概要
• シスコ ワイヤレスの概要, 1 ページ
• オペレーティング システム ソフトウェア, 4 ページ
• オペレーティング システムのセキュリティ, 4 ページ
• レイヤ 2 およびレイヤ 3 の動作, 5 ページ
• Cisco ワイヤレス LAN コントローラ, 6 ページ
• コントローラ プラットフォーム, 7 ページ
• Cisco UWN ソリューション無線 LAN, 10 ページ
• ファイル転送, 11 ページ
• イーサネット経由の電源供給, 11 ページ
• Cisco Wireless LAN Controller のメモリ, 11 ページ
• Cisco Wireless LAN Controller のフェールオーバーの保護, 12 ページ

シスコ ワイヤレスの概要
シスコ ワイヤレスは、企業およびサービス プロバイダーに 802.11 ワイヤレス ネットワーキング
ソリューションを提供するように設計されています。 シスコ ワイヤレスによって、大規模無線
LAN の展開および管理が簡素化され、他に類のないクラス最高のセキュリティ インフラストラク
チャを実現できます。 オペレーティング システムによって、すべてのデータ クライアント、通
信、およびシステム管理機能の管理、無線リソース管理（RRM）機能の実行、オペレーティング
システムのセキュリティソリューションを使用したシステム全体のモビリティポリシーの管理、
およびオペレーティング システムのセキュリティ フレームワークを使用したすべてのセキュリ
ティ機能の調整が行われます。
シスコ ワイヤレス ソリューションは、Cisco ワイヤレス LAN コントローラとそれにアソシエート
されている Lightweight アクセス ポイントで構成されます。これらはすべてオペレーティング シ
ステムによって制御され、次のいずれか、またはすべてのオペレーティングシステムのユーザイ
ンターフェイスによって同時に管理されます。
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• HTTP、HTTPS、またはこれら両方の機能をすべて備えた Cisco ワイヤレス LAN コントロー
ラの Web ユーザ インターフェイス。個々のコントローラを設定および監視できます。
• 全機能を備えたコマンドライン インターフェイス（CLI）。個々の Cisco ワイヤレス LAN コ
ントローラの設定と監視に使用できます。
• Cisco Prime Infrastructure。1 つ以上の Cisco ワイヤレス LAN コントローラとアソシエート先
アクセス ポイントを設定し監視するために使用できます。 Prime Infrastructure には、大規模
なシステムのモニタリングと制御を容易に行えるツールが備わっています。 Cisco Prime
Infrastructure の詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps12239/tsd_products_
support_series_home.htmlを参照してください。
• 業界標準の SNMP V1、V2c、および V3 インターフェイスであれば、SNMP 準拠のサードパー
ティ製ネットワーク管理システムと併用できます。
シスコ ワイヤレス ソリューションは、クライアント データ サービス、クライアントの監視と制
御、すべての不正なアクセス ポイントの検出、監視、および阻止機能をサポートします。 これ
は、Lightweight アクセス ポイント、Cisco ワイヤレス LAN コントローラ、およびオプションの
Cisco Prime Infrastructure を使用して、企業やサービス プロバイダーに無線サービスを提供します。

（注）

このマニュアル内では、特に記載されていない限り、すべての Cisco ワイヤレス LAN コント
ローラをコントローラと呼び、すべての Cisco Lightweight アクセス ポイントをアクセス ポイ
ントと呼びます。

シングルコントローラ展開
スタンドアロンのコントローラでは、複数のフロアとビルディングに配置されている Lightweight
アクセス ポイントを同時にサポートすることができます。サポートされている機能は、次のとお
りです。
• ネットワークに追加された Lightweight アクセス ポイントの自動検出と自動設定。
• Lightweight アクセス ポイントの完全制御。
• ネットワークを介したコントローラへの Lightweight アクセス ポイントの接続。 ネットワー
ク機器は、アクセス ポイントに Power over Ethernet（PoE）を提供してもしなくてもかまいま
せん。
一部のコントローラでは、1 つのネットワークに障害が発生した場合、冗長ギガビット イーサネッ
ト接続を使用してこれを迂回します。

（注）

一部のコントローラは、複数の物理ポートを使用して、ネットワークの複数のサブネットに接
続できます。 この機能は、複数の VLAN を別々のサブネットに限定する場合などに役立ちま
す。
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次の図は、一般的なシングルコントローラ展開を示しています。
図 1：シングルコントローラ展開

マルチコントローラ展開
すべてのコントローラは、複数のフロアとビルディングに配置されている Lightweight アクセス ポ
イントを同時にサポートできます。 ただし、Cisco ワイヤレス LAN ソリューションの全機能が発
揮されるのは、複数のコントローラが使用されている場合です。マルチコントローラシステムに
は、次の追加の機能があります。
• ネットワークに追加されたコントローラの RF パラメータの自動検出と自動設定。
• 同一サブネット（レイヤ 2）でのローミングとサブネット間（レイヤ 3）でのローミング。
• アクセス ポイントの負荷を減らす、任意の冗長コントローラへのアクセス ポイントの自動
フェールオーバー。
次の図は、一般的なマルチコントローラ展開を示しています。 また、この図では、オプションの
専用管理ネットワークと、ネットワークとコントローラ間の 3 つの物理接続タイプも示していま
す。
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図 2：一般的なマルチコントローラ展開

オペレーティング システム ソフトウェア
オペレーティング システム ソフトウェアは、コントローラと Lightweight アクセス ポイントを制
御します。このソフトウェアには、オペレーティングシステムのセキュリティ機能と無線リソー
ス管理（RRM）機能がすべて組み込まれています。

オペレーティング システムのセキュリティ
オペレーティング システムのセキュリティ機能は、レイヤ 1、レイヤ 2、およびレイヤ 3 のセキュ
リティ コンポーネントを、Cisco WLAN ソリューション全体を対象とするシンプルなポリシー マ
ネージャに統合したものです。ポリシー マネージャは、最大 16 の無線 LAN それぞれに対して、
独立したセキュリティ ポリシーを作成する管理ツールです
802.11 Static WEP の脆弱性は、次のような強固な業界標準のセキュリティ ソリューションを使用
することで克服できます。
• Extensible Authentication Protocol（EAP; 拡張認証プロトコル）を使用した 802.1X ダイナミッ
ク キー。
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• Wi-Fi Protected Access（WPA）ダイナミック キー。 Cisco WLAN ソリューションの WPA 実
装は次のとおりです。
◦ Temporal Key Integrity Protocol（TKIP）と Message Integrity Code Checksum ダイナミック
キー
◦ WEP キー（事前共有キーのパスフレーズの有無を問わない）
• RSN（事前共有キーの有無を問わない）
• オプションの MAC フィルタリング
WEP の問題は、次のような業界標準のレイヤ 3 セキュリティ ソリューションを使用すると、さら
に進んだ解決が可能です。
• パススルー VPN
• ローカルおよび RADIUS による MAC アドレス フィルタリング
• ローカルおよび RADIUS ユーザ/パスワード認証
• 手動および自動での無効化によるネットワーク サービスへのアクセスをブロック 手動で無
効化するときは、クライアントの MAC アドレスを使用してアクセスをブロックします。 自
動による無効化は常にアクティブであり、クライアントが一定の回数の認証を繰り返し試み
て失敗すると、オペレーティング システム ソフトウェアにより、設定した時間だけネット
ワーク サービスへのアクセスが自動的にブロックされます。 この機能を使用すると、
Brute-Force ログイン アタックを阻止できます。
これらとその他のセキュリティ機能は、業界標準の許可および認証方式を使用して、ビジネスク
リティカルな無線 LAN トラフィックに対する最高のセキュリティを実現します。

レイヤ 2 およびレイヤ 3 の動作
コントローラと Lightweight アクセス ポイント間の Lightweight アクセス ポイント プロトコル
（LWAPP）通信は、レイヤ 2 またはレイヤ 3 で実行できます。 コントローラと Lightweight アク
セス ポイント間の Control and Provisioning of Wireless Access Points プロトコル（CAPWAP）通信
は、レイヤ 3 で実行されます。 レイヤ 2 モードでは CAPWAP はサポートしていません。

（注）

IPv4 ネットワーク層プロトコルは、CAPWAP または LWAPP コントローラ システムでの転送
でサポートされています。 IPv6（クライアント用のみ）と AppleTalk もサポートされています
が、Cisco 5500 シリーズ コントローラおよび Cisco WiSM2 のみでのサポートとなります。 他
のレイヤ 3 プロトコル（IPX、DECnet Phase IV、OSI CLNP など）およびレイヤ 2（ブリッジ）
プロトコル（LAT および NetBeui など）はサポートされていません。

Cisco ワイヤレス LAN コントローラ コンフィギュレーション ガイド、リリース 7.6
OL-30339-01-J

5

概要
動作上の要件

動作上の要件
レイヤ 3 LWAPP 通信を行う場合、コントローラと Lightweight アクセス ポイントが同一サブネッ
トにあるときには、それらをレイヤ 2 デバイスを使用して接続します。異なるサブネットにある
場合は、レイヤ 3 デバイスを使用して接続します。 また、アクセス ポイントの IP アドレスが外
部 DHCP サーバを介して静的または動的に割り当てられていることも必要です。
レイヤ 3 CAPWAP 通信を行う場合、コントローラと Lightweight アクセス ポイントが同一サブネッ
トにあるときには、それらをレイヤ 2 デバイスを使用して接続します。異なるサブネットにある
場合は、レイヤ 3 デバイスを使用して接続します。

設定要件
レイヤ 2 モードで Cisco ワイヤレス LAN ソリューションを稼働させている場合は、レイヤ 2 通信
を制御するよう管理インターフェイスを設定する必要があります。
レイヤ 3 モードで Cisco ワイヤレス LAN ソリューションを稼働させている場合は、Lightweight ア
クセス ポイントおよびレイヤ 2 モード用に設定された管理インターフェイスを制御するよう AP
管理インターフェイスを設定する必要があります。

Cisco ワイヤレス LAN コントローラ
コントローラが複数展開されたネットワークに Lightweight アクセス ポイントを追加する場合、す
べての Lightweight アクセス ポイントを、同一サブネット上の 1 つのマスター コントローラにア
ソシエートさせると便利です。 そうすれば、複数のコントローラにログインして、新たに追加さ
れた Lightweight アクセス ポイントがアソシエートされているコントローラを検索する必要はなく
なります。
Lightweight アクセス ポイントを追加するとき、各サブネット内の 1 つのコントローラをマスター
コントローラとして割り当てることができます。同一サブネット上のマスターコントローラがア
クティブである限り、プライマリ、セカンダリ、およびターシャリ コントローラが割り当てられ
ていない新しいアクセスポイントはすべて、マスターコントローラとのアソシエートを自動的に
試みます。 このプロセスについては、Cisco Wireless LAN Controller のフェールオーバーの保護,
（12 ページ）で説明します。
Cisco Prime Infrastructure Web ユーザ インターフェイスを使用して、マスター コントローラを監視
し、アクセス ポイントがマスター コントローラにアソシエートするのを確認できます。 その後、
アクセスポイント設定を確認して、プライマリ、セカンダリ、ターシャリコントローラをアクセ
スポイントに割り当てて、プライマリ、セカンダリ、またはターシャリコントローラに再アソシ
エートするように、アクセス ポイントをリブートできます。
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（注）

Lightweight アクセス ポイントでは、プライマリ、セカンダリ、またはターシャリ コントロー
ラが割り当てられていない場合、リブート時には必ずマスター コントローラが最初に検索さ
れます。 マスター コントローラによって Lightweight アクセス ポイントを追加した後、プライ
マリ、セカンダリ、およびターシャリ コントローラを各アクセス ポイントに割り当てる必要
があります。 初期設定後は、すべてのコントローラのマスター設定を無効にすることを推奨
します。

クライアント ロケーション
Cisco ワイヤレス LAN ソリューションで Cisco Prime Infrastructure を使用する場合、コントローラ
は、クライアント、不正なアクセス ポイント、不正なアクセス ポイント クライアント、無線周
波数 ID（RFID）タグ ロケーションを定期的にチェックし、そのロケーションを Cisco Prime
Infrastructure のデータベースに保存します。

コントローラ プラットフォーム
コントローラは、802.11a/n/ac プロトコルおよび 802.11b/g/n プロトコルをサポートする、企業向け
の高性能無線スイッチング プラットフォームです。 無線リソース管理（RRM）機能が搭載され
ているオペレーティング システムの制御下でコントローラを稼働することにより、802.11 RF 環
境でのリアルタイムの変化に自動対応する Cisco UWN ソリューションが実現されます。 コント
ローラは、高性能なネットワークおよびセキュリティ ハードウェアを中心に設計されており、他
に例のないセキュリティを備えた信頼性の高い 802.11 企業ネットワークを実現します。
次のコントローラがサポートされています。

Cisco 2500 シリーズ コントローラ
Cisco 2500 シリーズ Wireless Controller は、Cisco Lightweight アクセス ポイントおよび Cisco Prime
Infrastructure と組み合わせて使用することで、システム全体を対象とする無線 LAN 機能を提供し
ます。 Cisco 2500 シリーズのコントローラは、ワイヤレス アクセス ポイントと他のデバイスとの
間でリアルタイムの通信を行い、中央集中型セキュリティポリシー、ゲストアクセス、ワイヤレ
ス侵入防御システム（wIPS）、コンテキスト認識型（ロケーション）、RF 管理、音声やビデオな
どのモビリティ サービスの QoS、およびテレワーカー ソリューションに対する OEAP のサポート
などの機能を備えています。
Cisco 2500 シリーズ コントローラの詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps11630/
index.htmlを参照してください。
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Cisco 5500 シリーズ コントローラ
現在、Cisco 5500 シリーズ Wireless LAN Controller には 1 つのモデル（5508）があります。 Cisco
5500 シリーズ ワイヤレス コントローラは、中規模から大規模の企業およびキャンパス環境にお
いてミッションクリティカルなワイヤレスネットワーキングのサービスをシステム全体で実現す
る、拡張性と柔軟性に優れたプラットフォームです。
Cisco 5500 シリーズ コントローラには、電源装置を 1 つまたは 2 つ装着できます。 コントローラ
に電源装置を 2 つ装着しておけば、電源装置が冗長構成になり、一方の電源装置に障害が発生し
ても、もう一方の電源装置から引き続きコントローラに電力を供給できます。
Cisco 5500 シリーズ コントローラの詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps10315/
tsd_products_support_series_home.htmlを参照してください。

Cisco Flex 7500 シリーズ コントローラ
Cisco FLEX 7500 シリーズ コントローラを使用すると、地理的に分散したサイトを対象として、
スケーラブルで安全なフル機能を持った FlexConnect ネットワーク サービスを展開できます。
Cisco Flex 7500 シリーズ コントローラは、データセンター内の複雑なセキュリティ、管理、設定、
およびトラブルシューティング処理を仮想化し、これらのサービスを各ストアに透過的に拡張し
ます。 展開に Cisco FLEX 7500 シリーズ コントローラを使用すれば、設定、管理、拡張が容易に
なります。
Cisco Flex 7500 シリーズ コントローラは、ブランチ ネットワーク内に FlexConnect ソリューショ
ンを導入する際のスケーリング要件を満たすように設計されています。 Cisco ワイヤレスでは、
FlexConnect とモニタ モードという主要な 2 種類の導入モデルをサポートしています。 FlexConnect
は、アクセス ポイントが中央のコントローラによって制御および管理されながら、データはロー
カルにスイッチングできるようにすることで、ワイヤレスブランチネットワークをサポートする
ように設計されています。 これは、規模が大きいときにコスト効率の良い FlexConnect ソリュー
ションを実現することを目指しています。
制約事項
FlexConnect のみを導入する場合、次の制限が適用されます。
• マルチキャスト - ユニキャストは使用可能な唯一のデフォルト モードです。
• グローバル マルチキャストおよび IGMP スヌーピングはサポートされていません。
• IPv6 および Generic Attribute Registration Protocol（GARP）はサポートされていますが、マル
チキャスト データはサポートされていません。
Cisco Flex 7500 シリーズ コントローラの詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/
ps11635/tsd_products_support_series_home.htmlを参照してください。
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Cisco 8500 シリーズ コントローラ
Cisco 8500 シリーズ コントローラは、ローカル モード、FlexConnect モード、およびメッシュ モー
ドをサポートして 7.3 リリースで導入されました。 Cisco 8500 シリーズ コントローラは、拡張性
と柔軟性に優れたプラットフォームであり、大規模なサービス プロバイダーや大規模なキャンパ
スへの導入においてミッション クリティカルなワイヤレス ネットワーキングを実現します。

（注）

8510 コントローラは DC 電源を使用するため、各国固有の電源コードでは使用できません。
そのため、12 ゲージ線を使用して、DC 電源に接続することを推奨します。

制約事項
• ローカル モードのみの導入：マルチキャスト-マルチキャストがデフォルトのモードです。
• ローカルおよび FlexConnect モードの導入
• FlexConnect モード AP で IPv6 が必要な場合は、グローバル マルチキャストを無効に
し、マルチキャスト-ユニキャスト モードに変更します。 IPv6 および Generic Attribute
Registration Protocol（GARP）は動作しますが、マルチキャスト データとビデオ ストリー
ミングはコントローラ間ではサポートされていません。
• FlexConnect AP で IPv6 および GARP が必要でない場合は、マルチキャスト-マルチキャ
ストにモードを変更し、グローバル マルチキャストおよび IGMP/MLD スヌーピングを
有効にしてください。 FlexConnect AP では、IPv6、GARP、マルチキャスト データ、
VideoStream をサポートしています。
Cisco 8500 シリーズ コントローラの詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps12722/
tsd_products_support_series_home.htmlを参照してください。

Cisco Virtual Wireless LAN Controller
Virtual Wireless LAN Controller は、業界標準の仮想化インフラストラクチャに準拠したハードウェ
アで実行できるソフトウェアです。 仮想ワイヤレス LAN コントローラには、ユーザが要件に基
づいてハードウェアを選択できる柔軟性があります。

（注）

Virtual Wireless LAN Controller のスナップショットを取得すると、VMware によってアクティ
ビティが約 15 秒間一時停止されます。 この間、AP は Virtual Wireless LAN Controller から切断
されます。
Cisco 仮想ワイヤレス LAN コントローラの詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12723/tsd_products_support_series_home.html参照してください。
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Cisco ワイヤレス サービス モジュール 2
Cisco ワイヤレス サービス モジュール 2（WiSM2）は、非常に優れたパフォーマンス、セキュリ
ティ、および拡張性を実現する中規模から大規模の単一サイト WLAN展開を提供して、ミッショ
ンクリティカルなワイヤレス ビジネス コミュニケーションをサポートします。 これはハードウェ
アのコストの削減に役立ち、また無線ネットワークの運用と所有に関する総コストを減らすこと
ができる柔軟な設定オプションが用意されています。
Cisco WiSM2 の詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps11634/index.htmlを参照して
ください。

Cisco Services Ready Engine（SRE）の Cisco Wireless Controller
Cisco Services Ready Engine（SRE）の Cisco ワイヤレス コントローラ アプリケーションを利用す
ると、中小企業やブランチ オフィスのシステム全体の規模でワイヤレス機能を活用できます。
SRE の Cisco ワイヤレス コントローラはエントリ レベルのコントローラであり、802.11n および
802.11ac のパフォーマンスとスケーラビリティを兼ね備えています。既存のネットワークとシー
ムレスに統合できるため、総所有コストを抑え、投資を保護することができます。 Cisco SRE モ
ジュールは、第 2 世代シスコ サービス統合型ルータ（ISR G2）用のルータ ブレードであり、モ
ジュールの Cisco ワイヤレス コントローラ アプリケーションをリモートからいつでもプロビジョ
ニングすることができます。 この機能は、ワイヤレスをオンデマンドで迅速に導入し、運用コス
トを抑制し、ブランチ オフィスのインフラストラクチャを統合するのに役立ちます。
このコントローラは、Cisco Aironet アクセス ポイント、Cisco Prime Infrastructure、および Cisco
Mobility Services Engine（MSE）間のリアルタイム通信を提供し、一元化されたセキュリティ ポリ
シー、ワイヤレス侵入防御システム（wIPS）機能、受賞歴のある RF 管理機能、ロケーション ト
ラッキングのためのコンテキスト認識型機能、音声とビデオのための Quality of Service（QoS）を
備えています。
Cisco Services Ready Engine（SRE）の Cisco ワイヤレス コントローラ アプリケーションの詳細に
ついては、http://www.cisco.com/en/US/products/ps11716/index.htmlを参照してください。

Cisco UWN ソリューション無線 LAN
Cisco UWN ソリューションでは、Lightweight アクセス ポイント全体に対して、最大 512 の WLAN
を制御できます。 各 WLAN には、それぞれ異なる WLAN ID（1 ～ 512）、それぞれ異なるプロ
ファイル名、および WLAN SSID が割り当てられます。また、一意のセキュリティ ポリシーを割
り当てることもできます。 Lightweight アクセス ポイントでは、すべてのアクティブな Cisco UWN
ソリューション WLAN SSID をブロードキャストし、各 WLAN に定義されているポリシーを適用
します。
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（注）

コントローラが最適な性能と容易な管理で動作できるよう、無線 LAN と管理インターフェイ
スにはそれぞれ別の VLAN セットを割り当てることをお勧めします。
Cisco UWN ソリューションで無線による管理を有効にすると、CLI と Telnet、HTTP/HTTPS、およ
び SNMP を使用して、有効になった無線 LAN 全体のシステムを管理できるようになります。

ファイル転送
オペレーティング システムのコード、設定、および証明書ファイルは、GUI、CLI、、または Cisco
Prime Infrastructure を使用して、コントローラにアップロードしたり、コントローラからダウン
ロードしたりできます。

イーサネット経由の電源供給
Lightweight アクセス ポイントは、イーサネット ケーブルを介して、802.3af 準拠の Power over
Ethernet（PoE）デバイスから電力供給を受けることができます。これにより、個々のデバイスへ
の電力供給や、余分な配線、コンジット、コンセントにかかるコストが低減され、設置時間を短
縮できます。 3600 シリーズ アクセス ポイントの 802.11ac 無線は、803.af の電源が十分でないた
め 803.at 互換の PoE デバイスに依存しなければなりません。 PoE 機能を使用すると、AC コンセ
ントの近くに Lightweight アクセス ポイントやその他の電力供給を要する装置を取り付ける必要が
なくなるため、アクセス ポイントをより柔軟に配置して、最大限のカバレッジを得ることができ
ます。
PoE を使用している場合は、1 本の CAT-5 ケーブルで各 Lightweight アクセス ポイントから PoE
機能が搭載されているネットワーク要素（PoE 電源ハブや、Cisco WLAN ソリューションのシング
ルライン PoE インジェクタなど）に接続します。 PoE 機器で Lightweight アクセス ポイントが PoE
対応であると判断された場合は、使用されていないイーサネット ケーブル ペアを使って、48 VDC
の電力が Lightweight アクセス ポイントに供給されます。
PoE ケーブルの長さは、100BASE-T 仕様では 100 m、10BASE-T 仕様では 200 m に制限されてい
ます。

Cisco Wireless LAN Controller のメモリ
コントローラには 2 種類のメモリが搭載されています。揮発性 RAM には、現在のアクティブな
コントローラ設定が保持され、NVRAM（非揮発性 RAM）にはリブート設定が保持されます。 コ
ントローラのオペレーティング システムを設定すると、揮発性 RAM の内容が変更されます。し
たがって、揮発性 RAM の設定を NVRAM に保存し、コントローラが現在の設定でリブートされ
るようにする必要があります。
次の処理を行うときは、どちらのメモリを編集しているか理解していることが重要になります。
• 設定ウィザードの使用方法
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• コントローラの設定のクリア
• 設定の保存
• コントローラのリセット
• CLI からのログアウト

Cisco Wireless LAN Controller のフェールオーバーの保護
インストール時に、すべての Lightweight アクセス ポイントを専用のコントローラに接続して、正
式な運用のために各 Lightweight アクセス ポイントを設定することをお勧めします。 この手順で
は、プライマリ、セカンダリ、ターシャリ コントローラについてそれぞれの Lightweight アクセス
ポイントを設定し、設定したモビリティ グループ情報を格納できるようにします。
フェールオーバーの回復時には、次の処理が実行されます。
• 設定されているアクセス ポイントでは、プライマリ、セカンダリ、ターシャリのコントロー
ラへの接続を試み、さらにモビリティ グループ内の他のコントローラの IP アドレスへの接
続を試みます。
• DNS は、コントローラの IP アドレスで解決されます。
• DHCP サーバは、コントローラの IP アドレス（DHCP オファーのベンダー固有のオプション
43）を取得します。
マルチコントローラの導入では、1 台のコントローラに障害が発生した場合、アクセス ポイント
は次のことを行います。
• Lightweight アクセス ポイントは、プライマリ、セカンダリ、またはターシャリ コントロー
ラが割り当てられている場合、そのコントローラにアソシエートを試みます。
• アクセス ポイントにプライマリ、セカンダリ、ターシャリ コントローラが割り当てられて
いない場合、またはプライマリ、セカンダリ、ターシャリ コントローラが使用できない場合
には、マスター コントローラにアソシエートを試みます。
• アクセス ポイントがマスター コントローラを検出できなかった場合は、格納されているモ
ビリティ グループ メンバに IP アドレスで接続を試みます。
• モビリティ グループ メンバが使用可能な場合、および Lightweight アクセス ポイントにプラ
イマリ、セカンダリ、ターシャリ コントローラが割り当てられておらず、アクティブなマス
ター コントローラがない場合は、最も負荷の少ないコントローラにアソシエートを試み、そ
のディスカバリ メッセージに応答します。
コントローラが展開されている場合には、1 台のコントローラに障害が発生しても、アクティブ
なアクセスポイントのクライアントセッションがただちにドロップする一方で、ドロップしたア
クセスポイントが別のコントローラにアソシエートするため、クライアントデバイスはすぐに再
アソシエートと再認証を行うことができます。
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ハイ アベイラビリティの詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps6366/products_tech_
note09186a00809a3f5d.shtml を参照してください。
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