
クライアントローミング

•経由ローミング（1ページ）
• 802.11v（4ページ）
• 802.11帯域（8ページ）
•ローミングの最適化（12ページ）
• CCXレイヤ 2クライアントローミング（15ページ）

経由ローミング

経由ローミングの制約事項

•この機能は 1つのcontrollerを使用する場合にだけ実行する必要があります。経由ローミン
グ機能は、複数のcontrollersではサポートされません。

•この機能は、802.11n対応の屋内アクセスポイントでのみサポートされています。シング
ルバンド構成の場合は、最大 6つのネイバーがネイバーリストに表示されます。デュア
ルバンド構成の場合、最大 12のネイバーが表示されます。

• controllerCLIをのみを使用して経由ローミングを設定できます。controllerGUIを使用する
構成はサポートされていません。

経由ローミングについて

802.11k標準では、クライアントがサービスセットの移行の候補となる既知のネイバーアクセ
スポイントに関する情報を含む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と、アクティブおよびパッシブスキャンを軽減できます。

経由ローミング機能は、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。

Cisco Client Extension（CCX）ネイバーリストとは異なり、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。controller上では維持されません。802.11kネイバーリストは、
クライアントのロケーションに基づくもので、Mobility Services Engine (MSE)を必要としませ
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ん。同じcontroller上であっても異なる APの 2クライアントが、周囲の APの個々の関係に応
じて提供される異なるネイバーリストを設定できます。

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、両方の帯域のネイバーを返すために、802.11kを可能にす
るスイッチが存在します。

クライアントは、ビーコン内の RRM（無線リソース管理）機能の情報要素（IE）をアドバタ
イズする APに関連付けた後でのみ、ネイバーリストの要求を送信します。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。

ネイバーリストの作成と最適化

802.11kネイバーリスト要求をcontrollerが受信すると、次の処理が実行されます。

1. controllerは、クライアントが現在関連付けられている APと同じ帯域で、ネイバーリスト
について RRMネイバーテーブルを検索します。

2. controllerは、帯域ごとにネイバーリストを 6つに削減するために、AP間のRSSI（Received
Signal Strength Indication）、現在のAPの現在のロケーション、Cisco Primeインフラストラ
クチャからのネイバー APのフロア情報、controller上でのローミング履歴情報に従ってネ
イバーをチェックします。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。

非 802.11kクライアントの経由ローミング

非 802.11kクライアントのローミングを最適化することもできます。クライアントが 802.11k
ネイバーリスト要求を送信する必要なく、各クライアントの予測ネイバーリストを生成でき

ます。成功した各クライアントアソシエーション/再アソシエーションの後、WLANでこれが
有効である場合、ネイバーリストを生成し、モバイルステーションのソフトウェアデータ構

造にリストを格納するために、同じネイバーリストの最適化を非 802.11kクライアントに適用
する必要があります。クライアントプローブが異なるネイバーによって異なる RSSI値により
認識されるため、異なるロケーションのクライアントが異なるリストを持ちます。クライアン

トは、通常はアソシエーションまたは再アソシエーションの前にプローブするため、このリス

トは、更新されたほとんどのプローブデータによって構築され、クライアントがローミングす

る可能性が高い次の APを予測します。

APへのアソシエーション要求が保存された予測ネイバーリストのエントリに一致しない場合
に、アソシエーションを拒否することによって、あまり望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。

アグレッシブロードバランシングに加えて、経由ローミング機能を毎WLANごとおよびグ
ローバルにオンにするスイッチがあります。次のオプションを使用できます。

• Denial count：クライアントでアソシエーションが拒否される最大回数です。

• Prediction threshold：経由ローミング機能をアクティブにするために、予測リスト内で必要
なエントリの最小数です。
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ロードバランシングおよび経由ローミングの両方で、クライアントがアソシエートするAPに
影響を与えるように設計されているため、WLANで両オプションを同時にイネーブルにするこ
とはできません。

経由ローミングの設定（CLI）

手順

•次のコマンドを入力して、WLANの 802.11kネイバーリストを設定します。

config wlan assisted-roaming neighbor-list {enable | disable} wlan-id

•次のコマンドを入力して、ネイバーフロアラベルバイアスを設定します。

config assisted-roaming floor-bias dBm

•次のコマンドを入力して、WLANのデュアルバンド 802.11kネイバーリストを設定しま
す。

config wlan assisted-roaming dual-list {enable | disable} wlan-id

デフォルトは、クライアントがアソシエートに使用している帯域です。（注）

•次のコマンドを入力して、WLANの経由ローミング予測リスト機能を設定します。

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

ロードバランシングがWLANに対してすでにイネーブルである場合、警告メッセージが表示
され、ロードバランシングがWLANに対してディセーブルになります。

（注）

•次のコマンドを入力して、予測リスト機能の実行に必要な予測 APの最小数を設定しま
す。

config assisted-roaming prediction-minimum count

クライアントに割り当てられた予測中の AP数が指定した数よりも少ない場合、経由ローミン
グ機能はこのローミングで適用されません。

（注）

•次のコマンドを入力して、APに送信された関連付け要求が予測リストの APに一致しな
い場合に、クライアントが関連付けを拒否できる最大回数を設定します。

config assisted-roaming denial-maximum count

•次のコマンドを入力して、経由ローミング用にクライアントをデバッグします。

debug mac addr client-mac-addr

クライアントローミング

3

クライアントローミング

経由ローミングの設定（CLI）



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

debug 11k all {enable | disable}

•次のコマンドを入力して、ネイバー詳細のデバッグを設定します。

debug 11k detail {enable | disable}

•次のコマンドを入力して、802.11kエラーのデバッグを設定します。

debug 11k errors {enable | disable}

•次のコマンドを入力して、ネイバー要求が受信中かどうかを確認します。

debug 11k events {enable | disable}

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

debug 11k history {enable | disable}

•次のコマンドを入力して、802.11k最適化のデバッグを設定します。

debug 11k optimization {enable | disable}

•次のコマンドを入力して、オフラインシミュレーションにインポートされるクライアント
ローミングパラメータの詳細を取得します。

debug 11k simulation {enable | disable}

802.11v

802.11vに関する情報
リリース 8.1から、コントローラは、ワイヤレスネットワーク管理に対するさまざまな機能拡
張について記載された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。

このような機能拡張の1つがクライアントでスリープ時間を延ばしてバッテリ寿命を改善でき
るようにするネットワーク支援型電力節約です。たとえば、多くのモバイルデバイスは、特定

のアイドル期間を利用してアクセスポイントとの接続を維持するため、ワイヤレスネットワー

クで以降のタスクを実行するときにより多くの電力を消費します。

もう1つの機能拡張は、WLAN上で関連するクライアントに要求を送信して、クライアントに
アソシエートするより適切な APをアドバタイズ可能なネットワーク支援型ローミングです。
これは、ロードバランシングと、接続が不安定な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クライアントへの接続を維持するためにさまざまな方法でバッテリを消

費します。
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•定期的に起動して DTIMを含むアクセスポイントビーコンをリッスンする。DTIMは、
アクセスポイントがバッファされたブロードキャストとマルチキャストトラフィックの

どちらをクライアントに提供するかを示します。

•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（DTIMフィールドがない場合も）して、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、その消費は特にデバイス（Appleなど）に影響し
ます。これは、これらのデバイスが保守的なセッションタイムアウト推定を使用しているため

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標準は、
802.11vなしのローカルクライアントのセッションタイムアウトの無線クライアントと通信す
るため、コントローラまたはアクセスポイントの機能は含まれていません。

ワイヤレスネットワーク上の上記タスクによるクライアントの電力を節約するために、802.11v
標準の次の機能が使用されます。

• Directed Multicast Service

• Base Station Subsystem（BSS）最大アイドル期間

Directed Multicast Service

DirectedMulticast Service（DMS）を使用して、クライアントは、必要なマルチキャストパケッ
トをユニキャストフレームとして送信するようにアクセスポイントに要求します。これによ

り、クライアントは、スリープモードでは無視していた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。

BSSの最大アイドル時間

BSS最大アイドル期間は、アクセスポイント（AP）が接続先のクライアントからフレームが
受信されないという理由でそ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がキープアライブメッセージを頻繁に送信しないことが

保証されます。アイドル期間タイマー値は、アクセスポイント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、クライアントがアクセスポイントにフレームを送信せず、アイドル状態を維持可能な

最大時間を意味します。したがって、クライアントは、キープアライブメッセージを頻繁に送

信することなく、より長い間スリープモードを維持します。これがバッテリの電力の節約につ

ながります。
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802.11vの実装の前提条件
•この機能は、Apple iOSバージョン 7以降で動作する Apple iPadや iPhoneなどの Appleク
ライアントに適用されます。

•この機能はローカルモードをサポートしています。また、中央認証モードでのみFlexConnect
アクセスポイントをサポートします。

802.11vネットワーク支援型電力節約の設定（CLI）

手順

• BSS最大アイドル時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監視（CLI）
CLIを使用して DMSおよび BSSの最大アイドル時間を監視するには、この項で説明されてい
るコマンドを実行します。

•アクセスポイントで show controller d1/d0 | begin DMSコマンドを入力して、そのアクセ
スポイント上の各無線スロットの DMS情報を表示します。

•次のコマンドを入力して、コントローラで処理される DMS要求を追跡する:

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

• WLCで debug 11v detailコマンドを入力して、802.11vデバッグを有効または無効にしま
す。

•アクセスポイントで debug dot11 dot11vコマンドを入力して、そのアクセスポイントで
処理される DMS要求を追跡します。

802.11vネットワーク支援型電力節約の設定例
次の例は、アクセスポイントのアソシエーション応答および再アソシエーション応答に表示さ

れる、BSS Maxのアイドル期間の値を示します。

Tag: BSS Max Idle Period
Tag number: BSS Max Idle Period (90)
Tag Length: 3

クライアントローミング
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BSS Max Idle Period (1000 TUS) :300
... ...0 = BSS Max Idle Period Options : Protected Keep-Alive Required:0

次に、アクセスポイント内の各クライアントのDMS情報（有効になっている場合）を表示す
る例を示します。

Global DMS - requests:1 uc:0 drop:0
DMS enabled on WLAN(s): 11v
DMS Database:
Entry 1: mask=0x55 version=4 dstIp=0xE00000FB srcIp=0x00000000 dstPort=9 srcPort=0 dcsp=0
protocol=17
{Client, SSID}: {8C:29:37:7B:D0:4E, 11v},

次に、802.11vパラメータがある show wlan wlan-idコマンドのサンプル出力の表示例を示しま
す。

WLAN Identifier................4
Profile Name...................Mynet
802.11v Directed Multicast Service........Disabled
802.11v BSS Max Idle Service..............Enabled
802.11v BSS Max Idle Protected Mode..............Disabled
802.11v TFS Service..............Disabled
802.11v BSS Transition Service..............Disabled
802.11v WNM Sleep Mode Service..............Disabled
DMS DB is emptyTag: BSS Max Idle Period
Tag number: BSS Max Idle Period (90)
Tag Length: 3
BSS Max Idle Period (1000 TUS) :300
... ...0 = BSS Max Idle Period Options : Protected Keep-Alive Required:0

802.11v BSS移行管理の有効化
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、再度関連付ける APのより適切なオプションをローミ
ングする前に、802.11v基本サービスセット（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、関連付けられたクライア
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、対応するAPはこのクライアントに802.11vBSS移行管理要求を送信します。

802.11v BSS移行管理要求は、クライアントが従うか無視するか選択できる、クライアントに
与えられた提案事項（つまりアドバイス）です。クライアントの関連付け解除を強制するに

は、関連付け解除イミネント機能をオンにします。この機能では、クライアントは別の APに
再度関連付けなければ、一定時間後に関連付けが解除されます。

（注）

機能制限

クライアントは 802.11v BSS移行をサポートする必要があります。

クライアントローミング
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Cisco WLCでの 802.11v BSS移行管理の有効化

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

config wlan disassociation-imminent enable wlan-id

トラブルシューティング

802.11v BSS移行の問題をトラブルシューティングするには、次のコマンドを入力します。

debug 11v all

802.11帯域
自国の法的な規制基準を遵守するために、コントローラの 802.11b/g/n（2.4 GHz）帯域と
802.11a/n/ac（5 GHz）帯域を設定できます。デフォルトでは、802.11b/g/nと 802.11a/n/acの両
方がイネーブルになっています。

コントローラが802.11gトラフィックだけを許可するように設定されている場合、802.11bクラ
イアントデバイスはアクセスポイントに正常に接続できますが、トラフィックを送信できま

せん。コントローラを802.11gトラフィック専用に設定する場合、11gレートを必須としてマー
クする必要があります。

Cisco 2800、3800、1560 APのブロック ACKは、2.4 GHz無線に対して Cisco WLCで設定され
ている必須データレートで送信されます。

（注）

802.11帯域の設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n] > [Network]を選択して、[Global Parameters]ペー
ジを開きます。

ステップ 2 [802.11a（または 802.11b/g）Network Status]チェックボックスをオンにして、802.11aまたは
802.11b/g帯域を有効にします。帯域を無効にするには、チェックボックスをオフにします。
デフォルト値はイネーブルです。802.11a帯域と 802.11b/g帯域の両方を有効にすることができ
ます。

ステップ 3 ステップ 2で 802.11b/g帯域を有効にした場合、802.11gネットワークサポートを有効にする
ときは、[802.11gSupport]チェックボックスをオンにします。デフォルト値はイネーブルです。
この機能を無効にすると、802.11b帯域は 802.11gをサポートせずに有効になります。

ステップ 4 20～ 1000ミリ秒の範囲内の値を [Beacon Period]テキストボックスに入力して、アクセスポ
イントがSSIDのブロードキャストを行う周期を指定します。デフォルト値は100ミリ秒です。

クライアントローミング
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コントローラ内でのビーコンperiodはミリ秒の単位で示されます。ビーコン周期の単
位には、単位時間（TU）も使用できます。その場合は、1TUが1024マイクロ秒、ま
たは 100 TUが 102.4ミリ秒になります。ビーコン間隔がコントローラ内で 100ミリ
秒として示されている場合、これは単に 102.4ミリ秒を丸めた値です。一部の無線に
おけるハードウェアの制限により、ビーコン間隔がたとえば 100 TUであっても、そ
の間隔は 102 TUに調整されます。これは、約 104.448ミリ秒になります。ビーコン
周期が TUで表現される場合、その値は、最も近い 17の倍数に調整されます。

（注）

ステップ 5 256～ 2346バイトの範囲内の値を [Fragmentation Threshold]テキストボックスに入力して、パ
ケットをフラグメントするサイズを指定します。接続不良や多くの無線干渉が発生している領

域では、この値を小さくします。

ステップ 6 アクセスポイントが自身のチャネルと送信電力レベルを、CCXクライアントのビーコンおよ
びプローブ応答でアドバタイズするようにします。[DTPC Support]チェックボックスをオンに
します。有効にしない場合には、このチェックボックスをオフにします。デフォルト値はイ

ネーブルです。

Dynamic Transmit Power Control（DTPC;送信電力の動的制御）を使用するクライアントデバイ
スは、アクセスポイントからチャネルおよび電力レベル情報を受信して、自身の設定を自動的

に調整します。たとえば、主に日本で使用されているクライアントデバイスをイタリアに移送

し、そこのネットワークに追加した場合、チャネルと電力設定の自動調整をDTPCに任せるこ
とができます。

Cisco IOSソフトウェアを実行するアクセスポイントでは、この機能はワールドモー
ドと呼ばれます。

（注）

DTPCと 801.11h電力制約を同時に有効にすることはできません。（注）

ステップ 7 1～ 200の範囲内の値を [Maximum Allowed Client]テキストボックスに入力して、最大許容ク
ライアント数を指定します。デフォルト値は 200です。

ステップ 8 [RSSI LowCheck]チェックボックスをオンまたはオフにして、RSSI LowCheck機能を有効また
は無効にします。

ステップ 9 [RSSI Threshold]の値を入力します。

デフォルト値は -80 dBmです。

ステップ 10 アクセスポイントとクライアントとの間のデータ送信レートを指定するには、[Data Rates]の
オプションを使用します。次のデータレートが使用可能です。

• [802.11a]：6、9、12、18、24、36、48、および 54Mbps

• [802.11b/g]：1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、または 54Mbps

各データレートに対して、次のオプションのいずれかを選択します。

• [Mandatory]：クライアントは、このコントローラ上のアクセスポイントにアソシエート
するにはこのデータレートをサポートしている必要があります。

クライアントローミング
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• [Supported]：アソシエートしたクライアントは、このデータレートをサポートしていれ
ば、このレートを使用してアクセスポイントと通信することができます。ただし、クライ

アントがこのレートを使用できなくても、アソシエートは可能です。

• [Disabled]：通信に使用するデータレートは、クライアントが指定します。

ステップ 11 [Apply]をクリックします。

ステップ 12 [Save Configuration]をクリックします。

802.11帯域の設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、802.11a帯域を無効にします。

config 802.11a disable network

802.11a帯域を無効にしてから、この項の 802.11aネットワークパラメータを設定し
てください。

（注）

ステップ 2 次のコマンドを入力して、802.11b/g帯域を無効にします。

config 802.11b disable network

802.11b帯域を無効にしてから、この項の 802.11bネットワークパラメータを設定し
てください。

（注）

ステップ 3 次のコマンドを入力して、アクセスポイントが SSIDのブロードキャストを行うレートを指定
します。

config {802.11a | 802.11b} beaconperiod time_unit

time_unitは、単位時間（TU）でのビーコン間隔です。1TUは 1024マイクロ秒です。20～ 1000
ミリ秒ごとにビーコンを送信するように、アクセスポイントを設定できます。

ステップ 4 次のコマンドを入力して、パケットをフラグメントするサイズを指定します。

config {802.11a | 802.11b} fragmentation threshold

thresholdの値は、256～ 2346バイト（両端の値を含む）です。接続不良や多くの無線干渉が
発生している領域では、この値を小さくします。

ステップ 5 次のコマンドを入力して、アクセスポイントが自身のチャネルと送信電力レベルをビーコンお

よびプローブ応答でアドバタイズするようにします。

config {802.11a | 802.11b } dtpc {enable | disable}

デフォルト値はイネーブルです。DynamicTransmit PowerControl（DTPC;送信電力の動的制御）
を使用するクライアントデバイスは、アクセスポイントからチャネルおよび電力レベル情報

クライアントローミング
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を受信して、自身の設定を自動的に調整します。たとえば、主に日本で使用されているクライ

アントデバイスをイタリアに移送し、そこのネットワークに追加した場合、チャネルと電力設

定の自動調整を DTPCに任せることができます。

シスコ IOSソフトウェアを実行しているアクセスポイントでは、この機能はワール
ドモードと呼ばれます。

（注）

ステップ 6 次のコマンドを入力して、設定可能な最大許容クライアント数を指定します。

config {802.11a | 802.11b}max-clients max_allow_clients

有効な範囲は 1～ 200です。

ステップ 7 次のコマンドを入力して、RSSI Low Check機能を設定します。
config 802.11{a | b} rssi-check {enable | disable}

ステップ 8 次のコマンドを入力して、RSSIしきい値を設定します。
config 802.11{a | b} rssi-threshold value-in-dBm

デフォルト値は -80 dBmです。（注）

ステップ 9 次のコマンドを入力して、コントローラとクライアントとの間のデータ送信レートを指定しま

す。

config {802.11a | 802.11b} rate {disabled |mandatory | supported} rate

値は次のとおりです。

• disabled：通信に使用するデータレートは、クライアントが指定します。

• mandatory：コントローラ上のアクセスポイントにアソシエートするために、クライアン
トがこのデータレートをサポートします。

• supported：アソシエートしたクライアントは、このデータレートをサポートしていれば、
このレートを使用してアクセスポイントと通信することができます。ただし、クライアン

トがこのレートを使用できなくても、アソシエートは可能です。

• rate：データが送信されるときのレートです。

• 6、9、12、18、24、36、48、および 54Mbps（802.11a）

• 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、または 54Mbps（802.11b/g）

ステップ 10 次のコマンドを入力して、802.11a帯域を有効にします。

config 802.11a enable network

デフォルト値はイネーブルです。

ステップ 11 次のコマンドを入力して、802.11b帯域を有効にします。

config 802.11b enable network

デフォルト値はイネーブルです。

クライアントローミング
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ステップ 12 次のコマンドを入力して、802.11gネットワークサポートを有効または無効にします。

config 802.11b 11gSupport {enable | disable}

デフォルト値はイネーブルです。このコマンドは、802.11b帯域が有効になっている場合のみ
使用できます。この機能を無効にすると、802.11b帯域は802.11gをサポートせずに有効になり
ます。

ステップ 13 save configコマンドを入力して、変更を保存します。

ステップ 14 次のコマンドを入力して、802.11aまたは 802.11b/g帯域の設定を表示します。

show {802.11a | 802.11b}

以下に類似した情報が表示されます。

802.11a Network............................... Enabled
11nSupport.................................... Enabled

802.11a Low Band........................... Enabled
802.11a Mid Band........................... Enabled
802.11a High Band.......................... Enabled

802.11a Operational Rates
802.11a 6M Rate.............................. Mandatory
802.11a 9M Rate.............................. Supported
802.11a 12M Rate............................. Mandatory
802.11a 18M Rate............................. Supported
802.11a 24M Rate............................. Mandatory
802.11a 36M Rate............................. Supported
802.11a 48M Rate............................. Supported
802.11a 54M Rate............................. Supported

...
Beacon Interval.................................. 100
...
Default Channel............................... 36
Default Tx Power Level........................ 1
DTPC Status................................... Enabled
Fragmentation Threshold....................... 2346
Maximum Number of Clients per AP................. 200

ローミングの最適化

ローミングの最適化について

ローミングの最適化は、遠隔地のアクセスポイントに長時間アソシエートし続けているクライ

アントや、接続が不安定なWi-Fiネットワークに接続を試みるアウトバウンドクライアントの
問題を解決します。この機能は、クライアントデータパケットの RSSIとデータレートに基
づいてクライアントをアソシエート解除します。クライアントは、RSSIアラーム条件が満た
され、現在のデータレートが最適化ローミングデータレートのしきい値を下回っている場合

にアソシエート解除されます。データレートオプションを無効にして、RSSIのみをクライア
ントのアソシエート解除に使用するようにできます。

クライアントローミング
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ローミングの最適化は、クライアントの RSSIが低いときにもクライアントアソシエーション
を阻止します。この機能は、RSSIしきい値に照らして受信クライアントのRSSIをチェックし
ます。このチェックで、クライアントに有効な接続がない限り、クライアントのWi-Fiネット
ワークへの接続が阻止されます。クライアントはビーコンを受信してWi-Fiネットワークに接
続できても、信号が弱いために安定した接続をサポートできない場合がよくあります。

ローミングの最適化を使用することによって、無線に対してクライアントカバレッジレポー

ト間隔を設定することもできます。クライアントカバレッジの統計情報には、データパケッ

ト RSSI、カバレッジホールの検出および軽減（CHDM）の事前アラーム障害、再送信要求と
現在のデータレートが含まれます。

最適化されたローミングは、次のシナリオで役立ちます。

•クライアントを積極的に切断することによってスティッキークライアントの問題に対処す
る。

•データ RSSIパケットをアクティブに監視する。

• RSSIが、設定されたしきい値よりも低くなるとクライアントのアソシエーションを解除
する。

ローミングの最適化の制約事項

• 802.11a/bネットワークを無効にするまで、ローミングの最適化の間隔を設定できません。

•基本サービスセット（BSS）移行が 802.11v対応クライアントに送信され、切断タイマー
の期限が切れる前にそのクライアントが他の BSSに移行していない場合、対応するクラ
イアントは強制的に切断されます。802.11v対応クライアントの場合、BSS移行はデフォ
ルトで有効になります。

ローミングの最適化の設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [Advanced] > [Optimized Roaming]を選択します。[Optimized Roaming]ページが表示
されます。

ステップ 2 802.11帯域のローミングの最適化を有効にするには、[Enable]チェックボックスをオンにしま
す。

802.11帯域のローミングの最適化を有効にした後で、ローミングの最適化の間隔、およびデー
タレートのしきい値を設定できます。

ステップ 3 [Optimized Roaming Interval]テキストボックスで、アクセスポイントがコントローラに対して
クライアントカバレッジの統計情報をレポートする間隔を入力します。

クライアントローミング
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クライアントカバレッジの統計情報には、データパケットRSSI、カバレッジホールの検出お
よび軽減（CHDM）の事前アラーム障害、再送信要求と現在のデータレートが含まれます。範
囲は 5～ 90秒です。デフォルト値は 90秒です。

ローミングの最適化のレポート間隔を設定する前に、802.11a/bネットワークを無効に
する必要があります。レポートの間隔に対して低い値を設定すると、カバレッジレ

ポートのメッセージでネットワークが過負荷になることがあります。

アクセスポイントは、次の条件に基づいてクライアント統計情報をコントローラに送

信します。

• [Optimized Roaming Interval]が 90秒にデフォルトで設定されている場合。

• [OptimizedRoaming Interval]が最適化されたローミングの障害時（カバレッジホー
ルの検出（CHD）REDALARMによる）のみに設定されている場合（たとえば、
10秒）。

（注）

ステップ 4 [Optimized Roaming Data Rate Threshold]テキストボックスに、クライアントのしきい値データ
レートの値を入力します。

次のデータレートが使用可能です。

• 802.11a：6、9、12、18、24、36、48、および 54。

• 802.11b：1、2、5.5、11、6、9、12、18、24、36、48、および 54。

ローミングの最適化は、クライアントのデータパケットおよびデータレートのRSSIに基づい
てクライアントのアソシエートを解除します。クライアントの現在のデータレートが、[Optimized
Roaming Data Rate Threshold]よりも小さい値の場合は、クライアントはアソシエート解除され
ます。

次のタスク

ローミングの最適化は、アソシエーションのときにクライアント RSSIをチェックします。こ
の RSSI値は、設定されている CHDM RSSIに対して 6 dbヒステリシスで検証されます。カバ
レッジホールの検出に対して設定された RSSIしきい値を検証するには、[Wireless] >
[802.11a/n/ac]（または [802.11b/g/n]）> [RRM] > [Coverage]を選択して、802.11a/ac（または
802.11b/g/n）をオープンし、[RRM] > [Coverage page]を選択します。

ローミングの最適化の設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、ローミングの最適化を有効または無効にします。

config advanced {802.11a | 802.11b} optimized-roaming {enable | disable}

クライアントローミング
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デフォルトでは、ローミングの最適化は無効になっています。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、802.11a/bネットワークのクライアントカバレッジのレポート間隔
を設定します。

config advanced {802.11a | 802.11b} optimized-roaming interval seconds

範囲は 5～ 90秒です。デフォルト値は 90秒です。

ローミングの最適化のレポート間隔を設定する前に、802.11a/bネットワークを無効に
する必要があります。

（注）

ステップ 3 次のコマンドを入力して、802.11a/bネットワークのしきい値データレートを設定します。

config advanced {802.11a | 802.11b} optimized-roaming datarate mbps

802.11aの場合、設定可能なデータレートは 6、9、12、18、24、36、48、および 54です。
802.11bの場合、設定可能なデータレートは、1、2、5.5、11、6、9、12、18、24、36、48、お
よび 54です。データレートを無効にするには 0を設定します。

ステップ 4 このコマンドを入力して、各帯域のローミングの最適化の情報を表示します。

show advanced {802.11a | 802.11b} optimized-roaming
(Cisco Controller) > show advanced 802.11a optimized-roaming
OptimizedRoaming
802.11a OptimizedRoaming Mode.................. Enabled
802.11a OptimizedRoaming Reporting Interval.... 20 seconds
802.11a OptimizedRoaming Rate Threshold........ disabled

ステップ 5 次のコマンドを入力して、最適なローミング統計に関する情報を表示します。

show advanced {802.11a | 802.11b} optimized-roaming stats
(Cisco Controller) > show advanced 802.11a optimized-roaming stats
OptimizedRoaming Stats
802.11a OptimizedRoaming Disassociations....... 0
802.11a OptimizedRoaming Rejections............ 0

CCXレイヤ 2クライアントローミング

CCXレイヤ 2クライアントローミング
コントローラでは、次の 5つの CCXレイヤ 2クライアントローミング拡張機能がサポートさ
れています。

•アクセスポイント経由ローミング：この機能により、クライアントはスキャン時間を節約
できます。CCXv2クライアントがアクセスポイントにアソシエートする際、新しいアク
セスポイントに以前のアクセスポイントの特徴をリストする情報パケットを送信します。

クライアントローミング
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各クライアントがアソシエートされていた以前のアクセスポイントと、アソシエーション

直後にクライアントに送信（ユニキャスト）されていた以前のアクセスポイントをすべて

まとめて作成したアクセスポイントのリストがクライアントによって認識および使用され

ると、ローミング時間が短縮します。アクセスポイントのリストには、チャネル、クライ

アントの現在のSSIDをサポートしているネイバーアクセスポイントのBSSID、およびア
ソシエーション解除以来の経過時間が含まれています。

•拡張ネイバーリスト：特に音声アプリケーションを提供する際に、CCXv4クライアント
のローミング能力とネットワークエッジのパフォーマンスを向上させるための機能です。

アクセスポイントは、ネイバーリストのユニキャスト更新メッセージを使用して、アソ

シエートされたクライアントのネイバーに関する情報を提供します。

•拡張ネイバーリスト要求（E2E）：End-2-End仕様は、音声/ローミング能力の全体的向上
のために新しいプロトコルとインターフェイスを定義する、Ciscoと Intelの共同プログラ
ムです。これは、CCX環境の Intelクライアントにのみ適用されます。これにより、Intel
クライアントは自由にネイバーリストを要求できるようになります。要求すると、アクセ

スポイントはコントローラに要求を転送します。コントローラは要求を受信し、クライア

ントがアソシエートされているアクセスポイントに対するネイバーの現在の CCXローミ
ングサブリストで応答します。

特定のクライアントが E2Eをサポートするかどうかを調べるに
は、コントローラの GUIで [Wireless] > [Clients]の順に選択し、
そのクライアントの [Detail]リンクをクリックして、[Client
Properties]領域の [E2E Version]テキストボックスを確認します。

（注）

•ローミング理由レポート：CCXv4クライアントが新しいアクセスポイントにローミング
した理由を報告するための機能です。また、ネットワーク管理者はローミング履歴を作成

およびモニタできるようになります。

•ダイレクトされたローミング要求：クライアントがアソシエートしているアクセスポイン
トよりもサービス能力が高いアクセスポイントが他にある場合に、ローミング要求をコン

トローラからクライアントに送信できるようになります。この場合、コントローラはクラ

イアントに joinできる最適なアクセスポイントの一覧を送信します。クライアントはダ
イレクトされたローミング要求を受け入れることも、無視することもできます。CCX以
外のクライアントおよび CCXv3以下を実行するクライアントは、どちらの操作も行う必
要がありません。この機能を使用するために設定する必要はありません。

クライアントローミングの制約事項

• CCXバージョン1～5がサポートされます。CCXサポートは、コントローラ上の各WLAN
について自動的に有効となり、無効にできません。コントローラは、クライアントのCCX
バージョンを自身のクライアントデータベースに格納します。この情報に基づいて、CCX
フレームを生成するとともに、CCXフレームに応答します。これらのローミング拡張機
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能を使用するには、クライアントで CCXv4か CCXv5（または、アクセスポイント経由
ローミングの場合 CCXv2）がサポートされている必要があります。

上記に説明するローミング拡張機能は、適切なCCXサポートで自動的に有効化されます。

•スタンドアロンモードでの FlexConnectアクセスポイントでは、CCXレイヤ 2ローミン
グはサポートされません。

• Cisco 600シリーズ OEAP間のクライアントローミングはサポートされません。

•シームレスなL2およびL3ローミングは、シスコとサードパーティ無線インフラストラク
チャ間ではサポートされません。このインフラストラクチャには Cisco IOSアクセスポイ
ントも含まれます。

CCXクライアントローミングパラメータの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [802.11a/n/ac or 802.11b/g/n] > [Client Roaming]を選択します。[802.11a（802.11b）
> Client Roaming]ページが表示されます。

ステップ 2 クライアントローミングに影響を与えるRFパラメータを調整する場合は、[Mode]ドロップダ
ウンリストから [Custom]を選択し、ステップ 3に進みます。RFパラメータをデフォルト値の
ままにする場合は、[Default]を選択して、ステップ 8に進みます。

ステップ 3 [Minimum RSSI]テキストボックスに、クライアントがアクセスポイントにアソシエートする
ときに必要な受信信号強度インジケータ（RSSI）の最小値を入力します。クライアントの平均
の受信信号の強度がこのしきい値より低い場合、通常、信頼できる通信はできません。した

がって、最小の RSSI値に達する前に、クライアントはより強い信号のある別のアクセスポイ
ントをすでに見つけてローミングしている必要があります。

範囲は –90～ –50 dBmです。

デフォルトは –85 dBmです。

ステップ 4 [Hysteresis]テキストボックスに、クライアントが近隣のアクセスポイントにローミングする
ときに必要なアクセスポイント信号強度を示す値を入力します。このパラメータは、クライア

ントが 2つのアクセスポイント間のボーダー近くに物理的に存在している場合に、アクセス
ポイント間のローミングの量を減らすことを意図しています。

範囲は 3～ 20 dBです。

デフォルトは 3 dBです。

ステップ 5 [Scan Threshold]テキストボックスに、クライアントが条件の良い別のアクセスポイントへま
だローミングしなくてもよい最小RSSIを入力します。RSSIが指定された値より低い場合、ク
ライアントは指定遷移時間内により強い信号のあるアクセスポイントへローミングできる必要

があります。このパラメータはまた、クライアントがアクティブまたはパッシブスキャンで費

やす時間を最小限に抑えるための節電方法も提供します。たとえば、クライアントは RSSIが

クライアントローミング
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しきい値よりも高いときにはゆっくりとスキャンし、しきい値よりも低いときにはより速くス

キャンすることができます。

範囲は -90～ -50 dBmです。

デフォルトは –72 dBmです。

ステップ 6 [Transition Time]テキストボックスに、クライアントがアソシエートしているアクセスポイン
トからの RSSIがスキャンしきい値を下回ったときに、近隣の適切なアクセスポイントを見つ
けてローミングを完了するまでの最大許容時間を入力します。

[Scan Threshold]パラメータと [Transition Time]パラメータは、クライアントのローミングパ
フォーマンスの最低レベルを保証します。これらのパラメータを使用すると、最も高いクライ

アント速度とローミングヒステリシスが得られるだけでなく、アクセスポイント間の一定の

最小オーバーラップ距離を確保することにより、ローミングをサポートする無線 LANネット
ワークを設計することが可能となります。

値の範囲は 1～ 5秒です。

デフォルトは 5秒です。

ステップ 7 [Apply]をクリックします。

ステップ 8 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 9 別の無線帯域に対してクライアントローミングの設定をする場合、この手順を繰り返します。

CCXクライアントローミングパラメータの設定（CLI）
次のコマンドを入力して、CCXレイヤ 2クライアントローミングパラメータを設定します。

config {802.11a | 802.11b} l2roam rf-params {default | custom min_rssi roam_hyst scan_thresh
trans_time}

CCXクライアントローミング情報の取得（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、802.11aまたは 802.11b/gネットワークのクライアントローミングに
対して設定されている現在の RFパラメータを表示します。

show {802.11a | 802.11b} l2roam rf-param

ステップ 2 次のコマンドを入力して、特定のアクセスポイントに対する CCXレイヤ 2クライアントロー
ミング統計を表示します。

show {802.11a | 802.11b} l2roam statistics ap_mac

このコマンドは、次の情報を提供します。

クライアントローミング
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•受信したローミング理由レポートの数

•受信したネイバーリスト要求の数

•送信したネイバーリストレポートの数

•送信したブロードキャストネイバー更新の数

ステップ 3 次のコマンドを入力して、特定のクライアントのローミング履歴を表示します。

show client roam-history client_mac

このコマンドは、次の情報を提供します。

•レポートを受信した時刻

•クライアントが現在アソシエートされているアクセスポイントのMACアドレス

•クライアントが以前アソシエートされていたアクセスポイントのMACアドレス

•クライアントが以前アソシエートされていたアクセスポイントのチャネル

•クライアントが以前アソシエートされていたアクセスポイントの SSID

•以前のアクセスポイントからクライアントがアソシエーション解除した時刻

•クライアントがローミングした理由

CCXクライアントローミング問題のデバッグ（CLI）
CCXレイヤ2クライアントローミングで問題が発生した場合は、次のコマンドを入力します。

debug l2roam [detail | error | packet | all] {enable | disable}

クライアントローミング
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