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ワイヤレス マップの使用
Prime Infrastructure サイト マップについて
Prime Infrastructure サイト マップは、組織がネットワーク資産を保持している場所や、スタッフ
やゲストにネットワーク サービスを提供している場所の地理的位置および物理的構造を示して
います。
マップは、ネットワークとサービスを可視化するための一般的な方法です。Prime Infrastructure
ではマップを使用して、次のような多数のタスクをサポートします。
•

ネットワーク デバイスの物理的配置を表示する。これには、有線ルータ、ワイヤレス アクセ
ス ポイントとコントローラ、クライアント デバイス（ラップトップ、タブレット、携帯電話な
ど）が含まれます。

•

信号の強度と品質の「ヒートマップ」表示、RF 干渉源の位置、チョークポイントなど、ワイヤ
レス ネットワークのカバレッジを表示する。

•

ネットワーク トポロジを設計する。

関連項目
•

サイト マップの階層

•

サイト マップのグラフィックス

•

サイト マップのネットワーク要素

•

Prime Infrastructure マップで使用するためのイメージ ファイルの準備

•

サイト マップの使用

•

キャンパス マップの作成

•

エンドポイントとサイトの関連付け
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Prime Infrastructure サイト マップについて

サイト マップの階層
Prime Infrastructure マップには、次のような既定の「サービス ドメイン階層」があります。
•

キャンパス マップはマップ階層の最上位に位置し、1 つのビジネス ロケーションまたはサ
イトを表します。通常、キャンパス マップは、1 つ以上のフロア領域がある少なくとも 1 つの
ビルディングと、組織のネットワーク デバイスによりサービス提供される、ビルディングに
隣接する外部領域から構成されます。

•

ビルディングはキャンパス内の単一の構造物を表し、関連するフロア領域マップを体系化す
る役割を果たします。1 つのキャンパス マップに必要な数だけビルディングを追加できま
す。ビルディングには 1 つ以上のフロアと関連する外部領域を含めることができますが、ビ
ルディングは 1 つのキャンパス マップにのみ追加できます。

•

フロア領域にはビルディング内部のレベル（階数）がマッピングされ、作業領域、小個室、ワイ
ヤリング クローゼットなどが含まれます。フロア領域はビルディング マップにのみ追加で
きます。作成する各ビルディング マップには、最大 100 階のフロア領域と最大 100 階の地下
を追加できます。

•

外部領域には、組織のネットワーク（通常はワイヤレス ネットワーク）によってサービス提
供される外部の場所がマッピングされます。外部領域は通常、ビルディングに関連付けられ
ていますが、ビルディングと同レベルでキャンパス マップに直接追加する必要があります。
キャンパス マップには必要な数だけ外部領域を追加できます。

これらの制限内で、必要な数だけサイトマップを作成して、自由に配置できます。
関連項目
•

サイト マップのグラフィックス

•

サイト マップのネットワーク要素

•

マップにおける無線カバレッジ エリア、包含/除外リージョン、レール ライン

•

サイト マップの使用

サイト マップのグラフィックス
サイト マップを作成する際は、航空写真、マップ イメージ、建築配置図などのグラフィックスに
サイト マップをインポートし、インポート ファイルにより寸法や位置情報を指定できます。
Prime Infrastructure はインポートされたマップ イメージ ファイルを自動的に縮小または拡大し、
指定された寸法と位置情報に一致させます。ユーザは、キャンパスやビルディングごとに連絡先
データ、住所、地理的な経度と緯度情報を指定できます。
関連項目
•

Prime Infrastructure サイト マップについて

•

独立した建物へのフロア図面の追加
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サイト マップのネットワーク要素
マップを作成したら、それにネットワーク要素を割り当てることができます。通常、この操作は
手動で行い、必要に応じて個々のデバイスを選択して、キャンパス、ビルディング、フロア、外部
領域に割り当てます。ワイヤレス アクセス ポイントおよびアクセス コントローラの場合は、組
織の AP/WAC 命名階層を使用して、自動的にそれらをマップに追加できます。
関連項目
•

Prime Infrastructure サイト マップについて

•

サイト マップの使用

マップにおける無線カバレッジ エリア、
包含/除外リージョン、
レール
ライン
基本的なサイト マップ階層に加えて、Prime Infrastructure のフロアおよび外部領域マップでは、
無線カバレッジをより有効にマッピングするために次の機能を配置できます。
•

カバレッジ領域：デフォルトでは、ビルディングの一部として定義されたフロア領域や外部
領域は、無線カバレッジ領域と見なされます。有効になっていると想定されます。

•

包含リージョンは、フロアまたは外部領域マップにおいて、信号強度などの無線カバレッジ
データをマッピング（内包）または無視（除外）する領域を定義します。包含リージョンと除外
リージョンを定義すると、Prime Infrastructure は無線カバレッジの管理が必要なマップ領域
のみを処理して、その他の領域を無視します。

•

除外リージョンは、フロアまたは外部領域マップにおいて、信号強度などの無線カバレッジ
データを無視する領域を定義します。包含リージョンを定義すると、Prime Infrastructure は無
線カバレッジの管理が必要なマップ領域のみを処理して、その他の領域を無視します。

•

レール ラインは、フロアまたは外部領域マップ内で、常にローミングしているクライアント
の収集ポイントとして機能します。レール ラインの指定範囲内のワイヤレス クライアント
は、実際の位置ではなく、レール ラインに接続されているかのように表示されます。この機
能は、多数のワイヤレス クライアントがモバイルをローミングしながらクラスタを形成し
ている、フロアまたは外部領域内のコンベア ベルトやインターネット カフェなどの領域に
とって便利です。

関連項目
•

Prime Infrastructure サイト マップについて

•

サイト マップの使用
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Prime Infrastructure マップで使用するためのイメージ ファイルの準備

Prime Infrastructure マップで使用するためのイメージ
ファイルの準備
「サイト マップの概念」の項で説明しているように、Prime Infrastructure のキャンパス、ビルディ
ング、フロア、または外部領域マップにはイメージ ファイルをインポートすることができます。
これらのイメージ ファイルは通常、以下を示します。
•

キャンパス/サイト マップの場合：キャンパスの俯瞰図またはオーバーヘッド図。キャンパス
またはサイトの建物をすべて表示します。

•

フロア、地下、外部領域の場合：建築配置図。

インポート用にマップ イメージ ファイルを準備する場合は、以下のガイドラインに従ってくだ
さい。
•

ラスタ イメージ ファイル形式（PNG、JPG、JPEG、GIF）で保存する任意のグラフィック アプ
リケーションを使用して、キャンパス/サイト、フロア、または外部領域のマップ イメージを
作成します。

•

フロアと外部領域マップのみ：DXF/DWG CAD ファイルまたは Qualcomm MET ファイルと
してイメージを作成することもできます。Prime Infrastructure は、それらのファイルを選択さ
れたファイル形式（PNG、JPG、JPEG、または GIF）に自動変換します。

•

キャンパス/サイトのマップ イメージの寸法が、キャンパス マップへの追加を計画している、
すべてのビルディングと外部領域の三辺の寸法よりも大きいことを必ず確認してください。

•

マップ イメージ ファイルのサイズは任意です。Prime Infrastructure は元のイメージを定義さ
れた寸法でデータベースにインポートしますが、表示する際は、ワークスペースに合うよう
に自動的にサイズ変更します。

•

イメージ ファイルを簡単に参照して選択できるようにするには、インポートする前に、
Prime Infrastructure へのアクセスに使用するクライアントのファイル システムのいずれか
の場所にイメージ ファイルをコピーします。Prime Infrastructure はイメージ ファイルをイ
メージ データベースに組み入れるので、イメージ ファイルをインポートしたら、それらをク
ライアントから削除できます。

•

インポート時に寸法を指定できるように、サイト全体の縦横の寸法（フィートまたはメート
ル）を収集します。

•

キャンパス、ビルディング、フロア、外部領域の寸法を入力する場合は、デフォルトのマップ
測定単位をメートル単位に変更します。詳細については、関連項目の「デフォルトのマップ測
定単位の変更」を参照してください。

関連項目
•

Prime Infrastructure サイト マップについて

•

CAD イメージ ファイルのインポートに関する問題のトラブルシューティング

•

デフォルトのマップ測定単位の変更
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CAD イメージ ファイルのインポートに関する問題のトラブルシュー
ティング
Prime Infrastructure はネイティブのイメージ変換ライブラリを使用して、CAD および MET ベク
トル ファイルをラスタ形式に変換します。CAD または MET ファイルをインポートする際は、変
換先の形式として、サポートされているラスタ形式（PNG、JPEG または（JPG）、GIF）を選択する
必要があります。
何らかの理由で Prime Infrastructure がネイティブのイメージ変換ライブラリをロードできない
場合は、
「unable to convert the autocad file」というエラー メッセージが表示されます。このエラー
が表示された場合は、Linux の ldd コマンドを使用して、ネイティブ ライブラリに必要な依存関
係がすべて満たされていることを確認してください。Prime Infrastructure のインストール ディレ
クトリ（/webnms/rfdlls）に、4 つの DLL（LIBGFL254.DLL、MFC71.DLL、MSVCR71.DLL、
MSVCP71.DLL）が存在している必要があります。依存関係の問題が存在する場合は、必要なライ
ブラリをインストールして、Prime Infrastructure サーバを再起動する必要があります。
CAD ファイルからインポートするフロアおよび外部領域マップ イメージは、ズームとパン機能
が強化されています。ズームを使用しない場合、イメージの明瞭性は元の CAD ファイルに近く
なります。ただし、インポートした CAD ファイルをズームすると表示が不明瞭になる可能性が
あります。フロア マップ イメージが不明瞭な場合は、最初に、イメージのすべての関連部分が元
の CAD ファイルで明瞭に表示されることを確認します。次に、CAD ファイルを再度インポート
し、変換先のファイル形式として、JPEG や JPG ではなく、PNG または GIF を選択します。
大きなフロア マップ イメージをインポートするには時間がかかることがあります。変換の進行
中は、イメージの一部しかマップに表示されません。たとえば、高解像度画像（例：解像度が 180 メ
ガピクセル、ファイルサイズが 60 MB）の場合は、インポートしたイメージがマップに表示される
まで 2 分以上かかる可能性があります。
関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

デフォルトのキャンパス マップ
Prime Infrastructure にはデフォルトのキャンパス マップが 2 つ付属しています。
•

[システム キャンパス（System Campus）]：デフォルトのキャンパス マップです。ビルディン
グ、フロアまたは外部領域のマップを作成し、独自のキャンパス マップを作成しない場合、
それらの従属マップは自動的に [システム キャンパス（System Campus）] マップの子として
作成されます。

•

[未割り当て（Unassigned）]：他のマップ（[システム キャンパス（System Campus）] を含む）
に割り
当てられていないすべてのネットワーク エンドポイントとホストのデフォルト マップです。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド
OL-32122-01-J

34-5

第 34 章

ワイヤレス マップの使用

サイト マップの使用

次世代マップの無効化
バージョン 2.0 以降から、Prime Infrastructure に次世代マップが導入されました。これらのマップ
は、製品の前バージョンよりもパフォーマンスが向上し、サイズも大きくなり、より詳細なマッ
ピング情報を備えています。次世代マップは、デフォルトで有効になります。
ステップ 1

[設定（Settings）] > [マイ設定（My Preferences）] を選択します。

ステップ 2

[次世代マップを使用する（Use Next Generation Maps）] チェックボックスをクリックして選択解
除します。

ステップ 3

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

サイト マップの使用
好みに合わせてサイト マップを構成することもできます。実行するワーク フローは同様です。
1.

新しいキャンパス マップを作成します。[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選
択し、[コマンドの選択（Select a command）] リストから [新しいキャンパス（New Campus）] を
選択します。

2.

キャンパス マップにビルディングを追加します。[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site
Maps）] を選択し、[コマンドの選択（Select a command）] リストから [新しい建物（New
Building）] を選択します。

3.

ビルディング マップにフロアを追加します。[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）]
を選択し、[コマンドの選択（Select a command）] > [新しいフロア領域（New Floor Area）] > [移
動（Go）] を選択します。

4.

キャンパス マップに外部領域を追加します。[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）]
を選択し、[コマンドの選択（Select a command）] > [新しい外部領域（New Outside Area）] > [移
動（Go）] を選択します。

5.

Map Editor を使用して、フロアと外部領域に包含/除外リージョンとレール ラインを描画し
ます。[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択し、フロアまたは外部領域を選択
してから、[Map Editor] を選択します。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

建物へのフロア領域の追加

•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

フロア設定の構成

•

マップおよび AP ロケーション データのインポート

•

アクセス ポイントの配置
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キャンパス マップの作成
キャンパスを作成する際には、一意のキャンパス名を入力する必要があります。
（任意）次の操作
も実行できます。
•

キャンパスに関する問い合わせに使用する電子メール、電話、またはその他の連絡先を指定
する。

•

キャンパス マップにマップ イメージ ファイルをインポートする。

•

送付先住所、住所、住所の経度と緯度など、キャンパスのロケーション情報を指定する。

キャンパス マップを作成したら、以下を実行してキャンパス マップをさらに便利にすることが
できます。
•

キャンパス サイトの概要を示すイメージ ファイルを追加する。

•

キャンパスのロケーション情報を追加する。

•

キャンパスにビルディングを追加する。

これらのタスクの詳細については、関連項目を参照してください。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] > [新しいキャンパス（New Campus）] > [移動（Go）] の順に選
択します。

ステップ 3

[マップ（Maps）] > [新しいキャンパス（New Campus）] ページで、キャンパス名とキャンパス連絡
先の名前（任意）を入力します。

ステップ 4

[OK] をクリックしてキャンパス マップを追加します。Prime Infrastructure によって [マップ ツ
リー ビュー（Map Tree View）] のキャンパス マップにハイパーリンクが追加されます。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加

•

キャンパス マップへのロケーション情報の追加

•

キャンパス マップへの建物の追加

•

デフォルトのマップ測定単位の変更

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加
キャンパス マップの背景にマップ イメージ ファイルをインポートすると、キャンパスとそのレ
イアウトが視覚化され、認識しやすくなります。正確な場所と寸法データを追加することは、ビ
ルディングやデバイスの正確な位置を見つける上でも役立ちます。
以前作成したキャンパス マップにマップ イメージ ファイルをインポートするには、次の手順に
実行します。[イメージ ファイル（Image File）] をクリックし、インポートするキャンパス マップ
イメージ ファイルを指定することで、キャンパス マップの作成時にマップ イメージ ファイルを
インポートすることもできます。
開始する前に、
「Prime Infrastructure マップで使用するためのイメージ ファイルの準備」の項の説
明に従って、キャンパス マップ イメージが準備されていることを確認します。
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キャンパス マップへのロケーション情報の追加

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

イメージ ファイルのインポート先となるキャンパス マップの名前をクリックします。[サイト
マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] リストから [キャンパス/サイトの編集（Edit Campus/Site）]
を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[イメージ ファイル名（Image File Name）] の横にある [ファイルの選択（Choose File）] をクリック
します。

ステップ 5

キャンパス マップ イメージを含むファイルを参照して選択し、[開く（Open）] をクリックします。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[縦横比を維持（Maintain Aspect Ratio）] チェックボックスをオンにします。
この設定を選択すると、インポートしたマップ イメージが Prime Infrastructure によってサイズ変
更される際に変形するのを防ぐことができます。

ステップ 8

キャンパス サイトの縦横の寸法をフィートまたはメートル単位で入力します。

ステップ 9

[OK] をクリックします。Prime Infrastructure に、選択したキャンパス マップの [キャンパス/サイ
ト ビュー（Campus/Site View）] ページが表示され、背景にイメージファイルが示されます。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへのロケーション情報の追加

キャンパス マップへのロケーション情報の追加
キャンパス マップのロケーション情報には、送付先住所、住所、住所の経度と緯度などが含まれ
ています。この情報の追加は任意です。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

目的のキャンパス マップの名前をクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名
（Campus Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] リストから [キャンパス/サイトの編集（Edit Campus/Site）]
を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

サイトのアドレスと経度/緯度情報を入力します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。Prime Infrastructure に、選択したキャンパス マップの [キャンパス/サイ
ト ビュー（Campus/Site View）] ページが表示されます。

関連項目
•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加
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デフォルトのマップ測定単位の変更
Prime Infrastructure マップのデフォルトの測定単位はすべてフィートです。これをメートル単位
に変更できます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] リストから [プロパティ（Properties）] を選択し、[実行（Go）]
をクリックします。

ステップ 3

[測定単位（Units of Measure）] で、すべてのマップのデフォルト単位として使用する単位（フィー
トまたはメートル）を選択します。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

関連項目
•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加

キャンパス マップへの建物の追加
キャンパス マップにはビルディングのみを追加できます。作成したキャンパス マップにビル
ディングを追加しない場合、Prime Infrastructure によってデフォルトのシステム キャンパス マッ
プにビルディングが自動的に追加されます。
ビルディングに一意の名前を指定する必要があります。有用なビルディング マップを作成する
ために、以下を指定することもできます。
•

ビルディングの電子メールまたは電話連絡先

•

ビルディング内のフロアと地下の数

a.

キャンパス マップにおけるビルディングの水平位置と垂直位置ビルディングの水平位置
は、ビルディングの四角形の角からキャンパス マップの左端までの距離です。垂直位置は、
ビルディングの四角形の角からキャンパス マップの上端までの距離です。これらの寸法を
フィートまたはメートル単位で入力できます。

b.

ビルディングのおおよそのスパン：ビルディングの水平および垂直方向の「専有面積」、また
はマップでの幅と奥行き（フィートまたはメートル単位）ビルディングに対して指定する専
有面積は、同じビルディングに追加するフロアのスパン以上でなければなりません。

•

送付先住所、住所、住所の経度と緯度などを含めた、ビルディングのロケーション情報

ビルディング マップの作成が完了したら、フロア、
地下、屋外領域を追加することで、マップをさら
に有用にすることができます。これらのタスクの詳細については、関連項目を参照してください。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

ビルディングを追加するキャンパスの名前をクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャ
ンパス名（Campus Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] > [新しい建物（New Building）] > [移動（Go）] の順に選択し
ます。
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ステップ 4

必要に応じて、[キャンパス名（Campus Name）] > [新しい建物（New Building）] ページのフィール
ドに入力します。入力する場合は、以下の点に注意してください。
•

ビルディングの名前を入力する必要があります。同じキャンパス マップに追加する他のビ
ルディンの名前に対して一意の名前を指定する必要があります。

•

入力フィールドを使用すると、ビルディングの正確な位置とスパンを指定できますが、マウ
スとキーボードを使用して指定することもできます。
– 位置を変更する場合：キャンパス マップの左上隅にある青い境界ボックスをクリックし

て、目的の位置までドラッグします。ドラッグ動作に合わせて、[水平方向の位置
（Horizontal Position）] と [垂直方向の位置（Vertical Position）] フィールドの値が変化します。
– スパンを変更する場合：ビルディングのスパンを変更するには、
Ctrl キーを押しながら青

い境界ボックスをクリックしてドラッグします。ドラッグ動作に合わせて、[水平方向の
スパン（Horizontal Span）] と [垂直方向のスパン（Vertical Span）] フィールドの値が変化し
ます。
ステップ 5

位置が決まったら、[配置（Place）] をクリックしてビルディングをキャンパス マップ上に配置し
ます。Prime Infrastructure は、指定されたサイズと位置に合わせてビルディングの四角形を作成
します。

ステップ 6

[保存（Save）] をクリックしてビルディングを保存します。Prime Infrastructure は、キャンパス
マップにビルディングを配置して、[サイト マップ ツリー ビュー（Site Maps Tree View）] にビル
ディングのハイパーリンクを表示します。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

キャンパス マップの作成

•

デフォルトのキャンパス マップ

•

キャンパス マップへのロケーション情報の追加

•

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加

•

建物へのフロア領域の追加

•

キャンパス、建物、フロアのコピーおよび移動

別のキャンパスへの建物とフロアの移動
ビルディングを再作成することなく、キャンパス間でビルディングを移動できます。ビルディン
グ用に作成されたフロア領域もビルディングと共に移動します。ビルディングを移動するには、
宛先のキャンパスが存在している必要があります。
Prime Infrastructure の現在のバージョンでは、建物が同じキャンパス内にあるかどうかにかかわ
らず、ある建物から別の建物にフロアを移動できないので注意してください（関連項目の「キャ
ンパス、建物、フロアのコピーおよび移動」を参照）。この機能は将来のリリースでサポートされ
る予定です。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

別のキャンパスに移動する各ビルディングの名前の横にある選択ボックスをオンにします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] リストから [建物を移動（Move Buildings）] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。
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ステップ 4

[移動先のキャンパス/サイト（Target Campus/Site）] リストで、ビルディングの移動先となるキャ
ンパス マップの名前を選択します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
[結果（Results）] ページで [建物の編集（Edit Building）] リンクをクリックし、新しいキャンパスに
移動した建物の位置を調整します。

関連項目
•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへの建物の追加

•

キャンパス マップへのイメージ ファイルの追加

•

キャンパス、建物、フロアのコピーおよび移動

キャンパス、
建物、
フロアのコピーおよび移動
Prime Infrastructure ワイヤレス サイト マップは、
「サービス ドメイン」構造で構成されています。
最上位のサービス ドメイン（キャンパス）にはその下位のドメイン（建物）がカプセル化されてお
り、そのドメインにはさらに下位のサービス ドメイン（フロア）がカプセル化されています。これ
は、作成されたワイヤレス マップ ロケーション、一致するロケーション グループ、および検出さ
れたネットワーク デバイスとワイヤレス マップ上のロケーションが、すべて密接に連携して、
常に同期していることにより実現します。
しかし、通常、このような構造では、下位レベルのサービス ドメインの移動やコピーは親サービ
ス ドメインにのみ制限されています。つまり、フロアはその親建物内でのみコピーでき、建物は
同じ親キャンパス内でのみコピーできます。ある建物のフロアを別の建物にコピーしたり、ある
キャンパスの建物を別のキャンパスにコピーすることはできません。フロアの移動やコピーに
は特に問題があります。両方の建物においてフロアの形状および寸法を同一にする必要があり、
さらに、新しい建物のフロア インデックスをユーザが指定する必要があるからです。
ユーザがワイヤレス マップをより柔軟に作成して改訂できるように、Prime Infrastructure の現在
のバージョンは、あるキャンパスから別のキャンパスへの建物の移動やコピーをサポートして
います。この機能は、まだフロアには適用されていません。計画中の今後の Prime Infrastructure リ
リースでは、フロアのロケーション グループを新しい親建物に移動することによって、同じキャ
ンパス内で、ある建物から別の建物にフロアを移動できるようになる予定です。
関連項目
•

サイト マップの階層

•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへの建物の追加

•

建物へのフロア領域の追加
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建物へのフロア領域の追加
キャンパス マップに追加済みのビルディングにフロアと地下領域を追加できます。追加する場
合は、以下の点に留意してください。
•

ビルディング マップにはフロアと地下領域のみを追加できます。

•

追加できるフロアと地下領域の最大数は、キャンパス マップにビルディングを追加したと
きに指定したフロアと地下領域の数です。この数の指定を誤った場合は、まずビルディング
マップを編集する必要があります。

フロア領域を作成する際は、少なくとも以下を指定してください。
•

フロア領域の名前。フロア名はフロア番号とは区別され、当該ビルディングだけでなく、キャ
ンパス マップ上のすべてのビルディングにおいて一意である必要があります。

•

フロア番号（リストから選択できます）。

有用なフロアや地下領域を作成するために、以下を指定することもできます。
•

フロアまたは地下領域の電子メールまたは電話連絡先。

•

フロアまたは地下の RF モデル（「Drywall」など）。選択したモデルは、フロアまたは地下領域
のワイヤレス信号強度、ヒートマップ、その他のワイヤレス関連機能の計算に使用されます。

•

フロア間の高さ（メートルまたはフィート単位）。

•

フロアのおおよそのスパン：フロアの水平および垂直方向の「専有面積」、またはマップでの
幅と奥行き（フィートまたはメートル単位）。フロアについて指定する専有面積は、フロアを
含むビルディングのスパン以下でなければなりません。

c.

キャンパスにおけるフロアの水平位置と垂直位置、または座標。フロアの水平位置は、フロア
領域の四角形の角からキャンパス マップの左端までの距離です。フロアの垂直位置は、フロ
ア領域の四角形の角からキャンパス マップの上端までの距離です。

•

フロア領域の合計（平方メートルまたは平方フィート）。

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[マップ ツリー ビュー（Maps Tree View）] で、フロア領域を追加するビルディングを含むキャン
パスの名前をクリックします。

ステップ 3

ビルディングの名前をクリックして、ビルディング マップを表示します。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] > [新しいフロア領域（New Floor Area）] > [移動（Go）] の順
に選択します。[新しいフロア領域（New Floor Area）] ページが表示されます。

ステップ 5

必要に応じて、[新しいフロア領域（New Floor Area）] のフィールドに入力します。

ステップ 6

[新しいフロア領域（New Floor Area）] ページで、関連するフロア図面マップを整理するためにフ
ロアをビルディングに追加するには、以下のステップに従います。
d.

[イメージまたは CAD ファイル（Image or CAD File）] チェックボックスを選択します。

e.

目的のフロアまたは地下のイメージまたは CAD ファイル名を参照および選択してから、[開
く（Open）] をクリックします。
CAD ファイルをインポートする場合は、[CAD ファイルの変換（Convert CAD File）] ドロップ
ダウン リストを使用し、変換するイメージ ファイルを決定します。
auto-cad 変換に .JPEG（.JPG）形式を使用することは推奨されません。JPEG が特別に必要でな
い限り、高品質な画像には .PNG 形式または .GIF 形式を使用します。
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f.

[次へ（Next）] をクリックします。CAD ファイルが指定されている場合、この時点でデフォル
トのイメージ プレビューが生成されて読み込まれます。
Prime Infrastructure は、ネイティブのイメージ変換ライブラリを使用して、auto-cad ファイル
を .PNG などのラスタ形式に変換します。ネイティブ ライブラリのロードに問題がある場
合、Prime Infrastructure は次のエラーを表示します。
「auto-cad ファイルを変換できませんで
した。理由：auto-cad イメージ変換ライブラリのロード中にエラーが発生しました（Unable to
convert the auto-cad file.Reason: Error while loading the auto-cad image conversion library.）」詳細
については、Prime Infrastructure のオンライン ヘルプまたは Prime Infrastructure のドキュメ
ントを参照してください。
CAD ファイル レイヤの名前が一覧表示されます。有効になっているレイヤには、イメージの
右側にあるチェックボックスがオンになっています。
フロアまたは地下のイメージ ファイル名を選択すると、Prime Infrastructure はビルディング
のサイズに合わせたグリッド内にイメージを表示します。

g.

CAD ファイル レイヤがある場合、いくつでも選択または選択解除し、[プレビュー（Preview）]
をクリックして更新したイメージを表示できます。選択したレイヤで次に進む準備ができた
ら、[次へ（Next）] をクリックします。
フロア領域に関する残りのパラメータを入力します。

h.

元のイメージの縦横比を維持するには、[縦横比を維持（Maintain Aspect Ratio）] チェックボック
スをオンのままにし、イメージの縦横比を変更するにはチェックボックスをオフにします。

i.

必要に応じて、水平位置（屋外領域の四角形の隅からキャンパス マップの左端までの距離）
と垂直位置（屋外領域の四角形の隅からキャンパス マップの上端までの距離）をフィートま
たはメートル単位で入力します。
ビルディングのサイズに合わせてグリッド内のイメージのサイズを変更するには、Ctrl キー
を押した状態でクリックします。

j.

必要に応じて [フロア作成後に Map Editor を起動する（Launch Map Editor after floor creation）]
チェックボックスを選択し、フロアの縮尺を変更し、壁を描画します。

k.

[OK] をクリックして、このフロア図面をデータベースに保存します。フロアが [マップ ツ
リー ビュー（Maps Tree View）] と [マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] リストに追
加されます。
ビルディングごとに異なるフロア名を使用します。キャンパス マップに複数のビルディン
グを追加する場合、別のビルディングに存在するフロア名を使用しないでください。フロア
名が重複すると、フロアとビルディング間のマッピング情報が不正確になります。

ステップ 7

フロア図面または地下のマップを表示するには、フロアまたは地下のイメージをクリックします。
マップを拡大または縮小してさまざまなサイズで表示したり、アクセス ポイントを追加したり
できます。

関連項目
•

サイト マップの階層

•

別のキャンパスへの建物とフロアの移動

•

キャンパス、建物、フロアのコピーおよび移動
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フロア領域へのイメージ ファイルの追加
以前作成したフロア領域マップにフロア図面イメージ ファイルをインポートするには、次の手
順に実行します。[イメージ ファイル（Image File）] をクリックし、インポートするフロア図面イ
メージ ファイルを指定することで、フロア領域マップの作成時にマップ イメージ ファイルをイ
ンポートすることもできます。
開始する前に、
「Prime Infrastructure マップで使用するためのイメージ ファイルの準備」の項の説
明に従って、フロア領域イメージが準備されていることを確認します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

フロア領域があるビルディングを含むキャンパス マップの名前をクリックします。[サイト マッ
プ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

イメージ ファイルのインポート先となるフロア領域を含むビルディングの名前をクリックしま
す。[サイト マップ（Site Maps）] > [建物（Building）] ページが表示されます。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] > [フロアの編集（Edit Floor）] > [移動（Go）] の順に選択し
ます。

ステップ 5

[イメージ ファイル名（Image File Name）] の横にある [ファイルの選択（Choose File）] をクリック
します。

ステップ 6

フロア領域イメージを含むファイルを参照して選択し、[開く（Open）] をクリックします。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[縦横比を維持（Maintain Aspect Ratio）] チェックボックスをオンにします。
この設定を選択すると、インポート イメージが Prime Infrastructure によってサイズ変更される際
に変形するのを防ぐことができます。

ステップ 9

フロア領域の縦横の寸法をフィートまたはメートル単位で入力します。

ステップ 10

[OK] をクリックします。Prime Infrastructure に、選択したフロア領域の [ビュー（View）] ページが
表示され、背景にイメージ ファイルが示されます。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

キャンパス マップの作成

•

キャンパス マップへのロケーション情報の追加
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独立した建物へのフロア図面の追加
独立したビルディングを Prime Infrastructure データベースに追加した後、個々のフロア図面マッ
プをビルディングに追加できます。
独立したビルディングにフロア図面を追加するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

フロア図面マップを .PNG、.JPG、または .GIF 形式で保存します。
マップは任意のサイズにできます。これは、Prime Infrastructure がワークスペースに適合するよ
うマップを自動的にサイズ変更するためです。

ステップ 2

ファイル システムの任意の場所にあるフロア図面マップを参照して、インポートします。DXF
または DWG 形式の CAD ファイル、またはステップ 1 で作成した形式のうちどの CAD ファイル
でもインポートできます。
auto-cad ファイルの変換に問題がある場合は、エラー メッセージが表示されます。Prime
Infrastructure は、ネイティブのイメージ変換ライブラリを使用して、auto-cad ファイルを .PNG な
どのラスタ形式に変換します。ネイティブ ライブラリをロードできなかった場合、Prime
Infrastructure は「unable to convert the auto-cad file」メッセージを表示します。このエラーが表示さ
れた場合は、ネイティブ ライブラリに必要な依存関係がすべて満たされていることを確認して
ください。依存関係の問題を見つけるには、Linux プラットフォーム上で ldd を使用します。Prime
Infrastructure のインストール ディレクトリ（/webnms/rfdlls）に、次の DLL が存在する必要があり
ます。LIBGFL254.DLL、MFC71.DLL、MSVCR71.DLL、MSVCP71.DLL。依存関係の問題が発生し
た場合は、必要なライブラリをインストールし、Prime Infrastructure の再起動が必要な場合があ
ります。

ステップ 3

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 4

[マップ ツリー ビュー（Maps Tree View）] または左側のサイドバー メニューの [マップ（Maps）] >
[サイト マップ（Site Maps）] で、目的のビルディングを選択して [建物ビュー（Building View）]
ページを表示します。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[新しいフロア領域（New Floor
Area）] を選択します。

ステップ 6

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 7

[新しいフロア領域（New Floor Area）] ページで、次の情報を追加します。
•

フロア領域と連絡先の名前を入力します。

•

[フロア（Floor）] ドロップダウン リストから、フロアまたは地下の数を選択します。

•

フロアまたは地下のタイプ（RF Model）を選択します。

•

フロア間の高さをフィート単位で入力します。

•

[イメージまたは CAD ファイル（Image or CAD File）] チェックボックスを選択します。

•

目的のフロアまたは地下のイメージまたは CAD ファイルを参照および選択してから、[開く
（Open）] をクリックします。

（注）

ヒント

CAD ファイルをインポートする場合は、[CAD ファイルの変換（Convert CAD File）] ド
ロップダウン リストを使用し、変換するイメージ ファイルを決定します。

auto-cad 変換に .JPEG（.JPG）形式を使用することは推奨しません。.JPEG が特別に必要
でない限り、高品質な画像には .PNG 形式または .GIF 形式を使用します。
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ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。CAD ファイルが指定されている場合、この時点でデフォルトの
イメージ プレビューが生成されて読み込まれます。

（注）

Prime Infrastructure は、ネイティブのイメージ変換ライブラリを使用して、auto-cad ファ
イルを .PNG などのラスタ形式に変換します。ネイティブ ライブラリのロードに問題が
ある場合、Prime Infrastructure は次のエラーを表示します。
「auto-cad ファイルを変換でき
ませんでした。理由：auto-cad イメージ変換ライブラリのロード中にエラーが発生しまし
た（Unable to convert the auto-cad file. Reason: Error while loading the auto-cad image
conversion library.）」詳細については、Prime Infrastructure のオンライン ヘルプまたは
Prime Infrastructure のドキュメントを参照してください。

CAD ファイル レイヤの名前が一覧表示されます。有効になっているレイヤには、イメージの
右側にあるチェックボックスがオンになっています。
フロアまたは地下のイメージ ファイル名を選択すると、Prime Infrastructure はビルディング
のサイズに合わせたグリッド内にイメージを表示します。
マップは任意のサイズにできます。これは、Prime Infrastructure がワークスペースに適合する
ようマップを自動的にサイズ変更するためです。

（注）

マップは .PNG、.JPG、.JPEG、または .GIF 形式で保存する必要があります。

CAD ファイル レイヤがある場合、いくつでも選択または選択解除し、[プレビュー（Preview）]
をクリックして更新したイメージを表示できます。選択したレイヤで次に進む準備ができた
ら、[次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 9

フロア領域に関する残りのパラメータを入力します。
•

元のイメージの縦横比を維持するには、[縦横比を維持（Maintain Aspect Ratio）] チェックボック
スをオンのままにし、イメージの縦横比を変更するにはチェックボックスをオフにします。

•

フロアまたは地下のおおまかな水平方向スパンと垂直方向スパン（マップ上の幅と奥行き）
をフィート単位で入力します。
水平方向スパンと垂直方向スパンは、Prime Infrastructure データベース内のビルディングの
水平方向スパンおよび垂直方向スパン以下にする必要があります。

•

必要に応じて、水平位置（屋外領域の四角形の隅からキャンパス マップの左端までの距離）
と垂直位置（屋外領域の四角形の隅からキャンパス マップの上端までの距離）をフィートま
たはメートル単位で入力します。

ヒント

•

ビルディングのサイズに合わせてグリッド内のイメージのサイズを変更するには、Ctrl
キーを押した状態でクリックします。

[Map Editor を起動（Launch Map Editor）] の横のチェックボックスを選択して、Prime
Infrastructure の Map Editor でフロアの特性を調整します。Map Editor 機能の詳細について
は、
「Map Editor の使用」を参照してください。

ステップ 10

[OK] をクリックして、このフロア図面をデータベースに保存します。フロアが [マップ ツリー
ビュー（Maps Tree View）] と [マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] リストに追加されます。

ステップ 11

フロア図面または地下のマップを表示するには、フロアまたは地下のイメージをクリックします。
マップを拡大または縮小してさまざまなサイズで表示したり、アクセス ポイントを追加したり
できます。
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フロア設定の構成
さまざまなフロア設定のチェックボックスをオンまたはオフにすることにより、フロア マップ
の外観を変更できます。オンにしたフロア設定はマップ イメージに表示されます。
[フロア設定（Floor Settings）] のオプションには次の項目があります。
•

アクセス ポイント（Access Points）

•

AP ヒートマップ（AP Heatmaps）

•

AP メッシュ情報（AP Mesh Info）

•

クライアント（Clients）

•

802.11 タグ（802.11 Tags）

•

不正 AP（Rogue APs）

•

不正アドホック無線（Rogue Adhocs）

•

不正クライアント（Rogue Clients）

•

カバレッジ エリア（Coverage Areas）

•

ロケーション リージョン（Location Regions）

•

レール（Rails）

•

マーカー（Markers）

•

チョークポイント（Chokepoints）

•

Wi-Fi TDOA レシーバ（Wi-Fi TDOA Receivers）

•

干渉（Interferers）

青色の矢印を使用して、アクセス ポイント、アクセス ポイント ヒートマップ、クライアント、
802.11 タグ、不正アクセス ポイント、不正アドホック、および不正クライアントに関するフロア
設定フィルタにアクセスします。フィルタリング オプションを選択したら、[OK] をクリックし
ます。
最後のドロップダウン リスト内の [MSE データを表示（Show MSE data）] を使用して、Mobility
Services Engine のデータの期間を選択します。過去 2 分間から最大 24 時間の範囲で、Mobility
Services Engine のデータを表示できます。このオプションは、Mobility Services Engine が Prime
Infrastructure に存在する場合にのみ表示されます。
[設定の保存（Save Settings）] をクリックすると、現在のビューとフィルタ設定がすべてのマップ
に対する新しいデフォルトになります。

フロア上の包含リージョンと除外リージョンの定義
フロア上のロケーション計算の精度をさらに高めるために、計算に含める領域（包含領域）と計
算に含めない領域（除外領域）を定義できます。
たとえば、ビルディング内のアトリウムや階段の吹き抜けなどの領域を除外して、作業領域（小
個室、研究室、製造現場など）を含めることができます。

（注）

フロアが同期している MSE が Aeroscout タグ エンジンを実行している場合、タグに対する包含
リージョンと除外リージョンは計算されません。
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フロア コンポーネントの詳細の表示
[フロア ビュー（Floor View）] に表示されているコンポーネントの詳細を表示するには、マウス
カーソルを該当するアイコンの上に移動します。詳細情報を含むダイアログボックスが表示さ
れます。表 34-1 に、フロア マップのアイコンを示します。
表 34-1

アイコン

フロア マップ アイコン

説明
アクセス ポイントのアイコン。円の色は Cisco Radio のアラーム ステータスを示し
ます。
（注）

各アクセス ポイントには 2 つの Cisco Radio が搭載されています。[アクセ
ス ポイント フィルタ（Access Point filter）] ページで 1 つのプロトコルが選
択されているときは、アイコン全体がこの無線を表します。両方のプロトコ
ルが選択されている場合は、アイコンの上半分が 802.11a/n 無線のステート
を表し、下半分が 802.11b/g/n 無線のステートを表します。

（注）

Cisco Radio が無効になっている場合は、小さい「x」がアイコンの中央に表示
されます。

（注）

モニタ モードのアクセス ポイントは、他のアクセス ポイントと区別するた
めに灰色のラベルで表示されます。

AP ヒートマップのアイコン。
クライアントのアイコン。クライアントの詳細を表示するには、マウス カーソルを
アイコンの上に移動します。
タグのアイコン。タグの詳細を表示するには、マウス カーソルをアイコンの上に移
動します。
不正アクセス ポイントのアイコン。アイコンの色は、不正アクセス ポイントのタ
イプを示します。たとえば、赤色は悪意のある不正アクセス ポイントを示し、青色
は不明なタイプを示します。
不正アクセス ポイントの詳細を表示するには、マウス カーソルをアイコンの上に
移動します。
不正アドホックのアイコン。
不正アドホックの詳細を表示するには、マウス カーソルをアイコンの上に移動し
ます。
不正クライアントのアイコン。
不正クライアントの詳細を表示するには、マウス カーソルをアイコンの上に移動
します。
カバレッジのアイコン。
ロケーション リージョンのアイコン。
レールのアイコン。
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表 34-1

アイコン

フロア マップ アイコン（続き）

説明
マーカーのアイコン。
チョークポイントのアイコン。
Wi-Fi TDOA レシーバのアイコン。
干渉源デバイスのアイコン。

Prime Infrastructure の Web 認証 WLAN 経由で設定されたゲスト クライアントを示
します。
（注）

コントローラに Guest WLAN を作成し、そのコントローラを MSE に割り当
てた場合は、そのコントローラからのゲストのみがゲスト アイコンとして
表示されます。

Cisco 1000 シリーズ Lightweight アクセス ポイントのアイコン
アイコンは、アクセス ポイントの現在のステータスを示します。アイコンの円部分は水平方向に
半分に分割できます。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方が、大きい三角形ポインタの色
を決定します。

（注）

アイコンが 802.11a/n と 802.11b/n を表している場合は、上半分が 802.11a/n ステータス、下半分
が 802.11b/g/n ステータスを示します。アイコンが 802.11b/g/n のみを表している場合は、アイコ
ン全体が 802.11b/g/n ステータスを示します。三角形はより重大な色を示します。
表 34-2 は、Prime Infrastructure ユーザ インターフェイスのマップ画面で使用されるアイコンを
示しています。
表 34-2

アイコン

アクセス ポイント アイコンの説明

説明
緑色のアイコンは、障害のないアクセス ポイント（AP）を示します。円の上半分は、
オプションの 802.11a Cisco Radio を表します。円の下半分は、802.11b/g Cisco
Radio のステートを示します。
黄色のアイコンは、比較的重大でない障害があるアクセス ポイントを示します。
円の上半分は、オプションの 802.11a Cisco Radio を表します。円の下半分は、
802.11b/g Cisco Radio のステートを示します。
（注）

黄色の点滅するアイコンは、802.11a または 802.11b/g の干渉、ノイズ、カバ
レッジ、または負荷プロファイル違反があることを示します。黄色の点滅
するアイコンは、802.11a および 802.11b/g のプロファイル違反があること
を示します。
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表 34-2

アイコン

アクセス ポイント アイコンの説明（続き）

説明
赤色のアイコンは、やや重大な障害または重大な障害があるアクセス ポイント
（AP）を示します。円の上半分は、オプションの 802.11a Cisco Radio を表します。円
の下半分は、802.11b/g Cisco Radio のステートを示します。
中央に疑問符が付いている灰色のアイコンは、到達不能なアクセス ポイントを表
します。ステータスが判断できないため、灰色になっています。

中央に疑問符が付いていない灰色のアイコンは、アソシエートされていないアク
セス ポイントを表します。

円の中央に赤い「x」が付いているアイコンは、管理目的で無効にされているアクセ
ス ポイントを表します。

上半分が緑色で下半分が黄色のアイコンは、障害のないオプションの 802.11a
Cisco Radio（上）と、比較的重大でない障害がある 802.11b/g Cisco Radio（下）を示し
ます。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方が、大きい三角形ポインタの色
を決定します。
上半分が緑色で下半分が赤色のアイコンは、障害がなく正常に動作している、オプ
ションの 802.11a Cisco Radio（上）と、やや重大な障害または重大な障害がある
802.11b/g Cisco Radio（下）を示します。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方
が、大きい三角形ポインタの色を決定します。
上半分が黄色で下半分が赤色のアイコンは、比較的重大でない障害がある、オプ
ションの 802.11a Cisco Radio（上）と、やや重大な障害または重大な障害がある
802.11b/g Cisco Radio（下）を示します。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方
が、大きい三角形ポインタの色を決定します。
上半分が黄色で下半分が緑色のアイコンは、比較的重大でない障害がある、オプ
ションの 802.11a Cisco Radio（上）と、障害のないオプションの 802.11b/g Cisco
Radio（下）を示します。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方が、大きい三角
形ポインタの色を決定します。
上半分が赤色で下半分が緑色のアイコンは、やや重大な障害または重大な障害が
ある、オプションの 802.11a Cisco Radio（上）と、障害がなく正常に動作している
802.11b/g Cisco Radio（下）を示します。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方
が、大きい三角形ポインタの色を決定します。
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表 34-2

アイコン

アクセス ポイント アイコンの説明（続き）

説明
上半分が赤色で下半分が黄色のアイコンは、やや重大な障害または重大な障害が
ある、オプションの 802.11a Cisco Radio（上）と、比較的重大でない障害がある
802.11b/g Cisco Radio（下）を示します。2 つの Cisco Radio の色のうちより重大な方
が、大きい三角形ポインタの色を決定します。
上半分（オプションの 802.11a）に赤い「x」が付いているアイコンは、示されている
Cisco Radio が管理目的で無効にされていることを表します。記載されている 6 つ
のカラー コーディングが存在します。

各アクセス ポイント アイコンには、内部の Side A アンテナの方向を示す、小さい黒矢印があり
ます。
表 34-3 は、Prime Infrastructure ユーザ インターフェイスのマップ画面で使用される矢印の例を
示しています。
表 34-3

矢印の例

矢印

方向
0 度、またはマップ上の右方向。

45 度、またはマップ上の右下方向。

90 度、またはマップ上の下方向。

これらは、矢印の角度を 45 度ずつ増加させた例の最初の 3 つ分を示しています。45 度ずつ増加
させた例はあと 5 つあります。
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アクセス ポイントのフロア設定のフィルタリング
アクセス ポイントのフロア設定を有効にし、[フロア設定（Floor Settings）] の右側の青い矢印をク
リックすると、フィルタリング オプションを含む [アクセス ポイントのフィルタ（Access Point
filter）] ダイアログボックスが表示されます。
アクセス ポイントのフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[表示（Show）]：このオプション ボタンを選択すると、無線ステータスまたはアクセス ポイン
トのステータスが表示されます。

（注）

•

アクセス ポイント アイコンの色はアクセス ポイントのステータスに基づいており、
選択されているステータスによってアイコンの色は異なります。フロア マップのデ
フォルトは無線ステータスです。

[プロトコル（Protocol）]：ドロップダウン リストから、表示する無線タイプを選択します
（802.11a/n、802.11b/g/n、または両方）。
表示されるヒートマップは、選択した無線タイプに対応します。

•

[表示（Display）]：ドロップダウン リストから、マップ イメージ上に表示されるアクセス ポイ
ントの識別情報を選択します。
– [チャネル
（Channels）]：Cisco Radio のチャネル番号を表示するか、
「使用不可（Unavailable）
」

（アクセス ポイントが接続されていない場合）を表示します。
– [TX 電力レベル
（TX Power Level）]：現在の Cisco Radio の送信電力レベル（1 が高い）また

は「使用不可（Unavailable）」
（アクセス ポイントが接続されていない場合）を表示します。
電力レベルはアクセス ポイントのタイプによって異なります。1000 シリーズのアクセス
ポイントでは 1 ～ 5 の値、1230 アクセス ポイントでは 1 ～ 7 の値、1240 および 1100 シ
リーズのアクセス ポイントでは 1 ～ 8 の値をとります。
表 34-4 は、送信電力レベル番号と対応する電力設定を示しています。
表 34-4

送信電力レベル値

送信電力
レベル番号

電力設定

1

国コード設定で許可される最大の電力

2

50 % の電力

3

25 % の電力

4

12.5 ～ 6.25 % の電力

5

6.25 ～ 0.195 % の電力

（注）

電力レベルは、国コードの設定によって定義され、各国で規制されています。詳細
については、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5679/ps5861/product_data_sh
eet0900aecd80537b6a_ps430_Products_Data_Sheet.html

– [チャネルと Tx 電力
（Channel and Tx Power）]：チャネルと送信電力レベルの両方（または

アクセス ポイントが接続されていない場合は「使用不可（Unavailable）」）を表示します。
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– [カバレッジ ホール
（Coverage Holes）]：接続が切断されるまでに信号が弱くなったクラ

イアントの割合を表示します。接続されていないアクセス ポイントに対しては「使用不
可（Unavailable）」を表示し、モニタ専用モードのアクセス ポイントに対しては「モニタ専
用（MonitorOnly）」を表示します。

（注）

カバレッジ ホールとは、クライアントがワイヤレス ネットワークから信号を受
信できない領域のことです。無線ネットワークを展開する場合、初期ネットワー
ク展開のコストとカバレッジ ホール領域の割合を考慮する必要があります。展
開するにあたってのカバレッジ ホールの妥当な条件とは、2 ～ 10% です。これ
は、100 か所のランダムに選択したテスト ロケーションのうち、2 ～ 10 か所で
サービスが制限される可能性があることを意味します。展開後、Cisco Unified
Wireless Network Solution の Radio Resource Management（RRM; 無線リソース管
理）によってこれらのカバレッジ ホール領域が特定され、IT マネージャに報告さ
れます。IT マネージャはユーザからの要求に基づいてカバレッジ ホールに対応
します。

– [MAC アドレス
（MAC Addresses）]：アクセス ポイントがコントローラにアソシエートさ

れているかどうかに関係なく、アクセス ポイントの MAC アドレスを表示します。
– [名前
（Names）]：アクセス ポイント名を表示します。これがデフォルト値です。
– [コントローラ IP
（Controller IP）]：アクセス ポイントがアソシエートされているコント

ローラの IP アドレスを表示します。アソシエーションを解除されたアクセス ポイント
では、
「関連付けなし（Not Associated）」を表示します。
– [使用率
（Utilization）]：アソシエートされたクライアント デバイスで使用されている帯域

幅の割合（受信、送信、およびチャネル使用率を含む）を表示します。アソシエーションを
解除されたアクセス ポイントでは [使用不可（Unavailable）]、monitor-only モードのアク
セス ポイントでは [モニタ専用（MonitorOnly）] が表示されます。
– [プロファイル
（Profiles）]：対応するオペレータ定義のしきい値の負荷、ノイズ、干渉、およ

びカバレッジ コンポーネントを表示します。超えていないしきい値には「OK（Okay）」、超
えているしきい値には「問題（Issue）」、接続されていないアクセス ポイントには「使用不
可（Unavailable）」を表示します。
[プロファイル タイプ（Profile Type）] ドロップダウン リストを使用して、[負荷
（Load）]、
[ノ
イズ（Noise）]、
[干渉（Interference）]、
または [カバレッジ（Coverage）] を選択します。
– [CleanAir ステータス
（CleanAir Status）]：アクセス ポイントの CleanAir ステータスと、ア

クセス ポイントで CleanAir が有効かどうかを表示します。
– [平均電波品質
（Average Air Quality）]：このアクセス ポイントの平均電波品質を表示しま

す。詳細には、帯域と平均電波品質が含まれます。
– [最小電波品質
（Minimum Air Quality）]：このアクセス ポイントの最小電波品質を表示し

ます。詳細には、帯域と最小電波品質が含まれます。
– [平均電波品質と最小電波品質
（Average and Minimum Air Quality）]：このアクセス ポイン

トの平均電波品質と最小電波品質を表示します。詳細には、帯域、平均電波品質、および
最小電波品質が含まれます。
– [アソシエートされたクライアント
（Associated Clients）]：アソシエートされているクライ

アントの数を表示します。未接続のアクセス ポイントに対しては [使用不可
（Unavailable）] が表示され、monitor-only モードのアクセス ポイントに対しては [モニタ
専用（MonitorOnly）] が表示されます。
– [ブリッジ グループ名
（Bridge Group Names）]
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•

[RSSI カットオフ（RSSI Cutoff）]：ドロップダウン リストから、RSSI Cutoff レベルを選択しま
す。RSSI Cutoff の範囲は -60 dBm ～ -90 dBm です。

•

[検出された干渉源を表示（Show Detected Interferers）]：チェックボックスをオンにすると、ア
クセス ポイントで検出されるすべての干渉源を表示します。

•

[ラベルあたりの干渉源の最大数（Max. Interferers/label）]：ドロップダウン リストから、ラベ
ルごとに表示される干渉源の最大数を選択します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

アクセス ポイント ヒートマップのフロア設定のフィルタリング
RF ヒートマップは、変数から取得した値をマップに色として表した、RF ワイヤレス データのグ
ラフィック表示です。現在のヒートマップは、RSSI 予測モデル、アンテナの方向、および AP 送信
電力に基づいて計算されます。
[アクセス ポイント ヒートマップ（Access Point Heatmap）] フロア設定を有効にし、[フロア設定
（Floor Settings）] の右側の青い矢印をクリックすると、ヒートマップのフィルタリング オプショ
ンを含む [関与する AP（Contributing APs）] ダイアログが表示されます。
Prime Infrastructure にダイナミック ヒートマップが導入されました。ダイナミック ヒートマップ
を有効にすると、Prime Infrastructure は変更された RSSI 値を表すためにヒートマップを再計算
します。
アクセス ポイント ヒートマップのフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[ヒートマップ タイプ（Heatmap Type）]：[カバレッジ（Coverage）] または [電波品質（Air
Quality）] を選択します。[電波品質（Air Quality）] を選択した場合は、アクセス ポイントの
ヒート マップ タイプを平均電波品質または最小電波品質でさらにフィルタリングできま
す。該当するオプション ボタンを選択します。
フロア計画にモニタ モード アクセス ポイントがある場合、IDS ヒートマップ タイプまたは
カバレッジ ヒートマップ タイプのいずれかを選択できます。カバレッジ ヒートマップで
は、モニタ モード アクセス ポイントは除外されます。

（注）

カバレッジ ヒートマップおよび電波品質ヒートマップには、ローカル モード、
FlexConnect モード、またはブリッジ モードの AP のみが関係します。

•

[AP の総数（Total APs）]：マップに配置されているアクセス ポイントの数を表示します。

•

アクセス ポイントのチェックボックスをオンにして、イメージ マップ上に表示するヒート
マップを決定します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

[AP メッシュ情報
（AP Mesh Info）
] フロア設定のフィルタリング
[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] チェックボックスは、ブリッジ アクセス ポイントがフロアに
追加されているときのみ表示されます。
このチェックボックスをオンにすると、Prime Infrastructure はコントローラとの通信を開始し、
ブリッジ アクセス ポイントの情報を表示します。次の情報が表示されます。
– 子アクセス ポイントと親アクセス ポイントとの間のリンク。
– 子アクセス ポイントから親アクセス ポイントへの方向を示す矢印。
– 信号対雑音比
（SNR）を示す、色分けされたリンク。緑色のリンクは高い SNR（25 dB 超）を

表し、オレンジ色のリンクは許容範囲内の SNR（20 ～ 25 dB）を表し、赤色のリンクは非
常に低い SNR（20 dB 未満）を表します。
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[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] フロア設定を有効にし、[フロア設定（Floor Settings）] の右側の
青い矢印をクリックすると、メッシュのフィルタリング オプションを含む [メッシュの親子階層
ビュー（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] ページが表示されます。
マップ上に表示するアクセス ポイントを選択することにより、マップ ビューを更新できます。[ク
イック選択（Quick Selections）] ドロップダウン リストから、ルート アクセス ポイントのみを選択
するか、1 番目のホップから 4 番目のホップの間のさまざまなホップを選択するか、またはすべて
のアクセス ポイントを選択します。

（注）

子アクセス ポイントを表示するには、その親が選択されている必要があります。
該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

クライアントのフロア設定のフィルタリング
[クライアント（Clients）] オプションは、モビリティ サーバが Prime Infrastructure に追加されてい
る場合にのみ表示されます。
[クライアント（Clients）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[クライアン
ト フィルタ（Client Filter）] ダイアログボックスが表示されます。
クライアントのフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[すべてのクライアントを表示（Show All Clients）]：このチェックボックスをオンにすると、
マップ上のすべてのクライアントが表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各クライ
アントのアイコンが表示されます。

（注）

[すべてのクライアントを表示（Show All Clients）] チェックボックスと [小さなアイコン
（Small Icons）] チェックボックスをオンにすると、その他のすべてのドロップダウン リス
ト オプションが灰色になります。
[小さなアイコン（Small Icons）] チェックボックスをオフにすると、ラベルに MAC アドレ
ス、IP アドレス、ユーザ名、アセット名、アセット グループ、またはアセット カテゴリを表
示するかどうか選択できます。
[すべてのクライアントを表示（Show All Clients）] チェックボックスをオフにすると、ク
ライアントをフィルタリングする方法を指定して、特定の SSID を入力できます。

•

[表示（Display）]：マップ上に表示するクライアントの識別子（IP アドレス、ユーザ名、MAC ア
ドレス、アセット名、アセット グループ、またはアセット カテゴリ）を選択します。

•

[フィルタ基準（Filter By）]：クライアントをフィルタリングするパラメータを選択します（IP
アドレス、ユーザ名、MAC アドレス、アセット名、アセット グループ、アセット カテゴリ、ま
たはコントローラ）。選択したら、特定のデバイスをテキスト ボックスに入力します。
クライアントに複数の IPv6 アドレスが存在する場合は、いずれか 1 つの IP アドレスを指定
して、クライアントを一意に識別できます。

•

[SSID]：入力可能なテキスト ボックスにクライアントの SSID を入力します。
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•

[プロトコル（Protocol）]：ドロップダウン リストから [すべて（All）]、[802.11a/n]、または
[802.11b/g/n] を選択します。
– [すべて
（All）]：領域内のすべてのアクセス ポイントを表示します。
– [802.11a/n]：802.11a/n 無線通信機を使用するクライアントに対するカバレッジ パターン

を示す色付きのオーバーレイを表示します。色は、赤（-35 dBm）～濃い青（-85 dBm）まで
の受信信号強度を表します。
– [802.11b/g/n]：802.11b/g/n 無線通信機を使用するクライアントに対するカバレッジ パ

ターンを示す色付きのオーバーレイを表示します。色は、赤（-35 dBm）～濃い青（-85 dBm）
までの受信信号強度を表します。これがデフォルト値です。
•

[状態（State）]：ドロップダウン リストから [すべて（All）]、[アイドル（Idle）]、[認証済み
（Authenticated）]、[プローブ中（Probing）]、または [関連付け済み（Associated）] を選択します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

802.11 タグのフロア設定のフィルタリング
[802.11 タグ（802.11 Tags）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[タグ
フィルタ（Tag Filter）] ダイアログが表示されます。
タグのフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[すべてのタグを表示（Show All Tags）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の
すべてのタグが表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各タグの
アイコンが表示されます。

（注）

[すべてのタグを表示（Show All Tags）] チェックボックスと [小さなアイコン（Small
Icons）] チェックボックスをオンにすると、その他のすべてのドロップダウン リスト オ
プションが灰色になります。
[小さなアイコン（Small Icons）] チェックボックスをオフにすると、ラベルに MAC アドレ
ス、アセット名、アセット グループまたはアセット カテゴリを表示するかどうか選択で
きます。
[すべてのタグを表示（Show All Tags）] チェックボックスをオフにすると、タグをフィル
タリングする方法を指定できます。

•

[表示（Display）]：マップ上に表示するタグの識別子（MAC アドレス、アセット名、アセット グ
ループ、またはアセット カテゴリ）を選択します。

•

[フィルタ基準（Filter By）]：クライアントをフィルタリングするパラメータを選択します
（MAC アドレス、アセット名、アセット グループ、アセット カテゴリ、またはコントローラ）。
選択したら、特定のデバイスをテキスト ボックスに入力します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。
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不正 AP のフロア設定のフィルタリング
[不正 AP（Rogue APs）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[不正 AP フィ
ルタ（Rogue AP filter）] ダイアログボックスが表示されます。
不正 AP のフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[すべての不正 AP を表示（Show All Rogue APs）]：このチェックボックスをオンにすると、
マップ上のすべての不正アクセス ポイントが表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各不正ア
クセス ポイントのアイコンが表示されます。

（注）

[すべての不正 AP を表示（Show All Rogue APs）] チェックボックスと [小さなアイコン
（Small Icons）] チェックボックスをオンにすると、その他のすべてのドロップダウン リス
ト オプションが灰色になります。
[すべての不正 AP を表示（Show All Rogue APs）] チェックボックスをオフにすると、不正
アクセス ポイントをフィルタリングする方法を指定できます。

•

[MAC アドレス（MAC Address）]：特定の MAC アドレスを表示する場合は、その MAC アドレ
スを [MAC アドレス（MAC Address）] テキスト ボックスに入力します。

•

[状態（State）]：このドロップダウン リストを使用して、[アラート（Alert）]、[既知（Known）]、[確
認済み（Acknowledged）]、[封じ込め完了（Contained）]、[脅威（Threat）]、または [不明（Unknown）]
のいずれかの封じ込め状態を選択します。

•

[ネットワーク上（On Network）]：ドロップダウン リストを使用して、ネットワーク上の不正
アクセス ポイントを表示するかどうか指定します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

不正アドホックのフロア設定のフィルタリング
[不正アドホック（Rogue Adhocs）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[不
正アドホック フィルタ（Rogue Adhoc filter）] ダイアログが表示されます。
[不正アドホック（Rogue Adhoc）] のフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[不正アドホックの表示（Show All Rogue Adhocs）]：このチェックボックスをオンにすると、
マップ上のすべての不正アドホックが表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各不正ア
ドホックのアイコンが表示されます。

（注）

[不正アドホックの表示（Show All Rogue Adhocs）] チェックボックスと [小さなアイコン
（Small Icons）] チェックボックスをオンにすると、その他のすべてのドロップダウン リス
ト オプションが灰色になります。
[不正アドホックの表示（Show All Rogue Adhocs）] チェックボックスをオフにすると、不
正アドホックをフィルタリングする方法を指定できます。

•

[MAC アドレス（MAC Address）]：特定の MAC アドレスを表示する場合は、その MAC アドレ
スを [MAC アドレス（MAC Address）] テキスト ボックスに入力します。
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•

[状態（State）]：ドロップダウン リストを使用して、[アラート（Alert）]、[既知（Known）]、[確認
済み（Acknowledged）]、[封じ込め完了（Contained）]、[脅威（Threat）]、または [不明（Unknown）]
のいずれかの封じ込め状態を選択します。

•

[ネットワーク上（On Network）]：ドロップダウン リストを使用して、ネットワーク上の不正
アドホックを表示するかどうか指定します。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

不正クライアントのフロア設定のフィルタリング
[不正クライアント（Rogue Clients）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[不
正クライアント フィルタ（Rogue Clients filter）
] ダイアログが表示されます。
[不正クライアント（Rogue Clients）] のフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[すべての不正クライアントの表示（Show All Rogue Clients）]：このチェックボックスをオン
にすると、マップ上のすべての不正クライアントが表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各不正ク
ライアントのアイコンが表示されます。
[すべての不正クライアントの表示（Show All Rogue Clients）] チェックボックスと [小さなア
イコン（Small Icons）] チェックボックスをオンにすると、その他のすべてのドロップダウン
リスト オプションが灰色になります。[すべての不正クライアントの表示（Show All Rogue
Clients）] チェックボックスをオフにすると、不正クライアントをフィルタリングする方法を
指定できます。

•

•

[アソシエートされている不正 AP の MAC アドレス（Assoc.Rogue AP MAC Address）]：特定の
MAC アドレスを表示する場合は、その MAC アドレスを [MAC アドレス（MAC Address）] テ
キスト ボックスに入力します。
[状態（State）]：このドロップダウン リストを使用して、[アラート（Alert）]、[封じ込め完了
（Contained）]、[脅威（Threat）]、または [不明（Unknown）] のいずれかの封じ込め状態を選択し
ます。

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。

干渉源設定のフィルタリング
[Interferer（干渉）] フロア設定を有効にし、右側の青い矢印をクリックすると、[干渉フィルタ
（Interferers filter）] ダイアログボックスが表示されます。
[干渉源（Interferer）] のフィルタリング オプションには、次の項目が含まれます。
•

[アクティブな干渉源のみ表示（Show active interferers only）]：このチェックボックスをオンに
すると、すべてのアクティブな干渉源が表示されます。

•

[小さなアイコン（Small Icons）]：このチェックボックスをオンにすると、マップ上の各干渉源
のアイコンが表示されます。

•

[影響を受けるゾーンの表示（Show Zone of Impact）]：おおまかな干渉の影響領域を表示しま
す。円の不透明度はその重大度を示します。赤一色の円は Wi-Fi 通信を妨害する可能性があ
る非常に強い干渉源を表し、薄いピンク色の円は弱い干渉源を表します。

•

該当するすべてのフィルタリング基準を選択したら、[OK] をクリックします。
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マップおよび AP ロケーション データのインポート
Autonomous から Lightweight アクセス ポイントに変換する場合や、WLSE から Prime
Infrastructure に変換する場合は、変換手順の 1 つとして、アクセス ポイント関連情報を手動で
Prime Infrastructure に再入力できます。この処理を高速化するために、アクセス ポイントに関す
る情報を WLSE からエクスポートして、Prime Infrastructure にインポートすることができます。
（注）

Prime Infrastructure は、.tar ファイルを想定しているため、ファイルをインポートする前に .tar 拡
張子かどうかをチェックします。インポートを試みているファイルが .tar ファイルでない場合
は、Prime Infrastructure にエラー メッセージが表示され、別のファイルをインポートするように
求められます。

（注）

WLSE データ エクスポート機能（WLSE バージョン 2.15）の詳細については、次の URL を参照し
てください。
http://<WLSE_IP_ADDRESS>:1741/debug/export/exportSite.jsp.
Prime Infrastructure Web インターフェイスを使用して、プロパティをマップし、WLSE データを
含む tar ファイルをインポートするには、以下のステップに従います。

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [マップのインポート（Import
Maps）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

[WLSE マップと AP ロケーション データ（WLSE Map and AP Location Data）] オプションを選択
して、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 4

[WLSE マップと AP ロケーション データのインポート（Import WLSE Map and AP Location Data）]
ページで、[参照（Browse）] をクリックしてインポートするファイルを選択します。

ステップ 5

インポートする .tar ファイルを見つけて選択し、[開く（Open）] をクリックします。
Prime Infrastructure では、[インポート元（Import From）] テキスト ボックスにファイルの名前が表
示されます。

ステップ 6

[インポート（Import）] をクリックします。
Prime Infrastructure によってファイルがアップロードされ、処理中のファイルは一時的にローカ
ル ディレクトリに保存されます。ファイルに処理できないデータが含まれている場合、Prime
Infrastructure は問題を修正して再試行することをユーザに求めます。ファイルのロードが完了す
ると、追加された内容を示すレポートが Prime Infrastructure に表示されます。レポートには、追加
できない内容とその理由も記載されます。
インポートするデータの一部がすでに存在している場合、Prime Infrastructure では、キャンパス
の場合は既存のデータが使用され、ビルディングとフロアの場合はインポートしたデータに
よって既存のデータが上書きされます。

（注）

WLSE サイトとビルディングの組み合わせと、Prime Infrastructure キャンパス（または最
上位のビルディング）とビルディングの組み合わせにおいて重複する名前がある場合は、
Prime Infrastructure の [インポート実行前レポート（Pre Execute Import Report）] に、既存の
ビルディングが削除されることを示すメッセージが表示されます。
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ステップ 7

[インポート（Import）] をクリックして、WLSE データをインポートします。
Prime Infrastructure にインポートされた内容を示すレポートが表示されます。

ステップ 8

インポートされたデータを表示するには、[モニタ（Monitor）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選
択します。

フロア領域のモニタリング
フロア領域とは、ロビー、地下、エレベータ シャフトを含み、集合住宅ビルディングではすべての
共通スペースを含む、外壁の外側の表面まで測定されたビルディングの各フロアの領域を指し
ます。
•

次世代マップによるパンおよびズーム（34-30 ページ）

•

フロア領域へのアクセス ポイントの追加（34-31 ページ）

•

アクセス ポイントの配置（34-33 ページ）

次世代マップによるパンおよびズーム
パン

マップを移動するには、左マウス ボタンをクリックしたまま、新しい場所にマッピングをドラッ
グします。
また、パン矢印を使用して、マップを東西南北に移動することもできます。これはマップの左上
隅にあります（「図 34-1」を参照）。
図 34-1

（注）

パン コントロール

キーボードの矢印キーを使用してパン操作を実行することもできます。

ズームインとズームアウト：スケールの変更

ズーム レベルは画像の解像度によって異なります。高解像度の画像の場合、より高倍率のズーム
レベルを使用できます。さまざまなスケールでマップの表示状態を変えるたびにズーム レベル
が変わり、表示が詳細になったり、広範になったりします。マップの中にはスケールを小さくし
ても大きくしても、同じ状態のマップもあります。
マップの詳細を表示するには、ズームインする必要があります。マップの左側のズーム バーを使
用してこれを行うことができます（「図 34-2」を参照）。ズーム バーの上部にある [+] 記号をク
リックします。ある場所を中心にズームインするには、その場所をダブルクリックします。マッ
プを広い範囲で表示するには、ズームアウトする必要があります。これを行うには、ズーム バー
の下部にある [-] 記号をクリックします。
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図 34-2

（注）

ズーム コントロール

マウスまたはキーボードを使用してズーム操作を実行できます。キーボードでは、[+] ま
たは [-] 記号を押してズームインまたはズームアウトします。マウスの場合は、マウスの
スクロール ホイールを使用してズームインまたはズームアウトします。あるいは、ダブ
ルクリックしてズームインします。

フロア領域へのアクセス ポイントの追加
.PNG、.JPG、.JPEG、または .GIF 形式のフロア図面と屋外領域のマップを Prime Infrastructure デー
タベースに追加した後に、Lightweight アクセス ポイント アイコンをマップ上に配置して、ビル
ディング内の設定位置を示すことができます。アクセス ポイントをフロア領域と屋外領域に追
加するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[マップ ツリー ビュー（Maps Tree View）] または左側のサイドバー メニューの [マップ（Maps）] >
[サイト マップ（Site Maps）] から、該当するフロアを選択して [フロア ビュー（Floor View）] ペー
ジを開きます。

ステップ 3
ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [アクセス ポイントの追加
（Add Access Points）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
[アクセス ポイントの追加（Add Access Points）] ページで、フロア領域に追加するアクセス ポイ
ントのチェックボックスをオンにします。
アクセス ポイントを検索する場合は、AP 名または MAC アドレス（イーサネット/無線）/IP を
[AP の検索（Search AP）] の [名前/MAC アドレス（イーサネット/無線）/IP（Name/MacAddress
(Ethernet/Radio)/IP）] テキスト ボックスに入力して、[検索（Search）] をクリックします。検索では
大文字と小文字は区別されません。
フロアおよび屋外領域にまだ割り当てられていないアクセス ポイントのみがリストに表示され
ます。
リストの上部にあるチェックボックスをオンにして、すべてのアクセス ポイントを選択します。

ステップ 5

該当するすべてのアクセス ポイントが選択されたら、アクセス ポイント リストの下部にある
[OK] をクリックします。
[アクセス ポイントの配置（Position Access Points）] ページが表示されます。
フロア マップに追加するために選択した各アクセス ポイントは、灰色の円で表され（アクセス
ポイント名や MAC アドレスにより区別）、フロア マップの左上部分に並べられます。

ステップ 6

各アクセス ポイントをクリックし、適切な位置にドラッグします。アクセス ポイントは選択さ
れると青色に変わります。
マップ上にアクセス ポイントをドラッグすると、[水平（Horizontal）] テキスト ボックスと [垂直
（Vertical）] テキスト ボックスにアクセス ポイントの水平位置と垂直位置が表示されます。
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各アクセス ポイントの横の小さい黒矢印は各アクセス ポイントの Side A を表し、各アクセス ポ
イントの矢印は、アクセス ポイントが設置された方向と一致する必要があります。Side A はそれ
ぞれの 1000 シリーズ アクセス ポイント上で明確に記されており、802.11a/n 無線とは関係あり
ません。方向の矢印を調整するには、[アンテナ角度（Antenna Angle）] ドロップダウン リストから
適切な方向を選択します。
アクセス ポイントを選択すると、そのアクセス ポイントの詳細がページの左側に表示されま
す。アクセス ポイントの詳細には、次の情報が含まれます。
•

[AP モデル（AP Model）]：選択したアクセス ポイントのモデル タイプを示します。

•

[プロトコル（Protocol）]：ドロップダウン リストから、このアクセス ポイントのプロトコルを
選択します。

•

[アンテナ（Antenna）]：ドロップダウン リストから、このアクセス ポイントの適切なアンテナ
タイプを選択します。

•

[アンテナ/AP イメージ（Antenna/AP Image）]：[アンテナ（Antenna）] ドロップダウン リストか
ら選択したアンテナがアンテナ イメージに反映されます。アンテナ イメージの右上の矢印
をクリックすると、画像のサイズが拡大します。

•

[アンテナ方向（Antenna Orientation）]：アンテナ タイプに応じて、[水平面（Azimuth）] と [垂直
面（Elevation）] の方向を度数で入力します。

[全方向（Omnidirectional）] アンテナのパターンでは方位角が存在しなくなるため、[水平面
（Azimuth）] オプションは表示されません。
（注）

内部アンテナでは、同じ垂直方向の角度が両方の無線に適用されます。

アンテナの角度は、マップの X 軸に対して相対的です。X（水平）座標および Y（垂直）座標の原
点はマップの左上の角であるため、0 度はアクセス ポイントの Side A を右に、90 度は Side A
を下に、180 度は Side A を左に向けることになります。
アンテナの Elevation（垂直面）は、最大 90 度までアンテナを垂直（上下）に移動するために使
用されます。

（注）

各アクセス ポイントがマップ上の正しい位置に設置されていること、またアンテナの方
向が正しいことを確認します。マップを使って、カバレッジ ホールや不正アクセス ポイ
ントを発見する際は、正確なアクセス ポイントの位置決めが重要です。

アンテナの垂直方向の角度および方位角のパターンの詳細については、次の URL を参照し
てください。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps469/tsd_products_support_series_home.html
ステップ 7

各アクセス ポイントの配置と調整が完了したら、[保存（Save）] をクリックします。
（注）

[保存（Save）] をクリックすると、アクセス ポイントのアンテナ ゲインが選択したアンテ
ナに一致します。これにより、無線がリセットされる可能性があります。

Prime Infrastructure によって、マップ全体の RF 予測が計算されます。この RF 予測は、カバレッジ
領域マップ上の RF 信号の相対強度を示しているため、一般的には「ヒート マップ」として知られ
ています。
ここでは、石壁や金属の物体など、ビルディングのさまざまな素材の減衰は考慮されておらず、
RF 信号が障害物に跳ね返る影響も表示されないため、実際の RF 信号強度の近似値のみが表示
されています。
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（注）

アンテナ ゲインの設定はヒートマップおよびロケーションの計算には影響を与えませ
ん。アンテナ ゲインはアンテナ名に暗黙的に関連付けられます。このため、次の条件が適
用されます。
- アンテナが Prime Infrastructure で「その他（Other）」として使用およびマークされている
場合、そのアンテナはすべてのヒートマップとロケーションの計算で無視されます。
- アンテナが Prime Infrastructure で Cisco アンテナとして使用およびマークされている場
合は、コントローラに設定されているゲインに関係なく、そのアンテナ ゲインの設定
（Prime Infrastructure 上の内部値）が使用されます。

マップ上へのアクセス ポイントの配置の詳細については、
「アクセス ポイントの配置」セクショ
ン（34-33 ページ）を参照してください。
ファイルをインポートまたはエクスポートすることにより、アクセス ポイントの位置を変更で
きます。詳細については、
「Wi-Fi TDOA レシーバの配置」セクション（34-51 ページ）を参照してく
ださい。

アクセス ポイントの配置
無線 LAN のカバレッジ領域における全デバイスの最適な位置を決定するには、アクセス ポイン
トの密度と位置を考慮する必要があります。
少なくとも 3 個、可能な場合は 4 個か 5 個のアクセス ポイントが、デバイス位置を必要とする各
領域にカバレッジを提供していることを確認します。デバイスを検出するアクセス ポイントは
多いほうが効果があります。この高水準のガイドラインが生み出す最良の実施例は次のとおり
です。優先度順に並べられています。
1.

最も重要なのは、アクセス ポイントが目的の位置を囲むことです。

2.

約 17 ～ 20 m（50 ～ 70 リニア フィート）ごとに 1 つのアクセス ポイントが配置される必要
があります。これは変換すると、230 ～ 450 平方メートル（2,500 ～ 5,000 平方フィート）ごと
に 1 つのアクセス ポイントとなります。

（注）

サイト マップで AP の高さを設定する場合、小数点以下の単位では変更できません。整数値のみ
使用できます。

（注）

アクセス ポイントは、約 6 m（20 フィート）未満の高さで設置する必要があります。性能を最も引
き出すためには、約 3 m（10 フィート）で設置すると理想的です。
これらのガイドラインに従うと、アクセス ポイントが追跡したデバイスをより検出しやすくな
ります。2 つの物理環境が同じ RF 特性を持つことはほとんどありません。ユーザは特定の環境や
要件に合わせてこれらのパラメータを変更しなければならない場合があります。

（注）

コントローラが情報を Location Appliance に転送するために、-75 dBm を超える信号でデバイス
を検出する必要があります。3 つ以上のアクセス ポイントが、-75 dBm 以下の信号でデバイスを
検出できなければなりません。
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（注）

全方向性アンテナを内蔵した天井マウント型 AP がある場合は、Prime Infrastructure でアンテナ
の方向を必ずしも設定する必要はありません。ただし、同じ AP を壁にマウントする場合は、アン
テナの方向を 90 度に設定する必要があります。
表 34-5 では、アクセス ポイントの方向について説明します。
表 34-5

アクセス ポイントのアンテナ方向

アクセス ポイント

アンテナの方向

1140（天井に取り付けた
場合）

Cisco ロゴは床面に向いている必要があります。垂直方向：0 度。

1240（天井に取り付けた
場合）

アンテナはアクセス ポイントに対して垂直にする必要があります。

1240（壁面に取り付けた
場合）

垂直方向：0 度。
アンテナはアクセス ポイントと平行にする必要があります。
垂直方向：0 度。
アンテナが AP と垂直な場合、角度は 90 度になります（ダイポー
ル アンテナは全方向性のため、方向の上下は関係ありません）。

マップ作成のための自動階層の使用方法
自動階層作成は、すばやくマップを作成して、Prime Infrastructure のマップにアクセス ポイント
を割り当てる方法です。ワイヤレス LAN コントローラを Prime Infrastructure 追加し、アクセス ポ
イントに名前を付けたら、自動階層作成を使用してマップを作成できます。また、ネットワーク
にアクセス ポイントを追加した後、自動階層作成をしようして、Prime Infrastructure のマップに
アクセス ポイントを割り当てることができます。

（注）

自動階層作成機能を使用するには、マップのキャンパス、ビルディング、フロア、または屋外領域
名を指定する、ワイヤレス アクセス ポイントに対して確立された命名パターンを必要とします。
たとえば、San Jose-01-GroundFloor-AP3500i1 などです。

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [自動階層の作成（Automatic Hierarchy Creation）] を選択して、[自動階層の作成
（Automatic Hierarchy Creation）] ページを表示します。

ステップ 2

テキスト ボックスに、システムのアクセス ポイントの名前を入力します。または、リストから名
前を 1 つ選択できます。
この名前は、マップを作成する正規表現を作成するために使用されます。
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（注）

以前に作成した正規表現を更新するには、その正規表現の横にある [ロードして続行
（Load and Continue）] をクリックして正規表現を適宜更新します。正規表現を削除するに
は、その正規表現の横にある [削除（Delete）] をクリックします。

ステップ 3

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 4

アクセス ポイントの名前にデリミタが含まれている場合は、それをテキスト ボックスに入力し
て [デリミタに基づき基本的な正規表現を作成（Generate basic regex based on delimiter）] をクリッ
クします。システムではデリミタに基づいてアクセス ポイントの名前と一致する正規表現が作
成されます。
たとえば、ダッシュ（-）のデリミタをアクセス ポイント名、San Jose-01-GroundFloor-AP3500i1 で
使用すると、正規表現 /(.*)-(.*)-(.*)-(.*)/ が作成されます。
より複雑なアクセス ポイント名がある場合は、手動で正規表現を入力できます。
先頭と末尾のスラッシュを入力する必要はありません。
規則として、Prime Infrastructure ではスラッシュ内に正規表現を表示します。

ステップ 5

[テスト（Test）] をクリックします。システムは、アクセス ポイント名に対して作成されたマップ
と、入力された正規表現を表示します。

ステップ 6

[グループ（Group）] のフィールドを使用して、階層型に一致するグループを割り当てます。
たとえば、アクセス ポイントに SJC14-4-AP-BREAK-ROOM という名前を付けたとします。
この例では、キャンパス名が SJC、ビルディング名が 14、フロア名が 4、AP 名が AP-BREAK-ROOM
です。
正規表現 /([A-Z]+)(\d+)-(\d+)-(.*)/ を使用します。
AP 名から、次のグループが抽出されます。
1.

SJC

2.

18

3.

4

4.

AP-BREAK-ROOM

一致するグループは、1 から始めて、左から右へ割り当てられます。
一致するグループを階層要素と一致させるには、各グループ番号のドロップダウン リストを使
用して、適切な階層要素を選択します。
これにより、アクセス ポイント名内の位置は、ほとんどどのような順番でも可能になります。
たとえば、アクセス ポイントに EastLab-Atrium2-3-SanFrancisco という名前が付けられている場合
正規表現 /(.*)-(.*)-(.*)-(.*)/ と次のグループ マッピングを併用する場合：
1.

建物（Building）

2.

デバイス名（Device Name）

3.

フロア（Floor）

4.

キャンパス（Campus）

自動階層作成では、SanFrancisco というキャンパス、EastLab というビルディング、EastLab の 3 と
いうフロアを作成します。
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（注）

デバイス名がない、またはデバイスが影響を与えない 2 つの階層タイプでは、他の目的で一致す
るグループを使用する必要がある場合は、グループを省略できます。
自動階層作成は、アクセス ポイントを配置するマップを計算するためにマップする次のグルー
プが必要です。

キャンパス グループ ビルディング グルー フロア グループは
は一致しているか? プは一致しているか? 一致しているか?

結果の位置

○

○

○

キャンパス > ビルディング > フロア

○

○

×

不一致

○

×

○

キャンパス > フロア（フロアが屋外領域の場合）

○

×

×

不一致

×

○

○

システム キャンパス > ビルディング > フロア

×

○

×

不一致

×

×

○

不一致

×

×

×

不一致

自動階層作成では、フロア名からフロア インデックスを推測しようとします。フロア名が数値の
場合、AHC はフロアを正数のフロア インデックスに割り当てます。フロア名が負の数値または
文字 B で始まる場合（b1、-4、または B2 など）、AHC はフロアを負数のフロア インデックスに割
り当てます。これは、フロアが地下であることを示します。
アクセス ポイントを配置する既存のマップを検索する場合、AHC は、アクセス ポイントの名前
と同じフロア インデックスを持つアクセス ポイントのビルディング内のフロアを考慮します。
たとえば、SF > MarketStreet > Sublevel1 というマップがあり、フロア インデックスが -1 の場合、
そのフロアにはアクセス ポイント SF-MarketStreet-b1-MON1 が割り当てられます。
ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。アクセス ポイントの対象を増やしてテストできます。[デバイ
ス名を追加してテストする対象（Add more device names to test against）] フィールドにアクセス ポ
イントを入力して [追加（Add）] をクリックすると、より多くのアクセス ポイントに対する正規
表現と一致グループのマッピングをテストできます。
次に、[テスト（Test）] をクリックして、テーブル内の各アクセス ポイント名をテストします。各テ
ストの結果がテーブルに表示されます。
必要に応じて、現在の正規表現の正規表現またはグループ マッピングを編集するには、前のス
テップに戻ります。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックしてから、[保存して適用（Save and Apply）] をクリックします。これでシ
ステムに正規表現が適用されます。システムはマップに割り当てられていないすべてのアクセ
ス ポイントを処理します。
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（注）

フロア イメージ、正しい寸法などを含めるようにマップを編集できます。自動階層作成でマップ
を作成する場合は、20 フィート X 20 フィートのデフォルト寸法が使用されます。正しい寸法な
どの属性を指定するには、作成されたマップを編集する必要があります。
自動階層作成を使用して作成されるマップは、不完全なアイコンがマップ リストに表示されま
す。マップの編集が完了すると、[未完了（incomplete）] アイコンが消えます。[ビューの編集（Edit
View）] リンクをクリックして、不完全なマップの列を非表示にできます。

Map Editor の使用
Map Editor を使って、フロア図面情報を定義、描画、および拡張します。また、Map Editor では、ア
クセスポイントに対する RF 予測ヒートマップを計算するときに反映できるように、障害物を作
成できます。その特定の領域にあるクライアントとタグを特定する、Location Appliances のカバ
レッジ領域を追加することもできます。
プランニング モードでは、プランニング ツールが起動されるブラウザ ウィンドウで Map Editor
を開きます。元のブラウザ ウィンドウがフロアのページから移動している場合は、フロアのペー
ジに戻って、Map Editor を起動する必要があります。
•

Map Editor の使用に関するガイドライン

•

アクセス ポイントの配置に関するガイドライン

•

フロア上の包含領域と除外領域に関するガイドライン

•

Map Editor の表示

•

Map Editor のアイコン

•

Map Editor によるカバレッジ領域の描画

•

Map Editor を使用した障害物の描画

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義
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Map Editor の使用に関するガイドライン
Map Editor を使用してビルディングまたはフロア マップを変更する際には、以下の点を考慮し
てください。
•

以前の Floor Plan Editor から .FPE ファイルをインポートするのではなく、Map Editor を使用
して壁やその他の障害物を描画することを推奨します。
– 必要に応じて .FPE ファイルをインポートすることはできます。
そのためには、目的のフロ

ア領域に移動し、[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [フロア
領域の編集（Edit Floor Area）] を選択して、[実行
（Go）] をクリックします。次に、[FPE ファイ
ル
（FPE File）] チェックボックスをオンにして .FPE ファイルを参照し、選択します。
•

Map Editor でフロア図面に追加できる壁の数に制限はありません。ただし、クライアント
ワークステーションの処理能力およびメモリによって、Prime Infrastructure でのリフレッ
シュやレンダリングが制限されることがあります。
– RAM が 1 GB 以下のコンピュータでは、
実用的な制限として、フロアごとの壁数を 400 個

までにすることを推奨します。
•

すべての壁は、Prime Infrastructure が RF カバレッジ ヒートマップを生成する際に使用され
ます。

アクセス ポイントの配置に関するガイドライン
部屋や建物の屋外の近くにデバイスが置かれるように、カバレッジ領域の境界に沿ってアクセ
ス ポイントを設置します。このようなカバレッジ領域の中心に設置されたアクセス ポイントか
らは、場合によっては他の全アクセス ポイントから等距離に見えてしまうデバイスに関しても
有益なデータが得られます。
図 34-3

クラスタに集めたアクセス ポイント

全体のアクセス ポイントの密度を高め、アクセス ポイントをカバレッジ領域の周辺方向へ移動
することにより、位置精度が大幅に向上します。
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図 34-4

密度を高めることによる位置精度の向上

細長いカバレッジ領域では、直線的にアクセス ポイントを配置しないようにします。各アクセス
ポイントでデバイス ロケーションのスナップショットが他と異なるように、それらを交互にず
らします。
図 34-5

直線的な配置を控える

この計画では高い帯域幅のアプリケーションに十分なアクセス ポイント密度が提供されます
が、ある 1 つのデバイスに対する、各アクセス ポイントからの見え方があまり変化しないため、
ロケーションの特定が困難になるという問題があります。
アクセス ポイントをカバレッジ領域の周辺に移動して、それらを交互にずらします。それぞれに
おいてデバイスの見え方が明確に異なる可能性が高くなり、結果としてより位置精度が高まり
ます。
図 34-6

周辺で交互にずらすことによる位置精度の向上
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最も一般的な無線端末は、3 つの重複しないチャネルのみを提供する 802.11b/n しかサポートし
ていません。そのため、電話に対して設計された無線 LAN は、データを伝送するために計画され
たものより密度が低い傾向があります。また、トラフィックが Platinum QoS バケット（通常は音
声トラフィック、および遅延の影響を受けやすい他のトラフィック用に予約されている）に
キューイングされると、Lightweight アクセス ポイントはスキャン機能を延期します。これによ
り、スキャン機能は他のチャネルで最大となり、アクセス ポイントは他の情報と共にデバイスの
位置情報を収集します。ユーザは、monitor-only モードに設定したアクセス ポイントで無線 LAN
展開を補完できます。モニタリング機能のみを実行するアクセス ポイントは、クライアントに
サービスを提供せず、干渉は引き起こしません。電波をスキャンしてデバイス情報を取得するの
みです。
音声ネットワークなどの低密度の無線 LAN の導入では、それらの位置精度が、モニタ アクセス
ポイントの追加および適切な配置によって非常に高まることがわかります。
図 34-7

低密度の無線 LAN の設置

無線ラップトップ、ハンドヘルド、または電話を使用してカバレッジを検証し、3 つ以上のアクセ
ス ポイントがデバイスによって検出されることを確認します。クライアントとアセット タグの
ロケーションを確認するには、Prime Infrastructure によるクライアントのデバイスとタグの報告
が、指定した精度範囲内（10 m、90 %）であることを確認します。
（注）

全方向性アンテナを内蔵した天井マウント型 AP がある場合は、Prime Infrastructure でア
ンテナの方向を必ずしも設定する必要はありません。ただし、同じ AP を壁にマウントす
る場合は、アンテナの方向を 90 度に設定する必要があります。

フロア上の包含領域と除外領域に関するガイドライン
包含領域と除外領域は多角形で表され、最低 3 点で構成される必要があります。
フロア上の包含リージョンを 1 つだけ定義できます。デフォルトでは、各フロアの包含リージョ
ンは、そのリージョンが Prime Infrastructure に追加される際に定義されます。包含リージョンは
水色の実線で示され、通常はリージョンの輪郭を描きます。
フロア上の除外リージョンを複数定義できます。
新たに定義された包含リージョンと除外リージョンは、Mobility Services Engine によってロケー
ションが再計算された後にヒートマップ上に表示されます。
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Map Editor の表示
Map Editor を使用するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップの設計（Site Map Design）] を選択します。

ステップ 2

目的のキャンパスをクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus
Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

キャンパスをクリックし、次にビルディングをクリックします。

ステップ 4

目的のフロア領域をクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus
Name）] > [建物名（Building Name）] > [フロア領域名（Floor Area Name）] ページが表示されます。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。[Map Editor] ページが表示されます。

Map Editor のアイコン
表 34-6

アイ
コン

次世代マップのアイコン

説明
フロアのスケーリング：線の描画を開始するマップ上の任意の場所をクリックします。
ダブルクリックすると線を終了し、表示されるポップアップに新しい行の長さを入力
します。これでフロア寸法を新しい寸法に変更します。
距離の測定：線の描画を開始するマップ上の任意の場所をクリックします。ダブルク
リックすると線が終了します。測定した線の長さはフィート/メートル単位で上部に表
示されます。
障害物のコピー/移動：マップ上にボックスを描画するか、障害物をクリックして、障害
物を選択します。障害物をコピーするには、[コピー（Copy）] をクリックします。これで、
選択された障害物のすぐ上に新しい障害物が作成されます。障害物を移動するには、選
択した障害物を新しい位置にドラッグします。マップ上の任意の個所をクリックする
と、すべての要素が選択解除されます。
削除モード：マップ上にボックスを描画するか、各要素をクリックして、削除する要素を
選択します。複数の要素を選択するには、Shift キーを使用します。要素の選択/選択解除
を切り替えるには、Ctrl キーを 1 回ずつ使用します。マップ上の任意の個所をクリックす
ると、すべての要素が選択解除されます。選択した要素を削除するには、[削除（Delete）]
をクリックします。
変更モード：要素をクリックし、変形させる頂点をクリックするか、要素をドラッグし
て新しい位置まで移動します。マップ上の任意の個所をクリックすると、選択した要素
が選択解除されます。
カバレッジ領域の描画
ロケーション リージョンの描画
レールの描画
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表 34-6

アイ
コン

次世代マップのアイコン（続き）

説明
障害物の描画：描画を開始するマップ上の任意の場所をクリックします。ダブルクリッ
クすると描画を終了します。現在の描画を取り消す場合は Ctrl-z を、やり直す場合は
Ctrl-y を、キャンセルする場合は Esc キーを使用します。
マーカーの配置
ナビゲーション：描画や編集など選択したモードをすべて削除し、ナビゲーション モード
に切り替えます。このモードでは、マップを表示し、ズームまたはパンを実行できます。

Map Editor によるカバレッジ領域の描画
長方形以外のビルディングがある場合や、フロア内に長方形以外の領域をマークする場合は、
Map Editor を使用してカバレッジ領域を描画できます。
ステップ 1

Prime Infrastructure にフロア図面がまだ表示されていない場合は、フロア図面を追加します。

ステップ 2

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 3

編集する屋外領域、
キャンパス、
ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックします。

ステップ 4
ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。
[Map Editor] ページで、ツールバーの [カバレッジ領域の描画（Draw Coverage Area）] アイコンを
クリックします。
ポップアップが表示されます。

ステップ 6

定義する領域の名前を入力します。[OK] をクリックします。
描画ツールが表示されます。

ステップ 7

輪郭を描く領域に描画ツールを移動します。
•

左マウス ボタンをクリックして、線の描画を開始および終了します。

•

領域の輪郭を完全に描いたら、左マウス ボタンをダブルクリックすると、ページ内で領域が
強調表示されます。

マップ上で輪郭を描いた領域を強調表示するには、閉じたオブジェクトである必要があります。
ステップ 8

ツールバーのディスク アイコンをクリックして、新たに描画した領域を保存します。
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Map Editor を使用した障害物の描画
表 34-7 では、障害のカラー コーディングについて説明します。
表 34-7

障害のカラー コーディング

障害のタイプ

カラー コーディング

損失（dB）

厚い壁

13

薄い壁

2

重いドア

15

軽いドア

4

パーティション

1

ガラス

1.5

フロア上の包含リージョンの定義
包含領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーの水色のボックスをクリックします。
一度に 1 つの包含領域のみ定義できることを示すメッセージ ボックスが表示されます。新しい
包含リージョンを定義すると、以前に定義されていた包含リージョンは自動的に削除されます。
デフォルトでは、各フロアの包含リージョンは、そのリージョンが Prime Infrastructure に追加さ
れる際に定義されます。包含リージョンは水色の実線で示され、通常はリージョンの輪郭を示し
ます。

ステップ 6

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。包含領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 7

包含領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。

ステップ 8

含める領域の境界に沿ってカーソルを移動させ、クリックして境界線を終了します。再びクリッ
クすると、次の境界線を定義できます。
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ステップ 9

領域の輪郭が描画されるまでステップ 8 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。水色の実線によって包含領域が定義されます。

ステップ 10

[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択するか、ツールバーのディスク アイコ
ンをクリックして、包含リージョンを保存します。

（注）

包含領域を誤って定義した場合は、領域をクリックします。選択された領域の輪郭が水色
の破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア
マップから削除されます。

ステップ 11

[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっていない場合
にはオンにします。これをすべてのフロア マップに適用する場合は、[設定の保存（Save Settings）]
をクリックします。[レイヤの構成（Layers configuration）] ページを閉じます。

ステップ 12

Prime Infrastructure と MSE データベースを再同期するには、[サービス（Services）] > [サービスの
同期（Synchronize Services）] を選択します。
（注）

ステップ 13

2 つの DB がすでに同期されている場合は、変更があるたびに自動的に再同期が実行され
ます。明示的に再同期する必要はありません。

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。

（注）

新たに定義された包含リージョンと除外リージョンは、Mobility Services Engine によって
ロケーションが再計算された後にヒートマップ上に表示されます。

フロア上の除外リージョンの定義
フロア上のロケーション計算の精度をさらに高めるために、計算に含めない領域（除外領域）を
定義できます。たとえば、ビルディング内のアトリウムや階段の吹き抜けなどの領域を除外でき
ます。通常、除外領域は包含領域の境界内に定義されます。
除外領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーの紫色のボックスをクリックします。

ステップ 6

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。除外領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 7

除外領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。
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ステップ 8

除外する領域の境界に沿って描画アイコンを移動させます。1 回クリックして境界線を開始し、
再びクリックして境界線を終了します。

ステップ 9

領域の輪郭が描画されるまでステップ 8 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。定義された除外領域は、領域が完全に定義されると紫色で網掛けされます。除外された領域
は紫色で網掛けされます。

ステップ 10

追加の除外リージョンを定義するには、ステップ 5 ～ ステップ 9 を繰り返します。

ステップ 11

すべての除外領域を定義したら、[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択する
か、ツールバーのディスク アイコンをクリックして、除外リージョンを保存します。
除外領域を削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色の破線
で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア マップから削
除されます。

ステップ 12

完了したら、[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっ
ていない場合にはオンにし、[設定の保存（Save settings）] をクリックし、[レイヤの構成（Layers
configuration）] ページを閉じます。

ステップ 13

Prime Infrastructure とロケーション データベースを再同期するには、[サービス（Services）] > [サー
ビスの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 14

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。

フロア上のレール ラインの定義
フロア上にコンベヤ ベルトを表すレール ラインを定義できます。また、レール領域の周囲にス
ナップ幅とも呼ばれる、ロケーション計算を一層サポートする領域を定義できます。この領域
は、クライアントが表示されると予測される領域を表します。スナップ幅の領域内に配置された
クライアントは、レール ライン上に表示されるか（多数）、スナップ幅領域の外側に表示されます
（少数）。

（注）

レール ラインの設定はタグには適用されません。
スナップ幅領域は、フィートまたはメートル（ユーザ定義）単位で定義され、レールの片側（東お
よび西、または北および南）からモニタされる距離を表します。
レールをフロアに定義するには、以下のステップに従います。

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーのレール アイコン（紫色の除外アイコンの右側）をクリックします。

ステップ 6

表示されたメッセージ ダイアログボックスで、レールのスナップ幅（フィートまたはメートル）
を入力し、[OK] をクリックします。描画アイコンが表示されます。
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ステップ 7

レール ラインの開始ポイントで描画アイコンをクリックします。ラインの描画を停止するとき
やラインの方向を変える際は、再びクリックします。

ステップ 8

フロア マップ上にレール ラインを完全に描画したら、描画アイコンを 2 回クリックします。レー
ル ラインはマップ上に表示され、片側は定義されたスナップ幅リージョンに接します。
レール ラインを削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色の
破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア マップか
ら削除されます。

ステップ 9

フロア マップで、[レイヤ（Layers）] ドロップダウン リストを選択します。

ステップ 10

完了したら、[レール（Rails）] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにし、[設定
の保存（Save Settings）] をクリックして、[レイヤの構成（Layers configuration）] ペインを閉じます。

ステップ 11

Prime Infrastructure と Mobility Services Engine を再同期するには、[サービス（Services）] > [サービ
スの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 12

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。

屋外領域の追加
屋外領域マップをデータベースに追加したことがあるかどうかに関係なく、屋外領域を Prime
Infrastructure データベース内のキャンパス マップに追加することができます。
屋外領域をキャンパス マップに追加するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

屋外領域のマップをデータベースに追加する場合は、マップを .PNG、.JPG、.JPEG、または .GIF 形
式で保存します。ファイル システムの特定の場所にあるマップを参照して、インポートします。

（注）

屋外領域を追加するのにマップは必要ありません。屋外領域をデータベースに追加する
ため、領域の寸法を定義する必要があるだけです。マップは任意のサイズにできます。こ
れは、Prime Infrastructure がワークスペースに適合するようマップを自動的にサイズ変更
するためです。

ステップ 2

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 3

目的のキャンパスをクリックすると、[モニタ（Monitor）] > [サイト マップ（Site Maps）] > [キャン
パス ビュー（Campus View）] ページが表示されます。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[新しい屋外領域（New Outdoor
Area）] を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。[新しい領域の作成（Create New Area）] ページが表示されます。

ステップ 6

[新しい屋外領域（New Outdoor Area）] ページで、次の情報を入力します。
•

[名前（Name）]：新しい屋外領域のユーザ定義の名前。

•

[連絡先（Contact）]：ユーザ定義の連絡先の名前。
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•

[領域タイプ（RF モデル）
（Area Type (RF Model)）]：[個室および壁で囲まれたオフィス（Cubes
And Walled Offices）]、[乾式壁のオフィスのみ（Drywall Office Only）]、[屋外のオープン スペー
ス（Outdoor Open Space）
（デフォルト）
]
。

•

[AP の高さ（フィート）
（AP Height (feet)）]：アクセス ポイントの高さを入力します。

•

[イメージ ファイル（Image File）]：屋外領域マップを含むファイルの名前。[参照（Browse）] を
クリックしてファイルを検索します。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[配置（Place）
] をクリックして、屋外領域をキャンパス マップ上に配置します。Prime Infrastructure
では、キャンパス マップのサイズに合わせてサイズ変更された屋外領域の四角形が作成されます。

ステップ 9

屋外領域の四角形をクリックし、キャンパス マップ上の目的の位置までドラッグします。

ステップ 10

[保存（Save）
] をクリックして、この屋外領域とキャンパス上の位置をデータベースに保存します。
屋外領域には、該当する [マップ（Maps）] ページに移動するためのハイパーリンクが関連付けら
れます。

ステップ 11 （任意）
新しい屋外領域に位置プレゼンス情報を割り当てるには、[ロケーション プレゼンス情報

の編集（Edit Location Presence Info）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
デフォルトでは、[子要素プレゼンス情報の上書き（Override Child Element Presence Info）] チェック
ボックスがオンになっています。屋外領域については、この設定を変更する必要はありません。

チョークポイントを使用したタグの位置報告の精度の
向上
チョークポイントを設置すると、精度の高い RFID タグの位置情報を取得できます。アクティブな
Cisco Compatible Extensions バージョン 1 準拠の RFID タグがチョークポイントの範囲に入ると、
タグはチョークポイントにより誘導されます。その後、このチョークポイントの MAC アドレス
が、誘導されたタグにより送信される次のビーコンに含められます。このタグ ビーコンを検出し
たすべてのアクセス ポイントはその後、情報をコントローラと Location Appliance に転送します。
アクティブな Compatible Extensions 準拠のタグと一緒にチョークポイントを使用すると、タグ
とそのアセットに関する位置情報が即座に提供されます。Cisco Compatible Extension タグが
チョークポイントの範囲外に出ると、後続のビーコン フレームにはチョークポイントの識別情
報が何も含まれません。タグの位置はデフォルトで、タグにアソシエートされているアクセス ポ
イントにより報告される RSSI に基づいた標準の計算方法で決定されます。
•

Prime Infrastructure マップへのチョークポイントの追加

•

チョークポイントの配置

•

Prime Infrastructure への Wi-Fi TDOA レシーバの追加

•

マップへの Wi-Fi TDOA レシーバ追加

•

Wi-Fi TDOA レシーバの配置

•

RF 校正モデルの管理
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Prime Infrastructure へのチョークポイントの追加
チョークポイントは、チョークポイントのベンダーによって推奨されるとおりに設置および設
定されます。チョークポイントのインストールが完了して動作可能になったら、チョークポイン
トをロケーション データベースに入力して、Prime Infrastructure マップ上に表示できます。
Prime Infrastructure データベースにチョークポイントを追加するには、
以下のステップに従います。
ステップ 1

[設定（Configure）] > [チョークポイント（Chokepoints）] の順に選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [チョークポイントの追加（Add
Chokepoints）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

チョークポイントの MAC アドレスと名前を入力します。

ステップ 5

[Entry/Exit チョークポイント（Entry/Exit Chokepoint）] チェックボックスをオンにします。

ステップ 6

チョークポイントのカバレッジ範囲を入力します。
チョークポイントの範囲は視覚的に表示されるのみです。これは製品固有です。実際の範囲は、
該当するチョークポイント ベンダー ソフトウェアを使用して別個に設定する必要があります。

ステップ 7

[OK] をクリックします。
データベースにチョークポイントを追加したら、適切な Prime Infrastructure フロア マップに配置
できます。

Prime Infrastructure マップへのチョークポイントの追加
チョークポイントをマップに追加するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[マップ（Maps）] ページで、チョークポイントのフロアの位置に対応するリンクを選択します。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [チョークポイントの追加（Add
Chokepoints）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
[チョークポイントの追加（Add Chokepoints）] 概要ページには、データベースには存在している
が、まだマップされていない、最近追加されたチョークポイントがすべて一覧表示されます。

ステップ 5

マップ上に配置するチョークポイントの横にあるチェックボックスを選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
チョークポイント アイコンが左上隅に配置されたマップが表示されます。これで、マップ上に
チョークポイントを配置する準備ができました。

ステップ 7

チョークポイント アイコンを左クリックし、適切な位置までドラッグします。
チョークポイント アイコンを配置するためにクリックすると、左側のダイアログボックスに
チョークポイントの MAC アドレス、名前、およびカバレッジ範囲が表示されます。

ステップ 8

[保存（Save）] をクリックします。
フロア マップに戻ると、マップ上に追加されたチョークポイントが表示されます。
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ステップ 9

（注）

新たに作成されたチョークポイント アイコンは、そのフロアの表示設定に応じて、マッ
プに表示される場合と表示されない場合があります。

（注）

チョークポイントの周囲の輪は、カバレッジ領域を示しています。CCX タグとそのア
セットがカバレッジ領域内を通過すると、位置の詳細がブロードキャストされ、タグは
チョークポイント カバレッジ円上に自動的にマップされます。タグがチョークポイント
の範囲外に出ると、その位置は以前と同様に計算されるので、チョークポイントの輪の上
にはマップされなくなります。

（注）

チョークポイントのマップ アイコンの上にマウス カーソルを移動すると、チョークポイ
ントの MAC アドレス、名前、Entry/Exit チョークポイント、スタティック IP アドレス、お
よび範囲が表示されます。

チョークポイントがマップ上に表示されない場合は、[フロア設定（Floor Settings）] メニューにあ
る [チョークポイント（Chokepoints）] チェックボックスを選択します。
（注）

すべてのマップに対してこの表示条件を保存しない場合には、[設定の保存（Save Settings）]
をクリックしないでください。

ネットワーク設計を Mobility Services Engine またはロケーション サーバに同期して、チョーク
ポイント情報をプッシュする必要があります。

チョークポイントの配置
チョークポイントをマップ上に配置するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

チョークポイント アイコンを左クリックし、適切な位置までドラッグします。
チョークポイント アイコンを配置するためにクリックすると、左側のダイアログボックスに
チョークポイントの MAC アドレス、名前、およびカバレッジ範囲が表示されます。

ステップ 2

アイコンが正しくマップに配置されたら、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 3

新たに作成されたチョークポイント アイコンは、そのフロアの表示設定に応じて、マップに表示
される場合と表示されない場合があります。

（注）

チョークポイントの周囲の輪は、カバレッジ領域を示しています。Cisco Compatible
Extensions タグとそのアセットがカバレッジ領域内を通過すると、位置の詳細がブロー
ドキャストされ、タグはチョークポイント カバレッジ円上に自動的にマップされます。
チョークポイントの範囲は表示されるだけですが、実際に範囲を設定するにはチョーク
ポイントのベンダー ソフトウェアが必要です。タグがチョークポイントの範囲外に出る
と、その位置は以前と同様に計算されるので、チョークポイントの輪の上にはマップされ
なくなります。
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（注）

ステップ 4

チョークポイントがマップ上に見当たらない場合、[レイヤ（Layers）] を選択して、マップ上で表
示できる要素のドロップダウン リストを表示します。[チョークポイント（Chokepoints）] チェッ
クボックスをオンにします。

（注）

（注）

チョークポイントのマップ アイコンの上にマウス カーソルを移動すると、チョークポイ
ントの MAC アドレス、名前、および範囲が表示されます。

すべてのマップに対してこの表示条件を保存しない場合には、[設定の保存（Save Settings）]
をクリックしないでください。

ファイルをインポートまたはエクスポートすることにより、チョークポイントの位置を変更で
きます。

Wi-Fi TDOA レシーバの設定
•

Prime Infrastructure への Wi-Fi TDOA レシーバの追加

•

マップへの Wi-Fi TDOA レシーバ追加

•

Wi-Fi TDOA レシーバの配置

•

RF 校正モデルの管理

•

位置プレゼンス情報の管理

Prime Infrastructure への Wi-Fi TDOA レシーバの追加
Wi-Fi TDOA レシーバを Prime Infrastructure データベースに追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1
ステップ 2

[設定（Configure）] > [WiFi TDOA レシーバ（WiFi TDOA Receivers）] の順に選択します。
[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[WiFi TDOA レシーバの追加
（Add WiFi TDOA Receivers）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

Wi-Fi TDOA レシーバの MAC アドレス、名前、およびスタティック IP アドレスを入力します。
（注）

ステップ 5

Wi-Fi TDOA レシーバは、ベンダー ソフトウェアを使用して個別に設定されます。

[OK] をクリックして、Wi-Fi TDOA レシーバのエントリをデータベースに保存します。
データベースに Wi-Fi TDOA レシーバが追加された後、レシーバを適切な Prime Infrastructure フ
ロア マップに配置します。詳細については、
「Prime Infrastructure への Wi-Fi TDOA レシーバの追
加」セクション（34-50 ページ）を参照してください。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

34-50

OL-32122-01-J

第 34 章

ワイヤレス マップの使用
Wi-Fi TDOA レシーバの設定

マップへの Wi-Fi TDOA レシーバ追加
WiFi TDOA レシーバをマップに追加するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

Wi-Fi TDOA レシーバのフロアの位置に対応するリンクを選択します。

ステップ 3
ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[WiFi TDOA レシーバの追加
（Add WiFi TDOA Receivers）] を選択します。
[移動（Go）] をクリックします。
[WiFi TDOA レシーバの追加（Add WiFi TDOA Receivers）] 概要ページには、データベースには存
在しているが、まだマップされていない、最近追加された Wi-Fi TDOA レシーバがすべて一覧表
示されます。

ステップ 5

マップに追加する Wi-Fi TDOA レシーバの隣のチェックボックスをオンにします。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
緑色の Wi-Fi TDOA レシーバ アイコンが左上隅に配置されたマップが表示されます。これで、
マップ上に Wi-Fi TDOA レシーバを配置する準備ができました。

Wi-Fi TDOA レシーバの配置
Wi-Fi TDOA レシーバをマップ上に配置するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

Wi-Fi TDOA レシーバ アイコンを左クリックし、適切な位置までドラッグします。
Wi-Fi TDOA レシーバ アイコンを配置するためにクリックすると、左側のペインに Wi-Fi TDOA
レシーバの MAC アドレスと名前が表示されます。

ステップ 2

アイコンが正しくマップに配置されたら、[保存（Save）] をクリックします。
Wi-Fi TDOA レシーバのマップ アイコンの上にマウス カーソルを移動すると、Wi-Fi TDOA レ
シーバの MAC アドレスが表示されます。

ステップ 3

チョークポイントがマップ上に見当たらない場合、[レイヤ（Layers）] をクリックして、マップ上
で表示できる要素のドロップダウン リストを表示します。[WiFi TDOA レシーバ（WiFi TDOA
Receivers）] チェックボックスを選択します。
（注）

（注）

すべてのマップに対してこの表示条件を保存しない場合には、[設定の保存（Save Settings）
]
を選択しないでください。

ファイルをインポートまたはエクスポートすることにより、Wi-Fi TDOA レシーバの位置を変更
できます。
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関連項目
•

Prime Infrastructure への Wi-Fi TDOA レシーバの追加

•

マップへの Wi-Fi TDOA レシーバ追加

•

Wi-Fi TDOA レシーバの配置

RF 校正モデルの管理
指定した RF モデルがフロアのレイアウトを十分に表していない場合は、フロアに適用する校正
モデルを作成し、そのフロアの減衰特性をより正確に表すことができます。校正モデルは、別々の
フロア領域に適用できる測定済みの RF 信号特性を使用して RF オーバーレイとして使用されま
す。これによって Cisco WLAN Solution インストール チームは複数フロア領域の 1 フロアをレイ
アウトし、RF 校正ツールを使用して新しい校正モデルとしてそのフロアの RF 特性を測定して保
存し、その校正モデルを同一の物理レイアウトを備えるすべての他のフロアに適用できます。
2 つの方法のいずれかを使用して校正のデータを収集できます。
•

ポイント モード データ収集：校正ポイントを選択して、そのカバレッジ領域を一度に 1 つの
ロケーションについて計算します。

•

リニア モード データ収集：一連の直線状のパスを選択して、パスをたどりながら計算しま
す。通常、このアプローチはポイント モード データ収集よりも速く計算できます。また、ポイ
ント モード データ収集を使用すると、直線状のパスで見つからないロケーションに対する
データ収集を増やすことができます。

（注）

校正モデルは、クライアント、不正なクライアント、および不正なアクセス ポイントのみ
に適用できます。タグの校正には、AeroScout システム マネージャを使用します。タグの
校正の詳細については、http://support.aeroscout.com を参照してください。

（注）

802.11a/n 無線と 802.11b/g/n 無線の両方をサポートするクライアント デバイスを使用し
て、両方の周波数帯の校正を迅速に処理することを推奨します。

ラップトップやその他のワイヤレス デバイスを使用して、Prime Infrastructure サーバへのブラウ
ザを開き、校正プロセスを実行します。
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

校正

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除
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現在の校正モデルへのアクセス
現在の校正モデルにアクセスするには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Models）] を選択します。各校正モデルの [モデル名（Model Name）] と [ステータス（Status）] が表
示されます。

ステップ 3

特定の校正モデルにアクセスするには、モデル名をクリックします。

関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除

マップへの校正モデルの適用
現在の校正モデルをマップに適用するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Models）] を選択します。

ステップ 3

該当する校正モデルにアクセスするには、モデル名をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、
[マップに適用（Apply to Maps）]
を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。

関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除
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校正モデルのプロパティの表示
現在の校正モデルを表示または編集するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Models）] を選択します。

ステップ 3

該当する校正モデルにアクセスするには、モデル名をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[プロパティ（Properties）] を選
択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックして、校正モデルの詳細を表示または編集します。詳細については、校正
モデルのプロパティの表示を参照してください。

関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除

校正モデルの詳細の表示
校正モデルの詳細を編集するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Models）] を選択します。

ステップ 3

該当する校正モデルにアクセスするには、モデル名をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[プロパティ（Properties）] を選
択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。
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ステップ 6

ステップ 7

次のパラメータを編集できます。
•

[ロケーションのクライアント電力をスイープ（Sweep Client Power for Location）]：有効にす
るにはクリックします。アクセス ポイントが高密度に存在し、送信電力が低下しているか、
または不明である場合に有効にすると効果的です。クライアントの送信電力におけるスイー
プ範囲の精度は高まりますが、拡張性は低下します。

•

[ヒートマップ ビンサイズ（HeatMap Binsize）]：このドロップダウン リストから、[4]、[8]、
[16]、または [32] を選択します。

•

[ヒートマップ カットオフ（HeatMap Cutoff）]：ヒートマップ カットオフを決定します。特に
アクセス ポイント密度が高く、RF 伝播条件が良好な場合は、低いヒートマップ カットオフ
を設定することを推奨します。高いカットオフ値により、拡張性は高まりますが、クライアン
トの検索が難しくなる可能性があります。

必要な変更が完了した場合やページを終了する場合は、[OK] をクリックします。

関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除

新しい校正モデルの作成
新しい校正モデルを作成するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Models）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[新しいモデルの作成（Create
New Model）] を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 6

モデル名を入力し、[OK] をクリックします。
[未校正（Not Yet Calibrated）] ステータスの他の RF 校正モデルとともに、新しいモデルが表示さ
れます。
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関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除

校正プロセスの開始
校正プロセスを開始するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

モデル名をクリックして、[校正モデル（Calibration Model）] > [モデル名（Model Name）] ページを
開きます。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[データ ポイントの追加（Add
Data Points）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 4

校正の実行に使用しているデバイスの MAC アドレスを入力します。手動で入力する MAC アド
レスはコロンで区切る必要があります（例：FF:FF:FF:FF:FF:FF）。
（注）

ステップ 5

このプロセスが Cisco Centralized アーキテクチャを介して Prime Infrastructure に接続さ
れたモバイル デバイスから実行されている場合は、MAC アドレス テキスト ボックスに
自動的にデバイスのアドレスが読み込まれます。

校正が実行される適切なキャンパス、ビルディング、フロア、または屋外領域を選択します。

（注）

屋外領域の校正はリリース 1.0.x 以降でサポートされています。このオプションを使用し
て、校正データ ポイントを屋外領域に追加できます。校正と同様の手順を使用して、デー
タ ポイントを屋外領域に追加できます。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

選択したフロア マップおよびアクセス ポイントの位置が表示される際には、校正のためのデー
タ収集を実行した位置がプラス マーク（+）のグリッドで表されます。
これらの位置をガイドラインとして使用して、[校正ポイント（Calibration Point）] ポップアップ
（ポイント収集の場合）または [開始（Start）]/[終了（Finish）] ポップアップ（リニア収集の場合）の
いずれかを適切に配置することにより、データのポイント収集またはリニア収集のいずれかを
実行できます。これらのポップアップは、それぞれのオプションが表示されるとマップ上に表示
されます。
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校正データのポイント収集を実行するには、次の手順を実行します。
a.

[収集方法（Collection Method）] ドロップダウン リストから [ポイント（Point）] を選択し、[デー
タ ポイントを表示（Show Data points）] チェックボックスがまだオンになっていない場合には
オンにします。マップ上に [校正ポイント（Calibration Point）] ポップアップが表示されます。

b.

データ ポイント（+）に [校正ポイント（Calibration Point）] ポップアップの先端を配置し、[実
行（Go）] をクリックします。データ収集の進捗を示すダイアログボックスが表示されます。

（注）

c.

d.

近辺にあるすべてのアクセス ポイントでクライアントが均等に受信されるように、デー
タ収集中の校正クライアント ラップトップを回転させます。

選択したデータ ポイントでデータ収集が完了し、カバレッジ領域がマップ上に表示された
ら、[校正ポイント（Calibration Point）] ポップアップを別のデータ ポイントに移動して [実行
（Go）] をクリックします。
（注）

マップ上に表示されたカバレッジ領域は色分けされ、そのデータを収集するために
使用した特定の無線 LAN 規格に対応します。カラー コーディングに関する情報は、
ページの左側の凡例に示されます。また、校正処理の進捗は、凡例の上の 2 つのステー
タス バーに示されます。1 つは 802.11a/n 用、もう 1 つは 802.11b/g/n 用です。

（注）

誤って選択した位置のデータ ポイントを削除するには、[削除（Delete）] をクリックし
て適切なデータ ポイント上に表示される黒の四角形を移動します。必要に応じて、
Ctrl キーを押しながらマウスを移動し、四角形のサイズを変更します。

関連する周波数帯（802.11a/n、802.11b/g/n）の校正ステータス バーの表示が [完了（done）] に
なるまで、ポイント収集のステップ a. ～ c. を繰り返します。
（注）

校正ステータス バーは、約 50 か所の異なる位置と 150 個の測定結果を収集すると、
校正用のデータ収集の完了を表示します。校正プロセスで保存されたそれぞれの位
置で、複数のデータ ポイントが収集されます。校正処理の進捗は、凡例の上の 2 つの
ステータス バーに示されます。1 つは 802.11b/g/n 用、もう 1 つは 802.11a/n 用です。

校正データのリニア収集を実行するには、次の手順を実行します。
a.

[収集方法（Collection Method）] ドロップダウン リストから [リニア（Linear）] を選択し、[デー
タ ポイントを表示（Show Data points）] チェックボックスがまだオンになっていない場合に
はオンにします。[開始（Start）] ポップアップと [終了（Finish）] ポップアップの両方と共に、
マップ上に線が表示されます。

b.

開始データ ポイントに [開始（Start）] ポップアップの先端を配置します。

c.

終了データ ポイントに [終了（Finish）] ポップアップを配置します。

d.

開始データ ポイントにラップトップを持って立ち、[実行（Go）] をクリックします。定義され
たパスに沿って終了ポイントに向かって一定のペースで歩きます。データ収集が処理中であ
ることを示すダイアログボックスが表示されます。

（注）

データ収集バーが完了を示したとしても、終了ポイントに到達するまでデータ収集を
中止しないでください。
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（注）

e.

f.

Intel 製およびシスコ製のアダプタのみテスト済みです。[Cisco Compatible Extension
オプション（Cisco Compatible Extension Options）] で、[Cisco Compatible Extensions を
有効にする（Enable Cisco Compatible Extensions）] と [無線管理サポートを有効にする
（Enable Radio Management Support）] が有効になっていることを確認します。

終了ポイントに到達したら、スペース バー（またはデータ収集パネル上の [完了（Done）]）を
押します。収集ペインには、収集したサンプル数が表示されます。収集ペインが閉じると、
マップが表示されます。マップには、データが収集されたすべてのカバレッジ領域が表示さ
れます。

（注）

誤って選択した位置のデータ ポイントを削除するには、[削除（Delete）] をクリックし
て適切なデータ ポイント上に表示される黒の四角形を移動します。必要に応じて、
Ctrl キーを押しながらマウスを移動し、四角形のサイズを変更します。

（注）

カバレッジ領域は色分けされ、そのデータを収集するために使用した特定の無線
LAN 規格に対応します。カラー コーディングに関する情報は、ページの左側の凡例
に示されます。

各周波数帯のステータス バーが [完了（done）] になるまで、リニア収集のステップ b ～ e を繰
り返します。

（注）

リニア収集に加えてポイント モード データ収集を実行すると、見つからないカバ
レッジ領域に対応できます。

ステップ 8

ページ上部の校正モデルの名前をクリックすると、そのモデルのメインページに戻り、データ ポ
イントを校正できます。

ステップ 9

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [校正（Calibrate）] を選択し、[実
行（Go）] をクリックします。

ステップ 10

校正が完了したら、[Inspect Location Quality] リンクをクリックします。RSSI 測定値を示すマップ
が表示されます。

ステップ 11

新しく作成された校正モデルを使用するには、それが作成されたフロアにそのモデル適用する
必要があります（また、類似する減衰特性を持つその他のフロアについても同様）。[モニタ
（Monitor）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択して、モデルを適用する特定のフロアを見つけま
す。フロア マップのインターフェイスで、ドロップダウン リストから [フロア領域の編集（Edit
Floor Area）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 12

[フロア タイプ（RF モデル）
（Floor Type (RF Model)）] ドロップダウン リストから、新たに作成し
た校正モデルを選択します。[OK] をクリックして、フロアにモデルを適用します。
このプロセスを、必要なモデルとフロアの数に応じて繰り返します。モデルをフロアに適用する
と、そのフロアで実行される位置判定はすべて、校正モデルから収集した特定の減衰データを使
用して実行されます。
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関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

フロアへのモデルの適用

•

校正モデルの削除

校正
収集したデータ ポイントを計算するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

モデル名をクリックして、[校正モデル（Calibration Model）] > [モデル名（Model Name）] ページを
開きます。

ステップ 2

[校正モデル（Calibration Model）] > [モデル名（Model Name）] ページで、[コマンドの選択（Select a
command）] ドロップダウン リストから [校正（Calibrate）] を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

フロアへのモデルの適用
新たに作成された校正モデルを使用するには、それが作成されたフロアにモデルを適用する必
要があります（類似する減衰特性を持つ他のフロアについても同様）。
フロアにモデルを適用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モデルを適用する特定のフロアを見つけます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[フロア領域の編集（Edit Floor
Area）] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

[フロア タイプ（RF モデル）
（Floor Type (RF Model)）] ドロップダウン リストから、新たに作成し
た校正モデルを選択します。

ステップ 6

[OK] をクリックして、フロアにモデルを適用します。
このプロセスを、必要なモデルとフロアの数に応じて繰り返します。モデルをフロアに適用する
と、そのフロアで実行される位置判定はすべて、校正モデルから収集した特定の減衰データを使
用して実行されます。
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関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

校正モデルの削除

校正モデルの削除
校正モデルを削除するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

モデル名をクリックして、[校正モデル（Calibration Model）] > [モデル名（Model Name）] ページを
開きます。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [モデルの削除（Delete Model）]
を選択します。

ステップ 3

[移動（Go）] をクリックします。

関連項目
•

現在の校正モデルへのアクセス

•

マップへの校正モデルの適用

•

校正モデルのプロパティの表示

•

校正モデルの詳細の表示

•

新しい校正モデルの作成

•

校正プロセスの開始

•

フロアへのモデルの適用

位置プレゼンス情報の管理
Mobility Services Engine でロケーション表示を有効にすると、シスコのデフォルト設定（キャン
パス、ビルディング、フロア、XY 座標）以外の拡張 Civic ロケーション情報（市町村、州、郵便番号、
国）および GEO ロケーション情報（経度、緯度）を表示できます。クライアントは、ロケーション
ベースのサービスとアプリケーションで使用するために、オンデマンド ベースでこの情報を要
求できます。
現在のマップの位置プレゼンス情報を表示または編集するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

マップのチェックボックスをオンにします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [ロケーション プレゼンス
（Location Presence）] を選択します。

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

34-60

OL-32122-01-J

第 34 章

ワイヤレス マップの使用
マップの検索

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
[ロケーション プレゼンス（Location Presence）] ページが表示されます。
現在のマップのロケーション情報（[領域タイプ（Area Type）]、[キャンパス（Campus）]、[建物
（Building）]、および [フロア（Floor）]）を確認するには、[モニタ（Monitor）] > [サイト マップ（Site
Maps）] ページで選択したマップの情報を表示します。別のマップを選択するには、[プレゼンス
情報を更新するためのマップの選択（Select a Map to Update Presence Information）] ドロップダウ
ン リストを使用して、新しいマップ位置を選択します。

ステップ 5

[住所（Civic Address）] タブ、[GPS マーカー（GPS Markers）] タブ、または [詳細（Advanced）] タブを
クリックします。
•

[住所（Civic Address）]：名前、通り、住所番地、住居番地詳細、市（address line2）、州、郵便番号、
そして国によってキャンパス、ビルディング、またはフロアを特定します。

•

[GPS マーカー（GPS Markers）]：経度と緯度でキャンパス、ビルディング、またはフロアを特
定します。

•

[詳細（Advanced）]：近隣、区、国、郵便のコミュニティ名など、Civic の拡張情報でキャンパス、
ビルディング、またはフロアを特定します。
選択した各フィールドには、上記のすべてが含まれています。たとえば、[詳細（Advanced）] を
選択した場合、ユーザからの要求により GPS および Civic 位置情報も提供されます。選択し
た設定は、Mobility Services Engine レベルでの設定と一致する必要があります。
クライアントが、キャンパスに対して [GPS マーカー（GPS Markers）] フィールドで設定され
ていないビルディング、フロア、または屋外領域などのロケーション情報を要求した場合、エ
ラー メッセージが表示されます。

デフォルトでは、[子要素プレゼンス情報の上書き（Override Child Element Presence Info）] チェッ
クボックスがオンになっています。

マップの検索
[マップの検索（Search Maps）] ページでは次のパラメータを使用できます。
•

検索対象（Search for）

•

マップ名（Map Name）

•

検索場所（Search in）

•

検索の保存（Save Search）

•

ページあたりの項目数（Items per page）

[移動（Go）] をクリックすると、マップ検索結果ページが表示されます（「表 34-8」を参照）。
表 34-8

フィールド

マップの検索結果

オプション

[名前（Name）] [名前（Name）] 列の項目をクリックすると、各フロアの個々のフロア領域マップ
とともに既存のビルディングのマップが表示されます。
[タイプ
（Type）]

キャンパス、ビルディングまたはフロア領域。
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表 34-8

マップの検索結果

フィールド
[AP 総数
（Total APs）]
[a/n 無線（a/n
Radios）]
[b/g/n 無線
（b/g/n
Radios）]

オプション
検出された Cisco Radio の合計数が表示されます。
802.11a/n Cisco Radio の数が表示されます。
802.11b/g/n Cisco Radio の数が表示されます。

関連項目
•

独立した建物へのフロア図面の追加

•

Map Editor の使用

•

プランニング モードの使用

Map Editor の使用
Prime Infrastructure の Map Editor を使って、フロア図面情報を定義、描画、および拡張することが
できます。
•

Map Editor の表示

•

フロア上のレール ラインの定義

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義

Map Editor の表示
Map Editor を使用するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択して、[マップ（Maps）] ページを表示します。

ステップ 2

目的のキャンパスをクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus
Name）] ページが表示されます。

ステップ 3

キャンパスをクリックし、次にビルディングをクリックします。

ステップ 4

目的のフロア領域をクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus
Name）] > [建物名（Building Name）] > [フロア領域名（Floor Area Name）] ページが表示されます。

ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。[Map Editor] ページが表示されます。
（注）

外壁より外部の空白部分がすべてなくなるように、フロア図面のイメージが適切に縮尺
されていることを確認してください。フロアの寸法が正確かどうかを確かめるには、ツー
ルバーのコンパス ツールをクリックします。
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ステップ 6

基準長を配置します。実行すると、指定した線の長さの [スケール（Scale）] メニューが表示されま
す。基準長の寸法（幅と高さ）を入力して、[OK] をクリックします。

ステップ 7

[アンテナ モード（Antenna Mode）] ドロップダウン リストから、伝播パターンを決定します。

ステップ 8

アンテナ方向バーを目的の度の方向へスライドさせて、アンテナ調整をします。

ステップ 9

目的のアクセス ポイントを選択します。

ステップ 10

[保存（Save）] をクリックします。

関連項目
•

フロア上のレール ラインの定義

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義

Map Editor を使用した多角形領域の描画
長方形以外のビルディングがある場合や、フロア内に長方形以外の領域をマークする場合は、
Map Editor を使用して多角形領域を描画できます。
ステップ 1

フロア図面が Prime Infrastructure にまだ表示されていない場合は、フロア図面を追加します（「建
物へのフロア領域の追加」を参照）。

ステップ 2

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 3

編集する屋外領域、
キャンパス、
ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックします。

ステップ 4
ステップ 5

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。
[Map Editor] ページで、ツールバーの [境界の追加（Add Perimeter）] アイコンをクリックします。
ポップアップが表示されます。

ステップ 6

定義する領域の名前を入力します。[OK] をクリックします。
描画ツールが表示されます。

ステップ 7

輪郭を描く領域に描画ツールを移動します。
•

左マウス ボタンをクリックして、線の描画を開始および終了します。

•

領域の輪郭を完全に描いたら、左マウス ボタンをダブルクリックすると、ページ内で領域が
強調表示されます。

マップ上で輪郭を描いた領域を強調表示するには、閉じたオブジェクトである必要があります。
ステップ 8

ツールバーのディスク アイコンをクリックして、新たに描画した領域を保存します。
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ステップ 9

[コマンド（Command）] > [終了（Exit）] を選択して、ウィンドウを閉じます。元のフロア図面に戻
ります。

（注）

ステップ 10

（注）

Map Editor を終了して元のフロア図面ビューに戻ると、新たに描画した領域は表示され
ません。ただし、要素を追加する際に、[プランニング モデル（Planning Model）] ページに
は表示されます。

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プランニング モード（Planning
Mode）] を選択して、新たに定義した多角形領域に要素を追加し始めます。障害物のカラー コー
ディングについては、
「表 34-7」を参照してください。
アクセス ポイントの RF 予測ヒートマップは、実際の RF 信号強度を近似したものです。この
ヒートマップでは Map Editor を使用して描画された障害物の減衰が考慮されていますが、石壁
や金属の物体など、ビルディングのさまざまな素材の減衰は考慮されておらず、RF 信号が障害
物に跳ね返る影響も表示されません。13 dB の損失を与える厚い壁（オレンジに色分けされてい
る）では、ヒートマップの壁を超える RF 信号を十分に封じ込められない場合があります。

関連項目
•

Map Editor の表示

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義

フロア上の包含リージョンの定義
包含領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーの水色のボックスをクリックします。
一度に 1 つの包含領域のみ定義できることを示すメッセージ ボックスが表示されます。新しい
包含リージョンを定義すると、以前に定義されていた包含リージョンは自動的に削除されます。
デフォルトでは、各フロアの包含リージョンは、そのリージョンが Prime Infrastructure に追加さ
れる際に定義されます。包含リージョンは水色の実線で示され、通常はリージョンの輪郭を示し
ます。

ステップ 6

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。包含領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 7

包含領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。

ステップ 8

含める領域の境界に沿ってカーソルを移動させ、クリックして境界線を終了します。再びクリッ
クすると、次の境界線を定義できます。
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ステップ 9

領域の輪郭が描画されるまでステップ 8 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。水色の実線によって包含領域が定義されます。

ステップ 10

[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択するか、ツールバーのディスク アイコ
ンをクリックして、包含リージョンを保存します。

（注）

ステップ 11

包含領域を誤って定義した場合は、領域をクリックします。選択された領域の輪郭が水色
の破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア
マップから削除されます。

フロア マップに戻ってヒートマップ上で包含リージョンを有効にするには、[コマンド
（Command）] メニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 12

[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっていない場合
にはオンにします。これをすべてのフロア マップに適用する場合は、[設定の保存（Save Settings）]
をクリックします。[レイヤの構成（Layers configuration）] ページを閉じます。

ステップ 13

Prime Infrastructure と MSE データベースを再同期するには、[サービス（Services）] > [サービスの
同期（Synchronize Services）] を選択します。
（注）

ステップ 14

2 つの DB がすでに同期されている場合は、変更があるたびに自動的に再同期が実行され
ます。明示的に再同期する必要はありません。

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。
新たに定義された包含リージョンと除外リージョンは、Mobility Services Engine によってロケー
ションが再計算された後にヒートマップ上に表示されます。

関連項目
•

Map Editor の表示

•

フロア上のレール ラインの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義

フロア上の除外リージョンの定義
フロア上のロケーション計算の精度をさらに高めるために、計算に含めない領域（除外領域）を
定義できます。たとえば、ビルディング内のアトリウムや階段の吹き抜けなどの領域を除外でき
ます。通常、除外領域は包含領域の境界内に定義されます。
除外領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択します。
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ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーの紫色のボックスをクリックします。

ステップ 6

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。除外領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 7

除外領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。

ステップ 8

除外する領域の境界に沿って描画アイコンを移動させます。1 回クリックして境界線を開始し、
再びクリックして境界線を終了します。

ステップ 9

領域の輪郭が描画されるまでステップ 8 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。定義された除外領域は、領域が完全に定義されると紫色で網掛けされます。除外された領域
は紫色で網掛けされます。

ステップ 10

追加の除外リージョンを定義するには、ステップ 5 ～ ステップ 9 を繰り返します。

ステップ 11

すべての除外領域を定義したら、[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択する
か、ツールバーのディスク アイコンをクリックして、除外リージョンを保存します。

（注）

ステップ 12

除外領域を削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色
の破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア
マップから削除されます。

フロア マップに戻ってヒートマップ上で除外リージョンを有効にするには、[コマンド
（Command）] メニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 13

完了したら、[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっ
ていない場合にはオンにし、[設定の保存（Save settings）] をクリックし、[レイヤの構成（Layers
configuration）] ページを閉じます。

ステップ 14

Prime Infrastructure とロケーション データベースを再同期するには、[サービス（Services）] > [サー
ビスの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 15

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。

関連項目
•

Map Editor の表示

•

フロア上のレール ラインの定義

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上のレール ラインの定義
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フロア上のレール ラインの定義
フロア上にコンベヤ ベルトを表すレール ラインを定義できます。また、レール領域の周囲にス
ナップ幅とも呼ばれる、ロケーション計算を一層サポートする領域を定義できます。この領域
は、クライアントが表示されると予測される領域を表します。スナップ幅の領域内に配置された
クライアントは、レール ライン上に表示されるか（多数）、スナップ幅領域の外側に表示されます
（少数）。

（注）

レール ラインの設定はタグには適用されません。
スナップ幅領域は、フィートまたはメートル（ユーザ定義）単位で定義され、レールの片側（東お
よび西、または北および南）からモニタされる距離を表します。
レールをフロアに定義するには、以下のステップに従います。

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーのレール アイコン（紫色の除外アイコンの右側）をクリックします。

ステップ 6

表示されたメッセージ ダイアログボックスで、レールのスナップ幅（フィートまたはメートル）
を入力し、[OK] をクリックします。描画アイコンが表示されます。

ステップ 7

レール ラインの開始ポイントで描画アイコンをクリックします。ラインの描画を停止するとき
やラインの方向を変える際は、再びクリックします。

ステップ 8

フロア マップ上にレール ラインを完全に描画したら、描画アイコンを 2 回クリックします。レー
ル ラインはマップ上に表示され、片側は定義されたスナップ幅リージョンに接します。

（注）

レール ラインを削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭
が紫色の破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域が
フロア マップから削除されます。

ステップ 9

フロア マップに戻ってヒートマップ上でレールを有効にするには、[コマンド（Command）] メ
ニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 10

フロア マップで、[レイヤ（Layers）] ドロップダウン リストを選択します。

ステップ 11

完了したら、[レール（Rails）] チェックボックスがまだオンになっていない場合はオンにし、
[設定
の保存（Save Settings）] をクリックして、[レイヤの構成（Layers configuration）] パネルを閉じます。

ステップ 12

Prime Infrastructure と Mobility Services Engine を再同期するには、[サービス（Services）] > [サービ
スの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 13

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。
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関連項目
•

Map Editor の表示

•

フロア上のレール ラインの定義

•

フロア上の包含リージョンの定義

•

フロア上の除外リージョンの定義

位置の準備状態と品質の調査
Prime Infrastructure を設定することで、既存のアクセス ポイント展開の能力を確認し、少なくと
も 90 % の確率で、10 m 以内にあるクライアント、不正クライアント、不正アクセス ポイント、ま
たはタグの真の位置を推定できます。位置の準備状態の計算は、アクセス ポイントの数と配置に
基づいています。
また、位置の品質と指定の位置の能力を確認し、実際の調査と校正の際に収集されたデータ ポイ
ントに基づいて、位置の仕様（10 m、90 %）を満たすこともできます。

位置の準備状態の調査
Inspect Location Readiness 機能は距離ベースの予測ツールであり、アクセス ポイントを配置した
場合に発生する問題領域を指摘できます。
Inspect Location Readiness ツールを表示するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域名をクリックして、マップを表示します。

（注）

RSSI が表示されない場合は、左側のサイドバー メニューの [AP ヒートマップ（AP
Heatmaps）] チェックボックスをオンにして、AP ヒートマップを有効にできます。

（注）

クライアント、タグ、およびアクセス ポイントが表示されない場合は、左側のサイドバー
メニューでそれぞれのチェックボックスがオンになっていることを確認します。また、ク
ライアントとタグをそれぞれ追跡するには、クライアントとタグの両方のライセンスを
購入済みである必要もあります。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Inspect Location Readiness] を
選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
10 m、90 % の位置仕様を満たす領域（[はい（Yes）] で示される）と満たさない領域（[いいえ（No）]
で示される）を示す、色分けされたマップが表示されます。
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校正データによる位置品質の調査
領域を実際に調査する際に生成されたデータ ポイントに基づく校正モデルが完了すると、アク
セス ポイントの位置品質を調査できます。
校正に基づき位置品質を調査するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[RF 校正モデル（RF Calibration
Model）] を選択します。[実行（Go）] をクリックします。
校正モデルの一覧が表示されます。

ステップ 3

適切な校正モデルをクリックします。
最後の校正の日付、校正に使用される信号タイプ別（802.11a、802.11 b/g）のデータ ポイントの数、
位置、およびカバレッジを含む校正の詳細が表示されます。

ステップ 4

同じページの [校正フロア（Calibration Floors）] 見出しの下にある [Inspect Location Quality] リン
クをクリックします。
位置エラーの割合を示す、色分けされたマップが表示されます。

（注）

選択されている距離を変更して、位置エラーへの影響を確認できます。

関連項目
•

プランニング モードの使用

•

プランニング モードへのアクセス

•

プランニング モードを使用したアクセス ポイント要件の計算

VoWLAN の準備状態の調査
VoWLAN Readiness（音声の準備状態）ツールを使用すると、RF カバレッジを確認して、音声の
ニーズを十分に満たしているかどうかを判断できます。このツールは、アクセス ポイントをイン
ストールした後の RSSI レベルを確認します。
VoWLAN Readiness ツール（VRT）を表示するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域名をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Inspect VoWLAN Readiness]
を選択します。

ステップ 4

ドロップダウン リストから、[帯域（Band）]、[AP 送信電力（AP Transmit Power）]、および [クライア
ント（Client）] パラメータのうち、該当するものを選択します。
（注）

デフォルトでは、リージョン マップには Cisco Phone ベースの RSSI しきい値に対する
b/g/n 帯域が表示されます。新しい設定は保存できません。
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ステップ 5

選択したクライアントによっては、次の RSSI 値が編集不可になる場合があります。
•

[Cisco Phone]：RSSI 値を編集できません。

•

[カスタム（Custom）]：RSSI 値を次の範囲で編集できます。
– 下限しきい値：-95 dBm ～ -45 dBm
– 上限しきい値：-90 dBm ～ -40 dBm

ステップ 6

当該領域で音声の準備ができている状態であるかどうかは、次の色で表示されます。
•

緑色：準備できている

•

黄色：しきい値周辺

•

赤色：準備できていない

（注）

緑色/黄色/赤色のリージョンの精度は、RF 環境およびフロアが校正されているかどうか
によって異なります。フロアが校正されている場合、リージョンの精度は高まります。

音声 RF カバレッジ問題のトラブルシューティング
•

校正データまたは未校正データが存在するフロアは、次のように処理されます。
– [AP 送信
（AP Transmit）] フィールドを [最大（Max）] に設定します（最大ダウンリンク電

力設定）。マップに黄色か赤色のリージョンがまだ表示される場合は、フロアをカバーす
るのにアクセス ポイントを増やす必要があります。
– 校正されたモデルが赤色または黄色のリージョン
（音声が導入される予定のリージョ

ン）を示し、[AP 送信（AP Transmit）] フィールドが [現行（Current）] に設定されている場合
は、アクセス ポイントの電力レベルを増やすことが効果的である場合があります。

マップを使用したメッシュ ネットワークのモニタリング
Prime Infrastructure のメッシュ ネットワーク マップから、次の要素の詳細にアクセスして表示す
ることができます。
•

メッシュ リンクの統計情報

•

メッシュ アクセス ポイント

•

メッシュ アクセス ポイント ネイバー

ここでは、これらの各アイテムに関する情報へのアクセスおよび表示方法の詳細について説明
します。
•

マップを使用したメッシュ リンクの統計情報のモニタリング

•

マップを使用したメッシュ アクセス ポイントのモニタリング

•

マップを使用したメッシュ アクセス ポイント ネイバーのモニタリング

•

マップを使用したメッシュ ネットワーク階層の表示

•

メッシュ フィルタを使用したマップとメッシュ リンクのマップ表示の変更
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マップを使用したメッシュ リンクの統計情報のモニタリング
[モニタ（Monitor）
] > [サイト マップ（Site Maps）
] ページで、特定のメッシュ ネットワーク リンクの
SNR と、そのリンク上で送受信されたパケットの数を表示して、リンク テストを開始できます。
2 つのメッシュ アクセス ポイント間またはメッシュ アクセス ポイントとルート アクセス ポイ
ント間の特定のメッシュ リンクに関する詳細を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタする屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックし
ます。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューで、[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] の右側の矢印をクリックしま
す。[メッシュ フィルタ（Mesh Filter）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

各メッシュ アクセス ポイントの子の横の色付きドットの上にカーソルを移動して、これとその
親間のリンクの詳細を表示します。表 34-9 に、表示されるパラメータをまとめています。
また、ドットの色は、次のように、SNR 強度のクイック リファレンス ポイントを示します。
•

緑のドットは、SNR が高いことを表します（25 dB 以上）。

•

黄のドットは、SNR が許容範囲内にあることを表します（20～25 dB）。

•

赤のドットは、SNR が低いことを表します（20 dB 以下）。

•

黒のドットは、ルート アクセス ポイントを示します。

ブリッジ リンク情報が表示されます。
表 34-9

ステップ 5

ブリッジ リンク情報

フィールド

説明

[情報取得日時（Information fetched on）]

情報を集めた日時

[リンク SNR（Link SNR）]

リンクの信号対雑音比（SNR）

[リンク タイプ（Link Type）]

階層化されたリンク関係

[SNR Up]

アップリンクの信号対雑音比（dB）

[SNR Down]

ダウンリンクの信号対雑音比（dB）

[PER]

リンクのパケット エラー率

[Tx 親パケット（Tx Parent Packets）]

親として動作する際のノードに対する TX パ
ケット

[Rx 親パケット（Rx Parent Packets）]

親として動作する際のノードに対する RX パ
ケット

[最終ハロー実行日時（Time of Last Hello）]

最後のハローの日時

[リンク テスト（Link Test）]、[子から親（Child to Parent）] または [リンク テスト（Link Test）]、[親か
ら子（Parent to Child）] のいずれかをクリックします。リンク テストが完了すると、結果のページ
が表示されます。

（注）

リンク テストは 30 秒間稼働します。
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（注）
ステップ 6

リンク テストを両方のリンク（子から親と親から子）に同時に実行できません。

SNR 統計をある期間にわたってグラフィカルに表示するには、リンク上の矢印をクリックしま
す。複数の SNR グラフを含むページが表示されます。
表示されるリンクのグラフは、次のとおりです。
•

[SNR Up]：アクセス ポイントの視点からのネイバーの RSSI 値を描画します。

•

[SNR Down]：ネイバーがアクセス ポイントにレポートする RSSI 値を描画します。

•

[リンク SNR（Link SNR）]：SNR Up 値に基づいて重み付けおよびフィルタ処理された測定値
を描画します。

•

[調整済みリンク メトリック（The Adjusted Link Metric）]：ルート アクセス ポイントへの最小
コストのパスを決定するために使用される値を描画します。この値は、屋上アクセス ポイン
トに到達することの容易さを表し、ホップ カウントを計上します。この値が低くなるほど、パ
スは使用されなくなります。

•

[未調整リンク メトリック（The Unadjusted Link Metric）]：ホップの数によって未調整のルー
ト アクセス ポイントに到達する最小コストのパスを描画します。未調整のリンクの値が高
くなるほど、パスは効果的になります。

マップを使用したメッシュ アクセス ポイントのモニタリング
メッシュ ネットワーク マップから、次のメッシュ アクセス ポイントの概要を表示することがで
きます。
•

親（Parent）

•

子の数（Number of children）

•

ホップ数（Hop count）

•

役割（Role）

•

グループ名（Group name）

•

バックホール インターフェイス（Backhaul interface）

•

データ レート（Data Rate）

•

チャネル（Channel）

（注）

この情報は、すべてのアクセス ポイントに表示される情報（MAC アドレス、アクセス ポ
イント モデル、コントローラ IP アドレス、位置、アクセス ポイントの高さ、アクセス ポイ
ントの稼働時間、および LWAPP の稼働時間）に追加して表示されます。

詳細な設定を確認して、マップからアラームとイベント情報にアクセスすることもできます。
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メッシュ アクセス ポイントの設定情報の概要と詳細をメッシュ ネットワーク マップから表示
するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタするアクセス ポイントの屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアの位置に対応
するマップ名をクリックします。

ステップ 3

アクセス ポイントの設定情報の概要を表示するには、マウス カーソルをモニタするアクセス ポ
イント上に移動します。選択したアクセス ポイントの設定情報が記載されたダイアログボック
スが表示されます。

ステップ 4

アクセス ポイントの設定情報の詳細を表示するには、マップに表示されているアクセス ポイン
トをダブルクリックします。アクセス ポイントの設定の詳細が表示されます。

（注）

ステップ 5

アクセス ポイント ダイアログボックスの [メッシュ ネイバーの表示（View Mesh
Neighbors）] リンクの詳細については、
「マップを使用したメッシュ アクセス ポイント ネ
イバーのモニタリング」を参照してください。アクセス ポイントに IP アドレスがある場
合には、メッシュ アクセス ポイント ダイアログボックスの下部に [ping テストの実行
（Run Ping Test）] リンクも表示されます。

[アクセスポイントの詳細情報（Access Point Details）] 設定ページで、次の手順に従って、メッシュ
アクセス ポイントの設定の詳細を表示します。
a.

[一般（General）] タブをクリックし、AP 名、MAC アドレス、AP の稼働時間、アソシエートされ
ているコントローラ（登録済みおよびプライマリ）の動作ステータス、ソフトウェア バー
ジョンなど、メッシュ アクセス ポイントの全般的な設定を表示します。

（注）

メッシュ アクセス ポイントのソフトウェア バージョンには、m の文字と mesh とい
う単語をカッコで囲んだものが付加されます。

b.

[インターフェイス（Interface）] タブをクリックし、メッシュ アクセス ポイントでサポートさ
れるインターフェイスの設定詳細を表示します。インターフェイスのオプションは無線と
イーサネットです。

c.

[メッシュ リンク（Mesh Links）] タブをクリックし、メッシュ アクセス ポイントの親および
ネイバーの詳細（名前、MAC アドレス、パケット エラー率、およびリンク詳細）を表示しま
す。このページからリンク テストを開始することもできます。

d.

[メッシュ統計情報（Mesh Statistics）] タブをクリックし、メッシュ アクセス ポイントのブ
リッジ、キュー、およびセキュリティの統計に関する詳細を表示します。
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マップを使用したメッシュ アクセス ポイント ネイバーのモニタリ
ング
メッシュ アクセス ポイントのネイバーの詳細をメッシュ ネットワーク マップから表示するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタする屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックし
ます。

ステップ 3

メッシュ アクセス ポイントのメッシュ リンクに関する詳細を表示するには、アクセス ポイント
ラベルの矢印部分をクリックします。[アクセス ポイント（Access Points）] ページが表示されます。

ステップ 4

[メッシュ リンク（Mesh Links）] タブをクリックします。

（注）

アクセス ポイント設定概要ダイアログボックスの [メッシュ（Mesh）] タブにある [メッシュ ネイ
バーの表示（View Mesh Neighbors）] リンクをクリックして、選択したアクセス ポイントのネイ
バーのメッシュ リンク詳細を表示することもできます。このダイアログボックスはマップ上の
アクセス ポイントの上にマウス カーソルを移動すると表示されます。

（注）

信号対雑音比（SNR）が [メッシュ ネイバーの表示（View Mesh Neighbors）] ダイアログボックスに
表示されます。

（注）

表示されるダイアログボックスには現在および過去のネイバーの一覧に加えて、選択したアク
セス ポイント、ネイバー アクセス ポイント、および子アクセス ポイントを特定するためのラベ
ルが、メッシュ アクセス ポイント マップのアイコンに追加されます。選択したアクセス ポイン
トの [クリア（clear）] リンクをクリックして、マップから関係を示すラベルを削除します。

（注）

メッシュ ネイバー ページの上部にあるドロップダウン リストには、表示されるマップの解像度
（100 %）および表示される情報の更新間隔（5 分おき）が示されます。これらのデフォルト値は変
更することができます。

メッシュ ネットワーク階層の表示
移動が容易な画面で、メッシュ ネットワーク内のメッシュ アクセス ポイントの親子関係を表示
できます。興味のあるアクセス ポイントを選択するだけで、マップ ビューに表示されるアクセ
ス ポイントをフィルタリングすることもできます。
選択したネットワークのメッシュ ネットワーク階層を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

表示するマップ名をクリックします。
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ステップ 3

左側のサイドバー メニューにある [AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] チェックボックスがまだ
オンになっていない場合にはオンにします。

（注）

[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] チェックボックスは、メッシュ アクセス ポイントが
マップ上に存在する場合にのみ選択できます。メッシュ階層を表示するには、このチェッ
クボックスをオンにする必要があります。

ステップ 4

[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] の右側の青い矢印をクリックして、[メッシュ親子階層ビュー
（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] を表示します。

ステップ 5

メッシュ アクセス ポイントの横に表示されたプラス（+）の記号をクリックして、その子を表示
します。
マイナス記号（-）が親メッシュ アクセス ポイントのエントリの横に表示されている場合には、す
べての下位メッシュ アクセス ポイントが表示されます。たとえば、アクセス ポイントの
indoor-mesh-45-rap2 には indoor-mesh-44-map2 という子が 1 つだけ存在します。

ステップ 6

各メッシュ アクセス ポイントの子の横の色付きドットの上にマウス カーソルを移動して、子と
親の間のリンク詳細を表示します。表 34-10 に、表示されるパラメータをまとめています。
また、ドットの色は、SNR 強度のクイック リファレンス ポイントを示します。
•

緑のドットは、SNR が高いことを表します（25 dB 以上）。

•

黄のドットは、SNR が許容範囲内にあることを表します（20～25 dB）。

•

赤のドットは、SNR が低いことを表します（20 dB 以下）。

•

黒のドットは、ルート アクセス ポイントを示します。

表 34-10

ブリッジ リンク情報

フィールド

説明

[情報取得日時（Information fetched on）]

情報を集めた日時

[リンク SNR（Link SNR）]

リンクの信号対雑音比（SNR）

[リンク タイプ（Link Type）]

階層化されたリンク関係

[SNR Up]

アップリンクの信号対雑音比（dB）

[SNR Down]

ダウンリンクの信号対雑音比（dB）

[PER]

リンクのパケット エラー率

[Tx 親パケット（Tx Parent Packets）]

親として動作する際のノードに対する TX パ
ケット

[Rx 親パケット（Rx Parent Packets）]

親として動作する際のノードに対する RX パ
ケット

[最終ハロー実行日時（Time of Last Hello）]

最後のハローの日時
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メッシュ フィルタを使用したマップとメッシュ リンクのマップ表示
の変更
メッシュ階層ページでは、ホップ値およびメッシュ リンクに表示されるラベルに基づいて、マッ
プに表示するメッシュ アクセス ポイントを決定するように、メッシュ フィルタを定義すること
もできます。
メッシュ アクセス ポイントとそのルート アクセス ポイント間のホップ カウントによって、
メッシュ アクセス ポイントがフィルタ処理されます。
メッシュ フィルタリングを使用する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

メッシュ リンクのラベルおよび色の表示を変更する手順は、次のとおりです。
a. [メッシュ親子階層ビュー
（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] で、[リンク ラベル（Link

Label）] ドロップダウン リストからオプションを選択します。オプションは、[なし
（None）]、[リンク SNR（Link SNR）]、および [パケット エラー率（Packet Error Rate）] です。
b. [メッシュ親子階層ビュー
（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] で、[リンクの色（Link

Color）] ドロップダウン リストからオプションを選択し、マップのメッシュ リンクの色
を決定するパラメータ（[リンク SNR（Link SNR）] または [パケット エラー率（Packet
Error Rate）]）を定義します。
（注）

リンクの色は、SNR 強度またはパケット エラー率のクイック リファレンス ポイントを
示します。表 34-16 では、さまざまなリンクの色を定義しています。

表 34-11

SNR およびパケット エラー率のリンクの色の定義

リンク
の色

リンク SNR

パケット エラー率（PER）

グリーン

SNR が 25 dB を超えている（高い値）こ PER が 1 % 以下であることを表します。
とを表します。

オレンジ

SNR が 20 ～ 25 dB（許容値）であるこ
とを表します。

赤

SNR が 20 dB を下回っている（低い値） PER が 10 % より大きいことを表します。
ことを表します。

（注）

PER が 1 % より大きく 10 % 未満である
ことを表します。

リンクのラベルおよび色の設定は、ただちにマップ上に反映されます。SNR と PER の両
方の値を同時に表示することができます。
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ステップ 2

メッシュ アクセス ポイントとその親との間のホップ カウントに基づいて、表示するメッシュ ア
クセス ポイントを変更する手順は、次のとおりです。
a. [メッシュ親子階層ビュー
（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] で、[クイック選択

（Quick Selections）] ドロップダウン リストから適切なオプションを選択します。表 34-17
は、オプションの説明を示しています。
表 34-12

[クイック選択（Quick Selections）] のオプション

フィールド

説明

[ルート AP のみを選択（Select only Root APs）] マップ ビューにルート アクセス ポイントのみ
を表示したい場合は、この設定を選択します。
[1 番目のホップまで選択（Select up to 1st hops）] マップ ビューに 1 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[2 番目のホップまで選択（Select up to 2nd hops）
] マップ ビューに 2 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[3 番目のホップまで選択（Select up to 3rd hops）] マップ ビューに 3 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[4 番目のホップまで選択（Select up to 4th hops）] マップ ビューに 4 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[すべて選択（Select All）]

マップ ビューにすべてのアクセス ポイント
を表示したい場合は、この設定を選択します。

b. [マップ ビューの更新
（Update Map View）] をクリックして画面をリフレッシュし、選択

したオプションでマップ ビューを表示します。

（注）

マップ ビューの情報は Prime Infrastructure データベースから取得され、15 分ごとに
更新されます。

（注）

メッシュ階層ビューで、アクセス ポイントのチェックボックスをオンまたはオフに
し、表示するメッシュ アクセス ポイントを変更することもできます。子アクセス ポ
イントを表示するには、ルート アクセス ポイントへの親アクセス ポイントを選択す
る必要があります。

（注）

[モニタ（Monitor）] > [サイト マップ（Site Maps）] ページで MAC アドレスをクライア
ント ロゴとともに表示するには、次の手順を実行します。
a) [マップ ツリー ビュー（Maps Tree View）] に移動します。
b) [クライアント（Clients）] の隣の [>] をクリックします。
c) [小さなアイコン（Small Icons）] チェックボックスをオフにします。
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マップを使用したタグのモニタリング
Prime Infrastructure マップでは、タグ付きのアセットの信号を生成したアクセス ポイントの名
前、その信号の強度、およびアセットのロケーション情報が最後に更新された日時を確認できま
す。この情報は、マップ上のアセット タグ アイコンの上にマウス カーソルを移動するだけで表
示されます。
マップ上でタグの位置ステータスを有効にするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[キャンパス（Campus）] > [建物（Building）] > [フロア（Floor）] を選択し、該当する Mobility Services
Engine とタグを選択します。

ステップ 3

[フロア設定（Floor Settings）] ペイン（左側）の [802.11 タグ（802.11 Tags）] チェックボックスがま
だオンになっていない場合にはオンにします。

（注）

すべてのマップに対して [フロア設定（Floor Settings）] に加えた変更を保存しない場合に
は、[設定の保存（Save Settings）] をクリックしないでください。

ステップ 4

タグ アイコン（黄色のタグ）の上にマウス カーソルを移動すると、そのタグの設定概要がダイア
ログボックスに表示されます。

ステップ 5

新しいウィンドウでタグの詳細を表示するには、タグ アイコンをクリックします。

プランニング モードの使用
データ トラフィック、音声トラフィック、および位置がそれぞれアクティブかどうかに基づい
て、アクセス ポイントの推奨される数および位置を計算できます。

（注）

プランニング モードでは、各プロトコル（802.11a または 802.11 b/g）に指定されるスループット
に基づいて、ネットワーク内で最適カバレッジを提供するために必要な合計アクセス ポイント
数が計算されます。

プランニング モードへのアクセス
プランニング モード機能にアクセスするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[名前（Name）] リストから目的のキャンパスまたはビルディングを選択します。

ステップ 3

[建物（Building）] で目的のフロア領域をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プランニング モード（Planning
Mode）] を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。
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（注）

プランニング モードでは、必要なアクセス ポイント数の計算に AP タイプおよびアンテナ パ
ターン情報を使用しません。計算はアクセス ポイントのカバレッジ領域または各アクセス ポイ
ントのユーザ数に基づいています。
プランニング モードのオプション：
•

[AP の追加（Add APs）]：マップへのアクセス ポイントの追加を可能にします。詳細について
は、プランニング モードを使用したアクセス ポイント要件の計算を参照してください。

•

[AP の削除（Delete APs）]：選択したアクセス ポイントを削除します。

•

[Map Editor]：[Map Editor] ウィンドウを開きます。詳細については、Map Editor の使用を参照
してください。

•

[導入と同期（Synchronize with Deployment）]：プランニング モードのアクセス ポイントを現
在の導入シナリオと同期します。

•

[提案の生成（Generate Proposal）]：現在のアクセス ポイント導入のプランニング概要を表示
します。

•

[AP アソシエーション計画ツール（Planned AP Association Tool）]：Excel または CSV ファイルか
ら AP アソシエーションの追加、削除、またはインポートを実行できます。アクセス ポイントを
定義したら、[AP アソシエーション計画ツール（Planned AP Association Tool）] を使用して、その
アクセス ポイントをベース無線の MAC アドレスにアソシエートできます。AP が検出されな
い場合はスタンバイ バケットに送られ、AP が検出された際にアソシエートされます。

（注）

AP アソシエーションには、AP はフロアまたは屋外領域に属さないという制限がありま
す。AP がすでにフロアまたは屋外領域に割り当てられている場合は、スタンバイ バケッ
トが AP を保持し、フロアまたは屋外領域から AP が削除された際に、指定されたフロア
に配置されます。1 つの MAC アドレスを複数のフロアまたは屋外領域のバケットに入力
することはできません。

（注）

マップの同期は、AP がベース無線の MAC アドレスにアソシエートされている場合のみ
動作し、イーサネット MAC アドレスにアソシエートされている場合は動作しません。

関連項目
•

プランニング モードの使用

•

プランニング モードを使用したアクセス ポイント要件の計算
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プランニング モードを使用したアクセス ポイント要件の計算
Prime Infrastructure プランニング モードを使用すると、マップ上に架空のアクセス ポイントを配
置してカバレッジ領域を表示できるので、領域をカバーするのに必要なアクセス ポイント数を
計算できます。プランニング モードでは、各プロトコル（802.11a/n または 802.11b/g/n）に指定さ
れるスループットに基づいて、ネットワーク内で最適カバレッジを提供するために必要な合計
アクセス ポイント数が計算されます。次の条件に基づいて、アクセス ポイントの推奨される数
および位置を計算できます。
•

ネットワーク上でアクティブなトラフィックのタイプ：データ トラフィック、音声トラ
フィック、または両方

•

位置精度の要件

•

アクティブなユーザの数

•

1 平方フィートごとのユーザ数

特定の配置におけるアクセス ポイントの推奨される数および配置を計算する手順は、次のとお
りです。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。
[サイト マップ（Site Map）] ページが表示されます。

ステップ 2

表示されるリストから、該当する位置のリンクを選択します。
インストールされているすべての要素（アクセス ポイント、クライアント、タグ）の配置および相
対的な信号強度を示した、色分けされたマップが表示されます。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リスト（右上）から [プランニング モード
（Planning Mode）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。空白のフロア マップが表示されます。

ステップ 4

[AP の追加（Add APs）] をクリックします。

ステップ 5

表示されるページで、破線の四角形を、推奨されるアクセス ポイントを計算するマップ位置にド
ラッグします。

（注）

四角形の端を選択し、Ctrl キーを押したままにして、四角形のサイズまたは配置を調整し
ます。必要に応じてマウスを動かし、目的の位置の輪郭を描きます。次世代マップ モード
を使用する場合、四角形の辺と頂点にあるハンドルをドラッグすると、サイズを変更でき
ます。

ステップ 6

[AP の追加（Add APs）] ドロップダウン リストから [自動（Automatic）] を選択します。

ステップ 7

[AP タイプ（AP Type）] と、そのアクセス ポイントに対して適切なアンテナおよびプロトコルを
選択します。

ステップ 8

アクセス ポイントのターゲット スループットを選択します。

ステップ 9

フロアで使用されるサービスの隣のチェックボックスをオンにします。
オプションには、
[データ/カ
バレッジ
（Data/Coverage）
（デフォルト）
]
、[音声
（Voice）]、[ロケーション（Location）]、および [モニタ
モード AP があるロケーション（Location with Monitor Mode APs）] があります。
（表 34-18 を参照）
。
（注）

少なくとも 1 つのサービスを選択しないと、エラーが発生します。
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（注）

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにした場合、[需要
（Demand）] と [AP ごとにカバレッジを上書き（Override Coverage per AP）] の 2 つのアクセ
ス ポイント プランニング オプションが追加で表示されます。また、[データ/カバレッジ
（Data/Coverage）] および [音声（Voice）] セーフティ マージン オプションに対しては、[セー
フティ マージン（Safety Margin）] フィールドが表示されます。

表 34-13

サービス オプションの定義

サービス オプション
[データ/カバレッジ
（Data/Coverage）]

説明
データ トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、この
チェックボックスをオンにします。次の定義は、帯域および
データ レートに応じて使用されます。
帯域

パス損失モデル データ レート
（dBm）
（Mb/s）

面積（平方
フィート）

802.11a

-3.3

10 ～ 12

6000

802.11a

-3.3

15 ～ 18

4500

802.11a

-3.5

10 ～ 12

5000

802.11a

-3.5

15 ～ 18

3250

802.11bg

-3.3

5

6500

802.11bg

-3.3

6

4500

802.11bg

-3.5

5

5500

802.11bg

-3.5

6

3500

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオン
にした場合、データの信号強度のしきい値について、希望する
セーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安全
（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]）を選択できます。

[音声（Voice）]

•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小（-3 dBm）

•

[安全（Safe）] = 中（0 dBm）

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大（+3 dBm）

音声トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、[音声
（Voice）] チェックボックスをオンにします。
[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオン
にした場合、音声の信号強度のしきい値について、希望する
セーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安全
（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、または [7920 対応
（7920-enabled）]）を選択できます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小 [-78 dBm (802.11a/b/g)]

•

[安全（Safe）] = 中 [-75 dBm (802.11a/b/g)]

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大 [-72 dBm (802.11a/b/g)]

•

[7920 対応（7920_enabled）] = [-72 dBm (802.11a); -67 dBm
(802.11b/g)]
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表 34-13

サービス オプションの定義（続き）

サービス オプション

説明

[参照先（Location）]

このチェックボックスをオンにすると、推奨されるアクセス
ポイントの計算において、少なくとも 90 % の確率で、10 m 以
内にある要素の真の位置が提供されるようになります。
条件を満たすために、各アクセス ポイントを、他のアクセス ポ
イントから 70 フィート以内に配置します。アクセス ポイント
の周囲を六角形に区切り、その六角形を互い違いに組み合わせ
た形式の配置にします。
（注）

表 34-14

各サービス オプションには、そのオプションの上に示さ
れているすべてのサービスが含まれます。たとえば、[ロ
ケーション（Location）] チェックボックスをオンにした
場合、
計算では、必要なアクセス ポイントの最適数を決
定する際に、データ/カバレッジ、音声、および位置が考慮
されます。

アドバンスド サービスの定義

サービス オプション

説明
データ トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、この
チェックボックスをオンにします。次の定義は、帯域および
データ レートに応じて使用されます。

[データ/カバレッジ
（Data/Coverage）]

帯域

パス損失モデル データ レート
（dBm）
（Mb/s）

面積（平方
フィート）

802.11a

-3.3

10 ～ 12

6000

802.11a

-3.3

15 ～ 18

4500

802.11a

-3.5

10 ～ 12

5000

802.11a

-3.5

15 ～ 18

3250

802.11bg

-3.3

5

6500

802.11bg

-3.3

6

4500

802.11bg

-3.5

5

5500

802.11bg

-3.5

6

3500

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオン
にした場合、データの信号強度のしきい値について、希望する
セーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安全
（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]）を選択できます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小（-3 dBm）

•

[安全（Safe）] = 中（0 dBm）

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大（+3 dBm）

Cisco Prime Infrastructure 3.0 ユーザ ガイド

34-82

OL-32122-01-J

第 34 章

ワイヤレス マップの使用
プランニング モードの使用

表 34-14

アドバンスド サービスの定義（続き）

サービス オプション
[音声（Voice）]

説明
音声トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、[音声
（Voice）] チェックボックスをオンにします。
[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオン
にした場合、音声の信号強度のしきい値について、希望する
セーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安全
（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、または [7920 対応
（7920-enabled）]）を選択できます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小 [-78 dBm (802.11a/b/g)]

•

[安全（Safe）] = 中 [-75 dBm (802.11a/b/g)]

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大 [-72 dBm (802.11a/b/g)]

[7920 対応（7920_enabled）] = [-72 dBm (802.11a); -67 dBm
(802.11b/g)]
[参照先（Location）]

このチェックボックスをオンにすると、推奨されるアクセス
ポイントの計算において、少なくとも 90 % の確率で、10 m 以
内にある要素の真の位置が提供されるようになります。
条件を満たすために、各アクセス ポイントを、他のアクセス ポ
イントから 70 フィート以内に配置します。アクセス ポイント
の周囲を六角形に区切り、その六角形を互い違いに組み合わせ
た形式の配置にします。
（注）

[需要（Demand）]

各サービス オプションには、そのオプションの上に示さ
れているすべてのサービスが含まれます。たとえば、[ロ
ケーション（Location）] チェックボックスをオンにした
場合、計算では、必要なアクセス ポイントの最適数を決
定する際に、データ/カバレッジ、音声、
および位置が考慮
されます。

アクセス ポイント計算の基準として、合計ユーザ数またはア
クセス ポイントごとのユーザ比率を使用する場合は、この
チェックボックスをオンにします。

[AP ごとのカバレージの アクセス ポイントのカバレッジの基準として、平方フィート
上書き（Override
のカバレッジを指定する場合は、このチェックボックスをオン
Coverage per AP）]
にします。
[セーフティ マージン
（Safety Margin）]

アクセス ポイントの計算において、データおよび音声サービ
スの相対的な信号強度の要件を制限するには、このチェック
ボックスをオンにします。オプションは [アグレッシブ
（Aggressive）]、[安全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、
および [7920 対応（7920-enabled）
]
（音声のみ）
です。計算におい
て最小限の信号強度要件を必要とするには [アグレッシブ
（Aggressive）] を選択し、最大限の信号強度を要求するには [非
常に安全（Very Safe）] を選択します。
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ステップ 10

[計算（Calculate）] をクリックします。
選択したサービスの推奨アクセス ポイントの数が表示されます。

（注）

（注）

推奨される計算では、[詳細オプション（Advanced Options）] の [セーフティ マージン
（Safety Margin）] で下方に調整されていない限り、常に強力な信号が必要であると見なさ
れます。場合によっては、必要なアクセス ポイントが推奨される数より少ないこともあ
ります。

プランニング モードの計算では、壁は使用または考慮されません。

ステップ 11

[適用（Apply）] をクリックして、選択されたサービスおよびパラメータに基づいて、選択された
領域において推奨されるアクセス ポイントの配置案を示すマップを生成します。

ステップ 12

[提案の生成（Generate Proposal）] を選択して、指定された入力に基づいて推奨されるアクセス ポ
イントの数および配置のレポートを、テキストおよびグラフィックで表示します。

ワイヤレス マップのリフレッシュ オプション
Prime Infrastructure にはワイヤレス マップ用のさまざまなリフレッシュ オプションがあります。
•

[ロード（Load）]：Prime Infrastructure データベースからのマップ データをオンデマンドでリ
フレッシュします。

•

[自動更新（Auto Refresh）]：データベースからのマップ データのリフレッシュ頻度を設定す
る間隔ドロップダウン リストが表示されます。

•

[ネットワークから更新（Refresh from network）]：Prime Infrastructure データベースからポーリ
ングされるデータではなく、SNMP フェッチを介してコントローラから直接マップ ステー
タスと統計情報をリフレッシュできます。
フロア計画にモニタ モード アクセス ポイントがある場合、IDS ヒートマップ タイプまたは
カバレッジ ヒートマップ タイプのいずれかを選択できます。カバレッジ ヒートマップで
は、モニタ モード アクセス ポイントが除外され、IDS ヒートマップでは含められます。

•

[ブラウザのリフレッシュ（Refresh browser）]：ページ全体がリフレッシュされます。マップ ペー
ジ上でクリックすると、マップとそのステータスおよび統計情報がリフレッシュされます。

RF ヒートマップの計算について
無線周波ヒート マップは、RF 信号の強度をグラフィカルに表示したものです。WLAN は非常に
動的で非決定性を備えているため、管理者は特定の瞬間のカバレッジを確実に把握することは
困難です。この課題への対処をサポートするため、Prime Infrastructure には、フロアの Wi-Fi カバ
レッジに関する視覚的な指示を含むフロア図面マップが用意されています。これらのマップは、
海洋学や地理科学でさまざまなレベルの温度を示す際に使用される色付きマップと似ているこ
とから、ヒートマップと呼ばれます。色はさまざまなレベルの信号強度を示すために使用されま
す。
「ヒートマップ」のさまざまな色合いは、異なる信号強度を反映しています。
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この色による視覚化によって、カバレッジの現在の状態、信号強度、WLAN のすき間や「穴」を簡
単に確認できます。動き回ってカバレッジの状態を測定する必要はありません。これにより、組
織に対するサポートおよび特定の問題のトラブルシューティングにかかる時間と手間が大幅に
軽減されます。
RF ヒートマップの計算は内部グリッドに基づいています。グリッド内の障害物の正確な場所に
応じて、障害物から数フィートまたは数メートルの範囲において、RF ヒートマップが障害物に
よる減衰を考慮できるかどうかが異なります。アクセス ポイントの RF 予測ヒートマップは、実
際の RF 信号強度を近似したものです。このヒートマップでは Map Editor を使用して描画された
障害物の減衰が考慮されていますが、石壁や金属の物体など、ビルディングのさまざまな素材の
減衰は考慮されておらず、RF 信号が障害物に跳ね返る影響も表示されません。13 dB の損失を与
える厚い壁（オレンジに色分けされている）では、ヒートマップの壁を超える RF 信号を十分に封
じ込められない場合があります。
詳細には、交差する障害物に部分的に影響を受けているグリッドの正方形が障害物の減衰を反
映できるかどうかは、アクセス ポイント、障害物、およびグリッドの配置によって異なります。
たとえば、グリッドの正方形に交差する壁があるとします。グリッドの正方形の中心点は AP か
ら見ると壁の背後にあります。このため、グリッドの正方形では、実際には壁の前にある左上隅
も含めて（残念ながら）、全体に減衰を示す色が設定されます。
グリッドの正方形の中心点は壁に対して AP と同じ側にあります。このため、グリッドの正方形
では、実際には AP から見て壁の背後にある右下隅も含めて（残念ながら）、全体に減衰を示す色
は設定されません。

ダイナミック ヒートマップの計算
RF ヒートマップの計算は、静的または動的に実行できます。デフォルトでは、動的に実行されま
す。ダイナミック ヒートマップ機能の主な目的は、障害物による RF ヒートマップの再計算を行
うことです。Prime Infrastructure サーバは、現在の全 AP の RSSI 強度のリストを保持します。
Prime Infrastructure は隣接 AP の RSSI 強度を使用して、すべての AP の RF ヒートマップを変更
します。
スタティック ヒートマップ計算を設定するには、マップ プロパティ ページでダイナミック ヒー
トマップ オプションを無効にする必要があります。

ワイヤレス マップでの多角形領域の描画
長方形以外のビルディングがある場合や、フロア内に長方形以外の領域をマークする場合は、
Map Editor を使用して多角形領域を描画できます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

編集する屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアをクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。

ステップ 4

[Map Editor] ページで、[境界の追加（Add Perimeter）] アイコンをクリックします。

ステップ 5

定義する領域の名前を入力し、[OK] をクリックします。
描画ツールが表示されます。
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ステップ 6

輪郭を描く領域に描画ツールを移動します。
•

左マウス ボタンをクリックして、線の描画を開始および終了します。

•

領域の輪郭を完全に描いたら、左マウス ボタンをダブルクリックすると、ページ内で領域が
強調表示されます。

マップ上で輪郭を描いた領域を強調表示するには、閉じたオブジェクトである必要があります。
ステップ 7

ディスク アイコンをクリックして、新たに描画した領域を保存します。

ステップ 8

[コマンド（Command）] > [終了（Exit）] を選択して、ウィンドウを閉じます。元のフロア図面に戻
ります。

（注）

ステップ 9

Map Editor を終了して元のフロア図面ビューに戻ると、新たに描画した領域は表示され
ません。ただし、要素を追加する際に、[プランニング モデル（Planning Model）] ページに
は表示されます。

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プランニング モード（Planning
Mode）] を選択して、新たに定義した多角形領域に要素を追加し始めます。

ワイヤレス マップのフロア ビュー
[フロア ビュー（Floor View）] メイン ナビゲーション ペインでは、複数のマップ機能にアクセス
でき、さらに以下の機能が含まれています。
•

[ズームイン/ズームアウト（Zoom In/Zoom Out）]：プラス記号（+）の付いた虫眼鏡アイコンを
クリックすると、マップ ビューが拡大します。マイナス記号（-）の付いた虫眼鏡アイコンをク
リックすると、マップ ビューのサイズが縮小します。

•

[マップ サイズ（Map Size）]：関連項目の「次世代マップによるパンおよびズーム」を参照して
ください。

•

[グリッドを表示（Show Grid）]：クリックすると、マップ上の距離をフィート単位で表示する
グリッドが表示されたり、非表示になったりします。

•

[RSSI 凡例（RSSI Legend）]：マウス カーソルを RSSI 凡例アイコンの上に移動すると、RSSI の
配色（赤色/-35 dBm から紺青色/-90 dBm までの範囲）が表示されます。

•

[アクセス ポイントの追加（Add Access Points）]：クリックすると、[アクセス ポイントの追加
（Add Access Points）] ページが開きます。詳細については、関連項目の「フロア領域へのアク
セス ポイントの追加」を参照してください。

•

[アクセス ポイントの削除（Remove Access Points）]：クリックすると、[アクセス ポイントの
削除（Remove Access Points）] ページが開きます。削除するアクセス ポイントを選択し、[OK]
をクリックします。

•

[アクセス ポイントの配置（Position Access Points）]：クリックすると、[アクセス ポイントの
配置（Position Access Points）] ページが開きます。

•

•

[チョークポイントの追加（Add Chokepoints）]：クリックすると、[チョークポイントの追加
（Add Chokepoints）] ページが開きます。詳細については、
『Cisco Context-Aware Services
Configuration Guide』を参照してください。
[WiFi TDOA レシーバの追加（Add WiFi TDOA Receivers）]：クリックすると、[WiFi TDOA レ
シーバの追加（Add Wi-Fi TDOA Receivers）] ページが開きます。詳細については、
『Cisco
Context-Aware Services Configuration Guide』を参照してください。
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•

[自動更新（Auto Refresh）]：ドロップダウン リストから、システム更新間隔を選択します。

•

[ネットワークから更新（Refresh from Network）]：クリックすると、現在のデータの即時リフ
レッシュが開始されます。

•

[計画モード（Planning Mode）]：クリックすると、[計画モード（Planning Mode）] ウィンドウが
開きます。詳細については、関連項目の「プランニング モードの使用」を参照してください。

•

[Map Editor]：クリックすると、[Map Editor] ウィンドウが開きます。

•

[全画面表示（Full Screen）]：クリックすると、マップのサイズが全画面に拡大します。このと
きに、[全画面表示を終了（Exit Full Screen）] をクリックすると標準のビューに戻ります。

関連項目
•

次世代マップによるパンおよびズーム

•

フロア領域へのアクセス ポイントの追加

•

プランニング モードの使用

エンドポイントとサイトの関連付け
エンドポイントとサイトの関連付けルールを使用すると、特定サブネットのデバイスすべてを
サイトまたは場所に関連付けることができます。また、必要に応じて、サブネットのデバイスの
モニタリング データ ソースを指定できます。これにより、組織のサイトにネットワークの論理
構造を関連付けることができるので、Prime Infrastructure のマルチセグメント分析機能によるト
ラブルシューティングが有効になります。
同じサブネットに複数のルールを指定すると、複数のモニタリング データ ソースの指定などを
行うことができます。
エンドポイントをサイトに関連付けるには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[サービス（Services）] > [アプリケーションの可視性と制御（Application Visibility & Control）] > [エ
ンドポイントアソシエーション（Endpoint Association）] の順に選択します。

ステップ 2

[行の追加（Add Row）] をクリックし、エンドポイントとサイトの関連付けルールを追加します。

ステップ 3

次のフィールドに必要なパラメータを入力します。

ステップ 4

•

[ロケーション グループ（Location Group）] ドロップダウン リストから、このサブネットに関
連付ける既存のキャンパスを選択します。このフィールドを使用して、フィルタや検索結果
を表示できます。

•

[サブネット（Subnet）] フィールドで、このサイトに関連付けるサブネットワークのルーティ
ング プレフィックス（および、必要に応じてデータ ソース）を入力します。入力する際は、ク
ラスレス ドメイン間ルーティング表記を使用する必要があります。

•

[データ ソース（Data Source）] ドロップダウン リストから、指定サブネットワークのデバイ
ス間のトラフィックをモニタするエッジ ルータまたは NAM を選択します。

[保存（Save）] をクリックします。
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Prime Infrastructure での Google Earth マップの表示
コンピュータに Google Earth をインストールし、サーバからデータを受信した際に自動的に起動
するように設定しておく必要があります。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [Google Earth] を選択します。[Google Earth マップ（Google Earth Maps）] ページ
が開き、すべてのフォルダと、各フォルダに含まれるアクセス ポイントの数が表示されます。

ステップ 2

表示するマップの [起動（Launch）] をクリックします。Google Earth が起動して新しいページが開
き、ロケーションとそのアクセス ポイントが表示されます。

関連項目
•

Google Earth マップの詳細の表示

•

地理座標による屋外位置の作成

•

必要な地理座標

•

地理座標付き KML ファイルの作成

•

地理座標付き CSV ファイルの作成

•

Prime Infrastructure への地理座標のインポート

•

[アクセス ポイント（Access Point）] ページヘの [Google Earth ロケーション（Google Earth
Location）] 起動ポイントの追加

•

アクセス ポイントの Google Earth 設定項目の設定

Google Earth マップの詳細の表示
Google Earth Map フォルダの詳細を表示する手順は、以下のとおりです。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [Google Earth] を選択します。

ステップ 2

フォルダ名をクリックしてフォルダの詳細ページを開きます。[Google Earth 詳細情報（Google
Earth Details）] ウィンドウでは、アクセス ポイント名と、MAC アドレスまたは IP アドレスを確認
できます。

ステップ 3

アクセス ポイントを削除するには、該当するチェックボックスをオンにして [削除（Delete）] を
クリックします。

ステップ 4

フォルダを削除するには、フォルダ名の横にあるチェックボックスをオンにして [削除（Delete）]
をクリックします。フォルダを削除すると、そのフォルダ内のすべてのサブフォルダとアクセス
ポイントが削除されます。

ステップ 5

[キャンセル（Cancel）] をクリックして、詳細ページを閉じます。
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地理座標による屋外位置の作成
アクセス ポイントを屋外位置に基づいてグループ化するには、各アクセス ポイントの緯度/経度
座標を使用します。最初に、Prime Infrastructure にインポートできる必要なアクセス ポイントの
地理座標を作成する必要があります。次のファイル タイプのいずれかを作成して座標を設定で
きます。
•

KML（Google Keyhole Markup Language）ファイル

•

CSV ファイル（各値がカンマで区切られたスプレッドシート形式のファイル）

関連項目
•

必要な地理座標

•

地理座標付き KML ファイルの作成

•

地理座標付き CSV ファイルの作成

•

Prime Infrastructure への地理座標のインポート

必要な地理座標
各アクセス ポイントに対して次の地理情報を設定する必要があります。Google Earth で地理座標
を作成して Prime Infrastructure にインポートできます。標準マップに AP を関連付けることなく、
その AP を Google Earth マップに追加すると、Google Earth で AP を表示した際にヒートマップ
が表示されません。
•

longitude（東または西）
：グリニッジ子午線を基準とする角距離（度数）。子午線より西側の値
の範囲は -180 ～ 0 度。子午線より東側の値の範囲は 0 ～ 180 度。デフォルトは 0 です。
度、分、秒、方位による座標表記。
– 度
（-180 ～ 180）
– 分
（0 ～ 59）
– 秒
（00.00 ～ 59.99）
– 方位：東
（E）または西（W）

10 進法表記（「度分秒」表記から変換）
– 経度の範囲は -179.59.59.99 W ～ 179.59.59.99 E
•

[緯度（Latitude）
（北緯または南緯）
]
：赤道を基準とする角距離（度数）。赤道より南側の値の範
囲は -90 ～ 0 度。赤道より北側の値の範囲は 0 ～ 90 度。デフォルトは 0 です。
度、分、秒、方位による座標表記。
– 度
（-90 ～ 90）
– 分
（0 ～ 59）
– 秒
（00.00 ～ 59.99）
– 方位：北
（N）または南（S）

10 進法表記（「度分秒」表記から変換）
– 緯度の範囲は -89.59.59.99 S ～ 89.59.59.99 N
•

[標高（Altitude）]：地表からアクセス ポイントまでの高さまたは距離（メートル単位）。指定し
ない場合は、デフォルト値の 0 が適用されます。値の範囲は 0 ～ 99999 です。
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•

[傾斜（Tilt）]：0 ～ 90 度（負の値は指定できません）。傾斜値が 0 度の場合は、アクセス ポイン
トを真上から眺めることができます。傾斜値が 90 度の場合は、水平線に沿った眺めになりま
す。値の範囲は 0 ～ 90 です。デフォルトの方位角は 0 です。

•

[高度（Range）]：[経度（Longitude）] と [緯度（Latitude）] で指定した地点から、アクセス ポイン
トを眺める視点までの距離をメートルで指定します（海面からのカメラ高度）。値の範囲は
0 ～ 999999 です。

•

[機首方位（Heading）]：コンパス方位を度数で指定します。デフォルトは 0（北）です。値の範囲
は 0 ～ ±180 度です。

•

[標高モード（Altitude Mode）]：[LookAt] 位置で指定した <altitude> の解釈方法を指定します。
– [地面の高さ
（Clamped to ground）]：<altitude> の指定を無視し、地表面に視点を配置しま

す。これがデフォルトです。
– [地形に相対
（Relative to ground）]：<altitude> を地表面からの高度値（メートル単位）と見

なします。
– [海抜
（Absolute）]：<altitude> を海面からの高度値（メートル単位）と見なします。
•

[地面に延長（Extend to ground）]：アクセス ポイントをマストにアタッチするかどうかを指定
します。

地理座標付き KML ファイルの作成
Google Earth で地理座標を作成して Prime Infrastructure にインポートできます。フォルダまたは
個別の目印を作成できます。フォルダを作成する方法の利点は、すべての目印を 1 つのフォルダ
にまとめ、そのフォルダ自体を KML（XML）ファイルとして保存できることです。KML は、
Google Earth で地理データを表示するために使用されるファイル形式です。目印を作成する場合
は、それらを個別に保存する必要があります。
KML ファイルを使用すると、任意の深さでフォルダを階層的に作成できます。たとえば、国、都
市、州、郵便番号別に構成されたフォルダと目印を作成できます。CSV ファイルでは、階層は 1 レ
ベルのみです。
ステップ 1

Google Earth を起動します。

ステップ 2

左側のサイドバー メニューの [プレイス（Places）] ページで、[マイ プレイス（My Places）] または
[一時プレイス（Temporary Places）] を選択します。

ステップ 3

[一時プレイス（Temporary Places）] を右クリックして、ドロップダウン リストから [追加（Add）] >
[フォルダ（Folder）] を選択します。

ステップ 4

必要な情報を入力します。
[ビュー（View）] で座標（緯度、経度、範囲、方位、傾斜）を指定した場合、それらの情報は、Google
Earth の最初の読み込み時に正しい場所へ「飛行」または移動するために使用されます。座標を指
定しない場合、緯度と経度情報は、指定されたグループまたはフォルダ内の全アクセス ポイント
の最小緯度、最小経度、最大緯度、および最大経度に基づいて取得されます。

ステップ 5

[OK] をクリックします。
フォルダの作成後、そのフォルダを [プレイス（Places）] ページで選択して目印を作成できます。
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関連項目
•

KML ファイルの目印の作成

•

必要な地理座標

KML ファイルの目印の作成
目印を作成する手順は、次のとおりです。
ステップ 1

Google Earth を起動します。

ステップ 2

左側のサイドバーの [プレイス（Places）] ページで、[マイ プレイス（My Places）] または [一時プレ
イス（Temporary Places）] を選択します。

ステップ 3

前に作成したフォルダを選択します。

ステップ 4

作成したフォルダを右クリックして、ドロップダウン リストから [追加
（Add）] > [目印（Placemark）
]
を選択します。

ステップ 5

必要なフィールドに入力します。Google Earth の詳細については、Google Earth のオンライン ヘ
ルプを参照してください。
目印名には、該当するアクセス ポイントの名前、MAC アドレス（Ethernet MAC 以外の無線
MAC）、または IP アドレスを含める必要があります。

ステップ 6

[現在のビューのスナップショット（Snapshot current view）] をクリックします。または、[リセット
（Reset）] をクリックして元の座標設定に戻します。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ステップ 8

追加するすべての目印について、上記の手順を繰り返します。

ステップ 9

すべての目印を作成したら、そのフォルダを .kmz ファイル（KML Zip ファイル）または .kml ファ
イルとして保存します。.kmz ファイルと .kml ファイルの両方を Prime Infrastructure にインポー
トできます。

関連項目

必要な地理座標

地理座標付き CSV ファイルの作成
必要なアクセス ポイントの地理座標を含む CSV ファイルを作成して、Prime Infrastructure にイ
ンポートできます。
ステップ 1

テキスト エディタを使用して、カンマで区切った必要なフィールドを含む新しいファイルを作
成します（表 34-15 を参照）。
表 34-15

地理座標付き CSV ファイルのサンプル フィールド

“FolderName”

“Value Optional”

最長：32

“FolderState”

“Value Optional”

設定可能な値：true/false

“FolderLongitude”

“Value Optional”

範囲：0 ～ ±180
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表 34-15

ステップ 2

地理座標付き CSV ファイルのサンプル フィールド（続き）

“FolderName”

“Value Optional”

最長：32

“FolderLatitude”

“Value Optional”

範囲：0 ～ ±90

“FolderAltitude”

“Value Optional”

範囲：0 ～ 99999

“FolderRange”

“Value Optional”

範囲：0 ～ 99999

“FolderTilt”

“Value Optional”

範囲：0 ～ 90

“FolderHeading”

“Value Optional”

範囲：0 ～ ±180

“FolderGeoAddress”

“Value Optional”

最長：128

“FolderGeoCity”

“Value Optional”

最長：64

“FolderGeoState”

“Value Optional”

最長：40

“FolderGeoZip”

“Value Optional”

最長：12

“FolderGeoCountry”

“Value Optional”

最長：64

"AP_Name"

“Value Required”

最長：32

“AP_Longitude”

“Value Required”

範囲：0 ～ ±180

“AP_Latitude”

“Value Required”

範囲：0 ～ ±90

ファイル拡張子「.csv」を付けてファイルを保存します。

関連項目

必要な地理座標

Prime Infrastructure への地理座標のインポート
アクセス ポイントを屋外位置に基づいてグループ化するには、各アクセス ポイントの緯度/経度
座標を使用します。最初に、Prime Infrastructure にインポートできる必要なアクセス ポイントの
地理座標を作成する必要があります。アクセス ポイントの地理座標を含む Google KML ファイ
ルまたは CSV ファイルを Prime Infrastructure にインポートできます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [Google Earth] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Google KML のインポート
（Import Google KML）] または [CSV のインポート（Import CSV）] を選択し、[実行（Go）] をクリッ
クします。

ステップ 3

コンピュータ上の .kml、.kmz、または .csv ファイルに移動し、[次へ（Next）] をクリックします。
選択したファイルが解析され、次の処理が行われます。

ステップ 4

•

アップロード ファイルで指定されているアクセス ポイントの有効性（アクセス ポイントが
Prime Infrastructure に属しているかどうか）が検証されます。

•

傾斜、機首方位、範囲、および他の地理座標フィールドに対して、範囲の検証が実行されます。
経度および緯度が指定されると、範囲の検証が実行されます。指定されていない場合、値はデ
フォルトで 0 になります。

有効性チェックが正常に終了したら、ファイルの詳細を確認して [保存（Save）] をクリックします。
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以前のアップロード情報が保存されている場合は、その情報が次のように上書きされます。
•

以前にフォルダをアップロードした場合は、そのフォルダの座標が更新されます。

•

以前にアクセス ポイントをアップロードした場合は、そのアクセス ポイントの座標が更新
されます。

•

フォルダ内の既存のアクセス ポイントは削除されません。

•

必要に応じて、新しいフォルダが作成され、アクセスポイントが適宜配置されます。

[アクセス ポイント
（Access Point）
] ページヘの [Google Earth ロケー
ション
（Google Earth Location）
] 起動ポイントの追加
[Google Earth ロケーション（Google Earth Location）] 起動ポイントを [アクセス ポイント（Access
Point）] の概要および詳細ページに追加することで、Prime Infrastructure 内の [Google Earth ロケー
ション（Google Earth Location）] 起動ポイントの数を増やすことができます。
ステップ 1

[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセスポイントの
無線（Access Point Radios）] の順に選択します。

ステップ 2

[アクセス ポイント（Access Point）] 概要ページで、ページ見出しの隣の [ビューの編集（Edit
View）] リンクをクリックします。

ステップ 3

[ビューの編集（Edit View）] ページで、左側の列の [Google Earth ロケーション（Google Earth
Location）] を強調表示し、[表示（Show）] をクリックします。
[Google Earth ロケーション（Google Earth Location）] 列見出しは [ビュー情報（View Information）]
列内に移動します。

ステップ 4

列の表示順序を変更するには、[Google Earth ロケーション（Google Earth Location）] エントリを強
調表示して、必要に応じて [上（Up）] または [下（Down）] ボタンをクリックし、[実行（Submit）] を
クリックします。
[アクセス ポイント（Access Points）] 概要ページに戻り、Google Earth 起動リンクが画面に表示さ
れます。起動リンクは、[アクセス ポイント（Access Points）] 詳細ページの一般概要ページにも表
示されます（[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス テクノロジー（Wireless Technologies）] > [アクセス
ポイントの無線（Access Point Radios）] > [AP 名（AP Name）]）。
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アクセス ポイントの Google Earth 設定項目の設定
Google Earth Maps 機能用にアクセス ポイントを設定できます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [Google Earth] を選択します。

ステップ 2

次のパラメータを設定します。
•

[設定の更新（Refresh Settings）]：オンデマンド更新を有効にするには、[ネットワークから更
新（Refresh from Network）] チェックボックスをオンにします。このオプションは一度のみ適
用され、その後無効になります。ネットワーク内のアクセス ポイントの数によっては、更新
に時間がかかることがあります。

•

[レイヤ（Layers）]：アクセス ポイント、アクセス ポイント ヒート マップ、およびアクセス ポ
イント メッシュ情報のレイヤ フィルタを選択して保存できます。チェックボックスをオン
にして適切なレイヤをアクティブにし、[>] をクリックしてフィルタ ページを開きます。
Google Earth が次の更新要求を送信する時点で、これらの設定が適用されます。
– [アクセス ポイント
（Access Points）]：[AP フィルタ（AP Filter）] ドロップダウン リストか

ら、表示する情報（チャネル、Tx 電力レベル、カバレッジ ホール、MAC アドレス、名前、コ
ントローラ IP、使用率、プロファイル、またはクライアント）を選択します。
アクセス ポイント レイヤがオンになっていない場合は、データが返されず、エラー メッ
セージ（アイコンのない目印）が Google Earth に返されます。
– [AP ヒートマップ
（AP Heatmap）]：[プロトコル（Protocol）] ドロップダウン リストから、

[802.11a/n]、[802.11b/g/n]、[802.11a/n & 802.11b/g/n]、または [なし（None）] を選択します。
[RSSI カットオフ（RSSI Cutoff）] ドロップダウン リストからカットオフを選択します
（-60 ～ -90 dBm）。
802.11a/n と 802.11b/g/n の両方のプロトコルを選択した場合は、それら両方のヒート マッ
プが生成され、互いに重なり合って配置されます。重なり順序は指定できません。これを
回避するには、Google Earth でオーバーレイを個別にオフにするか、Prime Infrastructure の
[Google Earth の設定（Google Earth Settings）] でオーバーレイを変更する必要があります。
– [AP メッシュ情報
（AP Mesh Info）]：[リンク SNR（Link SNR）]、[パケット エラー率（Packet

Error Rate）]、または [なし（none）] を選択します。[リンクの色（Link Color）] ドロップダウ
ン リストから、[リンク SNR（Link SNR）] または [パケット エラー率（Packet Error Rate）]
を選択します。[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] をオンにすると、[メッシュ リンク
（Mesh Links）] も自動的に表示されます。
ステップ 3

[設定の保存（Save Settings）] をクリックして、変更内容を保存します。変更を保存せずにページを
閉じる場合は、[キャンセル（Cancel）] をクリックします。
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ワイヤレス マップの編集

フロアの編集

ワイヤレス マップの編集
ワイヤレス マップ エディタを使用するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

目的のキャンパス、ビルディング、フロア領域を選択します。

ステップ 3

目的のフロア領域をクリックします。[サイト マップ（Site Maps）] > [キャンパス名（Campus
Name）] > [建物名（Building Name）] > [フロア領域名（Floor Area Name）] ページが表示されます。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。[Map Editor] ページが表示されます。
外壁より外部の空白部分がすべてなくなるように、フロア図面のイメージが適切に縮尺されて
いることを確認してください。フロアの寸法が正確かどうかを確認するには、[コンパス ツール
（compass tool）] をクリックします。

ステップ 5

基準長を配置します。線の長さの [スケール（Scale）] メニューが表示されます。基準長の寸法（幅
と高さ）を入力して、[OK] をクリックします。

ステップ 6

[アンテナ モード（Antenna Mode）] ドロップダウン リストから、伝播パターンを決定します。

ステップ 7

アンテナ方向バーを目的の度の方向へスライドさせて、アンテナ調整をします。

ステップ 8

目的のアクセス ポイントを選択します。

ステップ 9

[保存（Save）] をクリックします。

位置精度
Prime Infrastructure では、目視調査と校正で収集されたデータ ポイントに基づいて、特定の位置
の位置品質と機能を確認し、位置仕様（10 m、90 %）を満たすこともできます。
関連項目
•

位置精度と準備状態の表示

•

校正データによる位置品質の調査

•

VoWLAN の準備状態の表示
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位置精度と準備状態の表示
Prime Infrastructure を設定することにより、既存のアクセス ポイントの展開を検証して、10 m 以
内にあるクライアント、不正クライアント、不正アクセス ポイント、またはタグの実際の位置を
90 % 以上の確率で推定できます。位置の準備状態の計算は、アクセス ポイントの数と配置に基
づいています。
Inspect Location Readiness 機能は距離ベースの予測ツールであり、アクセス ポイントを配置した
場合に発生する問題領域を指摘できます。
Inspect Location Readiness ツールを表示するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域名をクリックして、マップを表示します。
RSSI が表示されない場合は、左側のサイドバー メニューの [AP ヒートマップ（AP Heatmaps）]
チェックボックスをオンにして、AP ヒートマップを有効にできます。
クライアント、タグ、およびアクセス ポイントが表示されない場合は、左側のサイドバー メ
ニューでそれぞれのチェックボックスがオンになっていることを確認します。クライアントと
タグをそれぞれ追跡するには、クライアントとタグの両方のライセンスが購入済みである必要
があります。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Inspect Location Readiness] を
選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。
10 m、90 % の位置仕様を満たす領域（[はい（Yes）] で示される）と満たさない領域（[いいえ（No）]
で示される）を示す、色分けされたマップが表示されます。

校正データによる位置品質の調査
領域の目視調査で収集されたデータ ポイントに基づいて校正モデルを完成させた後、アクセス
ポイントの位置品質を調査できます。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [RF 校正モデル（RF Calibration
Model）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。
校正モデルの一覧が表示されます。

ステップ 3

必要な校正モデルをクリックします。

ステップ 4

[校正フロア（Calibration Floors）] の見出しの下にある [Inspect Location Quality] リンクをクリッ
クします。
Prime Infrastructure に、位置エラーの割合を示す色分けされたマップが表示されます。選択され
ている距離を変更して、位置エラーへの影響を確認できます。
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VoWLAN の準備状態の表示
VoWLAN Readiness（音声の準備状態）ツールを使用すると、RF カバレッジを確認して、音声の
ニーズを十分に満たしているかどうかを判断できます。このツールは、アクセス ポイントをイン
ストールした後の RSSI レベルを確認します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域名をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Inspect VoWLAN Readiness]
を選択します。

ステップ 4

ドロップダウン リストから、[帯域（Band）]、[AP 送信電力（AP Transmit Power）]、および [クライア
ント（Client）] パラメータのうち、該当するものを選択します。
デフォルトでは、リージョン マップには Cisco Phone ベースの RSSI しきい値に対する b/g/n 帯域
が表示されます。新しい設定は保存できません。
選択したクライアントによっては、次の RSSI 値が編集不可になる場合があります。
•

[Cisco Phone]：RSSI 値を編集できません。

•

[カスタム（Custom）]：RSSI 値を次の範囲で編集できます。
– 下限しきい値：-95 dBm ～ -45 dBm
– 上限しきい値：-90 dBm ～ -40 dBm

当該領域で音声の準備ができている状態であるかどうかは、次の色で表示されます。
•

緑色：準備できている

•

黄色：しきい値周辺

•

赤色：準備できていない

緑色/黄色/赤色のリージョンの精度は、RF 環境およびフロアが校正されているかどうかによっ
て異なります。フロアが校正されている場合、リージョンの精度は高まります。

チョークポイントを使用したタグの位置報告の精度の向上

Wi-Fi TDOA レシーバの追加

フロア上の包含リージョンの定義
フロア上のロケーションの精度をさらに高めるために、含める領域（包含領域）と含めない領域
（除外領域）を定義できます。たとえば、ビルディング内のアトリウムや階段の吹き抜けなどの領
域を除外して、作業領域（小個室、研究室、製造現場など）を含めることができます。
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デフォルトでは、Prime Infrastructure は、新たに追加された各フロアに対して包含リージョンを
定義します。新しい包含リージョンを定義すると、以前に定義された包含リージョンが自動的に
削除されます。包含リージョンは水色の実線で輪郭が示されます。
包含領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択し、[実行
（Go）] をクリックします。

ステップ 4

マップで、ツールバーの水色のボックスをクリックします。

ステップ 5

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。包含領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 6

包含領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。

ステップ 7

含める領域の境界に沿ってカーソルを移動させ、クリックして境界線を終了します。再びクリッ
クすると、次の境界線を定義できます。

ステップ 8

領域の輪郭が描画されるまでステップ 7 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。水色の実線によって包含領域が定義されます。

ステップ 9

[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択するか、ディスク アイコンをクリック
して、包含リージョンを保存します。
包含領域を誤って定義した場合は、その領域をクリックします。選択された領域の輪郭が水色の
破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。領域がフロア マップか
ら削除されます。

ステップ 10

フロア マップに戻ってヒートマップ上で包含リージョンを有効にするには、[コマンド
（Command）] メニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 11

[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっていない場合
にはオンにします。変更をすべてのフロア マップに適用する場合は、[設定の保存（Save Settings）]
をクリックします。

ステップ 12

Prime Infrastructure と MSE データベースを再同期させるには、[サービス（Services）] > [サービス
の同期（Synchronize Services）] を選択します。2 つの DB がすでに同期されている場合は、変更が
あるたびに自動的に再同期が実行されます。明示的に再同期する必要はありません。

ステップ 13

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択し、[同期（Synchronize）] をクリックします。[同期ステータス（Sync.
Status）] 列の 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたことを確認できます。
新たに定義された包含リージョンと除外リージョンは、Mobility Services Engine によってロケー
ションが再計算された後にヒートマップ上に表示されます。
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フロア上の除外リージョンの定義
フロア上のロケーションの計算精度をさらに高めるために、含めない領域（除外領域）を定義で
きます。たとえば、ビルディング内のアトリウムや階段の吹き抜けなどの領域を除外できます。
通常、除外領域は包含領域の境界内に定義されます。
除外領域を定義するには、以下のステップに従います。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーの紫色のボックスをクリックします。

ステップ 6

表示されるメッセージ ボックスで [OK] をクリックします。除外領域の輪郭を描画するための描
画アイコンが表示されます。

ステップ 7

除外領域の定義を開始するには、描画アイコンをマップ上の開始ポイントに移動して、1 回ク
リックします。

ステップ 8

除外する領域の境界に沿って描画アイコンを移動させます。1 回クリックして境界線を開始し、
再びクリックして境界線を終了します。

ステップ 9

領域の輪郭が描画されるまでステップ 8 を繰り返したら、描画アイコンをダブルクリックしま
す。定義された除外領域は、領域が完全に定義されると紫色で網掛けされます。除外された領域
は紫色で網掛けされます。

ステップ 10

追加の除外リージョンを定義するには、ステップ 5 ～ ステップ 9 を繰り返します。

ステップ 11

すべての除外領域を定義したら、[コマンド（Command）] メニューから [保存（Save）] を選択する
か、ツールバーのディスク アイコンをクリックして、除外リージョンを保存します。

ステップ 12

除外領域を削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色の破線
で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。

ステップ 13

フロア マップに戻ってヒートマップ上で除外リージョンを有効にするには、[コマンド
（Command）] メニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 14

完了したら、[ロケーション リージョン（Location Regions）] チェックボックスがまだオンになっ
ていない場合にはオンにし、[設定の保存（Save settings）] をクリックし、[レイヤの構成（Layers
configuration）] ページを閉じます。

ステップ 15

Prime Infrastructure とロケーション データベースを再同期させるには、
[サービス
（Services）] > [サー
ビスの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 16

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択し、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。
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位置精度

フロア上のレール ラインの定義
フロア上にコンベヤ ベルトを表すレール ラインを定義できます。また、レール領域の周囲にス
ナップ幅とも呼ばれる、ロケーション計算を一層サポートする領域を定義できます。この領域
は、クライアントが表示されると予測される領域を表します。
スナップ幅の領域内に配置されたクライアントは、レール ライン上に表示されるか（多数）、ス
ナップ幅領域の外側に表示されます（少数）。スナップ幅領域は、フィートまたはメートル（ユー
ザ定義）単位で定義され、レールの片側（東および西、または北および南）からモニタされる距離
を表します。
レール ラインの設定はタグには適用されません。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

該当するフロア領域の名前をクリックします。

ステップ 3

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから、[Map Editor] を選択します。

ステップ 4

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 5

マップで、ツールバーのレール アイコン（紫色の除外アイコンの右側）をクリックします。

ステップ 6

レールのスナップ幅（フィートまたはメートル）を入力して [OK] をクリックします。描画アイコ
ンが表示されます。

ステップ 7

レール ラインの開始ポイントで描画アイコンをクリックします。ラインの描画を停止するとき
やラインの方向を変える際は、再びクリックします。

ステップ 8

フロア マップ上にレール ラインを完全に描画したら、描画アイコンを 2 回クリックします。レー
ル ラインはマップ上に表示され、片側は定義されたスナップ幅リージョンに接します。

ステップ 9

レール ラインを削除するには、削除する領域をクリックします。選択された領域の輪郭が紫色の
破線で描かれます。次に、ツールバーの [X] アイコンをクリックします。

ステップ 10

フロア マップに戻ってヒートマップ上でレールを有効にするには、[コマンド（Command）] メ
ニューから [終了（Exit）] を選択します。

ステップ 11

フロア マップで、[レイヤ（Layers）] ドロップダウン リストを選択します。

ステップ 12

まだ選択していない場合は、[レール（Rails）] チェックボックスをオンにして、[設定の保存（Save
Settings）] をクリックします。

ステップ 13

Prime Infrastructure と Mobility Services Engine を再同期させるには、[サービス（Services）] > [サー
ビスの同期（Synchronize Services）] を選択します。

ステップ 14

[同期（Synchronize）] ページで、[同期（Synchronize）] ドロップダウン リストから [ネットワーク設
計（Network Designs）] を選択して、[同期（Synchronize）] をクリックします。
[同期ステータス（Sync. Status）] 列で 2 つの緑色の矢印を調べることで、同期が正常に行われたこ
とを確認できます。
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マップを使用したネットワークのモニタリング
マップを使用したメッシュ ネットワークのモニタリング
Prime Infrastructure では、メッシュ ネットワーク マップの次の要素の詳細にアクセスして表示で
きます。
•

メッシュ リンクの統計情報

•

メッシュ アクセス ポイント

•

メッシュ アクセス ポイント ネイバー

マップを使用したメッシュ リンクの統計情報のモニタリング
[モニタ（Monitor）] > [ワイヤレス マップ（Wireless Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] ページ
で、特定のメッシュ ネットワーク リンクの信号対雑音比（SNR）を表示し、そのリンク上で送受
信されたパケットの数を表示して、リンク テストを開始できます。
2 つのメッシュ アクセス ポイント間またはメッシュ アクセス ポイントとルート アクセス ポイ
ント間の特定のメッシュ リンクに関する詳細を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタする屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックし
ます。

ステップ 3

左側のサイドバー メニューで、[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] の右側の矢印をクリックしま
す。[メッシュ フィルタ（Mesh Filter）] ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 4

各メッシュ アクセス ポイントの子の横の色付きドットの上にカーソルを移動して、これとその
親間のリンクの詳細を表示します。
ドットの色は、次のように、SNR 強度のクイック リファレンス ポイントを示します。

ステップ 5

•

緑のドットは、SNR が高いことを表します（25 dB 以上）。

•

黄のドットは、SNR が許容範囲内にあることを表します（20～25 dB）。

•

赤のドットは、SNR が低いことを表します（20 dB 以下）。

•

黒のドットは、ルート アクセス ポイントを示します。

リンク テストをクリックします。リンク テストを両方のリンク（子から親と親から子）に同時に
実行できません。
リンク テストが完了するまでに 30 秒ほどかかります。

ステップ 6

SNR 統計をある期間にわたってグラフィカルに表示するには、リンク上の矢印をクリックしま
す。表示されるリンクのグラフは、次のとおりです。
•

[SNR Up]：アクセス ポイントの視点からのネイバーの RSSI 値を描画します。

•

[SNR Down]：ネイバーがアクセス ポイントにレポートする RSSI 値を描画します。

•

[リンク SNR（Link SNR）]：SNR Up 値に基づいて重み付けおよびフィルタ処理された測定値
を描画します。
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•

[調整済みリンク メトリック（The Adjusted Link Metric）]：ルート アクセス ポイントへの最小
コストのパスを決定するために使用される値を描画します。この値は、屋上アクセス ポイン
トに到達することの容易さを表し、ホップ カウントを計上します。この値が低くなるほど、パ
スは使用されなくなります。

•

[未調整リンク メトリック（The Unadjusted Link Metric）]：ホップの数によって未調整のルー
ト アクセス ポイントに到達する最小コストのパスを描画します。未調整のリンクの値が高
くなるほど、パスは効果的になります。

マップを使用したメッシュ アクセス ポイントのモニタリング
メッシュ ネットワーク マップから、メッシュ アクセス ポイントの概要を表示することができま
す。この情報は、すべてのアクセス ポイントに表示される情報（MAC アドレス、アクセス ポイン
ト モデル、コントローラ IP アドレス、位置、アクセス ポイントの高さ、アクセス ポイントの稼働
時間、および LWAPP の稼働時間）に追加して表示されます。
メッシュ アクセス ポイントの設定情報の概要と詳細をメッシュ ネットワーク マップから表示
するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタするアクセス ポイントの屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアの位置に対応
するマップ名をクリックします。

ステップ 3

アクセス ポイントの設定情報の概要を表示するには、マウス カーソルをモニタするアクセス ポ
イント上に移動します。選択したアクセス ポイントの設定情報が記載されたダイアログボック
スが表示されます。

ステップ 4

アクセス ポイントの設定情報の詳細を表示するには、マップに表示されているアクセス ポイン
トをダブルクリックします。アクセス ポイントの設定の詳細が表示されます。
アクセス ポイントに IP アドレスがある場合には、メッシュ アクセス ポイント ダイアログボッ
クスの下部に [ping テストの実行（Run Ping Test）] リンクも表示されます。

関連項目
•

メッシュ アクセス ポイントの詳細設定の表示

メッシュ アクセス ポイントの詳細設定の表示
メッシュ アクセス ポイントの詳細な設定情報をメッシュ ネットワーク マップから表示するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタするアクセス ポイントの屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアの位置に対応
するマップ名をクリックします。
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ステップ 3

詳細な設定情報を表示するアクセス ポイントをダブルクリックします。T

ステップ 4

次のいずれかのタブをクリックして、必要な情報を表示します。
•

[一般（General）]：AP 名、MAC アドレス、AP の稼働時間、関連付けられているコントローラ
（登録済みおよびプライマリ）の動作ステータス、ソフトウェア バージョンなど、メッシュ ア
クセス ポイントの全般的な設定を表示します。
メッシュ アクセス ポイントのソフトウェア バージョンには、m の文字と mesh という単語を
カッコで囲んだものが付加されます。

•

[インターフェイス（Interface）]：メッシュ アクセス ポイントでサポートされるインターフェ
イスの設定詳細を表示します。インターフェイスのオプションは無線とイーサネットです。

•

[メッシュ リンク（Mesh Links）]：メッシュ アクセス ポイントの親およびネイバーの詳細（名
前、MAC アドレス、パケット エラー率、およびリンクの詳細）を表示します。このページから
リンク テストを開始することもできます。

•

[メッシュ統計（Mesh Statistics）]：メッシュ アクセス ポイントのブリッジ、キュー、およびセ
キュリティ統計に関する詳細を表示します。

関連項目
•

マップを使用したメッシュ アクセス ポイント ネイバーのモニタリング

マップを使用したメッシュ アクセス ポイント ネイバーのモニタリ
ング
メッシュ アクセス ポイントのネイバーの詳細をメッシュ ネットワーク マップから表示するに
は、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

モニタする屋外領域、キャンパス、ビルディングまたはフロアに対応するマップ名をクリックし
ます。

ステップ 3

メッシュ アクセス ポイントのメッシュ リンクに関する詳細を表示するには、アクセス ポイント
ラベルの矢印部分をクリックします。[アクセス ポイント（Access Points）] ページが表示されます。

ステップ 4

[メッシュ リンク（Mesh Links）] タブをクリックします。

ステップ 5

選択したアクセス ポイントのネイバーのメッシュ リンク詳細を表示するには、アクセス ポイン
ト設定概要ダイアログボックスの [メッシュ（Mesh）] タブで [メッシュ ネイバーの表示（View
Mesh Neighbors）] をクリックします。このダイアログボックスは、マップ上のアクセス ポイント
にマウス カーソルを移動すると表示されます。
信号対雑音比（SNR）が [メッシュ ネイバーの表示（View Mesh Neighbors）] ダイアログボックスに
表示されます。
ラベルによって、選択されたアクセス ポイント、ネイバー アクセス ポイントおよび子のアクセ
ス ポイントを識別します。

ステップ 6

マップから関係ラベルを削除するには、選択したアクセス ポイントの [clear] リンクをクリック
します。
メッシュ ネイバー ページの上部にあるドロップダウン リストには、表示されるマップの解像度
（100 %）および表示される情報の更新間隔（5 分おき）が示されます。
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マップを使用したメッシュ ネットワーク階層の表示
メッシュ ネットワーク内のメッシュ アクセス ポイントの親子関係を表示できます。興味のある
アクセス ポイントを選択するだけで、マップ ビューに表示されるアクセス ポイントをフィルタ
リングすることもできます。
選択したネットワークのメッシュ ネットワーク階層を表示するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

表示するマップ名をクリックします。

ステップ 3

[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] チェックボックスをオンにします（オンになっていない場合）。
[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] チェックボックスは、メッシュ アクセス ポイントがマップ上
に存在する場合にのみ選択できます。

ステップ 4

[AP メッシュ情報（AP Mesh Info）] の右側の青い矢印をクリックして、[メッシュ親子階層ビュー
（Mesh Parent-Child Hierarchical View）] を表示します。

ステップ 5

メッシュ アクセス ポイントの横に表示されたプラス（+）の記号をクリックして、その子を表示
します。
マイナス記号（-）が親メッシュ アクセス ポイントのエントリの横に表示されている場合には、す
べての下位メッシュ アクセス ポイントが表示されます。たとえば、アクセス ポイントの
indoor-mesh-45-rap2 には indoor-mesh-44-map2 という子が 1 つだけ存在します。

ステップ 6

各メッシュ アクセス ポイントの子の横の色付きドットの上にマウス カーソルを移動して、子と
親の間のリンク詳細を表示します。
ドットの色は、SNR 強度のクイック リファレンス ポイントを示します。
•

緑のドットは、SNR が高いことを表します（25 dB 以上）。

•

黄のドットは、SNR が許容範囲内にあることを表します（20～25 dB）。

•

赤のドットは、SNR が低いことを表します（20 dB 以下）。

•

黒のドットは、ルート アクセス ポイントを示します。

メッシュ フィルタを使用したマップとメッシュ リンクのマップ表示
の変更
メッシュ階層ページでは、メッシュ フィルタを定義して、マップに表示するメッシュ アクセス
ポイントを決定できます。メッシュ アクセス ポイントとそのルート アクセス ポイント間のホッ
プ カウントによって、メッシュ アクセス ポイントがフィルタ処理されます。
Prime Infrastructure ではマップ ビュー情報が 15 分ごとに更新されます。
メッシュ フィルタリングを使用するには、[メッシュ親子階層ビュー（Mesh Parent-Child
Hierarchical View）] で次の手順を実行します。
ステップ 1

表示するメッシュのラベルと色を変更するには、[リンク ラベル（Link Label）] ドロップダウン リ
ストからオプションを選択します。

ステップ 2

マップ上のメッシュ リンクの色を決定するパラメータを選択するには、[リンクの色（Link Color）
]
ドロップダウン リストからオプションを選択します。
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ステップ 3

親との間のホップ数に基づいて表示するメッシュ アクセス ポイントを変更するには、[クイック
選択（Quick Selections）] ドロップダウン リストから適切なオプションを選択します。

ステップ 4

表 34-17 は、オプションの説明を示しています。

ステップ 5

[マップ ビューの更新（Update Map View）] をクリックして画面をリフレッシュし、選択したオプ
ションでマップ ビューを表示します。
子アクセス ポイントを表示するには、ルート アクセス ポイントへの親アクセス ポイントを選択
する必要があります。

関連項目
•

SNR およびパケット エラー率のリンク カラーの定義

•

[クイック選択（Quick Selections）] のオプション

SNR およびパケット エラー率のリンク カラーの定義
SNR とパケット エラー率リンクの色によって、SNR 強度のクイック リファレンス ポイントが
示されます（表 34-16 を参照）。
.

表 34-16

リンク
の色

SNR およびパケット エラー率のリンクの色の定義

リンク SNR

パケット エラー率（PER）

グリーン

SNR が 25 dB を超えている（高い値）こ PER が 1 % 以下であることを表します。
とを表します。

オレンジ

SNR が 20 ～ 25 dB（許容値）であるこ
とを表します。

赤

SNR が 20 dB を下回っている（低い値） PER が 10 % より大きいことを表します。
ことを表します。

PER が 1 % より大きく 10 % 未満であ
ることを表します。

[クイック選択
（Quick Selections）
] のオプション
親との間のホップ数に基づいて表示するメッシュ アクセス ポイントを指定するには、[クイック
選択（Quick Selections）] ドロップダウン リストから適切なオプションを選択します（表 34-17 を
参照）。
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表 34-17

[クイック選択（Quick Selections）] のオプション

フィールド

説明

[ルート AP のみを選択（Select only Root APs）] マップ ビューにルート アクセス ポイントのみ
を表示したい場合は、この設定を選択します。
[1 番目のホップまで選択（Select up to 1st hops）] マップ ビューに 1 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[2 番目のホップまで選択（Select up to 2nd hops）] マップ ビューに 2 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[3 番目のホップまで選択（Select up to 3rd hops）] マップ ビューに 3 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[4 番目のホップまで選択（Select up to 4th hops）] マップ ビューに 4 番目のホップのみを表示し
たい場合は、この設定を選択します。
[すべて選択（Select All）]

マップ ビューにすべてのアクセス ポイント
を表示したい場合は、この設定を選択します。

マップを使用したタグのモニタリング
マップでタグ ロケーション ステータスを有効にすると、タグ付きアセットの信号を生成したア
クセス ポイントの名前、その信号強度、およびアセットのロケーション情報が最後に更新された
日時を確認できます。この情報を表示するには、マップ上のアセット タグ アイコンにマウスを
移動します。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[キャンパス（Campus）] > [建物（Building）] > [フロア（Floor）] を選択し、該当する Mobility Services
Engine とタグを選択します。

ステップ 3

[フロア設定（Floor Settings）] ペイン（左側）の [802.11 タグ（802.11 Tags）] チェックボックスがま
だオンになっていない場合にはオンにします。
すべてのマップに対して [フロア設定（Floor Settings）] に加えた変更を保存しない場合には、[設
定の保存（Save Settings）] をクリックしないでください。

ステップ 4

タグ アイコン（黄色のタグ）の上にカーソルを移動すると、そのタグの設定の概要がダイアログ
ボックスに表示されます。

ステップ 5

新しいウィンドウでタグの詳細を表示するには、タグ アイコンをクリックします。

マップを使用したデバイスの詳細の表示
デバイスの詳細を表示するには、マップ上のデバイス アイコンにカーソルを移動します。
モニタ モードのアクセス ポイントは、他のアクセス ポイントと区別するために灰色のラベルで
表示されます。
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マップを使用したネットワーク設計の計画
プランニング モードの使用
データ トラフィック、音声トラフィック、および位置がそれぞれアクティブかどうかに基づい
て、アクセス ポイントの推奨される数および位置を計算できます。
プランニング モードでは、各プロトコル（802.11a または 802.11 b/g）に指定されるスループット
に基づいて、ネットワーク内で最適カバレッジを提供するために必要な合計アクセス ポイント
数が計算されます。
プランニング モードでは、必要なアクセス ポイント数の計算に AP タイプおよびアンテナ パ
ターン情報を使用しません。計算はアクセス ポイントのカバレッジ領域または各アクセス ポイ
ントのユーザ数に基づいています。
ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

目的のキャンパスまたはビルディングを選択します。

ステップ 3

[建物（Building）] で目的のフロア領域をクリックします。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プランニング モード（Planning
Mode）] を選択します。

ステップ 5

[移動（Go）] をクリックします。

ステップ 6

プランニング モード オプションを選択します。
[AP アソシエーション計画ツール（Planned AP Association Tool）] を使用すると、Excel または
CSV ファイルから AP アソシエーションの追加、削除、インポートを実行できます。アクセス ポ
イントを定義したら、[AP アソシエーション計画ツール（Planned AP Association Tool）] を使用し
て、そのアクセス ポイントをベース無線 MAC アドレスに関連付けることができます。AP が検出
されない場合はスタンバイ バケットに格納され、検出された際に関連付けられます。
AP アソシエーションでは、AP がフロアや屋外領域に属していないことが条件となります。AP
がフロアまたは屋外領域に割り当てられている場合、その AP はスタンバイ バケットに格納さ
れ、フロアまたは屋外領域から削除された際に指定フロアに配置されます。1 つの MAC アドレ
スを複数のフロアまたは屋外領域に対して使用することはできません。
マップの同期は、AP がベース無線の MAC アドレスにアソシエートされている場合のみ動作し、
イーサネット MAC アドレスにアソシエートされている場合は動作しません。
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プランニング モードを使用したアクセス ポイント要件の計算
Prime Infrastructure プランニング モードを使用すると、マップ上に架空のアクセス ポイントを配
置してカバレッジ領域を表示できるので、領域をカバーするのに必要なアクセス ポイント数を
計算できます。プランニング モードでは、各プロトコル（802.11a/n または 802.11b/g/n）に指定さ
れるスループットに基づいて、ネットワーク内で最適カバレッジを提供するために必要な合計
アクセス ポイント数が計算されます。次の条件に基づいて、アクセス ポイントの推奨される数
および位置を計算できます。
•

ネットワーク上でアクティブなトラフィックのタイプ：データ トラフィック、音声トラ
フィック、または両方

•

位置精度の要件

•

アクティブなユーザの数

•

1 平方フィートごとのユーザ数

ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

目的のキャンパスまたはビルディングを選択します。

ステップ 3

[建物（Building）] で目的のフロア領域をクリックします。
すべての要素（アクセス ポイント、クライアント、タグ）とその相対的な信号強度を示す、色分け
されたマップが表示されます。

ステップ 4

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リスト（右上）から [プランニング モード
（Planning Mode）] を選択し、[実行（Go）] をクリックします。空白のフロア マップが表示されます。

ステップ 5

[AP の追加（Add APs）] をクリックします。

ステップ 6

表示されたページで、推奨アクセス ポイントを計算するマップ位置まで破線の四角形をドラッ
グします。
四角形の端を選択し、Ctrl キーを押したままにして、四角形のサイズまたは配置を調整します。四
角形のサイズは、辺と頂点にあるハンドルをドラッグして変更できます。

ステップ 7

[AP の追加（Add APs）] ドロップダウン リストから [自動（Automatic）] を選択します。

ステップ 8

[AP タイプ（AP Type）] と、選択したアクセス ポイントに適したアンテナとプロトコルを選択し
ます。

ステップ 9

アクセス ポイントのターゲット スループットを選択します。

ステップ 10

フロアで使用されるサービスの横にあるチェックボックスをオンにします。少なくとも 1 つの
サービスを選択する必要があります。

ステップ 11

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにして、次のアクセスポイント プ
ランニング オプションを選択します。
•
•

ステップ 12

[需要（Demand）] および [AP ごとにカバレッジを上書き（Override Coverage per AP）]
[セーフティ マージン（Safety Margin）
（[データ/カバレッジ
]
（Data/Coverage）] および [音声
（Voice）] セーフティ マージン オプションの場合）

[計算（Calculate）] をクリックします。
選択したサービスの推奨アクセス ポイントの数が表示されます。推奨される計算では、[詳細オ
プション（Advanced Options）] の [セーフティ マージン（Safety Margin）] で下方に調整されていな
い限り、常に強力な信号が必要であると見なされます。場合によっては、必要なアクセス ポイン
トが推奨される数より少ないこともあります。
プランニング モードの計算では、壁は使用または考慮されません。
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ステップ 13

[適用（Apply）] をクリックして、選択されたサービスおよびパラメータに基づいて、選択された
領域において推奨されるアクセス ポイントの配置案を示すマップを生成します。

ステップ 14

[提案の生成（Generate Proposal）] を選択して、指定された入力に基づいて推奨されるアクセス ポ
イントの数および配置のレポートを、テキストおよびグラフィックで表示します。

関連項目

プランニング モードのサービス オプション

プランニング モードのサービス オプション
表 34-18 はアクセス ポイント プランニング オプションを示しています。
表 34-18

プランニング モードのサービス オプションの定義

サービス オプション
[データ/カバレッジ
（Data/Coverage）]

説明
データ トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、このチェックボックスをオン
にします。次の定義は、帯域およびデータ レートに応じて使用されます。
帯域

パス損失モデル（dBm） データ レート（Mb/s）

面積（平方フィート）

802.11a

-3.3

10 ～ 12

6000

802.11a

-3.3

15 ～ 18

4500

802.11a

-3.5

10 ～ 12

5000

802.11a

-3.5

15 ～ 18

3250

802.11bg

-3.3

5

6500

802.11bg

-3.3

6

4500

802.11bg

-3.5

5

5500

802.11bg

-3.5

6

3500

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにした場合、データの信号
強度のしきい値について、希望するセーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安
全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]）を選択できます。

[音声（Voice）]

•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小（-3 dBm）

•

[安全（Safe）] = 中（0 dBm）

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大（+3 dBm）

音声トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、[音声（Voice）] チェックボックス
をオンにします。
[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにした場合、音声の信号強
度のしきい値について、希望するセーフティ マージン（[アグレッシブ（Aggressive）]、[安
全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、または [7920 対応（7920-enabled）]）を選択で
きます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小 [-78 dBm (802.11a/b/g)]

•

[安全（Safe）] = 中 [-75 dBm (802.11a/b/g)]

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大 [-72 dBm (802.11a/b/g)]

•

[7920 対応（7920_enabled）] = [-72 dBm (802.11a); -67 dBm (802.11b/g)]
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表 34-18

プランニング モードのサービス オプションの定義（続き）

サービス オプション

説明

[参照先（Location）]

このチェックボックスをオンにすると、推奨されるアクセス ポイントの計算において、少
なくとも 90 % の確率で、10 m 以内にある要素の真の位置が提供されるようになります。
条件を満たすために、各アクセス ポイントを、他のアクセス ポイントから 70 フィート以
内に配置します。アクセス ポイントの周囲を六角形に区切り、その六角形を互い違いに
組み合わせた形式の配置にします。
（注）

表 34-19

サービス オプション
[データ/カバレッジ
（Data/Coverage）]

各サービス オプションには、そのオプションの上に示されているすべてのサービ
スが含まれます。たとえば、[ロケーション（Location）] チェックボックスをオンに
した場合、計算では、必要なアクセス ポイントの最適数を決定する際に、データ/
カバレッジ、音声、および位置が考慮されます。
アドバンスド サービスの定義

説明
データ トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、このチェックボックス
をオンにします。次の定義は、帯域およびデータ レートに応じて使用されます。
帯域

パス損失モデル
（dBm）

データ レート（Mb/s） 面積（平方フィート）

802.11a

-3.3

10 ～ 12

6000

802.11a

-3.3

15 ～ 18

4500

802.11a

-3.5

10 ～ 12

5000

802.11a

-3.5

15 ～ 18

3250

802.11bg

-3.3

5

6500

802.11bg

-3.3

6

4500

802.11bg

-3.5

5

5500

802.11bg

-3.5

6

3500

[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにした場合、デー
タの信号強度のしきい値について、希望するセーフティ マージン（[アグレッシブ
（Aggressive）]、[安全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]）を選択できます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小（-3 dBm）

•

[安全（Safe）] = 中（0 dBm）

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大（+3 dBm）
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表 34-19

アドバンスド サービスの定義（続き）

サービス オプション

説明

[音声（Voice）]

音声トラフィックが無線 LAN 上で送信される場合は、[音声（Voice）] チェック
ボックスをオンにします。
[詳細オプション（Advanced Options）] チェックボックスをオンにした場合、音声
の信号強度のしきい値について、希望するセーフティ マージン（[アグレッシブ
（Aggressive）]、[安全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、または [7920 対応
（7920-enabled）]）を選択できます。
•

[アグレッシブ（Aggressive）] = 最小 [-78 dBm (802.11a/b/g)]

•

[安全（Safe）] = 中 [-75 dBm (802.11a/b/g)]

•

[非常に安全（Very Safe）] = 最大 [-72 dBm (802.11a/b/g)]

[7920 対応（7920_enabled）] = [-72 dBm (802.11a); -67 dBm (802.11b/g)]
[参照先（Location）]

このチェックボックスをオンにすると、推奨されるアクセス ポイントの計算にお
いて、少なくとも 90 % の確率で、10 m 以内にある要素の真の位置が提供されるよ
うになります。
条件を満たすために、各アクセス ポイントを、他のアクセス ポイントから
70 フィート以内に配置します。アクセス ポイントの周囲を六角形に区切
り、その六角形を互い違いに組み合わせた形式の配置にします。
（注）

[需要（Demand）]

各サービス オプションには、そのオプションの上に示されているすべて
のサービスが含まれます。たとえば、[ロケーション（Location）] チェック
ボックスをオンにした場合、計算では、必要なアクセス ポイントの最適数
を決定する際に、データ/カバレッジ、音声、および位置が考慮されます。

アクセス ポイント計算の基準として、合計ユーザ数またはアクセス ポイントご
とのユーザ比率を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。

[AP ごとのカバレージの上書き
（Override Coverage per AP）]
[セーフティ マージン（Safety
Margin）]

アクセス ポイントのカバレッジの基準として、平方フィートのカバレッジを指定
する場合は、このチェックボックスをオンにします。
アクセス ポイントの計算において、
データおよび音声サービスの相対的な信号強度
の要件を制限するには、
このチェックボックスをオンにします。
オプションは [アグ
レッシブ
（Aggressive）]、[安全（Safe）]、または [非常に安全（Very Safe）]、および
[7920 対応（7920-enabled）
（音声のみ）
]
です。計算において最小限の信号強度要件を
必要とするには [アグレッシブ（Aggressive）] を選択し、最大限の信号強度を要求
するには [非常に安全（Very Safe）] を選択します。

ネットワーク設計
ネットワーク設計は、施設全体にわたるアクセス ポイントの物理的配置を Prime Infrastructure 内
で表現したものです。1 つのキャンパス、そのキャンパスを構成するビルディング、および各ビル
ディングのフロアという階層構造が、1 つのネットワーク設計を構成します。
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ネットワークの設計
アクセス ポイントを配置してコントローラに接続し、そのコントローラを管理するように Prime
Infrastructure を設定したら、ネットワーク設計を設定します。
環境内のデバイスを追跡するには、そのネットワーク内のコントローラをポーリングするように
ロケーション アプライアンスを設定し、さらに、特定のネットワーク設計と同期するように設定
する必要があります。Prime Infrastructure と Mobility Services Engine 間の同期を実行する概念と手
順については、
『Cisco 3350 Mobility Services Engine Configuration Guide』を参照してください。
ステップ 1

SuperUser、Admin、または ConfigManager アクセス権限で Prime Infrastructure にログインします。

ステップ 2

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 3

XXX <Add xref.> の説明に従って、新しいキャンパスまたはビルディング（または両方）を作成し
ます。

ステップ 4

新しいフロア領域を作成します。

ステップ 5

特定のフロア マップに配置するアクセス ポイントを選択します
フロア マップに追加する各アクセス ポイントは、灰色の円で表され（アクセス ポイント名また
は MAC アドレスにより区別）、フロア マップの左上に並べられます。

ステップ 6

各アクセス ポイントを適切な位置にドラッグします（アクセス ポイントをクリックして再配置
すると、その色が青色に変わります）。各アクセス ポイントの横にある小さい黒矢印は、各アクセ
ス ポイントの Side A を表します。各アクセス ポイントの矢印は、アクセス ポイントの設置方向
と一致している必要があります。
（Side A はそれぞれの 1000 シリーズ アクセス ポイント上で明
確に記されており、802.11a/n 無線とは関係ありません。）

ステップ 7

アクセスポイントの方向矢印を調整するには、[アンテナ角度（Antenna Angle）] ドロップダウン
リストで適切な方向を選択します。
アクセス ポイントの配置と方向は、実際のアクセス ポイントの展開を直接反映している必要が
あります。反映していないと、システムによってデバイス位置を特定できません。

ステップ 8

各アクセス ポイントの配置と方向の調整が完了したら、[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 9

各デバイス位置がネットワーク設計に正確に列挙されるまで、これらの手順を繰り返してキャ
ンパス、ビルディング、およびフロアを作成します。

WLSE マップ データのインポートまたはエクスポート
アクセス ポイントを Autonomous から CAPWAP に、および WLSE から Prime Infrastructure に変
換するには、Prime Infrastructure に手動でアクセス ポイント情報を再入力する必要があります。
これは、時間のかかる手順となる場合があります。アクセス ポイント情報をより速く変換するた
めに、WLSE からアクセス ポイントに関する情報をエクスポートして、Prime Infrastructure にイ
ンポートできます。
Prime Infrastructure は、.tar ファイルからのみアクセス ポイント情報をインポートできます。
WLSE データ エクスポート機能（WLSE バージョン 2.15）の詳細については、次の URL を参照し
てください。
http://<WLSE_IP_ADDRESS>:1741/debug/export/exportSite.jsp.
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ステップ 1

[マップ（Maps）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選択します。

ステップ 2

[コマンドの選択（Select a command）] ドロップダウン リストから [プロパティ（Properties）] を選
択し、[実行（Go）] をクリックします。

ステップ 3

[AP/LS/SP 配置のエクスポート/インポート（Export/Import AP/LS/SP Placement）] で、
[参照
（Browse）]
をクリックしてインポートするファイルを選択します。

ステップ 4

インポートする .tar ファイルを見つけて選択し、[開く（Open）] をクリックします。

ステップ 5

[インポート（Import）] をクリックします。
Prime Infrastructure によってファイルがアップロードされ、処理中のファイルは一時的にローカ
ル ディレクトリに保存されます。ファイルに処理できないデータが含まれている場合、Prime
Infrastructure は問題を修正して再試行することをユーザに求めます。ファイルがロードされる
と、Prime Infrastructure は Prime Infrastructure に追加されたものと追加されていないものについ
てレポートを表示します。
インポートするデータの一部がすでに存在している場合、Prime Infrastructure では、キャンパス
の場合は既存のデータが使用され、ビルディングとフロアの場合は既存のデータが上書きされ
ます。
WLSE サイトとビルディングの組み合わせと、Prime Infrastructure キャンパス（または最上位の
ビルディング）とビルディングの組み合わせにおいて重複する名前がある場合は、Prime
Infrastructure の [インポート実行前レポート（Pre Execute Import Report）] に、既存のビルディング
が削除されることを示すメッセージが表示されます。
WLSE ファイルにはフロア番号情報がないため、フロアは降順に Prime Infrastructure にインポー
トされます。

ステップ 6

インポートされたデータを確認するには、[モニタ（Monitor）] > [サイト マップ（Site Maps）] を選
択します。

音声 RF カバレッジ問題のトラブルシューティング
•

校正データまたは未校正データが存在するフロアは、次のように処理されます。
– [AP 送信
（AP Transmit）] フィールドを [最大（Max）] に設定します（最大ダウンリンク電

力設定）。マップに黄色か赤色のリージョンがまだ表示される場合は、フロアをカバーす
るのにアクセス ポイントを増やす必要があります。
– 校正されたモデルが赤色または黄色のリージョン
（音声が導入される予定のリージョ

ン）を示し、[AP 送信（AP Transmit）] フィールドが [現行（Current）] に設定されている場合
は、アクセス ポイントの電力レベルを増やすことが効果的である場合があります。
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