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はじめに

Cisco Unified Wireless Network（CUWN）には、企業全体で展開するための、VideoStream とい
う新機能が導入されました。 この機能を使用すると、企業全体でワイヤレス クライアントへのマ
ルチキャスト ビデオ ストリーミングを展開する、ワイヤレス アーキテクチャが実現します。 こ
の機能は、ストリームとクライアントの規模をエンタープライズ ネットワークに合わせて拡張す
る際に、ビデオ配信が品質低下するという欠点を補うためのものです。 VideoStream により、ワ
イヤレス クライアントへのビデオ マルチキャストはより信頼性が高くなり、帯域幅およびスペク
トラムの使用はより効率的になります。 マルチストリーミング エンタープライズ ネットワーク
では、この機能によりストリームに優先順位が指定され、優先ストリームはその割り当て期間の
重み付けが高くなります。 この機能はさらに、ワイヤレス クライアントへのビデオの配信を保証
し、チャネルの使用率が高い場合には新規クライアント サブスクリプションへのビデオ配信を拒
否します。



要件

Cisco Unified Wireless LAN ソリューションについての知識。

使用するコンポーネント

VideoStream 機能は、Cisco Unified Wireless Network ソフトウェア バージョン 7.0（拡張機能あ
り）および Cisco Unified Wireless Network ソフトウェア バージョン 7.2 で使用できます。 この
機能は、すべてのワイヤレス LAN コントローラ（WLAN）、および新世代の屋内用アクセス ポ
イント（AP）でサポートされています。 この機能は、自律アクセス ポイントおよび屋外用アク
セス ポイントでは使用できません。

関連製品

サポートされているワイヤレス ハードウェアおよびソフトウェア

VideoStream は、すべてのワイヤレス LAN コントローラでサポートされます。 これには、Cisco
5500 コントローラ、Cisco 4400 コントローラ、Cisco 2100 コントローラ、および WiSM が含ま
れています。 VideoStream は、Cisco 2504 スタンドアロン、および Cisco WiSM-2 コントローラ
でもサポートされます。 IGMPv2 は、すべてのコントローラでサポートされているバージョンで
す。

VideoStream は、すべてのアクセス ポイントでサポートされます。 これには、Cisco Aironet
3600 シリーズ アクセス ポイント、Cisco Aironet 3500 シリーズ アクセス ポイント、Cisco
Aironet 1260 シリーズ アクセス ポイント、Cisco Aironet 1250 シリーズ アクセス ポイント、
Cisco Aironet Cisco Aironet 1140 シリーズ アクセス ポイント、および Cisco Aironet 1040 シリー
ズ アクセス ポイントで構成される、すべての 802.11n モデルのアクセス ポイントが含まれます
。 VideoStream は、Cisco Aironet 1240AG* シリーズ アクセス ポイントおよび Cisco Aironet
1130AG* シリーズ アクセス ポイントでもサポートされます。

VideoStream 機能は、CUWN 7.0 バージョンのコントローラ コードで導入され、それ以降のバー
ジョンの拡張機能付きコントローラ ソフトウェアでサポートされています。

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。

動作理論

VideoStream 機能の詳細について考察する前に、Wi-Fi マルチキャストのいくつかの欠点を理解
しておく必要があります。 802.11n は、屋内のワイヤレス展開でとりわけよく検討されるワイヤ
レス テクノロジーです。 そしてこれは、エンタープライズ ワイヤレス ネットワークのマルチメ
ディア サービス（特にビデオ）で、同じようにとりわけ高い必要があります。 ユニキャストのビ
デオ サービスは企業規模のストリーミングに合わせて拡張されないため、大規模な企業ネットワ
ークでは、マルチキャスト ビデオ ストリーミングがコスト効率のよいソリューションとなります
。 マルチキャストでは、マルチキャスト フレームおよびブロードキャスト フレームでの MAC
レイヤ リカバリは提供されません。 マルチキャスト パケットおよびブロードキャスト パケット
には確認応答（ACK）はなく、すべてのパケット配信はベスト エフォートになります。
802.11a/b/g/n のワイヤレス経由のマルチキャストでは、信頼性の高い伝送メカニズムは提供され
ません。

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


企業のワイヤレス展開では、干渉、高いチャネル使用率、互換性のないクライアント、セルのエ
ッジでの低 SNR などが発生したり問題となったりしがちです。 ワイヤレス クライアントへのビ
デオ配信は、各チャネルで最高の必須データ レートで行われます。 また、多くのクライアントが
同じチャネルを共有しながら、それぞれのクライアントはチャネル条件、電力制限、およびクラ
イアント処理能力において異なるということもあります。 したがって、下の図に示すように、各
クライアントのチャネル条件は異なるため、マルチキャストは同じチャネル内のすべてのクライ
アントに対する信頼性の高い伝送プロトコルにはなりません。

ワイヤレス マルチキャストでは、ビデオ サーバがマーキングした DiffServ コード ポイント
（DSCP）であっても、ビデオ トラフィックは優先されません。 アプリケーションは、ACK が
ないことでパケット損失を確認し、配信の再試行は適切でないと判断します。 信頼性の高いマル
チキャスト パケットの伝送を行うには、ネットワークでキューを分類し、Quality of
Service（QoS）を使用してプロビジョニングすることが必要です。 これにより、パケットをマ
ーキングして適切なキューにソートし、ドロップ パケットとホストへのパケットの遅延を排除す
ることで、信頼性の低さの問題は実質的に解消されます。

802.11n はネットワークとクライアントの両方でかなり利用されるようになりましたが、ワイヤ
レス マルチキャストでは 802.11n データ レートを使用できるようになっていません。 このこと
も、ワイヤレス マルチキャスト伝播に代わるメカニズムが必要とされる要因の 1 つとなってきま
した。

レガシー マルチキャスト

マルチキャストの実装は、CUWN がリリースを重ねるに従って進化してきました。 CUWN 7.0
よりも前のコードでは、マルチキャスト パフォーマンスが最適化され、コントローラからアクセ
ス ポイントにマルチキャスト トラフィックを配信する効率的な方法が導入されました。

この過程で、アクセス ポイントを登録してマルチキャスト パケットを配信するために、コントロ
ーラ上にマルチキャスト グループが設定されました。 この実装では、ユニキャストを使用して、
マルチキャスト パケットを Lightweight アクセス ポイント プロトコル（LWAPP）トンネルを介
して各アクセス ポイントに配信することで、コントローラのプロセスをドロップしました。 この
設定では、マルチキャスト パケットを複製してアクセス ポイントに配信するために、基盤となる
ネットワーク コンポーネントがコントローラによって使用されます。 コントローラは設定済み
LWAPP/CAPWAP グループのマルチキャスト送信元になり、アクセス ポイントはマルチキャス
ト受信側になります。 アクセス ポイントは、アップストリーム ルータからのインターネット グ
ループ管理プロトコル（IGMP）クエリと、関連コントローラの送信元 IP アドレスがあるマルチ
キャスト パケットを受け入れます。 これにより、マルチキャストのパフォーマンスは大幅に向上
します。 IGMP クエリは、そのメンバーとクライアントに送信され、データベースを更新し続け
ます。

IGMP スヌーピング設定によっても、パケットのマルチキャスト配信は向上しました。 アップス
トリーム マルチキャスト ルータおよびネイバーからのクエリには、コントローラのグループ設定
に基づいて、IGMP レポートで応答します。 L3 マルチキャスト アドレスおよび VLAN 番号の確
認後に、コントローラによって IGMP レポートから一意のマルチキャスト グループ
ID（MGID）が作成され、これによりアップストリームの L3 スイッチまたはネイバーへの IGMP
レポートが更新されます。 コントローラは、クライアントからレポートを受信するインターフェ
イス アドレスを送信元アドレスとして、レポートを送信します。 アクセス ポイント上で MGID
表は、クライアントの MAC アドレスを使用して作成または更新されます。

コントローラは、特定のグループに対するマルチキャスト参加応答を受け取ると、そのグループ
内のすべてのアクセス ポイントに応答を転送します。 ただし、マルチキャスト トラフィックを
送信するのは、そのマルチキャスト グループをサブスクライブしているアクティブなクライアン



トを持つアクセス ポイントのみです。 キャプチャで示すように、マルチキャスト トラフィック
は、最高の必須データ レートでクライアントに流れます。 クライアントは、5 GHz の無線上の
802.11n レートでアクセス ポイントに関連付けられています。

VideoStream

VideoStream は、マルチキャスト グループに参加しているクライアントがあるかどうかに関係な
く、AP 上のすべての WLAN にマルチキャスト パケットをブロードキャストする必要性を解消す
ることで、帯域幅を効率的に使用します。 この制限を回避するには、AP はクライアントが参加
している WLAN 上でのみ、クライアントが参加しているデータ レートで、ユニキャスト転送に
よりホストにマルチキャスト トラフィックを送信できるようにする必要があります。
VideoStream を設定する前に、それが通常のマルチキャスト展開（マルチキャスト/ブロードキャ
スト）とどのように異なっているかについて、大まかに理解しておく必要があります。

VideoStream は、ワイヤレス システムでは初めて、コントローラとアップストリーム スイッチ
またはルータとの間の帯域幅を損なわずに、マルチキャスト ソリューションを設計および実装す
るシームレスな方法をエンジニアに提供します。

Cisco VideoStream テクノロジーは、システム全体で使用される Cisco Unified Wireless Network
の新たな機能セットであり、優れたビデオ品質を提供するための、いくつかの主要な拡張機能が
組み込まれています。 Cisco VideoStream は、多様なあらゆるビデオに対応した信頼性の高い一
貫性のあるプラットフォームを提供できる、シスコの RF およびビデオにおける高度な専門技術
を示しています。 このテクノロジーでは、ワイヤレス LAN の物理レイヤ、MAC レイヤ、および
アプリケーション レイヤが考慮されています。 続くいくつかのセクションでは、VideoStream
機能の一部を取り上げ、その機能が Wi-Fi 経由でのビデオの配信やユーザ エクスペリエンスの質
を、独自の方法でどのように向上させているかを説明します。 次に、VideoStream の簡単なネッ
トワーク図を示して、導入されたコンセプトを説明します。



VideoStream のプロセス フローの概略説明は、続くセクションでの機能の説明を理解するために
役立ちます。 このプロセス フローではさらに、ストリーム アドミッション、ストリーム優先順
位付け、無線予約制御、マルチキャスト ツー ユニキャスト、および自動 QoS などのモジュール
も概略説明しています。

VideoStream は、コントローラ上でグローバルにイネーブルにできます。 この機能は無線レベル



（2.4 GHz および 5 GHz）と WLAN または SSID レベルで利用できます。管理者はこの機能を使
用して、優先 QoS 処理の対象とするビデオ ストリームを特定するための制御を向上させること
ができます。

ストリームのアドミッションと優先順位付け

前述のとおり、ビデオは効率的で、影響力が強い通信手段ですが、帯域幅には高い負荷がかかり
ます。またご存じのとおり、すべてのビデオ コンテンツが一律に優先順位付けされるわけでもあ
りません。 上記で説明したように、企業がビジネスにビデオを活用する場合、ビジネスに不可欠
なメディアがネットワーク帯域幅を先に使用するように優先順位をつける必要があります。

ストリーム アドミッションは、ネットワーク管理者がネットワーク内のすべてのマルチキャスト
ビデオ ストリーミングを管理できるようにするためのものです。 ストリーム アドミッションを
使用すれば、ネットワーク管理者は、入力マルチキャスト ストリーム用の事前定義されたテンプ
レートを簡単に使用できます。 300 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、3 Mbps、および 5 Mbps のスト
リーム帯域幅用に、いくつかの事前定義されたテンプレートが用意されています。 ビデオを扱っ
た経験がそれほど多くないネットワーク管理者は、事前定義されたテンプレートを使用できます
。



設定を行うには、ストリーミング ビデオの特性についての基本的な事前知識が必要です。 たとえ
ば、上記の 2 つの設定について考えてみましょう。 ビデオのビット レートが 4 Mbps 程度の場合
、上記の 2 つのテンプレートはいずれも使用せずに、手動で設定を追加する必要があります。
Stream-Less3Mbps を使用した場合、ビデオ フレームの欠落により、ビデオの品質は低下します
。 ワイヤレス クライアントでは、ビデオのピクセレーションや、周期的なフリーズが見られるよ
うになります。 Stream-Less5Mbps を使用した場合、すべてのワイヤレス クライアントで 5
Mbps が保証されるものの、ビデオのビットレートは 4 M ビットしかないため、ビデオ クライア
ントの数は少なくなります。 仮に 10 のワイヤレス I クライアントがあるとすれば、集約された
クライアント帯域幅は 40 Mbps 程度となるはずです。 Stream-Less5Mbps の使用では、コント
ローラが 50 Mbps を使用するため、ビデオのワイヤレス クライアント数は 3 つ少なくなります
。

ストリーム優先順位では、エンタープライズ ネットワーク内での重要度に基づいて、メディア ス
トリームにさまざまな優先順位を設定できます。 RRC 優先順位は、ワイヤレス アクセス ポイン
トで輻輳または競合が発生している場合のみ機能します。

輻輳が発生しており、ビデオ マルチキャスト ストリームとクライアントが多すぎる場合には、ス
トリーム 4 が、設定されている他のストリームよりも優先されます。 ビデオ ストリームの優先
度は、音声よりも低く、ベスト エフォート トラフィックよりも高く設定されます。 その他すべ
てのマルチキャスト トラフィックは、ビデオの QoS の優先度が指定されていても、ベスト エフ



ォート トラフィックとして受け入れられます。

リソース予約コントロール

Wi-Fi エンドポイント上のワークプレースでビデオを利用するユーザは増えて続けていくため、
時間や場所を問わず、変動するユーザ グループに高品質のエクスペリエンスを継続的に提供でき
るように、適切に管理し、拡張できることが重要です。 コントローラとアクセス ポイントには、
リソース予約コントロール（RRC）という非常に重要な意思決定アルゴリズムがあり、アドミッ
ション コントロールおよびポリシー コントロールを管理するための拡張機能を提供します。 ア
ドミッションおよびポリシーの決定は、無線リソースの測定、トラフィックの統計情報測定、お
よびシステム設定に基づいて行われます。 コントローラは、IGMP 参加用のアクセス ポイントに
対して RRC 要求を開始します。 アクセス ポイントでは、次の図にリストされているすべてのパ
ラメータに対する要求が処理されます。

上記の応答では、すべてのパラメータがポリシー設定をコントローラに渡しています。 そのアク
セス ポイント上のクライアントからの IGMP 参加要求は許可されます。 RRC 要求に対して次に
示す応答が返された場合は、参加要求が調査され、RRC アルゴリズムのポリシー設定が再度チェ
ックされます。 クライアントは、ベスト エフォート クライアントとして許可されます。 ただし
、RRC チェックが複数回試行されると、そのクライアントはさらに高い QoS 優先順位で許可さ
れます。

RRC は、ストリームへの IGMP 参加時にクライアントで開始され、定期的にチェックされるよう
に設定できます。 ワイヤレス特性の何らかの変更により、RRC のメトリック応答が大幅に変化
した場合には、クライアントはストリームから拒否されます。



RRC には、過剰サブスクリプションを引き起こす要求を拒否するという、ビデオ クライアント
用の帯域幅保護機能があります。 チャネル使用率は、容量を判断し、アドミッション コントロー
ルを実行するメトリックとして使用されます。 図 4 は RRC の機能を示しています。 音声 CAC
との統合により、ビデオ品質と音声の優先順位が保証されます。

マルチキャスト ツー ユニキャストへ

802.11n データ レートを有効にし、パケット エラーを修正することで、Cisco VideoStream のマ
ルチキャスト ツー ユニキャスト機能は、Wi-Fi 経由でのストリーミング ビデオ配信の信頼性を、
従来のワイヤレス ネットワークのベスト エフォート機能よりも向上させています。

ワイヤレス クライアント アプリケーションは、IGMP Join メッセージを送信することで IP マル
チキャスト ストリームをサブスクライブします。 信頼できるマルチキャストによって、インフラ
ストラクチャは要求をスヌーピングし、IGMP メッセージのデータを収集できます。 システムに
より、ストリームのサブスクリプションと設定がチェックされ、要求したストリームのメトリッ
クとトラフィック ポリシーが収集されます。 ポリシーで要求されたストリームが許可されている
場合、ストリームを受信すると、アクセス ポイントに接続しているワイヤレス クライアントに応
答が送信され、信頼できるマルチキャストが開始されます。 また、新しいサブスクリプションを
サポートできる十分な通信時間があるかどうかを決定するために、空き帯域幅と設定済みのスト
リーム メトリクスが確認されます。 さらに、アドミッションを決定する前に、無線にかかる一般
的な負荷とメディアの健全性についても考慮されます。 上記の基準をすべて満たすと、Join 応答
がアクセス ポイントに送信されます。 このとき、アクセス ポイントがマルチキャスト フレーム
をレプリケートし、それを 802.11 ユニキャスト フレームに変換します。 最後に、信頼性の高い
マルチキャスト サービスによって、ビデオ ストリームはユニキャストとしてクライアントに直接
配信されます。

クライアントに対する高度なビデオの拡張性

Wi-Fi 経由でビデオにアクセスするクライアント数の増加により、ネットワークに対するプレッ
シャーと需要は増大しました。 これは、パフォーマンスと品質の両方に影響があります。 ビデオ
の拡張性は、有線ネットワークからワイヤレス ネットワークへのトラフィック フローを最適な状
態に保ちながら、各コントローラがサポートできるクライアント数で測定されます。 Cisco
VideoStream テクノロジーを使用すると、すべてのレプリケーションは（アクセス ポイントの
）エッジで実行されるため、ネットワーク全体を効率的に使用できます。

どの時点でも、ネットワークを通過する設定済みメディア ストリームは 1 つだけです。ビデオ
ストリームはクライアントが開始した IGMP 要求に基づいてアクセス ポイントでユニキャストに
変換されるためです。 他のベンダーでもマルチキャストからユニキャストに変換する同様の処理



を行っていますが、ストリームをサポートする有線ネットワークにかかる負荷が高いため、非効
率的です。

理論的には、2.4 GHz クライアントおよび 5 GHz クライアントの両方が関連付けられた非
802.11n ネットワークでは、3 つまたは 4 つまでのクライアントで、5 M ビットのビデオ ストリ
ームを見ることができます。 ビデオ クライアントがこれよりも増えると、チャネル使用率が限度
に達し、クライアントが接続をドロップまたは失う可能性が高くなります。

802.11n ネットワークでは、帯域幅の可用性次第で、クライアントの拡張性は大幅に高くなりま
す。 また、802.11n ネットワークでは、チャネル ボンディングの有無によっても、クライアント
の拡張性は変化します。 チャネル ボンディングは、レガシーまたは非 802.11n ネットワークに
は存在しません。

概念

ここまでで、VideoStream が設定されている場合のインフラストラクチャ機能について説明しま
した。 システムの相乗効果を上げるためには、ビデオ アプリケーションやクライアント デバイ
スなどがどのように役割を果たしているかを理解することも重要です。 すべてのワイヤレス イン
ストール アプリケーションおよびクライアントは、エンドツーエンド配信では同等の役割を果た
すことが観察されてきました。

アプリケーション

現在では、IP ネットワーク経由のストリーミング ビデオ用に、さまざまなビデオ アプリケーシ
ョンを使用できます。 ビデオ ストリーミング送信元は、有線および無線のどちらのネットワーク
でも共通のものです。 コントローラは、マルチキャスト ネットワークの最後のレポータとして、
有線ネットワークのパスのコア部分または配信部分に配置されます。 VideoStream での動作がテ
スト済みのいくつかのビデオ アプリケーションを、続くいくつかのセクションで取り上げます。

Cisco Media Experience Engine●

シスコ コンテント デリバリ アプリケーション●

Windows Media Server/Services●

VBrick：H.264 アプライアンス●

Video Furnace●

VLC Player●

Cisco Media Experience Engine

Cisco Media Experience Engine（MXE）3500 は、簡単に導入できるアプライアンスで、ネット
ワークに透過的に統合でき、メディア処理の豊富な機能セットを提供しています。 Cisco Media-
Ready Network のコア コンポーネントとして設計された Cisco MXE 3500 は、次の機能を提供し
ます。

包括的なライブおよびビデオ オン デマンド（VoD）ベースのトランスコーディング サービ
ス。ネットワーク全体で（実質的にあらゆるタイプのエンドポイントと）ビデオ コンテンツ
を共有できる。

●

画期的なポストプロダクション機能。一般的なビデオ コンテンツを驚異的なスタジオ品質の
出力に変換する。

●

最先端の音声テキスト変換サービス。●



シスコ メディア製品スイートで提供される他のアプリケーションとの画期的なコラボレーシ
ョン。

●

この結果、IT 管理者がライブ メディア ストリーミング、メディア作成、および配信に関連する
運用コストを大幅に合理化できる、強力なメディア処理プラットフォームが実現します。

シスコ コンテント デリバリ アプリケーション

シスコ コンテント デリバリ アプリケーションは、CDS のソフトウェア要素であり、取り込み、
保管、キャッシュ、パーソナライズ、およびストリーミングなどの機能を提供するシスコ コンテ
ント デリバリ エンジンをベースとして、コンテンツ プロセスを実装します。 TV ストリーミン
グ配信アプリケーションには、次のようなものがあります。

Cisco Vault アプリケーション●

Cisco TV Streamer アプリケーション●

Cisco TV Playout アプリケーション●

Cisco Integrated Streamer-Vault アプリケーション●

Cisco Content Delivery System Manager●

インターネット ストリーミング コンテンツ配信アプリケーションには、次のようなものがありま
す。

Cisco Internet Streamer アプリケーション●

Cisco Content Acquirer アプリケーション●

Cisco Service Router アプリケーション●

Cisco Content Delivery System Manager●

シスコ コンテント デリバリ システムは、ネットワーク接続された 1 つ以上のシスコ コンテント
デリバリ エンジンで構成されています。各シスコ コンテント デリバリ エンジンは、コンテンツ
取り込み、保管、キャッシュ、またはストリーミングなどのタスクの 1 つ以上を実行するために
最適化されています。

Windows Media Server

Windows Media Server は、インターネットまたはイントラネットを介して、クライアントにデジ
タル音声およびビデオ コンテンツをストリーミングします。 この場合のクライアントは、
Windows Media Player などのプレーヤーを使用してコンテンツを再生する、他のコンピュータや
デバイスなどです。 または、コンテンツのプロキシ、キャッシュ、再配布を実行する、Windows
Media Service を稼働する他のコンピュータ（Windows Media Server と呼ばれる）の場合もあり
ます。

Windows Media Server によりクライアントにストリーミングされるコンテンツは、ライブ スト
リームまたは事前に録画されたデジタル メディア ファイルです。 拡張性および信頼性の高い
Windows Media Server を使用してワイヤレス ブロードバンド エンターテイメント サービスを配
信する次のようなワイヤレス企業は、メディア サーバを使用します。

ラジオ、一般のテレビ、ケーブル テレビ、または衛星テレビ向けにコンテンツを配信するイ
ンターネット放送局。

●

安全な（過度のバッファリングやネットワーク輻輳を発生させない）方法で音声およびビデ
オ コンテンツを配信する映画および音楽販売業者。

●

ローカル エリア ネットワーク（LAN）上で高品質な IPTV エクスペリエンスを配信する
IPTV 専門業者。

●



VideoFurnace

Haivision の Furnace は、安全で、使い安く、展開が簡単なエンドツーエンドシステムを提供しま
す。これによりコンピュータやセット トップ ボックスにライブ ビデオのエンコードや配信をし
たり、エンタープライズ TV 用のスケジュール済み再生チャネルを作成したり、コンテンツを記
録したり、ビデオ オン デマンドを提供したりできます。

Furnace は、IP ビデオ ソリューション一式を提供します。 ライブ、録画済みチャネル、および
オンデマンド コンテンツにアクセスする表示エクスペリエンスは、デスクトップの場合は「ゼロ
フットプリント」の InStream プレーヤー、固定モニタやディスプレイの場合は Stingray™ セッ
ト トップ ボックスで提供されます。 すべてのビューアおよびディスプレイを微調整できる
Furnace は、企業ビデオの安全な管理および配信、施設全体での HD サイネージの作成、オンデ
マンド マテリアルの提供、およびイベントのキャプチャ、編成、レビューを行うのに理想的なシ
ステムです。

Furnace は、エンドツーエンド H.264 によりシームレスなエンドツーエンド機能を提供します。
Furnace Portal Server の制御により、SD および HD H.264 ビデオと、MPEG-1、MPEG-2、
MPEG-4 SD ビデオは、InStream プレーヤーと Stingray セット トップ ボックスの両方対してダ
イレクトに安全な方法で配信されます。 Furnace Playback Manager は、ライブおよび録画 IP ビ
デオ ブロードキャストおよびデジタル サイネージ用の、スケジュールされたチャネルをサポート
します。 Furnace Media Server を使用することで、ビデオ オン デマンドが可能になります。
H.264 ビデオ圧縮の効率性を活用して、すべてのユーザが高解像度のメディアを利用できるよう
になります。 さらに、Furnace は、Haivision の革新的な Barracuda™ および Makito™ H.264 エ
ンコーダ向けの直接サポートを組み込んでおり、SD および HD ライブ コンテンツを 150 kbps ～
15 Mbps のビット レートで配信します。

セル計画

セル計画は、ビデオまたは音声の展開時に考慮する必要がある重要な面です。 セル計画は、アク
セス ポイントを適切なロケーションにマウントしてワイヤレス接続を提供する場合よりも複雑で
す。 これは、ここ数年で広範囲のワイヤレス カバレッジが要件となったために、変更されてきま
した。 現在では、適切なセル計画を実行するために、複数のツールを使用できます。 Cisco
Wireless Control System には、非常に効果的なプランナ ツールがあります。

ビデオのセル計画では、通常のワイヤレス計画基準に加えて、考慮する必要のあるいくつかの追
加のパラメータがあります。 そのパラメータは、遅延、ジッター、およびパケット損失です。 次
の表で同一項目をハイライトし、現実的なフィールド値が入った同一項目を分類すると、セル計
画が非常に効果的であることがわかります。

  遅
延

ジッタ
ー

スループッ
ト

パケット損
失

テレビ会議 高 高 低 中間
HD テレビ会
議 高 高 高 高

ビデオ オン
デマンド 低 低 中間 低

ライブ ストリ
ーミング ビデ
オ

中
間 中間 中間 高



値に関してビデオ アプリケーションを定量化するために、次の表はビデオ アプリケーション用に
広く認められています。

メトリック
ビデオ コラ
ボレーショ
ン

デジタ
ル サイ
ネージ

Teleprese
nce

ビデオ
監視

遅延（秒） 150 200 150 300
ジッター 30 10 10 10
パケット損
失(%) 1 % .05% .05% .05%

Cisco CAPWAP アクセス ポイントが、最新バージョンのコードで、クリーンなテスト環境にイ
ンストールされており、オフィス環境には干渉がないと想定します。 クライアント関連付けレー
ト、信号強度、およびノイズをさまざまなポイントで測定すると、次のようなデータが得られま
す。 次に示す測定値は、それぞれチャネル ボンディングあり、チャネル ボンディングなしでキ
ャプチャされています。 すべてのテスト シナリオでの信号強度とノイズを確認してください。
そうすることにより、信号とノイズのばらつきについての基本的な理解が得られます。 計画のガ
イドラインは、ここで考慮した 2 つの値だけに基づくのではなく、共用チャネル干渉、クライア
ント データ レート、クライアント送信電力、総チャネル キャパシティも考慮に入れられます。
これらは、アクセス ポイントの密度およびクライアント数が増加した場合の計画の考慮事項とな
ります。

5 Ghz（チャネル ボンディングあり）
アクセスポイン
トからの距離
（ft）

クライアント関連
付けレート
（Mbps）

信号強
度（-
dbm）

ノイズ
（-
dbm）

5 276 42 72
20 250 44 75
40 243 47 77
80 216 59 89
100 198 64 90

5 Ghz（チャネル ボンディングなし）
アクセスポイントか
らの距離

クライアント関連付
けレート

信号
強度

ノイ
ズ

5 144 41 71
20 144 51 79
40 130 55 81
80 108 60 90
100 87 77 93

2.4Ghz 無線（チャネル ボンディングなし）
アクセスポイントか
らの距離

クライアント関連付
けレート

信号
強度

ノイ
ズ

5 144 30 61
20 144 32 62
40 121 49 77
80 108 53 80
100 84 56 88



コール アドミッション制御（CAC）設定は、チャネルの過剰サブスクリプションを停止させて、
設定されているメディア帯域幅を保証します。 また、CAC 設定は新規メディア ユーザも停止さ
せます。これにより、過剰サブスクリプションが発生したときに、現在のユーザが影響を受けな
いように保護します。

VideoStream 用の CAC 設定は、Cisco Unified Wireless Network 7.0 を使用するワイヤレス メデ
ィア上での、音声、ビデオ、およびデータのユーザのバランスを取る、重要な調整ポイントです
。 この設定は無線固有のもので、2.4 GHz および 5 GHz の両方の無線で有効にできます。 CAC
設定は、[WIRELESS] > [802.11a/n]または [802.11b/g/n] > [Media] をクリックして有効にできま
す。

デフォルトでは、音声およびビデオの CAC 設定は両方とも無効になっています。 ここで行った
設定は、すべて音声およびビデオの設定に直接適用されます。 簡単に言えば、メディアとは、音
声とビデオの組み合わせです。 デフォルトでは、これは総無線帯域幅の 85 % が最大となるよう



に設定されています。 無線帯域幅の残りの 15 % は、ベスト エフォート トラフィック（データ
）用です。この値は、データ、音声、およびビデオの使用方法に応じて変更することをお勧めし
ます。 メディアの設定は、[Media] タブをクリックすることで変更できます。 これらの値は、絶
対に変更が必要となるときまでは、デフォルト値のままにしておくことをお勧めします。

音声およびビデオの設定は、提供されているネットワーク サービスのタイプに基づいて調整でき
ます。 ネットワーク内で最も重要なアプリケーションが音声である場合、CAC の値は 5 ～ 85 %
の範囲になります。 上記の音声設定には、予約済みのローミング帯域幅も含まれています。 5
GHz 無線で CAC を最大の 85 % に設定した場合、ワイヤレス システムは約 21 の音声コールに
対応できます。 同様に、2.4 GHz 無線で CAC を最大の 85 % に設定した場合、システムは約 13
の音声コールに対応できます。

同様の注として、ビデオ CAC に切り替えて最大の 85 % に設定すると、ワイヤレス システムで
は 5 GHz 無線上で約 22 のクライアントに対応できます。 2.4 GHz 無線で CAC を最大の 85 %
に設定した場合、ワイヤレス システムは 10 のクライアントに対応できます。 次の表に、異なる
設定でシステムがどのように動作するかを示します。 これらの値は、5 GHz 無線上で、ビデオ
ビット レートを 3 M ビットに設定した（チャネル ボンディングありの）場合の値です。

ビデオ
CAC 値

ビデオ クライア
ント ボイスコール

音声
CAC
値

85 22 0 0
65 15 6 20
45 10 11 40
25 5 16 60
5 2 20 80

注: これらのテスト結果は、クライアントへのビデオ パケットの集約、バッファリング、および
スマートなスケジューリングにおいて向上を図った後に、CUWN 7.2 向けに文書化されました。

ビデオ
CAC 値

音声
CAC
値

ビデオ ビット
レート クライアント

85 0 1.5 ~2 の M 51
85 0 5M 30
85 0 1,000 万 20

注: テストに使用されたすべてのクライアントは、3X3 802.11a/b/g/n ワイヤレス アダプタを使用
した設定において類似しています。 テスト環境は、すべてのワイヤレス干渉や WiFi 以外の干渉
源からの影響を受けていません。

無線は 255 の関連付けに対応できます。 ワイヤレス メディアは共有される半二重メディアであ
るため、複数のクライアントによる競合が発生します。 クライアントが無線から遠ざかると、ス
ループットはそれだけ減少します。 セルのエッジの下になると、クライアントのデータ レートは
最低まで低下するため、再試行回数が非常に多くなります。 無線ではさらに多くの関連付けが可
能ですが、通常のデータ アプリケーションの場合は、アクセス ポイントあたりのクライアント数
を 60 未満に制限しておくことをお勧めします。 ただし、アクセス ポイント上で音声およびビデ
オ サービスを利用する場合は、クライアント アダプタの信号強度が -60 db（または同等のクラ
イアント関連付けレート）未満にならないようにアクセス ポイント レイアウトを計画することを
お勧めします。 またクライアントがローミングしているとき、です 1 つのアクセス ポイントか



らの別のものへのビデオアプリケ− ションのスムーズなハンドオフ 15~20% セル重複をそこに確
認するために提供することを考えて下さい。

Quality of Service

通常、すべてのビデオ ホストの送信元は、有線側で DSCP マーキングが適切に付けられている
ことを確認します。 ビデオ サーバがローカルに配置され、ルータ境界を越える必要がない場合に
は、DSCP マーキングがあるパケットの同一性は保証されます。 ビデオ パケットがルータ境界
を越える場合には、DSCP マーキングはリセットされることがよくあります。 CUWN は、ビデ
オ パケットがワイヤレス側で DSCP マーキングが適切に付けられていることを確認します。 こ
れは、アクセス ポイントでビデオ キュー カウンタが増えることで確認できます。 ビデオ トラフ
ィックが存在せず、ベスト エフォート トラフィックのみの場合は、個別のカウンタが増えます。
ここで説明した操作はすべて、コントローラ上のビデオ プロファイルが 802.1p プロトコルにマ
ップされ、タグ値が 5 に設定されている場合にのみ有効です。

設定

VideoStream は、企業全体に展開されている既存の有線ネットワークおよびワイヤレス ネットワ
ークに導入できます。 ワイヤレス ネットワークを利用するビデオは、実装とメンテナンス コス
トの総額が大幅に削減されます。 導入の前提は、有線ネットワークがマルチキャスト対応である



ことです。 ディストリビューション スイッチまたはアクセス スイッチがレイヤ 3 ネットワーク
の一部であることを確認するには、クライアント マシンをスイッチポートに接続して、クライア
ント マシンがマルチキャスト フィードに参加できるかどうかを確認します。

show run | include multicast は、レイヤ 3 スイッチでマルチキャストが有効になっているかどう
かを表示します。 マルチキャストが有効になっていない場合は、スイッチに次のコマンドを追加
することで、マルチキャストを有効にできます。

有線ネットワークの Protocol Independent Routing（PIM）設定のタイプに応じて、レイヤ 3 スイ
ッチを、PIM スパース モードまたは PIM デンス モードのいずれかに設定できます。 また、PIM
スパース - デンス モードという、広く使用されているハイブリッド モードもあります。

show ip igmp interfaces は、IGMP メンバーシップに参加している SVI インターフェイスを表示
します。 このコマンドは、スイッチまたはルータ上で設定されている IGMP のバージョンも表示
します。 インターフェイス上の IGMP アクティビティは、クライアントからの join および leave
の形式でも確認できます。



上記の設定は、レイヤ 3 スイッチ上で show ip mroute コマンドを実行することで確認できます。

上記のキャプチャには、調べる必要のある特定のエントリが含まれています。 特殊表記の
（Source, Group）で、Source の「S」はマルチキャスト サーバの送信元 IP アドレスを、Group
の「G」はクライアントが参加を要求したマルチキャスト グループ アドレスを示します。 ネッ
トワーク上に多くの送信元がある場合には、ルータに、それぞれの送信元 IP アドレスとマルチキ
ャスト グループ アドレスについて（S,G）と表示されます。 このキャプチャには、発信インター
フェイスおよび着信インターフェイスの情報も含まれています。

サポートされているワイヤレス ハードウェアおよびソフトウェア

VideoStream は、すべてのワイヤレス LAN コントローラでサポートされます。 これには、Cisco



5500 コントローラ、Cisco 4400 コントローラ、Cisco 2100 コントローラ、および WiSM が含ま
れています。 VideoStream は、Cisco 2504 スタンドアロン、および Cisco WiSM-2 コントローラ
でもサポートされます。 IGMPv2 は、すべてのコントローラでサポートされているバージョンで
す。

VideoStream は、すべての新しいアクセス ポイントでサポートされます。 これには、Cisco
Aironet 3500 シリーズ アクセス ポイント、Cisco Aironet 1260 シリーズ アクセス ポイント、
Cisco Aironet 1250 シリーズ アクセス ポイント、Cisco Aironet 1240AG シリーズ アクセス ポイ
ント、Cisco Aironet 1140 シリーズ アクセス ポイント、Cisco Aironet 1130AG シリーズ アクセ
ス ポイント、および Cisco Aironet 1040 シリーズ アクセス ポイントのモデルが含まれます。

VideoStream 機能は、CUWN 7.0 バージョンのコントローラ コードで導入され、それ以降のバー
ジョンのコントローラ ソフトウェアでサポートされています。

コントローラの設定

VideoStream 機能を使用するには、コントローラ上でマルチキャストが有効になっている必要が
あります。 コントローラのマルチキャストは、 マルチキャスト ユニキャスト モードとマルチキ
ャスト マルチキャスト モードという 2 つのモードで有効にできます。 IP マルチキャストが有効
の場合、コントローラはマルチキャスト パケットをワイヤレス LAN クライアントに配信するた
めに、マルチキャスト パケットのコピーを作成し、ユニキャストの Lightweight アクセス ポイン
ト プロトコル トンネルを介してコントローラに接続している各アクセス ポイントにパケットを
転送します。 ユニキャスト配信は、アクセス ポイントに複製する必要があるパケットが大量に発
生するため、AP とコントローラのネットワーク プロセッシング ユニットはかなりの負荷を負う
ことになります。

Cisco マルチキャスト ユニキャスト配信方式は一般に、ワイヤレス ネットワークを介してマルチ
キャストを提供することのみを希望するユーザによってのみ使用されます。またはネットワーク
がマルチキャストをサポートしていない場合に使用されます。 お客様には、マルチキャスト ユニ
キャスト配信方式は使用しないことをお勧めしています。 この方式では、サポートされるマルチ
キャスト ストリームの数に応じてプロセッサに負荷がかかります。 このモードでは、マルチキャ
スト グループ アドレスを要求しているクライアントがあるかどうかに関係なく、コントローラに
参加したすべてのアクセス ポイントに対して、すべてのマルチキャスト パケットを複製する必要
があります。

マルチキャストのパフォーマンスは、マルチキャスト マルチキャスト モードの導入により最適化
されています。 ユニキャストを使用して CAPWAP トンネルを介して各アクセス ポイントにそれ
ぞれのマルチキャスト パケットを配信する代わりに、CAPWAP マルチキャスト グループを設定
して、マルチキャスト パケットを配信します。 これにより、ネットワーク内のルータが標準的な
マルチキャスト テクノロジーを使用して、アクセス ポイントに対してマルチキャスト パケット
を複製および配信できるようになります。 CAPWAP マルチキャスト グループの場合は、コント
ローラがマルチキャスト送信元になり、アクセス ポイントがマルチキャスト受信側になります。
アクセス ポイントでは、ルータからの IGMP クエリと、現在関連付けられているコントローラの
送信元 IP アドレスを持つマルチキャスト パケットのみを受け入れるようになるため、マルチキ
ャストのパフォーマンスは向上します。



注: IP マルチキャストは、クラス D の IP アドレス範囲（224.0.0.0 ～ 239.255.255.255）を使用
します。 予約済みのアドレス範囲であるリンク ローカル マルチキャスト アドレス（224.0.0.0 ～
224.0.0.255）は、プロトコルにより使用されるため、ここでは使用できません。 残りのクラス D
アドレスである管理スコープ マルチキャスト アドレス（239.0.0.0 ～ 239.255.255.255）は、マ
ルチキャスト用 IP ネットワークの設定に使用できます。

上記の設定は、コマンド ラインを使用して数ステップで設定できます。

注: マルチキャスト アドレスとコントローラの組み合わせは、一意のものを使用することをお勧
めします。

コントローラ上でのもう 1 つの重要な設定は、IGMP スヌーピングの有効化です。 コントローラ
上で IGMP スヌーピングを有効にすると、ホストから IGMP レポートを収集したり、任意のマル
チキャスト グループをリッスンしているホストのリストを各 AP に送信したりするために役立ち
ます。 次に、AP はこれらのホストのみに対してマルチキャスト パケットを転送します。

IGMP タイムアウトおよび IGMP クエリ間隔を使用すると、IGMP スヌーピングはさらに効果的
になります。 IGMP タイムアウトの有効期限が切れると、コントローラはすべての SSID に対し
てクエリを送信します。これにより、マルチキャスト グループをリッスンしているクライアント
は、パケットをコントローラに送り返します。 IGMP クエリ間隔は、コントローラからすべての
SSID に対してクエリを送信する頻度を示します。 IGMP タイムアウトが 60 秒に設定されていて
、IGMP クエリ間隔が 20 に設定されていれば、クエリは 3 回送信されます。



VideoStream の有効化：グローバル

VideoStream 機能は、機能の実装に応じて、3 つの異なる場所で有効にできます。 これにより、
ネットワーク管理者は、コントローラ上での VideoStream 機能の有効化を制御できます。

この機能は、[Wireless] > [Media Stream] > [General] の下のタブでチェックを付けてオンにする
ことで、コントローラ上でグローバルに有効化する必要があります。 ここでこの機能を有効化す
ると、コントローラ上の VideoStream 用の一部の設定パラメータに値が入力されます。

VideoStream 機能は、PHY タイプの下でも有効にできます。 ユーザは柔軟に、5Ghz 無線または
2.4Ghz 無線のいずれかのみ、あるいはその両方で VideoStream を有効にできます。

[WLAN] > [QoS] の下の [Multicast Direct] ボタンは、機能がグローバルに有効である場合に表示さ
れます。 このボタンを使用すると、柔軟に、VideoStream 機能を SSID ごとに有効にできます。



マルチキャスト ストリーム追加の設定

マルチキャスト フィードがコントローラで設定されている場合のみ、マルチキャスト フィードが
RRC に参加するように有効にできます。 マルチキャスト ストリームをコントローラに追加する
には、[MediaStream] の下で [Streams] をクリックします。

前述のとおり、管理者はコントローラを通じてビデオ特性ストリーミングを認識する必要があり
ます。 ストリームの設定が追加されるときには、正しくバランスが取れている必要があります。
たとえば、ストリームのビット レートが 1200 ～ 1500 kbps の範囲で変動する場合は、ストリー
ムの帯域幅は 1500 kbps に設定されている必要があります。 ストリームを 3000 kbps に設定す
ると、アクセス ポイントでサービスを提供できるビデオ クライアントは少なくなります。 同様
に、1000 kbps に設定すると、ピクセリゼーション、音質の低下、ユーザ エクスペリエンスの低
下につながります。

ストリーム設定時に使用できる、いくつかの事前設定されたテンプレートがあります。 これらの
テンプレートを選択する際には、同様の判断が必要です。 いくつかの設定のキャプチャは、この
ドキュメントですでに取り上げられました（「ストリームのアドミッションと優先順位付け」
）。 テンプレートを使用しない場合は、他にもユーザ エクスペリエンスを向上させるために使用
できるいくつかの設定があります。 パケットの平均サイズは、ストリーミング ビデオに一致する



ように変更できます。 リソース予約コントロールを有効にして定期的にアップデートを行い、シ
ステムが健全性のチェックを頻繁に行うようにすることもできます。 また、RRC を無効にして
、RRC がアドミッション時のみに実行されるようにもできます。 ストリームの優先順位を高い
値に設定して、ストリームを優先させることもできます。 値を 8 に設定すると、ストリームが優
先され、ベスト エフォートにバンピングされなくなります。

前のポリシーに対する何らかの違反時には、ストリームをベストエフォートにダウングレードし
たり、ドロップしたりできます。 ベスト エフォートにダウングレードすることをお勧めします。

上記のように、マルチキャストの宛先の開始 IP アドレスと終了 IP アドレスは、同じアドレスに
できます。 また、コントローラ上でマルチキャスト アドレスの範囲を設定することもできます。
マルチキャスト アドレスのエントリ数またはストリームのエントリ数に制限はありません。 開始
IP アドレスは 239.4.5.1、終了 IP アドレスは 239.4.5.254 に設定できます。

VideoStream の設定は、アクセス ポイント上で両方の無線に対して有効にできます。 無線の設
定は、その無線が無効になっているときのみ設定または変更できます。 一部の設定では、
WLAN/SSID も無効にしておく必要があります。

注: 無線で必要なすべての設定は、無線が無効になっているときに行うことをお勧めします。

VideoStream の有効化：802.11 a/n 無線



[WIRELESS] > [802.11 a/n] > [Media] > [Media]をクリックして、VideoStream を有効にし、
CAC/QOS 設定を追加します。 無線で提供されるサービスのタイプに応じて、同様の設定が
802.11 b/g/n 無線で必要になる場合があります。

デフォルトでは、VideoStream は無線では無効になっています。 この機能は、[Multicast Direct
Enable] ボックスをオンにすることで有効にできます。 また、[Multicast Direct Max Number of
Streams] をプルダウンすることで、マルチキャスト ストリームに参加できるクライアントの数を
、無線に対して設定できます。 これを [Auto] に設定して、すべてのクライアントがマルチキャス
ト ストリームに参加できるようにすることもできます。 無線上のクライアントの数は、1 ～ 20
の間で値を設定して制御することもできます。



[Unicast Video Redirect] は、デフォルトでは有効になっています。 これにより、ユニキャストの
ビデオ トラフィックはワイヤレス クライアントに流れることができます。

合格基準（前述）に達すると、RRC はクライアントのストリームへの参加を許可します。 許可
されたクライアントの [QoS User Priority] は 4 になります。 RRC の基準に合格しないクライア
ントはドロップされ、ストリームに参加できません。 ただし、[Best Effort QoS Admission] を
[Enabled] にすると、これを取り消すことができます。 こうすると、ストリームへの参加を要求
したすべてのワイヤレス クライアントが、マルチキャスト ストリームへの参加を許可されます。
ただし一部のクライアントの [QoS User Priority] は 0 になります。 メディア帯域幅は現在、デフ
ォルトでは 85 % に設定されます。

メディア帯域幅は、無線インターフェイス上での音声とビデオ トラフィックの合計となります。
ストリーミング ビデオに参加するために、クライアントが無線でドロップできる最低値は 6000
kbps です。 特定の PHY レートを下回っているためにストリームへの参加を制限する必要がある
クライアントが存在する場合には、この値を変更できます。 この値は、デフォルトでは 6000 で
す。 最大再試行パーセントは、デフォルトでは 80 % に設定されています。 システムは、無線上
での再試行回数をトラッキングしています。 再試行回数が設定値を上回ると、クライアントはス
トリームに参加できなくなります。

注: デフォルト値を維持することをお勧めします。

[WIRELESS] > [802.11 a/n] > [Media] > [Video]をクリックして、CAC/アドミッション制御を有効
にします。 [Video] の [Admission Control] を [Enabled] にします。

無線上で有効にする必要があるサービスのタイプに応じて、[Max RF Bandwidth] の値を設定しま
す。 ここで追加するこの値は、無線上での設定済みマルチキャスト ストリームへの参加を許可さ
れるビデオ クライアントの数を決定します（[Voice] および [Video] テーブルの CAC 値を参照
）。 たとえば、最大値の 80 % に設定すると、20 のワイヤレス クライアントによる、ビット レ
ートが 5 M ビットのストリームが許可されます。



[WIRELESS] > [802.11 a/n] > [Media] > [Voice]をクリックして、音声 CAC/アドミッション制御を
有効にします。 [Voice] の [Admission Control] を [Enabled] にします。 ここで追加するこの値は
、無線上で許可される音声コールの数を決定します（[Voice] および [Video] テーブルの CAC 値
を参照）。



VideoStream 設定を追加するために、無線は無効にされています。 802.11a 無線をイネーブルに
します。

VideoStream の有効化：802.11b/g/n 無線

802.11b/g/n 無線に対して、上記の設定を繰り返し行うことができます。 変更する前に、まず
802.11b/g/n 無線を無効にします。

802.11b/g/n で VideoStream 機能を有効にする場合には、クライアントの密度が高いため、より
注意深く実行することが必要です。 ワイヤレス クライアントには十分な帯域幅を割り当てて、マ



ルチキャスト ストリームに参加できるようにする必要があります。 設定を適用することで大きな
問題が発生しないように、802.11b/g/n 無線でのデータ、音声、およびビデオ クライアントのバ
ランス調整は、事前に慎重に計画する必要があります。

注: BandSelect および ClientLink は、ワイヤレス クライアントにサービスを提供する 2 つの機能
であり、2.4 GHz 無線上の一部のクライアントを削減します。

802.11b/g/n 無線について、上記の 3 つのスクリーンショットに示されている手順を繰り返しま
す。 次に、スクリーンショットを示します。

デフォルトでは、VideoStream 機能は無線に対して無効になっています。 [WIRELESS] > [802.11
b/g/n] > [Media] > [Media]をクリックします。 [Multicast Direct Enable] 機能をオンにします。
[Multicast Direct Max number of Stream]をプルダウンして、1 ～ 20 の値を設定するか、またはデ
フォルトのままにします。

[Unicast Video Redirect] は、デフォルトでは有効になっています。 これにより、ユニキャストの
ビデオ トラフィックはワイヤレス クライアントに流れることができます。

合格基準（前述）に達すると、RRC はクライアントのストリームへの参加を許可します。 許可
されたクライアントの [QoS User Priority] は 4 になります。 RRC の基準に合格しないクライア
ントはドロップされ、ストリームに参加できません。 ただし、[Best Effort QoS Admission] を
[Enabled] にすると、これを取り消すことができます。 こうすると、ストリームへの参加を要求
したすべてのワイヤレス クライアントが、マルチキャスト ストリームへの参加を許可されます。
ただし一部のクライアントの [QoS User Priority] は 0 になります。

メディア帯域幅は現在、デフォルトでは 85 % に設定されます。 メディア帯域幅は、無線インタ
ーフェイス上での音声とビデオ トラフィックの合計となります。 ストリーミング ビデオに参加
するために、クライアントが無線でドロップできる最低値は 6000 kbps です。 特定の PHY レー
トを下回っているためにストリームへの参加を制限する必要があるクライアントが存在する場合
には、この値を変更できます。 この値は、デフォルトでは 6000 です。 最大再試行パーセントは
、デフォルトでは 80 % に設定されています。 システムは無線上での再試行回数をトラッキング



しており、再試行回数が設定値を上回った場合には、クライアントはストリームに参加できなく
なります。

[WIRELESS] > [802.11 b/g/n] > [Media] > [Video]をクリックして、CAC/アドミッション制御を有
効にします。 [Video] の [Admission Control] を [Enabled] にします。

無線上で有効にする必要があるサービスのタイプに応じて、[Max RF Bandwidth] の値を設定しま
す。 ここで追加する値は、無線上での設定済みマルチキャスト ストリームへの参加を許可される
ビデオ クライアントの数を決定します（[Voice] および [Video] テーブルの CAC 値を参照）。

[WIRELESS] > [802.11 b/g/n] > [Media] > [Voice]をクリックして、音声 CAC/アドミッション制御
を有効にします。 [Voice] の [Admission Control] を [Enabled] にします。 ここで追加する値は、
無線上で許可される音声コールの数を決定します（[Voice] および [Video] テーブルの CAC 値を
参照）。



クライアントが関連付けできるように、無線を有効にします。

VideoStream の有効化：WLAN

設定済みの WLAN/SSID の 1 つまたはすべてを、VideoStream を使用したビデオのストリーミン
グ用に有効化できます。 これは、VideoStream 機能の有効化を制御できる、もう 1 つの設定手順
です。 VideoStream 機能の有効化または無効化は、非破壊的です。 [WLAN]> [<WLAN ID>] >
[QoS] をクリックします。



[Quality of Service] を [Gold(video)] に設定して、QoS 値の Gold（4）でワイヤレス クライアント
にビデオをストリーミングします。 これは、コントローラ上の設定済みストリームに参加してい
るワイヤレス クライアントに対する、ビデオの Quality Of Service のみを有効にします。 その他
のクライアントに対しては、適切な QoS が有効になります。 上記のように、WLAN の [Multicast
Direct] チェックボックスをオンにすることで有効にします。 これにより、WLAN はワイヤレス
クライアントに対して、VideoStream 機能を使用してサービスを提供できるようになります。

ストリームへの参加を要求しているすべてのワイヤレス クライアントには、アドミッション時に
ビデオの QoS 優先順位が割り当てられます。 WLAN でこの機能を有効にする前にビデオをスト
リーミングしていたワイヤレス クライアントは、通常のマルチキャストを使用してストリーミン
グすることになります。 この機能を有効にすると、次回の IGMP スヌーピング間隔のときに、ク
ライアントは自動的にマルチキャスト ダイレクトに切り替わります。

[Multicast Direct] 機能をオフにしておくと、WLAN 上でレガシー マルチキャストを有効にできま
す。 これは、ビデオをストリーミングしているワイヤレス クライアントが、通常マルチキャスト
モードであることを示します。

VideoStream 機能の確認

ワイヤレス クライアントがアクセス ポイントに関連付けられており、正しいインターフェイスに
対して設定されていることを確認します。 次のキャプチャに示すように、1 つのアクセス ポイン
トに関連付けられているクライアントは 3 つあります。 これらの 3 つのクライアントすべては、
VLAN124（testclients）から取得した IP アドレスを持ちます。



関連付けられているクライアントに IP アドレスがあり、アクセス ポイントとのアップリンク接
続は良好です。

マルチキャスト ストリームに参加したクライアントはありません。 スイッチで登録されている設
定済みのマルチキャスト グループ アドレスがあるコントローラ エントリしかありません。

Switch14-1>en

Password:

Switch14-1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner



Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.100.1.2), 01:23:52/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan122, Forward/Sparse-Dense, 01:22:31/00:00:00

(10.10.10.10, 239.100.1.2), 00:01:45/00:01:15, flags: PT

Incoming interface: Vlan122, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

(*, 239.192.1.150), 01:23:55/00:02:13, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan122, Forward/Sparse-Dense, 01:23:55/00:00:00

有線ネットワーク上にはビデオ ストリーミングがないため、（S,G）、つまり送信元とグループ
アドレスのエントリはありません。 設定済みマルチキャスト アドレス 239.4.5.6 を使用してビデ
オ サーバに接続し、有線側のストリーミングを有効にします。 スイッチ上のキャプチャは、前に
見られたものよりも多くなります。

Switch14-1#sh ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.100.1.2), 01:23:52/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan122, Forward/Sparse-Dense, 01:22:31/00:00:00

(10.10.10.10, 239.100.1.2), 00:01:45/00:01:15, flags: PT

Incoming interface: Vlan122, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

(*, 239.4.5.6), 01:23:34/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DP

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

(10.10.10.101, 239.4.5.6), 00:08:26/00:02:58, flags: PT

Incoming interface: Vlan122, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

Switch14-1#

デバッグ：スイッチ

ワイヤレス クライアントをマルチキャスト ストリーミング ビデオに参加させます。 また、コン
トローラから debug bcast all enable をキャプチャします。 デバッグのキャプチャには、クライ
アント要求、グループ アドレス、要求のステータス、およびアップデートの情報が含まれていま



す。

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: bcastProcessNPUMsg: received packet

  (rxTunType 1, dataLen 155)

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: bcastLwappRx: received lwapp packet

  from STA 0021.5dac.d898

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: IGMP packet received over vlanid = 0

  from client 00:21:5d:ac:d8:98

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: Recieved Igmp v2 report packet from

  client 00:21:5d:ac:d8:98

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: report packet recevied for group

  addr 239.4.5.6

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: join group 239.4.5.6 and vlan = 0

  is not there adding...

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: 00:21:5D:AC:D8:98 client joining the group:

  239.4.5.6, with status = 1, qos=0 and valid = 1...

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.929: Received status Update for

  client: 00:21:5D:AC:D8:98 , status = 2, qos = 4

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.929: 00:21:5D:AC:D8:98 client status is updated

  from 1 to ALLOWED state.

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.930: IGMP message send succeeded src 10.10.10.10

  and dst 239.4.5.6, hdr len 32,message type 16

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.930: update ap for status = 2

MAC アドレスが 00:21:5d:ac:d8:98 であるワイヤレス クライアントが、ストリーム アドレス
239.4.5.6 に対して IGMP v2 join をレポートの形式で送信しました。 クライアントは qos=4 のグ
ループに参加し、ALLOWED 状態に変わりました（フロー図を参照）。

[MONITOR] > [Multicast] をクリックし、ストリーミング アドレス 239.4.5.6 の MGID をクリック
します。 ワイヤレス クライアントの MAC アドレスが [Multicast-Direct Allowed]状態であること
が確認できます。 [QoS User Priority] は 4 です。 これは、クライアントがビデオ キューにあるビ
デオ パケットを処理していることを示しています。



デバッグ：コントローラ

コントローラでデバッグを有効にすると、コントローラでのワイヤレス クライアントの要求の処
理が明確にわかるようになります。 有効にしたデバッグは、コントローラでもキャプチャされま
す。 MAC アドレスが 0021.5dac.d898 であるクライアントに対して、要求 3646 が作成されてい
ます。 MAC アドレスが 0021.5dac.d898 であるクライアントに関するすべてのデータ フローが
、次のデバッグに示されています。 RRC が起動し、関連付けられている無線のリソースを検証
します。 検証が正常に完了し、検証された値に基づいてクライアントが許可されます。 ストリー
ムは、許可されるまでブロックされた状態を維持し、クライアントはビデオを受信しません。 ク
ライアントは、参加応答を受け取ってから、ビデオのストリーミングを開始します。

同一のクライアントからのそれ以降の要求もすべて検証されます。 クライアントはすでにストリ
ーミングを実行しているので、RRC エンジンは「許可済み」メッセージで応答します。 これが
ワイヤレス クライアントのパフォーマンスを低下させることはありません。

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: bcastProcessNPUMsg: received packet

  (rxTunType 1, dataLen 155)

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: bcastLwappRx: received lwapp packet

  from STA 0021.5dac.d898

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: IGMP packet received over vlanid = 0

  from client 00:21:5d:ac:d8:98

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: Recieved Igmp v2 report packet from

  client 00:21:5d:ac:d8:98

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: report packet recevied for group

  addr 239.4.5.6

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: join group 239.4.5.6 and vlan = 0

  is not there adding...

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.913: 00:21:5D:AC:D8:98 client joining the group:

  239.4.5.6, with status = 1, qos=0 and valid = 1...

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.929: Received status Update for

  client: 00:21:5D:AC:D8:98 , status = 2, qos = 4

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.929: 00:21:5D:AC:D8:98 client status is updated

  from 1 to ALLOWED state.

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.930: IGMP message send succeeded src 10.10.10.10

  and dst 239.4.5.6, hdr len 32,message type 16

*bcastReceiveTask: Sep 29 13:31:56.930: update ap for status = 2



show コマンド：コントローラ

一部の show コマンドのキャプチャは、このドキュメントで前述されています。 キャプチャのこ
のセクションは、参照専用です。 コマンドの詳細については、『CUWN リリース 7.0 コマンド
リファレンス ガイド』[英語] を参照してください。

(Cisco Controller) >show ap summary

Number of APs.................................... 1

Global AP User Name.............................. Not Configured

Global AP Dot1x User Name.................... Not Configured

AP Name  Slots AP Model Ethernet MAC Location Port Country Priority

------------- ----- -------------------- ----------------- ----------------

CAP3502E 2 AIR-CAP3502E-A-K9 c4:7d:4f:3a:06:86 default location LAG US 1

(Cisco Controller) >

(Cisco Controller) >show client summary

Number of Clients................................ 2

MAC Address AP Name Status WLAN Auth Protocol Port Wired

----------------- - ---------------- ------------- ---------- ----

00:1d:e0:00:ab:c7 CAP3502E Associated 1 Yes 802.11n(2.4 GHz) 13 No

00:21:5d:ac:d8:98 CAP3502E Associated 1 Yes 802.11n(2.4 GHz) 13 No

(Cisco Controller) >

(Cisco Controller) >show media-stream multicast-direct state

Multicast-direct State........................... enable

Allowed WLANs.................................... 1

(Cisco Controller) >

(Cisco Controller) >show media-stream group summary

Stream Name Start IP End IP Operation Status

------------- -------------- -------------- ----------------

test1.5K 239.4.5.6 239.4.5.6 Multicast-direct

(Cisco Controller) >

(Cisco Controller) >show media-stream group detail test1.5K

Media Stream Name................................ test1.5K

Start IP Address....................................... 239.4.5.6

End IP Address........................................ 239.4.5.6

RRC Parmmeters

Avg Packet Size(Bytes)............................... 1200

Expected Bandwidth(Kbps)........................ 1500

Policy......................................................... Admit

RRC re-evaluation....................................... periodic

QoS............................................. Video

Status................................... ...... Multicast-direct

Usage Priority.............................. 1

Violation...................................... fallback

(Cisco Controller) >

(Cisco Controller) >show network multicast mgid summary

Layer2 MGID Mapping:



-------------------

InterfaceName vlanId MGID

------------------------ ------ ----

data 123 11

management 0 0

testclients 124 12

Layer3 MGID Mapping:

-------------------

Number of Layer3 MGIDs........................... 7

Group address Vlan MGID

--------------- --- ----

224.0.0.251 0 550

224.0.0.255 0 555

224.2.127.254 0 552

239.4.5.6 0 556

239.195.255.255 0 553

239.255.255.250 0 551

239.255.255.255 0 554

(Cisco Controller) >show 802.11b media-stream rrc

Multicast-direct................................. Enabled

Best Effort.......................................... Disabled

Video Re-Direct................................. Enabled

Max Allowed Streams........................ Auto

Max Video Bandwidth....................... 30

Max Voice Bandwidth........................ 55

Max Media Bandwidth....................... 85

Min PHY Rate..................................... 6000

Max Retry Percentage........................ 80

(Cisco Controller) >

結論

CUWN 7.2 ソフトウェアは、新しいコントローラ ハードウェア上で VideoStream 機能をサポー
トします。 これには、次のような特徴があります。

Cisco 5500 シリーズ コントローラ●

ワイヤレス サービス モジュール - 2●

Cisco 2500 シリーズ コントローラ *●

Cisco ISR-G2（SRE モジュールあり）*
●

注: * パフォーマンス番号は、非 802.11n アクセス ポイントでは異なります。

CUWN 7.0 ソフトウェアは、新しいコントローラ ハードウェア上で VideoStream 機能をサポー
トします。 これには、次のような特徴があります。

Cisco 5500 シリーズ コントローラ●

Cisco 4400 シリーズ コントローラ●

Cisco 2100 シリーズ コントローラ●

ワイヤレス サービス モジュール（WiSM）●

VideoStream は、Cisco 2504 スタンドアロン、および Cisco WiSM-2 コントローラでもサポート
されます。

CUWN 7.2 ソフトウェアは、すべての新しい 802.11n アクセス ポイントと、いくつかのレガシー
アクセス ポイント上で VideoStream 機能をサポートします。 これには、次のような特徴があり
ます。



   

Cisco Aironet 3600 シリーズ アクセス ポイント●

Cisco Aironet 3500 シリーズ アクセス ポイント●

Cisco Aironet 1260 シリーズ アクセス ポイント●

Cisco Aironet 1250 シリーズ アクセス ポイント●

Cisco Aironet 1240AG シリーズ アクセス ポイント **●

Cisco Aironet 1140 シリーズ アクセス ポイント●

Cisco Aironet 1130AG シリーズ アクセス ポイント **●

Cisco Aironet 1040 シリーズ アクセス ポイント●

注: ** クライアント キャパシティは、ローエンド コントローラに応じて異なります。

VideoStream 機能により、Cisco ユニファイド ワイヤレス ハードウェアを使用して、優れた品質
でビデオをストリーミングできます。 スタティック CAC 設定により、無線でワイヤレス クライ
アントを制御できます。 この機能により、有線クライアントのマルチキャスト ストリーミングと
同等の品質で、無線でのマルチキャスト ストリーミングを実現できます。 IGMP 参加要求のみに
よるワイヤレス クライアントへのマルチキャスト ストリーミングと複製は、アクセス ポイント
のみで行われるため、ディストリビューション スイッチおよびアクセス スイッチのアップリンク
ポート上の帯域幅が節約されます。

関連情報

Cisco Wireless LAN Controller コンフィギュレーション ガイド、リリース 7.0●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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