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802.11r、802.11k、802.11v、802.11w Fast 
Transition ローミング

802.11r Fast Transition ローミング
802.11r Fast Transition（FT）ローミングは、802.11 IEEE 標準の改訂版であり、ローミングの新しい
概念です。Fast Transition（FT）と呼ばれるこの高速ローミングでは、クライアントがターゲット 
アクセス ポイント（AP）にローミングする前に、まず新規 AP との初期ハンドシェイクが行われ
ます。

初期ハンドシェイクによって、クライアントと AP が事前にペアワイズ マスター キー（PTK）を
計算できるようになります。クライアントが新規 AP に対して再アソシエーション要求または応
答の交換を行うと、PMK キーがクライアントおよび AP に適用されます。FT キー階層により、ク
ライアントは AP ごとに再認証を実行することなく、AP 間の Base Station Subsystem（BSS）を高
速に移動できます。802.11r（FT）は、ローミングの際のハンドシェイクに伴うオーバーヘッドを排
除することにより、AP 間のハンドオフ時間を短縮するとともに、セキュリティと QoS を確保し
ます。FT は、Wi-Fi での音声やビデオのような、遅延の影響を受けやすいアプリケーションを実
行するクライアント デバイスで役立ちます。

クライアント ローミングの方法

FT プロトコルを使用して現在の AP からターゲット AP に移動するクライアントでは、メッセー
ジ交換は次の方法のいずれかを使用して行われます。

• Over-the-Air FT ローミング

• Over-the-DS（分散システム）FT ローミング

Over-the-Air Fast Transition ローミング

クライアントは、FT 認証アルゴリズムを使用する IEEE 802.11 認証を使用して、ターゲット AP 
と直接通信を行います。
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図 11-1 RSN での Over-the-Air 高速 BSS 移行

コントローラ内の Over-the-Air ローミング

同一のコントローラに接続されている AP1 および AP2 間をローミングするクライアントは、デ
フォルトで次の動作を行います。

ステップ 1 クライアントは AP1 にアソシエートし、AP2 へのローミングを要求します。

ステップ 2 クライアントが AP2 に対して FT 認証要求を送信し、AP2 から FT 認証応答を受信します。

ステップ 3 クライアントが AP2 に対して FT 再アソシエーション要求を送信し、AP2 から FT 再アソシエー
ション応答を受信します。

ステップ 4 クライアントは AP1 から AP2 へのローミングを完了します。
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図 11-2 コントローラ内の Over-the-Air ローミング

コントローラ間の Over-the-Air ローミング

WLC1 と WLC2 など、同一モビリティ グループ内の異なるコントローラに接続されている AP1 
および AP2 間をローミングするクライアントは、デフォルトで次の動作を行います。

ステップ 1 クライアントは AP1 にアソシエートし、AP2 へのローミングを要求します。

ステップ 2 クライアントが AP2 に対して FT 認証要求を送信し、AP2 から FT 認証応答を受信します。

ステップ 3 WLC-1 は WLC-2 に対し、モビリティ インフラストラクチャを使用するローミング クライアン
トに関する PMK およびモビリティ メッセージを送信します。

ステップ 4 クライアントは AP1 から AP2 へのローミングを完了します。
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図 11-3 コントローラ間の Over-the-Air ローミング

Over-the-DS（分散システム）Fast Transition ローミング

DS（分散システム）上をローミングするクライアントは、現在の AP を介してターゲット AP と通
信します。この通信はコントローラを介し、FT アクション フレームを使用して、クライアントと
現在の AP 間を送信されます。
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802.11r Fast Transition ローミング
図 11-4 Over the DS ローミング

コントローラ内の Over-the-DS ローミング

同一のコントローラに接続されている AP1 および AP2 間をローミングするクライアントは、デ
フォルトで次の動作を行います。

ステップ 1 クライアントは AP1 にアソシエートし、AP2 へのローミングを要求します。

ステップ 2 クライアントが AP1 に対して FT 認証要求を送信し、AP1 から FT 認証応答を受信します。

ステップ 3 両方の AP は同一のコントローラに接続されているため、コントローラは AP2 に事前認証情報
を送信します。

ステップ 4 クライアントが AP2 に対して FT 再アソシエーション要求を送信し、AP2 から FT 再アソシエー
ション応答を受信します。

ステップ 5 クライアントは AP1 から AP2 へのローミングを完了します。
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802.11r Fast Transition ローミング
図 11-5 コントローラ内の Over-the-DS ローミング

コントローラ間の Over-the-DS ローミング

WLC1 と WLC2 など、同一モビリティ グループ内の異なるコントローラにそれぞれ接続されて
いる AP1 および AP2 間をローミングするクライアントは、デフォルトで次の動作を行います。

ステップ 1 クライアントは AP1 にアソシエートし、AP2 へのローミングを要求します。

ステップ 2 クライアントが AP1 に対して FT 認証要求を送信し、AP1 から FT 認証応答を受信します。

ステップ 3 WLC-1 は WLC-2 に対し、ローミング クライアントに関するペアワイズ マスター キー（PMK）お
よびモビリティ メッセージを送信します。

ステップ 4 クライアントは AP1 から AP2 へのローミングを完了します。
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802.11r Fast Transition ローミング
図 11-6 コントローラ間の Over-the-DS ローミング

GUI を使用した Fast Transition ローミングの設定

GUI を使用して FT ローミングを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [WLAN（WLANs）] をクリックします。

ステップ 2 [WLAN ID] を選択して、[Edit] ページを開きます。

ステップ 3 [Security] > [Layer 2] タブを選択します。

ステップ 4 ドロップダウンリストから [WPA+WPA2] を選択します。

FT の認証キー管理パラメータが表示されます。

ステップ 5 [Fast Transition] チェックボックスをオンにして、FT を有効にします。

ステップ 6 [Over the DS] チェックボックスをオンにして、Over the DS FT を有効にします。

（注） [Over the DS] チェックボックスは、FT を有効にしている場合にのみオンに設定できます。

ステップ 7 [Reassociation Timeout] フィールドに、AP へのクライアントの再アソシエーション試行がタイム
アウトになる秒数を入力します。有効範囲は 1 ～ 100 秒です。

（注） [Reassociation Timeout] フィールドは、FT を有効にしている場合にのみ設定できます。
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802.11r Fast Transition ローミング
図 11-7 再アソシエーション タイムアウトの設定

ステップ 8 [Authentication Key Management] で、[FT 802.1X] または [FT PSK] の [Enable] チェックボックス
をオンにし、このキーを有効にします。キーを無効にするには、[Enable] チェックボックスをオフ
にします。

（注） [FT PSK] チェックボックスをオンにした場合は、[PSK Format] ドロップダウンリストか
ら [ASCII] または [Hex] を選択して、キー値を入力します。

ステップ 9 [WPA gtk-randomize State] ドロップダウンリストから [Enable] または [Disable] を選択して、WPA 
グループ一時キー（GTK）のランダム化状態を設定します。
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802.11r Fast Transition ローミング
図 11-8 [Security] - [Layer 2] - [FT PSK]

ステップ 10 [Apply] をクリックします。

CLI を使用した Fast Transition ローミングの設定

FT ローミングを設定するには、次のコマンドを入力します。

WLAN 設定には、FT（Fast Transition）と呼ばれる、新しい認証キー管理（AKM）タイプが含まれて
います。

config wlan security wpa akm ft-psk {enable | disable} wlan-id
config wlan security wpa akm ft-802.1X {enable | disable} wlan-id

config wlan security ft {enable | disable} 
wlan-id

802.11r Fast Transition パラメータを有効また
は無効にします。

config wlan security ft over-the-ds {enable | 
disable} wlan-id

分散システム上の 802.11r Fast Transition パラ
メータを有効または無効にします。これは、デ
フォルトでは無効になっています。

config wlan security ft reassociation-timeout 
timeout-in-seconds wlan-id

802.11r Fast Transition 再アソシエーションのタ
イムアウトを有効にします。範囲は 1 ～ 100 秒
です。
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FT over a DS の AKM を有効または無効にするには、次のコマンドを入力します。

config wlan security wpa akm ft over-the-ds {enable | disable} wlan-id

WLAN、および WLAN の FT パラメータを表示するには、次のコマンドを入力します。

show wlan wlan-id

トラブルシューティングのサポート

• FT イベントのデバッグを有効または無効にするには、次のコマンドを入力します。

debug ft events {enable | disable}

• FT のキー生成のデバッグを有効または無効にするには、次のコマンドを入力します。

debug ft keys {enable | disable}

802.11r 高速移行の制約事項

• 802.11r FT 機能は、メッシュ AP をサポートしません。

• 802.11r FT 機能は、Cisco 600 シリーズ OfficeExtend AP など、Linux ベースの AP ではサポー
トされません。

• 802.11r 高速ローミングは、スタンドアロン モードの FlexConnect AP ではサポートされま
せん。

• ローカル認証 WLAN と中央認証 WLAN 間の 802.11r 高速ローミングは、FlexConnect AP で
はサポートされません。

• クライアントがスタンドアロン モードの FlexConnect アクセス ポイントで Over-the-DS 事
前認証を使用する場合、802.11r 高速ローミングはサポートされません。

• EAP LEAP 方式はサポートされません。WAN リンク遅延により、アソシエーション時間が最
大 2 秒間抑制されます。

• FlexConnect AP がスタンドアロン モードに移行した場合、既存のクライアント接続は、セッ
ション タイマーが切れるまで維持されます。AP がスタンドアロン モードである間は、新規
の 11r クライアントは受け入れられません。

• 802.11r 高速ローミングでは、トラフィック仕様（TSPEC）はサポートされません。したがっ
て、RIC IE の処理もサポートされません。

• FlexConnect AP に対して WAN リンク遅延が発生する場合は、高速ローミングも遅延します。
音声またはデータの最大遅延を検証する必要があります。コントローラは、Over-the-Air およ
び Over-the-DS 両方式のローミング中、802.11r 高速移行の認証要求を処理します。

• 802.11r FT 機能は、オープンな、WPA2 が設定された WLAN でのみサポートされます。

• 一部のレガシー クライアントは、Robust Security Network Information Exchange（RSN IE）の解
析を担当するサプリカントのドライバが古く、IE 内の追加 AKM スイートを認識しない場合、
802.11r が有効にされている WLAN にアソシエートできません。この制限のため、クライアン
トは、WLAN にアソシエーション要求を送信できません。ただし、これらのクライアントは、
802.11r 以外の WLAN とはアソシエートできます。802.11r 対応クライアントは、802.11r と 
802.11i の両方の認証キー管理スイートが有効になっている WLAN で 802.11i クライアント
としてアソシエートできます。回避策は、レガシー クライアントのドライバを新しい 802.11r 
AKM で動作するようにするか、またはアップグレードすることです。そうすることで、レガ
シー クライアントは、802.11r 対応 WLAN と正常にアソシエートできます。もう 1 つの回避策
は、同じ名前で異なるセキュリティ設定（FT および非 FT）の 2 つの SSID を持つことです。
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• FT リソース要求プロトコルを実装するクライアントが存在しないため、802.11r は FT リ
ソース要求プロトコルをサポートしていません。また、リソース要求プロトコルは 802.11r 改
訂のオプションです。

• サービス妨害（DoS）攻撃を回避するため、各コントローラでは、異なる AP と最大 3 回の FT 
ハンドシェイクが可能です。

802.11k 経由ローミング
802.11k では、11k 対応クライアントが、ローミングの候補となる既知のネイバー AP に関する情
報を示すネイバー レポートを要求することができます。

ローミングを容易に行うため、AP にアソシエートした 11k 対応クライアントは、ネイバー AP の
リストに対する要求を送信します。この要求は、アクション フレームと呼ばれる 802.11 管理フ
レームの形式で送信されます。同じ WLAN にあるネイバー AP の Wi-Fi チャネル番号が付いた
リストを使用して、AP は応答します。この応答もアクション フレームです。クライアントは応答
フレームに基づき、次のローミング先の AP 候補を識別します。クライアントは 802.11k Radio 
Resource Management（RRM; 無線リソース管理）プロセスを使用することで、効率的かつ高速に
ローミングを実行できます。

ネイバー リスト情報からローミング先の AP を決定することで、11k 対応クライアントはすべて
の 2.4 GHz および 5 GHz チャネルをプローブする必要がなくなります。すべてのチャネルをプ
ローブする必要がなくなれば、チャネル利用率が減少するため、すべてのチャネルの帯域幅が増
加します。ローミングにかかる時間も短縮され、クライアントによる判断が改善されます。また、
チャネルごとに無線設定が変更されない上、各チャネルにプローブ要求が送信されないため、デ
バイスのバッテリ寿命が長くなります。これにより、デバイスではプローブ応答フレームをすべ
て処理する必要がなくなります。

802.11k での経由ローミング

802.11k 標準では、クライアントが、サービス セットの移行先候補となる既知のネイバー AP に
関する情報を示すネイバー レポートを要求することができます。802.11k ネイバー リストを使
用することで、アクティブなスキャンとパッシブなスキャンを制限することができます。

assisted roaming 機能は、インテリジェントでクライアントによって最適化されたネイバー リス
トに基づいています。802.11k ネイバー リストは動的かつオンデマンドで生成されます。コント
ローラ上では維持されません。同じコントローラ上にあっても、異なる AP にアソシエートされ
た 2 つのクライアントは、周囲の AP とのそれぞれの関係に応じて、異なるネイバー リストを受
け取る可能性があります。

デフォルトでは、ネイバー リストには、クライアントがアソシエートされている同じ帯域のネイ
バーだけが含まれます。ただし、802.11k ではデュアル リストを設定することで、両方の帯域のネ
イバーを返すことができます。

クライアントは、ビーコンで無線管理（RM）機能の情報要素（IE）をアドバタイズする AP にアソ
シエートした後に限り、ネイバー リスト要求を送信します。ネイバー リストには、隣接する無線
の BSSID、チャネル、および処理の詳細についての情報が含まれます。
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ネイバー リストの作成と最適化

コントローラが 802.11k ネイバー リスト要求を受信すると、次の処理が実行されます。

1. コントローラは RM ネイバー テーブルを検索し、クライアントが現在アソシエートしてい
る AP と同じ帯域のネイバーのリストを作成します。

2. コントローラは、AP 間の受信信号強度表示（RSSI）、現在の AP の現在のロケーション、Cisco 
Prime Infrastructure からのネイバー AP のフロア情報、コントローラ上のローミング履歴情
報に基づいて各ネイバーをチェックし、帯域ごとにリストするネイバーを 6 つに絞り込みま
す。このリストは、同じフロアの AP に対して最適化されています。

802.11k 情報要素（IE）

クライアントは、ビーコンで無線管理（RM）機能の情報要素（IE）をアドバタイズする AP にアソ
シエートした後に限り、ネイバー リスト要求を送信します。

Apple ハンドヘルド デバイスとのスムーズな統合を可能にするため、AP のビーコンおよびプ
ローブ応答には、以下の情報要素が実装されています。

• 国に関する要素：国に関する情報要素には、ステーションが自身の属する規制ドメインを識
別し、この規制ドメイン内で動作するための PHY の設定に必要となる情報が含まれます。

• 電力制約に関する要素：電力制約に関する情報要素には、現在のチャネルでのローカルな最
大送信電力をクライアントが判断するために必要な情報が含まれます。

• RM 対応機能に関する要素：RM 機能に関する要素は、5 オクテットの長さとなります。ビー
コンまたはプローブ応答にこの要素が含まれる場合は、AP がネイバー リストを提供するた
めの通知に、ビット 1 が使用されます。アソシエーション要求に使用される場合、ビット 1 は
クライアントがネイバー リストを要求していることを表します。

これら 3 つの IE がすべて存在する場合は、この SSID が要求に応じてネイバー リストを提供で
きるように設定されていることを意味します。このリリースでは、ネイバー リストは IE に示さ
れるクライアントのネイバー リスト機能ではなく、クライアントからの要求に応じて送信され
ます。

Wireshark による次のキャプチャ画面では、これらの情報要素を示します。
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図 11-9 802.11k 情報要素

GUI を使用した経由ローミングの設定

GUI を使用して経由ローミングを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [WLAN（WLANs）] をクリックします。

ステップ 2 [WLAN ID] を選択して、[Edit] ページを開きます。

ステップ 3 [Advanced] タブをクリックします。

ステップ 4 [11k] 領域で、[Neighbor List] および [Neighbor List Dual Band] チェックボックスをオンにします。
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図 11-10 [Advanced] タブ - [Neighbor List]

CLI を使用した経由ローミングの設定

経由ローミングを設定するには、次のコマンドを入力します。

config wlan assisted-roaming 
neighbor-list enable wlan-id

WLAN の 802.11k ネイバー リストを設定します。
WLAN を作成すると、デフォルトで assisted roaming 
がネイバー リストで有効になります。コマンドの no 
形式では、経由ローミングのネイバー リストが無効
になります。

config wlan assisted-roaming dual-list 
enable wlan-id

WLAN のデュアル バンド 802.11k デュアル リストを
設定します。WLAN を作成すると、デフォルトで 
assisted roaming がデュアル リストで有効になりま
す。コマンドの no 形式では、経由ローミングのデュア
ル リストが無効になります。

config wireless assisted-roaming 
floor-bias dBm

ネイバー フロア ラベル バイアスを設定します。有効
な範囲は –5 ～ 25 dBm で、デフォルト値は –15 dBm 
です。
11-14
Enterprise Mobility 8.5 設計ガイド

 



 

第 11 章      802.11r、802.11k、802.11v、802.11w Fast Transition ローミング

802.11k 経由ローミング
予測ベースのローミング：802.11k 以外のクライアントの経由ローミン
グ

各クライアントに対し、予測ネイバー リストを生成することで、802.11k ネイバー リスト要求を
送信する必要がなくなり、802.11k 以外のクライアントに対するローミングを最適化できます。
予測ベースのローミングを WLAN で有効にすると、クライアントがアソシエーションまたは再
アソシエーションに成功する度に、同一のネイバー リスト最適化が 802.11k 以外のクライアン
トに適用され、生成されたネイバー リストがモバイル ステーションのソフトウェア データ構造
内に格納されます。クライアントは通常、アソシエーションまたは再アソシエーションを行う前
にプローブを行うため、クライアント プローブの RSSI 値はネイバーごとに異なります。このた
め、異なる場所にあるクライアントには、それぞれ異なるネイバー リストが生成されます。この
リストは最新のプローブ データによって生成され、クライアントがローミングする可能性の高
い次の AP を予測します。

AP へのアソシエーション要求が、格納済みの予測ネイバー リスト内のエントリと一致しない場
合、無線インフラストラクチャはアソシエーションを拒否し、好ましくないネイバーへのクライ
アントのローミングを抑止します。

• Denial count：クライアントがアソシエーションを拒否される最大回数です。

• Prediction threshold：経由ローミング機能を有効にするために、予測リスト内で必要となる
エントリの最小数です。

GUI を使用した予測ベース ローミングの設定

GUI を使用して予測ベース ローミングを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [WLAN（WLANs）] をクリックします。

ステップ 2 [WLAN ID] を選択して、[Edit] ページを開きます。

ステップ 3 [Advanced] タブをクリックします。

ステップ 4 [11k] 領域で、[Assisted Roaming Prediction Optimization] チェックボックスをオンにします。
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802.11k 経由ローミング
図 11-11 [Advanced] タブ - [Assisted Roaming Prediction Optimization]

CLI を使用した予測ベース ローミングの設定

予測ベース ローミングを設定するには、次のコマンドを入力します。

config wlan 
assisted-roaming prediction 
{enable | disable} wlan-id

WLAN の経由ローミング予測リストを設定します。デフォルト
では、経由ローミング予測リストはディセーブルです。

（注） ロード バランシングが WLAN に対してすでに有効であ
る場合、警告メッセージが表示され、ロード バランシン
グが WLAN に対して無効になります。

config assisted-roaming 
denial-maximum count

アソシエーション要求の送信先となる AP が、予測されたどの 
AP にも一致しない場合に、クライアントがアソシエーションを
拒否できる最大回数を設定します。有効な範囲は 1 ～ 10 で、デ
フォルト値は 5 です。
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802.11k 経由ローミング
ネイバー リストの応答

ネイバー リストには、次に示す Wireshark キャプチャ画面のように、隣接する無線の BSSID、
チャネル、および処理の詳細についての情報が含まれます。

図 11-12 802.11k ネイバー レポート

トラブルシューティングのサポート

• 経由ローミングにおいてクライアントをデバッグするには、次のコマンドを入力します。

debug mac addr client-mac-addr

• すべての 802.11k イベントのデバッグを設定するには、次のコマンドを入力します。

debug 11k all {enable | disable}

• ネイバーの詳細のデバッグを設定するには、次のコマンドを入力します。

debug 11k detail {enable | disable}

• 802.11k エラーのデバッグを設定するには、次のコマンドを入力します。

debug 11k errors {enable | disable}

config assisted-roaming 
prediction-minimum count

予測リストが有効となるために必要な、予測 AP の最小数を設定
します。デフォルト値は 3 です。

（注） クライアントに割り当てられた予測内の AP 数が、指定
した数より少ない場合、経由ローミングはこのローミン
グに適用されません。
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802.11v 最大アイドル期間、Directed Multicast Service
• 受信したネイバー要求を検証するには、次のコマンドを入力します。

debug 11k events {enable | disable}

• クライアントのローミング履歴のデバッグを設定するには、次のコマンドを入力します。

debug 11k history {enable | disable}

• 802.11k 最適化のデバッグを設定するには、次のコマンドを入力します。

debug 11k optimization {enable | disable}

• オフライン シミュレーション用にインポートするクライアント ローミング パラメータの
詳細を取得するには、次のコマンドを入力します。

debug 11k simulation {enable | disable}

802.11v 最大アイドル期間、Directed Multicast Service
リリース 8.0 から、コントローラはワイヤレス ネットワークに関する 802.11v 改訂をサポートし
ます。これには、ワイヤレス ネットワーク管理に対する、次のようなさまざまな機能拡張が規定
されています。

• ネットワーク支援型電力節約：クライアントのスリープ時間を延ばして、バッテリ寿命を向
上させます。たとえば、モバイル デバイスは一定のアイドル期間を使用することで、アクセ
ス ポイントへの接続を維持しておき、後述するタスクをワイヤレス ネットワーク内で実行
するときに、より多くの電力を消費できます。

• ネットワーク支援型ローミング：より適切な AP とアソシエートできるように、アソシエー
トされたクライアントに WLAN がメッセージを送信する機能です。これは、ロード バラン
シングと接続状態の悪いクライアントの管理の両方に役立ちます。

802.11v ネットワーク支援型電力節約の有効化

ワイヤレス デバイスは、さまざまな方法でクライアントへの接続を維持するためにバッテリを
消費します。

• 一定間隔でスリープ解除し、DTIM が含まれるアクセス ポイント ビーコンをリッスンしま
す。DTIM は、AP がクライアントに送信する、バッファされたブロードキャストまたはマル
チキャストトラフィックを示します。

• アクセス ポイントとの接続を維持するために、null フレームをキープアライブ メッセージ
の形式でアクセス ポイントに送信します。

• デバイスは、定期的にビーコンをリッスンして（DTIM フィールドがない場合でも）、対応す
るアクセス ポイントとクロックを同期させます。

• このすべてのプロセスがバッテリを消費し、その消費は一部のデバイス（Apple など）に影響
します。これらのデバイスは控えめに推定されたセッション タイムアウトを使用するため
に、頻繁にスリープ解除してキープアライブ メッセージを送信するためです。802.11 標準で
は、802.11v を使用しない限り、コントローラまたはアクセス ポイントがローカル クライア
ントのセッション タイムアウトについて、ワイヤレス クライアントと通信するメカニズム
がありません。

クライアントの電力を節約するため、802.11v 標準の以下の機能が使用されます。

• Directed Multicast Service（DMS）

• Base Station Subsystem（BSS）最大アイドル期間
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Directed Multicast Service

クライアントはアクセス ポイントに対し、必要なマルチキャスト パッケージをユニキャスト フ
レームとして送信するように要求します。これにより、クライアントはスリープ モードでは無視
されるマルチキャスト パケットを受信でき、レイヤ 2 の信頼性も保証されます。また、ユニキャス
ト フレームができるだけ高いワイヤレス リンク レートでクライアントに送信されるため、クラ
イアントは無線の持続期間を短縮してパケットをすばやく受信できるようになり、バッテリの電
力が節約されます。ワイヤレス クライアントはマルチキャスト トラフィックを受信するために 
DTIM 間隔ごとにスリープ解除する必要がないため、スリープ間隔を延ばすことができます。

Base Station Subsystem 最大アイドル期間

BSS 最大アイドル期間は、接続先のクライアントからフレームが送信されないという理由で AP 
がこのクライアントをアソシエート解除しないタイムフレームです。これにより、クライアント 
デバイスはキープアライブ メッセージを頻繁に送信しないようになります。アイドル期間タイ
マー値は、AP からクライアントへのアソシエーションおよび再アソシエーション応答フレーム
を使用して送信されます。このアイドル時間値は、クライアントが AP にフレームを送信しなく
ても、クライアントのアイドル状態が維持される最大時間を意味します。これにより、クライア
ントはキープアライブ メッセージを送信することなく、より長い間スリープ モードを維持でき
ます。これは、バッテリの節電につながります。

CLI を使用した 802.11v ネットワーク支援型電力節約の設定

• BSS 最大アイドル期間の値を設定するには、次のコマンドを入力します。

config wlan usertimeout wlan-id
config wlan bssmaxidle {enable | disable} wlan-id

• DMS を設定するには、次のコマンドを入力します。

config wlan dms {enable | disable} wlan-id

802.11v ネットワーク支援型電力節約のモニタリング

• AP の無線スロットごとの DMS 情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

show controller d1/d0 | begin DMS

• コントローラで処理される DMS 要求を追跡するには、次のコマンドを入力します。

debug 11v all {enable | disable}
debug 11v errors {enable | disable}
debug 11v detail {enable | disable}

トラブルシューティングのサポート

• 802.11v デバッグを有効または無効にするには、WLC で次のコマンドを入力します。

debug 11v detail

• アクセス ポイントで処理される DMS 要求を追跡するには、AP で次のコマンドを入力します。

debug dot11 dot11v
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802.11v BSS 移行管理
802.11v BSS 移行は、次の 3 つのシナリオに適用されます。

• 要請された要求：クライアントは、より適切な AP と再アソシエートできるように、ローミン
グの前に 802.11v BSS 移行管理クエリを送信できます。

• 要請されないロード バランシング要求：AP は負荷が高い場合、アソシエートされたクライ
アントに 802.11v BSS 移行管理要求を送信します。

• 要請されない最適化ローミング要求：クライアントの RSSI とレートが要件を満たしていな
い場合は、AP はこのクライアントに 802.11v BSS 移行管理要求を送信します。

802.11v BSS 移行管理要求は、クライアントに示される提案です。クライアントは、提案に従うか
どうかを自分で決定できます。クライアントのアソシエート解除を強制するには、アソシエート
解除イミネント機能をオンにします。この機能では、クライアントが別の AP に再アソシエート
しなければ、一定時間後にアソシエート解除されます。

Optimized Roaming + 802.11v

Disassociation 機能

Optimized Roaming 動作：90 秒（またはそれ以下）ごとにクライアントの統計情報をチェックし、
RSSI やデータ レートに問題がある場合は、クライアントとのアソシエーションを解除します。

Optimized Roaming + 802.11v 動作：クライアントが BSS 移行に対応している場合は、クライアン
トとのアソシエーションを解除する代わりに、BSS 移行要求をクライアントに送信します。

アソシエーション RSSI のチェック

Optimized Roaming 動作：クライアントとのアソシエーション中にクライアントの RSSI をチェッ
クします。RSSI チェックが失敗した場合、クライアントのアソシエーションを許可しません。

Optimized Roaming + 802.11v 動作：クライアントが BSS 移行に対応している場合は、クライアン
トのアソシエーションを許可するだけでなく、クライアント BSS 移行要求も送信します。

ロード バランシング + 802.11v
Optimized Roaming と同様に、ロード バランシングが失敗したときにクライアントを拒否した場
合、クライアントはどの AP にアソシエートすればよいかはっきりわからず、負荷がかかってい
る同じ AP に何度も繰り返しアソシエートする可能性が著しく高くなります。

11v BSS 移行では、クライアントは負荷がかかっている AP にアソシエートしようとせず、提供
されたリストからアソシエート先の AP を選択できます。

GUI を使用した 802.11v BSS 移行管理の設定

GUI を使用して 802.11v BSS 移行管理を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [WLAN（WLANs）] をクリックします。

ステップ 2 [WLAN ID] を選択して、[Edit] ページを開きます。
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ステップ 3 [Advanced] タブをクリックします。

ステップ 4 [11v BSS Transition Support] 領域で、[Disassociation Time] および [Optimized Roaming 
Disassociation Timer] フィールドに値を入力します。

図 11-13 [Advanced] タブ - [11v BSS Transition Support]

CLI を使用した 802.11v BSS 移行管理の設定

コントローラで 802.11v BSS 移行管理を有効にするには、次のコマンドを入力します。

config wlan bss-transition enable wlan-id 802.11v BSS 移行を有効にします。

config wlan disassociation-imminent enable 
wlan-id

STA のアソシエーションを解除します。

config wlan bss-transition 
disassociation-imminent oproam-timer 
<timer> <WLAN id>

要請されない最適化ローミング要求に使用し
ます（TBTT = ビーコン間隔）。

config wlan bss-transition 
disassociation-imminent timer <timer> <WLAN 
id>

要請された要求、および要請されない要求に
使用します。
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11v BSS 移行のトラブルシューティング

802.11v BSS 移行のトラブルシューティングを行うには、次のコマンドを入力します。

debug 11v all

制約事項

クライアントが 802.11v BSS 移行をサポートしている必要があります。

802.11w 保護管理フレーム
Wi-Fi は、正規のデバイスまたは不法なデバイスのいずれであっても、あらゆるデバイスで傍受ま
たは参加が可能なブロードキャスト メディアです。認証/認証解除、アソシエーション/アソシエー
ション解除、ビーコン、プローブなどの管理フレームは、ワイヤレス クライアントがネットワーク 
サービスのセッションを開始またはティアダウンするために使用します。暗号化により、一定レ
ベルの機密保持を実現できるデータ トラフィックとは異なり、これらのフレームはすべてのクラ
イアントによって受信および解釈される必要があるため、オープンまたは非暗号化形式で送信さ
れます。これらのフレームは暗号化できませんが、攻撃から無線メディアを保護するために偽造
を防止することが必要になります。たとえば、攻撃者は AP にアソシエートされたクライアントを
攻撃するために、AP からの管理フレームをスプーフィングする可能性があります。

802.11w プロトコルは、保護管理フレーム（PMF）サービスによって保護された、一連の堅牢な管
理フレームにのみ適用されます。これには、アソシエーション解除フレーム、認証解除フレーム、
ロバスト アクション フレームなどが含まれます。

以下の管理フレームはロバスト アクションとみなされ、保護されます。

• スペクトル管理

• QoS

• DLS

• ブロック ACK

• 無線測定

• 高速 BSS 移行

• SA クエリ

• 保護されたデュアル パブリック アクション

• ベンダー固有保護

802.11w がワイヤレス メディアに実装されている場合、次の動作が実行されます。

• クライアント保護：AP が認証解除フレームとアソシエーション解除フレームに対し、暗号化
による保護を追加することで、DoS 攻撃でスプーフィングされることを阻止します。

• インフラストラクチャ保護：アソシエーションの復帰期間と SA クエリの手順から構成され
る、セキュリティ アソシエーション（SA）ティアダウン保護メカニズムを追加します。これに
より、スプーフィングされたアソシエーション要求により、接続済みのクライアントが切断
されることを阻止します。
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802.11w で新たに導入された IGTK キーは、ブロードキャストまたはマルチキャストの堅牢な管
理フレームを保護するために使用されます。

• IGTK は、オーセンティケータ STA（WLC）から割り当てられ、AP に送信されるランダムな値
です。IGTK は、この AP からの MAC 管理プロトコル データ ユニット（MMPDU）を保護する
ために使用されます。

管理フレーム保護のネゴシエーションでは、AP は EAPOL キー フレーム内で GTK および IGTK 
値を暗号化します。このフレームは、4 ウェイ ハンドシェイクにおけるメッセージ 3 内で送信さ
れます。

図 11-14 4 ウェイ ハンドシェイクでの IGTK 交換

AP が後から GTK を変更する場合、AP はグループ キー ハンドシェイクを使用して、変更後の 
GTK および IGTK をクライアントに送信します。

802.11w では、新たに Broadcast/Multicast Integrity Protocol（BIP）が定義されています。このプロト
コルは、IGTKSA の確立に成功した後、ブロードキャストおよびマルチキャストの堅牢な管理フ
レームに対して、データの整合性、およびリプレイ攻撃からの保護を実現します。BIP では、共有 
IGTK キーを使用して計算された MIC が追加されます。
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802.11w の情報要素（IE）

図 11-15 802.11w の情報要素

1. 変更は、RSNIE の RSN 機能フィールドで実行されます。

• ビット 6：Management Frame Protection Required（MFPR）

• ビット 7：Management Frame Protection Capable（MFPC）

2. AKM スイート セレクタに、新たな AKM スイート 5 および 6 が追加されました。

3. BIP に対応するため、タイプ 6 の新たな暗号スイートが追加されました。

WLC はアソシエーションおよび再アソシエーション応答に、修正 RSNIE を追加します。AP は
ビーコンおよびプローブ応答に、修正 RSNIE を追加します。

次の Wireshark キャプチャ画面は、RSNIE 機能、およびグループ管理暗号スイート要素を示します。

図 11-16 802.11w の情報要素
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セキュリティ アソシエーションのティアダウン保護

セキュリティ アソシエーション（SA）のティアダウン保護は、リプレイ攻撃により、既存クライ
アントのセッションが切断されることを防止するメカニズムです。アソシエーションの復帰期
間と SA クエリの手順を組み合わせることで、スプーフィングされたアソシエーション要求によ
り、接続済みのクライアントが切断されることを防止します。

クライアントが有効なセキュリティ アソシエーションを有し、802.11w をネゴシエートしてい
る場合は、AP はステータス コード 30 を使用して、新たなアソシエーション要求を拒否します。
このステータス コードの内容は、「Association request rejected temporarily; Try again later（アソシ
エーション要求は一時的に拒否されました。後でやり直してください）」となります。AP は、SA 
クエリ手順により、元の SA が無効であると判断されない限り、既存アソシエーションを切断し
たり、その状態を変更したりすることはできません。また、AP のアソシエーション要求には、ア
ソシエーション復帰期間の情報要素が含められます。これは、AP がこのクライアントとのアソ
シエーションを受け入れる準備が整うまでの期間を指定します。

次の図では、ステータス コード 0x1e （30）のアソシエーション拒否メッセージと、10 秒に設定さ
れたアソシエーション復帰期間を確認できます。

図 11-17 アソシエーション拒否と復帰期間

クライアントに対する SA クエリがまだ実行されていない場合、AP は一致する SA クエリ応答
を受信するまで、またはアソシエーション復帰期間が経過するまで、SA クエリを発行します。AP 
は有効な保護フレームを受信した時点で、SA クエリが正常に完了したと解釈します。一致する
トランザクション識別子を含む SA クエリ応答が所定の期間内に受信されない場合は、AP は SA 
クエリ手順を再度実行することなく、アソシエーション プロセスを開始させます。

GUI を使用した保護管理フレームの設定

GUI を使用して保護管理フレームを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [WLAN（WLANs）] をクリックします。

ステップ 2 [WLAN ID] を選択して、[Edit] ページを開きます。

ステップ 3 [Security] > [Layer 2] タブを選択します。

ステップ 4 ドロップダウンリストから [WPA+WPA2] を選択します。
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（注） 4 ウェイ ハンドシェイクを使用して、802.11w IGTK キーが生成されます。このキーは、レ
イヤ 2 での WPA2 セキュリティ用に設定された WLAN でのみ使用できます。

図 11-18 [Security] - [Layer 2] - [Protected Management Frame 1]

ステップ 5 [Protected Management Frame] 領域で、ドロップダウンリストから [PMF] 状態を選択します。次の
オプションを使用できます。

• [Disabled]：WLAN の 802.11w MFP 保護を無効にします。

• [Optional]：クライアントが 802.11w をサポートしている場合に使用します。

• [Required]：802.11w をサポートしていないクライアントが WLAN とアソシエートでき
ないようにします。

ステップ 6 PMF 状態を [Optional] または [Required] のいずれかとして選択する場合、次を行います。

• [Comeback Timer] フィールドに、アソシエーション復帰の間隔をミリ秒単位で入力しま
す。復帰間隔は、有効なセキュリティ アソシエーションの後に、アクセス ポイントがク
ライアントと再度アソシエーションする時間です。

• [SA Query Timeout] フィールドに、セキュリティ アソシエーション（SA）クエリがタイム 
アウトするまでの最大時間を入力します。
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図 11-19 [Security] - [Layer 2] - [Protected Management Frame 2]

ステップ 7 [Authentication Key Management] 領域で、次を行います。

• [PMF 802.1X] チェックボックスをオンまたはオフにして、管理フレームを保護するため
に 802.1X 認証を設定します。

• [PMF PSK] チェックボックスをオンまたはオフにして、PMF 用に事前共有されている
キーを設定します。

• [PSK Format] ドロップダウンリストから、ASCII または 16 進数のいずれかを選択し、
PSK 値を入力します。

ステップ 8 [Apply] をクリックします。

ステップ 9 [Save Configuration] をクリックします。

図 11-20 Authentication Key Management
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CLI を使用した保護管理フレームの設定

保護管理フレームを設定するには、次のコマンドを入力します。

WLAN 設定には、保護管理フレーム（PMF）と呼ばれる、新しい認証キー管理（AKM）タイプが含
まれています。

• PMF の 802.1X 認証を設定するには、次のコマンドを入力します。

config wlan security wpa akm pmf 802.1x {enable | disable} wlan-id

• PMF の事前共有キーのサポートを設定するには、次のコマンドを入力します。

config wlan security wpa akm pmf psk {enable | disable} wlan-id

• WLAN の事前共有キーを設定するには、次のコマンドを入力します。

config wlan security wpa akm psk set-key {ascii | hex} psk wlan-id

（注） 暗号化が「なし」、WEP-40、WEP-104、および WPA（AES または TKIP）に設定されている 
WLAN では、802.11w を有効にすることはできません。

Config wlan security pmf 
{disable | optional | 
required} wlan-id

次のオプションにより PMF パラメータを設定します。

• association-comeback：802.11w のアソシエーションを設定しま
す。有効な範囲は 1 ～ 20 秒です。

• Required：クライアントが WLAN の 802.11w MFP 保護をネゴ
シエートすることを要求します。

• Optional：WLAN の 802.11w MFP 保護を有効にします。

• Saquery-retry-time：すでにアソシエートされているクライア
ントへのアソシエーション応答で、アソシエーションを再試
行できるようになるまでの時間（ミリ秒単位）です。アソシ
エーションの復帰期間中、この時間間隔により、クライアント
が実際のクライアントであり、不正なクライアントではない
かどうかが確認されます。クライアントがこの時間内に応答
しない場合は、クライアント アソシエーションがコントロー
ラから削除されます。SA クエリの再試行時間は、ミリ秒単位
で指定します。指定できる範囲は 100 ～ 500 ミリ秒です。値は 
100 ミリ秒の倍数で指定する必要があります。

Config wlan security pmf 
association-comeback 
timeout-in-seconds wlan-id

Config wlan security pmf 
saquery-retrytimeout 
timeout-in-milliseconds 
wlan-id
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802.11w のモニタリング

WLAN、および WLAN の PMF パラメータを表示するには、次のコマンドを入力します。

show wlan wlan-id

トラブルシューティングのサポート

PMF のデバッグを設定するには、次のコマンドを入力します。

debug pmf events {enable | disable}
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