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Cisco WLAN における Cisco Jabber および Cisco UCM
スコープ
Cisco ワイヤレス LAN（WLAN）インフラストラクチャおよびルータでは、Application Visibility and Control（AVC）テ
クノロジーを使用して、一般的に導入されているビジネス アプリケーション（Cisco Jabber、Cisco WebEx、Skype な
ど）を含めた多くのアプリケーションの分類と優先順位付けが正確に行われます。 AVC プロトコル パックは、
Network-Based Application Recognition（NBAR2）エンジンにより動作します。 プロトコル パックは、ワイヤレス LAN
コントローラ（WLC）のバージョンのリリースと共にリリースされます。 また、プロトコル パックの最新バージョン
は、WLC リリースのオプションとしてダウンロード できます。 この機能により、Cisco Jabber を識別することができ
ます。また、トラフィックに含まれるデータ（ビジュアル ボイスメール、ディレクトリ、画面共有）、音声、ビデオ
の量をさらに細かく分類し、それらに異なるポリシーを適用することもできます。 このホワイト ペーパーでは、Cisco
WLAN インフラストラクチャで Cisco Jabber と Cisco Unified Communications Manager を動作させる場合に、Cisco ネッ
トワーク設計で考慮すべき事項について説明します。 WLAN 設定の手順およびサービス品質（QoS）のベスト プラク
ティスも示されています。

バックグラウンド
シスコには Wi-Fi セキュリティおよびサービス品質の開発におけるコラボレーションの歴史があります。 セキュリ
ティ、QoS、SIP トランク、コラボレーション サービスを含む総合的なネットワーク設計に関するドキュメントの一覧
は、リファレンス セクションに記載されています。 このドキュメントでは Wi-Fi の設計に重点を置いており、Unified
Communications Manager（Unified CM）サーバおよびその他のバックエンド コラボレーション アプリケーション サー
バと共に Cisco Jabber クライアントを使用するユーザに高品質のコールを提供することを目指しています。
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次の図は導入の例を示しています。
図 1：一般的な Cisco Jabber コラボレーションの導入に関する導入アーキテクチャ

Cisco Unified Wireless Network（UWN）WLAN テクノロジーは、このタイプのアーキテクチャと互換性があります。
Cisco UWN およびコラボレーション テクノロジーは、同じ導入内に複数の Unified CM と複数の WLC プラットフォー
ムを含む高可用性コンポーネントをサポートしています。 複数のコントローラを備えた大規模な導入で運用する場合、
WLC から WLC への接続オプションは、コールを中断することなく、シームレスなレイヤ 2 およびレイヤ 3 Wi-Fi クラ
イアント ローミングをサポートします。 単一のブランチ オフィス用 WLC の 5 つのアクセスポイントから、単一の大
規模企業用 WLC の 6,000 のアクセス ポイントまで、WLC ハードウェア オプションとしてさまざまなアクセス ポイン
ト接続が用意されています。

QoS の設定
有線/ワイヤレス QoS
イーサネットと Wi-Fi はユーザ プライオリティの概念を共有しています。 設定オプションは、ワイヤレス ネットワー
ク全体に渡ってパケットのプライオリティを維持する手段を提供します。 ワイヤレス Wi-Fi トラフィックはサービス
セット識別子（SSID）により識別されます。 1 つ SSID の定義にはさまざまな Wi-Fi マルチメディア（WMM）ユーザ
プライオリティ クラス（0 ～ 7）が含まれており、これらは 802.1Q のサービス クラスのプライオリティとほぼ一致し
ています（次の表を参照）。 WLC の SSID 設定により、トラフィックを転送する最も高いプライオリティ、およびど
の VLAN をどの WLAN にマッピングするかが定義されます。 シスコの 802.1p 値の表は他のベンダーとは多少異なっ
ている可能性があります。 ベンダー スイッチとルータが混在している場合は、設計要件として、サービス クラス
（CoS）と DiffServ コード ポイント（DSCP）間でサービス ポリシーのマッピングが必要になることがあります。
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表 1：Wi-Fi マルチメディア ユーザ プライオリティ コールと 802.1Q サービス クラス プライオリティの比較表

Cisco 802.1p ユーザ プラ Cisco 802.1p CoS
イオリティ ベースのト
ラフィック タイプ

Cisco IP DSCP

IEEE IP DSCP

IEEE 802.11e/WMM ユー
ザ プライオリティ

予約済み（ネットワーク 7
制御）

56

56

7

予約済み

6

48

—

—

音声

5

46（EF）

48

6

ビデオ

4

34（AF41）

40

5

音声管理

3

24（CS3）

32

4

バックグラウンド（ゴー 2
ルド）

18（AF21）

16

3

バックグラウンド（ゴー 2
ルド）

20（AF22）

16

3

バックグラウンド（ゴー 2
ルド）

22（AF23）

16

3

バックグラウンド（シル 1
バー）

10（AF11）

8

2

バックグラウンド（シル 1
バー）

12（AF12）

8

2

バックグラウンド（シル 1
バー）

14（AF13）

8

2

ベスト エフォート

0

0（BE）

0.24

0

バックグラウンド

0

2

8

1

バックグラウンド

0

4

8

1

バックグラウンド

0

6

8

1

有線からの不明 DSCP

アクセス ポート

D

無視

D >> 3
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WLAN QoS
WLAN QoS はシスコ、他のベンダー、および IEEE との相互協力の結果であり、Wi-Fi チャネルに QoS をもたらしま
す。 IEEE は 2005 年に Wi-Fi QoS 仕様を承認しました。 その仕様が 802.11e です。 Wi-Fi Alliance では、Wi-Fi マルチ
メディア（WMM）と呼ばれる 802.11e 仕様のサブセットによって、アクセス ポイントとクライアントの QoS との相互
運用性を保証しています WMM も QoS に対する相互協力の結果です。 QoS 機能を備えたすべての Wi-Fi データ トラ
フィックの Wi-Fi パケット ヘッダーには、WMM QoS プライオリティ フィールドがあります。 アクセス ポイントは、
セキュリティ機能をアドバタイズするのと同じ方法で QoS 機能をアドバタイズします（つまり、Wi-Fi ビーコンとプ
ローブ応答フレームによるアドバタイズ）。 SSID の QoS パラメータはそれらのフレームの情報要素に含まれていま
す。 QoS 情報要素は、オブジェクト識別（OID）値「00:50:F2」によって識別されます。
Cisco Jabber クライアント向けの推奨 Wi-Fi WLAN QoS レベルは、プラチナ QoS レベルです。 プラチナ QoS レベルは
音声優先トラフィック用のレベルです。 これは WLC の設定オプションであり、SSID 定義の一部でもあります。 これ
により、オーディオ トラフィックを IEEE 802.11e のユーザ プライオリティ値 6（Voice; 音声）で送信できます。この
値の場合、DSCP の 802.3 ヘッダー値「46」（Expedited Forwarding; 緊急転送）が伝送される可能性が最も高くなりま
す。 推奨されている WMM 設定値を設定する必要があります。 この設定によって、SSID に非 WMM クライアントが
接続しないようにします。 WMM/802.11e は 2005 年に承認されました。 ハンドヘルドのデータ処理コンピュータや古
いラップトップ コンピュータのようなレガシー クライアントのみが WLAN への接続を阻止されます。 スマートフォ
ンやタブレットは WMM に対応しているので、有効になります。 これらのデバイスでは、アプリケーションが DSCP
をマーキングしなかったり、オペレーティング システムが WMM QoS マーキングの制御を禁止したりしている場合も
あります。しかし、それにもかかわらず、これらのデバイスでは Wi-Fi パケットの送受信時に WMM/802.11e ヘッダー
形式が使用されます。 WLC でさまざまなポリシーを策定して、WLC での QoS マーキング処理を定義することができ
ます。
Wi-Fi デバイスでは WMM と DSCP マーキングを有効にすることをお勧めします。 Wi-Fi エンドポイント デバイスから
アクセス ポイントへのネットワーク ホップは、ユーザが許容できる平均オピニオン評点（MOS）値を維持するために
必要な、ネットワークで最も重要なホップです。 Wi-Fi クライアントのトランザクションがアクセス ポイントで受信
されると、WLC の QoS ポリシーによってパケットのマーキングやドロップを制御できるようになります。
シスコの Application Visibility and Control（AVC）は、NBAR エンジンによるディープ パケット インスペクション技術
を使用してアプリケーションを分類し、Wi-Fi ネットワークにアプリケーション レベルの可視性と制御をもたらしま
す。 アプリケーションが認識されると、AVC 機能によってデータ トラフィックをドロップまたはリマークできるよう
になります。 AVC を使用して、コントローラは 1,000 以上のアプリケーションを検出できます。 AVC により、リアル
タイム分析を実施し、ネットワークの輻輳、コストの掛かるネットワーク リンクの使用、およびインフラストラクチャ
の更新を削減するためのポリシーを作成することができるようになります。

AP、WLC、インフラストラクチャ間の AVC による QoS 動作
アップストリーム
1 内部 DSCP の有無にかかわらずパケットがワイヤレス側（ワイヤレス クライアント）から送信されます。
2 アクセス ポイントは、そのパケットを、Control and Provisioning of Wireless Access Points（CAPWAP）パケット内に
収め、ヘッダーに WLC の宛先アドレスを付けてイーサネット上で転送します。
3 WLC によって CAPWAP ヘッダーが取り除かれます。
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4 WLC の AVC モジュールによって、送信元パケットの元の DSCP 値に AVC プロファイルの設定値が上書きされま
す。 WLC は、リマークされた DSCP 値を持つ送信元パケットを宛先アドレスに転送します。
ダウンストリーム
1 有線側の内部 DSCP 値の有無にかかわらずパケットがスイッチから送信されます。
2 AVC モジュール ロジックによって、そのダウンストリーム送信元パケットの内部 DSCP 値が上書きされます。
3 コントローラで、WLAN QoS 設定（802.1p 値（実際には 802.11e）に準拠）と NBAR で上書きされた内部 DSCP 値
が比較されます。 WLC は、小さいほうの値を選択し、それを DSCP の CAPWAP ヘッダーに格納します。
4 WLC は、外部 CAPWAP ヘッダーに QoS ユーザ プライオリティを含むパケットをアクセス ポイントに送信します。
この値は、WLAN で設定された QoS プライオリティを上まわることはありません。
5 アクセス ポイントに到達すると、CAPWAP ヘッダーが取り除かれ、DSCP 設定値 （WLAN 設定値のほうが小さい
場合は WLAN 設定）を表すWMM UP 値を含むパケットが無線で送信されます。

（注）

WLAN QoS 設定では、WLAN でパケット転送を可能にする最高のプライオリティが設定され
ます。 たとえば、QoS プライオリティが「ゴールド」の WLAN の場合、オーディオ パケッ
トは音声プライオリティでは転送されません。 これらのオーディオ パケットはビデオ パケッ
ト プライオリティで送信されます。

AP および WLC 用のシスコ スイッチ ポートの設定
アクセス ポイントに接続する Cisco IOS スイッチ ポートの QoS 設定では、アクセス ポイントから渡される CAPWAP
パケットの DSCP を信頼する必要があります。 アクセス ポイントから送信される CAPWAP フレームにサービス クラ
ス（CoS）のマーキングはありません。 このスイッチ ポートの設定例は次のとおりです。 なお、この設定では分類の
み行っています。ローカルの QoS ポリシーに応じて、必要ならキューイング コマンドを追加してください。
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 100
switchport mode access
mls qos trust dscp
spanning-tree portfast
end

アクセス ポイントの DSCP 値を信頼する上で、アクセス スイッチは WLC によってアクセス ポイントに設定されたポ
リシーを信頼します。 クライアント トラフィックに割り当てられる最大 DSCP 値は、そのアクセス ポイントで WLAN
に適用されている QoS ポリシーに基づきます。

WAN 接続での QoS CAPWAP パケット
WLC に接続されたスイッチでの QoS 分類決定は、アクセス ポイントに接続されたスイッチの場合よりも多少複雑で
す。これは、WLC から送られてくるトラフィックの DSCP を信頼するか、CoS を信頼するかの選択が可能なためです。
この決定では、以下の点を考慮する必要があります。
• WLC から発信されるトラフィックは、アップストリーム（WLC またはネットワークに送信）またはダウンスト
リーム（AP および WLAN クライアントに送信）です。 ダウンストリーム トラフィックは CAPWAP でカプセル
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化されています。アップストリーム トラフィックは WLC から発信される WLAN クライアント トラフィックであ
り、CAPWAP でカプセル化されているか、カプセル開放されています。
• CAPWAP パケットの DSCP 値は WLC の QoS ポリシーにより制御されます。（CAPWAP トンネル ヘッダーによっ
てカプセル化された）WLAN クライアント トラフィックに設定されている DSCP 値は、WLAN クライアントに
よって設定された値から変更されていません。
• WLC から発信されるフレームの CoS 値は、アップストリーム/ダウンストリーム、カプセル化/カプセル開放の別
にかかわらず、WLC の QoS ポリシーによって設定されます。

WLC 用のシスコ スイッチ ポート QoS の設定例
次の例では、WLC の CoS 設定を信頼することを選択しています。選択の理由は、この設定例では WLAN QoS を集中
管理できるため、WLC スイッチ接続で WLC 設定や追加のポリシーを管理する必要がないことです。
interface GigabitEthernet1/0/13
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 11-13,60,61
switchport mode trunk
mls qos trust cos
end

Jabber クライアント向け推奨 WLC 設定
Cisco WLC には多数の Wi-Fi 設定オプションがあります。 WLC の設計オプション全体を確認するには、Cisco Validated
Design Program Design Zone for Mobility Web ページ
（http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-mobility/design-guide-listing.html）にアクセスし、『Enterprise
Mobility Design Guide』および『Real-Time Traffic over Wireless LAN SRND』をご覧ください。
干渉、不正なデバイスによる中断、スペクトルの問題を回避するために、Wi-Fi チャネルの状態を継続的にモニタリン
グすることをお勧めします。 全体的な WLAN 設計では、マルチキャスト ダイレクトの設定に加えて、音声およびビデ
オの Wi-Fi コール アドミッション コントロールを考慮する必要があります。
Jabber ユーザにエンタープライズ ソリューションと高品質のユーザ エクスペリエンスを提供するために、次のオプショ
ンで WLAN を作成することをお勧めします。
• WLAN QoS をプラチナと同等にする
◦ 必要に応じて QoS サービス プロファイルを追加する
◦ 必要に応じて QoS サービス ロールを追加する
• WLAN 上で音声およびビデオをサポートする領域では、クライアントを 5 GHz 帯にプッシュする
• WLAN 802.1x セキュリティ
◦ 必要に応じて、Fast Transition（11r）を追加してローミング時の再認証を改善
• 802.11k により、クライアント ロケーションに基づくアクセス ポイント ネイバー リストをネットワーク支援ロー
ミングに提供する
• アクセス ポイントのロード バランシングを無効化する
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• デフォルトでチャネル スキャンを有効化する
• 希望する DSCP 値で、Jabber アプリケーションのすべてのパケット タイプに対して AVC を有効化する
◦ WLAN または VLAN に最適な他のアプリケーション用の AVC プロファイルを追加する

Jabber アプリケーション向け推奨 AVC 設定の概要
AVC 設定のコマンドについては、最新の WLC コンフィギュレーション ガイドを参照してください。 次の URL の
「Configuration Guides」の項で、AVC コンフィギュレーション ガイドを確認してください：
http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/5508-wireless-controller/model.html。

Jabber のオーディオおよびビデオ向け推奨 AVC 設定
Jabber のオーディオおよびビデオ向けに AVC を設定するには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

Jabber アプリケーションの特定のパケット タイプを追加し、そのパケット タイプの DSCP 値をリマーキ
ングできるようにします。

ステップ 2

次の図は、WLAN で使用するための AVC プロファイルの設定方法を示しています。

ステップ 3

管理者により作成された AVC プロファイル名は Jabber です。

ステップ 4

このサンプル プロファイルでは、Jabber のオーディオ パケットとビデオ パケットのフィンガープリン
トを取得するために、2 つの定義済みアプリケーション名（AVC データベースにあります）が使用され
ています。

ステップ 5

また、このサンプル プロファイルでは、AVC によって、Jabber のオーディオ パケットが DSCP 値 46
に、ビデオ パケットが 34 にリマークされています。
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ステップ 6

管理者により作成された WLAN では、「Application Visibility」が有効になっており、「AVC Profile」に
は前の手順で作成された Jabber が設定されています。

ステップ 7

これで、この WLAN の Jabber トラフィックがプロファイルの値にリマークされるようになります。

ステップ 8

下の図は、2 つの Wi-Fi エンドポイント間における 1 つの Jabber ビデオ コールのトラフィックを示して
います。

また、他の Jabber データ タイプをプロファイルに含め、オーディオおよびビデオの例と同様の方法で、
それらの QoS プライオリティを管理することができます。
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まとめ
ワイヤレスはアクセス レイヤ導入の主要モードであり、お客様は WLAN でコラボレーション アプリケーションが完全
にサポートされることを期待しています。 WLAN のベスト プラクティスは、高密度のアクセス ポイントと共に高可用
性の WLC を導入して、常時利用可能な WLAN インフラストラクチャを推進していきます。
さらに、Cisco CleanAir、ClientLink、無線リソース管理（RRM）などのテクノロジーによって、ネットワーク パフォー
マンスを最適化すると共に、カバレッジ ホールの削減と干渉のバイパスを同時に実現できます。
最後に、このホワイト ペーパーには、Cisco AVC が Cisco Jabber トラフィックを分類するしくみと、Cisco AVC によ
り、お客様が適切な QoS 処理を使用して音声やビデオを優先順位付けできるしくみが示されています。 コラボレーショ
ン アプリケーションおよびビジネス アプリケーションに対する業界屈指のサポートを提供する、Cisco WLAN を Jabber
で活用できます。

詳細情報
詳細については、以下のシスコのオンライン リファレンスを参照してください。

シスコ検証済みデザインおよびソリューション リファレンス ネットワーク デザイン
（SRND）
Cisco Design Zone Web サイトには、コラボレーション、エンタープライズ ネットワーク、モビリティ、テクノロジー
に関するソリューション ガイドのプライマリ ライブラリがあります。 コラボレーションや WLAN に関するガイドは
次の Design Zone にあります：http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-mobility/design-guide-listing.html
• Design Zone for Mobility にある関連ガイド：
◦ 『Real-Time Traffic over Wireless LAN Solution Reference Network Design Guide』
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Mobility/RToWLAN/CCVP_BK_R7805F20_00_rtowlan-srnd.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/VAUC/IPTelep/UCMGR_CallMGR_/IDG/010/CCVP_BK_R7805F20_
00_rtowlan-srnd_ja_JP.pdf
◦ 『Enterprise Mobility Design Guide』
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Mobility/emob73dg/emob73.html
http://www.cisco.com/web/JP/solution/netsol/designzone/mobility/literature/eMob73.pdf
• 『Cisco Collaboration 10.x SRND』
◦ このドキュメントには、Cisco Unified CM 10.x など、Cisco Unified Communications および Collaboration ソリュー
ションを導入する際の設計上の考慮事項とガイドラインが記載されています。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab10/collab10.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/VAUC/IPTelep/UCMGR_CallMGR_/IDG/011/clb10.html
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AVC：アプリケーションの可視性と制御
• シスコ Application Visibility and Control（AVC）に関する Q&A
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/qa_c67-722538.html
• Application Visibility and Control の設定（WLC 7.6 以降）
http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/5508-wireless-controller/model.html

シスコ コラボレーション
• サポート フォーラム：IP テレフォニー、音声、ビデオ コラボレーションに関するシスコ サポート コミュニティ
https://supportforums.cisco.com/community/5961/ip-telephony
• シスコ コミュニティ：コラボレーション
https://communities.cisco.com/community/technology/collaboration
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