポートできますが、復元力を確保するためには複数のコントローラ
をサイトに導入する必要があります。

この設計では、2 台のコントローラを使用します。1 台目はプライマリ コントローラで、
このコントローラにアクセス ポイントが通常登録されます。セカンダリ コントローラは、
復元力があるコントローラとも呼ばれ、プライマリ コントローラで障害が発生した場合に
復元力を提供します。通常の運用では、復元力があるコントローラにはアクセス ポイント
は登録されません。

コントローラはペアで構成されている場合でも構成情報を共有しないため、各コントロー
ラを個別に構成する必要があります。

ステップ 1:  復元力があるコントローラで手順 2 ～ 11 を繰り返します。

手順 13 モビリティ グループの設定

ネットワークのワイヤレス クライアントが、あるコントローラに結合されたアクセス ポイ
ントから別のコントローラに結合されたアクセス ポイントに移動する可能性があるため、
両方のコントローラを同じモビリティ グループに導入する必要があります。

モビリティ グループは、同じモビリティ グループ名で識別されるコントローラの集合であ
り、ワイヤレス クライアントに対するシームレスなローミングの領域を定義します。モビリ
ティ グループを作成することにより、コントローラ間またはサブネット間ローミングが発
生したときに、ネットワーク内の複数のコントローラが情報を動的に共有し、データ トラ
フィックを転送できるようになります。同じモビリティ グループに属するコントローラは、
互いのアクセス ポイントを不正デバイスとして認識しないように、アクセス ポイントのリ
ストに加えて、クライアント デバイスのコンテキストおよび状態を共有できます。この情
報を使用して、ネットワークはコントローラ間 WLAN ローミングとコントローラの冗長性
をサポートできます。

ステップ 1:  プライマリ コントローラで、[Controller] > [Mobility Management] > 
[Mobility Groups] に移動します。ローカル コントローラの MAC アドレス、IP アドレス、
およびモビリティ グループ名が表示されます。

ステップ 2:  復元力があるコントローラで、[Controller] > [Mobility Management] 
> [Mobility Groups] に移動し、[New] をクリックします。

ステップ 3:  [Member IP Address] ボックスに、プライマリ コントローラの IP アド
レスを入力します。（例：10.4.46.64）
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ステップ 4:  [Member MAC Address] ボックスに、プライマリ コントローラの 
MAC アドレスを入力し、[Apply] をクリックします。

ステップ 5:  プライマリ コントローラで、[Controller] > [Mobility Management] > 
[Mobility Groups] に移動し、[New] をクリックします。

ステップ 6:  [Member IP Address] ボックスに、復元力があるコントローラの IP ア
ドレスを入力します。（例：10.4.46.65）

ステップ 7:  [Member MAC Address] ボックスに、復元力があるコントローラの 
MAC アドレスを入力し、[Apply] をクリックします。

ステップ 8:  各コントローラで、[Save Configuration] をクリックし、[OK] をクリッ
クします。
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ステップ 9:  [Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Groups] に移動
し、モビリティ グループの情報を調査して、すべてのコントローラ間で接続が確立されて
いることを確認します。[Status] 列で、すべてのコントローラが [Up] として表示されてい
る必要があります。

手順 14 コントローラ ディスカバリの設定

コントローラ ディスカバリの設定には、導入しているコントローラの数と DHCP サーバ
のタイプに応じて 3 つのオプションがあります。

組織で 1 ペアのコントローラのみ使用している場合は、この手順のオプション 1 を実行
してください。

組織で複数のコントローラを導入している場合は、Dynamic Host Control Protocol
（DHCP）オプション 43 を使用して、アクセス ポイントをそれらのコントローラにマッピ
ングします。オプション 43 を使用すると、リモート サイトが許可されて、各キャンパス
で一意のマッピングを定義できます。組織に導入している DHCP サーバのタイプに応じ
て、この手順のオプション 2 またはオプション 3 を実行します。

オプション 1.  組織で WLC ペアを 1 つのみ使用している場合

ステップ 1:  cisco-capwap-controller ホスト名を解決するように、コントロー
ラの管理 IP アドレス（この例では 10.4.46.64）に組織の DNS サーバ（この例では 
10.4.48.10）を設定します。cisco-capwap-controller DNS レコードは、ソフトウェ
ア バージョン 6.0 以上を実行するアクセス ポイントのブートストラップ情報を提供しま
す。

ステップ 2:  バージョン 6.0 よりも古いソフトウェアを実行するアクセス ポイントがネッ
トワークに含まれている可能性がある場合は、ホスト名 cisco-lwapp-controller を解
決する DNS レコードをコントローラの管理 IP アドレスに追加してください。

オプション 2.  組織で複数の WLC ペアを使用している場合：Cisco IOS 
DHCP サーバ
外部の中央サイトに DHCP サーバがないネットワークでは、Cisco IOS ソフトウェアで 
DHCP サービスを提供できます。この機能は、ローカルの DHCP サービスを提供し、外
部中央サイトの DHCP サーバへの WAN リンクに依存しないようにするリモート サイト
で役に立つ場合もあります。

ステップ 1:  DHCP オプション 43 の値を作成します。

16 進数文字列は、オプション 43 のサブオプションの Type + Length + Value（TLV）
値のシーケンスとして作成されます。
•	 Type は、常にサブオプション コード 0xf1 になります。
•	 Length は、コントローラの管理 IP アドレスの数の 4 倍で 16 進数で表されます。
•	 Value は、16 進数で順番にリストされるコントローラの IP アドレスです。

たとえば、管理インターフェイスの IP アドレス 10.4.46.64 および 10.4.46.65 を使用
する 2 つのコントローラがあるとします。Type は 0xf1 です。Length は 2 * 4 = 8 = 
0x08 です。IP アドレスは 0a042e40（10.4.46.64）および 0a042e41（10.4.46.65）
に変換されます。文字列が作成されると、f1080a042e400a042e41 が生成されます。

ステップ 2:  ネットワーク デバイスで、オプション 43 を、すでに存在しているデータ 
ネットワーク DHCP プールに追加します。

ip dhcp pool [pool name]
 option 43 hex f1080a042e400a042e41
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オプション 3.  複数の WLC ペアがある場合：Microsoft DHCP サーバ
この手順では、ベンダー固有の情報を、この導入ガイドで使用している Lightweight 
Cisco Aironet 1040 および 2600 シリーズ アクセス ポイントに返すように Windows 
DHCP サーバを設定する方法を示します。Lightweight Cisco Aironet シリーズ アクセ
ス ポイントのベンダー クラス ID は、各モデル タイプに固有です。複数のアクセス ポイ
ント モデルをサポートするには、モデル タイプごとに 1 つのベンダー クラスを作成する
必要があります。
表 4 -  ベンダー クラス ID

アクセス ポイント ベンダー クラス ID
Cisco Aironet 1040 シリーズ Cisco AP c1040 

Cisco Aironet 2600 シリーズ Cisco AP c2600

Cisco Aironet 3600 シリーズ Cisco AP c3600

ステップ 1:  DHCP Server Administration Tool または MMC を開きます。

ステップ 2:  [DHCP root] > [IPv4] を右クリックし、[Define Vendor Classes] をク
リックします。

ステップ 3:  [DHCP Vendor Classes] ウィンドウで、[Add] をクリックします。

ステップ 4:  [New Class] ダイアログ ボックスの [Display Name] に表示名を入力し
ます。（例：Cisco Aironet 1040 AP）

ステップ 5:  [ASCII] セクションに、表 3 に示されている適切なアクセス ポイント シ
リーズのベンダー クラス ID を入力し、[OK] をクリックします。（例：Cisco AP c1040）

ステップ 6:  [DHCP Vendor Classes] ウィンドウで、[Close] をクリックします。

ステップ 7:  [DHCP Server Root] を右クリックし、[Set Predefined Options] を
選択します。
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ステップ 8:  [Option Class] リストで、ステップ 4 で作成したクラスを選択し、[Add] 
をクリックします。

ステップ 9:  [Option Type] ダイアログ ボックスの [Name] に名前を入力します。（例：
Option 43） 

ステップ 10:  [Data Type] リストで、[IP Address] を選択します。

ステップ 11:  [Array] を選択します。

ステップ 12:  [Code] ボックスに 241 と入力し、[OK] をクリックします。

ベンダー クラスとサブオプションが DHCP サーバにプログラミングされます。次に、
DHCP スコープのベンダー固有の情報を定義する必要があります。

ステップ 13:  適切な DHCP スコープを選択して、[Scope Options] を右クリックし、
[Configure Options] を選択します。

ステップ 14:  [Advanced] タブをクリックし、[Vendor class] リストで、ステップ 4 
で作成したクラスを選択します。

ステップ 15:  [Available Options] で、[241 Option 43] を選択します。

ステップ 16:  [IP address] ボックスに、プライマリ コントローラの管理インターフェ
イスの IP アドレスを入力し、[Add] をクリックします。（例：10.4.46.64）

ステップ 17:  復元力があるコントローラでステップ 16 を繰り返し、[Apply] をクリッ
クします。（例：10.4.46.65）
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手順 15 アクセス ポイントの接続

LAN アクセス スイッチで、アクセス ポイントに接続されているスイッチ インターフェイ
スは、標準のアクセス スイッチポート設定を使用します。ただし、この手順で設定する 
QoS ポリシーを除きます。

ステップ 1:  アクセス ポイントが接続されるインターフェイスを、アクセス ポイントから
の QoS マーキングを信頼するように設定します。

interface GigabitEthernet [port]
  description Access Point Connection
  switchport access vlan 100 
  switchport voice vlan 101
  switchport host
  macro apply EgressQoS
  switchport port-security maximum 11 
  switchport port-security
  switchport port-security aging time 2
  switchport port-security aging type inactivity
  switchport port-security violation restrict 
  ip arp inspection limit rate 100
  ip dhcp snooping limit rate 100
  ip verify source 

手順 16 復元力のためのアクセス ポイントの設定

ステップ 1:  プライマリ コントローラで、[Wireless] に移動し、必要なアクセス ポイ
ントを選択します。

ステップ 2:  [High Availability] タブをクリックします。

ステップ 3:  [Primary Controller] ボックスに、プライマリ コントローラの名前と管
理 IP アドレスを入力します。（例：WLC-1/10.4.46.64）

ステップ 4:  [Secondary Controller] ボックスに、復元力のあるコントローラの名前
と管理 IP アドレスを入力し、[Apply] をクリックします。（例：WLC-2/10.4.46.65）
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FlexConnect を使用したリモートサイト ワイヤレスの設定
1. LAN ディストリビューション スイッチの設定

2. WLC プラットフォームの設定

3. タイム ゾーンの設定

4. SNMP の設定

5. ネットワークによる WLC の管理の制限

6. ワイヤレス ユーザ認証の設定

7. 管理認証の設定

8. 復元力がある WLC の設定

9. モビリティ グループの設定

10. データ ワイヤレス LAN の設定

11. 音声ワイヤレス LAN の設定

12. コントローラ ディスカバリの設定

13. リモートサイト ルータの設定

14. AP 用リモートサイト スイッチの設定

15. Cisco FlexConnect 用 AP の設定

16. 復元力のためのアクセス ポイントの設定

17. FlexConnect グループの設定

プロセス
リモート サイト ワイヤレス LAN コントローラを導入する方法には、共有と専用の 2 つ
があります。
• 共有 WLC には、リモートサイト アクセス ポイントと、ローカルなオンサイト アク
セス ポイントの両方が同時に接続されます。共有 WLC は、アクセス ポイントの
数が、WAN ヘッドエンド近くの同じ場所にある WLC の利用可能な容量に一致し、
WAN ヘッドエンドがキャンパスと同じ場所にある場合に使用します。

• 専用 WLC には、リモートサイト アクセス ポイントのみが接続されています。専用 
WLC は、アクセス ポイントまたはリモート サイトが多数ある場合に使用します。こ
のオプションは、WAN ヘッドエンドの近くの同じ場所にある WLC に必要な容量が
ないか、WAN ヘッドエンドがキャンパスと同じ場所にない場合も使用できます。

共有 WLC を使用する場合、この導入ガイドでは、オンサイト コントローラを使用した
ワイヤレスの設定プロセスの手順に従って、すでに WLC を導入済みであることを前提と
しています。共有コントローラ導入でリモートサイト ワイヤレスを導入するには、手順 10 
に進んでください。

専用 WLC を使用する場合は、このプロセスのすべての手順を実行して、リモートサイト 
ワイヤレスを導入します。



44導入の詳細August 2012 Series 44

表 5 -  シスコ リモート サイト ワイヤレス コントローラ パラメータ チェックリスト 

パラメータ

Cisco SBA 値 
プライマリ  
コントローラ

Cisco SBA 値 
復元力がある 
コントローラ

サイト 
固有の値

コントローラ パラメータ（オプション）
スイッチ インターフェ
イス番号

1/0/3、2/0/3 1/0/4、2/0/4

VLAN 番号 146

タイム ゾーン PST -8 0

IP アドレス 10.4.46.68/24 10.4.46.69/24

デフォルト ゲートウェ
イ

10.4.46.1

ホスト名 WLC-RemoteSites-1 WLC-RemoteSites-2

モビリティ グループ名 REMOTES

RADIUS サーバ IP ア
ドレス

10.4.48.15

RADIUS 共有キー SecretKey

管理ネットワーク（オ
プション）

10.4.48.0/24

TACACS サーバ IP ア
ドレス（オプション）

10.4.48.15

TACACS 共有キー（オ
プション）

SecretKey

リモート サイト パラメータ
ワイヤレス データの 
SSID

WLAN-Data

ワイヤレス データの 
VLAN 番号

65

ワイヤレス音声の 
SSID

WLAN-Voice

ワイヤレス音声の 
VLAN 番号

70

デフォルト ゲートウェ
イ

10.4.20.1

コントローラ インター
フェイスの IP アドレス

10.4.20.5/22 10.4.20.6/22

手順 1 LAN ディストリビューション スイッチの設定

ステップ 1:  LAN ディストリビューション スイッチで、ディストリビューション スイッチ
に接続するワイヤレス管理 WLAN を作成します。

vlan 146
 name WLAN_Mgmt

ステップ 2:  VLAN 内のデバイスがネットワークの他のデバイスと通信できるように、
VLAN の VLAN インターフェイス（SVI）を設定します。

interface Vlan146
 description Wireless Management Network
 ip address 10.4.46.1 255.255.255.0
 no shutdown

ステップ 3:  インターフェイス設定では、802.1Q トランクが WLC への接続に使用さ
れます。これによって、ディストリビューション スイッチは、WLC で定義されたすべてのネッ
トワークにレイヤ 3 サービスを提供できるようになります。トランクで許可される VLAN 
は、WLC でアクティブな VLAN だけに削減されます。

Catalyst 4500 LAN ディストリビューション スイッチを導入する場合、次の設定で 
switchport trunk encapsulation dot1q コマンドを使用する必要はありませ
ん。

Cisco 7500 シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合、10 ギガビットのディ
ストリビューション スイッチ インターフェイスをトランクとして設定します。Cisco 7500 
シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合は、WLC を 3750X ディストリ
ビューション スイッチに接続しません。

interface TenGigabitEthernet [number]
 description To WLC port 1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 146
 switchport mode trunk
 macro apply EgressQoS
 logging event link-status
 logging event trunk-status
 no shutdown
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Cisco 5500 シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合は、2 つ以上のディ
ストリビューション スイッチ インターフェイスを EtherChannel トランクとして設定しま
す。

interface GigabitEthernet [port 1]
 description To WLC Port 1
interface GigabitEthernet [port 2]
 description To WLC Port 2
!
interface range GigabitEthernet [port 1], GigabitEthernet 
[port 2]
  switchport
  macro apply EgressQoS
  channel-group [number] mode on
  logging event link-status
  logging event trunk-status
  logging event bundle-status
!
interface Port-channel [number]
 description To WLC
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 146
 switchport mode trunk
 logging event link-status
 no shutdown

手順 2 WLC プラットフォームの設定

WLC が物理的に設置されて電源がオンになると、コンソールに次のメッセージが表示さ
れます。

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool 
Use the ‘-‘ character to backup 
Would you like to terminate autoinstall? [yes]: YES

ステップ 1:  システム名を入力します。（例：WLC-RemoteSites-1） 

System Name [Cisco_d9:3d:66] (31 characters max): WLC-
RemoteSites-1

ステップ 2:  管理者のユーザ名とパスワードを入力します。

パスワードには、4 つのクラス、つまり小文字、大文字、数字、特殊文字のうち
少なくとも 3 つを使用します。

技術的なヒント

Enter Administrative User Name (24 characters max): admin
Enter Administrative Password (24 characters max): ***** 
Re-enter Administrative Password : ***** 

ステップ 3:  サービス ポート インターフェイス アドレスに DHCP を使用します。

Service Interface IP address Configuration [none] [DHCP]: DHCP

ステップ 4:  管理インターフェイスの IP アドレスとサブネット マスクを入力します。

Cisco 7500 シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合、10 ギガビットのイ
ンターフェイスをトランクとして設定します。

Management Interface IP Address: 10.4.46.68
Management Interface Netmask: 255.255.255.0
Management interface Default Router: 10.4.46.1
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 146
Management Interface Port Num [1 to 2]: 1

Cisco 5500 シリーズ Wireless LAN Controller を導入する場合は、2 つ以上のイン
ターフェイスを EtherChannel トランクとして設定します。

Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: YES
Management Interface IP Address: 10.4.46.68
Management Interface Netmask: 255.255.255.0
Management interface Default Router: 10.4.46.1
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 146

ステップ 5:  クライアント用のデフォルトの DHCP サーバを入力します。（例：
10.4.48.10） 

Management Interface DHCP Server IP Address: 10.4.48.10 
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ステップ 6:  仮想インターフェイスは、WLC によってモビリティ DHCP リレーおよびコ
ントローラ間通信に使用されます。組織のネットワークで使用されていない IP アドレスを
入力します。（例：192.0.2.1） 

Virtual Gateway IP Address: 192.0.2.1

ステップ 7:  デフォルトのモビリティおよび RF グループとして使用される名前を入力し
ます。（例：REMOTES）

Mobility/RF Group Name: REMOTES

ステップ 8:  データ トラフィックをサポートする WLAN の SSID を入力します。後の
導入プロセスでこの SSID を活用できます。

Network Name (SSID): WLAN-Data
Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: NO

ステップ 9:  セキュリティを強化するために、DHCP スヌーピングを有効にします。

Allow Static IP Addresses {YES][no]: NO 

ステップ 10:  後で GUI を使用して、RADIUS サーバを設定します。

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: NO

ステップ 11:  WLC の導入先の国の正しい国コードを入力します。

Enter Country Code list (enter ‘help’ for a list of countries) 
[US]: US

ステップ 12:  すべてのワイヤレス ネットワークを有効にします。

Enable 802.11b network [YES][no]: YES
Enable 802.11a network [YES][no]: YES
Enable 802.11g network [YES][no]: YES

ステップ 13:  RRM の自動 RF 機能を有効にします。この機能は、ネットワークの稼働
を維持することに役立ちます。

Enable Auto-RF [YES][no]: YES

ステップ 14:  WLC の時計を組織の NTP サーバに同期させます。

Configure a NTP server now? [YES][no]:YES
Enter the NTP server’s IP address: 10.4.48.17
Enter a polling interval between 3600 and 604800 secs: 86400

ステップ 15:  設定を保存します。no と答えた場合、システムが設定を保存せずに再起
動するので、この手順を再び完了する必要があります。

Configuration correct? If yes, system will save it and reset. 
[yes][NO]: YES
Configuration saved!
Resetting system with new configuration

ステップ 16:  WLC をリセットした後、ステップ 2 で定義した認証情報を使用して、
Cisco Wireless LAN Controller の管理ページにログインします。（例：https://WLC-
RemoteSites-1.cisco.local/）

手順 3 タイム ゾーンの設定

ステップ 1:  [Commands] > [Set Time] に移動します。

ステップ 2:  [Location] リストで、WLC の場所に対応するタイム ゾーンを選択します。

ステップ 3:  [Set Timezone] をクリックします。
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手順 4 SNMP の設定

ステップ 1:  [Management] > [SNMP] > [Communities] で、[New] をクリックし
ます。

ステップ 2:  [Community Name] にコミュニティ名を入力します。（例：cisco）

ステップ 3:  [IP Address]  に IP アドレスを入力します。（例：10.4.48.0）

ステップ 4:  [IP Mask] に IP マスクを入力します。（例：255.255.255.0）

ステップ 5:  [Status] リストで、[Enable] を選択し、[Apply] をクリックします。

ステップ 6:  [Management] > [SNMP] > [Communities] で、[New] をクリックし
ます。

ステップ 7:  [Community Name] にコミュニティ名を入力します。（例：cisco123）

ステップ 8:  [IP Address]  に IP アドレスを入力します。（例：10.4.48.0）

ステップ 9:  [IP Mask] に IP マスクを入力します。（例：255.255.255.0）

ステップ 10:  [Access Mode] リストで、[Read/Write] を選択します。

ステップ 11:  [Status] リストで、[Enable] を選択し、[Apply] をクリックします。

ステップ 12:  [Management] > [SNMP] > [Communities] に移動します。

ステップ 13:  public コミュニティの青いボックスをポイントし、[Remove] をクリッ
クします。

ステップ 14:  「Are you sure you want to delete?」というメッセージが表示された
ら、[OK] をクリックします。
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ステップ 15:  private コミュニティで、ステップ 13 ～ 14 を繰り返します。

手順 5 ネットワークによる WLC の管理の制限

（オプション）
ネットワークの運用サポートが一元化されているネットワークで、アクセス リストを使用
して、コントローラにアクセスできるネットワークを制限することにより、ネットワーク セ
キュリティを強化できます。この例では、10.4.48.0/24 ネットワーク上のデバイスだけが、
SSH または SNMP 経由でコントローラにアクセスできます。

ステップ 1:  [Security] > [Access Control Lists] > [Access Control Lists] で、
[New] をクリックします。

ステップ 2:  アクセス コントロール リスト名を入力し、[Apply] をクリックします。

ステップ 3:  このリストで、作成したばかりのアクセス リスト名を選択し、[Add New 
Rule] をクリックします。

ステップ 4:  ウィンドウで、次の設定の詳細を入力し、[Apply] をクリックします。
• Sequence：1

• Source：10.4.48.0 / 255.255.255.0

• Destination：Any

• Protocol：TCP

• Destination Port：HTTPS

• Action：Permit

ステップ 5:  次の表にある設定の詳細を使用して、ステップ 1 ～ 4 を 4 回繰り返しま
す。

Sequence Source Destination Protocol 
Destination 
Port Action

2 10.4.48.0/ 
255.255.255.0

Any TCP Other/22 Permit

3 Any Any TCP HTTPS Deny

4 Any Any TCP Other/22 Deny

5 Any Any Any Any Permit
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ステップ 6:  [Security] > [Access Control Lists] > [CPU Access Control Lists] 
で、[Enable CPU ACL] を選択します。

ステップ 7:  [ACL Name] リストで、作成したばかりの ACL を選択し、[Apply] をク
リックします。

手順 6 ワイヤレス ユーザ認証の設定

ステップ 1:  [Security] > [AAA] > [Radius] > [Authentication] で、[New] をクリッ
クします。

ステップ 2:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）

ステップ 3:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認します。（例：SecretKey）

ステップ 4:  [Management] の右側にある [Enable] をオフにし、[Apply] をクリック
します。

ステップ 5:  [Security] > [AAA] > [Radius] > [Accounting] で、[New] をクリック
します。

ステップ 6:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）

ステップ 7:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認し、[Apply] をクリックしま
す。（例：SecretKey）

手順 7 管理認証の設定

（オプション）
この手順を使用して、Authentication, Authorization and Accounting（AAA）サー
ビスを設定し、一元化された管理認証を導入できます。ローカル管理認証を使用する場合
は、手順 8 に進んでください。

維持するデバイスの増加に伴いネットワークが拡大すると、すべてのデバイスのロー
カル管理アカウントを維持するための運用上の負担も増加します。一元化された 
Authentication, Authorization and Accounting（AAA）サービスにより、デバイス
ごとの運用タスクが削減され、セキュリティ コンプライアンスおよび根本原因分析のため
に、ユーザ アクセスの監査ログが提供されます。アクセス コントロールのために AAA 
が有効化されると、ネットワーク インフラストラクチャ デバイスへのすべての管理アクセ
ス（SSH および HTTPS）が AAA によって制御されます。

ステップ 1:  [Security] > [AAA] > [TACACS+] > [Authentication] で、[New] を
クリックします。

ステップ 2:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）
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ステップ 3:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認し、[Apply] をクリックしま
す。（例：SecretKey）

ステップ 4:  [Security] > [AAA] > [TACACS+] > [Accounting] で、[New] をクリッ
クします。

ステップ 5:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）

ステップ 6:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認し、[Apply] をクリックしま
す。（例：SecretKey）

ステップ 7:  [Security] > [AAA] > [TACACS+] > [Authorization] で、[New] をク
リックします。

ステップ 8:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）
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ステップ 9:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認し、[Apply] をクリックしま
す。（例：SecretKey）

ステップ 10:  [Security] > [Priority Order] > [Management User] に移動します。

ステップ 11:  矢印ボタンを使用して、TACACS+ を [Not Used] リストから [Used 
for Authentication] リストに移動します。

ステップ 12:  [Up] および [Down] ボタンを使用して、TACACS+ を [Order Used 
for Authentication] リストのトップに移動します。

ステップ 13:  矢印ボタンを使用して、RADIUS を [Not Used] リストに移動し、
[Apply] をクリックします。

手順 8 復元力がある WLC の設定

この設計では、2 つの WLC を使用します。1 つはプライマリ WLC で、この WLC に
アクセス ポイントが登録されます。2 つ目の WLC は、プライマリ WLC で障害が発生
した場合に復元力を提供します。通常の運用では、この WLC にはアクセス ポイントは
登録されません。

復元力がある WLC で手順 1 ～ 7 を繰り返します。
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手順 9 モビリティ グループの設定

ステップ 1:  プライマリ コントローラで、[Controller] > [Mobility Management] > 
[Mobility Groups] に移動します。ローカル コントローラの MAC アドレス、IP アドレス、
およびモビリティ グループ名が、[Static Mobility Group Members] ページに表示され
ます。

ステップ 2:  復元力があるコントローラで、[Controller] > [Mobility Management] 
> [Mobility Groups] に移動し、[New] をクリックします。

ステップ 3:  [Member IP Address] ボックスに、プライマリ コントローラの IP アド
レスを入力します。（例：10.4.46.68）

ステップ 4:  [Member MAC Address] ボックスに、プライマリ コントローラの 
MAC アドレスを入力し、[Apply] をクリックします。

ステップ 5:  プライマリ コントローラで、[Controller] > [Mobility Management] > 
[Mobility Groups] に移動し、[New] をクリックします。

ステップ 6:  [Member IP Address] ボックスに、復元力があるコントローラの IP ア
ドレスを入力します。（例：10.4.46.69）
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ステップ 7:  [Member MAC Address] ボックスに、復元力があるコントローラの 
MAC アドレスを入力し、[Apply] をクリックします。

ステップ 8:  各コントローラで、[Save Configuration] をクリックし、[OK] をクリッ
クします。

ステップ 9:  [Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Groups] に移動
し、モビリティ グループの情報を調査して、すべてのコントローラ間で接続が確立されて
いることを確認します。[Status] 列で、すべてのコントローラが [Up] として表示されてい
る必要があります。
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手順 10 データ ワイヤレス LAN の設定 

ワイヤレス データ トラフィックでは、遅延、ジッター、およびパケット損失をワイヤレ
ス音声トラフィックよりも効率的に処理できます。データ WLAN の場合、デフォルトの 
QoS 設定を維持し、データ トラフィックを有線データ VLAN にセグメント化します。

ステップ 1:  [WLANs] に移動します。

ステップ 2:  データ SSID の WLAN ID をクリックします。

ステップ 3:  [Advanced] タブの [FlexConnect Local Switching] の右側にある 
[Enabled] を選択し、[Apply] をクリックします。

手順 11 音声ワイヤレス LAN の設定 

ワイヤレス音声トラフィックは、遅延およびジッターまたはパケット損失を効率的に処理で
きないという点で、他のタイプのデータ トラフィックとは異なります。音声 WLAN を設
定するには、デフォルトの QoS 設定を Platinum に設定し、音声トラフィックを有線音
声 VLAN にセグメント化します。

ステップ 1:  [WLANs] に移動します。
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ステップ 2:  ドロップダウン リストで、[Create New] を選択し、[Go] をクリックしま
す。

ステップ 3:  [Profile Name] にプロファイル名を入力します。（例：Voice）

ステップ 4:  [SSID] ボックスに、音声 WLAN の名前を入力し、[Apply] をクリックし
ます。（例：WLAN-Voice）

ステップ 5:  [Advanced] タブの [FlexConnect Local Switching] の右側にある 
[Enabled] を選択し、[Apply] をクリックします。
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ステップ 6:   [QoS] タブの [Quality of Service (QoS)] リストで、[Platinum (voice)] 
を選択し、[Apply] をクリックします。

ステップ 7:  [General] タブで、[Status] の右側にある [Enabled] を選択し、[Apply] 
をクリックします。

手順 12 コントローラ  ディスカバリの設定

コントローラ ディスカバリの設定には、導入しているコントローラの数と DHCP サーバ
のタイプに応じて 3 つのオプションがあります。

組織で 1 ペアのコントローラのみ使用している場合は、この手順のオプション 1 を実行
してください。

組織で複数のコントローラを導入している場合は、Dynamic Host Control Protocol
（DHCP）オプション 43 を使用して、アクセス ポイントをそれらのコントローラにマッピ
ングします。オプション 43 を使用すると、リモート サイトが許可されて、各キャンパス
で一意のマッピングを定義できます。組織に導入している DHCP サーバのタイプに応じ
て、この手順のオプション 2 またはオプション 3 を実行します。
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オプション 1.  組織で WLC ペアを 1 つのみ使用している場合

ステップ 1:  cisco-capwap-controller ホスト名を解決するように、コントロー
ラの管理 IP アドレス（この例では 10.4.46.64）に組織の DNS サーバ（この例では 
10.4.48.10）を設定します。cisco-capwap-controller DNS レコードは、ソフトウェ
ア バージョン 6.0 以上を実行するアクセス ポイントのブートストラップ情報を提供しま
す。

ステップ 2:  バージョン 6.0 よりも古いソフトウェアを実行するアクセス ポイントがネッ
トワークに含まれている可能性がある場合は、ホスト名 cisco-lwapp-controller を解
決する DNS レコードをコントローラの管理 IP アドレスに追加してください。

オプション 2.  組織で複数の WLC ペアを使用している場合：Cisco IOS 
DHCP サーバ
外部の中央サイトに DHCP サーバがないネットワークでは、Cisco IOS ソフトウェアで 
DHCP サービスを提供できます。この機能は、ローカルの DHCP サービスを提供し、外
部中央サイトの DHCP サーバへの WAN リンクに依存しないようにするリモートサイトで
役に立つ場合もあります。

ステップ 1:  DHCP オプション 43 の値を作成します。

16 進数文字列は、オプション 43 のサブオプションの Type+Length+Value（TLV）値
のシーケンスとして作成されます。
•	 Type は、常にサブオプション コード 0xf1 になります。
•	 Length は、コントローラの管理 IP アドレスの数の 4 倍で 16 進数で表されます。
•	 Value は、16 進数で順番にリストされるコントローラの IP アドレスです。

たとえば、管理インターフェイスの IP アドレス 10.4.46.64 および 10.4.46.65 を使用
する 2 つのコントローラがあるとします。Type は 0xf1 です。Length は 2 * 4 = 8 = 
0x08 です。IP アドレスは 0a042e44（10.4.46.68）および 0a042e45（10.4.46.69）
に変換されます。文字列が作成されると、f1080a042e440a042e45 が生成されます。

ステップ 2:  ネットワーク デバイスで、オプション 43 を、すでに存在しているデータ 
ネットワーク DHCP プールに追加します。

ip dhcp pool [pool name]
 option 43 hex f1080a042e440a042e45

オプション 3：複数の WLC ペア：Microsoft DHCP サーバ
この手順では、ベンダー固有の情報を、この導入ガイドで使用している Lightweight 
Cisco Aironet 1040 および 2600 シリーズ アクセス ポイントに返すように Windows 
DHCP サーバを設定する方法を示します。Lightweight Cisco Aironet シリーズ アクセ
ス ポイントのベンダー クラス ID は、各モデル タイプに固有です。複数のアクセス ポイ
ント モデルをサポートするには、モデル タイプごとに 1 つのベンダー クラスを作成する
必要があります。
表 6 -  ベンダー クラス ID

アクセス ポイント ベンダー クラス ID
Cisco Aironet 1040 シリーズ Cisco AP c1040 

Cisco Aironet 2600 シリーズ Cisco AP c2600

Cisco Aironet 3600 シリーズ Cisco AP c3600

ステップ 1:  DHCP Server Administration Tool または MMC を開きます。

ステップ 2:  [DHCP root] > [IPv4] を右クリックし、[Define Vendor Classes] をク
リックします。
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ステップ 3:  [DHCP Vendor Classes] ダイアログ ボックスで、[Add] をクリックし
ます。

ステップ 4:  [New Class] ダイアログ ボックスの [Display Name] に表示名を入力し
ます。（例：Cisco Aironet 1040 AP）

ステップ 5:  [ASCII] セクションに、表 3 に示されている適切なアクセス ポイント シ
リーズのベンダー クラス ID を入力し、[OK] をクリックします。（例：Cisco AP c1040）

ステップ 6:  [DHCP Vendor Classes] ダイアログ ボックスで、[Close] をクリックし
ます。

ステップ 7:  [DHCP Server Root(IPv4)] を右クリックし、[Set Predefined 
Options] を選択します。

ステップ 8:  [Option Class] リストで、ステップ 4 で作成したクラスを選択し、[Add] 
をクリックします。

ステップ 9:  [Option Type] ダイアログ ボックスの [Name] に名前を入力します。（例：
Option 43） 

ステップ 10:  [Data Type] リストで、[IP Address] を選択します。

ステップ 11:  [Array] を選択します。

ステップ 12:  [Code] ボックスに 241 と入力し、[OK] をクリックします。

ベンダー クラスとサブオプションが DHCP サーバにプログラミングされます。次に、
DHCP スコープのベンダー固有の情報を定義する必要があります。

ステップ 13:  適切な DHCP スコープを選択します。[Scope Options] を右クリック
し、[Configure Options] を選択します。
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ステップ 14:  [Advanced] タブをクリックし、[Vendor class] リストで、ステップ 4 
で作成したクラスを選択します。

ステップ 15:  [Available Options] で、[241 Option 43] を選択します。

ステップ 16:  [IP address] ボックスに、プライマリ コントローラの管理インターフェ
イスの IP アドレスを入力し、[Add] をクリックします。（例：10.4.46.68）

ステップ 17:  復元力があるコントローラでステップ 16 を繰り返し、[Apply] をクリッ
クします。（例：10.4.46.69）

手順 13 リモートサイト ルータの設定

リモート サイトのルータには、ワイヤレス VLAN をサポートするための追加の設定が必
要です。この手順は、リモート サイトに導入されている WAN ルータの数によって異なり
ます。

オプション 1.  WAN リモートサイトのルータが 1 台の場合

ステップ 1:  アクセス レイヤ スイッチに接続しているルータのインターフェイスでワイヤ
レス データと音声のサブインターフェイスを作成します。接続が単一のリンクの場合、イン
ターフェイスは物理インターフェイスになり、接続が EtherChannel の場合は論理ポート
チャネル インターフェイスになります。

interface GigabitEthernet0/2.65
 description Wireless Data
 encapsulation dot1Q 65
 ip address 10.5.42.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.4.48.10
 ip pim sparse-mode
!
interface GigabitEthernet0/2.70
 description Wireless Voice
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 10.5.43.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.4.48.10
 ip pim sparse-mode

ステップ 2:  『Cisco SBA ボーダレス ネットワーク アプリケーション最適化導入ガイ
ド』で説明されているようにリモート サイトにアプリケーションの最適化が導入されてい
る場合は、ルータのワイヤレス データ インターフェイスで Web Cache Communication 
Protocol（WCCP）リダイレクションを設定します。

interface GigabitEthernet0/2.65
 description Wireless Data
 ip wccp 61 redirect in

ステップ 3:  ネットワークに中央サイトの DHCP サーバがない場合は、ルータに 
Cisco IOS ソフトウェア DHCP サービスを設定します。

ip dhcp excluded-address 10.5.42.1 10.5.42.10
ip dhcp excluded-address 10.5.43.1 10.5.43.10
ip dhcp pool WLAN-Data
 network 10.5.42.0 255.255.255.0
 default-router 10.5.42.1
 domain-name cisco.local
 dns-server 10.4.48.10
ip dhcp pool WLAN-Voice
 network 10.5.43.0 255.255.255.0
 default-router 10.5.43.1
 domain-name cisco.local
 dns-server 10.4.48.10
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オプション 2.  WAN リモートサイト ルータが 2 台の場合

ステップ 1:  プライマリ ルータの、アクセス レイヤ スイッチに接続しているインターフェ
イスでワイヤレス データと音声のサブインターフェイスを作成します。接続が単一のリンク
の場合、インターフェイスは物理インターフェイスになり、接続が EtherChannel の場合
は論理ポートチャネル インターフェイスになります。

interface GigabitEthernet0/2.65
 description Wireless Data
 encapsulation dot1Q 65
 ip address 10.5.42.2 255.255.255.0
 ip helper-address 10.4.48.10
 ip pim dr-priority 110
 ip pim sparse-mode
 standby version 2
 standby 1 ip 10.5.42.1
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
 standby 1 authentication md5 key-string cisco123
 standby 1 track 50 decrement 10
!
interface GigabitEthernet0/2.70
 description Wireless Voice
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 10.5.43.2 255.255.255.0
 ip helper-address 10.4.48.10
 ip pim dr-priority 110
 ip pim sparse-mode
 standby version 2
 standby 1 ip 10.5.43.1
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
 standby 1 authentication md5 key-string cisco123
 standby 1 track 50 decrement 10

ステップ 2:  セカンダリ ルータの、アクセス レイヤ スイッチに接続しているインターフェ
イスでワイヤレス データと音声のサブインターフェイスを作成します。接続が単一のリンク
の場合、インターフェイスは物理インターフェイスになり、接続が EtherChannel の場合
は論理ポートチャネル インターフェイスになります。

interface GigabitEthernet0/2.65
 description Wireless Data
 encapsulation dot1Q 65
 ip address 10.5.42.3 255.255.255.0
 ip helper-address 10.4.48.10
 ip pim dr-priority 105
 ip pim sparse-mode
 standby version 2
 standby 1 ip 10.5.42.1
 standby 1 priority 105
 standby 1 preempt
 standby 1 authentication md5 key-string cisco123
!
interface GigabitEthernet0/2.70
 description Wireless Voice
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 10.5.43.3 255.255.255.0
 ip helper-address 10.4.48.10
 ip pim dr-priority 105
 ip pim sparse-mode
 standby version 2
 standby 1 ip 10.5.43.1
 standby 1 priority 105
 standby 1 preempt
 standby 1 authentication md5 key-string cisco123

ステップ 3:  『Cisco SBA ボーダレス ネットワーク アプリケーション最適化導入ガイ
ド』で説明されているようにリモート サイトにアプリケーションの最適化が導入されてい
る場合は、プライマリ ルータとセカンダリ ルータの両方に WCCP リダイレクションを
設定します。

interface GigabitEthernet0/2.65
 description Wireless Data
 ip wccp 61 redirect in
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手順 14 AP 用リモートサイト スイッチの設定

リモートサイト スイッチで、Cisco FlexConnect ワイヤレス スイッチングに設定されて
いるアクセス ポイントに対して適切なトランク動作を提供するためには、アクセス ポイン
トに接続されているスイッチ インターフェイスを再設定する必要があります。一貫性とモ
ジュール性を確保するには、1 台のアクセス スイッチまたは同じ VLAN 割り当てスキーム
を持つスイッチ スタックがあるすべての WAN リモート サイトを設定します。

ステップ 1:  リモートサイト スイッチで、データと音声のワイヤレス VLAN を作成しま
す。

vlan 65
 name WLAN_Data
vlan 70
 name WLAN_Voice

ステップ 2:  ルータが接続されている既存のインターフェイスでトランク上のワイヤレス 
VLAN が許可されるように設定します。サイトに 2 台のルータがある場合は、両方のイ
ンターフェイスを設定します。

interface GigabitEthernet 1/0/24
 switchport trunk allowed vlan add 65,70 

ステップ 3:  ワイヤレス アクセス ポイントが接続されるスイッチ インターフェイスをそ
のデフォルト設定にリセットします。

default interface GigabitEthernet 1/0/23 

ステップ 4:  アクセス ポイントが接続されるインターフェイスでリモートサイト VLAN 
の VLAN トランクが許可されるように設定します。

interface GigabitEthernet 1/0/23
  description FlexConnect Access Point Connection
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk native vlan 64
  switchport trunk allowed vlan 64,65,70
  switchport mode trunk
  switchport port-security maximum 255
  spanning-tree portfast trunk
  macro apply EgressQoS

手順 15 Cisco FlexConnect 用 AP の設定

ステップ 1:  アクセス ポイントをリモートサイト スイッチに接続し、アクセス ポイント
上のライトが単色になるまで待機します。

ステップ 2:  ワイヤレス LAN コントローラの Web インターフェイスで、[Wireless] > 
[Access Points] に移動します。

ステップ 3:  設定するアクセス ポイントの [AP Name] を選択します。

ステップ 4:  [General] タブの [AP Mode] リストで、[FlexConnect] を選択し、
[Apply] をクリックします。アクセス ポイントがリブートし、コントローラに再接続するま
で待機します。これには 3 分ほどかかります。

ステップ 5:  [Wireless] > [Access Points] で、ステップ 3 と同じアクセス ポイント
を選択します。
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ステップ 6:  [FlexConnect] タブで、[VLAN Support] を選択します。

ステップ 7:  [Native VLAN ID] ボックスに、トランクのネイティブ VLAN 番号を手順 
12 で設定したとおりに入力し、[Apply] をクリックします。（例：64）

ステップ 8:  [VLAN Mappings] をクリックします。

ステップ 9:  データ WLAN の場合は、[VLAN ID] ボックスに手順 12 で指定した 
VLAN 番号を入力します。（例：65）

ステップ 10:  音声 WLAN の場合は、[VLAN ID] ボックスに手順 12 で指定した 
VLAN 番号を入力し、[Apply] をクリックします。（例：70）

手順 16 復元力のためのアクセス ポイントの設定

ステップ 1:  プライマリ WLC で、[Wireless] に移動し、必要なアクセス ポイントを
選択します。アクセス ポイントがリストされていない場合は、復元力のある WLC をチェッ
クします。

ステップ 2:  [High Availability] タブをクリックします。

ステップ 3:  [Primary Controller] ボックスに、プライマリ WLC の名前と管理 IP ア
ドレスを入力します。（例：WLC-RemoteSites-1/10.4.46.68）
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ステップ 4:  [Secondary Controller] ボックスに、復元力のある WLC 
の名前と管理 IP アドレスを入力し、[Apply] をクリックします。（例：
WLC-RemoteSites-2/10.4.46.69）

手順 17 FlexConnect グループの設定

ステップ 1:  プライマリ WLC で、[Wireless] > [FlexConnect Groups] に移動し、
[New] をクリックします。

ステップ 2:  [Group Name] ボックスに、グループをリモート サイトに関連付ける名前
を入力し、[Apply] をクリックします。（例：Remote-Site 1）

ステップ 3:  [Group Name] で、作成したグループをクリックします。

ステップ 4:  [Add AP] で、[Select APs from current controller] を選択します。

ステップ 5:  [AP Name] リストで、サイトにあるアクセス ポイントを選択し、[Add] を
クリックします。

ステップ 6:  サイトのすべてのアクセス ポイントで前のステップを繰り返します。

ステップ 7:  [AAA] の [Primary Radius Server] リストで、RADIUS サーバを選択し、
[Apply] をクリックします。

ステップ 8:  各リモート サイトでこのプロセスを繰り返します。

ゲスト ワイヤレスの設定：共有ゲスト コントローラ
1. ディストリビューション スイッチの設定

2. ファイアウォール DMZ インターフェイスの設定

3. ネットワーク アドレス変換の設定

4. ゲスト ネットワークのセキュリティ ポリシーの設定

5. ゲスト ワイヤレス LAN インターフェイスの作成

6. ゲスト ワイヤレス LAN の設定

7. ロビー管理者のユーザ アカウントの作成

8. ゲスト アカウントの作成

プロセス

手順 1 ディストリビューション スイッチの設定

次の設定例では、以下の VLAN を使用します。
• ゲスト ワイヤレス：VLAN 1128、IP：192.168.28.0/22

ステップ 1:  LAN ディストリビューション スイッチで、レイヤ 2 設定に対してゲスト ワ
イヤレス VLAN を作成します。

vlan 1128
 name Guest_Wireless
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ステップ 2:  ワイヤレス VLAN を追加して、インターネット ファイアウォールに接続す
るインターフェイスを設定します。

interface GigabitEthernet1/0/24
 description IE-ASA5540a Gig0/1
!
interface GigabitEthernet2/0/24
 description IE-ASA5540b Gig0/1
!
interface range GigabitEthernet1/0/24, GigabitEthernet2/0/24
 switchport trunk allowed vlan add 1128

ステップ 3:  ワイヤレス VLAN を追加して、WLC に接続するインターフェイスを設定し
ます。

interface Port-channel [WLC #1 number] 
 description WLC-1 LAG
!
interface Port-channel [WLC #2 number]
 description WLC-2 LAG
!
interface range Port-channel [WLC #1 number], Port-channel 
[WLC #2 number]
 switchport trunk allowed vlan add 1128 

手順 2 ファイアウォール DMZ インターフェイスの設定

通常、ファイアウォール DMZ はネットワークの一部です。ここでは、ネットワークの他の
部分とのトラフィックが厳しく制限されています。組織では、DMZ にネットワーク サービ
スを配置し、インターネットに公開します。通常、これらのサービスは、特定の状況を除いて、
内部ネットワークへの接続を開始することが許可されていません。

ゲスト DMZ は、VLAN トランクを介して、アプライアンスの内部ギガビット イーサネッ
ト インターフェイス上の Cisco ASA に接続されます。アプリケーションの VLAN イン
ターフェイスに割り当てられた IP アドレスは、その DMZ サブネットのデフォルト ゲート
ウェイです。内部ディストリビューション スイッチの VLAN インターフェイスには、DMZ 
VLAN に割り当てられた IP アドレスがありません。

表 7 -  ASA DMZ インターフェイス情報

インターフェイス ラベル
IP アドレスおよび
ネットマスク VLAN

セキュリティ 
レベル 名前

GigabitEthernet0/0.1128 192.168.28.1/22 1128 10 dmz-
guests

ステップ 1:  ASDM を使用して、インターネット エッジ ファイアウォールにログインし
ます。

ステップ 2:  [Configuration] -> [Device Setup] -> [Interfaces] に移動します。

ステップ 3:  [Interface] ペインで、[Add] > [Interface] をクリックします。

ステップ 4:  [Hardware Port] リストで、内部 LAN ディストリビューション スイッチに
接続されているインターフェイスを選択します。（例：GigabitEthernet0/0）

ステップ 5:  [VLAN ID] ボックスに、DMZ VLAN の VLAN 番号を入力します。（例：
1128）

ステップ 6:  [Subinterface ID] ボックスに、DMZ VLAN の VLAN 番号を入力しま
す。（例：1128）

ステップ 7:  [Interface Name] にインターフェイス名を入力します。（Example: 
dmz-guests）

ステップ 8:  [Security Level] ボックスに、値 10 を入力します。

ステップ 9:  インターフェイスの IP アドレスを入力します。（例：192.168.28.1）
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ステップ 10:  インターフェイスのサブネット マスクを入力し、[OK] をクリックします。
（例：255.255.252.0）

ステップ 11:  [Configuration] > [Device Management] > [High Availability] > 
[Failover] の順に移動します。

ステップ 12:  [Interfaces] タブの [Standby IP address] 列に、作成したインターフェ
イスのスタンバイ ユニットの IP アドレスを入力します。（例：192.168.28.2）

ステップ 13:  [Monitored] を選択し、[Apply] をクリックします。

ステップ 14:  ウィンドウの下部で、[Apply] をクリックします。これで、設定が保存さ
れます。

手順 3 ネットワーク アドレス変換の設定

DMZ ネットワークは、インターネットでルーティングできないプライベート ネットワーク
（RFC 1918）アドレッシングを使用するため、ファイアウォールは、ゲスト クライアント
の DMZ アドレスを外部のパブリック アドレスに変換する必要があります。

ステップ 1:  [Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Network Objects/
Groups] に移動します。

ステップ 2:  [Add] > [Network Object] をクリックします。

ステップ 3:  [Add Network Object] ダイアログボックスの [Name] ボックスに、ゲ
スト ネットワークの説明を入力します。（例：dmz-guests-network-ISPa）
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ステップ 4:  [Type] リストで、[Network] を選択します。

ステップ 5:  [IP Address] ボックスに、ゲスト DMZ ネットワーク アドレスを入力しま
す。（例：192.168.28.0）

ステップ 6:  ゲスト DMZ ネットマスクを入力します。（例：255.255.252.0）

ステップ 7:  二重下向き矢印をクリックして、NAT ペインを展開します。

ステップ 8:  [Add Automatic Address Translation Rules] を選択します。

ステップ 9:  [Type] リストで、[Dynamic PAT (Hide)] を選択します。

ステップ 10:  [Translated Addr] リストで、プライマリ インターネット接続のインター
フェイス名を選択します。（例：outside-16）

ステップ 11:  [Advanced] をクリックします。

ステップ 12:  [Destination Interface] リストで、プライマリ インターネット接続のイ
ンターフェイス名を選択し、[OK] をクリックします。（例：outside-16）

手順 4 ゲスト ネットワークのセキュリティ ポリシーの設定

ステップ 1:  [Configuration] > [Firewall] > [Access Rules] に移動します。

ステップ 2:  DMZ から他のネットワークに向かうトラフィックを拒否するルールをクリッ
クします。

最初に、ゲストがデータセンターの DNS および DHCP サーバと通信できるようにします。

ステップ 3:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 4:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 5:  [Source] リストで、ゲスト DMZ 用に自動的に作成されるネットワーク オ
ブジェクトを選択します。（例：dmz-guests-network/22）

ステップ 6:  [Destination] リストで、DNS サーバのネットワーク オブジェクトを選択
します。（例：internal-dns）
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ステップ 7:  [Service] リストに udp/domain, tcp/domain と入力し、[OK] をクリッ
クします。

ステップ 8:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 9:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 10:  [Source] リストで、ゲスト DMZ 用に自動的に作成されるネットワーク 
オブジェクトを選択します。（例：dmz-guests-network/22）

ステップ 11:  [Destination] リストで、DHCP サーバのネットワーク オブジェクトを選
択します。（例：internal-dhcp）

ステップ 12:  [Service] リストに udp/bootps と入力し、[OK] をクリックします。

次に、ゲストが DMZ の Web サーバと通信できるようにします。

ステップ 13:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 14:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 15:  [Source] リストで、ゲスト DMZ 用に自動的に作成されるネットワーク 
オブジェクトを選択します。（例：dmz-guests-network/22）

ステップ 16:  [Destination] リストで、Web DMZ 用に自動的に作成されるネットワー
ク オブジェクトを選択します。（例：dmz-web-network/24）
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ステップ 17:  [Service] リストに tcp/http, tcp/https と入力し、[OK] をクリックし
ます。

次に、ゲストが他の内部デバイスおよび DMZ デバイスと通信できないようにします。

ステップ 18:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 19:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 20:  [Action] の右側にある [Deny] を選択します。

ステップ 21:  [Source] リストで、ゲスト DMZ 用に自動的に作成されるネットワーク 
オブジェクトを選択します。（例：dmz-guests-network/22）

ステップ 22:  [Destination] リストで、内部ネットワークと DMZ ネットワークのネッ
トワーク オブジェクトを選択し、[OK] をクリックします。（例：internal-network, 
dmz-networks）

最後に、ゲストがインターネットと通信できるようにします。

ステップ 23:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 24:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 25:  [Source] リストで、ゲスト DMZ 用に自動的に作成されるネットワー
ク オブジェクトを選択して、[OK] をクリックし、[Apply] をクリックします。（例：
dmz-guests-network/22）
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手順 5 ゲスト ワイヤレス LAN インターフェイスの作成

ゲスト ワイヤレス インターフェイスは、Cisco ASA 5500 シリーズのセキュリティ アプ
ライアンスの DMZ に接続されます。これにより、インターネットとの間のみでゲスト ワ
イヤレス トラフィックが許可されます。ゲストが最初に接続するコントローラに関係なく、
すべてのトラフィックがゲスト WLC にトンネルされ、コントローラがこのインターフェイ
スに残されます。ネットワーク上のゲスト ワイヤレス デバイスを容易に特定するには、こ
れらのクライアントの IP アドレス範囲（組織の通常のネットワークの一部ではない）を使
用します。この手順を使用して、ゲスト ワイヤレス ネットワーク上のデバイスをインターネッ
トと通信できるようにするインターフェイスを追加します。

ステップ 1:  [Controller] > [Interfaces] で、[New] をクリックします。

ステップ 2:  [Interface Name] にインターフェイス名を入力します。（例：
Wireless-Guest）

ステップ 3:  [VLAN ID] に VLAN ID 番号を入力し、[Apply] をクリックします。（例：
1128）

ステップ 4:  [IP Address] ボックスに、WLC インターフェイスに割り当てる IP アドレ
スを入力します。（例：192.168.28.5）

ステップ 5:  [Netmask] にネットマスクを入力します。（例：255.255.252.0）

ステップ 6:  [Gateway] ボックスに、手順 2 で定義したファイアウォールの DMZ イ
ンターフェイスの IP アドレスを入力します。（例：192.168.28.1）

ステップ 7:  [Primary DHCP Server] ボックスに、組織の DHCP サーバの IP アド
レスを入力し、[Apply] をクリックします。（例：10.4.48.10）

DHCP が WLC のアドレスと競合するアドレスをワイヤレス クライアントに
割り当てないようにするには、WLC インターフェイスに割り当てるアドレスを 
DHCP スコープから除外します。

技術的なヒント
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手順 6 ゲスト ワイヤレス LAN の設定 

ステップ 1:  [WLANs] に移動します。

ステップ 2:  ドロップダウン リストで、[Create New] を選択し、[Go] をクリックしま
す。

ステップ 3:  [Profile Name] にプロファイル名を入力します。（例：Guest）

ステップ 4:  [SSID] ボックスに、ゲスト WLAN の名前を入力し、[Apply] をクリック
します。（例：Guest）
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ステップ 5:  [General] タブの [Interface] リストで、手順 5 で作成したインターフェイ
スを選択します。（例：Wireless-Guest）

ステップ 6:  [Security] タブをクリックします。

ステップ 7:  [Layer 2] タブの [Layer 2 Security] リストで、[None] を選択します。
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ステップ 8:  [Layer 3] タブで、[Web Policy] を選択し、[OK] をクリックします。 ステップ 9:   [QoS] タブの [Quality of Service (QoS)] リストで、[Bronze 
(Background)] を選択し、[Apply] をクリックします。
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ステップ 10:  [General] タブで、[Status] の右側にある [Enabled] を選択し、[Apply] 
をクリックします。

手順 7 ロビー管理者のユーザ アカウントの作成

通常、ロビー管理者は、組織のゲストとやり取りをする最初の人です。ロビー管理者は、
各ゲストの滞在時間に応じて、1 日から数日の有効期間がある個々のゲスト ユーザ アカ
ウントおよびパスワードを作成できます。

ステップ 1:  [Management] > [Local Management Users] で、[New] をクリック
します。

ステップ 2:  ユーザ名を入力します。（例：Guest-Admin）

ステップ 3:  パスワードを入力して確認します。（例：C1sco123）

ステップ 4:  [User Access Mode] リストで、[LobbyAdmin] を選択し、[Apply] を
クリックします。

手順 8 ゲスト アカウントの作成

これで、パートナー、カスタマー、および通常はネットワークへのアクセス権を付与されて
いないユーザについて、ロビー管理者アカウントを使用してユーザ名とパスワードを作成
できるようになりました。

ステップ 1:  Web ブラウザを使用して、WLC の Web インターフェイス（https://
wlc-1.cisco.local/ など）を開き、ユーザ名 Guest-Admin およびパスワード 
C1sco123 を使用して LobbyAdmin アカウントでログインします。

ステップ 2:  [Lobby Ambassador Guest Management] ページで、[New] をクリッ
クします。
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ステップ 3:  新しいユーザ名とパスワードを作成するか、または [Generate 
Password] を選択してパスワードをシステムで自動的に作成します。

これで、ワイヤレス クライアントを使用してゲスト WLAN への接続をテストできます。
セキュリティが有効になっていないため、IP アドレスを受け取ります。Web ブラウザを開
いた後、インターネット アクセス用のユーザ名とパスワードを入力する Web ページにリ
ダイレクトされます。このページは、ゲスト ユーザが 24 時間使用できます。

ゲスト ワイヤレスの設定：専用ゲスト コントローラ
1. DMZ スイッチの設定

2. ファイアウォール DMZ インターフェイスの設定

3. ネットワーク アドレス変換の設定

4. ネットワーク オブジェクトの作成

5. WLC セキュリティ ポリシーの設定

6. ゲスト ネットワークのセキュリティ ポリシーの設定

7. WLC プラットフォームの設定

8. タイム ゾーンの設定

9. SNMP の設定

10. ネットワークによる WLC の管理の制限

11. 管理認証の設定

12. ゲスト ワイヤレス LAN インターフェイスの作成

13. ゲスト ワイヤレス LAN の設定

14. モビリティ グループの設定

15. ロビー管理者のユーザ アカウントの作成

16. ゲスト用の内部 WLC の設定

17. ゲスト アカウントの作成

プロセス

手順 1 DMZ スイッチの設定

次の設定例では、以下の VLAN を使用します。
• ゲスト ワイヤレス：VLAN 1128、IP：192.168.28.0/22

• ワイヤレス管理：VLAN 1119、IP：192.168.19.0/24
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ステップ 1:  DMZ スイッチで、ワイヤレス VLAN を作成します。

vlan 1119
 name WLAN_Mgmt
vlan 1128
 name Guest_Wireless

ステップ 2:  インターネット ファイアウォールに接続するインターフェイスをトランク 
ポートとして設定し、ワイヤレス VLAN を追加します。

interface GigabitEthernet1/0/24
 description IE-ASA5545a Gig0/1
!
interface GigabitEthernet2/0/24
 description IE-ASA5545b Gig0/1
!
interface range GigabitEthernet1/0/24, GigabitEthernet2/0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan add 1119, 1128
 switchport mode trunk
 macro apply EgressQoS
 logging event link-status
 logging event trunk-status
 no shutdown

ステップ 3:  EtherChannel メンバー インターフェイスを設定します。

この導入では、レイヤ 2 の EtherChannel を使用して WLC を DMZ スイッチに接続し
ています。WLC EtherChannel アップリンクを DMZ スタック内の個々のデバイスに接
続します。

DMZ スイッチでは、レイヤ 2 EtherChannel のメンバーである物理インターフェイスが、
論理ポートチャネル インターフェイスを設定する前に設定されます。この順序で設定を行
うと、ポートチャネル インターフェイスに入力するコマンドのほとんどがメンバー インター
フェイスにコピーされ、手動で複製する必要がないため最小限の設定で済みます。

EtherChannel のメンバーとなる物理インターフェイスを 2 つ以上設定します。物理イン
ターフェイスを 2 の倍数単位で追加することが最善です。

interface GigabitEthernet 1/0/1
 description DMZ-WLC-Guest-1 Port 1
!
interface GigabitEthernet 2/0/1
 description DMZ-WLC-Guest-1 Port 2
!
interface range GigabitEthernet 1/0/1, GigabitEthernet 2/0/1
 channel-group 12 mode on 
 macro apply EgressQoS 
 logging event link-status 
 logging event trunk-status 
 logging event bundle-status 

ステップ 4:  トランクを設定します。

802.1Q トランクは、WLC への接続に使用されます。これによって、アクセス レイヤ ス
イッチで定義されたすべての VLAN に、ファイアウォールがレイヤ 3 サービスを提供で
きるようになります。トランクで許可される VLAN は、WLC でアクティブな VLAN だ
けに削減されます。

interface Port-channel12
 description DMZ-WLC-Guest
 switchport trunk encapsulation dot1q 
 switchport trunk allowed vlan 1119,1128 
 switchport mode trunk 
 logging event link-status
 no shutdown
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手順 2 ファイアウォール DMZ インターフェイスの設定

通常、ファイアウォール DMZ はネットワークの一部です。ここでは、ネットワークの他の
部分とのトラフィックが厳しく制限されています。組織では、DMZ にネットワーク サービ
スを配置し、インターネットに公開します。通常、これらのサービスは、特定の状況を除いて、
内部ネットワークへの接続を開始することが許可されていません。

さまざまな DMZ ネットワークが、VLAN トランクを介して、アプライアンスのギガビッ
ト イーサネット インターフェイス上の Cisco ASA に接続されます。アプリケーションの 
VLAN インターフェイスに割り当てられた IP アドレスは、その DMZ サブネットのデフォ
ルト ゲートウェイです。DMZ スイッチの VLAN インターフェイスには、DMZ VLAN に
割り当てられた IP アドレスがありません。
表 8 -  ASA DMZ インターフェイス情報

インターフェイス ラベル
IP アドレスおよび
ネットマスク VLAN

セキュリテ
ィ レベル 名前

GigabitEthernet0/1.1119 192.168.19.1/24 1119 50 dmz-
wlc

GigabitEthernet0/1.1128 192.168.28.1/22 1128 10 dmz-
guests

ステップ 1:  ASDM を使用して、インターネット エッジ ファイアウォールにログインし
ます。

ステップ 2:  [Configuration] > [Device Setup] > [Interfaces] で、DMZ スイッチ
に接続されているインターフェイスをクリックします。（例：GigabitEthernet0/1）

ステップ 3:  [Edit] をクリックします。

ステップ 4:  [Enable Interface] を選択し、[OK] をクリックします。

ステップ 5:  [Interface] ペインで、[Add] > [Interface] をクリックします。

ステップ 6:  [Hardware Port] リストで、ステップ 1 で設定したインターフェイスを選
択します。（例：GigabitEthernet0/1）

ステップ 7:  [VLAN ID] ボックスに、DMZ VLAN の VLAN 番号を入力します。（例：
1119）

ステップ 8:  [Subinterface ID] ボックスに、DMZ VLAN の VLAN 番号を入力しま
す。（例：1119）

ステップ 9:  [Interface Name] にインターフェイス名を入力します。（例：dmz-wlc）

ステップ 10:  [Security Level] ボックスに、値 50 を入力します。

ステップ 11:  インターフェイスの IP アドレスを入力します。（例：192.168.19.1）
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ステップ 12:  インターフェイスのサブネット マスクを入力し、[OK] をクリックします。
（例：255.255.255.0）

ステップ 13:  dmz-guests インターフェイスで、ステップ 5 ～ 12 を繰り返します。

手順 3 ネットワーク アドレス変換の設定

DMZ ネットワークは、インターネットでルーティングできないプライベート ネットワーク
（RFC 1918）アドレッシングを使用するため、ファイアウォールは、ゲスト クライアント
の DMZ アドレスを外部のパブリック アドレスに変換する必要があります。

ステップ 1:  [Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Network Objects/
Groups] に移動します。

ステップ 2:  [Add] > [Network Object] をクリックします。

ステップ 3:  [Add Network Object] ダイアログボックスの [Name] ボックスに、ゲ
スト ネットワークの説明を入力します。（例：dmz-guests-network-ISPa）

ステップ 4:  [Type] リストで、[Network] を選択します。

ステップ 5:  [IP Address] ボックスに、ゲスト DMZ ネットワーク アドレスを入力しま
す。（例：192.168.28.0）

ステップ 6:  ゲスト DMZ ネットマスクを入力します。（例：255.255.252.0）

ステップ 7:  二重下向き矢印をクリックして、NAT ペインを展開します。

ステップ 8:  [Add Automatic Address Translation Rules] を選択します。

ステップ 9:  [Type] リストで、[Dynamic PAT (Hide)] を選択します。

ステップ 10:  [Translated Addr] リストで、プライマリ インターネット接続のインター
フェイス名を選択します。（例：outside-16）

ステップ 11:  [Advanced] をクリックします。
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ステップ 12:  [Destination Interface] リストで、プライマリ インターネット接続のイ
ンターフェイス名を選択し、[OK] をクリックします。（例：outside-16）

手順 4 ネットワーク オブジェクトの作成

ステップ 1:  [Configuration] > [Firewall] > [Objects] > [Network Objects/
Groups] に移動します。

最初に、組織のすべての内部 WLC のネットワーク オブジェクトを追加します。

ステップ 2:  [Add] > [Network Object] をクリックします。

ステップ 3:  [Add Network Object] ダイアログボックスの [Name] ボックスに、
WLC の説明を入力します。（例：wlc-1）

ステップ 4:  [Type] リストで、[Host] を選択します。

ステップ 5:  [IP Address] ボックスに、WLC の管理インターフェイス IP アドレスを入
力し、[OK] をクリックします。（例：10.4.46.64）

ステップ 6:  組織内のすべての WLC で、ステップ 2 ～ 5 を繰り返します。

次に、セキュリティ ポリシーの設定を簡略化するために、組織内のすべての WLC を含
むネットワーク オブジェクト グループを作成します。

ステップ 7:  [Add] > [Network Object Group] をクリックします。

ステップ 8:  [Add Network Object Group] ダイアログボックスの [Group Name] 
ボックスに、そのグループの名前を入力します。（例：internal-wlcs）

ステップ 9:  [Existing Network Objects/Groups] ペインからすべての内部 WLC を
選択して、[Add] をクリックし、[OK] をクリックします。

次に、DMZ にあるすべての WLC のプライベート DMZ アドレスを含むネットワーク オ
ブジェクト グループを作成します。

ステップ 10:  [Add] > [Network Object Group] をクリックします。

ステップ 11:  [Add Network Object Group] ダイアログボックスの [Group Name] 
ボックスに、そのグループの名前を入力します。（例：dmz-wlcs）

ステップ 12:  [Existing Network Objects/Groups] ペインからプライマリ WLC を
選択して、[Add] をクリックします。

ステップ 13:  [Existing Network Objects/Groups] ペインから復元力のある WLC 
を選択して、[Add] をクリックし、[OK] をクリックします。
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手順 5 WLC セキュリティ ポリシーの設定

ステップ 1:  [Configuration] > [Firewall] > [Access Rules] に移動します。

ステップ 2:  DMZ から他のネットワークに向かうトラフィックを拒否するルールをクリッ
クします。

次に、選択したルールの上位に新しいルールを挿入します。この新しいルールにより、
DMZ 内の WLC が、管理とユーザ認証のためにデータセンターの AAA サーバと通信で
きるようになります。

ステップ 3:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 4:  [Internet Access Rule] ダイアログボックスの [Interface] リストで、[̶
Any̶] を選択します。

ステップ 5:  [Action] の右側にある [Permit] を選択します。

ステップ 6:  [Source] リストで、手順 4「ネットワーク オブジェクトの作成」のステッ
プ 11 で作成したネットワーク オブジェクト グループを選択します。（例：dmz-wlcs）

ステップ 7:  [Destination] リストで、AAA サーバのネットワーク オブジェクトを選択
します。（例：internal-acs）

ステップ 8:  [Service] リストに tcp/tacacs, udp/1812, udp/1813 と入力し、
[OK] をクリックします。

次に、DMZ の WLC がデータセンターの NTP サーバと時刻を同期できるようにする必
要があります。

ステップ 9:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 10:  [Internet Access Rule] ダイアログボックスの [Interface] リストで、[̶
Any̶] を選択します。

ステップ 11:  [Action] の右側にある [Permit] を選択します。

ステップ 12:  [Source] リストで、手順 4「ネットワーク オブジェクトの作成」のステッ
プ 11 で作成したネットワーク オブジェクト グループを選択します。（例：dmz-wlcs）

ステップ 13:  [Destination] リストで、NTP サーバのネットワーク オブジェクトを選択
します。（例：internal-ntp）
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ステップ 14:  [Service] リストに udp/ntp と入力し、[OK] をクリックします。

次に、DMZ の WLC が FTP を介して新しいソフトウェアをダウンロードできるようにし
ます。

ステップ 15:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 16:  [Internet Access Rule] ダイアログボックスの [Interface] リストで、[̶
Any̶] を選択します。

ステップ 17:  [Action] の右側にある [Permit] を選択します。

ステップ 18:  [Source] リストで、手順 4「ネットワーク オブジェクトの作成」のステッ
プ 11 で作成したネットワーク オブジェクト グループを選択します。（例：dmz-wlcs）

ステップ 19:  [Service] リストに tcp/ftp, tcp/ftp-data と入力し、[OK] をク
リックします。

ここで、ゲスト WLC が組織内の WLC と通信できるようにします。

ステップ 20:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 21:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 22:  [Source] リストで、手順 4「ネットワーク オブジェクトの作成」のステッ
プ 11 で作成したネットワーク オブジェクト グループを選択します。（例：dmz-wlcs）

ステップ 23:  [Destination] リストで、手順 4「ネットワーク オブジェクトの作
成」のステップ 8 で作成したネットワーク オブジェクト グループを選択します。（例：
internal-wlcs）
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ステップ 24:  [Service] リストに udp/16666, 97 と入力し、[OK] をクリックします。

最後に、ゲスト WLC が組織内の DHCP サーバと通信できるようにします。

ステップ 25:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 26:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 27:  [Source] リストで、手順 4「ネットワーク オブジェクトの作成」のステッ
プ 11 で作成したネットワーク オブジェクト グループを選択します。（例：dmz-wlcs）

ステップ 28:  [Destination] リストで、内部 DHCP サーバのネットワーク オブジェク
ト グループを選択します。（例：DHCP_Server_in_DC）

ステップ 29:  [Service] リストに udp/bootps と入力して、[OK] をクリックし、
[Apply] をクリックします。

手順 6 ゲスト ネットワークのセキュリティ ポリシーの設定

ステップ 1:  [Configuration] > [Firewall] > [Access Rules] に移動します。

ステップ 2:  DMZ から他のネットワークに向かうトラフィックを拒否するルールをクリッ
クします。

最初に、ゲストがデータセンターの DNS および DHCP サーバと通信できるようにします。

ステップ 3:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 4:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 5:  [Source] リストで、ゲスト DMZ 用に自動的に作成されるネットワーク オ
ブジェクトを選択します。（例：dmz-guests-network/22）

ステップ 6:  [Destination] リストで、DNS サーバのネットワーク オブジェクトを選択
します。（例：internal-dns）



82導入の詳細August 2012 Series 82

ステップ 7:  [Service] リストに udp/domain, tcp/domain と入力し、[OK] をク
リックします。

ステップ 8:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 9:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 10:  [Source] リストで、ゲスト DMZ 用に自動的に作成されるネットワーク 
オブジェクトを選択します。（例：dmz-guests-network/22）

ステップ 11:  [Destination] リストで、DHCP サーバのネットワーク オブジェクトを選
択します。（例：internal-dhcp）

ステップ 12:  [Service] リストに udp/bootps と入力し、[OK] をクリックします。

次に、ゲストが DMZ の Web サーバと通信できるようにします。

ステップ 13:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 14:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 15:  [Source] リストで、ゲスト DMZ 用に自動的に作成されるネットワーク 
オブジェクトを選択します。（例：dmz-guests-network/22）

ステップ 16:  [Destination] リストで、Web DMZ 用に自動的に作成されるネットワー
ク オブジェクトを選択します。（例：dmz-web-network/24）
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ステップ 17:  [Service] リストに tcp/http, tcp/https と入力し、[OK] をクリッ
クします。

次に、ゲストが他の内部デバイスおよび DMZ デバイスと通信できないようにします。

ステップ 18:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 19:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 20:  [Action] の右側にある [Deny] を選択します。

ステップ 21:  [Source] リストで、ゲスト DMZ 用に自動的に作成されるネットワーク 
オブジェクトを選択します。（例：dmz-guests-network/22）

ステップ 22:  [Destination] リストで、内部ネットワークと DMZ ネットワークのネッ
トワーク オブジェクトを選択し、[OK] をクリックします。（例：internal-network, 
dmz-networks）

最後に、ゲストがインターネットと通信できるようにします。

ステップ 23:  [Add] > [Insert] をクリックします。

ステップ 24:  [Interface] リストで、[Any] を選択します。

ステップ 25:  [Source] リストで、ゲスト DMZ 用に自動的に作成されるネットワー
ク オブジェクトを選択して、[OK] をクリックし、[Apply] をクリックします。（例：
dmz-guests-network/22）
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手順 7 WLC プラットフォームの設定

WLC が物理的に設置されて電源がオンになると、コンソールに次のメッセージが表示さ
れます。

Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool 
Use the ‘-‘ character to backup 
Would you like to terminate autoinstall? [yes]: YES

ステップ 1:  システム名を入力します。（例：GUEST-1） 

System Name [Cisco_7e:8e:43] (31 characters max): GUEST-1

ステップ 2:  管理者のユーザ名とパスワードを入力します。

パスワードには、4 つのクラス、つまり小文字、大文字、数字、特殊文字のうち
少なくとも 3 つを使用します。

技術的なヒント

Enter Administrative User Name (24 characters max): admin
Enter Administrative Password (24 characters max): ***** 
Re-enter Administrative Password : ***** 

ステップ 3:  サービス ポート インターフェイス アドレスに DHCP を使用します。

Service Interface IP address Configuration [none] [DHCP]: DHCP

ステップ 4:  管理インターフェイスを有効にします。

Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]: YES
Management Interface IP Address: 192.168.19.54
Management Interface Netmask: 255.255.255.0
Management interface Default Router: 192.168.19.1
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 1119

ステップ 5:  クライアント用のデフォルトの DHCP サーバを入力します。（例：
10.4.48.10） 

Management Interface DHCP Server IP Address: 10.4.48.10 

ステップ 6:  仮想インターフェイスは、WLC によってモビリティ DHCP リレーおよびコ
ントローラ間通信に使用されます。組織のネットワークで使用されていない IP アドレスを
入力します。（例：192.0.2.1） 

Virtual Gateway IP Address: 192.0.2.1

ステップ 7:  デフォルトのモビリティおよび RF グループとして使用される名前を入力し
ます。（例：GUEST）

Mobility/RF Group Name: GUEST

ステップ 8:  データ トラフィックをサポートする WLAN の SSID を入力します。後の
導入プロセスでこの SSID を活用できます。

Network Name (SSID): Guest
Configure DHCP Bridging Mode [yes][NO]: NO

ステップ 9:  セキュリティを強化するために、DHCP スヌーピングを有効にします。

Allow Static IP Addresses {YES][no]: NO 

ステップ 10:  後で GUI を使用して、RADIUS サーバを設定します。

Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: NO

ステップ 11:  WLC の導入先の国の正しい国コードを入力します。

Enter Country Code list (enter ‘help’ for a list of countries) 
[US]: US

ステップ 12:  すべてのワイヤレス ネットワークを有効にします。

Enable 802.11b network [YES][no]: YES
Enable 802.11a network [YES][no]: YES
Enable 802.11g network [YES][no]: YES

ステップ 13:  RRM の自動 RF 機能を有効にします。この機能は、ネットワークの稼働
を維持することに役立ちます。

Enable Auto-RF [YES][no]: YES

ステップ 14:  WLC の時計を組織の NTP サーバに同期させます。

Configure a NTP server now? [YES][no]:YES
Enter the NTP server’s IP address: 10.4.48.17
Enter a polling interval between 3600 and 604800 secs: 86400
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ステップ 15:  設定を保存します。[NO] を入力した場合は、システムが設定を保存せ
ずに再起動するので、この手順を再び完了する必要があります。

Configuration correct? If yes, system will save it and reset. 
[yes][NO]: YES
Configuration saved!
Resetting system with new configuration

ステップ 16:  WLC をリセットした後、ステップ 2 で定義した認証情報を使用し
て、Cisco Wireless LAN Controller の管理ページにログインします。（例：https://
guest-1.cisco.local/）

手順 8 タイム ゾーンの設定

ステップ 1:  [Commands] > [Set Time] に移動します。

ステップ 2:  [Location] リストで、WLC の場所に対応するタイム ゾーンを選択します。

ステップ 3:  [Set Timezone] をクリックします。

手順 9 SNMP の設定

ステップ 1:  [Management] > [SNMP] > [Communities] で、[New] をクリックし
ます。

ステップ 2:  [Community Name] にコミュニティ名を入力します。（例：cisco）

ステップ 3:  [IP Address]  に IP アドレスを入力します。（例：10.4.48.0）

ステップ 4:  [IP Mask] に IP マスクを入力します。（例：255.255.255.0）

ステップ 5:  [Status] リストで、[Enable] を選択し、[Apply] をクリックします。

ステップ 6:  [Management] > [SNMP] > [Communities] で、[New] をクリックし
ます。

ステップ 7:  [Community Name] にコミュニティ名を入力します。（例：cisco123）

ステップ 8:  [IP Address]  に IP アドレスを入力します。（例：10.4.48.0）

ステップ 9:  [IP Mask] に IP マスクを入力します。（例：255.255.255.0）

ステップ 10:  [Access Mode] リストで、[Read/Write] を選択します。
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ステップ 11:  [Status] リストで、[Enable] を選択し、[Apply] をクリックします。

ステップ 12:  [Management] > [SNMP] > [Communities] に移動します。

public コミュニティの青いボックスをポイントし、[Remove] をクリックします。

ステップ 13:  「Are you sure you want to delete?」というメッセージが表示された
ら、[OK] をクリックします。

ステップ 14:  private コミュニティで、ステップ 12 ～ 13 を繰り返します。

手順 10 ネットワークによる WLC の管理の制限

（オプション）
ネットワークの運用サポートが一元化されているネットワークで、アクセス リストを使用
して、コントローラにアクセスできるネットワークを制限することにより、ネットワーク セ
キュリティを強化できます。この例では、10.4.48.0/24 ネットワーク上のデバイスだけが、
SSH または SNMP 経由でデバイスにアクセスできます。

ステップ 1:  [Security] > [AccessControl Lists] > [Access Control Lists] で、
[New] をクリックします。

ステップ 2:  アクセス リスト名を入力し、[Apply] をクリックします。

ステップ 3:  このリストで、作成したばかりのアクセス リスト名を選択し、[Add New 
Rule] をクリックします。
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ステップ 4:  ウィンドウで、次の設定の詳細を入力し、[Apply] をクリックします。
• Sequence：1

• Source：10.4.48.0 / 255.255.255.0

• Destination：Any

• Protocol：TCP

• Destination Port：HTTPS

• Action：Permit

ステップ 5:  次の表にある設定の詳細を使用して、ステップ 1 ～ 4 を繰り返します。

Sequence Source Destination Protocol 
Destination 
port Action

2 10.4.48.0/ 
255.255.255.0

Any TCP Other/22 Permit

3 Any Any TCP HTTPS Deny

4 Any Any TCP Other/22 Deny

5 Any Any Any Any Permit

ステップ 6:  [Security] > [Access Control Lists] > [CPU Access Control Lists] 
で、[Enable CPU ACL] を選択します。

ステップ 7:  [ACL Name] リストで、作成したばかりの ACL を選択し、[Apply] をク
リックします。

手順 11 管理認証の設定

（オプション）
この手順を使用して、Authentication, Authorization and Accounting（AAA）サー
ビスを設定し、一元化された管理認証を導入できます。ローカル管理認証を使用する場合
は、手順 12 に進んでください。

維持するデバイスの増加に伴いネットワークが拡大すると、すべてのデバイスのロー
カル管理アカウントを維持するための運用上の負担も増加します。一元化された 
Authentication, Authorization and Accounting（AAA）サービスにより、デバイス
ごとの運用タスクが削減され、セキュリティ コンプライアンスおよび根本原因分析のため
に、ユーザ アクセスの監査ログが提供されます。アクセス コントロールのために AAA 
が有効化されると、ネットワーク インフラストラクチャ デバイスへのすべての管理アクセ
ス（SSH および HTTPS）が AAA によって制御されます。

ステップ 1:  [Security] > [AAA] > [TACACS+] > [Authentication] で、[New] を
クリックします。

ステップ 2:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）
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ステップ 3:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認し、[Apply] をクリックしま
す。（例：SecretKey）

ステップ 4:  [Security] > [AAA] > [TACACS+] > [Accounting] で、[New] をクリッ
クします。

ステップ 5:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）

ステップ 6:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認し、[Apply] をクリックしま
す。（例：SecretKey）

ステップ 7:  [Security] > [AAA] > [TACACS+] > [Authorization] で、[New] をク
リックします。

ステップ 8:  [Server IP Address] にサーバの IP アドレスを入力します。（例：
10.4.48.15）
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ステップ 9:  [Shared Secret] に共有秘密を入力して確認し、[Apply] をクリックしま
す。（例：SecretKey）

ステップ 10:  [Security] > [Priority Order] > [Management User] に移動します。

ステップ 11:  矢印ボタンを使用して、TACACS+ を [Not Used] リストから [Used 
for Authentication] リストに移動します。

ステップ 12:  [Up] および [Down] ボタンを使用して、TACACS+ を [Order Used 
for Authentication] リストのトップに移動します。

ステップ 13:  矢印ボタンを使用して、RADIUS を [Not Used] リストに移動し、
[Apply] をクリックします。

手順 12 ゲスト ワイヤレス LAN インターフェイスの作成

ゲスト ワイヤレス インターフェイスは、Cisco ASA 5540 セキュリティ アプライアンス
の DMZ に接続されます。これにより、インターネットとの間のみでゲスト ワイヤレス ト
ラフィックが許可されます。ゲストが最初に接続するコントローラに関係なく、すべてのト
ラフィックがゲスト WLC にトンネルされ、コントローラがこのインターフェイスに残され
ます。ネットワーク上のゲスト ワイヤレス デバイスを容易に特定するには、これらのクラ
イアントの IP アドレス範囲（組織の通常のネットワークの一部ではない）を使用します。
この手順により、ゲスト ワイヤレス ネットワーク上のデバイスをインターネットと通信でき
るようにするインターフェイスが追加されます。

ステップ 1:  [Controller] > [Interfaces] で、[New] をクリックします。

ステップ 2:  [Interface Name] にインターフェイス名を入力します。（例：
Wireless-Guest）
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ステップ 3:  [VLAN ID] に VLAN ID 番号を入力し、[Apply] をクリックします。（例：
1128）

ステップ 4:  [IP Address] ボックスに、WLC インターフェイスに割り当てる IP アドレ
スを入力します。（例：192.168.28.5）

ステップ 5:  [Netmask] にネットマスクを入力します。（例：255.255.252.0）

ステップ 6:  [Gateway] ボックスに、手順 2 で定義したファイアウォールの DMZ イ
ンターフェイスの IP アドレスを入力します。（例：192.168.28.1）

ステップ 7:  [Primary DHCP Server] に、組織の DHCP サーバの IP アドレスを入
力し、[Apply] をクリックします。（例：10.4.48.10）

DHCP が WLC のアドレスと競合するアドレスをワイヤレス クライアントに
割り当てないようにするには、WLC インターフェイスに割り当てるアドレスを 
DHCP スコープから除外します。

技術的なヒント
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手順 13 ゲスト ワイヤレス LAN の設定

ステップ 1:  [WLANs] に移動します。

ステップ 2:  ゲスト WLAN の横にある青いドロップダウン リストにカーソルを合わせ
ます。

ステップ 3:  [Mobility Anchors] をクリックします。

ステップ 4:  [Switch IP Address (Anchor)] リストで、[(local)] を選択します。

ステップ 5:  [Mobility Anchor Create] をクリックし、[OK] をクリックします。

ステップ 6:  [< Back] をクリックします。

ステップ 7:  手順 7 で作成した SSID の WLAN ID をクリックします。（例：Guest）

ステップ 8:  [General] タブの [Interface] リストで、手順 12 で作成したインターフェ
イスを選択します。（例：Wireless-Guest）

ステップ 9:  [Security] タブをクリックします。
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ステップ 10:  [Layer 2] タブの [Layer 2 Security] リストで、[None] を選択します。 ステップ 11:  [Layer 3] タブで、[Web Policy] を選択し、[OK] をクリックします。
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ステップ 12:   [QoS] タブの [Quality of Service (QoS)] リストで、[Bronze 
(Background)] を選択し、[Apply] をクリックします。 手順 14 モビリティ グループの設定

ステップ 1:  ゲスト コントローラで、[Controller] > [Mobility Management] > 
[Mobility Groups] に移動します。ローカル コントローラの MAC アドレス、IP アドレス、
およびモビリティ グループ名が表示されます。

ステップ 2:  組織の他のすべてのコントローラで、[Controller] > [Mobility 
Management] > [Mobility Groups] に移動し、[New] をクリックします。

ステップ 3:  [Member IP Address] ボックスに、ゲスト コントローラの IP アドレス
を入力します。（例：192.168.19.54）

ステップ 4:  [Member MAC Address] ボックスに、ゲスト コントローラの MAC ア
ドレスを入力します。
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ステップ 5:  [Group Name] ボックスに、ゲスト コントローラで設定したモビリティ 
グループ名を入力し、[Apply] をクリックします。（例：GUEST）

ステップ 6:  ゲスト コントローラで、[Controller] > [Mobility Management] > 
[Mobility Groups] に移動し、[New] をクリックします。

ステップ 7:  [Member IP Address] ボックスに、キャンパスまたはリモートサイト コ
ントローラの IP アドレスを入力します。（例：10.4.46.65）

ステップ 8:  [Member MAC Address] ボックスに、キャンパスまたはリモートサイト 
コントローラの MAC アドレスを入力します。

ステップ 9:  [Group Name] ボックスに、キャンパスまたはリモートサイト コント
ローラで設定したモビリティ グループ名を入力し、[Apply] をクリックします。（例：
CAMPUS）

ステップ 10:  各コントローラで、[Save Configuration] をクリックし、[OK] をクリッ
クします。

ステップ 11:  組織内のすべてのコントローラで、ステップ 6 ～ 10 を繰り返します。

ステップ 12:  [Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Groups] に移動
し、モビリティ グループの情報を調査して、すべてのコントローラ間で接続が確立されて
いることを確認します。[Status] 列で、すべてのコントローラが [Up] として表示されて
いる必要があります。

手順 15 ロビー管理者のユーザ アカウントの作成

通常、ロビー管理者は、組織のゲストとやり取りをする最初の人です。ロビー管理者は、
各ゲストの滞在時間に応じて、1 日から数日の有効期間がある個々のゲスト ユーザ アカ
ウントおよびパスワードを作成できます。

ロビー管理者のユーザ アカウントを設定するには、2 つの方法があります。
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管理アクセス コントロール用の ACS および TACACS+ をコントローラに導入していな
い場合は、オプション 1 のステップを実行します。

管理アクセス コントロール用の ACS および TACACS+ をコントローラに導入している
場合は、オプション 2 のステップを実行します。

オプション 1.  ローカル ロビー管理者のユーザ アカウント

ステップ 1:  [Management] > [Local Management Users] で、[New] をクリック
します。

ステップ 2:  ユーザ名を入力します。（例：Guest-Admin）

ステップ 3:  パスワードを入力して確認します。（例：C1sco123）

ステップ 4:  [User Access Mode] リストで、[LobbyAdmin] を選択し、[Apply] を
クリックします。

オプション 2.  ロビー管理者の一元化されたユーザ アカウント
ネットワーク デバイス管理者とヘルプデスク ユーザ用に、Cisco Secure ACS の内部
アイデンティティ ストアでグループを作成します。ネットワーク デバイス管理者グループ
のユーザはログイン時にイネーブルレベルの EXEC アクセスを持ちますが、ヘルプデスク 
ユーザは、イネーブルレベルのアクセスを取得するために、デバイスでイネーブル パスワー
ドを入力する必要があります。

ステップ 1:  GUI（https://acs.cisco.local）を介して Cisco Secure ACS にログイ
ンします。

ステップ 2:  [Users and Identity Stores] > [Identity Groups] に移動します。

ステップ 3:  [Create] をクリックします。

ステップ 4:  [Name] ボックスに [Lobby Admins] と入力し、グループの説明を入力
します。

ステップ 5:  [Submit] をクリックします。

次に、ロビー管理者のアカウントを作成する必要があります。

ステップ 6:  [Usersand Identity Stores] > [Internal Identity Stores] > [Users] に
移動します。

ステップ 7:  [Create] をクリックします。

ステップ 8:  名前を入力します。（例：Guest-Admin）

ステップ 9:  パスワードを入力して確認します。（例：C1sco123）
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ステップ 10:  [Identity Group] の右側にある [Select] をクリックします。

ステップ 11:  [Lobby Admins] アイデンティティ グループを選択します。

ステップ 12:  [OK] をクリックし、[Submit] をクリックします。

次に、カスタム属性が含まれる WLC のシェル プロファイルを作成する必要があります。
この属性により、ユーザが WLC にログインしたときに、ユーザにロビー管理者権限が割
り当てられます。

ステップ 13:  [Policy Elements] > [Authorization and Permissions] > [Device 
Administration] > [Shell Profiles] で、[Create] をクリックします。

ステップ 14:   [General] タブの [Name] ボックスに、ワイヤレス シェル プロファイ
ルの名前を入力します。（例：Lobby Admins）

ステップ 15:  [Custom Attributes] タブの [Attribute] ボックスに role1 と入力し
ます。

ステップ 16:  [Requirement] リストで、[Mandatory] を選択します。

ステップ 17:  [Value] ボックスに LOBBY と入力し、[Add] をクリックします。

ステップ 18:  [Submit] をクリックします。

次に、WLC 許可ルールを作成します。

ステップ 19:  [Access Policies] > [Default Device Admin] >[Authorization] で、
[Create] をクリックします。

ステップ 20:  [Name] ボックスに、WLC 許可ルールの名前を入力します。（例：
Lobby Admin）

ステップ 21:  [Conditions] の [Identity Group] を選択し、ボックスで、[Lobby 
Admins] を選択します。

ステップ 22:  [NDG:Device Type] を選択し、ボックスで、[All Device Types:WLC] 
を選択します。
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ステップ 23:  [Shell Profile] ボックスで、[Lobby Admins] を選択し、[OK] をクリッ
クします。

ステップ 24:  [Save Changes] をクリックします。

手順 16 ゲスト用の内部 WLC の設定

クライアントがゲスト SSID に接続するときは、クライアントが DMZ のコントローラに
アンカーされる必要があります。ゲスト クライアントのトラフィックは、アクセス ポイン
トが接続されるコントローラからゲスト コントローラへの IP-IP トンネルでトンネルされ
ます。ここで、DMZ の IP がアクセス ポイントに与えられます。次に、クライアントのト
ラフィックは、ゲスト コントローラにある Web 認証ページにリダイレクトされます。クラ
イアントは、この認証ページに認証情報を提供するまで、IP プロトコルを使用した接続
が許可されません。

ステップ 1:  [WLANs] に移動します。

ステップ 2:  ドロップダウン リストで、[Create New] を選択し、[Go] をクリックしま
す。

ステップ 3:  [Profile Name] にプロファイル名を入力します。（例：Guest）

ステップ 4:  [SSID] ボックスに、ゲスト WLAN の名前を入力し、[Apply] をクリック
します。（例：Guest）
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ステップ 5:  [Security] タブをクリックします。

ステップ 6:  [Layer 2] タブの [Layer 2 Security] リストで、[None] を選択します。

ステップ 7:   [QoS] タブの [Quality of Service (QoS)] リストで、[Bronze 
(Background)] を選択し、[Apply] をクリックします。
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ステップ 8:  [General] タブで、[Status] の右側にある [Enabled] を選択し、[Apply] 
をクリックします。

ステップ 9:  [< Back] をクリックします。

ステップ 10:  ゲスト WLAN の横にある青いドロップダウン リストにカーソルを合わせ
ます。

ステップ 11:  [Mobility Anchors] をクリックします。

ステップ 12:  [Switch IP Address (Anchor)] リストで、ゲスト コントローラの IP ア
ドレスを選択します。（例：192.168.19.54）

ステップ 13:  [Mobility AnchorCreate] をクリックし、[OK] をクリックします。

ステップ 14:  組織内のすべての内部コントローラで、ステップ 1 ～ 13 を繰り返します。

手順 17 ゲスト アカウントの作成

これで、パートナー、カスタマー、および通常はネットワークへのアクセス権を付与されて
いないユーザについて、ロビー管理者アカウントを使用してユーザ名とパスワードを作成
できるようになりました。

ステップ 1:  Web ブラウザを使用して、WLC の Web インターフェイス（たとえば、
https://guest-1.cisco.local/）を開き、LobbyAdmin アカウントを使用して、ユーザ
名 Guest-Admin、パスワード c1sco123 でログインします。

ステップ 2:  [Lobby Ambassador Guest Management] ページで、[New] をクリッ
クします。
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ステップ 3:  新しいユーザ名とパスワードを作成するか、または [Generate 
Password] を選択してパスワードをシステムで自動的に作成します。

ステップ 4:  [Apply] をクリックして、新しいユーザ名を作成します。

これで、ワイヤレス クライアントを使用してゲスト WLAN への接続をテストできます。
セキュリティが有効でないため、IP アドレスを受け取ります。Web ブラウザを開いた後、
インターネット アクセス用のユーザ名とパスワードを入力する Web ページにリダイレクト
されます。このページは、ゲスト ユーザが 24 時間使用できます。
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付録 A：製品リスト

ワイヤレス LAN コントローラ
機能エリア 製品の説明 製品番号 ソフトウェア
リモート サイト  
コントローラ

Cisco 7500 シリーズ Wireless Controller（最大 3000 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT7510-3K-K9 7.2.110.0

Cisco 7500 シリーズ Wireless Controller（最大 2000 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT7510-2K-K9

Cisco 7500 シリーズ Wireless Controller（最大 1000 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT7510-1K-K9

Cisco 7500 シリーズ Wireless Controller（最大 500 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT7510-500-K9

Cisco 7500 シリーズ Wireless Controller（最大 300 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT7510-300-K9

オンサイト、リモート サイト、 
またはゲスト コントローラ

Cisco 5500 シリーズ Wireless Controller（最大 500 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT5508-500-K9 7.2.110.0

Cisco 5500 シリーズ Wireless Controller（最大 250 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT5508-250-K9

Cisco 5500 シリーズ Wireless Controller（最大 100 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT5508-100-K9

Cisco 5500 シリーズ Wireless Controller（最大 50 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT5508-50-K9

Cisco 5500 シリーズ Wireless Controller（最大 25 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT5508-25-K9

Cisco 5500 シリーズ Wireless Controller（最大 12 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT5508-12-K9

オンサイト コントローラ Cisco 2500 シリーズ Wireless Controller（最大 50 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT2504-50-K9 7.2.110.0

Cisco 2500 シリーズ Wireless Controller（最大 25 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT2504-25-K9

Cisco 2500 シリーズ Wireless Controller（最大 15 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT2504-15-K9

Cisco 2500 シリーズ Wireless Controller（最大 5 台のシスコ アクセス ポイント） AIR-CT2504-5-K9
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ワイヤレス LAN アクセス ポイント
機能エリア 製品の説明 製品番号 ソフトウェア
CleanAir AP（4x4 MIMO） Cisco 3600 シリーズ アクセス ポイント デュアル バンド 802.11a/g/n および CleanAir（内蔵ア

ンテナ）
AIR-CAP3602I-x-K9 7.2.110.0

Cisco 3600 シリーズ アクセス ポイント デュアル バンド 802.11a/g/n および CleanAir（外部ア
ンテナ）

AIR-CAP3602E-x-K9

CleanAir AP（3x4 MIMO） Cisco 2600 シリーズ アクセス ポイント デュアル バンド 802.11a/g/n および CleanAir（内蔵ア
ンテナ）

AIR-CAP2602I-x-K9 7.2.110.0

Cisco 2600 シリーズ アクセス ポイント デュアル バンド 802.11a/g/n および CleanAir（外部ア
ンテナ）

AIR-CAP2602E-x-K9

ビジネス対応 AP
Cisco 1040 シリーズ アクセス ポイント デュアル バンド 802.11a/g/n および内蔵アンテナ AIR-LAP1042N-x-K9 7.2.110.0

アクセス コントロール 
機能エリア 製品の説明 製品番号 ソフトウェア
認証サービス ACS 5.3 VMware ソフトウェアおよび基本ライセンス CSACS-5.3-VM-K9 5.3

データセンター コア
機能エリア 製品の説明 製品番号 ソフトウェア
コア スイッチ Cisco Nexus 5596（最大 96 ポートの 10GbE、FCoE、およびファイバ チャネル SFP+） N5K-C5596UP-FA NX-OS 5.1(3)N1(1a)

Cisco Nexus 5596 レイヤ 3 スイッチング モジュール N55-M160L30V2

Cisco Nexus 5548（最大 48 ポートの 10GbE、FCoE、およびファイバ チャネル SFP+） N5K-C5548UP-FA

Cisco Nexus 5548 レイヤ 3 スイッチング モジュール N55-D160L3

イーサネット拡張 Cisco Nexus 2000 シリーズ（48 のイーサネット 100/1000BASE-T ファブリック エクステンダ） N2K-C2248TP-1GE ̶
Cisco Nexus 2000 シリーズ（48 のイーサネット 100/1000BASE-T（拡張）ファブリック エク
ステンダ）

N2K-C2248TP-E

Cisco Nexus 2000 シリーズ（32 の 1/10 GbE SFP+、FCoE 対応ファブリック エクステンダ）  N2K-C2232PP-10GE
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LAN アクセス レイヤ
機能エリア 製品の説明 製品番号 ソフトウェア
モジュラ アクセス  
レイヤ スイッチ 

Cisco Catalyst 4507R+E（各スロット 48 Gbps の 7 スロット シャーシ） WS-C4507R+E 3.3.0.SG(15.1-1SG)

IP BaseCisco Catalyst 4500 E シリーズ Supervisor Engine 7L-E WS-X45-SUP7L-E

Cisco Catalyst 4500 E シリーズ（48 のイーサネット 10/100/1000（RJ45）PoE+ ポート） WS-X4648-RJ45V+E

Cisco Catalyst 4500 E シリーズ（48 のイーサネット 10/100/1000（RJ45）PoE+ ポート、
UPoE ポート）

WS-X4748-UPOE+E

スタック対応アクセス  
レイヤ スイッチ

Cisco Catalyst 3750-X シリーズ（スタック対応 48 イーサネット 10/100/1000 PoE+ ポート） WS-C3750X-48PF-S 15.0(1)SE2

IP BaseCisco Catalyst 3750-X シリーズ（スタック対応 24 イーサネット 10/100/1000 PoE+ ポート） WS-C3750X-24P-S

Cisco Catalyst 3750-X シリーズ（2 つの 10GbE SFP+ および 2 つの GbE SFP ポート ネット
ワーク モジュール）

C3KX-NM-10G

Cisco Catalyst 3750-X シリーズ（4 つの GbE SFP ポート ネットワーク モジュール） C3KX-NM-1G

スタンドアロン アクセス  
レイヤ スイッチ 

Cisco Catalyst 3560-X シリーズ（48 のスタンドアロン イーサネット 10/100/1000 PoE+ ポー
ト）

WS-C3560X-48PF-S 15.0(1)SE2

IP Base
Cisco Catalyst 3560-X シリーズ（24 のスタンドアロン イーサネット 10/100/1000 PoE+ ポー
ト）

WS-C3560X-24P-S

Cisco Catalyst 3750-X シリーズ（2 つの 10GbE SFP+ および 2 つの GbE SFP ポート ネット
ワーク モジュール）

C3KX-NM-10G

Cisco Catalyst 3750-X シリーズ（4 つの GbE SFP ポート ネットワーク モジュール） C3KX-NM-1G

スタック対応アクセス  
レイヤ スイッチ

Cisco Catalyst 2960-S シリーズ（48 のイーサネット 10/100/1000 PoE+ ポートおよび 2 つの 
10GbE SFP+ アップリンク ポート）

WS-C2960S-
48FPD-L

15.0(1)SE2

LAN Base
Cisco Catalyst 2960-S シリーズ（48 のイーサネット 10/100/1000 PoE+ ポートおよび 4 つの 
GbE SFP アップリンク ポート）

WS-C2960S-
48FPS-L

Cisco Catalyst 2960-S シリーズ（24 のイーサネット 10/100/1000 PoE+ ポートおよび 2 つの 
10GbE SFP+ アップリンク ポート）

WS-C2960S-24PD-L

Cisco Catalyst 2960-S シリーズ（24 のイーサネット 10/100/1000 PoE+ ポートおよび 4 つの 
GbE SFP アップリンク ポート）

WS-C2960S-24PS-L

Cisco Catalyst 2960-S シリーズ FlexStack スタック モジュール C2960S-STACK
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LAN ディストリビューション レイヤ
機能エリア 製品の説明 製品番号 ソフトウェア
モジュラ ディストリビュー
ション レイヤ仮想スイッチ 
ペア

Cisco Catalyst 6500 E シリーズ（6 スロット シャーシ） WS-C6506-E 15.0(1)SY1 
IP ServicesCisco Catalyst 6500 VSS Supervisor 2T（2 ポート 10GbE および PFC4） VS-S2T-10G

Cisco Catalyst 6500 シリーズ（16 ポート 10GbE ファイバ モジュール、DFC4 搭載） WS-X6816-10G-2T

Cisco Catalyst 6500 シリーズ（24 ポート GbE SFP ファイバ モジュール、DFC4 搭載） WS-X6824-SFP

Cisco Catalyst 6500 シリーズ（4 ポート 40GbE/16 ポート 10GbE ファイバ モジュール、
DFC4 搭載）

WS-X6904-40G-2T

Cisco Catalyst 6500（WX-X6904-40G モジュール用 4 ポート 10GbE SFP+） CVR-CFP-4SFP10G

モジュラ ディストリビュー
ション レイヤ スイッチ

Cisco Catalyst 4507R+E（各スロット 48 Gbps の 7 スロット シャーシ） WS-C4507R+E 3.3.0.SG(15.1-1SG) 
Enterprise ServicesCisco Catalyst 4500 E シリーズ Supervisor Engine 7-E、848Gbps WS-X45-SUP7-E

Cisco Catalyst 4500 E シリーズ（24 ポート GbE SFP ファイバ モジュール） WS-X4624-SFP-E

Cisco Catalyst 4500 E シリーズ（12 ポート 10GbE SFP+ ファイバ モジュール） WS-X4712-SFP+E

スタック対応ディストリビュー
ション レイヤ スイッチ

Cisco Catalyst 3750-X シリーズ（スタック対応 12 GbE SFP ポート） WS-C3750X-12S-E 15.0(1)SE2 
IP ServicesCisco Catalyst 3750-X シリーズ（2 つの 10GbE SFP+ および 2 つの GbE SFP ポート ネット

ワーク モジュール）
C3KX-NM-10G

Cisco Catalyst 3750-X シリーズ（4 つの GbE SFP ポート ネットワーク モジュール） C3KX-NM-1G

WAN リモート サイト
機能エリア 製品の説明 製品番号 ソフトウェア
モジュラ WAN リモートサイ
ト ルータ

Cisco 3945 音声セキュリティ  バンドル、PVDM3-64、UC、および SEC License PAK C3945-VSEC/K9 15.1(4)M4 
securityk9, datak9Cisco 3925 音声セキュリティ  バンドル、PVDM3-64、UC、および SEC License PAK C3925-VSEC/K9

Cisco 3900 シリーズ用データ PAK（書面） SL-39-DATA-K9

モジュラ WAN リモートサイ
ト ルータ

Cisco 2951 音声セキュリティ  バンドル、PVDM3-32、UC、および SEC License PAK C2951-VSEC/K9 15.1(4)M4 
securityk9, datak9Cisco 2921 音声セキュリティ  バンドル、PVDM3-32、UC、および SEC License PAK C2921-VSEC/K9

Cisco 2911 音声セキュリティ  バンドル、PVDM3-32、UC、および SEC License PAK C2911-VSEC/K9

Cisco 2900 シリーズ用データ PAK（書面） SL-29-DATA-K9

モジュラ WAN リモートサイ
ト ルータ

1941 WAAS Express 専用バンドル C1941-WAASX-SEC/K9 15.1(4)M4 
securityk9, datak9Cisco 1900 シリーズ用データ PAK（書面） SL-19-DATA-K9

固定 WAN リモートサイト 
ルータ

Cisco 881 SRST イーサネット セキュリティ ルータ（FXS FXO 802.11n FCC 準拠） C881SRST-K9 15.1(4)M4 
securityk9, datak9
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付録 B：変更内容

この付録では、前の Cisco SBA シリーズの公開後、このガイドに加えられた変更をまと
めています。
• LAN ガイドに一致する VLAN 名を追加しました。
• LAN ガイドが更新され、すべての VLAN にスパニングツリー ルートのプライマリ 
マクロが含まれるようになったので、このマクロを削除しました。

• 新しいオプションに基づいて SSID があらかじめ存在する場合があるので（共有 
WLC）、リモートサイト プロセスの以前の手順への参照を削除しました。

• H-REAP が Cisco FlexConnect にブランド変更されました。
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く、偶然の一致によるものです。
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