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はじめに

この資料は WLANネットワークの無線カバレッジ 領域を拡張できる 4 つの可能性のある方法を説
明したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Aironet Access Points （AP）の設定●

サイト調査を行う方法●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco IOS® ソフトウェアを実行する Cisco Aironet 1200 シリーズ AP●

Cisco Aironet クライアントアダプタ●



本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

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。

WLAN の無線カバレッジ 領域を伸ばすのに使用できるメソッド

単一 AP が提供する無線カバレッジ 領域は全体の WLAN を多くの場合動作して十分ではないで
す。 ソリューションは無線カバレッジ 領域を高めることです。 利用可能な無線カバレッジ 領域
を高めるのに使用できる異なるオプションがあります。 これらのセクションはこれらの異なるオ
プションのそれぞれを説明し、設定例を提供します:

リピータモードで AP を使用して下さい●

オーバーラップしていないチャネルによってアクセスポイントモードでセカンダリ AP を使
用して下さい

●

AP とクライアント間の比率を送信して下さい●

カバレッジを拡張するために既存の AP のトランスミッタ電力レベル パラメータを変更して
下さい

●

AP を最上に置いて下さい●

距離●

障害物●

干渉●

リピータモードで AP を使用して下さい

リピータとして機能するために AP を設定できます。 このモードでは、AP は無線LAN に接続さ
れません。 その代り、AP は無線LAN （ルートAP）に接続される AP の無線距離の内に置かれま
す。 このシナリオでは、リピータAP はルートAP と関連付け、無線カバレッジ 領域の範囲を伸
ばします。 これはルートAP から WLANネットワークへのアクセス権を得るために常駐する無線
クライアントを有効に します。 リピータで 2.4 GHz 無線か 5 GHz 無線を設定できます。 2 つの
無線との AP では、1 つの無線だけリピータである場合もあります。 ルート無線で他の無線を設
定して下さい。

リピータで AP を設定するとき、その AP のイーサネット ポートはトラフィックを転送しません
。 AP のリピータモードでの長所はこのモードが無線LAN への接続が可能性のあるの状況の
WLAN の無線カバレッジ 領域を伸ばすのを助けることです。 また、機能するリピータモードの
ためのルートAP のカバレッジ 領域に 50%オーバーラップがある必要があります。

リピータ AP はから配線された AP または別のリピータAP にトラフィックを無線クライアント転
送します。 冗長パスが有線ネットワークへあれば、リピータAP は信号 強度および他のパフォー
マンスベース パラメータに基づいてベストパスを選択します。 デフォルトで複数の配線された
AP があるとき、リピータAP は最もよい接続がある AP に関連付けます。 一方では、またリピー
タが手動で関連付ける必要がある AP を規定できます。

リピータ AP は短所を備えています。 WLAN のリピータ AP を設定するとき、ネットワークのス
ループットはチェーンに追加する各リピータAP の半分によって減少します。 これはリピータAP
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がチャネル同じの各パケットを受信し、再送信する必要があるという理由によります。 もう一つ
の短所はそのようなデバイスがリピータ AP によって関連付けることを試みるときシスコ以外の
ワイヤレス クライアント デバイスがいくつかの問題に直面できることです。 繰り返されたモー
ドの AP を設定するとき親（ルート） AP、またリピータ AP の「Aironet Extension」を有効に し
て下さい。 デフォルトで有効に なる Aironet Extension は AP の機能を AP と関連付けられる
Cisco Aironet クライアントデバイスの機能を理解する改善します。 ただし、いくつかのシスコ以
外の無線クライアントは AP で有効に なる Aironet Extension を使用しません。 このように、
Cisco およびシスコ以外のクライアントの組み合わせを使用する WLAN 環境のために、リピータ
モード AP による無線カバレッジの拡張は可能なオプションではないです。

次の 2 つのセクションは設定例と AP のリピータモードを設定する方法を説明します。

図 1 –方式 1 のためのネットワーク図

2 Cisco Aironet AP が、即ち、有線ネットワーク（ルートユニット）に AP A および AP B. AP 接
続されることを図 1 示します。 無線クライアントは通信のために AP A. AP と使用します SSID
「Cisco」を関連付けられます。

無線カバレッジ 領域を拡張するためにリピータモードの AP B を設定する必要があります。 AP
A および AP 両方 B は同じ IP サブネットにあるために設定されます。

注:  リピータで AP を設定するとき、リピータAP のこれらのパラメータがルートAP のそれと異
なっていることを確認して下さい。

リピータAP の IP アドレス1.
リピータAP のステーション ロール（リピータはある必要があります）2.



CLI による AP B の設定

このセクションがリピータとして AP を設定するために AP B で必要なステップバイステップ設
定を説明します。

Access Point B# configure terminal

!--- Enter global configuration mode.

Access Point A(config)# interface BVI

Access Point A(config-if)# ip address 10.0.0.5 255.0.0.0

!--- Configure an IP address for the bridge virtual interface (BVI) interface. !--- The repeater

must be in the same subnet as the root AP.

Access Point B(config)# interface dot11radio 0

!--- Enter interface configuration mode for the radio interface. !--- The 2.4 GHz radio is radio

0, and the 5 GHz radio is radio 1.

Access Point B(config-if)# ssid Cisco

!--- Create the SSID that the repeater uses to associate to a root AP. !--- In the next step,

designate this SSID as an infrastructure SSID. !--- If you created an infrastructure SSID on the

root AP, !--- create the same SSID on the repeater. In this case, use "Cisco" as the SSID, !---

because this is the SSID that is configured on AP A.

Access Point B(config-ssid)# infrastructure-ssid

!--- Designate the SSID as an infrastructure SSID. The repeater uses this SSID !--- to associate

to the root AP. Infrastructure devices must associate !--- to the repeater AP using this SSID

unless you also enter the !--- optional keyword.

Access Point B(config-ssid)# exit

!--- Exit SSID configuration mode and return to radio interface configuration !--- mode.

Access Point B(config-if)# station-role repeater

!--- Set the AP's role in the wireless LAN to repeater mode.

Access Point B(config-if)# dot11 extensions aironet

!--- Enables Aironet extensions if disabled previously.

Access Point B(config-if)# parent 1 0987.1234.h345 900

Access Point B(config-if)# parent 2 7809.b123.c345 900

!--- The parent command allows the user to specify a list of APs !--- with which the repeater

associates. The repeater tries to associate !--- with the APs given using the parent command in

a sequential order.

Access Point B(config-if)# end

!--- Return to privileged EXEC mode.

parent コマンドの値 "900" はタイムアウト値（オプションの）を規定 します。 タイムアウト値
はリピータが次の親を裁判にかける前にリピータが親 AP に関連付けることを試みる時間数です
。 0 秒から 65535 秒間のタイムアウト値を入力することができます。 parent コマンドで 4 親の
最大を AP 定義できます。

リピータ オペレーションを確認して下さい



リピータで AP B を設定した後、リピータAP が適切に機能するかどうかルートAP の LED および
リピータAP は確認します。

ルートAP のステータス LED は着実にグリーンである必要があります。 緑色航法燈はリピータ
AP がルートAP と関連付けられることを示します。 想定はルートAP と関連付けられるクライア
ントがないことです。

リピータAP のステータス LED はまたルートAP と関連付けられ、リピータがそれに関連付けら
れるクライアントデバイスを備えているとき着実にグリーンである必要があります。 リピータの
ステータス LED はリピータAP がルートAP と関連付けられるが、リピータが関連するクライア
ントデバイスを備えていないとき点滅します（秒の 7/8 と秒の 1/8 のための安定したグリーン
）。 また設定が機能するかどうか確認するためにルートAP およびリピータAP のアソシエーショ
ンテーブルをチェックできます。

オーバーラップしていないチャネルによってアクセスポイントモードでセカンダリ
AP を使用して下さい

リピータモードの AP のプライマリ使用は有線ネットワークに第 2 AP を接続できない状況にで
す。 これら二つの状態の下でだけ無線カバレッジを拡張するとリピータモードの使用が考慮して
下さい:

高いスループットを必要としないクライアントは動作するためにリピータが Wireless LAN
のカバレッジ 領域を拡張するが、スループットをので大幅に下げます。

1.

ほとんど時リピータによって関連付けるすべてのクライアントデバイスが Cisco Aironet ク
ライアントではない場合。 シスコ以外のクライアントデバイスは時々リピータ AP と交信を
行うことができません。

2.

これらの短所を克服するために、カバレッジ 領域を拡張するのに第 2 方式を使用できます。 第 2
方式はオーバーラップしていないチャネルで APモードのセカンダリ AP を設定することです。
無線LAN に第 2 AP を接続できるときだけこの方式を使用できます。 この方式はこの方式が AP
で行う基本設定以外追加設定を必要としないので最も設定し易いです。

図 2 –方式 2 のためのネットワーク図



図 2 同じ無線LAN に接続される 2 Cisco Aironet AP を示します。 AP は両方とも同じ IP サブネ
ットにあります。 シームレス ローミングを実現させるために同じ サブネットのすべての AP を
設定して下さい。 AP の接続はこのように WLAN の無線カバレッジ 領域を伸ばすのを助けます
。 次のセクションこのシナリオを設定するために必要な設定を説明します。

CLI によるセカンダリ AP 設定

IP アドレスの設定が、RF チャネル、電波 設定、SSID 含まれ、AP ルートとして AP のロールを
指定する基本的な設定で AP A を設定して下さい。 AP A を設定するこれらの構成コマンドを使
用して下さい:

Access Point A(config)# interface BVI

Access Point A(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

無線LAN に AP を接続するとき、AP は AP が自動的に作成する BVI によってネットワークにリ
ンクします。 AP のイーサネットおよび無線ポートのためのトラッキング別々の IP アドレスの代
りに、ネットワークは BVI インターフェイスを使用します。 こういうわけで個々のインターフェ
イスにの代りに BVI インターフェイスに IP アドレスを割り当てます。

AP 無線の既定のチャネル設定は最も少なく混雑します。 始動で、AP はのためにスキャンし、最
少混雑させたチャネルを選択します。 サイト調査の後のしかしほとんどの堅実なパーフォーマン
スに関しては、Cisco は各 AP に設定 する静的なチャネルを割り当てることを推奨します。 AP
が使用するチャネルを設定するとき、オーバーラップしていないチャネルが設定されるようにす
る注意を奪取 して下さい。 この出力例では、（オーバーラップしていない）チャネル 1 および 6
は AP A および AP B で使用されます:



Access Point A(config)# interface dot11radio 0

Access Point A(config-if)# channel 1

Access Point B(config-if)# ssid Cisco

Access Point B(config-ssid)# exit

Access Point A(config-if)# station-role root

Access Point A(config-if)# speed {[1.0] [11.0] [2.0] [5.5] [basic-1.0]

 [basic-11.0] [basic-2.0] [basic-5.5] | range | throughput}

注: この出力の最後のコマンドは空間的な考慮事項による 2 つの行にここに現われます。

注: アクセス ポイント ルートモードのセカンダリ AP を設定するとき、ように隣接した AP 使用
がオーバーラップしていないチャネルして下さい。 オーバーラップしていないチャネルは互いに
よくある周波数がない周波数帯域です。 たとえば 2.4GHz 範囲でオーバーラップしていない 3 つ
のチャネルがあります（チャネル 1,6 および 11）。 従って、無線カバレッジを拡張するために
セカンダリ AP を展開するとき最初の AP のためにチャネル 1 を使用し、次隣接した AP のため
の 6 をチャネリングし、第 3 AP のための 11 をチャネリングし、次にチャネル 1.から開始でき
ます。 オーバーラップ チャネルを使用する場合、接続上の問題の原因となり、乏しいスループッ
トという結果に終る無線周波数干渉は発生する場合があります。

各データ レートを基本に設定 するか、または有効に するか、または AP 範囲かスループットを
スループットを最適化するために最適化するように範囲を入力します。 AP の基本設定に関する
詳細については電波 設定の設定を参照して下さい。

前の設定は AP が無線クライアントからのアソシエーションを許可するようにします。 無線カバ
レッジを拡張するために、第 2 AP （B）いくつかの軽微な変更に同じ 設定をとの AP 適用して下
さい。 これらの変更は BVI IP アドレスをおよびセカンダリ AP が使用する RF チャネルが含まれ
ています。

Access Point B(config)# interface BVI

Access Point B(config-if)# ip address 10.0.0.6 255.0.0.0

Access Point B(config)# interface dot11radio 0

Access Point B(config-if)# channel 6

Access Point B(config-if)# ssid Cisco

Access Point B(config-ssid)# exit
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Access Point B(config-if)# station-role root

Access Point B(config-if)# speed {[1.0] [11.0] [2.0] [5.5] [basic-1.0]

[basic-11.0] [basic-2.0] [basic-5.5] | range | throughput}

注: この出力の最後のコマンドは空間的な考慮事項による 2 つの行にここに現われます。

この設定を使って、AP B が同じ無線LAN にあるので AP B を使うと AP A 関連で関連付けられな
いクライアント。 これは無線カバレッジ 領域を拡張し、スループットがリピータモード 設定の
場合にはように影響を受けないようにします。

この設定を設定するとき、AP を互いに余りに密接に置かないようにして下さい。 同じ近辺の余
りにも多くの AP はデータスループットを下げることができる RF 干渉および無線輻輳を作成し
ます。 注意深いサイト調査は最大無線カバレッジおよび最適化されたスループットのための AP
の最もよい配置を判別できます。

AP とクライアント間の送信比率

送信比率は起こるデータ転送のためのクライアントと AP 間で同一であるはずです。 802.11 ネッ
トワークのための日付レートは変わります。

802.11b ネットワークに関しては、レートは 1、2、5.5、11 Mbps です。●

802.11g ネットワークに関しては、レートは 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48、
および 54 Mbps です。

●

802.11a ネットワークに関しては、レートは 6、9、12、18、24、36、48、および 54 Mbps
です。

●

好まれる速度に基づくデータ レートは一定です。 デフォルトで転送レートは自動に設定 する必
要があります従って AP およびクライアントは速度を自動的にネゴシエートできましたりそして
その間の同一の速度を設定しました。

注: より高いデータ レート、より少しは距離場合移動できます。

カバレッジを拡張するために既存の AP のトランスミッタ電力レベル パラメータを
変更して下さい

トランスミッタ電力レベル パラメータを修正するとき AP の無線カバレッジ 領域を伸ばすことが
できます。

トランスミッタ電源（mW）設定は無線送信機の電力レベルを判別します。 デフォルト電力設定
は規定するドメインで許可される最も高い送信 電力です。 政府規制は無線デバイスの高い発電レ
ベルを定義します。

注意： トランスミッタ電力レベル設定は設定が使用される国の設置された規格に合致する必要が
あります。

通常、送信された電源は RF 干渉の効果を制限する減ります。 リダクションは無線カバレッジに
マイナスの効果をもたらします。 送信された電源は無線カバレッジ 領域に正比例しています。
従ってより弱い送信された電源、より小さいです無線カバレッジ 領域は。



適切なサイト調査を行い、RF 干渉の可能性のあるもとを取除けば、無線カバレッジ 領域を拡張
するのに最大級送信された電源値を使用できます。

無線インターフェイスの下のこの CLI コマンドは AP の最大に送信された電力レベルを変更しま
す:

Access Point (config)# interface dot11radio 0

Access Point (config-if)# power local maximum

最大に電力レベルを設定 するのにこのコマンドを使用して下さい。 それからどの位スループット
があるチェックし、より低い値に一貫しているとどまるスループットレートに達するまで電力レ
ベルを移動して下さいか。 一貫したスループットに達するまでまた最も低い可能性のある電力レ
ベルから開始し、レベルを上げることができます。 これは場合を後押ししなければ場合によって
は、スループットがおよび信号 強度が最高レベルに絶えず変更し、一貫している残らない場合が
あるという理由によります。

AP の電力レベル設定を行う方法に関する詳細については設定無線送信 電力を参照して下さい。

AP を最上に置いて下さい

正しい場所の AP の配置は重要な要因 AP のカバレッジ 領域の拡張のそのアカウントです。 同じ
近辺の余りにも多くの AP は無線輻輳および干渉を作成できスループットを下げます。

注意深いサイト調査は最大無線カバレッジおよびスループットのための AP の最もよい配置を判
別できます。 サイト調査に関する詳細についてはサイト調査を行うことを参照して下さい。

無線カバレッジ 領域を最大化するために、WLAN の何れかの 2 AP 間のカバレッジ 領域の
15%オーバーラップを確認して下さい。 カバレッジ 領域の最小オーバーラップの AP を配列する
とき最小システム 費用で大きいエリアをカバーできます。 各々のモービル ステーションに利用
可能な全帯域幅はデータの量各々の転送するモービル ステーション必要および各セルのステーシ
ョンの数によって決まります。 シームレス ローミングはモービル ステーションが各 AP の範囲
を出入りして移動するサポートされ、無線LAN への一定した接続をと同時に維持します。 ローミ
ング機能を提供するために同じ SSID で各 AP （およびアダプタを）設定して下さい。

図 3 – AP をきちんと置いて下さい
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距離

ワイヤレス デバイスには、範囲に限界があることに注意してください。 2.4 GHz で動作するデバ
イスの場合、範囲は 100-150 フィートに上がることができます。 ワイヤレス ネットワークがそ
の範囲から離れすぎている場合、デバイスの移動を検討します。 覚えるべき 1 つの重要な事柄は
距離が信号 強度に影響を与えることです。 AP とクライアント間の距離が増加すると同時に、信
号 強度は減少します。 安定 した接続を受信するかどうか確認するために、連続 ping を行って下
さい。 応答をほとんどの場合返す場合、これは接続が安定 して いることを意味します。 それが
時間の大半を時間を計る場合、接続は安定 したそれではないです。

ping コマンドを発行するのに Windows マシンのコマンド プロンプトを使用して下さい。 cmd を
Start > Run の順にクリック し、コマンドプロンプトウィンドウを得るためにタイプして下さい
。 型 PING -接続をテストするクライアントマシンの t X.X.X.X （AP の IP アドレス）。

障害物

RF 場合はビルディングの中の障害に反応しがちです。 場合は障害によって反映されるか、屈折
させるか、分散させるか、または吸収されて得ます。 よくある障害は下記のものを含んでいます:

厚い壁や天井●

金属の物体●

ガラス●

木オブジェクト●

AP およびクライアントを障害が最小である置いて下さい、または障害を回避する可能性があり
ます場所に。 最もよい場合受信を得るのに多様性アンテナを使用して下さい。

注: 多様性はアンテナのどちらかのよりよい場合を受け取ること確率を高めるのに使用される各無
線のための 2 つのアンテナの使用です。

インターフェイス

無線ネットワークにより AP およびクライアントに干渉を引き起こす場合があると同時に同じ 周
波数かチャネルで動作するデバイスか隣接した無線ネットワーク。 2.4 GHz で干渉を引き起こす
最もよくあるデバイスは次のとおりです:

近くのワイヤレス ネットワーク●

電子レンジ●

2.4 GHz のコードレス電話●

Bluetooth デバイス●

ワイヤレス ベビー モニタ●

この問題を解決するには、AP のチャネルと SSID を変更します。 使用するべき好まれたチャネ
ルはこれらがオーバーラップしていないチャネルとみなされるので 1、6 および 11 です。 干渉
を引き起こすデバイスのほとんどは 5 GHz で動作しません。 5 GHz にチャネルの 3 つの帯域が
あります。 各帯域に合計 12 のチャネルを引き起こす 4 つのチャネルがあります。 従って、干渉
のチャネルを自由に選択することは簡単です。

関連情報

ワイヤレスに関するサポート ページ●

//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&level0=278875243&referring_site=bodynav


   

Aironet 1200 シリーズ アクセス ポイント インストールおよびコンフィギュレーション ガイ
ド

●

無線カバレッジ オプション●

サイト調査の実行●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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