マスターAPのフェールオーバーおよび新し
いマスターの選定
Cisco Mobility Express は、Cisco 1560、1815I、1815M、1815W、1830、1850、2800、および 3800
シリーズのアクセス ポイント上でサポートされます。Cisco Mobility Express 環境でこれらのアク
セス ポイントの混在がある場合、マスター AP の選択プロセスは、アクティブ マスター AP の
フェールオーバー時に Mobility Express コントローラ機能を実行するように選択されるサポート
対象のアクセス ポイントを決定します。VRRP は、新しいマスターの選択を開始するマスター
AP の障害を検出するために使用されます。

（注）

Mobility Express は、VRID が 1 である MAC 00-00-5E-00-01-VRID を使用します。その環境内に
実行している VRRP の他のインスタンスがある場合は、それらのインスタンスには 1 以外 の
VRID を使用します。
• マスター AP のフェールオーバー, 1 ページ
• 新しいマスター アクセス ポイントの選択, 2 ページ

マスター AP のフェールオーバー
Mobility Express ネットワークに冗長性を持たせるには、2 台以上の Mobility Express 対応のアクセ
ス ポイントが必要です。これらのアクセス ポイントでは、AP Image type を MOBILITY EXPRESS
IMAGE、AP Configuration を MOBILITY EXPRESS CAPABLE にする必要があります。マスター
AP の障害が発生した場合、別の Mobility Express 対応 AP がマスターとして自動的に選定されま
す。新しく選定されたマスター AP には、元のマスター AP と同じ IP と設定が保持されます。
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（注）

サポートされるアクセス ポイント数に関して、アクセス ポイント モデルごとにサポートする
スケール制限が異なることを考慮すると、同じスケール制限をサポートする2台以上のアクセ
ス ポイントを設定することを強く推奨します。たとえば、100 台規模のアクセス ポイントを
サポートする必要がある場合、少なくとも 2 台以上の 3800、2800、または両方の組み合わせ
が必要です。

（注）

アクセス ポイントは、Mobility Express Image を保持するけれども、AP Configuration が NOT
MOBILITY EXPRESS CAPABLE なため、マスター AP の選定プロセスには参加しません。

新しいマスター アクセス ポイントの選択
マスター選択プロセスは、一連の優先度に基づいています。アクティブなマスターアクセスポイ
ントで障害が発生すると、選択プロセスが開始して、マスター AP として優先順位が一番高いア
クセス ポイントを選択します。

（注）

マスター選択プロセス中に、コントローラの機能を実行しているマスター AP がダウンしてい
るとしても、残りのアクセス ポイントは、スタンドアロン モードになり、接続されているク
ライアントとデータ トラフィックをローカルに処理し続けます。新しいマスターを選択した
後、スタンドアロン アクセス ポイントが connected mode に移動します。
前述のように、マスターアクセスポイントの選択は、一連の優先度に基づいています。優先順位
は次のとおりです。

手順
ステップ 1

User Defined Master：ユーザはマスター アクセス ポイントになるようにアクセス ポイントを選択
できます。このような選択をした場合、新しいマスターは、アクティブなマスターに障害が発生
してすぐに選択されることはありません。5 分後も現在のマスターがアクティブになっていない
場合は、故障していると想定され、新しいマスターの選択を開始します。手動でマスターを定義
するには、以下の手順に従います。
a) [Wireless Settings] >[Access Points] に移動します。
b) アクセス ポイントのリストから、マスター AP として選択するアクセス ポイントの [Edit] アイ
コンをクリックします。
c) [General] タブで、[Make me Controller] ボタンをクリックします。
d) [Confirmation] ウィンドウで、[Yes] をクリックします。
（注）
以前のマスターが再起動し、選択されたアクセス ポイントはすぐにコントローラを
起動してアクティブなマスターになります。
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ステップ 2

Next Preferred Master：管理者は、CLI から [Next Preferred Master] を設定できます。これが設定さ
れてアクティブなマスター AP に障害が発生すると、[Next Preferred Master] として設定されている
ものがマスターとして選択されます。[Next Preferred Master] を設定するには、以下の手順に従い
ます。
a) コントローラの CLI にログインします。
b) 次の CLI を実行します。
[Next Preferred Master] を設定するには、次の CLI を実行します。
(Cisco Controller) >config ap next-preferred-master <Cisco AP>
<Cisco AP> Enter the name of the Cisco AP

[Next Preferred Master] を表示するには、次の CLI を実行します。
(Cisco Controller) >show ap next-preferred-master

[Next Preferred Master] をクリアするには、次の CLI を実行します。
Cisco Controller) >clear ap next-preferred-master

ステップ 3

Most Capable Access Point：最初の 2 つの優先順位が設定されない場合、マスター AP の選択アル
ゴリズムはアクセスポイントの機能に基づいて新しいマスターを選択します。たとえば、3800が
最も対応可能で、2800、1850、1830、および最後に 1815 シリーズと続きます。
（注）
1815 シリーズのアクセス ポイントのすべてに同じ機能がありま
す。

ステップ 4

Least Client Load：同じ機能を備えた複数のアクセス ポイント（たとえば複数の 3800 アクセス ポ
イント）の場合、最小のクライアント接続数のアクセス ポイントがマスター アクセス ポイント
として選択されます。

ステップ 5

Lowest MAC Address：すべてのアクセス ポイントが同じである場合、最も小さい MAC を持つア
クセス ポイントがマスターとして選択されます。
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