
モビリティの設定

•モビリティコントローラの設定（1ページ）
•モビリティエージェントの設定（8ページ）
•モビリティコントローラによるモビリティエージェントの管理（10ページ）

モビリティコントローラの設定

統合アクセスコントローラの設定

ピアグループ、ピアグループメンバー、ブリッジドメイン IDの作成（CLI）

始める前に

•モビリティエージェントでは、モビリティコントローラの IPアドレスだけを設定できま
す。

•モビリティコントローラでは、各ピアグループメンバーのピアグループおよび IPアド
レスを定義できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

デバイスのモビリティコントローラ機

能をイネーブルにします。このコマンド

wireless mobility controller

例：

ステップ 1

はスイッチだけに適用されます。デフォ
Device(config)# wireless mobility
controller ルトのコントローラはモビリティコン

トローラです。

SPG1という名前のピアグループが作成
されます。

wireless mobility controller peer-group
SPG1

例：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

Device(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1

ピアグループにモビリティエージェン

トを追加します。

wireless mobility controller peer-group
SPG1member ipmember-ip-addrpublic-ip
public-ip-addr

ステップ 3

10.10.20.2は、モビリティ
エージェントの直接 IPアドレ
スです。NATを使用する場
合、任意のパブリック IPアド
レスを使用して、モビリティ

エージェントの NATedアドレ
スを入力します。NATを使用
しない場合、パブリック IPア
ドレスは使用されず、デバイ

スはモビリティエージェント

の直接 IPアドレスを表示しま
す。

（注）
例：

Device(config)# wireless mobility
controller peer-group
SPG1 member ip 10.10.20.2 public-ip
10.10.20.2

ピアグループ SPG1に別のメンバーを
追加します。

wireless mobility controller peer-group
SPG1member ipmember-ip-addrpublic-ip
public-ip-addr

ステップ 4

例：

Device(config)# wireless mobility
controller peer-group
SPG1 member ip 10.10.20.6 public-ip
10.10.20.6

別のピアグループSPG2を作成します。wireless mobility controller peer-group
SPG2

ステップ 5

例：

Device(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG2

ピアグループ SPG2にメンバーを追加
します。

wireless mobility controller peer-group
SPG2member ipmember-ip-addrpublic-ip
public-ip-addr

ステップ 6

例：

Device(config)# wireless mobility
controller peer-group
SPG2 member ip 10.10.10.20 public-ip
10.10.10.20

（任意）他の SPGでサブネット VLAN
マッピングを定義するために使用される

wireless mobility controller peer-group
SPG1bridge-domain-id id

例：

ステップ 7

SPG1にブリッジドメインを追加しま
す。
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目的コマンドまたはアクション

Device(config)# wireless mobility
controller peer-group
SPG1 bridge-domain-id 54

例

次に、ピアグループを作成し、メンバーを追加する例を示します。

Device(config)# wireless mobility controller
Device(config)# wireless mobility controller peer-group SPG1
Device(config)# wireless mobility controller peer-group SPG1
Device(config)# wireless mobility controller peer-group SPG1 member ip 10.10.20.2 public-ip
10.10.20.2
Device(config)# wireless mobility controller peer-group SPG1 member ip 10.10.20.6 public-ip
10.10.20.6
Device(config)# wireless mobility controller peer-group SPG2
Device(config)# wireless mobility controller peer-group SPG2 member ip 10.10.10.20
public-ip 10.10.10.20
Device(config)# wireless mobility controller peer-group SPG1 bridge-domain-id 54

ローカルモビリティグループの設定（CLI）

モビリティグループがMCのグループである場合の、ワイヤレスモビリティグループとモビ
リティグループメンバーの設定。

始める前に

MCは 1つのグループだけに所属できますが、複数のモビリティグループ内のMCを認識でき
ます。

手順

目的コマンドまたはアクション

Mygroupという名前のモビリティグ
ループを作成します。

wireless mobility group name group-name

例：

ステップ 1

Device(config)# wireless mobility group
name Mygroup

Mygroupモビリティグループにモビリ
ティコントローラを追加します。

wireless mobility group member ip
member-ip-addrpublic-ip public-ip-addr

例：

ステップ 2

NATを使用する場合、任意の
パブリック IPアドレスを使用
して、モビリティコントロー

ラのNATed IPアドレスを入力
します。

（注）
Device(config)# wireless mobility group
member ip 10.10.34.10 public-ip
10.10.34.28
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目的コマンドまたはアクション

モビリティメンバーに送信される 2つ
のキープアライブの間隔を設定します。

wireless mobility group keepalive interval
time-in-seconds

例：

ステップ 3

Device(config)# wireless mobility group
keepalive interval 5

メンバーステータスがダウン状態に移

行するまでのキープアライブ再試行回数

を入力します。

wireless mobility group keepalive count
count

例：

ステップ 4

Device(config)# wireless mobility group
keepalive count 3

例

Device(config)# wireless mobility group name Mygroup
Device(config)# wireless mobility group member ip 10.10.34.10 public-ip 10.10.34.28
Device(config)# wireless mobility group keepalive interval 5
Device(config)# wireless mobility group keepalive count 3

ピアモビリティグループの追加（CLI）

始める前に

MCは 1つのグループだけに所属しますが、複数のグループ内のMCを認識できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

Mygroup以外のグループにメンバーを
ピアMCとして追加します。

wireless mobility group member ip
member-ip-addrpublic-ip
public-ip-addrgroup group-name

ステップ 1

例：

Device(config)# wireless mobility group
member ip 10.10.10.24 public-ip
10.10.10.25 group Group2

ローミング動作のオプションパラメータの設定

この設定により、スティッキアンカーをディセーブルにします。必要に応じ、このコマンド

は、ターゲット SSIDにローミングが必要なすべてのMAとMCとの間で使用できます。

モビリティの設定
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手順

目的コマンドまたはアクション

WLANを設定します。wlan open21

例：

ステップ 1

Device(config)# wlan open20

デフォルトのスティッキモビリティア

ンカーをディセーブルにします。

no mobility anchor sticky

例：

ステップ 2

Device(config-wlan)# no mobility anchor
sticky

例

Device(config)# wlan open20
Device(config-wlan)# no mobility anchor sticky

モビリティコントローラのMobility Oracleへの指定（CLI）

始める前に

既知のモビリティコントローラ上でMobility Oracleを設定できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

MCを作成してモビリティグループに
追加します。

wireless mobility group member ip
member-ip-addrgroup group-name

例：

ステップ 1

Device(config)# wireless mobility group
member ip 10.10.10.10 group Group3

MobilityOracleとしてモビリティコント
ローラを設定します。

wireless mobility oracle ip oracle-ip-addr

例：

ステップ 2

Device(config)# wireless mobility
oracle ip 10.10.10.10

例

Device(config)# wireless mobility group member ip 10.10.10.10 group Group3
Device(config)# wireless mobility oracle ip 10.10.10.10
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ゲストコントローラの設定

ゲストコントローラは、クライアントトラフィックを非武装地帯（DMZ）のゲストアンカー
コントローラへトンネル経由で送信する場合に使用されます。ゲストクライアントはWeb認
証プロセスを通過します。Web認証プロセスは任意です。ゲストは認証なしでトラフィックを
渡すこともできます。

ゲストクライアントがゲストコントローラのモビリティアンカーアドレスと接続するモビリ

ティエージェントのWLANをイネーブルにします。

Cisco 5500シリーズWLC、Cisco WiSM2、Cisco 5700シリーズWLCなどのゲストコントロー
ラWANで、独自の IPアドレスとしてモビリティアンカーの IPアドレスを設定します。これ
により、トラフィックはモビリティエージェントからゲストコントローラへトンネル経由で

送信されます。

Cisco 5700シリーズWLCをゲストアンカーコントローラとして、また Cisco 5500シリーズ
WLCまたは Cisco WiSM2をエクスポートまたは外部コントローラとした場合、Cisco 5700シ
リーズWLCではユーザごとのゲストユーザロールはサポートされていません。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

クライアントのWLANを作成します。wlan wlan-id

例：

ステップ 1

Device(config)# wlan Mywlan1

MAでゲストアンカー（GA）の IPアド
レスをイネーブルにします。

mobility anchor guest-anchor-ip-addr

例：

ステップ 2

モビリティコントローラでゲ

ストアンカーをイネーブルに

する場合、IPアドレスを入力
する必要はありません。

WLANコンフィギュレーショ
ンモードでmobility anchorコ
マンドを入力して、モビリ

ティコントローラの GAをイ
ネーブルにします。

（注）Device(config-wlan)# mobility anchor
10.10.10.2

クライアントのWLANにVLANを割り
当てます。

client vlan vlan-name

例：

ステップ 3

Device(config-wlan)# client vlan
gc_ga_vlan1

モビリティの設定
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目的コマンドまたはアクション

WLANにセキュリティタイプを割り当
てます。

security open

例：

ステップ 4

Device(config-wlan)# security open

例

Device(config)# wlan Mywlan1
Device(config-wlan)# mobility anchor 10.10.10.2
Device(config-wlan)# client vlan gc_ga_vlan1
Device(config-wlan)# security open

ゲストアンカーの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

クライアントのWLANを作成します。wlan Mywlan1

例：

ステップ 1

Device(config)# wlan Mywlan1

ゲストアンカー（GA）のゲストアン
カーIPアドレスをイネーブルにします。
GAは自身のアドレスを割り当てます。

mobility anchor
<guest-anchors-own-ip-address>

例：

ステップ 2

Device(config-wlan)# mobility anchor
10.10.10.2

クライアントのWLANにVLANを割り
当てます。

client vlan<vlan-name>

例：

ステップ 3

Device(config-wlan)# client vlan
gc_ga_vlan1

WLANにセキュリティタイプを割り当
てます。

security open

例：

ステップ 4

Device(config-wlan)# security open

例

Device(config)# wlan Mywlan1
Device(config-wlan)# mobility anchor 10.10.10.2
Device(config-wlan)# client vlan gc_ga_vlan1
Device(config-wlan)# security open
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モビリティエージェントの設定

モビリティコントローラの指定によるモビリティエージェントの設

定（CLI）

始める前に

•デフォルトでは、スイッチはモバイルエージェントとして設定されます。
•ネットワークには少なくとも 1台のモビリティコントローラがあり、モビリティコント
ローラとのネットワーク接続が動作している必要があります。

•モビリティエージェントからはモビリティを設定できません。モビリティエージェント
では、SPGコンフィギュレーションをダウンロードするモビリティコントローラの IPア
ドレスだけを設定できます。

•モビリティエージェントでは、外部モビリティエージェントを指定するようにモビリティ
コントローラアドレスを設定するか、モビリティコントローラ機能をイネーブルにしま

す。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

デバイスのワイヤレス機能をイネーブル

にし、モビリティエージェント機能を

wireless management interface vlan 21

例：

ステップ 2

アクティブ化します。これにより、AP
Device (config)# wireless management
interface vlan 21 が CAPWAPトンネルを終端する場所を

確保できます。

例

次に、モビリティコントローラを指定して、モビリティグループにモビリティエー

ジェントを追加する例を示します。

Device(config)# wireless management interface vlan 21

モビリティの設定
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モビリティエージェントのモビリティコントローラの設定（CLI）

手順

目的コマンドまたはアクション

デバイスでモビリティ機能をイネーブル

にします。

wireless mobility controller

例：

ステップ 1

このコマンドの入力後、設定

を保存してデバイスをリブー

トし、モビリティコントロー

ラ機能を有効にします。

（注）Device (config)# wireless mobility
controller
Mobility role changed to Mobility
Controller.
Please save config and reboot the whole
stack.

モバイルエージェントに関連するモビ

リティコントローラを指定します。

wireless mobility controller ip ip-addr

例：

ステップ 2

モバイルエージェントが設定

され、モビリティコントロー

ラが別のデバイスにある場

合、モビリティコントローラ

の SPGを設定して、モビリ
ティエージェントが正しく機

能するようにします。

（注）Device (config)# wireless mobility
controller ip 10.10.21.3

次のタスク

モビリティエージェントにモビリティコントローラのロールを追加したら、モビリティエー

ジェントに任意のパラメータを設定できます。

モビリティエージェントへのモビリティコントローラの役割の追加

手順

目的コマンドまたはアクション

モビリティエージェントをモビリティ

コントローラに変換します。

wireless mobility controller ip
10.10.21.3

例：

ステップ 1

Device(config)# wireless mobility
controller ip 10.10.21.3

モビリティの設定
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例

次に、モビリティエージェントにモビリティコントローラの役割を追加する例を示し

ます。

Device(config)# wireless mobility controller ip 10.10.21.3
Mobility role changed to Mobility Controller.
Please save config and reboot the whole stack.

モビリティエージェントのオプションパラメータの設定（CLI）
ここでは、デバイスのロードバランシングを設定する方法を示します。

•デフォルトでは、ロードバランシングはイネーブルにされており、ディセーブルにはでき
ません。

•デバイスは最大 2000のクライアントをサポートし、デフォルト値はクライアントの最大
負荷の 50 %です。

•デバイスがしきい値に達すると、同じ SPG内のより負荷が低いモビリティエージェント
に新しいクライアントの負荷を再配信します。

手順

目的コマンドまたはアクション

ロードバランシングをトリガーするし

きい値を設定します。

wireless mobility load-balance threshold
threshold-value

例：

ステップ 1

Device(config)# wireless mobility
load-balance threshold 150

モビリティコントローラによるモビリティエージェント

の管理

モビリティコントローラによるモビリティエージェントの管理

モビリティコントローラが管理するモビリティエージェント機能では、モビリティコントロー

ラ（MC）からモビリティエージェント（MA）へのワイヤレス設定および共通設定がプッシュ
されます。このことにより、MCからすべてのMAを設定、監視、トラブルシューティングす
るのに役立ちます。MCは最大 16のMAをサポートできます。ワイヤレスおよび AAA、ACL
などの一般的なコンフィギュレーションは、通常、すべてのスイッチで同じです。

モビリティの設定
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モビリティコントローラによるモビリティエージェントの管理に関

する制約事項

•新しいMAがMCに加入し、このMAが一元管理される場合、また、MAが 1つのMCか
ら別のMCに移動した場合、MCおよびMAが非同期になる可能性があります。

• MAが一元化モードになると、グローバルな設定が無効になり、残りの設定およびモニタ
リングはWeb GUIで使用可能です。

•この機能は、Cisco Prime Infrastructureではサポートされていません。

• MCが同期していないMAを検出すると、MAは強制的にリロードされ、リロード後に再
度MCから全体のコンフィギュレーションを再同期します。

• QoSの設定は、MCからMAへプッシュされません。

• MCは、すべての構成を一元管理されたMAへすべてプッシュします。設定のサブセット
を選択し、すべてのMAではなく特定のMAグループへプッシュすることはできません。

• WLAN設定はMCからプッシュされるため、L3ローミングはサポートされません。

•同じスイッチピアグループ（SPG）または別の SPGのサブドメイン内のさまざまなソフ
トウェアバージョンを使用しているMAはサポートされません。

• Catalyst 3850および 3650スイッチがモビリティサブドメインでMCとして機能している
場合、MCとMAはPolarisリリース 16.2およびPolarisリリース 16.1.1のみを実行します。

•モビリティサブドメインで許可されるのは Catalyst 3850スイッチのみなので、Polarisの
バージョンがMAとして機能している場合は、5760をMCに追加することはできません。

• 16.2 Denaliのリリースでは、Cisco 3850コントローラはMAまたはMCで最大 50の APを
サポートしています。MC-MAのシナリオでは、MAおよびMC両方の APを含む、最大
100の APがサポートされます。

機能の履歴

Remarksリリース

この機能は、Cisco Catalyst 3850および Cisco
Catalyst 3650シリーズスイッチで導入されま
した。

Cisco IOS XE Denali 16.2.1

MCとMAの間で同期されたコマンドの完全なリストについては、次のURLにあるMCManaging
MA - List of Commands Synchronized Between MC and MAを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/mc-ma/mc-ma-sync.html.

モビリティの設定
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モビリティコントローラによるモビリティエージェントの管理につ

いて

モビリティコントローラ（MC）では、一元管理されるモビリティエージェント（MA）と一
元管理されないモビリティエージェント（MA）を同時に所有できます。一元管理されるMA
は、MCで設定した一連の設定を受信します。一元管理されないMAでは、MCの設定を受信
しません。MAが一元管理されている間は、MCからMAにプッシュされている設定の変更は
できません。

MCは、すべての一元管理されるMAに、既存の Control And Provisioning of Wireless Access
Point（CAPWAP）トンネルを介して、すべての関連する設定をプッシュします。また、MC
は、増分設定をMAにプッシュします（ある場合）。

この機能を使用する前に、MCとMAの間の CAPWAPトンネルを起動するための設定を行う
必要があります。

（注）

次の設定はMAに送信されます。

•共通設定：セキュリティ設定、たとえば、認証、許可、およびアカウンティング（AAA）
など、有線設定とワイヤレス設定の間で共有される設定。

•ワイヤレス設定：すべてのワイヤレス設定。

図 1 : MCが管理するMA

分散モードと一元化モード

分散モードは、すべてのMAで明示的に実行する必要がある設定を示しています。

モビリティの設定
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一元化モードは、ワイヤレス設定および共通設定がMCからMAに適用される設定を示してい
ます。次の表に、分散モードと一元化モードの違いを示します。

表：分散モードと一元化モードの違い

一元化モード分散モード

MCでの設定MCでの設定

• MAからMCへのモビリティピアリング
設定

• Wireless LAN（ワイヤレス LAN）

•ワイヤレスセキュリティ ACL

• AAAグローバルコンフィギュレーション

•ロケーション

• CiscoCleanAir、RRM、クライアントリン
ク

•グローバルおよび APごとの設定

• MAからMCへのモビリティピアリング
設定

• Wireless LAN（ワイヤレス LAN）

•ワイヤレス QoSポリシー

•ワイヤレスセキュリティ ACL

• AAAグローバルコンフィギュレーション

•ロケーション

• Cisco CleanAir、無線リソース管理
（RRM）、クライアントリンク

•グローバルおよび APごとの設定

MAでの設定MAでの設定

• MAからMCへのモビリティピアリング
設定

•ワイヤレス QoSポリシー

• MAからMCへのモビリティピアリング
設定

• Wireless LAN（ワイヤレス LAN）

•ワイヤレス QoSポリシー

•ワイヤレスセキュリティ ACL

• AAAグローバルコンフィギュレーション

•ロケーション

• CiscoCleanAir、RRM、クライアントリン
ク

•グローバルおよび APごとの設定
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モビリティコントローラによるモビリティエージェントの管理に関

する制約事項

•新しいMAがMCに加入し、このMAが一元管理される場合、また、MAが 1つのMCか
ら別のMCに移動した場合、MCおよびMAが非同期になる可能性があります。

• MAが一元化モードになると、グローバルな設定が無効になり、残りの設定およびモニタ
リングはWeb GUIで使用可能です。

•この機能は、Cisco Prime Infrastructureではサポートされていません。

• MCが同期していないMAを検出すると、MAは強制的にリロードされ、リロード後に再
度MCから全体のコンフィギュレーションを再同期します。

• QoSの設定は、MCからMAへプッシュされません。

• MCは、すべての構成を一元管理されたMAへすべてプッシュします。設定のサブセット
を選択し、すべてのMAではなく特定のMAグループへプッシュすることはできません。

• WLAN設定はMCからプッシュされるため、L3ローミングはサポートされません。

•同じスイッチピアグループ（SPG）または別の SPGのサブドメイン内のさまざまなソフ
トウェアバージョンを使用しているMAはサポートされません。

• Catalyst 3850および 3650スイッチがモビリティサブドメインでMCとして機能している
場合、MCとMAはPolarisリリース 16.2およびPolarisリリース 16.1.1のみを実行します。

•モビリティサブドメインで許可されるのは Catalyst 3850スイッチのみなので、Polarisの
バージョンがMAとして機能している場合は、5760をMCに追加することはできません。

• 16.2 Denaliのリリースでは、Cisco 3850コントローラはMAまたはMCで最大 50の APを
サポートしています。MC-MAのシナリオでは、MAおよびMC両方の APを含む、最大
100の APがサポートされます。

MAを管理するMCの設定（CLI）
次に、モビリティコントローラによるモビリティエージェントの管理を設定する手順を示し

ます。

手順

ステップ 1 MCの設定：

a) 次のコマンドを入力して、ワイヤレス管理インターフェイスを設定します。
Device(config)# wireless management interface vlan vlan-id

b) 次のコマンドを入力して、スイッチピアグループを設定します。
Device(config)# wireless mobility controller peer-group spg-name

モビリティの設定
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c) 次のコマンドを入力して、MAを SPGに追加し、一元管理されるように設定します（一元
化オプションのみ使用）。

Device(config)# wireless mobility controller peer-group spg-name member ip ip-addr
mode centralized

ステップ 2 MAの設定：

a) 次のコマンドを入力して、MCの IPアドレスを指定します。
Device(config)# wireless mobility controller ip mc-ip-addr

b) 次のコマンドを入力して、ワイヤレス管理インターフェイスを設定します。
Device(config)# wireless management interface vlan vlan-id

ステップ 3 一元化モードの設定：

a) MCから、次のコマンドを入力してMAの状態を確認できます。
Device(config)# show wireless mobility summary

Mobility Controller Summary:

Mobility Role : Mobility Controller
Mobility Protocol Port : 16666
Mobility Group Name : default
Mobility Oracle IP Address : 0.0.0.0
DTLS Mode : Enabled
Mobility Domain ID for 802.11r : 0xac34
Mobility Keepalive Interval : 10
Mobility Keepalive Count : 3
Mobility Control Message DSCP Value : 48
Mobility Domain Member Count : 1

IP Public IP Link Status Centralized(Cfgd : Running)
----------------------------------------------------------------------------------
1.1.1.1 1.1.1.1 UP : UP Enabled Enabled
3.3.3.1 3.3.3.1 DOWN : DOWN Enabled Enabled

次の表に、上記の例と関連する一元化モード（設定済みと実行中の両方）の詳細を示しま

す。

表 1 :一元化モード（設定済みで実行中）

説明実行中の一元化モード一元化モード設定番号い

いえ。

MAは、MCで一元管理
されるように設定され

ていません。

ディセーブルディセーブル1.

モビリティの設定
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説明実行中の一元化モード一元化モード設定番号い

いえ。

MAは、MCで一元管理
されるように設定され

ていますが、MAへのト
ンネルはまだダウン状

態である、またはMA
はまだMCからのメッ
セージ（MCがMAに一
元管理されていること

を通知するメッセー

ジ）を確認していませ

ん。

無効イネーブル2.

MAは、MCで一元管理
されるように設定され

ており、MAは一元管理
モードで実行中です。

イネーブルイネーブル3.

なし。イネーブル無効4.

b) このコマンドを入力すると、SPGに関係なく、および一元管理されているかどうかに関わ
らず、MC上で設定されているすべてのMAを確認できます。
Device(config)# show cmm member-table

CMM Member Table
----------------
Total No Of Members = 1
System Rev No on MC = 16

entry 0
--------
entry_status = In use
ip_addr = 10.5.84.155
SPG Name = SPG1
Centrally Managed = True
Applied Cfg rev on MA = 16
Last rcvd cfg rev on MA = 16
Tunnel State = Up
Status = CMM_MEMBER_STATUS_IN_SYNC
Last sent cfg rev to MA = 16
Last sent cfg timestamp = 1427826323 sec 936009397 nsec
----------------

Members: No. of MAs configured on the MC
System Rev No on MC: What version number the MC is at

Entry

c) MCで実行され、CMMエージェントに格納された設定を確認するには、次のコマンドを
入力します。

モビリティの設定
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Device(config)# show cmm config

Current version number: 17
To sync and save configuration to Mobility Agents execute: "write memory"

Config commands present in the buffer:
access-list 1 permit any
wlan MCMA_Demo 4 MCMA_Demo
client vlan 22
no security wpa
no security wpa akm dot1x
no security wpa wpa2
no security wpa wpa2 ciphers aes
no shutdown

MCからの設定は、「write memory」コマンドがMCで実行された後にのみMA
と同期されます。

（注）

ステップ 4 MCからリモートでMA上でコマンドを実行するには、次のコマンドを使用します。例えば、
次のコマンドをMCで入力して、クライアントが稼働時間に達したかどうかを確認できます。
Device(config)# remote command 1.1.1.1 show wcdb da all
Total Number of Wireless Clients = 1
Clients Waiting to Join = 0
Local Clients = 0
Anchor Clients = 1
Foreign Clients = 0
MTE Clients = 0
Mac Address VlanId IP Address Src If Auth Mob
---------- --------- ------------- -------- ----- -------
ec55.f9c6.35c3 22 53.1.1.2 0x00D19B00000001C5 RUN ANCHOR

ステップ 5 MCからMAにリモートでログインするには、次のコマンドを使用します。
DeviceControllerDevice(config)# remote login 1.1.1.1

Trying Switch ...
Entering CONSOLE for Switch
Type "^C^C^C" to end this session

User Access Verification

Password:
MA1>en
Password:
MA1#

MCでのWLANの設定

次の手順では、MCでWLANを作成して、一元管理されるMCとWLAN設定を同期する方法
を示しています。
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手順

ステップ 1 MCでは、次のコマンドを入力して、MCMA_Demoという名前のWLANを作成します。

Device(config)# wlan MCMA_Demo 1 MCMA_Demo
Device(config-wlan)# exit
Device(config)# exit

ステップ 2 設定を確認するには、次のコマンドを入力します。

Device(config)# show cmm config

Current version number: 3
To sync and save configuration to Mobility Agents execute: "write memory"

Config commands present in the buffer:
wlan MCMA_Demo 1 MCMA_Demo
exit

ステップ 3 一元管理されるように設定されているMAの数を調べるには、次のコマンドを入力します。
Device(config)# show cmm member-table

CMM Member Table
----------------
Total No Of Members = 1
System Rev No on MC = 2

entry 0
--------
entry_status = In use
ip_addr = 10.5.84.12
SPG Name = SPG1
Centrally Managed = True
Applied Cfg rev on MA = 2
Last rcvd cfg rev on MA = 2
Tunnel State = Up
Status = CMM_MEMBER_STATUS_IN_SYNC
Last sent cfg rev to MA = 2
Last sent cfg timestamp = 1432843797 sec 57656031 nsec
----------------

ステップ 4 次のコマンドを入力して、WLANの詳細を確認します。
Device(config)# show wlan summary

Number of WLANs: 1

WLAN Profile Name SSID VLAN Status
---------------------------------------------------
1 MCMA_Demo MCMA_Demo 1 DOWN

ステップ 5 次のコマンドを入力して、設定を保存します。

Device(config)# write memory

Building configuration...
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Compressed configuration from 7612 bytes to 3409 bytes[OK]

ステップ 6 次のコマンドを入力して、MAの同期ステータスを確認します。
Device(config)# show cmm member-table

CMM Member Table
----------------
Total No Of Members = 1
System Rev No on MC = 3

entry 0
--------
entry_status = In use
ip_addr = 10.5.84.12
SPG Name = SPG1
Centrally Managed = True
Applied Cfg rev on MA = 2
Last rcvd cfg rev on MA = 2
Tunnel State = Up
Status = CMM_MEMBER_STATUS_STALE
Last sent cfg rev to MA = 3
Last sent cfg timestamp = 1432847325 sec 107200589 nsec
----------------

ステップ 7 MAで、次のコマンドを入力して、MCで作成されたWLANがMAと同期しているかどうか
を確認します。

Device(config)# show wlan summary

Number of WLANs: 1

WLAN Profile Name SSID VLAN Status
---------------------------------------------------
1 MCMA_Demo MCMA_Demo 1 DOWN

例：

複数の設定が同期されている様子を示すログの例

モビリティの設定
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次に、cmm設定の出力例を示します。

次に、cmmメンバーテーブルを表示する出力例を示します。

次に、WLANの概要を表示する出力例を示します。

次に、メモリ書き込みの出力例を示します。

次に、WLANの概要の出力例を示します。

次に、cmmメンバーテーブルの出力例を示します。

次に、cmmメンバーテーブルの出力例を示します。

次に、cmmメンバーテーブルの出力例を示します。

次に、設定MAの出力例を示します。

次に、WLANの概要の出力例を示します。

次に、cmm設定の出力例を示します。

次に、WLANの表示および実行の出力例を示します。

次に、WLANオープンの表示および実行の出力例を示します。

MC#show cmm config
Current version number: 4
To sync and save configuration to Mobility Agents execute: "write memory"

Config commands present in the buffer:
wlan open 2 open
assisted-roaming dual-list
assisted-roaming neighbor-list
broadcast-ssid
ccx aironet-iesupport
channel-scan defer-priority 4
client association limit ap 0
client association limit radio 0
client vlan default
exclusionlist
exclusionlist timeout 60
ip access-group web none
mac-filtering test
mobility anchor sticky
radio all
security wpa
security wpa akm dot1x
security wpa wpa2
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security wpa wpa2 ciphers aes
security dot1x authentication-list test
security dot1x encryption 104
security ft over-the-ds
security ft reassociation-timeout 20
security static-wep-key authentication open
security tkip hold-down 60
security web-auth authentication-list test2
security web-auth parameter-map test3
service-policy client input un
service-policy client output un
service-policy input unk
service-policy output unk
session-timeout 1800
no shutdown
exit

To view cmm member-table:
MC#show cmm member-table
CMM Member Table
----------------
Total No Of Members = 1
System Rev No on MC = 3

entry 0
--------
entry_status = In use
ip_addr = 10.5.84.12
SPG Name = SPG1
Centrally Managed = True
Applied Cfg rev on MA = 3
Last rcvd cfg rev on MA = 3
Tunnel State = Up
Status = CMM_MEMBER_STATUS_IN_SYNC
Last sent cfg rev to MA = 3
Last sent cfg timestamp = 1433441315 sec 669464681 nsec
----------------

To view WLAN summary:
MC#show wlan summary

Number of WLANs: 2

WLAN Profile Name SSID VLAN Status
--------------------------------------------------------------------------------
1 test test 1 DOWN
2 open open 1 UP

To write memory:
MC#write mem
Building configuration...
Compressed configuration from 7972 bytes to 3619 bytes[OK]

MC#show wlan summary

Number of WLANs: 2
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WLAN Profile Name SSID VLAN Status
--------------------------------------------------------------------------------
1 test test 1 DOWN
2 open open 1 UP

To view cmmm config:
MC#show cmm config
Current version number: 4
To sync and save configuration to Mobility Agents execute: "write memory"

Config commands present in the buffer:

MC#show cmm member-table
CMM Member Table
----------------
Total No Of Members = 1
System Rev No on MC = 4

entry 0
--------
entry_status = In use
ip_addr = 10.5.84.12
SPG Name = SPG1
Centrally Managed = True
Applied Cfg rev on MA = 3
Last rcvd cfg rev on MA = 3
Tunnel State = Up
Status = CMM_MEMBER_STATUS_STALE
Last sent cfg rev to MA = 4
Last sent cfg timestamp = 1433488804 sec 349065646 nsec
----------------

MC#show cmm member-table
CMM Member Table
----------------
Total No Of Members = 1
System Rev No on MC = 4

entry 0
--------
entry_status = In use
ip_addr = 10.5.84.12
SPG Name = SPG1
Centrally Managed = True
Applied Cfg rev on MA = 3
Last rcvd cfg rev on MA = 3
Tunnel State = Up
Status = CMM_MEMBER_STATUS_STALE
Last sent cfg rev to MA = 4
Last sent cfg timestamp = 1433488812 sec 349323943 nsec
----------------

MC#show cmm member-table
CMM Member Table
----------------
Total No Of Members = 1
System Rev No on MC = 4
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entry 0
--------
entry_status = In use
ip_addr = 10.5.84.12
SPG Name = SPG1
Centrally Managed = True
Applied Cfg rev on MA = 4
Last rcvd cfg rev on MA = 4
Tunnel State = Up
Status = CMM_MEMBER_STATUS_IN_SYNC
Last sent cfg rev to MA = 4
Last sent cfg timestamp = 1433488820 sec 349544632 nsec
----------------
MC#

To view the cmm configuration
MA21#show cmm config
Current version number: 3
Centrally Managed: True

MA21#show wlan summary

Number of WLANs: 1

WLAN Profile Name SSID VLAN Status
--------------------------------------------------------------------------------
1 test test 1 DOWN

MA21#
Building configuration...

*Jun 5 07:21:18.295: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty1
*Jun 5 07:21:18.314: %CMM-6-CONFIG_SYNC_SAVE_MSG: Saving config rev#4 received
from Mobility Controller.Compressed configuration from 13033 bytes to 4340 bytes[OK]

MA21#show cmm config
Current version number: 4
Centrally Managed: True
MA21#show wlan summary

Number of WLANs: 2

WLAN Profile Name SSID VLAN Status
--------------------------------------------------------------------------------
1 test test 1 DOWN
2 open open 1 UP

MA21#show run wlan
wlan test 1 test
shutdown
wlan open 2 open
assisted-roaming dual-list
assisted-roaming neighbor-list
ip access-group web none
mac-filtering test
security dot1x authentication-list test
security web-auth authentication-list test2
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security web-auth parameter-map test3
service-policy client input un
service-policy client output un
service-policy input unk
service-policy output unk
no shutdown
MA21#

To view and run the WLAN open
MA21#show run wlan open
wlan open 2 open
assisted-roaming dual-list
assisted-roaming neighbor-list
ip access-group web none
mac-filtering test
security dot1x authentication-list test
security web-auth authentication-list test2
security web-auth parameter-map test3
service-policy client input un
service-policy client output un
service-policy input unk
service-policy output unk
no shutdown
MA21#
MA21#
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