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モビリティについて
モビリティ（ローミング）は、できるだけ遅れることなく、確実かつスムーズに、あるアクセス

ポイントから別のアクセスポイントへアソシエーションを維持する無線 LANクライアントの機
能です。この項では、コントローラが無線ネットワークに存在する場合のモビリティの動作につ

いて説明します。

あるワイヤレスクライアントがアクセスポイントにアソシエートして認証すると、アクセスポ

イントのコントローラは、クライアントデータベースにそのクライアントに対するエントリを設

定します。このエントリには、クライアントのMACアドレス、IPアドレス、セキュリティコン
テキストおよびアソシエーション、Quality of Service（QoS）コンテキスト、WLAN、およびアソ
シエートされたアクセスポイントが含まれます。コントローラはこの情報を使用してフレームを

転送し、ワイヤレスクライアントで送受信されるトラフィックを管理します。
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この図には、2つのアクセスポイントが同一のコントローラに joinされている場合の両アクセス
ポイント間における無線クライアントローミングの様子が示されています。

図 1：コントローラ内ローミング

ワイヤレスクライアントがそのアソシエーションをあるアクセスポイントから別のアクセスポ

イントへ移動する場合、コントローラはクライアントのデータベースを新たにアソシエートする

アクセスポイントでアップデートするだけです。必要に応じて、新たなセキュリティコンテキ

ストとアソシエーションも確立されます。

しかし、クライアントが 1つのコントローラに joinされたアクセスポイントから別のコントロー
ラに joinされたアクセスポイントにローミングする際には、プロセスはより複雑になります。ま
た、同一のサブネット上でこれらのコントローラが動作しているかどうかによっても異なります。
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次の図に、コントローラの無線 LANインターフェイスが同じ IPサブネット上に存在する場合に
発生するコントローラ間ローミングを示します。

図 2：コントローラ間ローミング

クライアントが新たなコントローラに joinされたアクセスポイントへアソシエートする場合、新
たなコントローラはモビリティメッセージを元のコントローラと交換し、クライアントのデータ

ベースエントリは新たなコントローラに移動されます。新たなセキュリティコンテキストとア

ソシエーションが必要に応じて確立され、クライアントのデータベースエントリは新たなアクセ

スポイントに対してアップデートされます。このプロセスは、ユーザには透過的に行われます。

802.1X/Wi-Fi ProtectedAccess（WPA）セキュリティで設定したすべてのクライアントは、IEEE
標準に準拠するために完全な認証を行います。

（注）
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次の図は、コントローラの無線 LANインターフェイスが異なる IPサブネット上に存在する場合
に発生するサブネット間ローミングを表したものです。

図 3：サブネット間ローミング

サブネット間ローミングは、コントローラがクライアントのローミングに関するモビリティメッ

セージを交換する点でコントローラ間ローミングと似ています。ただし、クライアントのデータ

ベースエントリを新しいコントローラに移動するのではなく、元のコントローラのクライアント

データベース内で該当クライアントに「アンカー」エントリのマークが付けられます。このデー

タベースエントリが新しいコントローラのクライアントデータベースにコピーされ、新しいコン

トローラ内で「外部」エントリのマークが付けられます。ローミングはワイヤレスクライアント

には透過的なまま行われ、クライアントは元の IPアドレスを保持します。

サブネット間ローミングでは、アンカーと外部の両コントローラのWLANに同一のネットワーク
アクセス権限を設定し、ソースベースのルーティングやソースベースのファイアウォールを設定

しないでおく必要があります。そのようにしない場合、ハンドオフ後クライアントにネットワー

ク接続上の問題が発生することがあります。

コントローラと ACSを使用して設定されたスタティック固定で動的に VLANおよび QoSを割り
当てるようにAAAオーバーライドが有効になっている場合、外部コントローラはレイヤ2の認証
（802.1x）の後に権限 VLANを使用してアンカーコントローラを更新します。レイヤ 3 RADIUS
認証の場合、認証の RADIUS要求は、アンカーコントローラによって送信されます。

モビリティは、MACフィルタの失敗時にWebauthに設定されるセキュリティタイプの SSIDでは
サポートされません。
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クライアントがWeb認証状態でローミングする場合、クライアントはモバイルクライアント
して見なされるのではなく、別のコントローラ上の新しいクライアントとして見なされます。

（注）

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。
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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）

図 4：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。
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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。

図 5：2 つのモビリティグループ

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。
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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）?

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、CiscoCentralizedKeyManagement（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。

モビリティグループ内でのメッセージング

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。

•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
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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）またはシンメトリックモビリティトンネリングが有効になっている場合に

のみ機能します。アシンメトリックトンネリングは、モビリティコントローラが NATデバ
イスの背後にある場合にはサポートされません。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「シンメトリックモビリティトンネリ

ングの使用」の項を参照してください。

（注）

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）

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。
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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。

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
5264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
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ポート番号プロトコル/サービス

UDPポート 123NTP

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 80HTTPS/HTTP

TCPポート 514Syslog

UDPポート 1812および 1813Radius Auth/Account

異なるソフトウェアバージョンを持つコントローラ間のモビリティサポート情報については、

『Cisco Wireless Solutions Software Compatibility Matrix』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）

モビリティグループの設定（GUI）

ステップ 1 [Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Groups]の順に選択して、[Static Mobility 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 IP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、または別々に複数のコントローラを追加する場合、[New]を
クリックして進みます。

または

•複数のコントローラを追加する場合、それらを一括で追加するには、[EditAll]をクリックして進みま
す。
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[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 IP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 IP 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 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）

2 [Member MAC Address]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 [Group Name]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）

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ことが必要です。

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。

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、[Static Mobility Group Members]
ページのモビリティグループメンバ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 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 IPアドレスを設定する必要があります。

[Mobility GroupMembers > Edit All]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、IP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 IP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）
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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、[Static Mobility Group Members]
ページのモビリティグループメンバ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 GroupMembers > 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。

ステップ 6 [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、
Mobile Announceメッセージをモビリティメンバに送信するために、コントローラでマルチキャストモー
ドを使用できるようになります。このチェックボックスをオフにしておくと、Mobile Announceメッセー
ジはユニキャストモードで送信されます。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 IP 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 IP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 IPアドレス
を設定する必要があります。

（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 IP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 IP 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 IP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]をクリックして、変更を確定します。

ステップ 12 [Save Configuration]をクリックして、変更を保存します。

モビリティグループの設定（CLI）

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。
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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

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）

グループメンバを削除するには、config mobility 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 IP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。

マルチキャストモビリティモードを有効にした場合、MobileAnnounce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。デフォルト値はディ
セーブルです。

ステップ 6 （任意）モビリティリスト内で、非ローカルグループのマルチキャストグループ IP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 IP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。
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
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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}
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