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はじめに

このドキュメントでは、Cisco Unified Wireless Network インフラストラクチャに Vocera® Badge
Voice over WLAN（VoWLAN）テクノロジーを実装する上での設計に関する考慮事項と導入のガ
イドラインを示します。

注: Vocera 製品のためのサポートは Vocera サポート チャネルから直接得る必要があります。 テ
クニカル サポートは Vocera 関連の問題をサポートするためにトレインしません。

このガイドによっては Ciscoワイヤレス LAN コントローラ 配置ガイドへ補足、軽量アーキテクチ
ャの Vocera VoWLAN デバイスに特定のコンフィギュレーションパラメータだけが当たります。
詳細については Cisco 440X シリーズ無線 LAN コントローラの展開を参照して下さい。

前提条件

要件

読者が Cisco IP Telephony SRND および Ciscoワイヤレス LAN SRND で示される用語および概
念について詳しく知っていることが仮定されます。

ワイヤレス UC 設計の指針—
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns818/landing_wireless_uc.html

Cisco Unified Communications SRND は Unified Communications Manager 7.x を—
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns818/landing_uc_mgr.html on Cisco 基
づかせていました
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使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

要旨

この表は Cisco Unified 無線ネットワークの内でどのように動作するか 4 つのキー機能を要約した
ものです。

  単一 コントロ
ーラ

コントローラ
にコントロー
ラ レイヤ2 ロ
ーミング

コントローラ
にコントロー
ラ レイヤ3 ロ
ーミング

バッジに
バッジ

特別なコンフ
ィギュレーシ
ョン無し

特別なコンフ
ィギュレーシ
ョン無し

特別なコンフ
ィギュレーシ
ョン無し

バッジに
電話

特別なコンフ
ィギュレーシ
ョン無し

特別なコンフ
ィギュレーシ
ョン無し

特別なコンフ
ィギュレーシ
ョン無し

バッジに
ブロード
キャスト

イネーブル コ
ントローラ マ
ルチキャスト

イネーブル コ
ントローラ マ
ルチキャスト
ディセーブル
Vocera VLAN
IGMP
Snooping か
4.0.206.0 実
行されたまた
はそれ以降

4.0.206.0 ま
たはそれ以降

バッジ
Location

特別なコンフ
ィギュレーシ
ョン無し

特別なコンフ
ィギュレーシ
ョン無し

特別なコンフ
ィギュレーシ
ョン無し

Vocera バッジ概要

通信バッジは携帯者に他のどのバッジ携帯者が付いている即刻通信も構内交換機 （PBX） 統合お
よびバッジ位置トラッキング同様に与えます。 802.11b/g 無線ネットワークの利用は Vocera サ
ーバソフトウェア リリース 3.1 （1081） ビルド現在でサービス品質（QoS）のための限られた
必要条件のマルチキャストおよび UDP ユニキャスト パケット配信の使用を必要とします。 暗号
化機能は 64/128 Open、Extensible Authentication Protocol（EAP） WPA 保護される Wi-Fi によ
って保護されるアクセス前共有されたキー（WPA-PSK） （PEAP）および Lightweight
Extensible Authentication Protocol （LEAP）の認証機能と結合される Temporal Key Integrity
Protocol（TKIP） ビット Wired Equivalent Privacy（WEP）、Temporal Key Integrity
Protocol（TKIP）、Message Integrity Check （MIC）および Cisco （CKIP）です。

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


ボタンのプッシュによって、Vocera サーバはレコードのようなコマンドを発行するプロンプトで
ある Vocera によって応答します、（AM I） /is..。、コール、演劇、ブロードキャスト、メッセー
ジ、等。 Vocera サーバは要求を完了するために必要なサービスやコールセットアップを提供し
ます。

Vocera の 802.11b 可能な通信システムは UDP ポート範囲の独自の音声圧縮および使用を利用し
ます。 Vocera システム ソフトウェアはコールセットアップ、呼接続およびユーザ プロファイル
を管理する Windows サーバで動作します。 彼らはニュアンス 8.5 音声認識および Voiceprint ソ
フトウェアとバッジ音声通信を有効に するために組みました。 Vocera はバッジとの一般電話サ
ービス （POTS） 接続を可能にするために Vocera テレフォニー ソリューション ソフトウェアを
実行するように個々のウィンドウ サーバを推奨します。

Vocera コール キャパシティ考慮事項

更に詳しい情報についてはこの資料のネットワーク サイズ変更セクションを参照して下さい。

Vocera Communications Server キャパシティ

行列を大きさで分類する Vocera サーバに関する 詳細については Vocera 通信システム仕様を参
照して下さい。

Vocera ソリューション

Vocera バッジはユニキャストおよびこの完全なソリューションを構成する複数の主な特徴を提供
するのにマルチキャスト パケット配信を両方利用します。 適切なパケットデリバリに頼る本質的
特徴の 4 つはここにあります。 また各機能が配信および機能性のために潜在的ネットワークをど
のようにの使用するか基本的な知識は提供されます。

通信に記章を付けるバッジ— Vocera 1 人のユーザが他のユーザに問い合わせるとき、コール
を受け取ることができるかどうか呼び出し側のバッジの IP アドレスを調べ、ユーザに尋ねる
ためにバッジ ユーザに連絡するバッジは最初に Vocera サーバを接続します。 呼び出し側が
コールを受け入れる場合、Vocera サーバはそれ以上のサーバ 介入無しでバッジ間の直通 通
信を設定するために呼び出し側バッジの IP アドレスの呼出しを行うバッジを知らせます。
Vocera サーバのすべての通信は G.711 コーデックを使用し、すべてのバッジにバッジ通信
は Vocera 所有物コーデックを使用します。

●

バッジ テレフォニー通信— Vocera テレフォニー サーバがおよび PBX への接続とのセット
アップ インストールされているとき、ユーザは PBX または外部電話回線の内線を呼出せま
す。 Vocera はユーザが第（5、6、3、2）の発言によってコールをすることを可能にします
または人のための Vocera データベースの Address Book エントリの作成によってまたはその
番号で機能するために（たとえば、薬学、ホーム、ピザ） Vocera サーバは拡張の番号を代
行受信することまたはデータベースの名前を検知 し、番号を選択することによって、呼出さ
れている番号を判別します。 Vocera サーバは PBX に接続し、適切なテレフォニー シグナリ
ングを生成する Vocera テレフォニー サーバにそれからその情報を渡します（たとえば、
DTMF）。 バッジおよび Vocera サーバおよび Vocera サーバおよび Vocera テレフォニー サ
ーバ間のすべての通信はユニキャスト UDP 上の G.711 コーデックを使用します。

●

Vocera broadcast — Vocera バッジ ユーザが Vocera バッジ携帯者のグループと Broadcast
コマンドの使用によって呼出し、同時に通信できる。 ユーザがグループにブロードキャスト
するとき、グループのどのメンバーがアクティブであるかグループのメンバーを調べるユー

●

http://www.vocera.com/products/specifications.aspx


ザのバッジは Vocera サーバにコマンドを、判別し、このブロードキャスト セッションのた
めに使用するために割り当てマルチキャスト アドレスを割り当てられたマルチキャスト アド
レスを持つマルチキャスト グループに加わるようにそれに指示する各アクティブユーザのバ
ッジに送りますメッセージを送信 します。
バッジ Location 機能— Vocera サーバは各バッジが関連する BSSID のサーバに 30 第 2 キー
プ アライブを送信 すると同時に各々のアクティブなバッジが関連付けられるアクセス ポイ
ントを把握します。 これは Vocera システムが大体バッジ ユーザの居場所を推定するように
します。 バッジが最も密接であるアクセス ポイントに関連付けられないかもしれませんので
この機能に比較的低い正確度があります。

●

Vocera のインフラストラクチャ計画

Vocera whitepaper Vocera インフラストラクチャ 計画ガイドは 、バッジはレシーブ 信号 強度最
小 -65 dBm、信号対雑音比大きいより 25 の db および適切なアクセス アクセス・ポイント オー
バーラップおよびチャネル 分離があるはずであることを示すサイト調査 最小限の要件を記述しま
す。 バッジがサイト調査のために使用するノートとして同じような omni 指向性アンテナを使用
するが、信号 強度の携帯者の影響があるバッジの動作を非常によくまねません。 送信デバイスの
この固有の要求およびこの動作を与えられて、Cisco アーキテクチャの使用はおよび Radio
Resource Management（RRM）珍しい無線周波数（RF） サイト特性の欠如があることを確かめ
てが理想的です。

Vocera バッジは限られた場合エラー修正機能の本文の隣で身に着けられている下位動力を与えら
れたデバイスです。 この資料の Vocera 必要条件を容易に達成することができます。 ただし、そ
れは効果的にはたらくようにバッジが処理し、するそれのための余りにも多くの SSID がある場
合圧倒されるようになることができます。

アーキテクチャ概要

図 1 —前方ジェネラル マルチキャストおよび Lightweight Access Point Protocol （LWAPP） ワ
イヤレスが付いている Prune

http://www.vocera.com/products/documents/InfrastructureGuide.pdf
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LWAPP 配備のマルチキャスト

LWAPP 配備内のマルチキャストを理解することは Vocera ブロードキャスト 機能を展開して必
要です。 この資料 以降はコントローラ ベースのソリューション内のマルチキャストを有効に す
るために必要なステップをカバーします。 現在 クライアントにマルチキャストを提供するのに
LWAPP コントローラが使用する 2 つのデリバリー方式があります:

ユニキャストおよびマルチキャスト●

マルチキャスト マルチキャスト●

ユニキャストおよびマルチキャストのデリバリー方式

ユニキャストおよびマルチキャストのデリバリー方式は各マルチキャスト パケットのコピーを作
成し、各アクセス点に転送します。 クライアントが Wireless LAN にマルチキャスト 加入を送信
するとき、アクセス ポイントはコントローラに LWAPP トンネルによってこの加入を転送します
。 コントローラはそれにこのマルチキャスト 加入をです直接クライアントの関連する WLAN の
ためのデフォルトVLAN である接続されたローカル エリア ネットワーク接続繋ぎます。 IPマル
チキャストパケットがネットワークからコントローラに着くとき、コントローラはこの特定のグ
ループに加入したワイヤレス ドメイン内のクライアントを備えている各アクセス ポイントのため
の LWAPP ヘッダとのこのパケットを複製します。 マルチキャストのもとがまたワイヤレス ド



メイン内のレシーバのとき、このパケットはまたこのパケットを送信 した同じクライアントに戻
って複写され、転送されます。 Vocera バッジに関しては、これは LWAPP コントローラ ソリュ
ーション内のマルチキャスト配信の好まれる方法ではないです。 ユニキャスト デリバリー方式は
小さい配備を使用します。 ただし、ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）のかなりオーバーヘ
ッドが原因で、これは決してお勧めの マルチキャスト デリバリー方式ではないです。

図 2 — LWAPP マルチキャスト ユニキャスト

注: AP グループ VLAN が設定される、および IGMP 加入がクライアントからコントローラを通し
た送信 されれば場合、クライアントがオンになっていること WLAN のデフォルトVLAN に置か
れます。 従って、クライアントはクライアントがこのデフォルト ブロードキャスト ドメインの
メンバーでなければこのマルチキャストトラフィックを受信しないかもしれません。

マルチキャスト マルチキャスト デリバリー方式

マルチキャスト マルチキャスト デリバリー方式はコントローラが受信される各マルチキャスト
パケットを複製するように要求しません。 コントローラは未使用マルチキャスト グループアドレ
スのために各アクセス ポイントがメンバーにのなること設定されます。 図 3 によって、WLC か
らアクセス ポイントに定義されるマルチキャスト グループは 239.0.0.65 です。 クライアントが
WLAN にマルチキャスト 加入を送信 するとき、アクセス ポイントはコントローラに LWAPP ト
ンネルによってこの加入を転送します。 コントローラはそれにこのリンク層プロトコルをです直
接クライアントの関連する WLAN のためのデフォルトVLAN である接続されたローカル エリア
ネットワーク接続転送します。 コントローラにローカルそして追加しますルータは転送のための
そのインターフェイスへのこのマルチキャスト グループアドレスを（（*、G））エントリ。 図 3
によって、例マルチキャスト 加入はマルチキャスト グループ 239.0.0.30 に送信 されました。 ネ
ットワークが今マルチキャストトラフィックを転送するとき、コントローラへの 239.0.0.30 のマ
ルチキャスト アドレスは転送されます。 コントローラはマルチキャスト グループアドレスに当
たる LWAPP マルチキャスト パケットにそれからマルチキャスト パケットをカプセル化します
（コントローラで設定され、ネットワークに転送されるここの例は 239.0.0.65）あります。 コン



トローラの各アクセス ポイントはコントローラ マルチキャスト グループのメンバーとしてこの
パケットを受信します。 アクセス ポイントはそれからクライアント/サーバ マルチキャスト パケ
ットを転送します（ここの例は LWAPP マルチキャスト パケットの内で識別される WLAN/SSID
にブロードキャストとして 239.0.0.30）あります。

注: 不適当にマルチキャストネットワークを設定する場合、他のコントローラのアクセス ポイン
ト マルチキャスト パケットを受信することを終了する可能性があります。 最初のコントローラ
がこのマルチキャスト パケットをフラグメント化しなければならない場合フラグメントはネット
ワークに転送され、各アクセス ポイントはこのフラグメントを廃棄する時間を費やす必要があり
ます。 224.0.0.x マルチキャスト 範囲からの何でものようなすべてのトラフィックを割り当てる
場合、これはまた各アクセス ポイント カプセル化され、続いて転送されます。

図 3 — LWAPP マルチキャスト マルチキャスト

ルータおよびスイッチ マルチキャスト 設定

この資料はネットワーク マルチキャスト コンフィギュレーション ガイドではないです。 完全な
実装ストーリーのための IPマルチキャストルーティングの設定を参照して下さい。 この資料はネ
ットワーク環境内のマルチキャストを有効に するために基本を取り扱っています。

イネーブル IPマルチキャストルーティング

IPマルチキャストルーティングは Cisco IOS® ソフトウェアがマルチキャスト パケットを転送す
るようにします。 ip multicast-routing global configuration コマンドがマルチキャストがあらゆる
マルチキャストによって有効に される ネットワークで機能するように必要となります。 ip
multicast-routing コマンドは WLC とそれぞれアクセス ポイント間のネットワーク内のすべての

//www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ip/configuration/guide/1cfmulti.html


ルータで有効に する必要があります。

Router(config)#ip multicast-routing

インターフェイスのイネーブル PIM

これはインターネット グループ管理プロトコル（IGMP） オペレーションのためのルーティング
インターフェイスをイネーブルに設定します。 Protocol Independent Multicast （PIM）モードは
ルータがマルチキャストルーティングテーブルをどのように読み込むか判別します。 ここに提供
される例は Rendezvous Point （RP）がマルチキャスト グループのために知られているように要
求しないし、従ってマルチキャスト 環境の未知性質がある sparse（疎）- dense（密）モードは
最も好ましいです。 これはマルチキャストが機能することができるように直接コントローラに接
続されるレイヤ3 インターフェイスが有効に なる PIM であるはずであるがはたらくために設定さ
れるマルチキャスト 推奨事項ではないです。 WLC とそれぞれアクセス ポイント間のすべてのイ
ンターフェイスは有効に する必要があります。

Router(config-if)#ip pim sparse-dense-mode

ディセーブル スイッチ VLAN IGMP Snooping

IGMP Snooping はマルチキャストに見られてほしいユーザを備えているそれらのスイッチポート
にトラフィックを制限するために有効に なる マルチキャストのスイッチド ネットワークを許可
しますマルチキャスト ストリームを見たくないスイッチポートからのマルチキャスト パケットを
プルーニングしている間。 Vocera 配備ではソフトウェア リリースを持つコントローラにアップ
ストリーム スイッチポートの CGMP か IGMP Snooping を 4.0.206.0 より先に有効に するために
、それは望ましくない場合もあります。

ローミングおよびマルチキャストはマルチキャストトラフィックが定期講読されたユーザに続く
ことができることを確認する一組の必要条件と定義されません。 ローミングしたことクライアン
ト バッジはわかっているが、ネットワークインフラストラクチャがバッジにマルチキャスト
（Vocera ブロードキャスト）トラフィックを渡し続けることを確かめるために別の IGMP 加入を
転送しません。 同時に、LWAPP アクセス ポイントはローミングされたクライアントにこの
IGMP 加入のためにプロンプト表示するためにジェネラル マルチキャスト クエリを送りません。
レイヤ2 Vocera ネットワーク設計によって、IGMP Snooping を無効に することはローミングし
てもどこでトラフィックが Vocera ネットワークのすべてのメンバーに転送されるようにします
。 これはクライアントがどこにに関係なくローミングするか Vocera ブロードキャスト 機能が動
作するようにします。 IGMP Snooping を無効に することはグローバルに非常に望ましくないタ
スクです。 各 WLC に直接接続される Vocera VLAN でその IGMP Snooping だけを無効に なりま
す推奨します。

詳細については IGMP Snooping の設定を参照して下さい。

Router(config)#interface vlan 150

Router(config-if)#no ip igmp snooping

バージョン 4.0.206.0 およびそれ以降の拡張をマルチキャストして下さい

4.0.206.0 のリリースによって、Cisco はこれが発生するときユーザが一般 IGMP クエリの送信に
よってレイヤ2 でローミングすることを可能にするように IGMP クエリをもたらします。 クライ
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アントは IGMPグループとそれから彼らがメンバーのであり、これが先にこの資料に説明があら
れるように有線ネットワークに繋がれること応答します。 クライアントがレイヤ2 接続、かレイ
ヤ3 移動がないコントローラにローミングするとき、同期ルーティングはマルチキャストソース
パケットのために追加されます。 レイヤ3 移動を完了したクライアントが無線ネットワークから
固定コントローラに、マルチキャスト パケットの、外部 コントローラ カプセル化する IPトンネ
ルの IP （EoIP）上のイーサネットのこのパケットを出所を特定する時。 固定コントローラはロ
ーカルで関連付けられる無線クライアントにそしてそれを転送しましたり、また正常なマルチキ
ャストルーティング メソッドを使用してルーティングされる有線ネットワークに戻ってこれを繋
ぎます。

導入シナリオ

この 3 つのデプロイメントシナリオは最良の方法をカバーし、正常な Vocera と助けるべき設計
パラメータは配備に記章を付けます:

単一 コントローラ配備●

多重コントローラ レイヤ2 配備●

多重コントローラ レイヤ3 配備●

Vocera バッジ機能が LWAPP 分割された MAC 環境の内でどのように相互に作用しているか理解
することは必要です。 すべてのデプロイメントシナリオによって、マルチキャストは有効に し、
積極的なロード バランシングは無効に する必要があります。 すべてのバッジ WLAN はネットワ
ーク全体を渡る同じブロードキャスト ドメインの内で含んでいるはずです。

図 4

単一 コントローラ配備

これは最も簡単なデプロイメントシナリオです。 それは少し配備問題の Vocera バッジ ソリュー
ションを展開することを可能にします。 ネットワークは IPマルチキャストルーティングのために
アクセス ポイントが LWAPP マルチキャスト パケットを受信するためにだけ有効に する必要が
あります。 必要であれば、コントローラ マルチキャスト グループですべてのルータおよびスイ
ッチを設定することによってネットワーク マルチキャスト複雑な状況を制限できます。

コントローラで、適切な SSID グローバルに設定されて、マルチキャストがセキュリティ設定お
よびすべてのアクセス ポイントは Vocera バッジ ソリューションを登録し、機能はすべて予想通
り動作します。 Vocera ブロードキャスト 機能によって、ユーザはローミングし、マルチキャス
トトラフィックは予想通り続きます。 このソリューションが適切に機能するように設定されるよ
うに必要な追加設定がありません。



Vocera バッジはマルチキャストメッセージを送信 するとき、Vocera ブロードキャストとするよ
うに、コントローラに転送されます。 コントローラはそれから LWAPP マルチキャスト パケッ
ト内のこのマルチキャスト パケットをカプセル化します。 ネットワークインフラストラクチャは
このコントローラにつながれる各アクセス ポイントにこのパケットを転送します。 アクセス ポ
イントはこのパケットを受信するとき、それから LWAPP の外観どの WLAN/SSID それからこの
パケットをにブロードキャストするか判別するためにヘッダをマルチキャストしました。

図 5 —マルチキャスト マルチキャスト モードの単一 コントローラ

多重コントローラ レイヤ2 配備

複数のコントローラは同じレイヤ2 ブロードキャスト ドメインによってすべて接続が互いになけ
ればなりません。 コントローラは両方ともフラグメンテーションを制限するために、各コントロ
ーラの同一のアクセス ポイント マルチキャスト グループを使用して示されているようにマルチ
キャストのために設定されます。 このレイヤ2 ブロードキャスト ドメインがスイッチのよくある
スイッチか共通セットによって接続されるという想定のもとで、これらのスイッチの
CGMP/IGMP スヌーピングはこの単一 VLAN または実行 4.0.206.0 またはそれ以降 WLC ソフト
ウェアのために無効に する必要があります。 1 人のコントローラのアクセス ポイントからの別
のコントローラのアクセス ポイントへの Vocera ブロードキャスト 機能およびユーザ 移動によっ
て、はたらくために IGMP のためのメカニズムが IGMP Snooping のための新しいレイヤ2 ポート
に転送されるために加入しますありません。 従ってアップストリーム CGMP か IGMP 可能なス
イッチに到着する IGMPパケットなしで規定 された マルチキャスト グループはコントローラに
転送されないし、クライアントによって受け取られません。 場合によってはレイヤ2 移動が認証
の直後の一般 IGMP クエリを受信すると同時に同じ Vocera ブロードキャスト グループの一部で
あるクライアントがバージョン 4.0.206.0 の長所の新しいコントローラにローミング クライアン
ト 移動の前に既にこの IGMPパケットを送信 して いたら、他のコントローラにローミングする
クライアントこれははたらくかもしれません。 クライアントは利益団体とそれから応答する必要
があり、新しいコントローラは接続されたスイッチにそれからこれローカルで繋がれます。 これ



はアップストリーム スイッチの IGMP および CGMP の長所を可能にします。

マルチキャストトラフィックを適切に通過させるためにネットワークが設定される限り追加バッ
ジ SSID および別々のバッジ ネットワークのためのレイヤ2 ドメインを作成できます。 また、作
成される各 Vocera レイヤ2 ブロードキャスト ドメインはネットワークに接続されますためにマ
ルチキャストを壊さないためにコントローラをどこでもある必要があります。

図 6 —多重コントローラ レイヤ2 配備

多重コントローラ レイヤ3 配備

レイヤ3 ローミング デプロイメント戦略は WLC ソフトウェア リリース 4.0.206.0 またはそれ以
降のコントローラにコントローラ ローミングとしか使用する必要がありません。 興味があるマル
チキャスト グループのために LWAPP レイヤ3 ローミングが設定されているレイヤ3 移動がそれ
問い合わせられると同時に Vocera ブロードキャスト グループに接続され、他のコントローラに
適切なマルチキャスト ストリームおよび移動を受け取るクライアント。 クライアントは、グルー
プの Vocera 同じブロードキャストにソースをたどるとき、EoIP トンネルによって固定コントロ
ーラに渡されるこれらのパケットを持ち、正常なマルチキャストルーティング メソッドによって
ルーティングされるこれらのパケットを持っています。

図 7 —多重コントローラ レイヤ3 配備



VoWLAN 配備: Cisco の Reccommendations

ワイヤレス IP テレフォニー ネットワークは注意深い RF 計画を必要とします。 完全な音声 サイ
ト調査がワイヤレス カバレッジの適切なレベルを判別し、インターフェイスのソースを識別する
ためにたいていの場合必要となります。 アクセス ポイント 配置およびアンテナ選択選択は有効
な音声 サイト調査の結果の助けによって非常に楽にすることができます。 最も重要な考慮事項は
ワイヤレス電話の送信 電力です。 理想的には電話はアクセス ポイントの送信 電力を学び、アク
セス ポイントのそれに送信 電力を合わせます。

無線ネットワークの大半が広範な RF サイト調査の後で今日展開されるが、それらはデータサー
ビスに同様に留意することとされます。 VoWLAN 電話は可能性が高いですラップトップのよう
なモービル クライアントのための典型的な WLAN アダプタのそれらより異なるローミング特性
および異なるカバレッジ必要条件がある。 従って、音声のための追加サイト調査は頻繁に
VoWLAN 複数のクライアントの性能要件の準備をするために推奨されます。 この追加アンケー
トは VoWLAN 電話に十分な RF カバレッジおよび帯域幅が適切な音声品質を提供するあることを
確認するためにアクセス ポイントを調整する機会を提供します。

RF 設計上の考慮事項のその他の情報に関しては、http://cisco.com/go/srnd で利用可能 な Ciscoワ
イヤレス LAN設計 ガイドの WLAN 無線周波数（RF） 設計上の考慮事項の章を参照して下さい。

複数のフロア ビルド、病院およびウェアハウスに関する推奨事項

複数のフロア ビルド、病院およびウェアハウスを調査するときファクタとこのセクションにリス
トされていたと考えて下さい。

構築 メソッドおよび資料

建築構造の多くの側面はサイト調査から不明または隠されて、従って他の出典からのその情報を
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得なければならないかもしれません（建築描画のような）。 範囲に影響し、アクセス ポイントの
カバレッジ 領域が鋼鉄補強の窓ガラスの金属フィルムが、加鉛ガラス、鋼鉄突起させたウォール
、セメント フロアおよびウォール、ホイルに支えられる絶縁体、階段の吹き抜けおよびパイプお
よび据え付け品を垂直にするエレベーター・シャフト含まれている資料および典型的な構築 メソ
ッドのいくつかの例および多くの他。

インベントリ

コンポーネントのさまざまな型は RF 範囲、高い鋼鉄との特に範囲か含水量に影響を与える場合
があります。 のために視聴するべきいくつかの項目は板紙箱が、ペット フード、描画、石油製品
、エンジン部分、等含まれています。

コンポーネントのレベル

ピーク在庫水準でまたは最も高いアクティビティの時にサイト調査を行うために確かめて下さい
。 50% 保有基準のウェアハウスに 100% の在庫水準で同じウェアハウスより非常に別の RF フッ
トプリントがあります。

活動レベル

同様に、時間後にオフィス エリアに（個人なしで）個人の同じエリアより別の RF フットプリン
トが日中十分にあります。 サイト調査の多くの一部が完全な職業なしで行なうことができるがサ
イト調査 確認を行ない、位置が占められる時の間にキー値を微調整することは必要です。 より高
いユーザの利用必要条件および密度、より重要それはうまく設計された多様性ソリューションを
持つことです。 より多くのユーザが時、より多くの場合は各ユーザのデバイスで受け取られます
。 信号の増加は、コンテンション、ヌル ポイント、およびマルチパスによる歪みの増加につなが
ります。 アクセス ポイント（アンテナ）ヘルプの多様性はこれらの状態を最小に します。

複数のフロア ビルド

典型的なオフィスビルのためのサイト調査を行なうときこれらのガイドラインに留意して下さい:

エレベータ シャフトは RF 信号を遮断し、反射させる。●

コンポーネントの提供余地は場合を吸収します。●

堅い壁で囲まれた内側のオフィスは RF 信号を吸収する。●

中断余地（台所）は電子レンジの使用によって 2.4 GHz 干渉を生成できます。●

テスト ラボは 2.4 GHz または 5 GHz 干渉を生成できま多重通路ゆがみおよび RF シャドウ
を作成します。

●

キュービクルは吸収し、ブロック場合がちです。●

会議室は高い稼働率のエリアであるので高いアクセス ポイント カバレッジを必要とします。●

一層の警戒は複数のフロア ファシリティを調査するとき管理する必要があります。 異なるフロア
のアクセス ポイントは同じフロアにあるアクセス ポイント容易に互いに干渉できます。 アンケ
ートの間に長所にこの動作を使用することは可能性のあるです。 高利得 アンテナを使用する、フ
ロアおよび切り上げ値を突き通し、アクセス ポイントがマウントされるフロアの上の、またの下
のフロアにカバレッジを提供することは可能性のあるであるかもしれません。 異なるフロアのア
クセス ポイントまたは同じのアクセス ポイント間のチャネルとオーバーラップしないようにフロ
ア気を付けて下さい。 マルチテナント ビルドでは、より低い伝送電力の使用を必要とし、近隣オ
フィスから場合を保存するためにゲイン アンテナを下げるセキュリティ上の問題があるかもしれ
ません。



病院

病院の調査プロセスは、企業の調査プロセスとほとんど同じです。しかし、病院施設のレイアウ
トは次の点で異なる傾向にあります。

病院ビルドは多くの復元プロジェクトおよび付加を通過しがちです。 各々の追加構築は可能
性が高いです減衰の異なるレベルが付いている異なる建築材がある。

●

ヘルプがマイクロ セルおよび多重通路バリエーションを作成する忍耐強いエリアのウォール
およびフロアを通した場合侵入は一般的に最小です。

●

帯域幅のための必要は WLAN 超音波機器および他の携帯用イメージング アプリケーション
の増加する使用と増加します。 帯域幅のための必要はワイヤレス音声の付加と同様に増加し
ます。

●

ヘルスケア セルは小さく、シームレス ローミングは音声アプリケーションと必要、特にです
。

●

セル オーバーラップは高く従って再利用をチャネリングできます。●

病院はインストールされる無線ネットワークの複数の型がある場合があります。 これには
2.4 GHz non-802.11 機器が含まれています。 この機器により他の 2.4 GHz ネットワークの
コンテンションを引き起こす場合があります。

●

壁面マウント ダイバーシティ パッチ アンテナと天井マウント ダイバーシティ全方向性アン
テナが一般的ですが、ダイバーシティ構成を必要とすることに留意してください。

●

倉庫

ウェアハウスに頻繁に高いストレージ ラックが含まれている大きい空地があります。 何回も、こ
れらのラックはアクセス ポイントが一般的に置かれる切り上げ値にほとんど達します。 そのよう
なストレージ ラックはカバー アクセス ポイントができるエリアを制限できます。 このような場
合、側面およびセメント柱のような切り上げ値のほかの他の場所にアクセス ポイントを、置くこ
とを考えて下さい。 また、倉庫の調査を行う場合は次の要素を考慮します。

在庫水準は必要とされるアクセスポイントの数に影響を与えます。 推定配置場所の 2 つか 3
つのアクセス ポイントとのテスト カバレッジ。

●

予想外セル オーバーラップは多重通路バリエーションが理由で本当らしいです。 信号品質は
、信号強度よりも大きく変動します。 クライアントは近くアクセス ポイントによってよりず
っとアクセス ポイントによってよく関連付け、操作するかもしれません。

●

アンケートの間に、アクセス ポイントおよびアンテナは通常それらを接続するアンテナケー
ブルを備えていません。 しかし実稼働環境で、アクセス ポイントおよびアンテナはアンテナ
ケーブルを必要とするかもしれません。 すべてのアンテナケーブルは信号損失をもたらしま
す。 厳密な調査には、設置するアンテナのタイプとケーブルの長さを含めます。 ケーブルと
、ケーブルによる損失をシミュレーションするのに適したツールとして、調査キットの中の
減衰器を使用できます。

●

製作所を調査することはウェアハウスの調査に類似したです、但し例外としては製作所の RF 干
渉のもっとたくさんのもとがあるかもしれません。 さらに、製作所のアプリケーションは通常ウ
ェアハウスのそれらよりより多くの帯域幅を必要とします。 このような適用例には、ビデオ画像
とワイヤレス音声が含まれる場合があります。 製造施設では、最大のパフォーマンス問題はマル
チパスによる歪みと考えられます。

サポートされるセキュリティ機構



認証およびデータ暗号化のためのスタティックWEP および Cisco LEAP に加えて、Vocera バッ
ジはまた WPA-PEAP （MS-CHAP v2)/WPA2-PSK をサポートします。

LEAP 考慮事項

LEAP はユーザネームおよびパスワードにデバイスが（バッジにアクセス ポイントおよびアクセ
ス ポイントにバッジ）基づいていました相互に認証されるようにします。 認証にトラフィックを
暗号化するのに、電話とアクセス ポイントの間でダイナミックキーが使用されています。 ただし
、ASLEAP 辞書攻撃はセキュリティソリューションとして LEAP を使用することにするとき考慮
する必要があります:

詳細については辞書攻撃 LEAP 脆弱性を on Cisco 参照して下さい。

LEAP が使用される場合ユーザデータベースにアクセスを提供するために、LEAP 対応
RADIUSサーバが、Cisco Access Control Server （ACS）のような、必要となります。 Cisco
ACS はユーザネームおよびパスワードデータベースをローカルで保存できますか、または外部
Microsoft Windows NT ディレクトリからその情報にアクセスできます。 LEAP を使用した場合、
強力なパスワードがすべてのワイヤレス デバイスで使用されるようにして下さい。 強力なパスワ
ードは 10 のおよび 12 文字の間のあることと長く定義され、大文字および小文字、また特殊文字
両方含むことができます。

すべてのバッジが同じパスワードを使用するおよびバッジの内で保存されるので、Cisco はデー
タ クライアントおよびワイヤレス音声 クライアントの異なるユーザー ユーザー名およびパスワ
ードを使用することを推奨します。 この推奨事項はトラッキングとおよびトラブルシューティン
グ、またセキュリティ助けます。 バッジのためのユーザネームおよびパスワードを保存するのに
それが外部（以外 ACS）データベースを使用する有効なコンフィギュレーション オプションで
あるが Cisco はこの推奨事項を推奨しません。 バッジがアクセス ポイントの間でローミングす
る時はいつでも ACS が問い合わせる必要があるので、以外 ACS データベースにアクセスする予
測不可能な遅延により過度の遅延および悪い音質を引き起こす可能性があります。

無線ネットワーク インフラストラクチャ

配線された IP テレフォニー ネットワークと同様にワイヤレス IP 電話 ネットワークは、VLAN構
成、ネットワーク サイズ変更、マルチキャスト 転送するおよび機器選択のために、注意深い計画
を必要とします。 配線されたおよびワイヤレス IP 電話 ネットワークに関しては、別々の音声お
よびデータVLAN は頻繁にトラブルシューティングの十分なネットワーク帯域幅および容易さを
確認する推奨される配備のほとんどの効果的な方法です。

音声、データおよび Vocera VLAN

VLAN は 1つ以上のブロードキャスト ドメインにネットワークをセグメント化するためにメカニ
ズムを提供します。 VLAN は典型的な推奨事項が異なるレイヤ2 ドメインに音声 および データ
トラフィックを分けること IP テレフォニー ネットワークのために特に重要です。 Cisco は他の
音声 および データ トラフィックからの Vocera バッジのための別々のVLAN を設定することを推
奨します: データトラフィックのためのアクセス ポイント マネジメントトラフィックのためのネ
イティブ VLAN は、データVLAN、音声トラフィックのための音声または外部VLAN、および
Vocera のための VLAN 記章を付けます。 別途の voice VLAN はレイヤ2 マーキングを利用するこ
とをネットワークが可能にし、レイヤ2 アクセス スイッチポートでプライオリティ キューイング
を提供します。 これは適切な QoS がさまざまなトラフィック クラスに提供されるし、ように IP
アドレッシング、セキュリティおよびネットワーク寸法記入のようなアドレッシング問題の解決
を助けます。 Vocera バッジは渡すのにマルチキャストを利用するブロードキャスト 機能を使用
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します。 このよくある VLAN はバッジがコントローラの間でローミングするときそれを、それ残
りますマルチキャスト グループの一部に確認します。 この最後のプロセスはマルチキャストがこ
の資料の以降を当たるとき詳しく説明されています。

ネットワーク サイズ変更

IP テレフォニー ネットワーク サイズ分けは十分な帯域幅およびリソースが音声トラフィックの
存在によって示されるデマンドに応じて利用できることを確認して必要です。 PSTN ゲートウェ
イ ポートのようなサイズ分けコンポーネントのための通常 IPテレフォニー設計ガイドラインに加
えて、トランスコーダは、WAN 帯域幅、また等、ワイヤレス IP 電話 ネットワークを大きさで分
類するときこれらの 802.11b 問題を検討します。 典型的な導入に際しての推奨事項を越える配線
されたクライアントの数を伸ばす Vocera バッジは専用アプリケーションです。

アクセス ポイントごとの 802.11b デバイスの数

Cisco はアクセス ポイントごとの 15 から 25 以下の 802.11b デバイス持っていないことを推奨し
ます。

アクセス ポイントごとのアクティブ コールの数

Vocera はそれがバッジにバッジ（独自の低ビットレート コーデック）コールまたはバッジに電
話（G.711 コーデック）コールである場合基づいて 2 異なるコーデックを使用します。 この表は
利用可能 な 帯域幅をデータ レート パーセントとしての示し、期待されたスループットのクリア
ピクチャを与えたものです:

コール プロセス
1
Mbp
s

2
Mbp
s

5.5
Mb
ps

11
Mb
ps

バッジに電話（G.711） 20.7
%

11.8
%

6.3
%

4.7
%

バッジにバッジ（独自の低ビッ
トレート コーデック）

9.4
%

6.1
%

4.2
%

3.6
%

推奨事項を切り替えて下さい

注: 使用すれば Cisco Catalyst 4000 シリーズはネットワークの主要なルータとして、少くとも、
Supervisor Engine 2+ （SUP2+）または Supervisor Engine 3 （SUP3）モジュールが含まれてい
るように、します切り替えます。 4912、および 2948G-GE-TX スイッチ Cisco Catalyst 2948G
が、2980G、2980G-A できるように SUP1 か SUP2 モジュールによりローミング遅延を引き起
こす場合があります。

アクセス ポイントへの接続のためのスイッチポートを設定するとき使用のためのスイッチポート
テンプレートを作成できます。 このテンプレートは標準デスクトップ テンプレートのすべてのベ
ースライン セキュリティおよび復元力 機能を追加する必要があります。 さらに、Cisco Catalyst
3750 スイッチへのアクセス ポイントを接続するとき、ポートレートを制限し、Differentiated
Services Code Point （DSCP）設定に Class of Service（CoS）をマッピング する Multilayer
Switching （MLS） Qos コマンドの使用によってアクセス ポイントのパフォーマンスを最適化で
きます。

どのトラフィックでもアクセス ポイントに WLANクライアントによって必要とならない送信 す
るべきではありません。 テンプレートはヘルプがこれらの機能が付いているセキュアおよび弾力



性のある ネットワーク接続を作成するように設計する必要があります:

帰りポート構成はへの既存ポートコンフィギュレーションの削除によって default — コンフ
ィギュレーションの衝突を防ぎます。

●

ディセーブル ダイナミック トランキング プロトコル（DTP） —アクセス ポイントへの接続
のために必要ではないダイナミックトランキングを無効に します。

●

ディセーブル ポート集約プロトコル（PAgP） — PagP はデフォルトで有効に なりますが、
ユーザに向かう ポートのために必要ではないです。

●

早くイネーブル ポートはスパニングツリー リンクがダウン状態になる場合スイッチがすぐに
トラフィックを転送することを再開するようにします。

●

設定 ワイヤレス VLAN —他のデータ、音声およびマネージメントVLAN からのワイヤレス ト
ラフィックを分離するユニークなワイヤレス VLAN を作成します。 これはトラフィックを分
離し、トラフィックのより大きい制御を確認します。

●

イネーブル サービス品質（QoS）; ポート（マークダウンを 0）に—高優先順位トラフィック
の適切な相違を、softphones を含んで確認し、消費余分な帯域幅から PC の再構成によって
ユーザを防ぎます信頼しないで下さい。

●

WS-C3750-48PS-S インラインパワー スイッチがインラインパワーを受け取ることができるアク
セス ポイントに電源を提供するのに使用することができます。

Catalyst 6500 はパケットをここに説明されているすべての機能との行比率で転送する、また多数
のサービスモジュールを統合ことを可能にします。 ワイヤレスサービス モジュール（WiSM）は
それぞれ 150 のアクセス ポイントを制御する機能の 2 人のコントローラがそれぞれあることを
可能にします。 シャーシごとに 5 まで WiSMs によって、これは単一 高いパフォーマンス スイ
ッチングアーキテクチャ内の 50,000 人のクライアントをサポートする 1500 のアクセス ポイン
トに制御することを可能にします。

配備および設定

バッジ設定

不正確にされた場合 Vocera バッジ コンフィギュレーションユーティリティ（BCU）およびバッ
ジの設定は環境にローミングおよびレイテンシーをもたらすことができます。 BCU およびバッ
ジ Properties エディタ（BPE）を使用する、これらの設定を確認して下さい（図を 8）参照して
下さい:

ローミングするサブネットは無効に なります。●

スキャン既定のチャネル（1,6,11）はチェックされます。●

ブロードキャスト使用 IGMP は有効に なります。●

ポリシーをローミングすることは 2 にまたはより高い設定 されます。●

図 8 — Vocera BCU Advanced タブ



ローミングするサブネットがチェックされるとき、バッジに各移動の後で新しい IP アドレスを要
求するように指示します。 LWAPP 環境では、インフラストラクチャ ヘルプはレイヤ3 でクライ
アント 接続を維持します。 それがパケットを送信するか、または受信ことはできる前に音声 ク
ライアントが応答するために DHCPサーバを待つ必要があるとき遅延 および ジッターはもたら
されます。 スキャン既定のチャネル（1,6,11）がチェックされない場合、バッジはローミングす
るためにすべての 802.11b チャネルを時バッジ外観スキャンします。 これはパケットおよびシー
ムレス ローミングのフォワーディングを防ぎます。

環境のための調整 AutoRF

この資料の推奨事項 セクションに記述されているように、各サイトにそれが RF 特性を所有する



ことであるあることを理解しておくことは重要です。 AutoRF か無線リソース管理（RRM）は各
サイトが異なって、AutoRF/RRM が環境のために調整する必要があるという知識と、調整される
必要があるかもしれません。

AutoRF を調節する前に、詳細については Unified Wireless Network の下で Radio Resource
Management（RRM）参照して下さい。

RRM は強い各アクセス ポイントが第 3 最も強いネイバーをどのようにの聞くか調節によって各
アクセス ポイントの送信 電力を、調節することを可能にします。 この値は TX 電力水平な割り
当て設定に記述されているように構成によって進められる 802.11b を使用して CLI から tx 電源
脱穀しますコマンドをしか調節することができません。

AutoRF を調節する前に、配備サイトはエンドユーザによって身に着けられているように Vocera
バッジを使用して歩き、深い理解をどのようにバッジ移動使用し、どんなの深めるために Site
Survey Tool を電源をで各アクセス ポイントが見られるか。 この値を調節することが必要となる
ことがこれが完了したおよび判別されたら、–送信 電力制御装置アルゴリズムのための 71 dBm
の値から始めて下さい。 この CLI パラメータを使用して下さい:

Router(config)#interface vlan 150

Router(config-if)#no ip igmp snooping

変更を観察する前にネットワークが最低 30 分に 1 時間のこの調整を通ってはたらくようにして
下さい。 ネットワークが十分時間を与えられれば、サイトは同じアンケート ツールおよびバッジ
を使用して再度歩きます。 同じローミング特性およびアクセス ポイント電源を観察して下さい。
ここの目標は次のアクセス ポイントでまたはの前にバッジ移動を持つように最良 Signal to Noise
Ratio を得る試みることです。

tranmit 電源が余りに熱くまたは余りに冷たいかどうかどのようにしてわかりますか。高くか
余りに低い送信 電力 しきい値を余りに持っているかどうか判別することは環境のよい理解を
必要とします。 Vocera は機能するために記章を付けることを（期待するかところで全体の
配備エリア）歩いたら、アクセス ポイントが知るどこに取付けられる、またバッジのローミ
ング 動作に必要がありますか気付く。

●

送信 電力が余りに熱い場合ことをしますか。信号品質よりもむしろ信号 強度にもっぱら基づ
く Vocera バッジ移動。 歓迎されたチュートリアルで実行されている間スティッキであると
考慮されるまたは試験信号音が、バッジ複数のアクセス ポイントを渡したか後 Vocera バッ
ジがローミングしなければ。 この動作が全体のキャンパス配備エリアを表している場合、送
信 電力 しきい値は余りにも熱く、引き下がるには必要があります。 1-2 の隔離されたエリア
だけ示せばより理想主義的なローミング特性がこれネットワークが余りに熱い実行している
示す値ではないことを配備エリアのこの動作および他は示します。

●

送信 電力が余りに冷たい場合ことをしますか。デフォルト送信する しきい値はほとんど決し
てネットワークが余りに冷たい実行する配備エリアを提供する必要があります。 送信 電力
しきい値が調節される、およびホール Vocera バッジが付いている歩くことがバッジがよく
ローミングしたり、失えば環境を接続や死者/むらがあるカバレッジを与えれば場合、ネット
ワークは調整された余りに低いかもしれません。 これがネットワーク全体に特性でが、1-2
のエリアに隔離されない場合、ネットワーク全体に渡た問題よりもむしろカバレッジ ホール
をより表しています。

●

隔離された動作1-2 のエリアで、バッジは理想主義的な方法のローミングよりもむしろアク
セス ポイントにスタックすることが分ったら、このエリアを検査して下さい。このエリアは
どのようにキャンパスの他と異なっているか。これ/これらのエリアが建設中の近いビルディ
ング終了またはエリアである場合カバレッジ ホール検出は電源を上げるためにこれらのアク

●
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セス ポイントを強制するでしようか。そのような異常がなぜの発生する可能性があるか判別
を助けるように WLC ログファイルおよびアクセス ポイント隣接リストを検知 して下さい。
1つ以上の隔離されたエリア、デッド バッジ エクスペリエンスまたはむらがあるカバレッジ
でことが分れば、これらのエリアを別々に検査する必要があれば。このエリアはエレベータ
ー・シャフト、放射線学、または中断余地の近くにありますか。これらのエリアはアクセス
ポイントのインストールかよりよい配置によってよりよい音声 カバレッジを可能にするため
に適するかもしれません。いずれの場合も、ライセンスが不要な無線周波スペクトルではた
らき、理想主義的な動作が達成可能ではないかもしれませんことを理解することは賢明常に
です。 これは無線伝送タワーの隣にかデバイス、テレビ トランスミッタまたは可能性のある
non-802.11 2.4 GHz 修理 ファシリティ（ワイヤレス電話、等）置かれるとき起こる可能性が
あります。

無線ネットワーク インフラストラクチャ 設定

Cisco Unified Wireless Network 設計および配置ガイドは WLC の全面的な設定のために続く必要
があります。 このセクションは Vocera® 通信バッジに特定のその他の推奨事項を提供します。

注: 変更は次のステップに移動する前に Apply ボタンを押さない場合保存されていない残ってい
ます。

コントローラ トップレベルメニューの下でこれらのステップを完了して下さい:

変更イーサネットはマルチキャストするためにモードをマルチキャストしました。1.
239.0.0.255 設定 して下さい（または他の未使用マルチキャスト グループアドレス）へのマ
ルチキャスト グループアドレスを。

2.

ネットワーク設計にデフォルト モビリティ ドメイン名および RF ネットワーク名前を設定
して下さい。

3.

積極的なロード バランシングを無効に して下さい。図 9 —概要 WLC 設定4.



インターフェイスを作成して下さい

> インターフェイス 『Controller』 をクリック して下さい。

注: VLAN および IP アドレスは変わります。 ここのスクリーン ショットは直接続くべきではない
サンプル アドレッシングを提供します。

図 10 — WLC インターフェイスのリスト



Vocera 音声インターフェイスを作成して下さい

次の手順を実行します。

[New] をクリックします。1.
インターフェイス名 フィールドで Vocera VoWLAN ネットワークのタグ名担当者を入力し
て下さい。

2.

VLAN ID フィールドで VoWLAN そのネットワークの VLAN ナンバーを入力して下さい。3.
『Apply』 をクリック し、ちょうど作成したインターフェイスを編集するために次に『
Edit』 をクリック して下さい。

4.

VLAN および他の関連情報の範囲にあるこのインターフェイスのための IP アドレッシング
を入力して下さい。

5.

[Apply] をクリックします。6.

ワイヤレス仕様設定

持っているただ WLAN に関しては最もよい Vocera ブロードキャスト アプリケーションをサポー
トしなさいこと Vocera は、この設定提供しますサンプル設定を記章を付けます。

DTIM 期間は 1.です。●

802.11g のためのサポートは無効に なります。 11 Mpbs の 802.11b データ レートだけ必須
です。

●

短いプリアンブルは無効に なります。●

DTPC は無効に なります。●

図 11 — 802.11b/g 設定



WLAN 設定

次の手順を実行します。

最もよい必要とする合うこと値に無線 Policy フィールドをアップデートして下さい。1.
イネーブルになったに管理状態を変更して下さい。2.
1800 にセッション タイムアウトを設定 して下さい。3.
プラチナに Quality of Service（QoS） 設定 して下さい。4.
イネーブルになったにブロードキャスト SSID を設定 して下さい。5.
Vocera 通信バッジのために作成されるインターフェイスにインターフェイス名を設定 して
下さい。

6.

団体ポリシーを一致する セキュリティオプションを設定して下さい。図 12 — WLAN 設定7.



設定 アクセス ポイント 詳細

次の手順を実行します。

『Detail』 をクリック して下さい。1.
AP 名前を設定して下さい。2.
アクセス ポイントが DHCP のために設定されるようにして下さい。3.
管理状態が有効に なるようにして下さい。4.
AP Mod は」ローカルに設定 する必要があります。5.
アクセス ポイントのロケーションを入力して下さい。6.
アクセス ポイントがに属することコントローラー名を入力して下さい。 コントローラ名前
は Monitor ページで検索すことができます。

7.

[Apply] をクリックします。図 13 — AP 詳細8.



802.11b/g 無線を設定して下さい

次の手順を実行します。

click Wireless WLC の上に置き、管理状態の下のすべてのアクセス ポイントが有効に なる
ために設定 されることを確認します。図 14

1.

ネットワークをクリックして下さい（802.11b/g 近くにある）。2.
AutoRF をクリックして下さい。3.
オーバーラップしていない RF チャネルおよび送信 電力で完全なカバレッジを作成するのに
AutoRF を使用して下さい。 これをするために、RF チャネル 割り当てのために『
Automatic』 を選択 すれば TX 電力は割り当てを水平にします。図 15

4.



[Apply] をクリックします。5.
設定を『SAVE』 をクリック し、この資料の環境 セクションについては調整 AutoRF を参
照して下さい。

6.

> アクセス ポイント > 802.11b/g 無線『Wireless』 を選択 して下さい。図 167.



ワイヤレス IP テレフォニー 確認

RF サイト調査を行なった、アクセス ポイントおよび電話を設定する後、すべてが望まれるよう
にはたらくようにするために確認 テストを行なうことは重大です。 これらのテストはこれらの場
所のまったく実行された必要があります:

（バッジがその特定のアクセス ポイントに接続する可能性が高いかところ）各アクセス ポイ
ント セルの主要区域。

●

コールの過多があるかもしれませんところ位置。●

使用方法がまれであるかもしれないカバレッジはまだ証明されなければなりません場所（た
とえば、階段の吹き抜け、化粧室、等）。

●

アクセス ポイントのカバレッジ 領域のフリンジ。●

• これらのテストはまたはシリーズ並行して実行されたことができます。 並行して実行され
た場合、各位置で完全なアソシエーション、認証および登録をテストするために電話がテス
ト・ポイントの間で動力を与えられるようにして下さい。 ローミングおよびロード テストは
最終テストである必要があります。

●

アソシエーション、認証および登録

このセクションはバッジが関連付け、認証し、きちんと登録することを確認する方法を説明しま
す。

環境全体の複数のポイントで、電源投入はバッジ アクセス ポイントを持つアソシエーション
を確認し。 バッジがアクセス ポイントによって関連付けない場合、これらのチェックを行っ
て下さい:適切な SSID を、認証種別確認するために、バッジ設定を等チェックして下さい。
適切な SSID を、認証種別確認するために、WLC 設定をラジオ チャンネル、等チェックして
下さい。位置を確認するためにサイト調査を持っています十分な RF カバレッジをチェック
して下さい。

●

環境全体の複数のポイントで、電話がアクセス ポイントを通って認証に成功するようにして
下さい。 クライアントが認証を受けない場合、バッジの WEPキーか LEAP ユーザ名 および
パスワードをチェックして下さい。 また、同一の資格情報とワイヤレス ラップトップを使用
することによって AAAサーバのユーザ名 および パスワードをチェックして下さい。

●

環境全体の複数のポイントで、バッジが Vocera コミュニケーション サーバによって登録す
るようにして下さい。 クライアントが登録しない場合、これらのチェックを行って下さい:バ
ッジに正しい IP アドレスが、サブネット マスク、プライマリゲートウェイ、プライマリ
TFTP、プライマリ/セカンダリおよび DNS あることを確認して下さい。

●

静止した音声コール:環境全体の複数のポイントでそれにもかかわらず立つが、コールを別の
バッジにし、120 第 2 音声テストに音声品質をチェックするために 60 を行なって下さい。
音声品質が受け入れられない場合、1 つのバッジをよりよい位置に移動し、再度テストして
下さい。 音声品質は受諾可能ですか。 そうでなかったら、ワイヤレス カバレッジをチェッ
クして下さい。テレフォニー サーバが環境全体の複数のポイントで、設定されたら、まだ立
て、配線された電話にコールをし、120 第 2 音声テストに音声品質をチェックするために 60
を行なって下さい。 音声品質が受け入れられない場合、配線された電話を使用してコールを
するかどうか尋ねて下さい。 音声品質は受諾可能ですか。 そうでなかったら、ガイドライン
に対して有線ネットワーク 設計を確認して下さい。

●

信号 強度（受信信号強度 インジケータ[RSSI]）のその位置からの RF チャネル毎に複数のア
クセス ポイントが非常により 35 ないことを確認するのにサイト調査ツールを使用して下さ

●



い。 同じチャネルの 2 つのアクセス ポイントがある場合 Signal to Noise Ratio （SNR）がで
きるだけ高く干渉を最小に することであることを確認して下さい。 たとえば、より強いアク
セス ポイントに 35 の RSSI があれば、より少しにより 20 理想的に弱いアクセス ポイント
は RSSI がのあるはずです。 この目標を達成するために、1 つのアクセス ポイントの送信 電
力を減らすか、またはアクセス ポイントを移動しなければならないかもしれません。
適切な推奨 設定を確認するためにアクセス ポイントの QoS 設定をチェックして下さい。●

ローミング バッジ コール:テレフォニー サーバが利用できない場合、コマンドで Vocera チ
ュートリアルを始めますチュートリアルを始めて下さい。またはテレフォニー サーバが利用
できる場合、バッジに静止したデバイスとのコールを開始して下さい。総ワイヤレス カバレ
ッジ 領域を横断する間、絶えず音声品質をチェックして下さい。 音声品質が不十分である場
合、これらのタスクを行って下さい:音声品質のすべての受け入れられない変更を聞き取り、
ラップトップの位置および無線値をおよびバッジからの CQ 値を書き留めて下さい。バッジ
を視聴し、次のアクセス ポイントにローミングするために聞き取って下さい。カバレッジお
よび干渉をチェックするためにサイト調査の他の利用可能 な アクセス ポイントに注意して
下さい。

●

WLAN を最適化するために調整をアクセス ポイント 配置および設定にし音声品質を確認す
るためにこれらのチェックを行って下さい:サイト調査ツールを使用し、大きい RSSI 値のチ
ャネル毎に複数のアクセス ポイントが指定された位置のより 35 ないことを確認して下さい
。 理想的には、同じチャネルの他のアクセス ポイントはすべて可能な限りとして下位と
RSSI 値があるはずです（できればより少なくより 20）。 RSSI が 35 であるカバレッジ 領
域のボーダーで、同じチャネルの他のすべてのアクセス ポイントのための RSSI は理想的に
20 より小さいはずです。十分な信号 強度のすべての位置で目に見える少なくとも 2 つのア
クセス ポイントが（独立チャンネルで、全体）あることを確認するのにサイト調査ツールを
使用して下さい。ある特定のローミング エリアのアクセス ポイントがレイヤ2 ネットワーク
にすべてであることを確認して下さい。

●

よくあるローミング問題

これらのローミング問題は発生する場合があります:

バッジは直接アクセス ポイントの下に置かれてとローミングしません。●

バッジは可能性が高く受信信号強度 インジケータ（RSSI）および Channel Utilization
（CU）のためのローミング弁別域に達しません。 送信 電力 しきい値形式を WLC 調節して
下さい。

●

バッジはビーコンを受け取りませんし、アクセス ポイントからの応答を厳密に調べません。●

バッジは余りにゆっくりローミングします。●

バッジはネットワークへの接続を失いますまたはローミングするとき音声 サービ
スは失われます

可能性のある WEP ミスマッチがあるように認証を確認して下さい。●

バッジは IGMP を加入します送信しませんまたはネットワークは移動の間に IGMP クエリを
送信します。 従って、Vocera ブロードキャスト 機能はレイヤ 2/レイヤ 3 移動の間に失敗し
ます。

●

バッジは（レイヤ3 モビリティ メカニズムが設定されなければ）ローミングするただシーム
レス レイヤ2 が可能です。 新しい WLC が別の IPサブネットを動作していないことを確認し
て下さい。

●



関連するアクセス ポイント/コントローラに Vocera コミュニケーション サーバに IP接続が
あることを確認して下さい。

●

RF 信号 強度およびバッジ CQ 値をチェックして下さい。●

バッジはローミングしている間音声品質を失います

宛先 アクセス ポイントの下位 RSSI があるように確認して下さい。●

チャネル オーバーラップは不十分であるかもしれません。 バッジはオリジナル アクセス ポ
イントが付いている場合を失う前にコールを離れてスムーズに渡す時間がなければなりませ
ん。

●

オリジナル アクセス ポイントからの場合は失われるかもしれません。●

音声の問題

いくつかの容易に解決された音声の問題を引き起こす場合がある少数の一般的な設定 エラーがあ
ります。 もし可能なら、無線の問題に狭いところを問題助けるために静止した（参照）バッジに
対してオーディオ問題をチェックして下さい。 よくあるオーディオ問題は下記のものを含んでい
ます:

1 面オーディオ●

とぎれとぎれかロボット オーディオ●

登録および認証問題●

1 面オーディオ

この問題は場合がバッジ側かアクセス ポイント側で余りに弱いかもしれないアクセス ポイン
トのフリンジ エリアで発生する場合があります。 バッジ（20 mW）へのアクセス ポイント
の電力 設定と一致することは、可能性のある場合の、この問題を解決できます。 この問題は
アクセス ポイント設定とバッジ設定間の変化が大きいときもっとも一般的なです（たとえば
、アクセス ポイントの 100 mW およびバッジの 28 mW）。

●

音声品質があるようにゲートウェイおよび IP ルーティングを確認して下さい。●

ファイアウォールか NAT が独自の UDP パケットのパスにあるかどうか確認して下さい。 デ
フォルトで、ファイアウォールによりおよび NAT は単方向音声かオーディオを引き起こしま
せん。 双方向オーディオがフローできるように Cisco IOS® および PIX NAT およびファイア
ウォールにそれらの接続を修正する機能があります。レイヤ3 モビリティを使用する場合、
ネットワークは Unicast Reverse Path Forwarding（uRPF）チェックとのアップストリーム
トラフィックをブロックする可能性があります。

●

単方向音声は ARP キャッシングが WLC で設定されない場合発生する場合があります。●

とぎれとぎれかロボット オーディオ

とぎれとぎれかロボット オーディオのための一般的な原因はマイクロウェーブが近くに動作
するときあります。 マイクロウェーブはチャネル 9 で開始し、チャネル 6 に 14 から伸びる
ことができます。

●

Cognio のようなツールを使用して 2.4 GHz ワイヤレス電話および他の看護婦コール ワイヤ
レス デバイスがあるように確認して下さい。

●



登録および認証問題

認証における問題に直面するとき、これらのチェックを行って下さい:

SSID をチェックして下さいバッジでおよびアクセス ポイント 一致することを（またはネッ
トワーク）。 またネットワークに Vocera サーバにルートがあることをことを確かめて下さ
い。

●

WEPキーをチェックして下さい一致することを。 WEPキーかパスワードを入力するときタ
イピング エラーをすることは容易であるのでそれらをバッジ コンフィギュレーションユーテ
ィリティ（BCU）で再入力し、バッジをプログラムし直すことが得策です。

●

これらのメッセージか現象は表示される場合があります:

完全に capabilities —これは要求されて可能性が高いですアクセス ポイントとクライアント
間の暗号化 ミスマッチ サポートできません。

●

認証は失敗しませんでしたり/見つけられた AP —アクセス ポイントおよびクライアントで一
致する 認証種別を確認して下さい。

●

サービス無し– IP 構成は失敗しました—スタティックWEP を使用する場合、キーを正しく設
定されます確認して下さい。 他のクライアントを同じ SSID を使用して DHCP を受け取るこ
とができます確認して下さい。

●

非認証する AP からのすべての TKIP クライアント—この問題はアクセス ポイントが 60 秒以
内に 2 つの MIC エラーを検出すると起こります。 この対策は 60 秒の間再認証からすべての
TKIP クライアントを守ります。

●

再認証/セッション タイムアウト—もし設定するなら、セッション タイムアウトは音声 スト
リーム（300 ms + 802.1X 認証のための WAN 遅延）のギャップを引き起こす再認証を引き
起こします。

●

付録 A

AP とアンテナの配置

このセクションはアクセス ポイント（AP）およびアンテナの適切で、不適当な配置の例を与え
ます。

図 17 歪められたシグナルパターンを作成する I型梁の近くのアクセス ポイントおよびアンテナの
不適当な配置を示します。 RF ヌルポイントは場合波の交差によって作成され、場合波が反映さ
れるとき多重通路ゆがみは作成されます。 この配置はアクセス ポイントの背後にある少しだけカ
バレッジおよびアクセス ポイントの前の減らされた信号品質という結果に終ります。

図 17 — I型梁の近くのアンテナの不適当な配置



図 18 I型梁によって引き起こされる場合伝搬変更かゆがみを示します。 I型梁は受け取り パケッ
トおよび伝送パケット両方からの多くのリフレクションを作成します。 反射シグナルはヌルポイ
ントおよび多重通路干渉が理由で非常に悪い信号品質という結果に終ります。 ただし、信号 強度
はアクセスポイントアンテナが I型梁にそう密接にあるので高いです。

図 18 — I型梁にアンテナを余りに密接に置くことによって引き起こされる信号のひずみ

I型梁から離れて、少数の反射シグナル、少数のヌルポイントおよびより少ない多重通路干渉があ
るのでアクセス ポイントおよびアンテナ 配置は図 19 よりよいです。 この配置はまだイーサネッ
トケーブルがアンテナの上で巻く従ってに密接べきではないので完全ではないです。 また、アク
セス ポイントはフロアを指された 2.4GHz アンテナによって回すことができます。 これはアクセ
ス ポイントの下でよりよいカバレッジを直接提供します。 アクセス ポイントの上にユーザがあ
りません。

図 19 — I型梁からのウォールで、マウントされるアクセス ポイントおよびアンテナ



図 20 アクセス ポイントがマウントされるウォールによって引き起こされる場合伝搬を示します
。

図 20 —ウォールによって引き起こされる場合リフレクション

前述の例はまた標準企業環境に切り上げ値にまたはの近くにアクセス ポイントおよびアンテナを
置くと適用されます。 金属送風管、エレベーター・シャフト、または場合リフレクションか多重
通路干渉を引き起こす場合がある他の物理的 なバリアがあれば Cisco は強くそれらのバリアから
アンテナを移動することを推奨します。 エレベーターの場合には、場合リフレクションおよびゆ
がみの除去を助けるためにアンテナを少数のフィート移動して下さい。 同じは切り上げ値の送風
管と本当です。

パケットを送信 し、受信しないで行なわれるアンケートは十分ではないです。 I型梁例は CRCエ
ラーがあるパケットに起因する場合があるヌルポイントの作成を示したものです。 CRCエラーの
音声パケットは不利に音声品質に影響を及ぼす抜けていたパケットです。 この例では、それらの
パケットはアンケート ツールによって測定されたノイズ フロアの上である可能性があります。
従ってサイト調査がだけでなく、信号レベルを測定するが、で、またパケットを生成し、次にパ
ケットエラーを報告しますことは、非常に重要。

図 21 アンテナが付いている切り上げ値 T バーにきちんと全方向性位置で、マウントされる
Cisco AP1200 を示します。

図 21 —切り上げ値にマウントされる Cisco AP1200



図 22 切り上げ値 T バーにきちんとマウントされる Cisco Aironet 5959 全方向性ダイバシティ ア
ンテナを示します。 この場合、Cisco AP1200 は切り上げ値タイルの上でマウントされます。

図 22 —切り上げ値にマウントされる Cisco Aironet 5959 アンテナ

図 23 ウォールにきちんとマウントされる Cisco AP1200 を示します。

図 23 —ウォールにマウントされる Cisco AP1200



図 24 ウォールにマウントされる Cisco Aironet 2012 多様性パッチ アンテナを示します。 この場
合、Cisco AP1200 は切り上げ値タイルの上でマウントされます。

図 24 —ウォールにマウントされる Cisco Aironet 2012 アンテナ

ユーザトラフィックが高いエリアに関しては視力のアクセスを指摘し、切り上げ値の下に置く目
立たないアンテナを置くことを（事務所、学校、小売店および病院のような）、Cisco は推奨し
ます。 非多様性 アンテナのための分離は 18 インチを超過するべきではありません。

干渉および多重通路ゆがみ

WLANネットワークのスループット パフォーマンスは使用不可能な場合から影響を及ぼされます
。 WLAN 干渉は電子レンジ、2.4 GHz コードレスフォン、Bluetooth デバイス、または 2.4 GHz
帯域で動作する他の電子 機器によって生成することができます。 干渉はまた属するが、WLAN
で十分にずっと離れていて下さい他のアクセス ポイントおよびクライアントデバイスから一般的
に場合が破損するように弱まるか、またはなったように来ます。 ネットワークインフラストラク
チャの一部ではないアクセス ポイントによりまた WLAN 干渉を引き起こす場合があり、不正な
アクセス ポイントとして識別されます。

干渉によりおよび多重通路ゆがみは変動する送信されたシグナルを引き起こします。 干渉は特定
のデータ レートのための Signal to Noise Ratio （SNR）を減少させます。 パケット リトライ回
数は干渉や多重通路ゆがみが高いエリアで入ります。 干渉はまたノイズ レベルまたはノイズ フ
ロアと言われます。 関連するアクセス ポイントからの受信 シグナルの強度は正しくデコードさ
れるべきレシーバのノイズ レベルの上で十分に高くある必要があります。 この兵力基準は信号対
雑音比、か SNR と言われます。 Vocera バッジのための理想的な SNR は 25 dB です。 たとえば
ノイズ フロアがミリワット（dBm）毎に 95 デシベルであり、電話の受信 シグナルは 70 dBm で
す、そして信号対雑音比は 25 dB です。 （図 25 参照して下さい。）

図 25 — Signal to Noise Ratio （SNR）



アンテナの種類および位置を変更するとき、多重通路ゆがみおよび干渉を減らすことができます
。 アンテナゲインはシステムゲインに干渉トランスミッタが指向性アンテナの前に直接ない場合
追加し、干渉を減らすことができます。

指向性アンテナがある特定の屋内アプリケーションのために大いに価値があります間、大部分の
屋内インストールは全方向性アンテナを使用します。 Directionality は正しく、適切なサイト調査
によって厳しく判別する必要があります。 全方向性を使用するか、またはアンテナを修正するか
どうか、屋内環境はダイバシティ アンテナが多重通路ゆがみを軽減するように要求します。
Ciscoエアロネットシリーズ アクセス ポイント無線は多様性サポートを可能にします。

信号の減衰

場合がエアーを通る一方でシグナルの減衰か信号損失は発生します。 信号消失強度は場合が異な
るオブジェクトを通るのでより発音されて。 20 mW の伝送パワーは 13 dBm に相当します。 従
って、plasterboard ウォールのエントリポイントの送信された電源が 13 dBm にあれば、信号 強
度は 10 dBm にそのウォールを終了するとき減ります。 この表はオブジェクトのさまざまな型に
よって引き起こされる信号 強度で本当らしい損失を示したものです。

オブジェクトのさまざまな型によって引き起こされるシグナルの減衰

信号パスにある物体 オブジェクトによるシグナル
の減衰

プラスターボード壁 3 dB
金属サッシの付いたガラ
ス壁 6 dB

シンダー ブロック壁 4 dB
オフィスの窓 3 dB
金属製のドア 6 dB
レンガ壁にある金属製の
ドア 12 dB

人体 3 dB

調査される各サイトに多重通路ゆがみの異なるレベルがあります、場合は、場合ノイズ失い。 病



   

院は一般的に高い多重通路ゆがみが原因で調査するほとんどの困難な環境 信号損失および場合ノ
イズです。 病院は調査し、アクセス ポイントの密集した人口を必要とし、より高いパフォーマン
ススタンダードを必要とするために時間がかかります。 調査するべき製造および作業現場は最も
ハードに次です。 これらのサイトに一般に金属下見張りがあり、多数は多重通路ゆがみを作り直
す反射シグナルという結果に終るフロアのオブジェクトに金属をかぶせます。 オフィスビルとホ
スピタリティ施設では、一般に信号の減衰は高いものの、マルチパスによる歪みはあまりありま
せん。

関連情報

Cisco 440X シリーズ ワイヤレス LAN コントローラの配備●

ソリューション リファレンス ネットワーク デザイン●

Vocera 通信システム仕様●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/docs/wireless/technology/controller/deployment/guide/dep.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/iam/unified/ipcc601/Solution_Reference_Network_Design.htm?referring_site=bodynav
http://www.vocera.com/products/specifications.aspx?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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