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新しいモビリティについて
新しいモビリティは、Cisco Catalyst 3850シリーズスイッチおよび Cisco 5760シリーズワイヤ
レス LANコントローラなどのワイヤレスコントロールモジュール（WCM）を使用した統合
アクセスコントローラとの互換性をCiscoWLCで実現します。新しいモビリティでは、Catalyst
3850のモビリティエージェント（MA）によって統合アクセスモードの Cisco WLCでモビリ
ティコントローラ（MC）機能を実行できます

モビリティコントローラは、モビリティエージェントとモビリティ Oracleから成る階層アー
キテクチャの一部です。

Cisco Catalyst 3850シリーズスイッチのモビリティエージェントのグループは、スイッチピア
グループを形成できます。Cisco WLCの内部モビリティエージェントは独立したスイッチピ
アグループを構成します。モビリティコントローラ、モビリティエージェント、モビリティ

オラクルは 1つの Cisco WLCに配置できます。各モビリティコントローラは、複数のスイッ
チピアグループを持つことができるサブドメインを形成します。Cisco WLCはデフォルトで
モビリティエージェントになります。ただし、Cisco Catalyst 3850シリーズスイッチは、モビ
リティエージェントとモビリティコントローラの両方として、またはモビリティエージェン

トとしてのみ機能することができます。

デフォルトでは、新しいモビリティは無効になっています。新しいモビリティを有効または無

効にする場合は、設定を保存してコントローラをリブートする必要があります。

新しいモビリティ環境のリリース 8.1では、Ciscoワイヤレスソフトウェアを実行する Cisco
WLCをモビリティコントローラ（MC）として機能させることはできません。ただし、Cisco
WLCはゲストアンカーとして機能できます。

（注）
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新しいモビリティの制約事項
• Mobility ControllerとMobility Oracle間のキープアライブは DTLS暗号化されません。

•シームレスなモビリティの場合、コントローラは新しいモビリティまたは古いモビリティ
（フラットモビリティ）のいずれかを使用する必要があります。

• 2種類のモビリティ間の相互運用性はサポートされていません。コントローラを、リリー
ス 7.5から、新しいモビリティをサポートしていないリリース 7.4.100.0、7.3.101.0、7.2、
7.0、またはそれ以前（7.3.112.0以前のすべてのリリース）のコントローラソフトウェア
リリースにダウングレードすると、コントローラは自動的にフラットモビリティ（古いモ

ビリティ）に移行します。これはモビリティアーキテクチャの違い、およびフラットモ

ビリティ（EOIPトンネル）と新しいモビリティ（CAPWAPトンネル）間の非相互運用性
が原因です。

• Mobility Oracleのハイアベイラビリティはサポートされていません。

•あるクライアントを初めてローカルとして関連付けて、その後でCiscoWLC内に関連付け
ると、MAはMCに「handoff complete」メッセージを送信し、MCのクライアントデータ
ベースを更新します。ただし、「handoff complete」メッセージは「DHCP REQD」ステー
トで送信されます。これは、最初クライアントの IPアドレスは 0.0.0.0であるためです。
このイベントは、タイマーの期限切れによってトリガーされます。

• IPv6は、新しいモビリティではサポートされません。

•新しいモビリティでは、監査セッション IDがモビリティピア間で共有されるマルチセッ
ション IDはサポートされていません。

•拡張性の制限があるため、Cisco 2504WLCをアンカーWLCとして使用しないことをお勧
めします。

•新しいモビリティでは、MACフィルタリング +中央Web認証（CWA）に対するレイヤ
2コントローラ間ローミングはサポートされていません。

新しいモビリティの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Configuration]を選択し、コントローラ上で新し
いモビリティを有効にして設定します。

新しいモビリティを有効または無効にする場合は、設定を保存してコントローラをリ

ブートする必要があります。

（注）
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ステップ 2 新しいモビリティを設定するには、[Enable NewMobility (Converged Access)]チェックボックス
をオンまたはオフにします。

新しいモビリティを有効にする場合は、設定を保存してコントローラをリブートする

必要があります。

（注）

ステップ 3 Mobility Oracleとしてコントローラを設定するには、[Mobility Oracle]チェックボックスをオン
またはオフにします。

Mobility Oracleはオプションであり、1つの完全なモビリティドメインの下で、クラ
イアントデータベースを保持します。

（注）

ステップ 4 モビリティグループのマルチキャストモードを設定するには、[Multicast Mode]チェックボッ
クスをオンまたはオフにします。

ステップ 5 [Multicast IP Address]テキストボックスに、スイッチのピアグループのマルチキャスト IPアド
レスを入力します。

ステップ 6 [Mobility Oracle IP Address]テキストボックスに、Mobility Oracleの IPアドレスを入力します。

[Mobility Oracle]チェックボックスをオンにした場合、このフィールドには値を入力できませ
ん。

ステップ 7 ネットワークアドレス変換（NAT）がない場合は、[Mobility Controller Public IP Address]テキ
ストボックスに、コントローラの IPアドレスを入力します。

コントローラに NATが設定されている場合は、パブリック IPアドレスがネットワー
クアドレスに変換された IPアドレスです。

（注）

新しいモビリティは IPv6をサポートしません。（注）

ステップ 8 [Mobility Keep Alive Count]テキストボックスに、ピアが到達不能と判断されるまでに ping要
求をピアコントローラに送信する回数を入力します。有効な範囲は 3～ 20です。デフォルト
値は 3です。

ステップ 9 [Mobility Keep Alive Interval]テキストボックスに、ピアコントローラに送信する各 ping要求
の間隔を秒単位で入力します。範囲は 1～ 30秒です。デフォルト値は 10秒です。

ステップ 10 [Mobility DSCP]テキストボックスに、モビリティコントローラに対して設定できる DSCP値
を入力します。範囲は 0～ 63です。デフォルト値は 0です

Mobility DSCP値を設定している間、モビリティコントロールソケット（モビリティ
ピア間でのみ交換され、データでない制御メッセージ）も更新されます。設定値は、

IPv4ヘッダーの ToSフィールドに反映する必要があります。これは、設定されたモ
ビリティピア間のみの通信に使用されるコントローラのグローバル設定です。

（注）

ステップ 11 [Apply]をクリックします。

ステップ 12 [Controller] > [Mobility Management] > [Switch Peer Group]を選択して、スイッチのピアグルー
プに対してメンバを追加または削除します。

このページには、すべてのスイッチのピアグループ、およびそれらの詳細（ブリッジドメイ

ン ID、マルチキャスト IPアドレス、マルチキャストモードのステータスなど）が表示されま
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す。必要に応じて、スイッチのピアグループ名をクリックして [Edit]ページに移動し、パラ
メータを更新します。

ステップ 13 [Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Controller]を選択して、すべてのモビリティコ
ントローラ、およびそれらの詳細（IPアドレス、MACアドレス、クライアント数、リンクス
テータスなど）を表示します。

ステップ 14 [Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Clients]を選択して、すべてのモビリティクラ
イアントおよびそれらのパラメータを表示します。

ステップ 15 [Client MACAddress]および [Client IP Address]テキストボックスに、モビリティクライアント
のMACアドレスと IPアドレスをそれぞれ入力します。

ステップ 16 [Anchor MC IP Address]および [Anchor MC Public IP Address]テキストボックスに、アンカー
モビリティコントローラの IPアドレスとパブリック IPアドレスをそれぞれ入力します。

ステップ 17 [Foreign MC IP Address]および [Foreign MC Public IP Address]テキストボックスに、外部MC
の IPアドレスとパブリック IPアドレスをそれぞれ入力します。

ステップ 18 [Client Association Time]テキストボックスに、モビリティクライアントをモビリティコント
ローラに関連付ける時間を入力します。

ステップ 19 [Client Entry Update Timestamp]テキストボックスに、クライアントエントリを更新するタイム
スタンプを入力します。

新しいモビリティの設定（CLI）

手順

•次のコマンドを入力して、コントローラ上で新しいモビリティを有効または無効にしま
す。

config mobility new-architecture {enable | disable}

新しいモビリティを有効または無効にする場合は、設定を保存してコントローラをリブートす

る必要があります。

（注）

•次のコマンドを入力して、Mobility Oracleを有効にするか、または外部Mobility Oracleを
設定します。

config mobility oracle{enable| disable | ip ip_address }

ここでの ip_addressとはMobility Oracleの IPアドレスです。Mobility Oracleは 1つの完全
なモビリティドメインの下で、クライアントデータベースを保持します。これは、ステー

ションデータベース、モビリティコントローラへのインターフェイス、およびNTP/SNTP
サーバで構成されます。モビリティドメイン全体にMobility Oracleは 1つのみです。
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•次のコマンドを入力して、フラット（古い）モビリティと新しいモビリティの互換性のた
めにメンバスイッチのMACアドレスを設定します。

config mobility group member add ip_address{[group-name] | mac-address |
[public-ip-address]}

この ip_addressとはメンバの IPアドレスです。

group-nameは、デフォルトのグループ名と異なる場合、メンバースイッチグループ名で
す。

mac-addressはメンバースイッチのMACアドレスです。

コントローラにNATが設定されている場合は、パブリック IPアドレスがネットワークアドレ
スに変換された IPアドレスです。

（注）

新しいモビリティは IPv6をサポートしません。（注）

•次のコマンドを入力して、Mobility Oracleに応じたモビリティコントローラの詳細を表示
します。

show mobility oracle summary

•次のコマンドを入力して、Mobility Oracleクライアントデータベースの要約と詳細を表示
します。

show mobility oracle client {summary | detail}

•モビリティの統計情報を確認するには、次のコマンドを入力します。

show mobility statistics

•モビリティ設定を確認するには、次のコマンドを入力します。

show mobility summary

•次のコマンドを入力して、変更を保存します。

save config

•次のコマンドを入力して、モビリティパケットのデバッグを有効または無効にします。

debug mobility packet {enable | disable}

•次のコマンドを入力して、Mobility Oracleのイベントおよびエラーのデバッグを有効また
は無効にします。

debug mobility oracle {events | errors} {enable| disable}
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