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モビリティグループについて
モビリティグループは、同じモビリティグループ名で定義されるコントローラのセットで、

ワイヤレスクライアントのローミングをシームレスに行う範囲を定義します。モビリティグ

ループを作成すると、ネットワーク内で複数のコントローラを有効にして、コントローラ間ま

たはサブネット間のローミングが発生した際に、動的に情報を共有して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内のコントローラは、相互のアクセス

ポイントを不正なデバイスとして認識しないように、クライアントデバイスのコンテキストと

状態およびアクセスポイントのリストを共有できます。この情報を使用して、ネットワークは

コントローラ間無線 LAN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。

APが 1つの Cisco WLCから別の Cisco WLCに移動すると（両方の Cisco WLCがモビリティ
ピアにある場合）、移動前に最初のWLCに関連付けられていたクライアントは移動後も元の
WLCに固定されたままになります。このような状況を防ぐには、WLCのモビリティピア設定
を削除します。

（注）

1つのモビリティグループのメンバとなるコントローラは、同じモデルである必要はありませ
ん。モビリティグループは、コントローラプラットフォームの任意の組み合わせで構成でき

ます。

（注）
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図 1 :単一のモビリティグループの例

図示したように、各コントローラはモビリティグループの別メンバーのリストを使用して設定

されています。新たなクライアントがコントローラに joinされると、コントローラはユニキャ
ストメッセージ（または、モビリティマルチキャストが設定されている場合はマルチキャス

トメッセージ）をそのモビリティグループの全コントローラに送信します。クライアントが

以前に接続されていたコントローラは、クライアントのステータスを送信します。

たとえば、コントローラが 6000個のアクセスポイントをサポートする場合に、24個のこのよ
うなコントローラで構成されているモビリティグループは、最大144,000個のアクセスポイン
ト（24 * 6000 = 144,000アクセスポイント）をサポートします。

異なるモビリティグループ名を同じ無線ネットワーク内の異なるコントローラに割り当てる

と、モビリティグループによって、1つの企業内の異なるフロア、ビルディング、キャンパス
間でのローミングを制限できます。

モビリティグループには IPv4と IPv6の両方のマルチキャストアドレスを設定できます。両
方のアドレス形式が次のように設定されている場合:

•モビリティグループに含まれているのが IPv4モビリティグループメンバのみの場合は、
IPv4マルチキャストグループがモビリティ概要情報に表示されます。

•モビリティグループに含まれているのが IPv6モビリティグループメンバのみ場合は、
IPv6マルチキャストグループがモビリティ概要情報に表示されます。
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•モビリティグループに IPv4マルチキャストが設定されている場合は、IPv4モビリティグ
ループメンバが存在しなければ、IPv4マルチキャストアドレスがモビリティ概要情報に
表示されません。

•モビリティグループに IPv6マルチキャストが設定されている場合は、IPv6モビリティグ
ループメンバが存在しなければ、IPv6マルチキャストアドレスがモビリティ概要情報に
表示されません。

図 2 : 2つのモビリティグループ

次の図には、2つのコントローラグループに異なるモビリティグループ名を作成した結果が示
されています。

ABCモビリティグループのコントローラは、相互にアクセスポイントとクライアント情報を
共有します。ABCモビリティグループのコントローラは、異なるモビリティグループのXYZ
コントローラとアクセスポイントとクライアントの情報を共有しません。同様に、XYZモビ
リティグループのコントローラは、ABCモビリティグループのコントローラとアクセスポイ
ントとクライアントの情報を共有しません。この機能により、ネットワークでのモビリティグ

ループの切り離しが確実に行われます。

各コントローラはモビリティリストのピアコントローラに関する情報を保持します。コント

ローラ同士が相互のモビリティリストに含まれている場合は、モビリティグループ間でコン

トローラが通信を行うことができ、クライアントは異なるモビリティグループのアクセスポ

イント間でローミングを行うことができます。次の例のコントローラ 1はコントローラ 2また
は 3と通信できますが、コントローラ 2およびコントローラ 3はコントローラ 1だけと通信
し、相互には通信できません。クライアントは同様に、コントローラ 1とコントローラ 2の間
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またはコントローラ 1とコントローラ 3の間はローミングを行うことができますが、コント
ローラ 2とコントローラ 3の間でローミングを行うことはできません。

表 1 :例

コントローラ 3

モビリティグループ：C

モビリティリスト：

コントローラ1（Aグループ）

コントローラ3（Cグループ）

コントローラ 2

モビリティグループ：A

モビリティリスト：

コントローラ1（Aグループ）

コントローラ2（Aグループ）

コントローラ 1

モビリティグループ：A

モビリティリスト：

コントローラ1（Aグループ）

コントローラ2（Aグループ）

コントローラ 3（Cグルー
プ）?

モビリティリストでは、モビリティグループとメンバの次の組み合わせを使用できます。

•メンバが 24人ずつの 3のモビリティグループ

•メンバが 6人ずつの 12のモビリティグループ

•メンバが 3人ずつの 24のモビリティグループ

•メンバが 1人ずつの 72のモビリティグループ

コントローラでは、複数のモビリティグループ間でのシームレスなローミングがサポートされ

ています。シームレスなローミングでは、クライアントはすべてのモビリティグループ間で

IPアドレスを維持します。ただし、Cisco Centralized Key Management（CCKM）およびプロア
クティブキーキャッシング（PKC）は、モビリティグループ間ローミングでのみサポートさ
れています。ローミング中にモビリティグループの境界を越える場合、クライアントは完全に

認証されますが、IPアドレスは維持され、レイヤ 3ローミングのモビリティトンネリングが
開始されます。

クライアントが外部の固定された SSIDから固定されていない SSIDに移動すると、外部に古
いエントリが残ります。これは、マルチキャストモバイルアナウンスが何らかの理由で外部

からゲストアンカーに到達しなかったときに発生します。そのため、サービスは影響を受け

ず、設定は通知されないまま、GAでMSCBがサイレントリークされます。デバッグメッセー
ジやエラーメッセージは表示されず、GAではクライアントごとのクリーンアップタイマーが
実行されません。タイマーがないので、外部からアンカーに HandoffEndを送信する必要があ
ります。

（注）

モビリティグループ間のメッセージング

コントローラでは、モビリティメッセージを他のメンバコントローラに送信することにより、

クライアントにサブネット間モビリティが提供されます。
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•コントローラは、新しいクライアントがアソシエートされるたびに、モビリティリスト内
のメンバにMobile Announceメッセージを送信します。コントローラは自分と同じグルー
プ（ローカルグループ）に属するメンバに対してのみメッセージを送信し、その後、再試

行を送信する際に他のメンバをすべて加えます。

•マルチキャストを使用してMobile Announceメッセージを送信するように、コントローラ
を設定できます。これにより、コントローラからネットワークに送られるメッセージは 1
コピーのみになります。このコピーはモビリティメンバすべてを含むマルチキャストグ

ループに宛てて送られます。マルチキャストメッセージングを最大限生かすには、グルー

プメンバすべてに対してこの機能を有効化することを推奨します。

NATデバイスでのモビリティグループの使用
モビリティメッセージのペイロードは、ソースコントローラに関する IPアドレス情報を伝達
します。この IPアドレスは、IPヘッダーのソース IPアドレスで検証されます。ネットワーク
にNATデバイスを導入すると、IPヘッダーの送信元 IPアドレスが変更されるため、この動作
に問題があります。ゲストWLAN機能では、NATデバイス経由でルーティングされているモ
ビリティパケットは、IPアドレスの不一致によりドロップされます。

モビリティグループの検索は、ソースコントローラのMACアドレスを使用します。NATデ
バイスのマッピングに従ってソース IPアドレスが変更されるため、要求元のコントローラの
IPアドレスを取得するために応答が送信される前に、モビリティグループのデータベースが
検索されます。このプロセスは、要求元のコントローラのMACアドレスを使用して実行され
ます。

NATが有効になっているネットワークのモビリティグループを設定する際に、コントローラ
の管理インターフェイス IPアドレスではなく、NATデバイスからコントローラに送信される
IPアドレスを入力します。さらに、PIXなどのファイアウォールを使用している場合には、
ファイアウォールで次のポートが開いていることを確認します。

• UDP 16666：トンネルコントロールトラフィック用

• IPプロトコル 97：ユーザのデータトラフィック用

• UDP 161および 162：SNMP

コントローラ間のクライアントモビリティは、自動アンカーモビリティ（ゲストトンネリン

グとも呼ばれる）が有効になっている場合にのみ機能します。これらのモビリティオプション

の詳細については、「自動アンカーモビリティの設定」、および「モビリティトンネリング」

のセクションを参照してください。

（注）

モビリティグループの不正検出動作

RRMから見たモビリティグループの不正検出動作は次のとおりです。

モビリティグループ

5

モビリティグループ

NATデバイスでのモビリティグループの使用



• RFドメイン名が同じ場合、APは別の RFを有効な RFネイバーとして認識します。

• APは情報をWLCに送信します。

• WLCは APの情報を使用して他の有効なWLCとの接続を確立し、リーダーまたはメン
バーとして自動モード RFグループ（RRM）を形成する前に、各WLCはこのときに一連
のチェック（国の照合、バージョン、階層、拡大縮小の制限、その他）を行います。

•この RFグループに含まれていないすべてのAPは、外部APと見なされます（不正APと
同等）。

•ネットワーク上で Rogue Detector AP経由で検出された不正は、不正を無線で確認してい
る APを使用して含まれます。

APが相互通信できる場合に異なる RFグループ名が存在するシナリオは次のとおりです。

• RFグループ名が通常 1つの導入において一貫している。

•認識できないネイバーパケットまたは誤ったエントリがある APは不正と見なされる。

• 2種類の RFグループがある Cisco APがある場合。これらの APは相互通信しますが、RF
ネイバーリストの他の APにデータは入力されません。（この RFのリストは、上記のよ
うに詳しく分析するためWLCに送信されます）

•通常 2つのローカル近隣に大幅に異なる RF特性がある場合、ネットワーク管理者は 2つ
のRFグループ名を適用して 2つのRF近隣を区別するか、2種類のネットワークに属する
ことができます。

• APの近隣が RFグループ化（autoモード）/不正の分類などを決定し、その逆はない。

モビリティグループを設定するための前提条件
コントローラをモビリティグループに追加する前に、グループに追加するコントローラすべて

について、次の要件が満たされていることを確認する必要があります。

•すべてのコントローラの管理インターフェイス間に IP接続が存在する必要があります。

コントローラに対し Pingすることで、IP接続を確認できます。（注）
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モビリティ制御パケットは、ルーティングテーブルに基づいて、

任意のインターフェイスアドレスをソースとして使用できます。

モビリティグループのすべてのコントローラには、同一のサブ

ネットの管理インターフェイスを必ず備えることを推奨します。

1つのコントローラの管理インターフェイスと他のコントローラ
の動的インターフェイスが同じサブネット上にあるトポロジは、

シームレスモビリティには推奨しません。

（注）

•モビリティリスト内のコントローラが異なるソフトウェアバージョンを使用している場
合、レイヤ 2またはレイヤ 3のクライアントのローミングサポートは制限されます。レイ
ヤ 2またはレイヤ 3クライアントローミングは、同じバージョンを使用する、またはバー
ジョン 7.X.Xを実行するコントローラ間でのみサポートされます。

異なるソフトウェアリリースが実行されているフェールオーバー

コントローラを誤って設定すると、アクセスポイントがフェール

オーバーコントローラに joinするのに長い時間がかかることがあ
ります。アクセスポイントが検出プロセスを CAPWAPで開始し
てから、LWAPP検出に変更するからです。

（注）

•すべてのコントローラは、同じ仮想インターフェイス IPアドレスで設定する必要があり
ます。

必要に応じて、仮想インターフェイス IPアドレスを変更するに
は、[Controller] > [Interfaces]ページで仮想インターフェイス名を
編集します。

（注）

モビリティグループ内のすべてのコントローラが同じ仮想イン

ターフェイスを使用していない場合、コントローラ間ローミング

が動作しているように見えても、ハンドオフが完了せず、クライ

アントの接続はしばらくの間切断されます。

（注）

•モビリティグループに追加するコントローラごとに、MACアドレスと IPアドレスを収集
しておく必要があります。この情報が必要となるのは、他の全モビリティグループメン

バのMACアドレスと IPアドレスを使用してすべてのコントローラを設定するからです。
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モビリティグループに追加する他のコントローラのMACアドレ
スと IPアドレスは、各コントローラのGUIの [Controller >Mobility
Groups]ページにあります。

（注）

•サードパーティのファイアウォール、たとえば、Cisco PIXまたは Cisco ASAを使用して
モビリティグループを設定する際は、ポート 16666および IPプロトコル 97を開く必要が
あります。

•コントローラ間 CAPWAPデータおよびコントロールトラフィックでは、ポート 5247お
よび 5246を開く必要があります。

次の表に、管理および操作目的で使用する必要があるプロトコルおよびポート番号を示しま

す。

表 2 :プロトコル/サービスとポート番号

ポート番号プロトコル/サービス

TCPポート 22または 29SSH/Telnet

UDPポート 69TFTP

UDPポート 123NTP/SNTP

取得および設定では UDPポート 161、トラッ
プでは UDPポート 162。

SNMP

HTTPSの TCPポート 443、および HTTPの
ポート 80

HTTPS/HTTP

TCPポート 514Syslog

UDPポート 1812および 1813Radius Auth/Account

ソフトウェアバージョンが異なるコントローラ間のモビリティサポートに関する情報につい

ては、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/compatibility/matrix/compatibility-matrix.html [英
語]を参照してください。

（注）

ファイアウォール上ではポートアドレス変換（PAT）は実行できません。1対 1のネットワー
クアドレス変換（NAT）を設定する必要があります。

（注）
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モビリティグループの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Controller] > [MobilityManagement] > [MobilityGroups]の順に選択して、[StaticMobility Group
Members]ページを開きます。

このページでは、[Default Mobility Group]テキストボックスにモビリティグループ名が表示さ
れ、現在モビリティグループのメンバである各コントローラのMACアドレスと IPv4/IPv6ア
ドレスが示されます。最初のエントリはローカルコントローラで、これを削除することはでき

ません。

モビリティグループからいずれかのリモートコントローラを削除するには、そのコ

ントローラの青いドロップダウンの矢印の上にカーソルを置いて、[Remove]を選択し
ます。

（注）

ステップ 2 次のいずれかを実行して、コントローラをモビリティグループに追加します。

•コントローラを1つだけ追加する場合、または複数のコントローラを個別に追加する場合
は、[New]をクリックします。

または

•複数のコントローラを一括で追加する場合は、[EditAll]をクリックします。

[EditAll]オプションを使用すると、現在のモビリティグループメンバのすべてのMAC
アドレスと IPv4/IPv6アドレスを入力した後で、すべてのエントリをモビリティグ
ループの1つのコントローラから別のコントローラにコピーして貼り付けることがで
きます。

（注）

ステップ 3 [New]をクリックして、[Mobility Group Member] > [New]ページを開きます。

ステップ 4 次の手順でコントローラをモビリティグループに追加します。

1. [Member IPv4/IPv6 Address]テキストボックスに、追加するコントローラの管理インター
フェイスの IPアドレスを入力します。

ネットワークアドレス変換（NAT）が有効になっているネットワークのモビリ
ティグループを設定する際に、コントローラの管理インターフェイス IPv4/IPv6
アドレスではなく、NATデバイスからコントローラに送信される IPv4/IPv6アド
レスを入力します。そうしないと、モビリティグループ内のコントローラ間でモ

ビリティが失敗します。

（注）

2. [メンバーのMACアドレス（MemberMACAddress）]テキストボックスに、追加するコン
トローラのMACアドレスを入力します。

3. [グループ名（GroupName）]テキストボックスに、モビリティグループ名を入力します。

モビリティグループ名では、大文字と小文字が区別されます。（注）
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4. [Hash]テキストボックスに、ピアモビリティコントローラのハッシュキーを入力しま
す。ピアモビリティコントローラは、同じドメイン内の仮想コントローラである必要が

あります。

ピアのモビリティコントローラが同じドメイン内の仮想コントローラである場合にだけ、

ハッシュを設定する必要があります。

ハッシュは IPv6メンバではサポートされません。（注）

5. [Apply]をクリックして、変更を確定します。新しいコントローラが、[StaticMobilityGroup
Members]ページのモビリティグループメンバーのリストに追加されます。

6. [Save Configuration]をクリックします。

7. ステップ a～ステップ eを繰り返して、すべてのコントローラをモビリティグループに追
加します。

8. モビリティグループに追加するすべてのコントローラごとに、この手順を繰り返します。
モビリティグループ内のすべてのコントローラでは、他のすべてのモビリティグループ

メンバのMACアドレスと IPv4/IPv6アドレスを設定する必要があります。

[Mobility GroupMembers] > [EditAll]ページに現在モビリティグループにあるすべてのコント
ローラのMACアドレス、IPv4/IPv6アドレス、およびモビリティグループ名（任意）が表示
されます。コントローラのリストは、先頭にローカルのコントローラが表示され、1行に 1つ
ずつ表示されます。

必要に応じて、リストのコントローラを編集または削除できます。（注）

ステップ 5 次の手順で、さらにコントローラをモビリティグループに追加します。

1. 編集ボックス内をクリックして、新たな行を開始します。

2. MACアドレス、管理インターフェイスの IPv4/IPv6アドレス、および追加するコントロー
ラのモビリティグループ名を入力します。

これらの値は 1行に入力し、1つまたは 2つのスペースで区切ってください。（注）

モビリティグループ名では、大文字と小文字が区別されます。（注）

3. モビリティグループに追加するコントローラごとに、ステップ aおよびステップ bを繰り
返します。

4. 編集ボックス内のエントリ全体を強調表示して、コピーします。

5. [Apply]をクリックして、変更を確定します。新しいコントローラが、[StaticMobilityGroup
Members]ページのモビリティグループメンバーのリストに追加されます。

6. [Save Configuration]をクリックして変更を保存します。

7. リストをモビリティグループ内の他のすべてのコントローラの [Mobility Group Members >
Edit All]ページにあるテキストボックスに貼り付けて、[Apply]と [Save Configuration]をク
リックします。
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ステップ 6 [Mobility Management] > [Multicast Messaging]を選択して、[Mobility Multicast Messaging]ペー
ジを開きます。

現在、設定されているモビリティグループすべての名前がページの中央に表示されます。

ステップ 7 [Mobility Multicast Messaging]ページで、[Enable Multicast Messaging]チェックボックスをオン
にすると、コントローラはマルチキャストモードを使用して、Mobile Announceメッセージを
モビリティメンバーに送信できるようになります。このチェックボックスをオフのままにする

と、ユニキャストモードでMobile Announceメッセージが送信されます。デフォルト値はオフ
です。

ステップ 8 前の手順でマルチキャストメッセージングを有効化した場合は、[Local Group Multicast IPv4
Address]テキストボックスに、ローカルモビリティグループのマルチキャストグループ IPv4
アドレスを入力します。このアドレスは、マルチキャストモビリティメッセージングに使用

されます。

マルチキャストメッセージングを使用するには、ローカルモビリティグループの

IPv4アドレスを設定する必要があります。
（注）

リリース 8.0では、モビリティマルチキャストで IPv6はサポートされません。（注）

ステップ 9 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

ステップ 10 必要に応じて、モビリティリスト内にあるローカル以外のグループのマルチキャストグルー

プ IPv4アドレスを設定することもできます。このためには、ローカル以外のモビリティグルー
プの名前をクリックして、[Mobility Multicast Messaging > Edit]ページを開き、[Multicast IPv4
Address]テキストボックスにローカル以外のモビリティグループのマルチキャストグループ
IPアドレスを入力します。

ローカル以外のグループにマルチキャスト IPv4アドレスが設定されていない場合、
コントローラはこのグループのメンバに対して、ユニキャストモードでモビリティ

メッセージを送信します。

（注）

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。

モビリティグループの設定（CLI）

手順

ステップ 1 このコマンドを入力して現在のモビリティ設定を確認します。

show mobility summary

ステップ 2 次のコマンドを入力して、新しいモビリティグループを作成します。

config mobility group domain domain_name

モビリティグループ
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グループ名には、最大 31文字の ASCII文字列を使用できます。大文字と小文字が区
別されます。モビリティグループ名には、スペースは使用できません。

（注）

ステップ 3 グループメンバを追加するには、次のコマンドを入力します。

config mobility group member add mac_address ip_address

ネットワークアドレス変換（NAT）が有効になっているネットワークのモビリティ
グループを設定する際に、コントローラの管理インターフェイス IPアドレスではな
く、NATデバイスからコントローラに送信される IPアドレスを入力します。そうし
ないと、モビリティグループ内のコントローラ間でモビリティが失敗します。

（注）

グループメンバーを削除する場合は、configmobility groupmember deletemac_address
コマンドを入力します。

（注）

ステップ 4 同じドメイン内の仮想コントローラであるピアモビリティコントローラのハッシュキーを設

定するには、次のコマンドを入力します。

config mobility group member hash peer-ip-address key

ステップ 5 次のコマンドを入力して、マルチキャストモビリティモードを有効または無効にします。

config mobility multicast-mode {enable | disable} local_group_multicast_address

ここで、local_group_multicast_addressは、ローカルモビリティグループのマルチキャストグ
ループ IPv4アドレスです。このアドレスは、マルチキャストモビリティメッセージングに使
用されます。

マルチキャストメッセージングを使用するには、ローカルモビリティグループの

IPv4アドレスを設定する必要があります。
（注）

リリース 8.0では、モビリティマルチキャストで IPv6はサポートされません。（注）

マルチキャストモビリティモードを有効にした場合、Mobile Announceメッセージはマルチ
キャストモードでローカルグループに送信されます。マルチキャストモビリティモードを無

効にした場合、Mobile Announceメッセージはユニキャストモードでローカルグループに送信
されます。デフォルト値は [disabled]です。

ステップ 6 （任意）モビリティリスト内にあるローカル以外のグループのマルチキャストグループ IPv4
アドレスを設定することもできます。そのためには、次のコマンドを入力します。

config mobility group multicast-address group_name IP_address

ローカル以外のグループにマルチキャスト IPv4アドレスが設定されていない場合、コントロー
ラはこのグループのメンバに対して、ユニキャストモードでモビリティメッセージを送信し

ます。

ステップ 7 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

ステップ 8 同じドメイン内のモビリティグループメンバのハッシュキーを表示するには、次のコマンド

を入力します。
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show mobility group member hash

ステップ 9 次のコマンドを入力して、変更を保存します。

save config

ステップ 10 モビリティグループに追加するすべてのコントローラごとに、この手順を繰り返します。モビ

リティグループ内のすべてのコントローラでは、他のすべてのモビリティグループメンバの

MACアドレスと IPアドレスを設定する必要があります。

ステップ 11 モビリティメッセージのマルチキャスト使用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 mobility multicast {enable | disable}

モビリティグループの統計の表示

モビリティグループの統計の表示（GUI）

手順

ステップ 1 [Monitor] > [Statistics] > [Mobility Statistics]の順に選択して、[Mobility Statistics]ページを開きま
す。

ここでは、次の内容について説明します。

• Global Mobility Statistics

• [Rx Errors]：短すぎるパケットや不正な形式などの、一般的なプロトコルパケット受
信エラー。

• [Tx Errors]：パケット送信失敗など、一般的なプロトコルパケット送信エラー。

• [Responses Retransmitted]：モビリティプロトコルは UDPを使用し、応答が受信され
ない場合には、複数回にわたって要求が再送信されます。ネットワークの遅延または

処理の遅延のため、応答側が最初に要求に応答した後に、1回以上の再試行要求を受
信する場合があります。このテキストボックスには、応答が再送信された回数が表示

されます。

• [Handoff Requests Received]：ハンドオフ要求が受信、無視または応答された合計回
数。

• [Handoff End Requests Received]：ハンドオフ終了要求が受信された合計回数。これら
の要求は、クライアントセッションの終了について通知するために、アンカーコン

トローラまたは外部コントローラによって送信されます。

モビリティグループ
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• [State TransitionsDisallowed]：ポリシー施行モジュール（PEM）がクライアントの状態
の遷移を拒否しました。通常、その結果としてハンドオフが中断されます。

• [Resource Unavailable]：バッファなどの必要なリソースが使用できませんでした。そ
の結果としてハンドオフが中断されます。

• Mobility Initiator Statistics

• [HandoffRequests Sent]：コントローラにアソシエートされ、モビリティグループに通
知されているクライアントの数。

• [HandoffRepliesReceived]：送信された要求に応答して受信されている、ハンドオフ応
答の数。

• [Handoff as Local Received]：クライアントセッション全体が転送されているハンドオ
フの数。

• [Handoff as Foreign Received]：クライアントセッションが別の場所でアンカーされた
ハンドオフの数。

• [Handoff Denys Received]：拒否されたハンドオフの数。

• [AnchorRequest Sent]：スリーパーティ（外部から外部）ハンドオフ用に送信されたア
ンカー要求の数。ハンドオフが別の外部コントローラから受信され、新しいコント

ローラがクライアントを移動させるためのアンカーを要求しています。

• [Anchor Deny Received]：現在のアンカーによって拒否されたアンカー要求の数。

• [Anchor Grant Received]：現在のアンカーによって許可されたアンカー要求の数。

• [AnchorTransferReceived]：現在のアンカー上でセッションを閉じ、要求元にアンカー
を送り返したアンカー要求の数。

• Mobility Responder Statistics

• [HandoffRequests Ignored]：コントローラにクライアントが認識されていなかったため
に無視された、ハンドオフ要求またはクライアント通知の数。

• [Ping Pong Handoff Requests Dropped]：ハンドオフ期間が短すぎた（3秒）ために拒否
されたハンドオフ要求の数。

• [Handoff Requests Dropped]：クライアントについての認識が不完全であるか、パケッ
トの問題が原因でドロップされたハンドオフ要求の数。

• [Handoff Requests Denied]：拒否されたハンドオフ要求の数。

• [Client Handoff as Local]：クライアントがローカルロールにある間に送信されたハン
ドオフ応答の数。

• [ClientHandoff asForeign]：クライアントが外部ロールにある間に送信されたハンドオ
フ応答の数。

• [Anchor Requests Received]：受信したアンカー要求の数。

モビリティグループ
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• [Anchor Requests Denied]：拒否されたハンドオフ要求の数。

• [Anchor Requests Granted]：許可されたアンカー要求の数。

• [Anchor Transferred]：クライアントが外部コントローラから現在のアンカーとして同
じサブネット上のコントローラに移動したために、転送されたアンカーの数。

ステップ 2 現在のモビリティ統計をクリアする場合は、[Clear Stats]をクリックします。

モビリティグループの統計の表示（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、モビリティグループの統計を表示します。

show mobility statistics

ステップ 2 次のコマンドを入力して、現在のモビリティ統計をクリアします。

clear stats mobility
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