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はじめに

ワイヤレスアクセスポイント（CAPWAP）ワーキンググループのコントロールおよびプロビジョ
ニングに入る IETF-RFC ドラフトはワイヤレス終端地点（アクセス ポイント）とアクセスコント
ローラ（ワイヤレス LAN コントローラ）間の通信ガイドラインを定義するために目標と開発され
るプロトコルとして Lightweight Access Point Protocol （LWAPP）を記述します。 すべての
LWAPP 通信はこれら二つのメッセージタイプの 1 つに分類することができます:

LWAPP 制御通信路●

LWAPP カプセル化 された データ●

LWAPP はレイヤ2 またはレイヤ3 トランスポート モードで機能できます。 0x88BB のイーサネ
ット タイプ値を用いるレイヤ2 LWAPP 通信はカプセル化され、識別するイーサネットフレーム
でことができます。 イーサネットの信頼性が原因で、レイヤ2 LWAPP 動作モードはルーティン
グ可能でし、WLCs と AP 間のレイヤ2 表示を必要とします。 レイヤ2 は非難されたと考えられ
、このトラフィック研究で説明されているプロトコル 統計情報はレイヤ3 LWAPP トランスポー
ト モードに基づいています。 レイヤ3 LWAPP トランスポート モードは UDP カプセル化された
パケットの形で IPネットワークの LWAPP メッセージの交換を規定 します。 LWAPP トンネル
は WLC （ap マネージャ）インターフェイスの IP アドレスおよび AP の IP アドレスと維持され
ます。 このトラフィック研究は標準インストールの LWAPP オペレーションのネットワークおよ
びベースラインの LWAPP メッセージ オーバーヘッドの実際の量を明らかにします。

注: LWAPP 仕様は LWAPP-IETF ドラフトで極めて詳細に説明されています。

セットアップ

この資料は LWAPP だけのオペレーションに関する統計情報を示したもので、プロトコル 仕様に
よって、相互コントローラ ローミングのような定義されないどの機能性でもこの資料の範囲外に
、あります。 なお、トラフィック研究は LWAPP オペレーションのレイヤ3 モードだけをカバー
します。

http://tools.ietf.org/html/draft-ohara-capwap-lwapp-04


図 1： LWAPP トラフィック研究 セットアップ

表 1： LWAPP トラフィック研究に関連するデバイスのための参考用 IP アドレス
インターフェイス/デバイス IP アドレス
WLC： 管理インターフェイス 192.168.10.102
WLC - ap マネージャ インターフェ
イス 192.168.10.103

Lightweight アクセス ポイント 192.168.10.22

このトラフィック研究の目的で最初の交換およびコンフィギュレーション変更 ベースラインを確
立するために、セットアップは 1 つのアクセス ポイントだけで作成されました。 より多くの AP
はネットワークで生成されたトラフィック量の AP の数をスケーリングする効果を判別するため
に追加された以降でした。

LWAPP 制御通信路

AP は WLC に話すとき一時ポートを使用します。 WLC によって、と引き換えに使用される、ポ
ート番号は UDP ポート 12222 およびそれぞれ LWAPP データおよび LWAPP コントロール トラ
フィックのための UDP ポート 12223 です。 LWAPP 制御フレームは LWAPP のヘッダ フラグ
フィールドの「C」ビットによって LWAPP データフレームから顕著です。 1 に設定 された場合
、それは制御フレームです。

最初/一度だけ交換

LWAPP ディスカバリ（要求および応答）



図 2： LWAPP ディスカバリ 要求およびレスポンスパケット フロー

アクセス ポイント 送信 される LWAPP ディスカバリ 要求はどの WLCs がネットワークにあるか
判別するために使用されます。

4 バイト FCS が含まれているディスカバリ 要求パケットは 97 バイトです。 4 バイト FCS が含
まれているディスカバリ レスポンスパケットは 106 バイトです。

LWAPP 加入（要求および応答）

図 3： LWAPP 加入 要求およびレスポンスパケット フロー

LWAPP 加入 要求パケットはアクセス ポイント コントローラを通してクライアントを保守した
いと思うこと WLC を知らせるために使用されます。 加入 要求フェーズも転送するによってサポ
ートされる MTU を検出するために使用されます。 アクセス ポイント 送信 される最初の加入 要
求は 1596 バイトのテスト要素と常にパッドを入れられます。 基づいて AP とコントローラ間の
転送するがどのようにに設定されるか、これらの加入 要求帯は同様にフラグメント化することが
できます。 加入応答が最初の要求のために受け取られる場合、AP はフラグメンテーションなし
で帯を転送します。 加入応答はまた切れるとき、WLC-AP セッションを削除するハートビート
タイマー（30秒値）を始めます。 タイマーはエコー要求または確認応答の受信にリフレッシュさ
れます。

最初の加入 要求が応答をもたらさない場合、1500 バイトに総ペイロードを持って来る AP はテ
スト要素の別の加入 要求を送信します。 第 2 加入 要求が応答をもたらさない場合、AP は大きく
、小さいパケットの間で循環し続け、ディスカバリ フェーズから開始するために結局時間を計り
ます。

加入のためのパケットサイズは要求し、応答メッセージは説明に基づいて変わりますが、AP と
WLC （ap マネージャ インターフェイス）間のこのトラフィック研究の目的でキャプチャ される
パケット交換は 3,000 バイトです。

LWAPP 構成

図 4： LWAPP 設定状態および AP プロビジョニング パケットフロー



LWAPP config 要求および応答はアクセス ポイントとコントローラの間で AP によって提供され
るサービスを作成するために、変更するために（アップデート）または削除するために交換され
ます。

一般に、Configure 要求 メッセージは AP によって WLC に現在のコンフィギュレーションを送信
するために送信 されます。

config 要求は 2 つのシナリオで送信 することができます:

AP がコントローラで行われるすべての 802.11 設定と提供されるコントローラおよび必要に
加入する最初のフェーズ。

1.

WLAN パラメータへの変更のようなオンデマンド管理の変更の場合には、2.
LWAPP 構成応答メッセージ型は AP に WLC によって AP からの LWAPP config 要求の受信を確
認するために送られます。 これは WLC に機会を AP の要求された設定を無効にする提供します
。 そのようなフレームによって含まれている特別なメッセージ要素がありません。

AP と WLC （ap マネージャ インターフェイス）間の最初の交換はおよそ 6,000 バイトおよび一
度だけコンフィギュレーション変更平均し、360 バイトを含みます AP からの 2 つのパケットそ



れぞれおよび WLC の ap マネージャ インターフェイスをです。

Radio Resource Management（RRM）

図 5： 最初の RRM パケットフロー

RRM 関連の情報交換は AP が提供されれば起こります。 AP と WLC （ap マネージャ インター
フェイス）間の典型的な交換はおよそ 1400 バイトです。 RRM 関連のコンフィギュレーション
変更の場合、WLC の AP と ap マネージャ インターフェイス間に 4 パケット交換があります。
この交換は 375 バイトを平均します。

ディスカバリが含まれている 20 分サンプル キャプチャ、加入、設定および進行中のプロセスは
100Mbps セグメントのこれらのトラフィック 統計という結果に終りました:

表 1： 単一 アクセス ポイントのための最初の LWAPP トラフィック 統計
統計情報 値
総バイト数 84,869
平均稼働率（パーセント） 0.001
平均稼働率（kilobits/s） 0.425
最大利用（パーセント） 0.004
最大利用（kilobits/s） 5.384

全体のプロセスの画像表示は図 6 あります。



図 6： AP ディスカバリ、加入およびプロビジョニング フェーズの間のプロトコル比較

進行中の交換

ハートビート

LWAPP アーキテクチャは一連のエコー要求およびエコー応答によって達成されるハートビート
タイマーを提供します。 AP は定期的に AP と WLC 間の接続の状態を判別するためにエコー要求
を送信 します。 それに答えて、WLC はエコー要求の受信を確認するためにエコー応答を返しま
す。 AP は、従って、EchoInterval にハートビート タイマーをリセットします。 LWAPP プロト
コル 仕様ドラフトはこれらのタイマーの詳細な説明が含まれています。 代替機構によってつなが
れるシステム ハートビートは 4 つのパケット 30 秒毎にで、これらのパケットで構成されます:

LWAPP ECHO_REQUEST from AP (78 bytes)

LWAPP Echo-Response to AP (64 bytes)

LWAPP PRIMARY_DISCOVERY_REQ from AP (93 bytes)

LWAPP Primary Discovery-Response to AP (97 bytes)

この交換は 30 秒毎に 33 バイトのトラフィックを生成します。

RRM 測定単位

2 つの進行中の RRM 交換があります。 各の最初の 1 つは、60 秒間隔、ロードおよび場合測定単
位で、4 つのパケットで構成されています。 この交換は 396 バイトに常に集計します:

LWAPP RRM_DATA_REQ from AP (107 bytes)

LWAPP Airewave-Director-Data Response to AP (64 bytes)

LWAPP RRM_DATA_REQ from AP (161 bytes)

LWAPP Airewave-Director-Data Response to AP (64 bytes)

パケットの第 2 シーケンスはスタティスティクス情報 要求および応答シーケンスを含む騒音 測
定です。 それは 180 秒毎にされます。 パケットのこの短い交換はおよそ 2,660 バイトを平均し
、一般的に 0.01 秒を持続させます。 それはこれらのパケットで構成されています:

LWAPP RRM_DATA_REQ from AP

LWAPP Airewave-Director-Data Response to AP

LWAPP RRM_DATA_REQ from AP

LWAPP Airewave-Director-Data Response to AP

LWAPP RRM_DATA_REQ from AP

LWAPP Airewave-Director-Data Response to AP

LWAPP RRM_DATA_REQ from AP

LWAPP Airewave-Director-Data Response to AP



LWAPP STATISTICS_INFO from AP

LWAPP Statistics-Info Response to AP

LWAPP RRM_DATA_REQ from AP

LWAPP Airewave-Director-Data Response to AP

LWAPP RRM_DATA_REQ from AP

LWAPP Airewave-Director-Data Response to AP

LWAPP RRM_DATA_REQ from AP 00:14:1b:59:41:80

LWAPP Airewave-Director-Data Response to AP

LWAPP RRM_DATA_REQ from AP

LWAPP Airewave-Director-Data Response to AP

LWAPP STATISTICS_INFO from AP

LWAPP Statistics-Info Response to AP

不正な測定単位

不正な測定単位はスキャン メカニズムの部品として行われ、180 秒毎に RRM 交換に含まれてい
ます。 詳細については Unified Wireless Network の下で Radio Resource
Management（RRM）参照して下さい。

20 分サンプル キャプチャは 100Mbps セグメントの進行中のパケット交換の次の値という結果に
終りました:

表 2： 単一 アクセス ポイントのための進行中の LWAPP トラフィック 統計
統計情報 値
総バイト数 45,805
平均稼働率（パーセント） < 0.001
平均稼働率（kilobits/s） 0.35
最大利用（パーセント） < 0.001
最大利用（kilobits/s） 0.002

表 2 の統計情報および交換はこれらのイメージで描写されます:

図 7： AP が正常な動作にある間、プロトコル比較の 20 分サンプル

図 8： LWAPP コントロール対比較される LWAPP データトラフィック バイト 値

//www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a008072c759.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a008072c759.shtml


図 9： LWAPP コントロール対比較される LWAPP データトラフィック パケットカウント



LWAPP データ

フレーム パッディング

LWAPP データフレーム ヘッダは既存の 802.11 パケットに 6 バイトを追加します。 このヘッダ
はカプセル化された 802.11 フレームが次が含まれている前に付加され、:

Light Weight Access Point Protocol  [0-40]

  Flags:                %00000000  [42-48]

                        00.. .... Version: 0

                        ..00 0... Radio ID: 0

                        .... .0.. C Bit - Data message  [0-29]

                        .... ..0. F Bit - Fragmented packet  [0-34]

                        .... ...0 L Bit - Last fragment  [0-30]

  Fragment ID:          0x00  [43-55]

  Length:               74  [44-52]

  Rec Sig Strngth Indic:183  dBm  [46-77]

  Signal to Noise Ratio:25  dB  [47-76]

フラグメンテーション



LWAPP 帯がフラグメント化することができるのでフラグメント ID フィールドは含まれています
。 パケット合計数サイズはオリジナル フレームおよび IP断片を追加した場合確認することがで
きます。 IP断片があらゆる LWAPP ヘッダでカプセル化されないことに注意することは重要です
。

結論

このトラフィック研究の調査結果によって明白ように、LWAPP のオペレーションはインフラス
トラクチャの重い帯域幅の要求をもたらさないし、ほとんどの典型的な配備で、Cisco Unified ワ
イヤレス アーキテクチャに対応するためにインフラストラクチャに余分キャパシティを追加する
必要がありません。 トラフィック研究の要約として、LWAPP のオペレーションについてのこれ
らの速いファクトは留意することができます:

レイテンシーが重要な考慮事項であるが、このトラフィック研究提供スループット考慮事項
だけ。 リンク AP にWLC 一般指標として 100ms ラウンドトリップ遅延を超過してはなりま
せん。

●

LWAPP のオペレーションのための 2 つの独立チャンネルがあります:LWAPP データLWAPP
コントロール トラフィック

●

LWAPP オペレーションは 2 つの広いカテゴリー分割されます:一度だけ交換進行中の交換●

最初の交換が含まれている 20 分サンプルは 0.001%の平均稼働率統計情報という結果に終り
ます。

●

進行中の交換の 20 分サンプルは 0.35 キロビット/第 2 の最大利用統計情報という結果に終り
ます。

●

LWAPP Dチャネルは各 802.11 データパケットに 6 バイトのヘッダを付加します。 IP フラ
グメントのための追加オーバーヘッドがありません。

●

1時間サンプルはプロトコルおよびそれぞれパーセントのこの破壊を示します:●

図 10： 低いデータトラフィック、IP フラグメントおよび大半 LWAPP の 1 時間キャプチャに基
づくプロトコル比較



   

関連情報

Wireless LAN Controller（WLC）への Lightweight AP（LAP）の登録●

LWAPP 基礎●

Lightweight AP（LAP）での LWAPP 設定のリセット●

LWAPP アップグレード ツールのトラブルシューティングのヒント●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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