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Cisco ビジネス 無線ネットワークの RF チャネ
ル 
目標
 
この技術情報はと共に Cisco ビジネス ワイヤレス（CBW）従来またはメッシュ・ネットワーク
を管理するときなぜそれらを変更したいと思うかもしれませんか無線周波数（RF）チャネルをど
のように/説明します。
  
適当なデバイス | ファームウェア バージョン
 

140AC （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
141ACM （データシート） | メッシュ・ネットワーク（遅のダウンロード）で使用されるた
だ 10.0.1.0 -
142ACM （データシート） | メッシュ・ネットワーク（遅のダウンロード）で使用されるた
だ 10.0.1.0 -
143ACM （データシート） | メッシュ・ネットワーク（遅のダウンロード）で使用されるた
だ 10.0.1.0 -
145AC （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
240AC （データシート） | 10.0.1.0 （遅のダウンロード）
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2.4 GHz チャネル 基本
5 GHz チャネル 基本
メッシュ・ネットワークのチャネル考慮事項
従来の無線ネットワークのチャネル考慮事項
RF チャネルを割り当てる方法
  

概要
 
CBW アクセス ポイント（AP）は 802.11 a/b/g/n/ac （内部アンテナによって、基づくウェーブ
2）です。 従来のスタンドアローンデバイスでまたはメッシュ・ネットワークの一部としてそれ
らを設定できます。 チャネルはデフォルトで割り当てられます。
 
CBW ネットワークは両方の 2.4 GHz および 5GHz で動作できます。 無線 1 タブは 2.4 GHz （す
べての AP にの 802.11 b/g/n）無線対応します。 無線 2 タブはすべての AP の 5 GHz
（802.11a/n/ac）無線だけに対応します。
 

RF チャネルを変更することを考えたいと思うかもしれない原因の 2 つは妨害物または悪党です
。 同じチャネルを共有する複数の妨害物がある場合変更を使用するチャネルと考えたいと思うか
もしれません。 より多くの領域を提供するので混雑させたロード、従ってあなたであなた自身を
見つけることとしてそれについて向かいます方がパフォーマンスに開いたロードに考えて下さい
。

チャネルを変更する場合、すべての AP はリブートします従って営業時間の間にチャネルを変更
したいと思わないかもしれません。 これにより無線ネットワークの中断したサービスを引き起こ
します。
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CBW AP で、示されている妨害物および悪党が同じチャネルまたはオーバーラップ チャネルにあ
る妨害物だけが含まれていることに注意することは重要です。 チャネルを変更するのを一度表示
できる他のチャネルに妨害物がある場合もあります。 同様に考慮するべき他の考慮事項がありま
す。 ネットワークのために最もよいかもしれませんものが見るために読み続けて下さい。 妨害物
か悪党について理解したいと思う場合この技術情報の下部のでリンクをチェックして下さい。
  
2.4 GHz は基本をチャネリングします
 
2.4 GHz のための既定のチャネルは 1.です。 2.4 GHz の場合、自動か一定にこれを 1 からの 11.
『Automatic』 を選択 する有効ダイナミック チャネル 割り当てに値設定できます。 これはチャ
ネルが各 AP に動的に割り当てられることを、意味しますマスター AP の管理下で。 これは同じ
チャネル上のブロードキャストから近隣 AP を防ぎ、干渉および他の通信上の問題を防ぎます。
近隣 AP によって使用される場合 1 つだけ、6 つ、および 11 はオーバーラップしていない考慮す
ることができます。 特定の値を割り当てることはその AP に静的に チャネルを割り当てます。
チャネルを割り当てる場合、同様に少しオーバーラップが可能な限りあることを確かめて下さい
。
 
2.4 GHz 帯域はより遅いデータを送信すると考慮されましたりそれ以上の距離を送信できます。
これは頻繁に混雑し、Bluetooth および電子レンジを含むさまざまなデバイスからの干渉を経験す
る帯域です。
  
5 GHz チャネル 基本
 
36、40、44、および 48 の 5 GHz チャネルはデフォルトで割り当てられます。 5 GHz のための
チャネルは 36、40、44、48 です。 5 GHz の場合、自動、36、40、44、48、52、56、60、64、
100、104、108、112、116、132、136、140、149、153、157、161、または 165 にチャネルを
設定できます。 5 GHz 無線に関しては、23 までのオーバーラップしていないチャネルは提供さ
れます。 特定の値を割り当てることはその AP に静的に チャネルを割り当てます。
 
5 GHz のチャネルを変更する場合、選択したり、どんなチャネルがによってその数を含み、囲む
割り当てられた合計 4 つのチャネルがある。
 
5 GHz 帯域はより高い速度をサポートすると同時に流出および他の良質データ転送のためにより
よい考慮されます。 一般に、5 GHz チャネルはより少なく混雑します安定性を追加する。 5 GHz
チャネルのマイナス面の 1 つは場合が厚いウォールを移動する必要がある場合問題を引き起こす
場合がある短波です。
  
メッシュ・ネットワークのチャネル考慮事項
 
メッシュでは、バックホール チャネルは推奨をはたらかせチャネルを調節し、再接続するために
固定（および自動）、他のすべての AP 廃棄されである場合いつでもチャネルが変更されるので
サービスの割り込みを引き起こします。 メッシュ エクステンダーはマスター AP のチャネルに自
動的に調節します。 フェールオーバーがある場合、メッシュ エクステンダーは新しいマスター
AP に割り当てられたチャネルを調節します。
 
マスター AP およびマスター可能な AP は同じバックホール チャネルであるはずですか。 魔法返
事が、それ実際に依存しますありません。 考慮するべきいくつかの一般の事柄があります:
 

AP が物理的にすぐそばである場合、それは無線ネットワーク パフォーマンスを傷つける可
能性があります。
これらの AP 間によい距離がある場合、より速いローミングに可能性のある導く可能性があ
ります。
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マスター AP およびマスター可能な AP が均等に遠ければ同じチャネルでそれらを持つ理に
かなっています。 これは一定した帯域幅およびクライアント切断の原因となる場合があり
ません。
マスター AP に割り当てられる異なるチャネルがあり、可能な AP をマスターすれば、およ
びマスター AP が失敗した、フェールオーバーはメッシュ エクステンダーが接続するために
チャネルを変更する必要があるのでワイヤレスサービスを割り込む異なるバックホール チ
ャネルがある場合時間がかかります。
 

5GHz は無線のために好まれます従って AP 間の速度を制限しません。 2.4 GHz は問題を引き起
こす場合があります。 距離傷ついたパフォーマンスを得ます。 一般に、どちらにしても（AP を
追加する）連結し、より高い速度と共に必要な距離を得るために 5 GHz を保存することです。
  
従来の無線ネットワークのチャネル考慮事項
 
非メッシュ モードでは、RF チャネルの自動に割り当てることはうまく作動できます。 データは
頻繁に変更できるあらゆる利用可能なチャネルで送信されます。
 
ダイナミック チャネル 割り当ては何をしますか。
 

動的に RF グループのためのチャネル 割り当てを管理します。
無線基礎ごとの AP ごとの a の割り当てを評価します。
デバイスと AP 間の信号 強度に基づいてデシジョンを作ります。
動的に個々の無線のパフォーマンスを維持するチャネル計画を調節します。
動的に各 AP のための最もよい帯域幅を判別できます。
 

他のオプションは従来の無線ネットワークのチャネルを割り当てることです。 各無線ネットワー
クでは、最適チャネル 割り当てに変数があります。 最もよいシナリオが会社のためであるもの把
握することは重要です。
  
RF チャネルを割り当てる方法
 
 
これは初心者のためのセクション強調表示助言を切り替えました。
  
Logging on
 
マスター AP の Web ユーザ ユーザー・インターフェース（UI）に記録 して下さい。 これをする
ために、Webブラウザを開き、https://ciscobusiness.cisco.com を入力するために続行する前に警
告を受け取ることができます。 ユーザ クレデンシャルを入力します。また Webブラウザに
https:// [（マスター AP）の IP アドレス]入力することによってマスター AP にアクセスできます
。
  
ツール ヒント
 
ユーザインターフェイスでフィールドについての質問がある場合、次のように考慮されるヒント

があるように確認して下さい: 
  
拡張本管 Menu アイコンを見つけるトラブルか。
 
menu ボタンを見なかったら、画面の左側のメニューにサイドバー メニューを開くためにクリッ



クしますこのアイコンをナビゲートして下さい。
  
Cisco ビジネス アプリケーション
 
これらのデバイスに Web ユーザ ユーザー・インターフェースといくつかの管理 機能を共有する
コンパニオン アプリケーションがあります。 Web ユーザ ユーザー・インターフェースのすべて
の機能はアプリケーションで利用できません。
 
 
FAQ
 
それでも未解答質問がある場合、FAQ 資料をチェックできます。 FAQ
  
ステップ 1
 
マスター AP の Web ユーザ ユーザー・インターフェース（UI）に記録 して下さい。 これをする
ために、Webブラウザを開き、https://ciscobusiness.cisco を入力して下さい。 続行する前に警告
を受け取ることができます。 ユーザ クレデンシャルを入力します。
 
また Webブラウザに（マスター AP）の https:// <ipaddress> を入力することによってマスター
AP にアクセスできます。
  
ステップ 2
 
ワイヤレス設定 > アクセス ポイントへの移動。 AP の Edit アイコンをクリックして下さい。
 

 
 
手順 3
 
1 つを『Radio』 をクリック すれば無線 2.はまたは AP に割り当てたいチャネル 『Automatic』
を選択 します。 無線 1 を変更し、無線 2.が『Apply』 をクリック したら場合これらのステップ
を繰り返して下さい。
 

ダウンロード iOS AppDownload Android アプリケーション

https://apps.apple.com/app/cisco-business/id1483862452
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.business&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html


ステップ 4
 
永久に新しいチャネル 割り当てを保存するために SAVE アイコンをクリックして下さい。
 

 
結論
 
今これらのチャネル 割り当てに関する問題の知識と共にチャネル 割り当てを変更する機能があり
ます。 幸いにも選択するオプション、無線ネットワークのパフォーマンスのために最適、それら
を再度変更できます容易にではないです。
 
トラフィック シェーピング 悪党 妨害物 設定管理 ポート構成を 記録 して いる マスター AP ツー
ル Umbrella WLAN ユーザを プロファイルしている FAQ Radius ファームウェア アップグレード
RLANs アプリケーション プロファイルの設定 クライアントは モードを一致させます

/content/en/us/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/CB-Wireless-Mesh/2076-traffic-shaping.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2074-Rogue-Clients-CBW-Master-AP.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2073-interferers.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2072-Config-Managmt-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2066-Config-Ethernet-Ports-Mesh-Mode.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2064-Setting-Up-System-Message-Logs-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1895-Master-AP-Tools.html
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https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2075-Config-WLAN-Users-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2080-Client-Profiling.html
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https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2077-Configure-RADIUS-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2063-Upgrade-software-of-CBW-access-point.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2067-RLAN-Port-Config-AP-Groups-CBW.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2068-Application-Profiling.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2080-Client-Profiling.html
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