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概要

ダイナミック 周波数選択（DFS）のレーダー探知が作業をどのようにチャネリングする、および
無線ネットワークの影響を軽減する方法を説明されていますかこの資料に簡潔に。

背景説明 

ほとんどの規定するドメインではダイナミック 周波数選択（DFS）を使用するために、802.11
ステーションがチャネルいくつかまたはすべてを 5GHz 帯域で使用するとき必要となります。 
（ある特定のアクセス ポイント/ドメインのために DFS を必要とする仕様見るために適当なチャ
ネルおよび最大電力 スプレッドシートをチャネルを参照して下さい。）

DFS チャネルで送信する前の 802.11 ステーションは、それにレーダー アクティビティがないこ
と検証する必要があります（最初に 60 秒を聞き取ることによって）。  DFS チャネルを使用しな
がらそして、802.11 無線がレーダーを検出する、そのチャネルをすぐに明け渡す必要があります
。  従って無線がサービング チャネルのレーダーを検出する、そして別の DFS チャネルに、これ
課します（少なくとも）一分 停止を切り替えて下さい。

Access Point （AP）が DFS チャネルを使用し、レーダー信号が検出する場合、AP はように続き
ます動作します: 

そのチャネルのデータフレームの伝達を停止します●

802.11h チャネル スイッチ 発表をブロードキャストします。●

クライアントを引き離します●

DCA （ダイナミック チャネル 割り当て）リストから別のチャネルを選択します 指定チャネ
ルが DFS でなければ AP はビーコンを有効に し、クライアント アソシエーションを許可し
ますAP が DFS 必須チャネルを選択する場合、60 秒のレーダー信号のための新しいチャネル
をスキャンします。 新しいチャネルにレーダー信号がない場合、AP はビーコンを有効に し
、クライアント アソシエーションを許可します。 レーダー信号が検出する場合、AP は別の
チャネルを選択します

●

DFS によって引き起こされる チャネル変更はクライアント 接続に影響を与えます。  AP ログを
検査するとき、次と同じようなメッセージを次のように表示する場合があります:

COS AP に関しては 



[*04/27/2017 17:45:59.1747] Radar detected: cf=5496 bw=4 evt='DFS Radar Detection Chan = 100'

[*04/27/2017 17:45:59.1749] wcp/dfs :: RadarDetection: radar detected

[*04/27/2017 17:45:59.1749] wcp/dfs :: RadarDetection: sending packet out to capwapd, slotId=1,

msgLen=386, chanCnt=1 -100

IOS AP に関しては

Feb 10 17:15:55: %DOT11-6-DFS_TRIGGERED: DFS: triggered on frequency 5320 MHz

Feb 10 17:15:55: %DOT11-6-FREQ_USED: Interface Dot11Radio1, frequency 5520 selected

Feb 10 17:15:55: %DOT11-5-

EXPECTED_RADIO_RESET: Restarting Radio interface Dot11Radio1 due to channel change from 64 to 10
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無線が不当にレーダーを検出するとき「偽 DFS イベント」はあります。  それはないのに信じる
エネルギー パターンことを見ますレーダーがある、（それは近くクライアント無線からの場合で
あるかもしれません）。  レーダー探知イベントが「偽」であるかどうか判別することは非常に困
難です。  、それは本当らしい「実質」レーダーであるがそれがおそらく偽検出なら多重があれば
AP は同じ位置の同じ DFS チャネルで無線で送ります、複数の無線がレーダーを同時に検出する
単一 AP がレーダーをある特定時に検出する場合こと、大まかに言えば仮定、できます。

Cisco に実質および偽レーダー信号の間で区別するアクセス ポイントの能力に多数の機能強化が
あります; ただし、すべての偽レーダー探知を除去することは完全にできません。

一般に、場合 DFS チャネルを密なクライアント作成と使用している、1 つは当然 AP Radio ごと
の 4 つまでの偽 DFS イベント、また、実質レーダー イベントを処理することを準備する必要が
あります。

軽減するために/これらのイベントの影響を、私達できます減らして下さい: 

また非 DFS チャネルのよりよい再利用を可能にする 20MHz チャネル幅を使用して下さい、●

DFS チャネルを避けて下さい FCC ドメインに関しては: 9 つの非 DFS チャネルあります
（36-48,149-165）が。 非常に密な配備を除いて、これらは（20MHz を汎用している場合
）完全な（14-17dBm）電源で耐えられる共同チャネル 干渉を全中継に与える十分なチャネ
ルですETSI ドメインに関しては: たった 4 つの非 DFS チャネルあります（36-48 UNII-1）が
カバレッジ 領域全体利用可能 な少なくとも 1 UNII-1 チャネルがあることチャネル 割り当て
をそのような物と考慮して下さいそれから追加 キャパシティを提供するのに DFS チャネル
を、使用して下さい。

●

DFS イベントの影響を減らすため
WLC でデフォルトで有効に なる イネーブル 802.11h チャネル 発表-WLC でデフォルトで有
効に なるスマートな DFS を-無効に して下さい

●

優秀なレーダー探知機能で CleanAir AP を使用して下さい 1700、2700、3700,1570、2800、
3800、4800、および 1560 シリーズ AP は偽イベントを避けるために追加 DFS シグナル フ
ィルタリングをサポートするのに CleanAir ハードウェアを使用できます。 1700 のため、
2700、3700、1570、2800、3800: これは 8.2.170.0、8.3.140.0、8.5.110.0 および 8.6 で利用
可能です。 （CSCve35938 、CSCvf38154 、CSCvg43083 ）1560 のため: これは 8.5MR4
および 8.8MR1 で利用可能リリースしますです（CSCve31869 ）

●

DFS チャネルが非 CleanAir AP で必要とされれば
チャネル間の 20MHz 領域は非 CleanAir AP に寄与します（18XX のような、1540）。 例：
使用 52、（、使用 60 56）スキップして下さい、（、使用 100 64）スキップして下さい、

●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve35938
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf38154
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg43083
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve31869


（104）スキップして下さい、使用 108、… 1800 シリーズ AP は 8.3.140.0、8.5.120.0 およ
び 8.6 のレーダー探知を改善しました（CSCvg62039 、CSCvf21657 。）

参考資料

ダイナミック 周波数選択

ダイナミック 周波数選択の概要- DFS 操作

詳細情報

5 GHz 帯域で共有するスペクトル- DFS 最良の方法（IEEE）

ワイヤレス メッシュ ネットワークの基本的なレーダーの調査

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg62039
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf21657
https://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/wireless/software/guide/RadioChannelDFS.pdf
http://www.ieee802.org/18/Meeting_documents/2007_Nov/WFA-DFS-Best%20Practices.pdf
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/91565-radar-survey-wmn.html
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