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表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
表記法

説明

^ または Ctrl

^ 記号と Ctrl は両方ともキーボードの Control（Ctrl）キーを表します。
たとえば、^D または Ctrl+D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押
しながら D キーを押すことを意味します （ここではキーを大文字で表
記していますが、小文字で入力してもかまいません）。

bold フォント

コマンド、キーワード、およびユーザが入力したテキストは、太字フォ
ントで示しています。

Italic フォント

ドキュメント名、新規用語または強調する用語、値を指定するための引
数は、italic フォントで示しています。

courier

フォント

ト

太字の courier フォントは、ユーザが入力しなければならないテキスト
を示します。

[x]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

...

構文要素の後の省略記号（3つの連続する太字ではないピリオドでスペー
スを含まない）は、その要素を繰り返すことができることを示します。

太字の courier

フォン

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier フォ
ントで示しています。
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はじめに
表記法

表記法

説明

|

パイプと呼ばれる縦棒は、一連のキーワードまたは引数の選択肢である
ことを示します。

[x | y]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

{x | y}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッ
コで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x {y | z}]

角カッコまたは波カッコが入れ子になっている箇所は、任意または必須
の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。 角カッコ内
の波カッコと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示し
ています。

string

引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示
しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

読者への警告の表記法
このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

（注）

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。
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関連資料

ワンポイント アドバイス

警告

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

安全上の重要事項
「危険」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 機器の取り
扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。 各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全について
の警告を参照してください。 （日本語版は削除）
これらの注意事項を保管しておいてください。

関連資料
（注）

controllerをインストールまたはアップグレードする前に、controllerのリリース ノートを参照し
てください。
• 次の URL にある Cisco Validated Design（CVD）のマニュアル：
http://www.cisco.com/go/designzone
• 次の URL にあるエラー メッセージ デコーダ：
https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー
ダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ
ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポー
トしています。
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1

章

コマンドライン インターフェイスの使用
• コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報, 1 ページ
• CLI を使用して機能を設定する方法, 8 ページ

コマンドライン インターフェイスの使用に関する情報
コマンド モード
Cisco IOS ユーザ インターフェイスは、いくつかのモードに分かれています。 使用できるコマン
ドの種類は、現在のモードによって異なります。 システム プロンプトに疑問符（?）を入力する
と、各コマンド モードで使用できるコマンドの一覧が表示されます。
CLI セッションはコンソール接続、Telnet、SSH、またはブラウザを使用することによって開始で
きます。
セッションを開始するときは、ユーザ モード（別名ユーザ EXEC モード）が有効です。 ユーザ
EXEC モードでは、限られた一部のコマンドしか使用できません。 たとえばユーザ EXEC コマン
ドの大部分は、show コマンド（現在のコンフィギュレーション ステータスを表示する）、clear
コマンド（カウンタまたはインターフェイスをクリアする）などのように、1 回限りのコマンド
です。 ユーザ EXEC コマンドは、controllerをリブートするときには保存されません。
すべてのコマンドにアクセスするには、特権 EXEC モードを開始する必要があります。 特権 EXEC
モードを開始するには、通常、パスワードが必要です。 このモードでは、任意の特権 EXEC コマ
ンドを入力でき、また、グローバルコンフィギュレーションモードを開始することもできます。
コンフィギュレーション モード（グローバル、インターフェイス、およびライン）を使用して、
実行コンフィギュレーションを変更できます。 設定を保存した場合はこれらのコマンドが保存さ
れ、controllerをリブートするときに使用されます。 各種のコンフィギュレーション モードにアク
セスするには、まずグローバル コンフィギュレーション モードを開始する必要があります。 グ
ローバル コンフィギュレーション モードから、インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドおよびライン コンフィギュレーション モードに移行できます。
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コマンドライン インターフェイスの使用
コマンド モード

次の表に、主要なコマンド モード、各モードへのアクセス方法、各モードで表示されるプロンプ
ト、およびモードの終了方法を示します。
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コマンドライン インターフェイスの使用
コマンド モード

表 1：コマンド モードの概要

モード

アクセス方法

ユーザ EXEC

Telnet、SSH、ま
たはコンソールを
使用してセッショ
ンを開始します。

プロンプト
Controller>

終了方法

モードの用途

logout または このモードを使用
quit を入力し して次の作業を行
います。
ます。
• 端末の設定変
更
• 基本テストの
実行
• システム情報
の表示

特権 EXEC

ユーザ EXEC
モードで、enable
コマンドを入力し
ます。

Controller#

disable を入力 このモードを使用
して終了しま して、入力したコ
マンドを確認しま
す。
す。 パスワードを
使用して、この
モードへのアクセ
スを保護します。
このモードを使用
して、アクセス ポ
イントの特権
EXEC コマンドを
実行します。 これ
らのコマンドはコ
ントローラの実行
コンフィギュレー
ションの一部では
なく、アクセス ポ
イントの IOS コン
フィギュレーショ
ンに送信されま
す。

グローバル コン 特権 EXEC モー
フィギュレーショ ドで、configure
ン
コマンドを入力し
ます。

Controller(config)#

モビリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco 5700 シリーズ WLC）
OL-32242-01-J

3

コマンドライン インターフェイスの使用
コマンド モード

モード

VLAN コンフィ
ギュレーション

アクセス方法

グローバル コン
フィギュレーショ
ン モードで、
vlan vlan-id コマ
ンドを入力しま
す。

インターフェイス グローバル コン
コンフィギュレー フィギュレーショ
ション
ン モードで、
interface コマンド
を入力し、イン
ターフェイスを指
定します。

プロンプト

Controller(config-vlan)#

Controller(config-if)#

終了方法

モードの用途

終了して特権
EXEC モード
に戻るには、
exit または
end コマンド
を入力する
か、Ctrl+Z を
押します。

このモードは、
controller全体に適
用するパラメータ
を設定する場合に
使用します。
このモードを使用
して、コントロー
ラの実行コンフィ
ギュレーションの
一部であるアクセ
ス ポイント コマン
ドを設定します。

グローバル コ
ンフィギュ
レーション
モードに戻る
場合は、exit
コマンドを入
力します。

このモードを使用
して、VLAN（仮
想 LAN）パラメー
タを設定します。
VTP モードがトラ
ンスペアレントで
あるときは、拡張
範囲 VLAN
特権 EXEC
（VLAN ID が
モードに戻る
1006 以上）を作成
には、Ctrl+Z
してcontrollerのス
を押すか、
タートアップ コン
end を入力し
フィギュレーショ
ます。
ン ファイルに設定
を保存できます。
終了してグ
ローバル コン
フィギュレー
ション モード
に戻るには、
exit を入力し
ます。

このモードを使用
して、イーサネッ
ト ポートのパラ
メータを設定しま
す。

特権 EXEC
モードに戻る
には、Ctrl+Z
を押すか、
end を入力し
ます。
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コマンドライン インターフェイスの使用
ヘルプ システムの使用

モード

アクセス方法

ライン コンフィ
ギュレーション

グローバル コン
フィギュレーショ
ン モードで、
line vty または
line console コマ
ンドを使用して回
線を指定します。

プロンプト
Controller(config-line)#

終了方法

モードの用途

終了してグ
ローバル コン
フィギュレー
ション モード
に戻るには、
exit を入力し
ます。

このモードを使用
して、端末回線の
パラメータを設定
します。

特権 EXEC
モードに戻る
には、Ctrl+Z
を押すか、
end を入力し
ます。

ヘルプ システムの使用
システム プロンプトで疑問符（?）を入力すると、各コマンド モードに使用できるコマンドのリ
ストが表示されます。 また、任意のコマンドについて、関連するキーワードおよび引数の一覧を
表示することもできます。

手順の概要
1. help
2. abbreviated-command-entry ?
3. abbreviated-command-entry <Tab>
4. ?
5. command ?
6. command keyword ?

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

help

コマンド モードのヘルプ システムの簡単な説明
を表示します。

例：
Controller# help
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ステップ 2

コマンドまたはアクション

目的

abbreviated-command-entry ?

特定のストリングで始まるコマンドのリストを
表示します。

例：
Controller# di?
dir disable disconnect

ステップ 3

abbreviated-command-entry <Tab>

特定のコマンド名を補完します。

例：
Controller# sh conf<tab>
Controller# show configuration

ステップ 4

?

特定のコマンド モードで使用可能なすべてのコ
マンドをリストします。

例：
Controller> ?

ステップ 5

command ?

コマンドに関連するキーワードを一覧表示しま
す。

例：
Controller> show ?

ステップ 6

command keyword ?

キーワードに関連する引数を一覧表示します。

例：
Controller(config)# cdp holdtime ?
<10-255> Length of time (in sec) that
receiver must keep this packet

コマンドの省略形
controllerでコマンドが一意に認識される長さまでコマンドを入力します。
show configuration 特権 EXEC コマンドを省略形で入力する方法を次に示します。
Controller# show conf

コマンドの no 形式および default 形式
大部分のコンフィギュレーション コマンドに、no 形式があります。 no 形式は一般に、特定の機
能または動作をディセーブルにする場合、あるいはコマンドの動作を取り消す場合に使用します。
たとえば、no shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、イン
ターフェイスのシャットダウンが取り消されます。 no キーワードなしでコマンドを使用すると、
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ディセーブルにされた機能を再度イネーブルにしたり、デフォルトでディセーブルになっている
機能をイネーブルにすることができます。
コンフィギュレーション コマンドには、default 形式もあります。 コマンドの default 形式は、コ
マンドの設定値をデフォルトに戻します。 大部分のコマンドはデフォルトでディセーブルに設定
されているので、default 形式は no 形式と同じになります。 ただし、デフォルトでイネーブルに
設定されていて、なおかつ変数が特定のデフォルト値に設定されているコマンドもあります。 こ
れらのコマンドについては、default コマンドを使用すると、コマンドがイネーブルになり、変数
がデフォルト値に設定されます。

CLI のエラー メッセージ
次の表に、CLI を使用してcontrollerを設定するときに表示される可能性のあるエラー メッセージ
の一部を紹介します。
表 2：CLI の代表的なエラー メッセージ

エラー メッセージ

意味

ヘルプの表示方法

% Ambiguous command: "show
con"

controllerがコマンドとして認識 コマンドを再入力し、最後に疑
できるだけの文字数が入力され 問符（?）を入力します。コマ
ていません。
ンドと疑問符の間にはスペース
を入れません。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

% Incomplete command.

コマンドに必須のキーワードま コマンドを再入力し、最後に疑
たは値が、一部入力されていま 問符（?）を入力します。コマ
せん。
ンドと疑問符の間にはスペース
を 1 つ入れます。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。

% Invalid input detected at
‘^’ marker.

コマンドの入力ミスです。 間
違っている箇所をキャレット
（^）記号で示しています。

疑問符（?）を入力すると、そ
のコマンド モードで使用でき
るすべてのコマンドが表示され
ます。
コマンドとともに使用できる
キーワードが表示されます。
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コンフィギュレーション ロギング
controllerの設定変更を記録して表示させることができます。 Configuration Change Logging and
Notification 機能を使用することで、セッションまたはユーザ ベースごとに変更内容をトラッキン
グできます。ログに記録されるのは、適用された各コンフィギュレーションコマンド、コマンド
を入力したユーザ、コマンドの入力時間、コマンドに対するパーサからのリターン コードです。
この機能には、登録しているアプリケーションの設定が変更されるときに通知される非同期通知
方式もあります。 Syslog へこの通知を送信することも選択できます。

（注）

CLI または HTTP の変更のみがログとして記録されます。

CLI を使用して機能を設定する方法
コマンド履歴の設定
入力したコマンドは、ソフトウェア側にコマンド履歴として残されます。 コマンド履歴機能は、
アクセスコントロールリストの設定時など、長い複雑なコマンドまたはエントリを何度も入力し
なければならない場合、特に便利です。 必要に応じて、この機能をカスタマイズできます。

コマンド履歴バッファ サイズの変更
デフォルトでは、controllerは履歴バッファにコマンド ライン 10 行を記録します。 現在の端末セッ
ションまたは特定回線のすべてのセッションで、この数を変更できます。 この手順は任意です。

手順の概要
1. terminal history [size number-of-lines]

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal history [size number-of-lines]

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッション中に
controllerが記録するコマンドラインの数を変更します。
サイズは 0 から 256 までの間で設定できます。

例：
Controller# terminal history size 200
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コマンドの呼び出し
履歴バッファにあるコマンドを呼び出すには、次の表に示すいずれかの操作を行います。 これら
の操作は任意です。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。

手順の概要
1. Ctrl+P または上矢印キー
2. Ctrl+N または下矢印キー
3. show history

手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

ステップ 1

Ctrl+P または上矢印キー

履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実行したコマンド
が最初に呼び出されます。 キーを押すたびに、より古いコマンドが順
次表示されます。

ステップ 2

Ctrl+N または下矢印キー

Ctrl+P または上矢印キーでコマンドを呼び出した後で、履歴バッファ
内のより新しいコマンドに戻ります。 キーを押すたびに、より新しい
コマンドが順次表示されます。

ステップ 3

show history

特権 EXEC モードで、直前に入力したコマンドをいくつか表示しま
す。 表示されるコマンドの数は、terminal history グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドおよび history ライン コンフィギュレーショ
ン コマンドの設定値によって指定されます。

例：
Controller# show history

コマンド履歴機能のディセーブル化
コマンド履歴機能は、自動的にイネーブルになっています。 現在の端末セッションまたはコマン
ドラインでディセーブルにできます。 この手順は任意です。

手順の概要
1. terminal no history
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal no history

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッション中
のこの機能をディセーブルにします。

例：
Controller# terminal no history

編集機能のイネーブル化およびディセーブル化
拡張編集モードは自動的にイネーブルに設定されますが、ディセーブルにしたり、再びイネーブ
ルにしたりできます。

手順の概要
1. terminal editing
2. terminal no editing

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

terminal editing

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッションにおけ
る拡張編集モードを再びイネーブルにします。

例：
Controller# terminal editing

ステップ 2

terminal no editing

特権 EXEC モードで現在のターミナル セッションにおけ
る拡張編集モードをディセーブルにします。

例：
Controller# terminal no editing

キーストロークによるコマンドの編集
キーストロークは、コマンドラインの編集に役立ちます。 これらのキーストロークは任意です。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。
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表 3：編集コマンド

編集コマンド

説明

Ctrl-B または左矢印キー

カーソルを 1 文字後退させます。

Ctrl-F または右矢印キー

カーソルを 1 文字前進させます。

Ctrl+A

コマンドラインの先頭にカーソルを移動しま
す。

Ctrl+E

カーソルをコマンド ラインの末尾に移動しま
す。

Esc B

カーソルを 1 単語後退させます。

Esc F

カーソルを 1 単語前進させます。

Ctrl+T

カーソルの左にある文字を、カーソル位置の文
字と置き換えます。

Delete キーまたは Backspace キー

カーソルの左にある文字を消去します。

Ctrl+D

カーソル位置にある文字を削除します。

Ctrl+K

カーソル位置からコマンド ラインの末尾までの
すべての文字を削除します。

Ctrl+U または Ctrl+X

カーソル位置からコマンド ラインの先頭までの
すべての文字を削除します。

Ctrl+W

カーソルの左にある単語を削除します。

Esc D

カーソルの位置から単語の末尾までを削除しま
す。

Esc C

カーソル位置のワードを大文字にします。

Esc L

カーソルの場所にある単語を小文字にします。

Esc U

カーソルの位置から単語の末尾までを大文字に
します。

Ctrl+V または Esc Q

特定のキーストロークを実行可能なコマンド
（通常はショートカット）として指定します。
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Return キー

1 行または 1 画面下へスクロールして、端末画
面に収まりきらない表示内容を表示させます。
（注）

show コマンドの出力など、端末画面
に一度に表示できない長い出力では、
More プロンプトが使用されます。
More プロンプトが表示された場合
は、Return キーおよび Space キーを使
用してスクロールできます。

Space バー

1 画面分下にスクロールします。

Ctrl+L または Ctrl+R

controllerから画面に突然メッセージが出力され
た場合に、現在のコマンドラインを再表示しま
す。

画面幅よりも長いコマンドラインの編集
画面上で 1 行分を超える長いコマンドラインについては、コマンドのラップアラウンド機能を使
用できます。 カーソルが右マージンに達すると、そのコマンドラインは 10 文字分だけ左へシフ
トされます。 コマンドラインの先頭から 10 文字までは見えなくなりますが、左へスクロールし
て、コマンドの先頭部分の構文をチェックできます。 これらのキー操作は任意です。
コマンドの先頭にスクロールして入力内容をチェックするには、Ctrl+B キーまたは←キーを繰り
返し押します。 コマンドラインの先頭に直接移動するには、Ctrl+A を押します。

（注）

矢印キーが使用できるのは、VT100 などの ANSI 互換端末に限られます。
次に、画面上で 1 行を超える長いコマンドラインを折り返す例を示します。

手順の概要
1. access-list
2. Ctrl+A
3. Return キー
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

access-list

1 行分を超えるグローバル コンフィギュレーション コマンド
入力を表示します。

例：
Controller(config)# access-list 101
permit tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
10.15.22.35
Controller(config)# $ 101 permit tcp
10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35
255.25
Controller(config)# $t tcp 10.15.22.25
255.255.255.0 131.108.1.20
255.255.255.0 eq
Controller(config)# $15.22.25
255.255.255.0 10.15.22.35 255.255.255.0
eq 45

ステップ 2

Ctrl+A

完全な構文をチェックします。

例：

行末に表示されるドル記号（$）は、その行が右へスクロール
されたことを表します。

Controller(config)# access-list 101
permit tcp 10.15.22.25 255.255.255.0
10.15.2$

ステップ 3

最初にカーソルが行末に達すると、その行は 10 文字分だけ左
へシフトされ、再表示されます。 ドル記号（$）は、その行が
左へスクロールされたことを表します。 カーソルが行末に達
するたびに、その行は再び 10 文字分だけ左へシフトされま
す。

Return キー

コマンドを実行します。
ソフトウェアでは、端末画面は 80 カラム幅であると想定され
ています。 画面の幅が異なる場合は、terminal width 特権
EXEC コマンドを使用して端末の幅を設定します。
ラップアラウンド機能とコマンド履歴機能を併用すると、前
に入力した複雑なコマンド エントリを呼び出して変更できま
す。

show および more コマンド出力の検索およびフィルタリング
show および more コマンドの出力を検索およびフィルタリングできます。 この機能は、大量の出
力をソートする場合や、出力から不要な情報を除外する場合に役立ちます。 これらのコマンドの
使用は任意です。

手順の概要
1. {show | more} command | {begin | include | exclude} regular-expression
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

{show | more} command | {begin | include | exclude}
regular-expression

出力を検索およびフィルタリングします。

例：
Controller# show interfaces | include protocol
Vlan1 is up, line protocol is up
Vlan10 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is down
GigabitEthernet1/0/2 is up, line protocol is up

文字列では、大文字と小文字が区別されます。 た
とえば、| exclude output と入力した場合、output
を含む行は表示されませんが、Output を含む行は
表示されます。

コンソール接続または Telnet による CLI アクセス
CLI にアクセスするには、controllerのハードウェア インストレーション ガイドに記載されている
手順で、controllerのコンソール ポートに端末または PC を接続するか、または PC をイーサネット
管理ポートに接続して、controllerの電源をオンにする必要があります。
controllerがすでに設定されている場合は、ローカル コンソール接続またはリモート Telnet セッショ
ンによって CLI にアクセスできますが、このタイプのアクセスに対応できるように、先にcontroller
を設定しておく必要があります。
次のいずれかの方法で、controllerとの接続を確立できます。
• controller コンソール ポートに管理ステーションまたはダイヤルアップ モデムを接続するか、
またはイーサネット管理ポートに PC を接続します。 コンソール ポートまたはイーサネット
管理ポートへの接続については、controllerのハードウェア インストレーション ガイドを参照
してください。
• リモート管理ステーションから任意の Telnet TCP/IP または暗号化 Secure Shell（SSH; セキュ
ア シェル）パッケージを使用します。 controllerは Telnet または SSH クライアントとのネッ
トワーク接続が可能でなければなりません。また、controllerにイネーブル シークレット パス
ワードを設定しておくことも必要です。
• controllerは同時に最大 16 の Telnet セッションをサポートします。 1 人の Telnet ユーザ
によって行われた変更は、他のすべての Telnet セッションに反映されます。
• controllerは最大 5 つの安全な SSH セッションを同時にサポートします。
コンソール ポート、イーサネット管理ポート、Telnet セッション、または SSH セッションを
通じて接続すると、管理ステーション上にユーザ EXEC プロンプトが表示されます。
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Web グラフィカル ユーザ インターフェイス
の使用
• Web GUI の使用に関する前提条件, 15 ページ
• Web GUI の使用に関する情報, 15 ページ
• Controller のコンソール ポートの接続, 17 ページ
• Web GUI へのログイン, 17 ページ
• Web モードおよびセキュア Web モードの有効化 , 18 ページ
• Controller Web GUI の設定, 19 ページ

Web GUI の使用に関する前提条件
• GUI を使用する PC では、Windows 7、Windows XP SP1 以降のリリースまたは Windows 2000
SP4 以降のリリースが稼働している必要があります。
• controllerGUI は、Microsoft Internet Explorer バージョン 10.x、Mozilla Firefox 20.x、または
Google Chrome 26.x. と互換性があります。

Web GUI の使用に関する情報
Web ブラウザ、つまり、グラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）は、各controllerに組み込
まれています。
サービス ポート インターフェイスまたは管理インターフェイスを使用して GUI にアクセスでき
ますが、 サービス ポート インターフェイスの使用をお勧めします。 GUI のページ上部にある
[Help] をクリックすると、オンライン ヘルプが表示されます。 オンライン ヘルプを表示するに
は、ブラウザのポップアップ ブロッカを無効にする必要があります。
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Web GUI の機能
controllerWeb GUI は次の機能をサポートします。
構成ウィザード：IP アドレスおよびローカル ユーザ名/パスワードの初期設定、または認証サーバ
での認証（必須特権 15）の後、ウィザードは最初の無線設定を完了するための手順を提供しま
す。 [Configuration] > [Wizard] を起動し、次のことを設定するために、9 ステップの手順に従いま
す。
• 管理ユーザ
• SNMP システムの概要
• Management Port
• ワイヤレス管理
• RF Mobility と国番号
• モビリティ設定
• WLAN
• 802.11 設定
• Set Time
[Monitor] タブ:
• 概要のcontroller、クライアント、アクセス ポイントの詳細を表示します。
• すべての無線および AP 接続統計情報を表示します。
• アクセス ポイントの電波品質を表示します。
• すべてのインターフェイスおよび CDP トラフィック情報の Cisco Discovery Protocol (CDP) の
すべてのネイバーの一覧を表示します。
• 分類 Friendly、Malicious、Ad hoc、Classified、および Unclassified に基づいて、すべての不正
アクセス ポイントを表示します。
[Configuration] タブ:
• Web 設定ウィザードを使用して、すべての初期操作のためにcontrollerを設定できます。 ウィ
ザードでは、ユーザの詳細、管理インターフェイスなどを設定できます。
• システム、内部 DHCP サーバ、管理、およびモビリティ管理パラメータを設定できます。
• controller、WLAN、無線を設定できます。
• controllerで、セキュリティ ポリシーを設定できます。
• オペレーティング システム ソフトウェアの管理コマンドcontrollerにアクセスできます。
[Administration] タブで、システム ログを設定できます。
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Controller のコンソール ポートの接続
はじめる前に
基本的な動作ができるようにcontrollerを設定するには、VT-100 ターミナル エミュレーション プ
ログラム（HyperTerminal、ProComm、Minicom、Tip など）を実行する PC にコントローラを接続
する必要があります。

ステップ 1

ヌルモデム シリアル ケーブルの一端をcontrollerの RJ-45 コンソール ポートに接続し、もう一端を PC のシ
リアル ポートに接続します。

ステップ 2

AC 電源コードをcontrollerに接続し、アース付き 100 ～ 240 VAC、50/60 Hz の電源コンセントに差し込み
ます。 電源を入れます。 起動スクリプトによって、オペレーティング システム ソフトウェアの初期化
（コードのダウンロードおよび電源投入時自己診断テスト）および基本設定が表示されます。 controllerの
電源投入時自己診断テストに合格した場合は、起動スクリプトによって設定ウィザードが実行されます。
画面の指示に従って、基本設定を入力してください。

ステップ 3

yes と入力します。 CLI セットアップ ウィザードの基本的な初期設定パラメータに進みます。 gigabitethernet
0/0 インターフェイスであるサービス ポートの IP アドレスを指定します。
構成ウィザードの設定パラメータを入力すると、Web GUI にアクセスできます。 これで、controllerがサー
ビス ポートの IP アドレスにより設定されます。

Web GUI へのログイン
ステップ 1

ブラウザのアドレス バーに controller IP アドレスを入力します。 接続をセキュリティで保護するには、
https://ip-address と入力します。 接続をセキュリティで保護しない場合は、http://ip-address と入力します。

ステップ 2

ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、有効な値を入力して [OK] をクリックします。
（注）
設定ウィザードで作成されたユーザ名およびパスワードでは、大文字と小文字が区別されます。
デフォルトのユーザ名は admin、デフォルトのパスワードは admin です。
[Accessing] ページが表示されます。
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Web モードおよびセキュア Web モードの有効化
ステップ 1

[Configuration] > [Controller] > [Management] > [Protocol Management] > [HTTP-HTTPS]を選択します。
[HTTP-HTTPS Configuration] ページが表示されます。

ステップ 2

Web モード（ユーザが「http://ip-address」を使用してcontroller GUI にアクセスできます）を有効にするに
は、[HTTP Access] ドロップダウン リストから [Enabled] を選択します。 有効にしない場合は、[Disabled]
を選択します。 Web モード（HTTP）の接続は、セキュリティで保護されません。

ステップ 3

セキュア Web モード（ユーザが「https://ip-address」を使用してcontroller GUI にアクセスできます）を有
効にするには、[HTTPS Access] ドロップダウン リストから [Enabled] を選択します。 有効にしない場合
は、[Disabled] を選択します。 セキュア Web モード（HTTPS）の接続は、セキュリティで保護されていま
す。

ステップ 4

[IP Device Tracking] チェックボックスで、デバイスを追跡することを選択します。

ステップ 5

[Enable] チェックボックスでトラスト ポイントをイネーブルにすることを選択します。

ステップ 6

[Trustpoints] ドロップダウン リストからトラストポイントを選択します。

ステップ 7

[HTTP Timeout-policy (1 to 600 sec)] テキスト ボックスに、非アクティブ化により Web セッションがタイム
アウトするまでの時間を秒単位で入力します。
有効な範囲は 1 ～ 600 秒です。

ステップ 8

[Server Life Time (1 to 86400 sec)] テキスト ボックスにサーバのライフタイムを入力します。
有効な範囲は 1 ～ 86400 秒です。

ステップ 9

[Maximum number of Requests (1 to 86400)] テキスト ボックスに、サーバが受け入れる最大接続要求数を入
力します。
指定できる接続数の範囲は、1 ～ 86400 です。

ステップ 10 [Apply] をクリックします。
ステップ 11 [Save Configuration] をクリックします。
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Controller Web GUI の設定
設定ウィザードでは、controller上での基本的な設定を行うことができます。 このウィザードは、
controllerを購入した直後やcontrollerを工場出荷時のデフォルトにリセットした後に実行します。
設定ウィザードは、GUI と CLI の両方の形式で使用できます。

ステップ 1

PC をサービス ポートに接続し、controllerと同じサブネットを使用するように IPv4 アドレスを設定しま
す。 controllerが IOS XE イメージとともにロードされ、サービス ポート インターフェイスが gigabitethernet
0/0 として設定されます。

ステップ 2

PC で Internet Explorer 10 以降、Firefox 2.0.0.11 以降、または Google Chrome を開始し、ブラウザ ウィンド
ウに管理インターフェイスの IP アドレスを入力します。 管理インターフェイスの IP アドレスは、
gigabitethernet 0/0（別名、サービス ポート インターフェイス）と同じです。 初めてログインするときに、
HTTP のユーザ名およびパスワードを入力する必要があります。 デフォルトでは、ユーザ名は admin、パ
スワードは cisco です。
サービス ポート インターフェイスを使用するときは、HTTP と HTTPS の両方を使用できます。 HTTPS
はデフォルトでイネーブルであり、HTTP をイネーブルにすることもできます。
初めてログインすると、[Accessing Cisco Controller <Model Number> <Hostname>] ページが表示されます。

ステップ 3

[Accessing Cisco Controller] ページで、controller Web GUI の [Home] ページにアクセスするために、[Wireless
Web GUI] リンクをクリックします。

ステップ 4

最初にcontrollerの設定に必要なすべての手順を実行するために、[Configuration] > [Wizard]を選択します。
[Admin Users] ページが表示されます。

ステップ 5

[Admin Users] ページで、このcontrollerに割り当てる管理者のユーザ名を [User Name] テキスト ボックスに
入力し、このcontrollerに割り当てる管理パスワードを [Password] テキスト ボックスおよび [Confirm Password]
テキスト ボックスに入力します。 [Next] をクリックします。
デフォルトのユーザ名は admin で、デフォルトのパスワードは cisco です。 またはcontrollerの新しい管理
者ユーザを作成できます。 ユーザ名とパスワードには、最大 24 文字の ASCII 文字を入力できます。
[SNMP System Summary] ページが表示されます。

ステップ 6

[SNMP System Summary] ページで、controllerの次の SNMP システム パラメータを入力し、[Next] をクリッ
クします。
• [Location] テキスト ボックスでユーザ定義可能なcontrollerの場所。
• [Contact] テキスト ボックスで名前や電話番号などのユーザ定義可能な連絡先の詳細。
• SNMP 通知をさまざまな SNMP トラップで送信するには、[SNMP Global Trap] ドロップダウン リス
トで [Enabled] を選択し、さまざまな SNMP トラップに対して SNMP 通知を送信しないようにするに
は [Disabled] を選択します。
• システム ログ メッセージを送信するには [SNMP Logging] ドロップダウン リストから [Enabled] を選
択し、システム ログ メッセージを送信しない場合は [Disabled] を選択します。
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SNMP トラップ サーバは、ディストリビューション ポートから到達可能であることが必要です
（gigabitethernet0/0 サービスまたは管理インターフェイスは経由しません）。
[Management Port] ページが表示されます。
（注）

ステップ 7

[Management Port] ページで、管理ポートのインターフェイス（gigabitethernet 0/0）の次のパラメータを入
力し、[Next] をクリックします。
• [IP Address] テキスト ボックスでサービス ポートに割り当てたインターフェイスの IP アドレス。
• [Netmask] テキスト ボックスで、管理ポートのインターフェイスのネットワーク マスクのアドレス。
• [IPv4 DHCP Server] テキスト ボックスで選択されたポートの IPv4 Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) のアドレス。
[Wireless Management] ページが表示されます。

ステップ 8

[Wireless Management] ページでは、次のワイヤレス インターフェイス管理の詳細を入力し、[Next] をク
リックします。
• [Select Interface] ドロップダウン リストから、インターフェイスとして VLAN または 10 ギガビット
イーサネットを選択します。
• [VLAN ID] テキスト ボックスで VLAN タグの ID。VLAN タグがない場合は 0。
• [IP Address] テキスト ボックスで、アクセス ポイントが接続されたワイヤレス管理インターフェイス
の IP アドレス。
• [Netmask] テキスト ボックスで、ワイヤレス管理インターフェイスのネットワーク マスクのアドレ
ス。
• [IPv4 DHCP Server] テキスト ボックスで DHCP IPv4 IP アドレス。
インターフェイスとして VLAN を選択すると、[Switch Port Configuration] テキスト ボックスで指定された
リストから、ポートとしてトランク ポートまたはアクセス ポートを指定できます。
[RF Mobility and Country Code] ページが表示されます。

ステップ 9

[RF Mobility and Country Code] ページで、RF モビリティ ドメイン名を [RF Mobility] テキスト ボックスに
入力し、[Country Code] ドロップダウン リストから現在の国コードを選択して、[Next] をクリックします。
GUI からは、1 つの国番号のみを選択できます。
（注）
RF グループ化パラメータとモビリティ設定を設定する前に、必ず関連する概念のコンテンツを
参照してから、設定に進むようにしてください。
[Mobility Configuration] ページが開き、モビリティのグローバル コンフィギュレーション設定が表示され
ます。

ステップ 10 [Mobility Configuration] ページで、次のモビリティのグローバル コンフィギュレーション設定を参照およ
び入力し、[Next] をクリックします。
• [Mobility Role] テキスト ボックスにモビリティ コントローラが表示されます。
• [Mobility Protocol Port] テキスト ボックスにモビリティ プロトコルのポート番号が表示されます。
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• [Mobility Group Name] テキスト ボックスにモビリティ グループ名が表示されます。
• [DTLS Mode] テキスト ボックスで、DTLS がイネーブルであるかどうかが示されます。
DTLS は、標準化過程にある TLS に基づくインターネット技術特別調査委員会（IETF）プロトコル
です。
• [Mobility Domain ID for 802.11 radios] テキスト ボックスに、802.11 無線のモビリティ ドメイン ID が
表示されます。
• [Mobility Domain Member Count] テキスト ボックスで、controller上で設定されたメンバ数が表示され
ます。
• Mobility Oracle としてコントローラをイネーブルにするには、[Mobility Oracle Enabled] チェックボッ
クスをオンにします。
（注）
コントローラのみを Mobility Oracle として設定できます。 Mobility Oracle としてスイッチ
は設定できません。
Mobility Oracle はオプションであり、1 つの完全なモビリティ ドメインの下で、クライアント データ
ベースを保持します。
• [Mobility Keepalive Interval (1-30)sec] テキスト ボックスで、ピアcontrollerに送信する各 ping 要求の間
隔（秒単位）。
有効範囲は 1 ～ 30 秒で、デフォルト値は 10 秒です。
• [Mobility Keep Alive Count（3-20）] テキスト ボックスで、ピア controllerが到達不能と判断するまで
に ping 要求を送信する回数。
有効な範囲は 3 ～ 20 で、デフォルト値は 3 です。
• [Mobility Control Message DSCP Value (0-63)] テキスト ボックスで、モビリティ controllerに設定される
DSCP 値。
有効な範囲は 0 ～ 63 で、デフォルト値は 0 です。
[WLANs] ページが表示されます。
ステップ 11 [WLANs] ページで、次の WLAN 設定パラメータを入力し、[Next] をクリックします。
• [WLAN ID] テキスト ボックスで WLAN 識別子。
• [SSID] テキスト ボックスで、クライアントに関連付けられている WLAN の SSID。
• [Profile Name] テキスト ボックスで、クライアントが使用する WLAN の名前。
[802.11 Configuration] ページが表示されます。
ステップ 12 [802.11 Configuration] ページで、[802.11a/n/ac] チェックボックスと [802.11b/g/n] チェックボックスのいず
れかまたは両方をオンにして 802.11 無線をイネーブルにし、[Next] をクリックします。
[Set Time] ページが表示されます。
ステップ 13 [Set Time] ページで、次のパラメータに基づいてcontrollerの日時を設定し、[Next] をクリックします。
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• [Current Time] テキスト ボックスで、controllerの現在のタイムスタンプが表示されます。
• [Mode] ドロップダウン リストから [Manual] または [NTP] を選択します。
NTP サーバの使用時に、controllerに接続されているすべてのアクセス ポイントが、使用可能な NTP
サーバ設定に基づいて時間を同期します。
• [Year, Month, and Day] ドロップダウン リストからcontrollerの日付を選択します。
• [Hours, Minutes, and Seconds] ドロップダウン リストから時間を選択します。
• 時間帯を [Zone] テキスト ボックスに入力し、controllerで設定された現在の時刻と比較した場合に必
要なオフセットを [Offset] ドロップダウン リストから選択します。
[Save Wizard] ページが表示されます。
ステップ 14 [Save Wizard] ページで、この手順を使用してcontrollerで行った設定を確認できます。設定値を変更する場
合は、[Previous] をクリックし、該当ページに移動します。
すべてのウィザードについて成功メッセージが表示された場合にのみ、ウィザードを使用して作成した
controller設定を保存できます。 [Save Wizard] ウィザード ページでエラーが表示された場合、controllerの
初期設定のためにウィザードを再実行する必要があります。
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概要
コントローラは、単に速度やフィードの増加をもたらすだけではなく、アクセス レイヤでより多
くのサービスを提供します。 ワイヤレス サービスはスイッチと統合され、アクセス レイヤ スイッ
チがワイヤレスユーザのデータプレーンの終端となります。これにより、シスコのユニファイド
アーキテクチャを実現できます。統合とは、モビリティサービスがワイヤレスと有線の両方のス
テーションに提供されることを意味します。
コントローラは、シームレスなローミングを提供します。これには、クライアントに対するネッ
トワーク構成と展開オプションの透過性が必要です。
エンド ユーザの観点からすれば、どのモビリティ イベントも IP アドレス、デフォルト ルータ、
または DHCP サーバを変更することはできません。 これは、ステーションがローミングするとき
に、次のことができるようにする必要があることを意味します。
• デフォルト ルータに ARP を送信します。
• 以前にアドレスを割り当てているサーバに DHCP 要求を送信します。
インフラストラクチャの観点からすれば、モビリティ イベントが発生した場合、ステーションの
トラフィックは現在の接続ポイントに従う必要があります。これは、モビリティ エージェント
（MA）またはモビリティ コントローラ（MC）のどちらかです。 これは、ステーションが異なる
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サブネットに設定されたネットワークに移動したかどうかに関係なく当てはまります。 ステー
ションがモビリティ イベント後にトラフィックを受信しない期間は、可能な限り短くする必要が
あります（できれば 40 ms 以下）。これには、必要な認証手順も含まれます。
インフラストラクチャの観点からすれば、モビリティ管理ソリューションには 4 つの主要なコン
ポーネントが必要です。これらの機能はすべて、ローミングの制約の範囲内で実行する必要があ
ります。
• 最初のアソシエーション：この機能は、ネットワーク内でユーザの新しい接続ポイントを識
別するために使用されます。
• コンテキストの転送：この機能は、ステーションに関連するステート情報を転送するために
使用されます。 これにより、セキュリティおよびアプリケーション ACL やサービスなど、
ステーションの静的なリアルタイム ポリシーがハンドオフ全体にわたって等しく保たれるよ
うにします。
• ハンドオフ：この機能は、ステーションの接続ポイントが変更され、以前のアクセス コント
ローラによってステーションの制御が放棄される必要があることを示すために使用されま
す。
• データ プレーン：通常、この機能はハンドオフ プロセスに関連しており、パフォーマンス
を著しく低下させずにステーションのトラフィックがステーションから引き続き提供および
受信されるようにします。

有線およびワイヤレス モビリティ
統合アクセス ソリューションの主な機能の 1 つ（Cisco Catalyst 3850 スイッチと Cisco WLC 5700
シリーズ コントローラの両方に適用）は、イーサネット接続からワイヤレスへ（逆も同様）のモ
ビリティ イベント全体にわたり、デバイスに IP アドレスを設定し、セッションの持続性を維持す
る機能です。この機能により、ユーザはイーサネットネットワークに可能な限りとどまり、必要
に応じてワイヤレス モビリティを自由に使用できます。
この機能は、クライアントとインフラストラクチャの両方のサポートを活用し、2 要素認証（デ
バイスとユーザ）を使用します。 デバイス認証クレデンシャルは、モビリティ コントローラ
（MC）でキャッシュされます。 デバイスがリンク層間を移行し、デバイス クレデンシャルの検
証で一致が見つかった場合、MC は同じ IP アドレスが新しいインターフェイスに割り当てられる
ようにします。

モビリティの機能
• モビリティ コントローラ（MC）：コントローラは、ピア グループ間のローミング イベント
に対するモビリティ管理サービスを提供します。 MC は、RADIUS などの管理およびポリ
シー ベースの制御プロトコルに単一の窓口を提供します。 これにより、ネットワーク全体
にわたって移行するユーザの位置をインフラストラクチャ サーバが維持する必要性がなくな
ります。 MC は、サブドメイン内のすべてのモビリティ エージェントに、モビリティ設定、
ピア グループ メンバーシップ、およびメンバーのリストを送信します。 サブドメインは、
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それを形成する MC と同義です。 各サブ ドメインは、MC、および AP が関連付けられたア
クセス スイッチ（0 台以上）で構成されます。
• モビリティ エージェント（MA）：モビリティ エージェントは、ワイヤレス モジュールを実
行しているアクセス スイッチ、または内部 MA を実行している MC です。 モビリティ エー
ジェントは、MA を実行しているデバイスに AP を介して接続されたモバイル クライアント
用のクライアント モビリティ ステート マシンを維持するワイヤレス コンポーネントです。
• モビリティ サブドメイン：モビリティ ドメイン ネットワークの自律部分です。 モビリティ
サブドメインは、単一のモビリティ コントローラおよび関連するモビリティ エージェント
（MA）で構成されます。

（注）

複数のモビリティ コントローラが存在する場合でも、1 台の MC だけを常に
アクティブにできます。

モビリティ サブドメインは、アクティブなモビリティ コントローラにより管理されるデバ
イスのセットです。 モビリティ サブドメインは、一連のモビリティ エージェントおよび関
連するアクセス ポイントで構成されます。
• モビリティ グループ：高速ローミングがサポートされるモビリティ コントローラ（MC）の
集まりです。 モビリティ グループの概念は、頻繁な移動が必要なキャンパス内の建物の集
まりと同じです。
• モビリティ ドメイン：モビリティがサポートされるモビリティ サブドメインの集まりです。
モビリティ ドメインという用語は、キャンパス ネットワークと同じ意味合いがあります。
• Mobility Oracle （MO）：Mobility Oracle は、モビリティ サブドメインで発生するモビリティ
イベントの窓口として機能します。 また、モビリティ ドメイン全体、ホーム、および現在
のサブドメインにある各ステーションのローカル データベースを維持します。 モビリティ
ドメインには 1 つ以上の Mobility Oracle が含まれますが、常にアクティブなのは 1 つだけで
す。
• モビリティ トンネル エンドポイント（MTE）：モビリティ トンネル エンドポイント（MTE）
は、トンネリングを使用してモバイル デバイスにデータ プレーン サービスを提供します。
これにより、ネットワーク上のユーザの Point of Presence を一定に保ち、ローミング イベン
トのネットワークへの影響を最小化します。
• 接続ポイント：ステーションの接続ポイントは、ネットワークへの接続時にデータ パスが最
初に処理される場所です。 これは、現在サービスを提供しているアクセス スイッチ、また
はワイヤレス LAN コントローラになります。
• Point of Presence：ステーションの Point of Presence は、ステーションがアドバタイズされて
いるネットワーク内の場所です。 たとえば、アクセス スイッチがルーティング プロトコル
を介してステーションへ到達可能性をアドバタイズしている場合、ルートがアドバタイズさ
れているインターフェイスはステーションの Point of Presence と見なされます。
• スイッチ ピア グループ（SPG）：ピア グループは、高速モビリティ サービスが提供される
隣接アクセス スイッチの静的に作成されたリストです。 ピア グループは、ハンドオフ中の
スイッチ間のインタラクションの範囲を地理的に近いものだけに限定します。
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• ステーション：ネットワークに接続し、ネットワークからサービスを要求するユーザ デバイ
ス。 デバイスには、有線、ワイヤレス、またはその両方のインターフェイスがあります。
• 同じ SPG 内のスイッチ：ローカル スイッチのピア グループに属するピア スイッチ。
• SPG 外のスイッチ：ローカル スイッチのピア グループに属さないピア アクセス スイッチ。
• 外部モビリティ コントローラ：外部モビリティ サブドメインのステーションにモビリティ
管理サービスを提供するモビリティ コントローラ。 外部モビリティ コントローラは、外部
サブドメインのアクセス スイッチとホーム ドメインのモビリティ コントローラ間の連絡窓
口として機能します。
• 外部モビリティ サブドメイン：モビリティ コントローラで制御され、別のモビリティ サブ
ドメインに固定されたステーションをサポートするモビリティ サブドメイン
• 外部スイッチ：現在ステーションにサービスを提供している外部モビリティ サブドメインの
アクセス スイッチ。
• アンカー モビリティ コントローラ：ホーム モビリティ サブドメインでステーションの制御
およびモビリティ管理サービスを一元化するモビリティ コントローラ。
• アンカー モビリティ サブドメイン：モビリティ コントローラによって制御される、IP アド
レスが割り当てられたステーションのモビリティ サブドメイン。
• アンカー スイッチ：ステーションに最後にサービスを提供したホーム モビリティ サブドメ
インのスイッチ。

低遅延ローミングを実現するスティッキ アンカリング
スティッキ アンカリングにより、クライアントが最初にネットワークに参加するスイッチにおい
て、クライアントの Point of Presence からのローミングの遅延を低く保つことができます。 クラ
イアントをローミングするためにクライアントのポリシーをスイッチに適用するのはコストがか
かります。 ダウンロード可能な ACL を AAA サーバに問い合わせる必要があるため、大幅な遅延
が生じる可能性があります。これは、時間的制約のあるクライアント トラフィックを復元するの
にはふさわしくありません。
この遅延を管理するため、異なるスイッチに接続された AP 間でクライアントがローミングを行
うときに、クライアント トラフィックはクライアントが最初にアソシエートするスイッチに常に
トンネル経由で送信されます。サブドメイン内のローミングであるか、サブドメイン間のローミ
ングであるかは関係ありません。 クライアントは、ネットワークの初期接続ポイントにずっと固
定されます。
この動作はデフォルトでイネーブルにされています。 サブネット間のローミングにのみクライア
ント アンカリングを許可するには、この動作をディセーブルにできます。 これは、WLAN コン
フィギュレーションごとに設定され、WLAN コンフィギュレーション モードで使用できます。
お客様は、時間的制約のあるアプリケーションとそうでないアプリーションそれぞれに、異なる
SSID を設定できます。
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ブリッジ ドメイン ID および L2/L3 ローミング
ブリッジ ドメイン ID は、特定のローミング タイプ（L2 または L3）を選択するための情報をモ
ビリティ ノードに提供します。 また、ネットワーク管理者はネットワーク配信全体で VLAN ID
を再使用できるようになります。 VLAN ID に関連付けられたサブネット設定がない場合、VLAN
ID と共に追加パラメータの使用が必要になる可能性があります。 ネットワーク管理者は、同じブ
リッジ ドメイン ID の特定の VLAN が一意のサブネットに関連付けられていることを確認します。
まず、モバイル ノードは、そのノードのブリッジ ドメイン ID およびクライアントに関連付けら
れた VLAN ID を確認して、ローミング タイプを特定します。 L2 ローミングとして処理するに
は、ブリッジ ドメイン ID と VLAN ID が同じである必要があります。
SPG とその後の MC の作成時に、各 SPG にブリッジ ドメイン ID が設定されます。 複数の SPG
で同じブリッジ ドメイン ID を使用できます。また、SPG 内のすべての MA は同じブリッジ ドメ
イン ID を共有します。 この情報は、設定のダウンロードの一部として MA が最初に起動したと
きに MA へプッシュされます。 システムの起動時にブリッジ ドメイン ID が変更された場合、変
更された SPG 内のすべての MA にプッシュされ、次のローミングですぐに有効になります。

（注）

MC も SPG の一部となる場合があるため、固有のブリッジ ドメイン ID を持つことができま
す。

リンク ダウンの動作
ここでは、冗長マネージャがなく、MC や MO でダウンタイムが発生した場合の MA-MC および
MC-MO 間のデータ同期に関する情報を提供します。 MA-MC または MC-MO 間でキープアライ
ブが設定されている場合、クライアントのデータベースは MO とその MC および MC とその MA
の間で同期されます。

モビリティ コントローラのプラットフォーム固有のス
ケール要件
モビリティ コントローラ（MC）のロールは、Cisco WLC 5700 シリーズ、CUWN および Catalyst
3850 スイッチなど、さまざまなプラットフォームでサポートされています。 次の表に、これら 3
つのプラットフォームのスケール要件の概要を示します。
スケーラビリティ

モビリティ ドメイン内の
MC の最大数

MC とし
ての
Catalyst
3850

MC とし
ての
Catalyst
3650

MC としての Cisco
WLC 5700

MC として
の CUWN
5508

MC とし
ての
WiSM2

8

8

72

72

72
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スケーラビリティ

MC とし
ての
Catalyst
3850

MC とし
ての
Catalyst
3650

MC としての Cisco
WLC 5700

MC として
の CUWN
5508

MC とし
ての
WiSM2

モビリティ グループ内の
MC の最大数

8

8

24

24

24

サブドメイン内の MA の
最大数（MC ごと）

16

16

350

350

350

サブドメイン内の SPG の
最大数（MC ごと）

8

8

24

24

24

SPG 内の MA の最大数

16

16

64

64

64
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モビリティ ネットワーク要素
• モビリティ エージェント, 29 ページ
• モビリティ コントローラ, 30 ページ
• Mobility Oracle, 31 ページ
• ゲスト コントローラ, 31 ページ

モビリティ エージェント
• スイッチ上でのモビリティ イベントの処理
• モビリティ用スイッチのデータ パス要素の設定
• モビリティ コントローラとの通信
controllerは、ワイヤレス ステーションで 802.11 トラフィックをカプセル化する CAPWAP トンネ
ルを終端することにより、MA としてデータ パス機能を実行します。
これにより、controllerは有線およびワイヤレス トラフィックに機能を均等に適用できます。
controllerに関する限り、802.11 は単なる別のアクセス メディアです。
MA では次の機能が実行されます。
• モビリティ プロトコルのサポート：MA のタイムリーな対応により、controllerがローミング
バジェットを達成できるようにします。
• Point of Presence：ワイヤレス サブネットが MC で使用できず、ワイヤレス クライアント
VLAN が新しい接続ポイントで使用できない場合、MA が Point of Presence を引き継ぎ、クラ
イアント トラフィックをトンネル経由で送信します。
• ARP サーバ：ネットワークがレイヤ 2 モードで設定されている場合、MA が接続されている
ステーションの到達可能性をアドバタイズします。 トンネリングを使用する場合、ステー
ションのために ARP 要求がトンネル経由で送信されます。ここで、Point of Presence（アン
カー スイッチ）がアップリンク インターフェイスへブリッジします。
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• プロキシ IGMP：controller上の MA が、ローミング イベントの発生後、ステーションのため
にマルチキャスト グループへの登録を行います。 この情報は、新しいcontrollerへコンテキス
トの一部として渡されます。 これにより、ローミング時にマルチキャスト フローがユーザ
を追跡します。
• ルーティング：controllerがレイヤ 3 アクセス ネットワークに接続されている場合、MA はト
ンネリングが提供されていない関連付けられたステーションのルートをインジェクトしま
す。
• 802.1X オーセンティケータ：オーセンティケータ機能は MA に含まれており、有線およびワ
イヤレスのステーションを処理します。
• セキュアな PMK の共有：ステーションがネットワークに正常に認証されると、MA は PMK
を MC に転送します。 MC は、サブドメインに属するすべての MA、およびモビリティ グ
ループのピア MC へ PMK をフラッディングします。
MA では次のデータ パス機能も実行されます。
• モビリティ トンネル：トンネリングの使用時に、アクセス スイッチが Point of Presence とし
て機能している場合、MA はモビリティ トンネルから MC へのパケット、さらにピア グルー
プ内の他の MA へのパケットをカプセル化および非カプセル化します。 MA は、接続ポイン
ト間のクライアント データ トラフィックのトンネリングをサポートします。 他のスイッチ
に使用するパケット形式は CAPWAP（802.3 ペイロードと併用）です。 MA は、モビリティ
トンネルの再構成およびフラグメンテーションもサポートします。
• 暗号化：モビリティ ノード間のモビリティ制御トラフィックは暗号化された DTLS です。
MA は、接続ポイントで CAPWAP 制御とデータ（任意）も暗号化します。
• CAPWAP：controllerは、CAPWAP 制御とデータ プレーンをサポートします。 controller転送
ロジックは、CAPWAP トンネルを 802.11 および 802.3 のペイロードと終端させます。 大き
なフレーム（1500 バイト以上）のサポートは一般的に使用できないため、controllerが CAPWAP
フラグメンテーションと再構成をサポートします。

モビリティ コントローラ
モビリティ コントローラの主な機能は、スイッチ ピア グループの範囲外のクライアント ローミ
ングを調整することです。 モビリティ コントローラのその他の機能は次のとおりです。
• ステーション データベース：モビリティ コントローラはローカル モビリティ サブドメイン
内で接続されたすべてのクライアントのデータベースを維持します。
• モビリティ プロトコル：MC はモビリティ プロトコルをサポートします。これにより、対象
ローミング ポイントが迅速に応答し、150 ms というローミング バジェットを達成できます。
• Mobility Oracle へのインターフェイス：モビリティ コントローラは、コントローラとMobility
Oracle 間のゲートウェイとして機能します。 モビリティ コントローラがローカル データベー
スで一致を見つけられない場合、ワイヤレス クライアント エントリの一致（データベース
内）を提案し、モビリティ ドメインを管理する Mobility Oracle に要求を転送します。
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（注）

Mobility Oracle の機能は、プラットフォームでサポートされている場合にのみ
MC でイネーブルにできます。

• ARP サーバ：ステーションに対してトンネリングを使用する場合、ネットワーク上の Point
of Presence はモビリティ トンネル エンドポイント（MTE）です。 モビリティ コントローラ
は、担当するステーションで受信する ARP 要求に応答します。
• MTE の設定：モビリティ コントローラは、すべてのモビリティ管理関連の要求においてコ
ントローラのコントロール ポイントです。 ステーションの接続ポイントで変更が発生する
と、モビリティ コントローラは MTE の転送ポリシーを設定します。
• NTP サーバ：モビリティ コントローラは、コントローラに対して NTP サーバとして機能し、
クロックを同期化するようにすべてのノードをサポートします。

（注）

デフォルトでイネーブルにされたモビリティ コントローラ機能を持つ Cisco 5700 シリーズ WLC
および他のコントローラ プラットフォームは、スイッチ ピア グループ（SPG）に追加できま
せん。

Mobility Oracle
Mobility Oracle は必要に応じてサブドメインを越えたクライアントのローミングを調整します。次
の機能で構成されます。
• ステーション データベース：Mobility Oracle はモビリティ ドメイン内でサービスが提供され
ているすべてのステーションのデータベースを維持します。 このデータベースは、サポート
するモビリティ サブドメインすべてにおいて、Mobility Oracle とすべてのモビリティ コント
ローラとのインタラクション時に入力されます。
• モビリティ コントローラへのインターフェイス：Mobility Oracle がモビリティ コントローラ
から要求を受信すると、ステーションの検索を実行し、必要に応じてモビリティ コントロー
ラへ要求を転送します。
• NTP サーバ：Mobility Oracle はモビリティ コントローラに対する NTP サーバとして機能し、
モビリティ ドメイン内のすべてのコントローラのクロックを同期します。

ゲスト コントローラ
ゲスト アクセス機能により、ワイヤレス クライアントへのゲスト アクセスが可能になります。
ゲスト トンネルはモビリティ トンネルと同じ形式を使用します。 ゲスト アクセス機能を使用す
れば、アクセス スイッチ上でゲスト VLAN を設定する必要はありません。 有線およびワイヤレ
ス クライアントからのトラフィックは、ゲスト コントローラで終端します。 ゲスト VLAN がア
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クセススイッチに存在しないため、トラフィックは既存のモビリティトンネルを介して、さらに
ゲスト コントローラへのゲスト トンネルを介して、MTE に送信されます。
このアプローチの利点は、ゲスト コントローラにトンネル経由で送信される前に、すべてのゲス
ト トラフィックが MTE を通過することです。 ゲスト コントローラは、自身とすべての MTE 間
のトンネルだけをサポートする必要があります。
このアプローチの欠点は、ゲスト クライアントからのトラフィックが 2 回トンネル経由で送信さ
れることです。最初は MTE に、さらにゲスト コントローラにトンネル経由で送信されます。
ゲストコントローラではローミングがサポートされていないため、クライアントはゲストコント
ローラへローミングできません。
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モビリティ制御プロトコル
• モビリティ制御プロトコルについて, 33 ページ
• 最初のアソシエーションとローミング, 33 ページ
• 最初のアソシエーション, 34 ページ
• スイッチ内のハンドオフ, 36 ページ
• スイッチ ピア グループ内のハンドオフ, 36 ページ
• スイッチ ピア グループ間のハンドオフ, 37 ページ
• サブ ドメイン間のハンドオフ, 38 ページ
• モビリティ グループ間のハンドオフ, 39 ページ

モビリティ制御プロトコルについて
モビリティ制御プロトコルは、トンネル型とルーティング型のどちらでも使用されます。 モビリ
ティ制御プロトコルは、MO、MC、および MA 間のモビリティ イベントに使用されます。
モビリティ アーキテクチャは、次の両方のアプローチを使用します。
• 各 SPG 内のスイッチとの直接通信を使用した分散型アプローチ。または、
• MC と MO を使用した集中型アプローチ。
この目的は、スイッチ間のインタラクションを制限してシステム全体を拡張しつつ、集中化され
た MC 上でオーバーヘッドを削減することです。

最初のアソシエーションとローミング
次のシナリオは、モビリティ管理プロトコルに適用されます。
• 最初のアソシエーション
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• スイッチ内のローミング
• スイッチ ピア グループ内のローミング
• スイッチ ピア グループ間のローミング
• サブドメイン間のローミング
• グループ間のローミング

最初のアソシエーション
次の図では、最初のアソシエーション プロセスとそれに続くcontrollerについて説明します。
図 1：最初のアソシエーション
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1 ステーションがモビリティ エージェントに最初に関連付けられると、MA は検索を実行して、
キー キャッシングのキーイング情報を MA でローカルに入手できるかどうか判断します。 キー
イング情報が入手できない場合、つまりステーションがネットワークに最初に表示される場
合、controllerはデバイスに自身を認証して、Pairwise Master Key（PMK）を生成するように求
めます。 PMK はクライアントと RADIUS サーバ側で生成され、RADIUS サーバはオーセン
ティケータである MA に PMK を転送します。
2 MA は MC に PMK を送信します。
3 MA から PMK を受け取ると、MC はサブドメイン内のすべての MA、およびモビリティ グルー
プ内の他のすべての MC に PMK を送信します。
4 モビリティ グループは、単一キー ドメインです。 これにより、802.11r に対応するステーショ
ンはキー ドメインを認識し、802.11r で定義された高速移行手順の使用を試みます。

（注）

802.11r プロトコルは、キーイング情報を共有するアクセス ポイントの集まりであるキー ドメ
インを定義します。
5 （図のステップ 2B を参照してください）。 PMK が MA のローカル キー キャッシュ内に存在
しないという事実が示すように、ステーションはモビリティ サブドメインにとって新しいた
め、MA は MC にモバイル通知メッセージを送信します。
6 MC は、クライアントがデータベース内に存在するかどうかを確認します。 クライアントが検
出されない場合、MC は MO に転送します（可能な場合）。
7 （図のステップ 5 を参照してください）。 ステーションがネットワークにとって新しいため、
MO は否定応答（NACK）を返します。これは、MC によりcontrollerへ転送されます。 Mobility
Oracle が使用できない場合、モバイル通知への応答がない原因は MC にあります。
8 controllerの MA は、Handoff Complete メッセージにより、ステーションの新しい接続ポイント
について MC に通知します。
9 MA は、Handoff Notification メッセージによって、ステーションの新しい接続ポイントについ
てスイッチ ピア グループ（SPG）内の他の MA に通知します。 MC とやり取りすることなく
ローカル ハンドオフを可能にするには、SPG 内の MA にこの通知を送信する必要があります。
SPG 内の MA に送信された Handoff Notification メッセージで、MC に送信された Handoff Complete
メッセージ内のすべての情報を伝える必要はありません。
10 （図のステップ 7B を参照してください）。 MC はデータベースを更新し、Mobility Oracle に
Handoff Complete メッセージを転送します。 これにより、Mobility Oracle のデータベースが更
新され、ステーションの現在のホーム モビリティ サブドメインが記録されます。
controller全体にわたり迅速に移動するデバイスにより発生する競合状態を解消するため、モビリ
ティ サブドメイン内に存在するかどうかに関係なく、MA と MC/MO 間のメッセージは時間同期
されます。 これにより、受信した要求に異常があったとしても、MC と MO はそれらの要求を適
切に処理できます。
SPG 内の MA に送信された Handoff Notification は認識されません。
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スイッチ内のハンドオフ
MA 内のモビリティ イベントは SPG と MC に対して完全に透過的です。 ステーションが同じ MA
の AP 間を移動して、迅速なハンドオフの実行を試みる場合、PMK は MA 上にあります。 MA は
その他の信号を呼び出すことなく迅速なハンドオフを完了します。

スイッチ ピア グループ内のハンドオフ
スイッチ ピア グループ（SPG）とは、ユーザがローミングを行う MA のグループのことで、高速
ローミング サービスを提供します。 SPG 内で MA が直接ハンドオフを実行することにより、必要
な交換メッセージの数が少なくなり、MC のオーバーヘッドが減少します。
最初のアソシエーションが完了すると、ステーションはその SPG に属する別の MA に移動しま
す。 スイッチ ピア グループ内のローミングでは、最初のアソシエーション、ステーション PMK
はモビリティ サブドメイン内のすべての MA に転送されています。
図 2：スイッチ ピア グループ内のハンドオフ

次のプロセスでは、スイッチ ピア グループ内のハンドオフについて説明します。
1 最初のアソシエーションの例では、ステーションの現在の接続ポイントを確認するために、
Handoff Notification メッセージがすべての MA に送信されます。
2 新しい MA は、クライアントが関連付けられた以前の MA にユニキャスト モバイル通知メッ
セージを送信します。
3 ハンドオフが完了したら、新しい MA は MC へ Handoff Complete メッセージを送信します。
4 新しいcontrollerは、同じ SPG 内のすべての MA に Handoff Notification を送信して、クライアン
トの新しい Point of Presence について通知します。
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スイッチ ピア グループ間のハンドオフ
SPG 内ローミングは、考えられるすべてのシナリオをカバーしているわけではありません。同じ
SPG に存在しない 2 つの MA 間でモビリティ イベントが発生する可能性があります。
ネットワーク内での Handoff Notification メッセージの紛失や新しい SPG に存在しない MA へのス
テーションのローミングなどの理由により、MA にステーションの現在の接続ポイントに関する
情報がない場合、MA は MC を参照します。 MC は、モビリティ サブドメイン内のクライアント
の Point of Presence に関する情報を提供します。 これにより、モビリティ サブドメイン内の他の
MC すべてを参照せずに済みます。
図 3：スイッチ ピア グループ間のハンドオフ

上記の図は、同じ SPG ではなく、同じモビリティ サブドメインに存在する MA で発生するモビリ
ティ イベントの例を示します。

（注）

MA の色は SPG を表す円と一致します。
1 新しい MA には、クライアントの初期認証時にモビリティ サブドメインの各 MA に転送され
たステーションの PMK があります。
2 MA は内部の隣接する MA にあるステーションの存在を前もって通知されていなかったため、
別の SPG がサブドメインの MC へモバイル通知を送信します。
3 （図のステップ 2 を参照）モバイル通知メッセージを受信すると、MC はデータベース内で検
索を実行し、以前にステーションにサービスを提供していた MA へ要求を転送します。 この
情報は、信頼性の高い方法で古い MA から送信された Handoff Complete メッセージにより、
MC に通知されます。
4 （図のステップ 3 を参照）上の緑色で示されている古い MA は、新しい MA へハンドオフ メッ
セージを直接送信します。
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5 古い MA は、Station Left メッセージを使用して、ステーションがグループを離れたことを SPG
内の他の MA に通知する必要があります。 これにより、ステーションが MA の 1 つに戻った
としても、古い MA はもはやサービスをステーションに提供しないことを MA は認識できま
す。
6 ハンドオフが完了すると、新しい MA は信頼性の高い方法で MC に Handoff Complete メッセー
ジを送信します。
7 新しい MA は SPG 内の他の MA に Handoff Notification を送信します。

サブ ドメイン間のハンドオフ
サブドメインは、モビリティコントローラとそのモビリティコントローラが直接管理するモビリ
ティ エージェントによって形成される集合体です。 サブドメイン間のモビリティ イベントは、2
台のモビリティ コントローラ間の通信を意味しています。 これら 2 台のモビリティ コントロー
ラは、同じモビリティグループ値で設定され、相互に認識できます。これらは互いのモビリティ
リストに表示されます。また、異なるモビリティ グループ値で設定しても、相互に認識できま
す。
同じモビリティ グループの MC 間のサブドメインでローミング イベントが発生した場合、新しい
AP によりアドバタイズされる 802.11r キー ドメインは同じです。 また、クライアントの初期認証
時に、クライアントの PMK もすべての MC へ送信されます。 新しい MC はクライアントに再認
証を強制する必要がありません。また、新しい MC は、以前の MC のうちどれがワイヤレス クラ
イアント モビリティを管理しているかも認識します。
図 4：サブ ドメイン間のハンドオフ

次の手順は、モビリティ コントローラが同じモビリティ グループに属している場合のサブ ドメ
イン間のハンドオフに関するものです。
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1 最初の MA によりクライアントの PMK がモビリティ グループのすべての MC へ送信されたと
きに、新しい MA は MC からクライアントの PMK をすでに受信したため、再認証は必要では
ありません。
2 新しい MA は、サブドメインの MC へモバイル通知を送信する別の SPG 内で、隣接する MA
にあるステーションの存在を前もって通知されていませんでした。
3 モバイル通知メッセージを受信すると、MC はモバイル通知を MO へ転送します。MO はデー
タベース内で検索を実行して、以前にステーションにサービスを提供していた MC へ要求を転
送します。
4 以前の MC は、ステーションにサービスを提供していた MA へその要求を転送します。
5 黄色で示されている古い MA は、新しい MA へハンドオフ メッセージを直接送信します。
6 古い MA は、Station Left メッセージを使用して、ステーションが SPG を離れたことを SPG 内
の他の MA に通知する必要があります。 これにより、ステーションが MA の 1 つに戻った場
合に、古い MA はもはやサービスをステーションに提供しないことを MA は認識できます。
7 ハンドオフが完了すると、新しい MA は信頼性の高い方法で新しいモビリティ コントローラ
に Handoff Complete メッセージを送信します。
8 新しい MA は他のすべての MA に Handoff Notification を送信します。
9 新しい MC は、古い MC に Handoff Complete を送信します。

モビリティ グループ間のハンドオフ
モビリティ グループは、同じモビリティ グループ名を共有し、相互に認識する MC により形成さ
れます。
ローミング イベントはモビリティ グループ全体で発生するため、新しい AP によってアドバタイ
ズされる 802.11r キー ドメインは異なります。 結果として、クライアントは再認証を行う必要が
あります。 MC はモビリティ グループ内でのみ伝搬されます。また、モビリティ グループ間の
ローミングでステーションがモビリティ グループの境界を越える際に、ステーションの再認証が
必要です。 認証が完了すると、生成される PMK は同じモビリティ グループ内の MA および MCS
にプッシュされます。 各 PMK は特定のサブドメイン（802.11y キー ドメイン）に関連付けられて
いるため、ステーションは以前のサブドメインから PMK をキャッシュします。 これにより、PMK
キャッシュ タイムアウト インターバル内に PMK が以前のサブドメインへローミングで戻る場合、
再認証を行う必要がなくなります。 残りの手順は、サブドメイン間のハンドオフのステップと同
じです（ただし、これらのステップはモビリティ グループ間のローミングに関連しています）。
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• モビリティ コントローラの設定, 41 ページ

モビリティ コントローラの設定
統合アクセス コントローラの設定
ピア グループ、ピア グループ メンバー、ブリッジ ドメイン ID の作成（CLI）
はじめる前に
• モビリティ エージェントでは、モビリティ コントローラの IP アドレスだけを設定できます。
• モビリティ コントローラでは、各ピア グループ メンバーのピア グループおよび IP アドレス
を定義できます。

手順の概要
1. wireless mobility controller
2. wireless mobility controller peer-group SPG1
3. wireless mobility controller peer-group SPG1 member ip member-ip-addr public-ip public-ip-addr
4. wireless mobility controller peer-group SPG1 member ip member-ip-addr public-ip public-ip-addr
5. wireless mobility controller peer-group SPG2
6. wireless mobility controller peer-group SPG2 member ip member-ip-addr public-ip public-ip-addr
7. wireless mobility controller peer-group SPG1 bridge-domain-id id
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility controller

デバイスのモビリティ コントローラ機能をイネー
ブルにします。 このコマンドはスイッチだけに適
用されます。 デフォルトのコントローラはモビリ
ティ コントローラです。

例：
Controller(config)# wireless mobility controller

ステップ 2

wireless mobility controller peer-group SPG1

SPG1 という名前のピア グループが作成されます。

例：
Controller(config)# wireless mobility controller
peer-group SPG1

ステップ 3

wireless mobility controller peer-group SPG1 member ピア グループにモビリティ エージェントを追加し
ip member-ip-addr public-ip public-ip-addr
ます。
（注）
10.10.20.2 は、モビリティ エージェント
例：
の直接 IP アドレスです。 NAT を使用す
Controller(config)# wireless mobility controller
る場合、任意のパブリック IP アドレスを
peer-group
SPG1 member ip 10.10.20.2 public-ip 10.10.20.2
使用して、モビリティ エージェントの
NATed アドレスを入力します。 NAT を
使用しない場合、パブリック IP アドレス
は使用されず、デバイスはモビリティ
エージェントの直接 IP アドレスを表示し
ます。

ステップ 4

wireless mobility controller peer-group SPG1 member ピア グループ SPG1 に別のメンバーを追加します。
ip member-ip-addr public-ip public-ip-addr
例：
Controller(config)# wireless mobility controller
peer-group
SPG1 member ip 10.10.20.6 public-ip 10.10.20.6

ステップ 5

wireless mobility controller peer-group SPG2

別のピア グループ SPG2 を作成します。

例：
Controller(config)# wireless mobility controller
peer-group SPG2

ステップ 6

wireless mobility controller peer-group SPG2 member ピア グループ SPG2 にメンバーを追加します。
ip member-ip-addr public-ip public-ip-addr
例：
Controller(config)# wireless mobility controller
peer-group
SPG2 member ip 10.10.10.20 public-ip 10.10.10.20

モビリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco 5700 シリーズ WLC）
42

OL-32242-01-J

モビリティの設定
統合アクセス コントローラの設定

ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility controller peer-group SPG1
bridge-domain-id id

（任意）他の SPG でサブネット VLAN マッピング
を定義するために使用される SPG1 にブリッジ ド
メインを追加します。

例：
Controller(config)# wireless mobility controller
peer-group
SPG1 bridge-domain-id 54

次に、ピア グループを作成し、メンバーを追加する例を示します。
Controller(config)# wireless
Controller(config)# wireless
Controller(config)# wireless
Controller(config)# wireless
public-ip 10.10.20.2
Controller(config)# wireless
public-ip 10.10.20.6
Controller(config)# wireless
Controller(config)# wireless
public-ip 10.10.10.20
Controller(config)# wireless

mobility
mobility
mobility
mobility

controller
controller peer-group SPG1
controller peer-group SPG1
controller peer-group SPG1 member ip 10.10.20.2

mobility controller peer-group SPG1 member ip 10.10.20.6
mobility controller peer-group SPG2
mobility controller peer-group SPG2 member ip 10.10.10.20
mobility controller peer-group SPG1 bridge-domain-id 54

ピア グループ、ピア グループ メンバー、ブリッジ ドメイン ID の作成（GUI）
はじめる前に
• デバイスがモビリティ コントローラ状態にあることを確認します。
• モビリティ エージェントでは、モビリティ コントローラの IP アドレスだけを設定できます。
• モビリティ コントローラでは、各ピア グループ メンバーのピア グループおよび IP アドレス
を定義できます。

ステップ 1

[Controller] > [Mobility Management] > [Switch Peer Group] と選択します。
[Mobility Switch Peer Groups] ページが表示されます。

ステップ 2

[New（新規）] をクリックします。

ステップ 3

次の詳細を入力します。
a) スイッチ ピア グループ名
b) ブリッジ ドメイン ID
c) マルチキャスト IP アドレス

ステップ 4

[Apply（適用）] をクリックします。

ステップ 5

[Save Configuration] をクリックします。

モビリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco 5700 シリーズ WLC）
OL-32242-01-J

43

モビリティの設定
統合アクセス コントローラの設定

ローカル モビリティ グループの設定（CLI）
モビリティ グループが MC のグループである場合の、ワイヤレス モビリティ グループとモビリ
ティ グループ メンバーの設定。

はじめる前に
MC は 1 つのグループだけに所属できますが、複数のモビリティ グループ内の MC を認識できま
す。

手順の概要
1. wireless mobility group name group-name
2. wireless mobility group member ip member-ip-addr public-ip public-ip-addr
3. wireless mobility group keepalive interval time-in-seconds
4. wireless mobility group keepalive count count

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility group name group-name

Mygroup という名前のモビリティ グループを作成
します。

例：
Controller(config)# wireless mobility group
name Mygroup

ステップ 2

wireless mobility group member ip member-ip-addr Mygroup モビリティ グループにモビリティ コント
public-ip public-ip-addr
ローラを追加します。
例：
Controller(config)# wireless mobility group
member ip 10.10.34.10 public-ip 10.10.34.28

ステップ 3

wireless mobility group keepalive interval
time-in-seconds

NAT を使用する場合、任意のパブリック
IP アドレスを使用して、モビリティ コン
トローラの NATed IP アドレスを入力し
ます。
モビリティ メンバーに送信される 2 つのキープア
ライブの間隔を設定します。
（注）

例：
Controller(config)# wireless mobility group
keepalive interval 5

ステップ 4

wireless mobility group keepalive count count

メンバー ステータスがダウン状態に移行するまで
のキープアライブ再試行回数を入力します。

例：
Controller(config)# wireless mobility group
keepalive count 3
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Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#
Controller(config)#

wireless
wireless
wireless
wireless

mobility
mobility
mobility
mobility

group
group
group
group

name Mygroup
member ip 10.10.34.10 public-ip 10.10.34.28
keepalive interval 5
keepalive count 3

ローカル モビリティ グループの設定（GUI）
はじめる前に
モビリティ コントローラは 1 つのグループだけに所属できますが、複数のモビリティ グループ内
のモビリティ コントローラを認識できます。

ステップ 1

[Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Global Config] と選択します。
[Mobility Controller Configuration] ページが表示されます。

ステップ 2

次の詳細を入力します。
a) モビリティ グループ名
b) モビリティ キープアライブ インターバル
c) モビリティ キープアライブ カウント

ステップ 3

d) マルチキャスト IP アドレス（マルチキャスト モードをイネーブルにして、モビリティ メンバーにモ
バイル通知メッセージを送信する場合）。
（注）
マルチキャスト IP アドレスをイネーブルにしないと、デバイスはユニキャスト モードを使
用してモバイル通知メッセージを送信します。
[Apply（適用）] をクリックします。

ステップ 4

[Save Configuration] をクリックします。

ピア モビリティ グループの追加（CLI）
はじめる前に
MC は 1 つのグループだけに所属しますが、複数のグループ内の MC を認識できます。

手順の概要
1. wireless mobility group member ip member-ip-addr public-ip public-ip-addr group group-name
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility group member ip member-ip-addr public-ip
public-ip-addr group group-name

Mygroup 以外のグループにメンバーを
ピア MC として追加します。

例：
Controller(config)# wireless mobility group member ip
10.10.10.24 public-ip 10.10.10.25 group Group2

ピア モビリティ グループの追加（GUI）
はじめる前に
モビリティ コントローラは 1 つのグループだけに所属しますが、複数のモビリティ グループを認
識できます。

ステップ 1

[Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Peer] と選択します。
[Mobility Peer] ページが表示されます。

ステップ 2

[New（新規）] をクリックします。

ステップ 3

次の詳細を入力します。
a) モビリティ メンバー IP
b) モビリティ メンバーのパブリック IP
c) モビリティ メンバーのグループ名
d) マルチキャスト IP アドレス

ステップ 4

[Apply（適用）] をクリックします。

ステップ 5

[Save Configuration] をクリックします。

ローミング動作のオプション パラメータの設定
この設定により、スティッキアンカーをディセーブルにします。必要に応じ、このコマンドは、
ターゲット SSID にローミングが必要なすべての MA と MC との間で使用できます。

手順の概要
1. wlan open21
2. no mobility anchor sticky
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wlan open21

WLAN を設定します。

例：
Controller(config)# wlan open20

ステップ 2

no mobility anchor sticky

デフォルトのスティッキモビリティアンカー
をディセーブルにします。

例：
Controller(config-wlan)# no mobility anchor
sticky

Controller(config)# wlan open20
Controller(config-wlan)# no mobility anchor sticky

モビリティ コントローラの Mobility Oracle への指定（CLI）
はじめる前に
既知のモビリティ コントローラ上で Mobility Oracle を設定できます。

手順の概要
1. wireless mobility group member ip member-ip-addr group group-name
2. wireless mobility oracle ip oracle-ip-addr

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wireless mobility group member ip member-ip-addr group
group-name

MC を作成してモビリティ グループに追
加します。

例：
Controller(config)# wireless mobility group member ip
10.10.10.10 group Group3

ステップ 2

wireless mobility oracle ip oracle-ip-addr

Mobility Oracle としてモビリティ コント
ローラを設定します。

例：
Controller(config)# wireless mobility oracle ip
10.10.10.10
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Controller(config)# wireless mobility group member ip 10.10.10.10 group Group3
Controller(config)# wireless mobility oracle ip 10.10.10.10

モビリティ コントローラの Mobility Oracle への指定（GUI）
はじめる前に
既知のモビリティ コントローラ上で Mobility Oracle を設定できます。

ステップ 1

[Controller] > [Mobility Management] > [Mobility Global Config] と選択します。
[Mobility Controller Configuration] ページが表示されます。

ステップ 2

ステップ 3

Mobility Oracle の IP アドレスを入力します。
（注）
モビリティ コントローラ自体を Mobility Oracle にするには、[Mobility Oracle Enabled] チェック
ボックスを選択します。
[Apply（適用）] をクリックします。

ステップ 4

[Save Configuration] をクリックします。

ゲスト コントローラの設定
ゲスト コントローラは、クライアント トラフィックを非武装地帯（DMZ）のゲスト アンカー コ
ントローラへトンネル経由で送信する場合に使用されます。 ゲスト クライアントは Web 認証プ
ロセスを通過します。 Web 認証プロセスは任意です。ゲストは認証なしでトラフィックを渡すこ
ともできます。
ゲスト クライアントがゲスト コントローラのモビリティ アンカー アドレスと接続するモビリティ
エージェントの WLAN をイネーブルにします。
Cisco 5500 シリーズ WLC、Cisco WiSM2、Cisco 5700 シリーズ WLC などのゲスト コントローラ
WAN で、独自の IP アドレスとしてモビリティ アンカーの IP アドレスを設定します。 これによ
り、トラフィックはモビリティエージェントからゲストコントローラへトンネル経由で送信され
ます。

手順の概要
1. wlan wlan-id
2. mobility anchor guest-anchor-ip-addr
3. client vlan vlan-name
4. security open

モビリティ コンフィギュレーション ガイド、Cisco IOS XE リリース 3E（Cisco 5700 シリーズ WLC）
48

OL-32242-01-J

モビリティの設定
統合アクセス コントローラの設定

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wlan wlan-id

クライアントの WLAN を作成します。

例：
Controller(config)# wlan Mywlan1

ステップ 2

mobility anchor guest-anchor-ip-addr
例：
Controller(config-wlan)# mobility
anchor 10.10.10.2

ステップ 3

client vlan vlan-name

MA でゲスト アンカー（GA）の IP アドレスをイネーブ
ルにします。
（注）
モビリティ コントローラでゲスト アンカーを
イネーブルにする場合、IP アドレスを入力する
必要はありません。 WLAN コンフィギュレー
ション モードで mobility anchor コマンドを入
力して、モビリティ コントローラの GA をイ
ネーブルにします。
クライアントの WLAN に VLAN を割り当てます。

例：
Controller(config-wlan)# client vlan
gc_ga_vlan1

ステップ 4

WLAN にセキュリティ タイプを割り当てます。

security open
例：
Controller(config-wlan)# security open

Controller(config)# wlan
Controller(config-wlan)#
Controller(config-wlan)#
Controller(config-wlan)#

Mywlan1
mobility anchor 10.10.10.2
client vlan gc_ga_vlan1
security open

ゲスト アンカーの設定
手順の概要
1. wlan Mywlan1
2. mobility anchor <guest-anchors-own-ip-address>
3. client vlan<vlan-name>
4. security open
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

wlan Mywlan1

クライアントの WLAN を作成します。

例：
Controller(config)# wlan Mywlan1

ステップ 2

mobility anchor <guest-anchors-own-ip-address>
例：

ゲスト アンカー（GA）のゲスト アンカー IP ア
ドレスをイネーブルにします。 GA は自身のア
ドレスを割り当てます。

Controller(config-wlan)# mobility anchor
10.10.10.2

ステップ 3

クライアントの WLAN に VLAN を割り当てま
す。

client vlan<vlan-name>
例：
Controller(config-wlan)# client vlan
gc_ga_vlan1

ステップ 4

WLAN にセキュリティ タイプを割り当てます。

security open
例：
Controller(config-wlan)# security open

Controller(config)# wlan
Controller(config-wlan)#
Controller(config-wlan)#
Controller(config-wlan)#

Mywlan1
mobility anchor 10.10.10.2
client vlan gc_ga_vlan1
security open
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