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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソ

フトウェアリリースに対応したリリースノートを参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco FeatureNavigatorを使用します。Cisco FeatureNavigatorには、http://www.cisco.com/
go/cfnからアクセスします。 Cisco.comのアカウントは必要ありません。

クライアントローミングの設定の前提条件
•クライアントのローミングを管理する 1台の実行中のモビリティコントローラが必要です。

•ローミングが必要なモビリティエージェントのWLAN SSIDも同様です。
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クライアントローミングの設定の制約事項
以下は、クライアントローミングを設定する際に注意が必要な制約事項です。

• Cisco Compatible Extensions（CCX）サポートは、controller上の各WLANについて自動的にイ
ネーブルになり、ディセーブルにできません。 controllerは、クライアントの CCXバージョ
ンを自身のクライアントデータベースに格納します。この情報に基づいて、CCXフレーム
を生成するとともに、CCXフレームに応答します。これらのローミング拡張機能を使用す
るには、クライアントで CCXv4か CCXv5（または、アクセスポイント経由ローミングの場
合 CCXv2）がサポートされている必要があります。

• 600シリーズアクセスポイント間のクライアントローミングはサポートされません。

クライアントローミングについて
コントローラは、ワイヤレスネットワークをローミングするクライアントにハイエンドのワイヤ

レスサービスを提供します。今では、ワイヤレスサービスはスイッチと統合され、付加価値が

高く新しい、シスコの統合されたモビリティアーキテクチャを提供します。この統合されたアー

キテクチャにより、ワイヤレスおよび有線クライアントの両方に対して、シームレスで高速なク

ライアントローミングサービスが可能になります。

新しいモビリティアーキテクチャは、モビリティドメイン（MD）、モビリティグループ（MG）、
モビリティサブドメイン（MSD）にネットワークの論理分類を使用して高速なクライアントロー
ミングサービスをサポートし、モビリティOracle（MO）、モビリティコントローラ（MC）、モ
ビリティエージェント（MA）などのシステムを使用してスイッチピアグループ（SPG）をサポー
トします。

•モビリティドメインは、クライアントローミングがサポートされているすべてのドメイン
です。モビリティドメインはモビリティグループの集合です。たとえば、キャンパスネッ

トワークは、モビリティドメインと見なすことができます。

•モビリティグループは、高速ローミングがサポートされるモビリティサブドメインの集合
です。モビリティグループは、頻繁にローミングがサポートされているキャンパス内の複

数の建物である可能性があります。

•モビリティサブドメインは、モビリティドメインネットワークの自律的な部分です。それ
ぞれのモビリティサブドメインには、1台のモビリティコントローラおよび SPGの集合が
あります。サブドメインは 802.11rキーのドメインと同じです。

•スイッチピアグループはモビリティエージェントの集合です。

•モビリティ Oracleはモビリティサブドメインで発生したモビリティイベントの接続ポイン
トとして機能します。モビリティ Oracleは、モビリティドメイン全体、自宅、および現在
のサブドメインの各クライアントのローカルデータベースも管理します。MOはモビリティ
ドメイン全体に対して 1つだけです。CiscoWLCの 5700シリーズコントローラまたはCisco
Unified Wireless Networkソリューションコントローラは、MOとして機能します。

システム管理構成ガイド、Cisco IOS XE Release 3E（Cisco WLC 5700 シリーズ）
2 OL-32324-01-J   

クライアントローミングの設定

クライアントローミングの設定の制約事項



•モビリティコントローラは、SPG間のローミングイベントにモビリティ管理サービスを提
供します。MCは、そのサブドメインに属するすべてのモビリティエージェントにSPG名、
SPGピアメンバリストなどの設定を送信します。 CiscoWLC 5700シリーズコントローラ、
Cisco Catalyst 3850スイッチ、または Cisco Unified Wireless Networkソリューションコント
ローラは、MCとして機能します。MCには、その中で内部的に実行されているMC機能お
よびMA機能があります。

•モビリティエージェントは、モバイルクライアント用のクライアントモビリティのステー
トマシンを維持するコンポーネントです。すべての APは、モビリティエージェントに接
続されます。

新しいモビリティアーキテクチャは、次のようなシナリオでのシームレスなローミングをサポー

トします。

•スイッチ内のローミング：同じモビリティエージェントが管理する AP間でのクライアント
ローミング。

• SPG内のローミング：同じSPGのモビリティエージェント間でのクライアントローミング。

• SPG内、サブドメイン内のローミング：同じサブドメイン内の異なるSPGのモビリティエー
ジェント間でのクライアントローミング。

•サブドメイン内のローミング：サブドメインでのモビリティエージェント間のクライアント
ローミング。

高速ローミング

新しいモビリティアーキテクチャは、完全な認証の必要性を排除することによって、クライアン

トがモビリティグループ内でローミングするときの高速なローミングをサポートします。セキュ

リティポリシーは、高速ローミングのためのスイッチ間で同じである必要があります。

ローカル、アンカー、外部MAおよびMC

クライアントがMAに最初に参加し、接続ポイントが変更されていない場合、そのMAはローカ
ルMAまたは関連MAと呼ばれます。このMAが関連づけられているMCは、ローカルMCまた
は関連MCと呼ばれます。

クライアントが 2つのMA間をローミングすると、クライアントが以前関連付けられていたMA
は、アンカーMA（接続ポイント）になり、クライアントが現在関連付けられているMAは、外
部MAまたは関連MA（プレゼンスポイント）になります。これらのMAが関連づけられている
MCは、アンカー、外部、または関連MCとそれぞれ呼ばれます。

サブネット間ローミング

同様に、マルチコントローラ展開では、異なるサブネット上の同一モビリティグループ内のコン

トローラによって管理されるアクセスポイント間のクライアントローミングをサポートします。

セッションがアクティブである限り、セッションはそのまま持続され、コントローラ間のトンネ

ルによって、クライアントは同じDHCP割り当てまたはクライアント割り当て IPアドレスを引き
続き使用できるため、このローミングはクライアントには透過的に行われます。 IPアドレス
0.0.0.0、または自動 IPアドレス 169.254.*.*のクライアントが DHCP Discoverを送信するか、オペ
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レータが設定した時間が経過してタイムアウトになると、トンネルが切断され、クライアントの

再認証が必要になります。

VoIP による通話ローミング
802.11 Voice-over-IP（VoIP）通話は、RF信号が最も強いアソシエーションを見つけ出すことで、
最適な Quality of Service（QoS）と最高のスループットを実現します。 VoIP通話には、ローミン
グハンドオーバーの遅延時間が20ミリ秒以下という最小要件がありますが、CiscoUnifiedWireless
Network（Cisco UWN）ソリューションならばこの要件を容易に満たすことができます。このソ
リューションでは、オープン認証が使用されていれば、平均ハンドオーバー遅延時間は 5ミリ秒
以下です。この短い遅延時間は、個々のアクセスポイントにローミングハンドオーバーのネゴ

シエートを許可せずにコントローラによって制御されます。

CiscoUWNソリューションでは、コントローラが同一のモビリティグループに属している場合、
異なるサブネット上のコントローラによって管理される lightweightアクセスポイント間での802.11
VoIP通話ローミングをサポートします。セッションがアクティブである限り、セッションはその
まま持続され、コントローラ間のトンネルによって、VoIP通話は同じ DHCP割り当て IPアドレ
スを引き続き使用できるため、このローミングはクライアントには透過的に行われます。VoIP通
話 IPアドレス 0.0.0.0、または VoIP通話自動 IPアドレス 169.254.*.*のクライアントが DHCP
Discoverを送信するか、オペレータが設定した時間が経過してタイムアウトになると、トンネル
が切断され、VoIPクライアントの再認証が必要になります。

CCX レイヤ 2 クライアントローミング
コントローラでは、次の 5つの CCXレイヤ 2クライアントローミング拡張機能がサポートされ
ています。

•アクセスポイント経由ローミング：この機能により、クライアントはスキャン時間を節約で
きます。 CCXv2クライアントがアクセスポイントにアソシエートする際、新しいアクセス
ポイントに以前のアクセスポイントの特徴をリストする情報パケットを送信します。各ク

ライアントがアソシエートされていた以前のアクセスポイントと、アソシエーション直後に

クライアントに送信（ユニキャスト）されていた以前のアクセスポイントをすべてまとめて

作成したアクセスポイントのリストがクライアントによって認識および使用されると、ロー

ミング時間が短縮します。アクセスポイントのリストには、チャネル、クライアントの現

在の SSIDをサポートしているネイバーアクセスポイントの BSSID、およびディスアソシ
エーション以来の経過時間が含まれています。

•拡張ネイバーリスト：特に音声アプリケーションを提供する際に、CCXv4クライアントの
ローミング能力とネットワークエッジのパフォーマンスを向上させるための機能です。ア

クセスポイントは、ネイバーリストのユニキャスト更新メッセージを使用して、アソシエー

トされたクライアントのネイバーに関する情報を提供します。

•拡張ネイバーリスト要求（E2E）：End-2-End仕様は、音声/ローミング能力の全体的向上の
ために新しいプロトコルとインターフェイスを定義する、Ciscoと Intelの共同プログラムで
す。これは、CCX環境の Intelクライアントにのみ適用されます。これにより、Intelクライ
アントは自由にネイバーリストを要求できるようになります。要求すると、アクセスポイ
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ントはコントローラに要求を転送します。コントローラは要求を受信し、クライアントがア

ソシエートされているアクセスポイントに対するネイバーの現在の CCXローミングサブリ
ストで応答します。

特定のクライアントがE2Eをサポートするかどうかを調べるには、コントロー
ラの GUIで [Wireless] > [Clients]の順に選択し、そのクライアントの [Detail]
リンクをクリックして、[Client Properties]領域の [E2E Version]テキストボッ
クスを確認します。

（注）

•ローミング理由レポート：CCXv4クライアントが新しいアクセスポイントにローミングし
た理由を報告するための機能です。また、ネットワーク管理者はローミング履歴を作成およ

びモニタできるようになります。

•ダイレクトされたローミング要求：クライアントがアソシエートしているアクセスポイント
よりもサービス能力が高いアクセスポイントが他にある場合に、ローミング要求をコント

ローラからクライアントに送信できるようになります。この場合、コントローラはクライア

ントに joinできる最適なアクセスポイントの一覧を送信します。クライアントはダイレク
トされたローミング要求を受け入れることも、無視することもできます。 CCX以外のクラ
イアントおよび CCXv3以下を実行するクライアントは、どちらの操作も行う必要がありま
せん。この機能を使用するために設定する必要はありません。

レイヤ 2 またはレイヤ 3 のローミング設定方法

レイヤ 2 またはレイヤ 3 のローミング設定

はじめる前に

レイヤ 2またはレイヤ 3ローミングをモビリティエージェントに設定するには、次の必要条件を
考慮する必要があります。

•レイヤ 2とレイヤ 3ローミングのための SSIDおよびセキュリティポリシーは、MA全体で
同じである必要があります。

•クライアントVLAN IDは、レイヤ 2ローミングでは同じで、レイヤ 3ローミングでは異なっ
ている必要があります。

•ブリッジドメイン IDとクライアントVLAN IDは、レイヤ 2ローミングで同じである必要が
あります。ブリッジドメイン IDとクライアント VLAN IDのうち、一方または両方が、レ
イヤ 3ローミングで異なる必要があります。
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手順の概要

1. configure terminal
2. wlan wlan_profile_name wlan_ID SSID_network_name
3. no mobility anchor sticky
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

WLANコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

wlan wlan_profile_name wlan_ID
SSID_network_name

例：
Controller(config)#wlan wlan1

ステップ 2   

（任意）レイヤ 2アンカーをディセーブルにしま
す。

no mobility anchor sticky

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

ステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。また、Ctrl+Zキー
を押しても、グローバルコンフィギュレーション

モードを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 4   

CCX クライアントローミングパラメータの設定（CLI）

手順の概要

1. configure terminal
2. ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roam rf-params {default | custommin-rssi roam-hyst scan-thresh trans-time}
3. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアク

ション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：
Controller# configure
terminal

ステッ

プ 1   

CCXレイヤ 2クライアントローミングパラメータを設定します。ap dot11 {5ghz | 24ghz}
l2roam rf-params

ステッ

プ 2   
デフォルト RFパラメータを選択するには、defaultオプションを入力します。{default | custom

min-rssi roam-hyst
scan-thresh trans-time}

クライアントローミングに影響を与える RFパラメータを最適化するには、custom
オプションを入力してから、次のオプションのいずれかを入力してください：

例：
Controller#ap dot11
5ghz l2roam rf-params
custom -80

• [MinimumRSSI]：クライアントがアクセスポイントにアソシエートするために
必要な最小の受信信号強度インジケータ（RSSI）を示します。

クライアントの平均の受信信号の強度がこのしきい値より低い場合、通常、信

頼できる通信はできません。したがって、最小の RSSI値に達する前に、クラ
イアントはより強い信号のある別のアクセスポイントをすでに見つけてローミ

ングしている必要があります。

[Minimum RSSI]値は、-80～ 90 dBmの範囲で設定できます。デフォルトは -85
dBmです。

• [Hysteresis]：クライアントが近傍のアクセスポイントにローミングするため
に、その信号に必要な強度を示します。

このパラメータは、クライアントが 2つのアクセスポイント間のボーダー近く
に物理的に存在している場合に、アクセスポイント間のローミングの量を減ら

すことを意図しています。

[Hysteresis]は、3～ 20 dBの範囲で設定できます。デフォルトは 3 dBです。

• [Scan Threshold]：クライアントがより適切なアクセスポイントにローミングす
るまでに許可される最小 RSSIを示します。

RSSIが指定された値より低い場合、クライアントは指定遷移時間内により強い
信号のあるアクセスポイントへローミングできる必要があります。このパラ

メータはまた、クライアントがアクティブまたはパッシブスキャンで費やす時

間を最小限に抑えるための節電方法も提供します。たとえば、クライアントは

RSSIがしきい値よりも高いときにはゆっくりとスキャンし、しきい値よりも低
いときにはより速くスキャンすることができます。

–70～ 77 dBmの範囲で RSSIを設定できます。デフォルト値は -72 dBmです。

• [TransitionTime]：クライアントのアソシエートされたアクセスポイントからの
RSSIがスキャンしきい値より低くなった場合に、クライアントがローミングに
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目的コマンドまたはアク

ション

適した近傍のアクセスポイントの検出およびローミングにかけられる最大許容

時間を示します。

[Scan Threshold]パラメータと [Transition Time]パラメータは、クライアントの
ローミングパフォーマンスの最低レベルを保証します。これらのパラメータを

使用すると、最も高いクライアント速度とローミングヒステリシスが得られる

だけでなく、アクセスポイント間の一定の最小オーバーラップ距離を確保する

ことにより、ローミングをサポートする無線 LANネットワークを設計するこ
とが可能となります。

1～ 10秒の範囲で時間を設定できます。デフォルトの時間は 5秒です。

特権EXECモードに戻ります。また、Ctrl+Zキーを押しても、グローバルコンフィ
ギュレーションモードを終了できます。

end

例：
Controller(config)#
end

ステッ

プ 3   

モビリティ Oracle の設定

手順の概要

1. configure terminal
2. wireless mobility oracle
3. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

コントローラのモビリティOracleをイネーブルにしま
す。

wireless mobility oracle

例：
Controller(config)# wireless mobility
oracle

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。また、Ctrl+Zキーを
押しても、グローバルコンフィギュレーションモー

ドを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 3   

モビリティコントローラの設定

手順の概要

1. configure terminal
2. wireless mobility controller
3. wireless mobility controller peer-group switch-peer-group-name
4. wireless mobility controller peer-group switch-peer-group-namemember ip ip-address {public-ip

public-ip-address}
5. wireless mobility controller peer-group switch-peer-group-namemulticast
6. wireless mobility controller peer-group switch-peer-group-namemulticast ip

peer-group-multicast-ip-addr
7. wireless mobility controller peer-groupswitch-peer-group-name bridge-domain-id id
8. wireless mobility group member ip ip-address [public-ip public-ip-address] [group group-name]
9. wireless mobility dscp value
10. wireless mobility group keepalive {count | interval}
11. wireless mobility group name name
12. wireless mobility oracle ipmo-ip-address
13. wireless management interface interface-name
14. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

ワイヤレスモビリティコントローラをイネーブルに

します。

wireless mobility controller

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

スイッチピアグループ名を設定します。グループ名

には、最大 31文字の印字可能な ASCII文字（大文字
wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-name

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

ステップ 3   

小文字が区別されます）を入力できます。モビリティ

グループ名には、スペースは使用できません。

コマンドのno形式は、スイッチピアグルー
プを削除します。

（注）

スイッチピアグループにモビリティグループメンバ

を追加します。

wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-namemember ip ip-address
{public-ip public-ip-address}

ステップ 4   

コマンドのno形式は、スイッチピアグルー
プからメンバを削除します。

（注）

例：

Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1 member ip
10.0.0.1

スイッチピアグループ内でマルチキャストモードを

設定します。

wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-namemulticast

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

ステップ 5   

スイッチピアグループのマルチキャスト IPアドレス
を設定します。

wireless mobility controller peer-group
switch-peer-group-namemulticast ip
peer-group-multicast-ip-addr

ステップ 6   

コマンドのno形式は、スイッチピアグルー
プのマルチキャスト IPを削除します。

（注）

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG1 multicast ip
10.0.0.4

スイッチピアグループのブリッジドメイン IDを設
定します。デフォルトは 0です。

wireless mobility controller
peer-groupswitch-peer-group-name
bridge-domain-id id

ステップ 7   

コマンドの no形式は、ブリッジドメイン
IDをデフォルト値に設定します。

（注）

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller peer-group SPG bridge-domain-id
10.0.0.5

モビリティグループメンバを追加します。wireless mobility group member ip ip-address
[public-ip public-ip-address] [group group-name]

ステップ 8   

コマンドのno形式は、グループからメンバ
を削除します。デフォルトのグループ名は

MCのグループ名です。

（注）

例：

Controller(config)# wireless mobility group
member ip 10.0.0.1
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目的コマンドまたはアクション

モビリティ制御パケットの DSCP値を設定します。wireless mobility dscp value

例：
Controller(config)# wireless mobility dscp
46

ステップ 9   

DSCP値に指定できる範囲は 0～ 63です。デフォル
ト値は 46です。

ワイヤレスモビリティグループのキープアライブ数

（メンバのステータスが DOWNするまでのキープア
wireless mobility group keepalive {count |
interval}

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

ステップ 10   

ライブの試行回数、および2つのキープアライブ間の
間隔であるキープアライブインターバル）を設定しま

す。

最大 31文字の印字可能な ASCII文字（大文字小文字
が区別されます）で、ワイヤレスモビリティグルー

プ名を指定します。

wireless mobility group name name

例：
Controller(config)# wireless mobility group
name group1

ステップ 11   

モビリティ oracleに IPアドレスを設定します。wireless mobility oracle ipmo-ip-address

例：
Controller(config)# wireless mobility oracle
ip 10.0.0.5

ステップ 12   

ワイヤレス管理インターフェイスを設定します。wireless management interface interface-name

例：
Controller(config)# wireless management
interface Vlan21

ステップ 13   

特権 EXECモードに戻ります。また、Ctrl+Zキーを
押しても、グローバルコンフィギュレーションモー

ドを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 14   

モビリティエージェントの設定

手順の概要

1. configure terminal
2. wireless mobility controller ip ip-address
3. wireless mobility load-balance
4. wireless mobility load-balance threshold threshold -value
5. wireless management interface interface-name
6. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：
Controller# configure terminal

ステップ 1   

モビリティコントローラの IPアドレスを設定しま
す。

wireless mobility controller ip ip-address

例：
Controller(config)# wireless mobility
controller ip 10.10.10.20

ステップ 2   

ワイヤレスモビリティロードバランシングを設定

します。

wireless mobility load-balance

例：
Controller(config)# wireless mobility
load-balance

ステップ 3   

ローカル、またはMAにアンカーできるクライアン
ト数を設定します。 100～ 2000の範囲でしきい値
を設定できます。デフォルト値は 1000です。

wireless mobility load-balance threshold
threshold -value

例：
Controller(config)# wireless mobility
load-balance threshold 100

ステップ 4   

モビリティエージェントのワイヤレス管理インター

フェイスを設定します。

wireless management interface interface-name

例：
Controller(config)# wireless management
interface Vlan21

ステップ 5   

特権 EXECモードに戻ります。また、Ctrl+Zキー
を押しても、グローバルコンフィギュレーション

モードを終了できます。

end

例：
Controller(config)# end

ステップ 6   

クライアントのローミングパラメータのモニタリング
このセクションでは、クライアントパラメータ用の新しいコマンドについて説明します。

次のコマンドがコントローラのクライアントローミングパラメータをモニタするために使用でき

ます。

表 1：クライアントローミングパラメータモニタリングコマンド

目的コマンド
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802.11aまたは 802.11b/gネットワーク上でクラ
イアントローミングに設定されている現在の

RFパラメータを表示します。

show ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roam rf-param

802.11aまたは 802.11b/gネットワークの CCX
レイヤ2クライアントローミング統計を表示し
ます。

show ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roam statistics

特定のアクセスポイントの CCXレイヤ 2クラ
イアントローミング統計を表示します。

show ap dot11 {5ghz | 24ghz} l2roammac-address
mac-address statistics

モビリティ設定のモニタリング
このセクションでは、モビリティ設定をモニタリングするための新しいコマンドについて説明し

ます。

次のコマンドは、モビリティOracle、モビリティコントローラとモビリティエージェントのモビ
リティ設定のモニタリングに使用できます。

表 2：モビリティコントローラおよびモビリティエージェント用モビリティ設定モニタリングコマンド

目的コマンド

モビリティコントローラとモビリティエージェ

ントのサマリー情報を表示します。

show wireless mobility summary

モビリティの統計情報を表示します。show wireless mobility statistics

確立した DTLS接続を表示します。show wireless mobility dtls connections

表 3：モビリティ Oracle 用モビリティ設定モニタリングコマンド

目的コマンド

モビリティ Oracleが認識するモビリティコン
トローラの状態を表示します。

show wireless mobility oracle summary

モビリティOracleデータベース内クライアント
の情報を表示します。

show wireless mobility oracle client summary

モビリティOracleデータベース内の、特定のク
ライアントの詳細情報を表示します。

show wireless mobility oracle client detail client
-mac-address
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指定のモビリティコントローラにアンカーされ

ている、または関連付けられているモビリティ

Oracleデータベース内クライアント一覧の情報
を表示します。

show wireless mobility oracle mc-ip

表 4：モビリティコントローラ用モビリティ設定モニタリングコマンド

目的コマンド

サブドメインのクライアントのリストを表示し

ます。

show wireless mobility controller client summary

サブドメインのクライアントの詳細情報を表示

します。

show wireless mobility controller client
mac-address detail

指定のモビリティエージェントにアンカーされ

ている、または関連付けられているクライアン

トのリストを表示します。

showwirelessmobility agent ma-ip client summary

モビリティグループに認識される Cisco APの
リストを表示します。

show wireless mobility ap-list

表 5：モビリティエージェント用モビリティ設定モニタリングコマンド

目的コマンド

モビリティロードバランスプロパティの概要

を表示します。

show wireless mobility load-balance summary

クライアントローミング設定に関する追加情報

関連ドキュメント

マニュアルタイトル関連項目

Mobility Configuration Guide（モビリティコン
フィギュレーションガイド）、Cisco IOS XE
Release 3SE（Cisco WLC 5700シリーズ）

モビリティ設定
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マニュアルタイトル関連項目

Mobility Command Reference Guide（モビリティ
コマンドリファレンスガイド）、Cisco IOS XE
Release 3SE（Cisco WLC 5700シリーズ）

モビリティ関連のコマンド

標準および RFC

タイトル標準/RFC

—なし

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

本リリースでサポートするすべてのMIB

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/supportシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。
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クライアントローミング設定の機能履歴と情報

機能情報リリース

この機能が導入されました。Cisco IOS XE 3.2SE
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