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CMX FastLocate 導入ガイド MSE リリース 8.0
CMX FastLocate の概要
現在の WiFi ロケーション テクノロジーは、単純なプローブ要求メッセージングに基づいてアクセス ポイント（AP）
に RSSI /位置情報を送信するモバイル デバイスに完全に依存しています。 情報は、ほとんどのチャネル上で送信され、
位置推定に即した別のチャネル上でネイバー AP が受信します。
デバイス プロービング頻度は下がっており、更新はクライアント、OS、ドライバ、バッテリ、電流、およびクライア
ント アクティビティによって 10 秒～ 5 分の差があります。 その結果、不適切なデータ ポイントで実際の移動が表現
されることになります。
FastLocate を使用すれば、より高い位置更新レートの AP が受信するデータ パケットから RSSI /位置情報を入手できま
す。 データ パケットを使用すれば、位置情報サービス（LBS）の更新がネットワークによって開始され、より頻繁に
使用できるようになります。 これにより、エンド ユーザ アクティビティを正確に表現するためのより多くのデータが
収集できます。 データ パケットからの RSSI の収集はプローブ フレームからの RSSI の収集の漸進的な改善ぐらいにし
か考えられていませんが、実際には大きな進歩です。 WiFi モバイル デバイスがある AP に接続したときに、隣接 AP
が別のチャネルを使用していると、データ パケットを受信できません。 これは位置推定にとってマイナスです。
FastLocate テクノロジーは、ワイヤレス セキュリティ モジュール（WSM）が搭載されたシスコのモジュラ AP（3600
と 3700）を使用します。 アソシエートされた AP と隣接 AP の WSM が同時にチャネルをスキャンして、データ パケッ
ト伝送から複数の RSSI 測定値を取得し、モバイル デバイスの位置を特定します。 この方法は、データ供給率を損な
わず、2.4 および 5 GHz バンドの供給率でのデータ サービスに負荷をかけることなく、実現できます。
データ パケットに依存することによって、デバイス全体でのロケーションの整合性を高めることができます。 これは、
デバイスがプローブ フレームから MAC アドレスをランダム抽出する iOS8 実装でも機能します。
図 1：実際の影響：ビジネスに不可欠な情報のためのより詳細な LBS データ
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その 仕組みは?
FastLocate の主な特性は次のとおりです。
• （アソシエートされた/アソシエートされていない）クライアントからのすべてのパケットから位置を取得します。
• アソシエートされたクライアントが定期的にパケットを送信するように指示します。これは、それらのクライア
ントの位置を頻繁かつ定期的に推定できるようにするためです。
• WSM モジュールは、クライアント デバイスのデータ ベースの RSSI を受信する RRM チャネルのリストを循環さ
せることによって、複数のチャネルを繰り返しスキャンします。 チャネルあたりのドウェル時間は 250 ミリ秒で
す。 スキャン サイクル時間は 250 ミリ秒 × WLC 上の RRM チャネル数（最大 24）です。 スキャンに要する総時
間は 6 秒です。
• テスト後に、位置更新レートが 6 ～ 15 秒になっていることが確認されます。
• 位置更新レートはクライアントによって異なるため、スキャン サイクル中に WSM モジュールによって見落とさ
れる場合があります。

要件とサポートされている展開
• すべての AP をワイヤレス セキュリティ モジュール（WSM）を搭載した 3600 / 3700 にする必要があります。

（注）

ワイヤレス セキュリティ モジュールは、以前は、ワイヤレス セキュリティお
よびスペクトラム インテリジェンス モジュールと呼ばれていました。

• リリース 8.0 の FastLocate は 20 MHz BW でのみサポートされます。 チャネル ボンディング（40 および 80 MHz）
を使用した FastLocate は WLC リリース 8.1 でサポートされます。
• FastLocate 8.0 では混合モードがサポートされません（同じゾーン/フロア内のすべての AP を WSM モジュールを
搭載したモジュラにする必要があります）。
• WSM モジュールの POE+/Enhanced POE 切り替え。
• 40 および 80 MHz の WLC 8.0 と WLC 8.1 のサポート。
• MSE 8.0。
• PI 2.1.1（AP 3700 を使用する場合は PI 2.2）。
• 有効な NTP クロック ソースが必要です。
• セキュリティ モニタリングは FastLocate と同時に実行できます。

（注）

MSE はパケット RSSI 値をプローブ パケット RSSI 値と同様に扱います。
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• FastLocate は中央スイッチ モードでサポートされます。
• FlexConnect ローカル スイッチド モードはこのリリースではサポートされません。
• MSE はプローブベースと FastLocate ベースの両方の RSSI パケットをサポートできます。

（注）

建物内のあるフロアではプローブ ベースの RSSI（WSM なしの AP）のみを実
行し、別のフロアでは FastLocate（WSM モジュール付きの AP）のみを実行す
ることができます。両方のフロアを同じ MSE に同期させることができます。

• タグを使用するヘルスケア インストールは、WLC/AP に関連付けられないため、FastLocate からの位置更新レー
トの向上を確認できません。 リリース 8.0 では、これをデータまたはプローブ フレーム RSSI にすることができ
ます。
• IOS-XE は AP 3600/3700 に付属のモジュール（WSM/802.11ac）をサポートしないため、現時点で、FastLocate は
IOS-XE でサポートされません。

MSE 8.0 スケーリング
FastLocate が有効になっている場合は、それぞれの FastLocate クライアント デバイスがプローブ ベースのクライアント
の約 5 倍のコンピューティング要件を消費します。
設定例：
• プローブ ベースのロケーションだけをサポートする標準 MSE 上のデバイスの最大数は 25000 です。 FastLocate デ
バイスだけをサポートする同じ標準 MSE は 5000 デバイスだけを追跡します。
• 現場に標準 MSE と 10K デバイスがあり、そのうちの 2K はアソシエート（プローブ）されていますが、8K はア
ソシエートされていません。 FastLocate が有効になっている場合は、MSE 使用率が 8K+(2K*5)=18K デバイスで、
25K 台の上限を下回っています。
• 現場に標準 MSE と 10K デバイスがあり、そのうちの 5K はアソシエート（プローブ）されていますが、5K はア
ソシエートされていません。 FastLocate が有効になっている場合は、MSE 使用率が 5K+ (5K*5)=30K デバイスに
なるため、この MSE はオーバーサブスクライブ状態になります。 新しい標準またはハイエンド MSE を追加して
容量を満たす必要があります。

WSM モジュール動作の確認
手順
ステップ 1

WSM を AP に挿入して、POE+ スイッチ ポートに接続します。

ステップ 2

"show power inline" コマンドを使用して、すべての AP が 1 ポートあたり 20 W 以下の POE+ を利用して
いるスイッチ ポートで稼働中かどうかを確認します。
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次の WSM に関するインストレーション ガイドを参照してください。
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/aironet-3600-series/115612-Aironet-Access-Point-Module-for-WSSI-Guide-00.html
ステップ 3

WLC GUI のメイン メニューから、[Wireless] > [Access Points] > [Radios] > [Dual-Band Radios] の順に選択
して、WSM モジュールが稼働中であることを確認します。 管理者ステータスは [Enable] で、動作ステー
タスは [UP] です。

上記手順が完了したら、WLC または Prime Infrastructure から FastLocate 機能を有効にできます。

MSE 上での FastLocate 機能の有効化
MSE 上で FastLocate 機能を有効にするには、以下を行います。
1 付属の MSE CLI - CMD シェル コマンドをルート モードで入力します。
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2 WLC GUI、CLI、または PI から FastLocate を有効にします。

MSE CLI コマンドを使用した FastLocate の有効化
FastLocate を有効にして位置精度を増加または調整するには、MSE コンソールから次のコマンドを有効にします。

手順
ステップ 1

ルート ユーザとして MSE コンソールにログインします。

ステップ 2

次のコマンドを入力して、cmdshell を呼び出します。
cmdshell

ステップ 3

「RSSI 番号を制限しない」ために次のコマンドを入力します。
cmd>config max-per-node-rssi-entries 50

ステップ 4

「新しい集約アルゴリズムを使用する」ために次のコマンドを入力します。
cmd>config use-new-location-algorithm enable

ステップ 5

既存の cmdshell に対して次のコマンドを入力します。
cmd>exit

WLC GUI での FastLocate の有効化
手順
ステップ 1

[ Wireless] > [Access Points] > [Global Configuration] に移動します。

ステップ 2

[Packet RSSI Location Config Parameters] 機能を有効にします。
a) 有効な NTP サーバの IP アドレスを入力します。
この IP アドレスは、時刻同期のためにすべての AP で使用されます。
b) [Enable Packet RSSI Location] チェックボックスをオンにします。
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c) 必要に応じて、[Packet Detection RSSI minimum (dBm)] を調整します。
この値は、位置計算から精度の低い RSSI 測定値を除外するように調整します。 FastLocate 位置計算
では精度の高い RSSI 値だけが考慮されます。
d) [Scan Count Threshold for Idle Client Detection] はデフォルト値のままにします。
e)
ページの右上にある
ボタンをクリックして、サービスを有効にします。

WLC CLI での FastLocate サービスの有効化
WLC CLI で FastLocate サービスを有効にするには、以下を行います。

手順
ステップ 1

WLC CLI で次のコマンドを入力します。

ステップ 2

FastLocate サービスが GUI で有効になっていることを確認するには、WLC CLI で次のコマンドを入力し
ます。
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Prime Infrastructure での FastLocate サービスの有効化
手順
ステップ 1

[Configure] > [Controllers] > [WLC_IP_Address] > [Location] > [Location Configuration] に移動します。

ステップ 2

[Advanced] タブをクリックします。

ステップ 3

NTP サーバ情報を指定し、[Enable] チェックボックスをオンにします。

ステップ 4

[Save] をクリックします。

（注）
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複数の WLC 上で FastLocate 機能を有効にするには、ロケーション コントローラ テンプレート
を作成してネットワーク内のすべての WLC に適用することができます。

FastLocate 動作の確認とトラブルシューティング
WLC GUI での FastLocate サービスの確認
FastLocate サービスが使用されていることを確認するには、WLC CLI で次のデバッグ コマンドを入力します。
Debug client <mac-addr>

デバッグするクライアント MAC アドレス。 これが推奨される理由は、クライアント MAC フィルタが設定されていな
いと、コンソールがフラッディングする可能性があるためです。
Debug dot11 probe error enable/disable
Debug disable-all

このコマンドはすべてのデバッグを無効にします。

（注）

上記デバッグが有効になっていると WLC コンソールがデータ出力に占有されるため、コマン
ドを何回も入れ直さなければならない可能性があります。

次のような出力が表示されるはずです。
apfProbeThread: Jun 27 10:38:13.456: b4:b6:76:a0:1f:5e probing client, ver=1, slot=2, wlan=0, snr=0, tx_pwr=0,
chan=36, reg_class=0, ts_diff=195ms, seq_num=0, ant_cnt=2, rssi[0]=189, rssi[1]=128 ,subType = 2

• b4:b6:76:a0:1f:5e：デバッグされる MAC アドレス。
• Slot=2：WSM モジュールの使用。
• SubType=2：FastLocate RSSI の使用、SubTypye=1：Probe RSSI の使用。
Prime Infrastructure （PI）と MSE での FastLocate サービスの確認
LBS が Prime Infrastructure（PI）と MSE で FastLocate サービスを使用していることを確認するには、以下を行います。
1 PI にログインして、コンテキスト アウェア サービス（CAS）を実行している MSE に移動します。
2 [Logs] タブをクリックします。
3 [Logging Options] で、次のチェックボックスをオンにします。
• General
• MSE/Location Servers
• NMSP Protocol
4 [Advance Parameters）] で、[Advanced Debug] チェックボックスをオンにします。
5 [MAC Address Based Logging Parameters] で、次の手順を実行します。
a [MAC Address Logging] チェックボックスをオンにします。
b ログを収集するデバイスの MAC アドレス（最大 5 個）を追加します。
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MAC アドレス ロギングを有効にしたら、/opt/mse/logs/locserver で、MSE 内のすべての入力された MAC アドレス デ
バッグ ファイルを探します。

これらのファイルをダウンロードすれば、クライアント デバイスが LBS に FastLocate を使用していることを確認でき
ます。
ファイルからのサンプル出力を以下に示します。
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IfSlotId = 2 → WSM module being used.
RssiSource = 6 → Data RSSI PKT being used.

システム全体の遅延を削減するための追加のオプション変更
（注）

これらの変更は、MSE のスケーラビリティに影響する可能性があるため、POC（非実稼働環
境）でテストする必要があります。

MSE CLI 経由
手順
ステップ 1

cmdshell で次のコマンドを入力します。
cmd>config use-new-location-algorithm enable
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ステップ 2

「集約時間を削減する」ために次のコマンドを入力します。
cmd>config nmsp-rssi-aggregation-window-milli-seconds 1000 (default 4000)

ステップ 3

既存の cmdshell に対して次のコマンドを入力します。
cmd>exit

WLC CLI 経由
手順
ステップ 1

コントローラに Telnet します。

ステップ 2

次のコマンドを使用して集約時間を変更します。
(Cisco Controller)>config nmsp notification interval rssi clients 1

ステップ 3

次のコマンドを使用して設定を保存します。
(Cisco Controller)>save config

ステップ 4

次のコマンドを入力して終了します。
(Cisco Controller)>logout

WLC GUI 経由
手順
ステップ 1

次の場所でスキャンするチャネル数をできるだけ少なくします。
[RRM] > [Dynamic Channel Assignment（DCA）]

ステップ 2

WLC GUI からスキャン カウントしきい値を 0 または 1 に減らします。

ステップ 3

[WIRELESS] タブをクリックしてから、左側のメニューで [Global Configuration] をクリックします。

ステップ 4

[Scan Count Threshold for Idle Client Detection] を 1 に変更します。

ステップ 5

[APPLY] ボタンをクリックして、設定を保存します。
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RSSI しきい値の 0 への変更
手順
ステップ 1

[Services] > [Mobility Services] > [Mobility Services Engines] に移動します。
[Mobility Services Engine] ページが表示されます。

ステップ 2

リスト内の MSE 名をクリックして、必要な MSE ページを開きます。

ステップ 3

左側のペインで、[Context Aware Service] > [Advanced] > [Location Parameters] に移動します。

ステップ 4

[Movement Detection] エリアで、[ndividual RSSI change threshold] と [Aggregate RSSI change threshold]
を 0 に変更します。

ステップ 5

[Save] をクリックします。
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まとめ
リリース 8.0 では、CMX FastLocate テクノロジーによって、MSE、WLAN コントローラ、およびモジュラ シスコ アク
セス ポイント（ワイヤレス セキュリティ モジュール（WSM）を搭載した AP3600 と AP3700）を使用して、詳細な位
置データ セットのためにより多くのデータ ポイントを収集する基盤が構築されます。 企業は、コネクテッド モバイル
エクスペリエンス（CMX）分析機能を使用して、位置データをビジネス測定基準に変換し、チャートに表示すること
ができます。 また、CMX Connect を使用して位置ベースのゲスト アクセスを提供したり、位置データからコンテキス
トを収集することによってユーザが効果的に参加できるようにします。
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