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概要

このページはワイヤレス LAN コントローラ構成アナライザ（WLCCA）に拡張する次世代ツール
を説明します。 現在未来の展開のための計画の WLC AireOS オペレーティング システムだけ、
サポートするクラウド/マルチ プラットフォーム シナリオで、動作することを設計します。

ツール リンク

https://cway.cisco.com/wireless-config-analyzer/

https://cway.cisco.com/wireless-config-analyzer/


機能

ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）用の解析および分析は「示します実行構成」を、「
show tech」、「show log」は

●

を使用して最もよい分析を可能な限り提供するので実行構成」が推奨されることを「示して
下さい、

●

WLC 構成アナライザのための新しい実装。 それはアプリケーションの新しいリライトです
と改良されたチェック クリーンアップすれば

●

現在サポートされたチェック: 概要、Access Points （AP）、無線周波数（RF）、モビリテ
ィ、セキュリティ、メッシュ、屈曲

●

RF 要約: WLC の統計集約、AP グループ、屈曲グループ レベル●

WLC の RF 健全性分析、AP グループ、屈曲グループ レベル ●

サポートされる何が使用するコンポーネント/

単一 WLC シナリオ。 多重 WLCs/ファイルのためのサポート無し●

WLC バージョン 8.0 および それ 以上。 （より古いバージョンをロードするかもしれないで
す）

●

すべての WLC/Mobility Express （ME）ハードウェア型●

「実行構成」がファイル強く推奨されていることを示して下さい。 sh tech および SH ログ
はまたサポートされますが、より少ない情報を提供します

●

RF 健全性

RF 健全性メトリックの目標はすぐに悪いエリアを指す検出するか、または容易にトラブルシュ
ーティングを簡素化し、「自動化 システム」を持つために可能性を開くことです

基本的には何百もの AP でか」。最初に検知 しなさいところ、「答えることを試みます 質問

主要な目標

RF 健全性は 0 から AP Radio の RF 品質状態と簡単に理解メトリックを表す 100 まで値です
（0% はデッド、100% です十分に健全です）

各々の別の RF メトリックに 0-100 スケールの自身の健全性スコアがあります。  比較される 0-
100 スケール理解すること困難接続された 20 人のクライアントとの RSSI -47 「の」可能性のあ
る cochannel 干渉どのようにでであるまたは開いたスケール メトリックをですか理解することは
容易。

概念は簡単な相関関係または 0-100 の値の多重簡単なメトリックに、別の RF メトリック マップ
するアルゴリズムによって変換することです。

最も悪いメトリック選択

現在の実装は平均するかわりにすべてのユーザー RF メトリックの最も低い、ために「最高 レベ
ル」AP 健全性を強制します。 異なる集約 メカニズムは配置タイプに基づいて設定される可能性
があります（すなわち高密度で、共同チャネル/ノイズを/クライアント数気遣うことは高速配備で
重要な間、低いクライアント場合ノイズ 比率（SNR）および共同チャネル 妨害物に焦点を合わ



せることがより適切です）

データ 集約

次にデータは AP または屈曲グループ、周波数帯域および WLC ごとに要約されます（その順序
で）。

集約水平な生じる RF 健全性は複数の悪いシナリオ（0 + 100=50）を隠すので、それの中のデバ
イスの平均ではないです。 それはよく/要素のパーセントが健康にあるメディア/悪い状態、等と
してマークされます（すなわち要素の三番目が <40% にあれば、悪い状態としてマークされます
）。

RF 健全性は同じ集約レベルをカバーする未加工のデータの 0-100 メトリックを、「理解するこ
と」容易「RF 統計」ビューをによって利用できます表します。 健全性部品はよくある admin/ユ
ーザのため、理解すること容易検知 されること速いであり統計ビューはトラブルシューティング
/低レベル分析に役立ちます

RF 健全性インジケーター

共同チャネル相手利用

 これは現在の AP と同じチャネルで動作する AP のリストを入手し各自にウエイトを置きま、隣
接現在のチャネル利用に vs AP （近くデータ）からの「距離」基づいてメトリックを追加します
。  それは近く AP を vs 現在の AP に影響を与えるアクティビティ関連させます。 同じチャネル
に各 AP の影響は追加されます。 目標はより高いチャネル利用の現在の AP （より高い
RSSI）に近い方にある AP に、RF 健全性のより大きい影響があることです

共同チャネル オーバーラップ

これは現在のチャネルの近く APS のリストを入手し、現在の RF 距離（近くデータ） vs 現在の
オペレーティング電源（送信 電力制御装置- TPC）を関連させます。 それはのオペレーティング
電源に対してどの位オーバーラップがそれらに評価された AP の現在のオペレーティング チャネ
ルであるか近く APS のリレーションシップを作成します。

目標は現在の TX 利用とは関係なくより高いオペレーティング電源の現在の AP （より高い
RSSI）に近い方にある、持っています RF 健全性のより大きい影響を、その APS を表すことで
す。 それは評価された AP と同じチャネルのすべての AP のための累積的な影響です

ノイズ側チャネル

このメトリックは「チャネル距離」vs 現在のオペレーティング チャネルにノイズが検出されたと
ころで検出されたノイズ影響を、関連させます

それに 2 つの異なるオペレーショナル モードがあります:

2.4 GHz ケース:●

ノイズが見られるチャネルの距離によって低下影響を割り当てる必要があります。 同じチャ
ネルはです 100% 影響、次のチャネルです 80、そして 40%、等…

たとえば、AP がチャネル 1 にあれば、チャネル 5 影響のノイズはと同時に 20% 影響下がり



ます

それから騒音測定は 0 から 100 スケール（償われたノイズ）に変換されます。 -80 dBm の下
のノイズは 0 影響と、-50 dBm の上のノイズです 100% 影響みなされます

5.0 ケース:●

ノイズが側面チャネルに（すなわち AP は 104 に 100 に、ノイズありますあります）あれば
、検出されたノイズ パワー レベルから 36 を引きます（これは 11a オペレーションのために
平均するチャネル マスクに基づいています。 得られる静的な値は「十分によい簡素化として
」あります）。 ツールはチャネル接着を考慮に入れます（40、80、160）

同じチャネルを言い触らして下さい

前の手順の拡張。 騒音測定は 0 から 100 スケール（償われたノイズ）に変換されます。 -80
dBm の下のノイズは 0 影響と、-50dBm の上のノイズです 100% 影響みなされます。 いいえ「
側チャネル」減算されません、従ってこれは基本的に上記のパラメータに基づいて 0-100 スケー
ルへの受け取ったノイズ パワー レベルの直接変換です

共同チャネル 干渉

類似した相関を言い触らすため、しかしチャネルの他の wifi アクティビティに適用されて。 範囲
は普通 AP が干渉（wifi アクティビティ）とランダムノイズとよりよく共存できるので、異なっ
ています。 -50 という値は 100% 完全な影響と、-90 みなされます 0% 影響とみなされます。  干
渉に RRM メトリックで「時間」パーセントの値があります。 時間完全な影響（100%）として
何でも高くより 30% の変換します、

隣接チャネル干渉

類似した相関を言い触らすため。 範囲は普通 AP が干渉（wifi アクティビティ）とランダムノイ
ズとよりよく共存できるので、異なっています。 -50 という値は RRM メトリックで 100% 完全
な影響と、-90 みなされます 0% 影響干渉と持っています「時間」パーセントの値をみなされま
す。 時間完全な影響（100%）として何でも高くより 30% の変換します、

低い SNR クライアント

目標は悪い SNR レベル（<=20dBm）で接続される 0 から 100 スケールにクライアントを変換す
ることです。
APS 絶えず低い SNR クライアントの高い数をもらう示唆します近く APS によりの無線問題を
（APS/使用ローミングするためこの 1 つを引き起こす）、カバレッジ問題（悪い配備）またはク
ライアントはローミングします不具合（スティッキ クライアント）を
それは 5 人以下のクライアントとの AP のために評価されません

無線利用

これは無線利用の直接変換です。 影響無しとして使用 0、完全な影響として 60

このように、30% 無線利用の AP は RF 健全性が 50% の利用を無線で送るように評価します

Cleanair 妨害物



ここのターゲットは 0-100 スケールに非wifi 検出されたデバイスを変換することです。 メトリッ
クは場合があるように測定される RSSI vs チャネル vs デバイス デューティ サイクルを（40% は
と同時に 100% 影響）変換されます、（チャネルののための 100% 影響は、と 2.4 の側チャネル
シナリオのための影響を減らします）、確認します

FAQ

このツールを使用するために何をロードする必要がありますか。

現在: 「AireOS WLC からの実行構成」を示して下さい

オプション： AireOS からの「show tech」。 他のファイルの種類は追加されるために計画されま
す

メニューを使用する方法

オプションのそれぞれをクリックする場合、toogle/非表示示すために個々のセクション

WLCCA からのすべてのチェック/メッセージは移植されますか。

すべてのチェックは設定されています、を除いて:

音声監査（すぐに来る）●

コントローラ間の構成比較●

CSV/XLS にヒントをエクスポートすることは可能性のあるですか。

現在の実装で、いいえ、それは Excel に copy&paste 結果できるが、可能性のあるではないです

ありますバグレポート/Feature 要求が…

よい! 、に書いて下さい :wireless-analyzer@cisco.com

メッセージの色とは何か。

薄赤: エラー レベル●

薄黄色: 警告レベル●

薄緑: 情報●

チェックは同じ次 WLCCA ですか。

一般に、はい。  同じメッセージ ID 次 WLCCA を維持しました。 今 AP にマルチ帯域ハードウェ
アがあるので、いくつかのメッセージは調節されますかまたは、たとえば、改良されて 2.4 か 5
GHz 無線を無線スロット番号に、ない常に今関係しています

WLCCA のチェックについての主な違いとは何か。

mailto:wireless-analyzer@cisco.com


AP 無線は今クライアントのため AP が有効に なること「クライアント保守モードに」ある
ときだけチェックされ、モードです意味します（、スニファー、等監視しなければ）無線が
稼働している、有効な電源およびチャネル設定があります。 RF 統計はこのシナリオだけで
同様にトラッキングされます

1.

AP メッセージおよび WLC インターフェイスは、WLAN、影響を受ける個々の要素を数え
ていて各メッセージが ID によってモビリティ メッセージ、要約されます。 

2.

アプリケーションがメッセージを今要約する理由

考えは Message レポートによって使用される総画面「実況」を減らすことです。 これは TAC ケ
ース プロセスへの適切な統合のために必要でした
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