
ワイヤレスサイトマップの使用

この章は次のトピックで構成されています。

•次世代ワイヤレスサイトマップの紹介（1ページ）
•サイトマップの使用（3ページ）
•マッププロパティの編集（9ページ）
•屋外領域の設定（10ページ）
•ビルディングの設定（12ページ）
•フロア領域のモニタ（14ページ）
•フロア領域の設定（18ページ）
•さまざまなフロア要素の表示設定（20ページ）
•マッププロパティの設定（29ページ）
•フロア要素の編集（29ページ）
•フロアツールの使用（44ページ）
•モニタリングツールの使用（44ページ）
•プランニングモードの使用（54ページ）
•データのフィルタリング（69ページ）
•プランニングモードを使用したワイヤレスワイトマップでの APの配置（73ページ）
•自動階層作成を使用したワイヤレスサイトマップの作成（78ページ）
•ワイヤレスサイトマップでの Google Earthマップの表示（81ページ）
•地理座標を使用したワイヤレスサイトマップ上の屋外位置への APのグループ化（82
ページ）

次世代ワイヤレスサイトマップの紹介
Cisco Prime Infrastructureには、リリース 3.2から次世代のワイヤレスサイトマップが導入され
ています。次世代のサイトマップは、より大きく詳細なマップを提供する新しいユーザイン

ターフェイスにより強化されています。

次世代ワイヤレスサイトマップにアクセスするには、[マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ
（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。
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[ドメインサイドバー（Domain Sidebar）]メニューには、キャンパス、ビルディング、屋外区
域、およびフロアがツリービューで表示されます。ツリービューでキャンパス、ビルディン

グ、屋外区域、またはフロアをクリックすると、対応するマップがさまざまなパネルとともに

右側のペインに表示されます。

関連トピック

サイトマップの使用（3ページ）
マッププロパティの設定（29ページ）
屋外領域の設定（10ページ）
ビルディングの設定（12ページ）
フロア領域の設定（18ページ）
フロア要素の編集（29ページ）
モニタリングツールの使用（44ページ）
プランニングモードの使用（54ページ）
データのフィルタリング（69ページ）

ワイヤレスサイトマップの構成方法

ワイヤレスサイトマップには、事前に設定された階層があります。

•キャンパスはマップ階層の最上位レベルです。キャンパスは単一の事業拠点またはサイト
を表します。キャンパスは、1つ以上のフロア領域を持つ少なくとも 1つのビルディング
と、多数の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、組織に関連するフロア領域マップに
役立ちます。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
ディングでは、1つまたは複数のフロアとそれに関連する外部領域を使用します。ビルディ
ングはキャンパスマップにのみ追加できます。

•フロア領域は、キュービクル、壁に囲まれたオフィス、配線クローゼットなどで構成され
るビルディング内にあります。フロア領域をビルディングマップのみに追加できます。作

成する各ビルディングマップには、最大 100のフロアを追加できます。

•地下レベルはフロア領域と同じですが、フロア領域と逆の順序で番号が付けられていま
す。地下はビルディングマップにのみ追加できます。100のフロア領域に加え、作成する
各ビルディングマップには最大 100の地下レベルを追加できます。

•外部領域は外部の場所です。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。

Cisco 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。新しい
ビルディング、フロア、地下または外部領域を作成するが、キャンパスマップの一部とし

て作成しない場合、それらの従属マップは自動的に[システムキャンパス（SystemCampus）]
マップの子として作成されます。
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• [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。

ワイヤレスサイトマップ内で使用するためのイメージファイルの準

備に関するガイドライン

• PNG、JPEG、GIFなど、ラスタイメージファイル形式に保存するグラフィックアプリ
ケーションを使用します。

•フロアおよび屋外領域マップの場合、Cisco Prime Infrastructureでは、PNG、JPEG、GIF、
CADベクター形式（DXFおよび DWG）などのビットマップイメージを使用できます。

•画像の寸法が、キャンパスマップに追加する予定のすべてのビルディングと屋外領域の合
計寸法よりも大きいことを確認します。

•マップイメージファイルは任意のサイズにできます。Cisco Prime Infrastructureは元のイ
メージを完全な定義でデータベースにインポートしますが、表示中は自動的にワークス

ペースに合わせてイメージのサイズを変更します。

•インポートする前に、サイトの水平および垂直の寸法をフィートまたはメートル単位で収
集します。これにより、インポート時にこれらの寸法を指定できます。

•キャンパス、ビルディング、フロア、または外部領域をメートル単位で入力する場合は、
デフォルトのマップ測定単位をメートルに変更します。

•マップを作成したら、それらにネットワーク要素を割り当てることができます。この操作
を手動で行うには、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、組織のアクセスポイントまたはワイヤレスアクセスコントローラの

命名階層を使用してマップに自動的に追加できます。

サイトマップの使用

リリース 3.1以降では、サイトマップおよびグループの作成時に、'&<>"/を除くすべての特殊
文字を使用できます。

（注）

[マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps
(New)）]を選択して、このページにアクセスします。

[サイトマップ（Site Maps）]ページの左上隅にある [サイト階層（Site Hierarchy）]アイコンを
クリックして、[ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]メニューを表示または非表示にし
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ます。[ドメインナビゲータ（DomainNavigator）]メニューには、ツリー階層内のすべてのキャ
ンパス、ビルディング、フロア、および屋外領域が一覧表示されます。

ツリー階層を検索することで、キャンパス、ビルディング、屋外領域、またはフロアをすばや

く見つけることができます。ツリー階層を検索するには、[ドメインナビゲータ（Domain
Navigator）]メニューの [検索（Search）]テキストボックスにサイト名を入力します。ツリー
階層は、入力されたパラメータに基づいてフィルタリングされます。検索結果をクリックする

と、対応するマップと、右ペインにさまざまなサイト要素を含んでいるサービスドメインパ

ネルが表示されます。たとえば、ドメインナビゲータメニューでキャンパスを選択すると、

右側のペインには対応するキャンパスマップとさまざまなサービスドメインパネルが表示さ

れます。これらのサービスドメインパネルには、特定のキャンプのビルディング、屋外領域、

フロア、AP、クライアント、重要な無線の数が表示されます。

ドメインナビゲータメニューの検索結果には、特定のフロアが属するビルディングの階層は

表示されません。右ペインに詳細を表示するには、フロアアイコンをクリックします。

（注）

フロアに直接表示されるデータとサービスドメインパネルに表示されるデータには一時的な

違いがあります。

（注）

これらの操作は、[サイトマップ（Site Maps）]ページで実行できます。

•サイトの追加（4ページ）

•サイトの削除（5ページ）

•サイトの更新（5ページ）

•マップアーカイブのインポート

•マップアーカイブのエクスポート（7ページ）

• CSV形式での一括 APのインポート（7ページ）

• CSV形式での一括 APのエクスポート（8ページ）

サイトの追加

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]
を選択して、このページに移動します。

ステップ 2 [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]で、サイトマップに移動します。使用可能なサイトパネル
が右ペインに表示されます。

ステップ 3 [サイト（Sites）]ページの右上隅にある [サイトの追加（Add Site）]をクリックします。[新しいサイト
（New Site）]ウィンドウが表示されます。すべての必須フィールドは黄色の背景で表示されます。
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ステップ 4 [サイト名（Site Name）]テキストボックスにサイトの名前を入力します。サイト名には、最大で 32文
字まで使用できます。

ステップ 5 [連絡先（Contact）]テキストボックスに、電子メールアドレスを入力します。連絡先の詳細には、最大
で 32文字まで使用できます。

ステップ 6 [親のロケーショングループ（Parent Location Group）]ドロップダウンリストから親のロケーショング
ループを選択します。

ステップ 7 サイトマップをアップロードするには、[クリックしてファイルを選択するかまたはここにドラッグしま
す（Click to select a file or drag it here）]をクリックします。サイトイメージファイルを参照するか、ま
たはイメージファイルを [クリックしてファイルを選択するかまたはここにドラッグします（Click to
select a file or drag it here）]領域にドラッグアンドドロップします。

ステップ 8 [シビックロケーション（Civic Location）]テキストボックスにシビックロケーションの詳細を入力しま
す。[経度（Longitude）]と [緯度（Latitude）]のテキストボックスは、有効なシビックロケーションの
詳細を入力すると自動的に更新されます。

ステップ 9 [幅（Width）]と [長さ（Length）]のテキストボックスにサイトの実際の寸法を入力します。

ステップ 10 [保存（Save）]をクリックして、詳細を保存します。

サイトの削除

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]で、サイトマップに移動します。使用可能なサイトパネルが
右ペインに表示されます。

ステップ 3 右側のペインのサイトパネルで、[削除（Delete）]をクリックします。

ステップ 4 [削除（Delete）]をクリックして、削除を確認します。

サイトの更新

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、サイトマップに移動します。使用可能なサイトパネル
が右ペインに表示されます。

ステップ 3 [サイト（site）]パネルで、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 4 [編集（Edit）]ウィンドウで、イメージファイルを含め、サイト属性を更新できます。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。
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マップアーカイブのインポート

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]で、サイトマップに移動します。使用可能なサイトパネルが
右ペインに表示されます。

ステップ 3 [インポート（Import）]ドロップダウンリストから [マップアーカイブ（Map Archive）]を選択します。

ステップ 4 [マップアーカイブのインポート（Import Map Archive）] ウィザードが開きます。

• [形式の選択（Choose Format）] ページでは、次のマップ形式タイプのいずれかを選択できます。

• XML形式

•サードパーティ XML/Zip

ステップ 5 [ファイルの選択（Select File）]ページで、[クリックしてファイルを選択するか、ここにドラッグ（Click
to select file or drag it here）]をクリックしてインポートするマップの位置まで参照するか、またはマップ
ファイルをドラッグして [クリックしてファイルを選択するか、ここにドラッグ（Click to select file or drag
it here）]領域にドロップします。zip形式または tar形式のいずれかのファイルをインポートできます。形
式を理解するためにサンプルテンプレートをダウンロードするには、[サンプルテンプレートはここからダ
ウンロードできます（Sample template can be downloaded here）]リンクをクリックします。

リリース 3.4以降、Prime Infrastructureはマップアーカイブからのベクター形式の CADイメージ
のインポートをサポートしています。

（注）

ステップ 6 [検証（Verify）]を選択します。「サーバにファイルをアップロードしています。検証結果が出るまでお待
ちください（Uploading file to server. Please wait for validation results）」というメッセージが表示されます。
検証が完了すると、マップパス、メッセージ、およびステータスに関する情報と上書き情報を含む結果が

表示されます。上書き、または無視することができます。

ステップ 7 [プロセス（Process）]をクリックします。マップのインポートプロセスを開始します。

[概要（Summary）]テーブルにマップパス、メッセージ、およびステータスの情報が表示されます。[ス
テータス（Status）]列の緑色のドットは、データベースへのインポートが成功したことを表します。赤色
のドットは、マップのインポート中にエラーが発生したことを表します。

[表示（Show）]ドロップダウンリストから、[すべて（All）]または [クイックフィルタ（Quick Filter）]
を選択し、[マップパス（Map Path）]と [メッセージ（Message）]を使用して検索します。

ステップ 8 インポートプロセスが成功したら、[完了（Done）]をクリックします。
インポートされたマップが [サイトマップ（Site Maps）]ページの左側にあるサイドバーのメニューの [ド
メインナビゲータ（Domain Navigator）]に表示されます。
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マップアーカイブのエクスポート

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 [エクスポート（Export）]ドロップダウンリストから [マップアーカイブ（MapArchive）]を選択します。

ステップ 3 [マップアーカイブのエクスポート（Export Map Archive）]ウィザードが開きます。

ステップ 4 [サイトの選択（SelectSites）]ページで、次のように設定します。マップ情報か、またはキャリブレーショ
ン情報のいずれをマップアーカイブに含めるかを選択する必要があります。

• [マップ情報（Map Information）]：マップ情報をアーカイブに含めるには、[オン（On）]/[オフ（Off）]
トグルを切り替えます。

• [キャリブレーション情報（Calibration Information）]：キャリブレーション情報をエクスポートするに
は、[オン（On）]/[オフ（Off）]トグルを切り替えます。[選択したマップのキャリブレーション情報
（Calibration Information for selected maps）]オプションボタンか、または [すべてのキャリブレーショ
ン情報（All Calibration Information）]オプションボタンかのいずれかを選択できます。[選択したマッ
プのキャリブレーション情報（Calibration Information for selected maps）]を選択すると、選択したサイ
トマップのキャリブレーション情報がエクスポートされます。[すべてのキャリブレーション情報（All
Calibration Information）]を選択すると、選択したマップとともに、システムで使用可能なその他のキャ
リブレーション情報もエクスポートされます。

•サイドバーのメニューの左側にある [サイト（Sites）]で、エクスポートするサイト、キャンパス、ビ
ルディングフロア、または屋外領域の 1つ以上のチェックボックスをオンにします。すべてのマップ
をエクスポートするには、[すべて選択（Select All）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [マップアーカイブの生成（Generate Map Archive）]を選択します。「データをエクスポートしています
（Exporting data is in progress）」というメッセージが表示されます。
tarファイルが作成され、ローカルマシンに保存されます。

ステップ 6 [完了（Done）]をクリックします。

CSV形式での一括 APのインポート

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 ページの右上の隅にある [インポート（Import）]ドロップダウンリストから、[CSVでの一括AP（BulkAP
in CSV）]を選択します。

ステップ 3 [一括 APのインポート（Import Bulk AP）]ウィザードが開きます。

ステップ 4 [CSVのアップロード（Upload CSV）]タブで、[ファイルの選択（Choose File）]をクリックし、インポー
トする CSVファイルの位置まで参照します。サンプルテンプレートをダウンロードするには、[サンプル
テンプレートはここからダウンロードできます（Sample template can be downloaded here）]リンクをクリッ
クします。

ワイヤレスサイトマップの使用

7

ワイヤレスサイトマップの使用

マップアーカイブのエクスポート



ステップ 5 [概要（Summary）]タブをクリックし、CSVが正常にインポートされたかどうかを確認します。[概要
（Summary）]テーブルには、マップパス、メッセージ、およびステータスの情報が含まれています。

ステップ 6 [完了（Done）]をクリックします。

CSV形式での一括 APのエクスポート

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 ページの右上の隅にある [エクスポート（Export）]ドロップダウンリストから、[一括 AP（Bulk AP）]を
選択します。

[APの一括エクスポート]ウィザードが開きます。

ステップ 3 [APの選択（Select APs）]ページには、使用可能なすべての APが一覧表示されます。

• [検索パネル（Search Panel）]を使用して、エクスポートするアクセスポイントを検索することができ
ます。検索するには AP名、MACアドレス（イーサネットと無線）、または IPアドレスを使用し、
[検索（Search）]をクリックします。

•特定の屋外領域、サイト、キャンパス、またはフロアで使用可能な APを選択できます。そのために
は、次の手順を実行します。

• [サイトの選択（Select Site）]テキストボックスをクリックし、対応する屋外領域、サイトマッ
プ、キャンパス、またはフロアのチェックボックスをオンにします。

• [OK]をクリックします。[サイトの選択（Select Site）]フィールドに選択したサイトの詳細が表示
されます。

• [検索（Search）]をクリックします。選択したサイトで使用可能な APが表示されます。

•どのフロアにも割り当てられていない APを含めるには、[未割り当てを含める（Select Site）]
チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [表示（Show）]ドロップダウンリストから、[すべて（All）]または [クイックフィルタ（Quick Filter）]
を選択し、[AP名（AP Name）]、[MACアドレス（MAC Address）]、[モデル（Model）]、[コントローラ
（Controller）]、[ステータス（Status）]、または [フロア（Floor）] を使用してアクセスポイントを検索し
ます。

ステップ 5 1つ以上の [AP名（AP Name）]チェックボックスをオンにし、[フロアの割り当て（Assign Floor）]をク
リックして、選択した APをフロアに割り当てます。

ステップ 6 [フロアに割り当て（Assign To Floor）]をクリックし、APを割り当てるフロアを [サイト（Sites）]ウィン
ドウで選択し、[OK]をクリックします。

ステップ 7 [CSVの生成（Generate CSV）]をクリックします。

CSVファイルがエクスポートされます。

ワイヤレスサイトマップの使用
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ステップ 8 [完了（Done）]をクリックします。

Geoマップのアクセスポイントのインポート

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（Site Maps）]の順にクリック
します。

ステップ 2 [インポート（Import）] > [GeoマップのAP（APs for GeoMap）]の順にクリックします。

ステップ 3 インポートするファイル（サンプル CSVファイルがダウンロードできます）をクリックまたはドラッグ
し、[概要（Summary）]をクリックします。

ステップ 4 [完了（Done）]をクリックします。

Geoマップのアクセスポイントのエクスポート

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（Site Maps）]の順にクリック
します。

ステップ 2 [エクスポート（Export）] > [GeoマップのAP（APs for GeoMap）]の順にクリックします。

ステップ 3 [APの選択（Select APs）]タブで、地理位置情報をエクスポートする APを選択します。

ここには、Prime Infrastructureで管理されているコントローラに関連付けられている APが一覧表示されま
す。[検索パネル（Search Panel）]を使用して、APを AP名、Macアドレス、または IPで検索することも
できます。

ステップ 4 [APの編集（Edit APs）]をクリックし、選択した APの [経度（Longitude）]および [緯度（Latitude）]の値
を編集します。

ステップ 5 [CSVの生成（Generate CSV）]をクリックして、CSVファイルを生成します。

マッププロパティの編集

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 [サイト（Sites）]ページの右上の隅にある [ユーザプリファレンス（User Preferences）]アイコンをクリッ
クし、次のマッププロパティを編集します。

• [測定の単位（Units ofMeasure）]：[測定の単位（Units ofMeasure）]ドロップダウンリストから [フィー
ト（Feet）]または [メートル（Meters）]を選択し、マップの寸法測定を設定します。

ワイヤレスサイトマップの使用
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• [壁の使用のキャリブレーション（Wall Usage Calibration）]：[壁の使用のキャリブレーション（Wall
Usage Calibration）]ドロップダウンリストから [自動（Auto）]、[壁を使用（Use Walls）]、または [壁
を使用しない（Do Not Use Walls）]を選択します。壁の使用のキャリブレーションは、Cisco Prime
Infrastructureが壁の描画をヒートマップの計算の際に考慮するのに役立ちます。

• [フロア開始インデックス（Floor Start Index）]：[フロア開始インデックス（Floor StartIndex）]ドロッ
プダウンリストから、[0]または [1]のいずれかのフロアレベルを選択します。

• [ネットワークからのマップの更新（Refresh Map from Network）]：オペレータがマップの更新を要求
するたびに Cisco WLANソリューションをポーリングすることでマップを更新するには、Cisco Prime
Infrastructureの [有効化（Enable）]オプションボタンを選択します。保存されたデータベースからマッ
プを更新するには、Cisco Prime Infrastructureの [無効化（Disable）]オプションボタンを選択します。

• [高度なデバッグモード（Advanced Debug Mode）]：Location Applianceと Cisco Prime Infrastructureが
ロケーション精度のテストポイント機能を使用できるようにするには、[有効化（Enable）]オプショ
ンボタンを選択します。

• [ダイナミックヒートマップの使用（Use Dynamic Heatmaps）]：ダイナミックヒートマップを使用す
るには、[有効化（Enable）]オプションボタンを選択します。ダイナミックヒートマップを有効にす
ると、Cisco 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。

• [ダイナミックヒートマップの AP最小数（Minimum Number of APs for Dynamic Heatmaps）]：ダイナ
ミックヒートマップの計算に使用する APの最小数をテキストボックスに入力します。APの必須最
小数は 3、APの必須最大数は 10です。

• [再計算頻度（時間）（RecomputationFrequency (hours)）]：ヒートマップ再計算頻度をテキストボック
スに入力します。デフォルトの頻度は 6時間です。最小頻度は 1時間、最大頻度は 24時間です。

ステップ 3 [保存（Save）]をクリックします。

屋外領域の設定
屋外領域マップをデータベースに追加しているかどうかに関係なく、Cisco Prime Infrastructure
データベース内のキャンパスマップに屋外領域を追加できます。領域の寸法を定義し、それを

データベースに追加できます。Cisco Prime Infrastructureはワークスペースに合わせてマップの
サイズを自動的に変更するため、マップを任意のサイズにできます。

関連項目

•屋外領域の追加（11ページ）

•屋外領域の削除（12ページ）

•屋外領域の編集（11ページ）

ワイヤレスサイトマップの使用
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屋外領域の追加

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 屋外領域マップを追加するキャンパスページの右上隅にある [屋外の追加（Add Outdoor）]をクリックし
ます。[新しい屋外領域（NewOutdoorArea）]ウィンドウが表示されます。すべての必須フィールドは黄色
の背景で表示されます。

• [屋外領域名（Outdoor Area Name）]：屋外領域の名前を入力します。屋外領域名には、最大で 32文字
まで使用できます。

• [連絡先（Contact）]：電子メール IDまたは連絡先の名前を入力します。連絡先の詳細には、最大で32
文字まで使用できます。

• [高さ（フィート)（Height (Feet)）]：屋外領域の高さをフィート単位で入力します。これは、後で [ユー
ザ設定（User Settings）]で変更できます。

• [タイプ（RFモデル）（Type (RFModel)）]：ドロップダウンリストから、[立方体および壁に囲まれた
オフィス（Cubes And Walled Offices）]、[乾式壁オフィスのみ（Drywall Office Only）]、または [屋外
オープンスペース（デフォルト）（Outdoor Open Space (default)）]を選択します。

• [イメージファイル名（Image File Name）]：[ファイルの選択（Choose File）]をクリックして、イメー
ジを参照してファイルをアップロードします。PNG、GIF、または JPEGのイメージ形式のみをイン
ポートできます。

• [シビックロケーション（Civic Location）]：屋外領域のロケーションの詳細を入力します。

• [緯度と経度（Longitude and Latitude）]：屋外領域の北西角の座標値を入力します。

• [寸法（フィート）（Dimensions (Feet)）]：実際の屋外領域の寸法を入力します。この寸法は後で [ユー
ザ設定（User Settings）]で変更できます。

屋外領域の編集

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、キャンパスサイトマップに移動します。使用可能な屋
外領域パネルが右ペインに表示されます。

ステップ 3 編集する屋外領域パネルの上にマウスのカーソルを合わせ、[編集（Edit）]アイコンをクリックします。

ステップ 4 [屋外領域の編集（Edit Outdoor Area）]ウィンドウで、イメージを含む屋外領域の属性を変更します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

ワイヤレスサイトマップの使用
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屋外領域の削除

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、キャンパスサイトマップに移動します。使用可能な屋
外領域パネルが右ペインに表示されます。

ステップ 3 削除する屋外領域パネルの上にマウスのカーソルを合わせ、[削除（Delete）]アイコンをクリックします。

ステップ 4 [削除（Remove）]をクリックして、削除を実行します。

ビルディングの設定
ビルディングはキャンパスマップにのみ追加できます。作成したキャンパスマップにビルディ

ングを追加しないと、Cisco Prime Infrastructureによってデフォルトのシステムキャンパスマッ
プに自動的に追加されます。

関連項目

•建物の追加（13ページ）
•ビルディングの編集（14ページ）
•ビルディングの削除（14ページ）

建物の 3Dビューの使用
Cisco Prime Infrastructureでは、建物内のすべてのフロアを 3Dビューで表示できます。そのた
めには、次の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

[マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless
Maps）] > [サイトマップ（Site Maps）]の順にク
リックします。

ステップ 1

デフォルトビューは [建物の3Dビュー（Building 3D
View）]なので、選択された建物内のフロアが表示
されます。

[キャンパス（Campus）] > [建物（Building）]に移
動します。

ステップ 2

各フロアの情報バーで、右の情報を確認します。ステップ 3 •フロア名（Floor Name）

• APの数

•ワイヤレスクライアントの数（Number of
Wireless Clients）

ワイヤレスサイトマップの使用
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目的コマンドまたはアクション

•クリティカルな無線の数（Number of Critical
Radios）

フロアの詳細を表示するには、そのフロアの情報

バーで [詳細（Details）]アイコンをクリックしま
す。

ステップ 4

[編集（Edit）]アイコンをクリックすると、[フロア
名（FloorName）]、[連絡先（Contact）]、[フロア番

ステップ 5

号（Floor Number）]、[フロアの高さ（Floor
Height）]、および [モデルタイプ（Model Type）]な
どのフロアの詳細を編集できます。

フロアを削除するには、[削除（Delete）]アイコン
をクリックします。

ステップ 6

建物の追加

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 この建物を追加するキャンパスページの右上隅にある [建物の追加（Add Building）]をクリックします。
[新しい建物（NewBuilding）]ウィンドウが表示されます。すべての必須フィールドは黄色の背景で表示さ
れます。

• [建物名（BuildingName）]：建物の名前を入力します。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。建物名には、最大で32文字まで使用できま
す。

• [連絡先（Contact）]：電子メール IDまたは連絡先の名前を入力します。連絡先の詳細には、最大で32
文字まで使用できます。

• [フロア数（Num.Floors）]：1階を含む建物の階数を入力します。

• [地下数（Num.Basements）]：建物の地下数を入力します。
• [シビックロケーション（Civic Location）]：建物のロケーション情報を入力します。
• [緯度と経度（Longitude and Latitude）]：建物の北西角の座標を入力します。
• [寸法（フィート）（Dimensions (Feet)）]：建物の実際の寸法を入力します。後で [ユーザ設定（User
Settings）]で寸法を変更できます。

建物を配置するには、建物をフロアにドラッグアンドドロップして建物を配置します。

ワイヤレスサイトマップの使用
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ビルディングの編集

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、キャンパスサイトマップに移動します。使用可能なビ
ルディングパネルが右ペインに表示されます。

ステップ 3 編集するビルディングパネルの上にマウスのカーソルを合わせ、[編集（Edit）]アイコンをクリックしま
す。

ステップ 4 [ビルディングの編集（Edit Building）]ウィンドウで、ビルディングの属性を編集します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

ビルディングの削除

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 [ドメインナビゲータ（DomainNavigator）]から、ビルディングマップに移動します。使用可能なビルディ
ングパネルが右ペインに表示されます。

ステップ 3 削除するビルディングの上にマウスのカーソルを合わせ、[削除（Delete）]アイコンをクリックします。

ステップ 4 [削除（Remove）]を確認して、削除を実行します。

ビルディングを削除すると、そのコンテナマップもすべて削除されます。削除されるマップのAP
が、未割り当ての状態に移行します。

（注）

フロア領域のモニタ
[フロアビュー（Floor View）]ナビゲーションウィンドウでは、次のような複数のマップ機能
にアクセスできます。

• [マップ上で検索（Search on map）]：検索機能を使用して、AP、クライアント、不正 AP
などの特定のフロア要素を検索します。検索基準に一致する要素は、右側のペインでテー

ブルとともにフロアマップに表示されます。マウスをテーブルの上に置くと、フロアマッ

プ上の検索要素が接続線で示されます。

• [ズームイン/ズームアウト（Zoom in and out）]：ズームのレベルは画像の解像度に依存し
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

ワイヤレスサイトマップの使用
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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。

• [ズームイン（ZoomIn）]：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。マップ左側のズームバーを使用してこれを操作できます。マップの左上にある

ズームイン（+）アイコンをクリックします。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。キーボードを使用してズームインしている場合

は、+記号をクリックします。マウスを使用している場合は、マウススクロールホ
イールを使用してズームインします。

• [ズームアウト（Zoom Out）]：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。ズームアウトするには、マップの左上にあるズームアウト（-）ア
イコンをクリックします。キーボードを使用してズームアウトしている場合は、-記
号をクリックします。マウスを使用している場合は、マウススクロールホイールを

使用してズームアウトします。

• [ヘルプを参照（Get Help）]：次世代のマップアイコンを表示するには、マップの左側に
ある [ヘルプを参照（GetHelp）]（i）記号をクリックします。次の表に、次世代マップア
イコンを示します。

表 1 :次世代マップアイコン

説明アイコン

アイコン

802.11タグ

不正 AP

アドホック不正

不正クライアント

干渉

wIPS攻撃
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説明アイコン

GPSマーカー

チョークポイント

WiFi TDOAレシーバ

サービス

APステータス

不明

クリティカル（Critical）

メジャー

マイナー

警告

情報

Ok

無線ステータス

ワイヤレスサイトマップの使用
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説明アイコン

関連付けなし

到達不要

管理者無効

ダウン

マイナーな障害

Ok

クライアント（RSSI/SNR別）

該当なし

最優良

高

可

不良

A Pモード

AutonomousA

[ローカル（Local）]L

ワイヤレスサイトマップの使用
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説明アイコン

モニタ（Monitor）M

FlexConnectF

不正検出R

スニファS

BridgeB

SE-ConnectC

センサーSe

無線帯域/モード

802.11 a/n/ac（5GHZ）a

802.11 b/g/n（2.5GHZ）b

802.11 a/b/g/n（2.4GHZ）n

XOR(モニタモード)m

関連項目

•フロアマップ表示の設定

フロア領域の設定
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。フロアを追

加する際は、次のガイドラインに従います。

•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。これらを間違って入力した場合は、まずビル

ディングマップを編集してからフロアマップをアップロードする必要があります。

関連項目

•ビルディングへのフロア領域の追加
•フロア領域のモニタリング

ワイヤレスサイトマップの使用
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ビルディングへのフロア領域の追加

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を
選択して、このページに移動します。

ステップ 2 [ドメインナビゲータ（DomainNavigator）]の左メニューで、フロアマップを追加するビルディングに移動
します。

ステップ 3 ビルディングページの右上にある [フロアの追加（Add Floor）]をクリックします。

[新しいフロア（New Floor）]ウィンドウが表示されます。すべての必須フィールドは黄色の背景で表示さ
れます。

• [フロア名（Floor）]：フロア名を入力します。 フロア名には、最大で 32文字まで使用できます。

• [連絡先（Contact）]：連絡先の名前または電子メール IDを入力します。連絡先の詳細には、32文字ま
で使用できます。

• [フロア数（Floor Number）]：ドロップダウンリストから、フロア数を選択します。

• [フロアの高さ（Floor Height）]：フロア間の高さをフィート単位で入力します。

• [タイプ（RFモデル）（Type (RFModel)）]：フロアまたは地下のRFモデル。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。

• [イメージファイル名（Image File Name）]：[ファイルの選択（Choose File）]をクリックして、アップ
ロードするフロアマップを選択します。フロアマップのサイズは自動的に計算されて表示されます。

Cisco Prime Infrastructureでは、PNG、JPEG、GIF、CADベクター形式（DXFおよびDWG）などのビッ
トマップイメージを使用できます。

CADイメージのレイヤをフィルタするには、フロアマップに移動し、[ツール（Tools）] >
[CADレイヤの表示/非表示（Show/Hide CAD Layers）]の順にクリックします。

（注）

• [シビックロケーション（CivicLocation）]：フロアのロケーション情報を入力します。経度、緯度、お
よびロケーション情報は、入力された有効なシビックロケーションごとに更新されます。

• [緯度と経度（Longitude and Latitude）]：北西角の座標を入力します。

• [寸法（フィート）（Dimensions (Feet)）]：幅と高さの実際のサイズを入力します。サイズは、後で
[ユーザ設定（User Settings）]で変更できます。

• [位置（フィート）（Position (Feet)）]：水平位置および垂直位置を入力します。水平位置は、フロア領
域の左上隅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、フロア領域の左上隅からキャ

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。

これを変更すると、マップ上の経度、緯度、およびロケーションのアイコンが更新されます。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。
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さまざまなフロア要素の表示設定
さまざまなフロア要素を設定するには、フロアの右上隅にある [画面設定（Display Settings）]
アイコンをクリックします。フロアマップが次のパネルとともに右側のペインに表示されま

す：[アクセスポイント（Access Point）]、[メッシュ（Mesh）]、[802.11タグ（802.11Tags）]、
[オーバーレイオブジェクト（OverlayObjects）]、[クライアント（Clients）]、[不正AP（Rogue
AP）]、[アドホック不正（Adhoc Rogue）]、[不正クライアント（Rogue Client）]、[干渉源
（Interferers）]、[wIPS攻撃（wIPS Attacks）]、[MSE/CMX設定（MSE/CMX Settings）]、[マッ
ププロパティ（Map Properties）]。

フロアマップの外観を変更するには、さまざまなパラメータを選択または選択解除します。た

とえば、フロアマップ上のアクセスポイント情報だけを表示する場合は、[アクセスポイント
（Access Point）]チェックボックスをオンにします。各パネルを展開して、各フロア要素で使
用可能なさまざまな設定を構成できます。

関連項目

•アクセスポイントの表示設定の構成（20ページ）
•メッシュアクセスポイントの表示設定の構成（23ページ）
• 802.11タグの表示の設定を構成します。（25ページ）
•オーバーレイオブジェクトの表示設定を構成します。（25ページ）
•クライアントの表示設定を構成します。（26ページ）
•不正アクセスポイントの表示設定の構成（26ページ）
•アドホックの悪党の表示設定を構成します。（27ページ）
•不正クライアントの表示設定の構成（27ページ）
•干渉源の表示設定の構成（27ページ）
• wIPS攻撃の表示設定の構成（28ページ）
• MSE/CMXサイトマップ統合の表示設定の構成（28ページ）

アクセスポイントの表示設定の構成

マップ上のすべての APを表示するには、[アクセスポイント（Access Points）]チェックボッ
クスをオンにします。[アクセスポイント（Access Points）]パネルを展開して、次の設定を行
います。

• [表示ラベル（Display Label）]：ドロップダウンリストから、アクセスポイントのフロア
マップに表示するテキストラベルを選択します。使用可能な表示ラベルは次のとおりで

す。

• [名前（Name）]：AP名が表示されます。

• [AP MACアドレス（AP MAC Address）]：AP MACアドレスが表示されます。

• [コントローラIP（Controller IP）]：APが接続されている Cisco WLCの IPアドレスが
表示されます。
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• [無線MACチャネル（Radio MAC Channel）]：無線MACアドレスが表示されます。

• [チャネル（Channel）]：Cisco無線のチャネル番号または [利用不可（Unavailable）]
（アクセスポイントが接続されていない場合）が表示されます。

• [TX Power]：現在の Cisco無線の送信電力レベル（1が高い）または [利用不可
（Unavailable）]（アクセスポイントが接続されていない場合）が表示されます。無
線帯域を変更すると、マップ上の情報もそれに応じて変更されます。

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。

• [TxPower（dBm）]：AP内のすべての無線の無線周波数（RF）電源がデシベル（dBm）
で表示されます。

無線がスキャンモードの場合または使用できない場合は、電力レ

ベルに 0（ゼロ）が表示されます。
（注）

• [チャネルおよびTx Power（Channel and Tx Power）]：チャネルと送信電力レベルの両
方が表示されます（アクセスポイントが接続されていない場合は [利用不可
（Unavailable）]）。

• [カバレッジホール（Coverage Holes）]：クライアントが接続を失うまで信号が弱く
なったクライアントの割合が表示されます。接続されていないアクセスポイントの場

合は [利用不可（Unavailable）]、モニタ専用モードのアクセスポイントの場合は [モ
ニタ専用（MonitorOnly）]と表示されます。

• [MACアドレス(MAC Addresses)]：アクセスポイントがコントローラに関連付けられ
ているかどうかにかかわらず、アクセスポイントのMACアドレスが表示されます。

• [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関連付けられているコント
ローラの IPアドレス、または関連付けられていないアクセスポイントの場合は [関連
付けなし（Not Associated）]が表示されます。

• [使用率（Utilization）]：関連付けられているクライアントデバイスによって使用され
ている帯域幅のパーセンテージ（受信、送信、およびチャネル使用率を含む）が表示

されます。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が定義したしきい値の負荷、ノイズ、
干渉、カバレッジのコンポーネントが表示されます。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。
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[プロファイルタイプ（ProfileType）]ドロップダウンリストから、[ロード（Load）]、
[ノイズ（Noise）]、[干渉（Interference）]、[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、
および CleanAirがアクセスポイントで有効になっているかどうかが表示されます。

• [平均電波品質（AverageAirQuality）]：このアクセスポイントの平均電波品質が表示
されます。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が表
示されます。詳細には、帯域と最小電波品質が含まれます。

• [平均および最小電波品質（Average and MinimumAir Quality）]：このアクセスポイン
トの平均および最小電波品質が表示されます。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。

• [関連付けられたクライアント（AssociatedClients）]：関連付けられているクライアン
トの数、接続されていないアクセスポイントの場合は [利用不可（Unavailable）]、モ
ニタ専用モードのアクセスポイントの場合は [モニタのみ（Monitor Only）]が表示さ
れます。

• [デュアルバンド無線（Dual-Band Radios）]：Cisco Aironet 2800および 3800シリーズ
アクセスポイント上の XORデュアルバンド無線を識別してラベル付けします。

• [ブリッジグループ名（Bridge Group Names）]

• [アンテナ角度（Antenna Angle）]：すべての無線アンテナの方位角および垂直面が表
示されます。

• [電波品質（Air Quality）]：[平均AQ（Average AQ）]または [最小AQ（Minimum AQ）]の
いずれかを選択できます。アクセスポイントのヒートマップタイプを設定して、マップ

上に選択した電波品質の詳細を表示できます。

• [ヒートマップの不透明度（%）（HeatmapOpacity (%)）]：スライダを 0～ 100の範囲でド
ラッグして、ヒートマップの不透明度を設定します。

• [RSSIカットオフ（dBm）（RSSI Cut off (dBm)）]：スライダをドラッグして RSSIカット
オフレベルを設定します。RSSIカットオフの範囲は -60 dBm～ -90 dBMです。

• [マップの不透明度（%）（Map Opacity (%)）]：スライダをドラッグしてマップの不透明
度を設定します。

• [Mobility Expressの表示（Show Mobility Express）]：Mobility Express APで管理される AP
の表示を切り替えます。

APの詳細はすぐにマップに反映されます。マップ上の APアイコンの上にマウスカーソルを
置くと、APの詳細と RXネイバー情報が表示されます。

関連項目

• APのクイックビュー（32ページ）
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メッシュアクセスポイントの表示設定の構成

メッシュオプションは、フロアに使用可能なメッシュ APがある場合にのみ使用できます。（注）

マップ上のすべてのメッシュAPを表示するには、[メッシュ（Mesh）]チェックボックスを選
択します。[メッシュ（Mesh）]パネルを展開して、次の設定を行います。

• [リンクラベル（LinkLabel）]：[リンクラベル（LinkLabel）]ドロップダウンリストから、
メッシュリンクのラベルを選択します。

•なし

•リンク SNR

•パケットエラー率

• [リンクの色（LinkColor）]：[リンクの色（LinkColor）]ドロップダウンリストから、メッ
シュリンクの色を選択します。

•リンク SNR

•パケットエラー率

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とパケットエ
ラーレートの両方の値を同時に表示できます。

表 2 :リンクの色：SNRと PER

パケットエラー率（PER）リンクの信号/ノイズ比（SNR）カラー

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

緑

PERが 1 %より大きく 10 %未満である
ことを表します。

SNRが 20～ 25 dB（許容値）であることを
表します。

オレン

ジ

PERが 10 %より大きいことを表しま
す。

SNRが 20 dBを下回っている（低い値）こ
とを表します。

赤

表 3 :リンクの色：SNRと PER

パケットエラー率（PER）リンクの信号/ノイズ比（SNR）カラー

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

緑

PERが 1 %より大きく 10 %未満である
ことを表します。

SNRが 20～ 25 dB（許容値）であることを
表します。

オレン

ジ
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パケットエラー率（PER）リンクの信号/ノイズ比（SNR）カラー

PERが 10 %より大きいことを表しま
す。

SNRが 20 dBを下回っている（低い値）こ
とを表します。

赤

表 4 :リンクの色：SNRと PER

パケットエラー率（PER）リンクの信号/ノイズ比（SNR）カラー

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

緑

PERが 1 %より大きく 10 %未満である
ことを表します。

SNRが 20～ 25 dB（許容値）であることを
表します。

オレン

ジ

PERが 10 %より大きいことを表しま
す。

SNRが 20 dBを下回っている（低い値）こ
とを表します。

赤

メッシュアクセスポイントの表示をそれらの親との間のホップ数に基づいて変更するには、

次の手順を実行します。

• [メッシュ親/子（Mesh Parent-Child）]階層ビューで、[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。オプションの説明は、次の表

に記載されています。

表 5 : [Quick Selections]オプション

説明フィールド

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。

[ルート APのみを選択（Select only
Root APs）]

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。

[1番目のホップまで選択（Select up
to 1st 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。

[2番目のホップまで選択（Select up
to 2nd 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。

[3番目のホップまで選択（Select up
to 3rd 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。

[4番目のホップまで選択（Select up
to 4th hops）]

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。

すべて選択（Select All）

• [マップビューの更新（Update Map View）]をクリックして画面を更新し、選択したオプ
ションでマップビューを表示します。
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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）

802.11タグの表示の設定を構成します。
選択、 802.11タグ 地図上タグの場所の状態を表示するチェックボックス。これらの設定を構
成するのには、802.11のタグパネルを展開します。

•全てのタグ表示 -をオン/オフのタグをマップ上に表示を切り替えます。

•ラベルを表示 -地図表示したいタグ識別子を選択します。

•なし

• 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

オーバーレイオブジェクトの表示設定を構成します。

展開、 オーバーレイオブジェクト これらの設定を構成するパネル。変えることができます、

オン/オフ 地図上に表示するオーバーレイオブジェクトを切り替えます。

•カバレッジエリア

•ロケーションリージョン

•障害物

•レール

•マーカー

• GPSマーカー

•チョークポイント
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• WiFi TDOAレシーバ

•サービス

クライアントの表示設定を構成します。

展開、 クライアント これらの設定を構成するパネル。

•クラスタークライアントを表示 -オン、 オン/オフ 階マップにワイヤレスクライアント
のクラスターを表示するを切り替えます。

•色によってコード -色コードを設定することによって、RSSIや sn比情報でクライアント
を表示できます: RSSI または SNR 。

•ラベルを表示 -ドロップダウンリストから、マップに表示するクライアント識別子を選
択。

•なし

•ユーザ名

• [IPアドレス（IP Address）]

• 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

自律 APクライアントトラッキングは、Cisco MSEではサポートされていません。（注）

不正アクセスポイントの表示設定の構成

[不正AP（Rogue AP）]パネルを展開して、次の設定を行います。

• [不正APクラスタの表示（ShowRogueAPsCluster）]：[オン/オフ（On/Off）]切り替えをオ
ンにすると、フロアマップ上にクラスタ内のすべての不正 APが表示されます

• [不正APの影響範囲の表示（Show Rogue AP Zone of Impact）]：[オン/オフ（On/Off）]切り
替えをオンにすると、不正 APの影響範囲が表示されます。不正による影響ゾーンは、不
正APの送信電力と、不正APに関連付けられたクライアントの数により決まります。マッ
プ上の円の不透明度は、重大度を示します。赤一色の円は、非常に強く影響を受けたゾー

ンを表します。
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アドホックの悪党の表示設定を構成します。

展開、 アドホック不正な パネルのこれらの設定を構成するのには。

•アドホック悪党クラスターを表示 -オン、 オン/オフ アドホックを表示を切り替えますク
ラスター内の APsのローグします。

•不正な APインパクトゾーンを表示 -オン、 オン/オフ アドホック悪党 APsのインパク
トゾーンを表示するを切り替えます。

不正クライアントの表示設定の構成

マップ上のすべての不正クライアントを表示するには、[不正クライアント（Rogue Client）]
チェックボックスをオンにします。[不正クライアント（RogueClient）]パネルを展開して、次
の設定を行います。

• [不正クライアントクラスタの表示（Show Rogue Clients Cluster）]：[オン/オフ（On/Off）]
切り替えをオンにすると、クラスタ内の不正クライアントが表示されます

マップ上の不正クライアントのクイックビュー

フロアマップの [不正クライアント（Rogue Clients）]アイコンの上にマウスカーソルを置く
と、不正クライアントのMACアドレスが表示されます。[不正クライアント（RogueClients）]
アイコンをクリックすると、不正クライアントの詳細を右ペインに表示できます。

•検出条件（Detected By）

•状態（State）

•関連付けられた不正 AP（Rogue AP）

• APの検出（Detecting APs）

•最初の確認日時（First Seen）

•前回の検出（Last Seen）

•前回の場所（Last Located）

•最後のレポート（Last Reported）

干渉源の表示設定の構成

マップ上のすべての干渉源を表示するには、[干渉源（Interferers）]チェックボックスをオンに
します。[干渉（Interferes）]パネルを展開して、次の設定を行います。

• [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。
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wIPS攻撃の表示設定の構成
[wIPS攻撃（wIPS Attacks）]パネルを展開して、以下を構成します。

• [wIPS攻撃クラスタの表示（Show wIPS Attack Cluster）]：[オン/オフ（On/Off）]切り替え
をオンにすると、マップ上にすべての wIPS攻撃が表示されます。

MSE/CMXサイトマップ統合の表示設定の構成
サイトマップを Ciscoモビリティサービスエンジン（MSE）または Cisco Connected Mobile
Experience（CMX）と統合するには、[MSE/CMX設定（MSE/CMX Settings）]パネルを展開し
ます。

• [データを表示（Show Data）]ドロップダウンリストから、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 Cisco Prime Infrastructureに存在する場合のみ表示されます。

•マップを Cisco MSEと統合するには、[MSE]オプションボタンを選択し、[MSE割り当て
の変更（Change MSE Assignment）]をクリックします。

自律 APクライアントトラッキングは、Cisco MSEではサポート
されていません。

（注）

1. [割り当て済みMSE（Assigned MSEs）]テーブルで、マップを同期化する必要がある
Mobility Services Engineを選択します。

2. [同期（Synchronize）]をクリックすると、同期プロセスが完了します。

3. Mobility Services Engineの割り当ての変更を破棄するには、[キャンセル（Cancel）]を
クリックします。

•マップを Cisco CMXと統合するには、[CMX]オプションボタンを選択し、[CMX割り当
ての変更（Change CMX Assignment）]をクリックします。

次世代マップフロアからAPを削除する場合は、CMXフロアマッ
プを再度エクスポートして、CMXから最新のアップデートを取
得する必要があります。そうしないと、CMXは同じフロアプラ
ンとAPの位置を使用しているとみなしてデータを送信するため、
フロアクライアント数と他のモビリティエンティティとの間に

不一致が生じます。

（注）

1. [割り当て済みCMX（Assigned CMXs）]テーブルで、マップを同期化する必要がある
CMXを選択します。
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2. [同期（Synchronize）]をクリックして、マップデータをCiscoCMXに同期させます。

3. Mobility Services Engineの割り当ての変更を破棄するには、[キャンセル（Cancel）]を
クリックします。

マッププロパティの設定
[マッププロパティ（Map Properties）]パネルを展開して、以下を構成します。

• [自動更新（AutoRefresh）]：データベースからマップデータを更新する頻度を設定する間
隔ドロップダウンリストが提供されます。[自動更新（AutoRefresh）]ドロップダウンリス
トで、時間間隔を次から選択します：[なし（None）]、[1分（1mins）]、[2分（2mins）]、
[5分（5 mins）]、および [15分（15 mins）]。

フロア要素の編集
フロア領域で使用可能な [編集（Edit）]オプションを使用して、さまざまなフロア要素を追
加、配置、定義、描画、および拡張することができます。フロア領域の右上隅にある [編集
（Edit）]をクリックして、次の操作を行います。

•次のフロア要素の追加、配置、および削除。

•アクセスポイント

•チョークポイント

• WiFi TDOAレシーバ

•次のオーバーレイの追加、編集、および削除。

•カバレッジエリア

•障害物

•ロケーションリージョン

•レール

•マーカー

• GPSマーカー

関連項目

• APの追加、配置、および削除（30ページ）
•チョークポイントの追加、配置、および削除（33ページ）
• WiFi TDOAレシーバの追加、配置、および削除（35ページ）
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•カバレッジ領域の追加（36ページ）
•障害物の作成（38ページ）
•ロケーションリージョンの作成（39ページ）
•レールの作成（42ページ）
• GPSマーカーの配置（43ページ）

APの追加、配置、および削除
Cisco Prime Infrastructureは、カバレッジ領域マップ上の RF信号の相対強度を示すマップ全体
のヒートマップを計算します。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。

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。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択して
フロアビューページを開きます。

ステップ 3 このページの右上隅にある [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 4 [フロア要素（Floor Elements）]パネルで、[アクセスポイント（Access Points）]の横にある [追加（Add）]
をクリックします。

フロアに割り当てられていないすべてのアクセスポイントがリストに表示されます。

• [APの追加（Add APs）]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、[選択項目の追加（Add Selected）]をクリックします。

•すべてのアクセスポイントを追加するには、[すべて選択（SelectAll）]をクリックし、[選択項目の追
加（Add Selected）]をクリックします。

•フロア領域に直接アクセスポイントを割り当てるには、[+]をクリックします。

•使用可能な検索オプションを使用して、アクセスポイントを検索できます。クイックフィルタを使用
して、AP名、MACアドレス、モデル、またはコントローラにより検索します。検索では大文字と小
文字は区別されません。検索結果が表に表示されます。フロア領域に追加するには [+]アイコンをク
リックします。

ステップ 5 フロア領域にアクセスポイントを割り当てた後、[APの追加（Add APs）]ウィンドウを閉じます。
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ステップ 6 フロアマップに追加した各アクセスポイントは、マップの右側に表示されます。アクセスポイントは正
しく配置する必要があります。

ステップ 7 [フロア要素（FloorElements）]ペインで、[アクセスポイント（AccessPoints）]の横にある [位置（Position）]
をクリックして、マップ上に正しく配置します。

•各アクセスポイントをクリックして適切な場所にドラッグするか、[選択したAPの詳細（Selected AP
Details）]ページで x座標と y座標および APの高さを更新します。アクセスポイントをマップ上にド
ラッグすると、横（x）と縦（y）の位置がテキストボックスに表示されます。選択すると、アクセス
ポイントの詳細が右ペインに表示されます。[選択したAPの詳細（Selected AP Details）]ページには次
の情報が表示されます。

• [3ポイントによる位置付け（Position by 3 points）]：フロアマップ上に 3つのポイントを描画し、
作成したポイントを使用して APを配置できます。手順は次のとおりです。

• [3ポイントによる位置付け（Position by 3 points）]をクリックします。

•ポイントを定義するには、フロアマップの任意の場所をクリックして最初のポイントの描画
を開始します。ポイントの描画を終了するには、再度をクリックします。ポップアップが表

示されるので、最初のポイントまでの距離を設定します。距離をメートル単位で入力し、[距
離の設定（Set Distance）]をクリックします。

• 2番目と 3番目のポイントを同様の方法で定義し、[保存（Save）]をクリックします。

• [2つの壁による位置付け（Position by 2 Walls）]：フロアマップ上に 2つの壁を定義し、定義した
壁の間に APを配置できます。これにより、2つの壁の間の APの位置を把握できます。これは、
壁の間の APの位置を把握するのに役立ちます。

• [2つの壁による位置付け（Position by 2 Walls）]をクリックします。

•最初の壁を定義するには、フロアマップの任意の場所をクリックして線の描画を開始しま
す。線の描画を終了するには、再度をクリックします。ポップアップが表示されるので、最

初の壁までの距離を設定します。距離をメートル単位で入力し、[距離の設定（SetDistance）]
をクリックします。

• 2番目の壁を同様の方法で定義し、[保存（Save）]をクリックします。

APが、壁の間の定義された距離に従って自動的に配置されます。

• [AP名（AP Name）]：AP名が表示されます。

• [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が示されます。

• [MACアドレス（MAC Address）]：MACアドレスが表示されます。

• [x]：マップの水平方向スパンをフィート単位で入力します。

• [y]：マップの垂直方向スパンをフィート単位で入力します。

• [APの高さ（AP Height）]：アクセスポイントの高さを入力します。

• [プロトコル（Protocol）]：このアクセスポイントのプロトコル：[802.11a/n/ac]、[802.11b/g/n]（ハ
イパーロケーション APの場合）、または [802.11a/b/g/n]。
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• [アンテナ（Antenna）]：このアクセスポイントのアンテナの種類。

• [アンテナ画像（Antenna Image）]：APイメージが表示されます。

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

•内部アンテナを備えた APの場合、[方位角（Azimuth）]と [垂直面（Elevation）]の
値は、すべての無線に対して一斉にロックされます。つまり、1つの無線の設定を
変更すると、方向パラメータは他の無線にもコピーされます。

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

（注）

ステップ 8 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。

[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。

ヒートマップは、APの新しい位置に基づいて生成されます。

ステップ 9 [フロア要素（Floor Elements）]パネルで、[アクセスポイント（Access Points）]の横にある [削除（Delete）]
をクリックします。

[APの削除（Delete APs）]ページが表示され、割り当てられ配置されているすべてのアクセスポイントが
一覧表示されます。

•削除するアクセスポイントのチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除（Delete Selected）]を
クリックします。

•すべてのアクセスポイントを削除するには、[すべて選択（SelectAll）]をクリックし、[選択項目の削
除（Delete Selected）]をクリックします。

•フロアからアクセスポイントを直接削除するには、[削除（Delete）]アイコンをクリックします。

•クイックフィルタを使用して、AP名、MACアドレス、モデル、またはコントローラにより検索しま
す。検索では大文字と小文字は区別されません。検索結果が表に表示されます。フロア領域から削除

するには、[削除（Delete）]アイコンをクリックします。

APのクイックビュー

フロアマップ上の APアイコンの上にマウスカーソルを置くと、APの詳細と Rxネイバー情
報が表示されます。

• [情報（Info）]を選択すると、次の APの詳細が表示されます。

• [関連付けられました（Associated）]：APが関連付けられているかどうかを示します。

• [名前（Name）]：AP名が表示されます。
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• [MACアドレス（MAC Address）]：AP MACアドレスが表示されます。

• [モデル（Model）]：APモデル番号が表示されます。

• [動作/管理/モード（Op./Admin/Mode）]：動作状態と APモードが表示されます。

• [タイプ（Type）]：無線タイプが表示されます。

• [チャネル（Channel）]：アクセスポイントのチャネル番号が表示されます。

• [アンテナ（Antenna）]：アンテナ名が表示されます。

• [方位角（Azimuth）]：アンテナの方向が表示されます。

• [Rxネイバー（Rx Neighbors）]オプションボタンを選択すると、マップ上に選択した AP
の隣接 Rxネイバーが接続線で表示されます。また、APがAP名と関連付けられているか
どうかも示されます。

チョークポイントの追加、配置、および削除

チョークポイントは、チョークポイントベンダーの推奨に従ってインストールおよび設定され

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。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択して
フロアビューページを開きます。

ステップ 3 このページの右上隅にある [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 4 [フロア要素（Floor Elements）]パネルで、[チョークポイント（Choke Points）]の横にある [追加（Add）]
をクリックします。
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[チョークポイントの追加（Add Choke Points）]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。

•フロアマップに追加するチョークポイントのチェックボックスをオンにして、[選択項目の追加（Add
Selected）]をクリックします。

•すべてのチョークポイントを追加するには、[すべて選択（SelectAll）]をクリックし、[選択項目の追
加（Add Selected）]をクリックします。

•使用可能な検索オプションを使用して、チョークポイントを検索できます。クイックフィルタを使用
して、名前、MACアドレス、または IPアドレスにより検索します。検索では大文字と小文字は区別
されません。検索結果が表に表示されます。[チョークポイント（chokepoint）]チェックボックスを選
択し、[選択項目の追加（Add Selected）]をクリックします。

ステップ 5 フロア領域にアクセスポイントを割り当てた後、[チョークポイントの追加（AddChoke points）]ウィンド
ウを閉じます。

ステップ 6 フロアマップに追加したチョークポイントは、マップの右側に表示されます。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 [フロア要素（FloorElements）]ペインで、[チョークポイント（ChokePoints）]の横にある [位置（Position）]
をクリックして、マップ上に正しく配置します。

•チョークポイントアイコンを左クリックし、マップ上の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、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。

• [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。

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。チョークポイントがマップに表示されない場合は、

[画面設定（Display Settings）] > [オーバーレイオブジェクト（Overlay Objects）]でチョークポイ
ントの切り替えが [オン（On）]に設定されていることを確認します。

（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。

（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、[Save Settings]をクリックしないで
ください。

（注）

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。

ワイヤレスサイトマップの使用

34

ワイヤレスサイトマップの使用

チョークポイントの追加、配置、および削除



ステップ 8 [フロア要素（Floor Elements）]パネルで、[チョークポイント（Choke Points）]の横にある [削除（Delete）]
をクリックします。

[チョークポイントの削除（Delete choke points）]ページが表示され、割り当てられ配置されているすべて
のチョークポイントが一覧表示されます。

•削除するチョークポイントのチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除（Delete Selected）]を
クリックします。

•すべてのチョークポイントを削除するには、[すべて選択（SelectAll）]をクリックし、[選択項目の削
除（Delete Selected）]をクリックします。

•フロアからチョークポイントを直接削除するには、[削除（Delete）]アイコンをクリックします。

•クイックフィルタを使用して、名前、MACアドレス、または IPアドレスにより検索します。検索で
は大文字と小文字は区別されません。検索結果が表に表示されます。フロア領域から削除するには、

[削除（Delete）]アイコンをクリックします。

ステップ 9 [(i)]記号をクリックして、[AP 360度（AP 360°）]ビューを起動します。

WiFi TDOAレシーバの追加、配置、および削除
Wi-Fi TDOAレシーバは、追跡対象のタグ付き資産から送信される信号を受信するように設計
された外部システムです。その後これらの信号は、資産の位置計算に役立つよう、Mobility
ServicesEngineに転送されます。TDOAレシーバは、到達時間差（TDOA）の方法を使用して、
タグの位置を計算します。この方法は、最小で 3つの TDOAレシーバからのデータを使用し
て、タグ付き資産の位置を生成します。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択して
フロアビューページを開きます。

ステップ 3 このページの右上隅にある [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 4 [フロア要素（Floor Elements）]パネルで、[Wifi TDOAレシーバ（Wifi TDOA Receivers）]の横にある [追加
（Add）]をクリックします。
[WifiTDOAレシーバの追加（AddWifiTDOAReceivers）]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。

•フロアマップに追加するWifi TDOAレシーバのチェックボックスをオンにして、[選択項目の追加
（Add Selected）]をクリックします。

•すべてのWifiTDOAレシーバポイントを追加するには、[すべて選択（SelectAll）]をクリックし、[選
択項目の追加（Add Selected）]をクリックします。

•使用可能な検索オプションを使用して、Wifi TDOAレシーバを検索できます。クイックフィルタを使
用して、名前、MACアドレス、または IPアドレスにより検索します。検索では大文字と小文字は区
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別されません。検索結果が表に表示されます。[Wifi TDOAレシーバ（Wifi TDOA receiver）]チェック
ボックスを選択し、[選択項目の追加（Add Selected）]をクリックします。

ステップ 5 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。

ステップ 6 フロアマップに追加した各アクセスポイントは、マップの右側に表示されます。アクセスポイントは正
しく配置する必要があります。

ステップ 7 [フロア要素（Floor Elements）]ペインで、[Wifi TDOAレシーバ（Wifi TDOA Receivers）]の横にある [位置
（Position）]をクリックして、マップ上に正しく配置します。

• Wifi TDOAレシーバアイコンを左クリックし、マップ上の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。

•アイコンが正確にマップに配置されたら、[保存（Save）]をクリックします。Wi-FiTDOA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。

Wi-Fi TDOAレシーバがマップに表示されない場合は、[画面設定（Display Settings）] > [オーバーレイオブ
ジェクト（Overlay Objects）]でWifi TDOAレシーバの切り替えが [オン（On）]に設定されていることを
確認します。

ステップ 8 [フロア要素（Floor Elements）]パネルで、[Wifi TDOAレシーバ（Wifi TDOA Receivers）]の横にある [削除
（Delete）]をクリックします。
[Wifi TDOAレシーバの削除（Delete Wifi TDOA Receivers）]ページが表示され、割り当てられ配置された
Wifi TDOAレシーバがすべて一覧表示されます。

•削除するWifi TDOAレシーバのチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除（Delete Selected）]
をクリックします。

•クイックフィルタを使用して、名前、MACアドレス、または IPアドレスにより検索します。検索で
は大文字と小文字は区別されません。検索結果が表に表示されます。フロア領域からチョークポイン

トを削除するには、[削除（Delete）]アイコンをクリックします。

カバレッジ領域の追加

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。

長方形以外のビルディングがある場合、またはフロア内に長方形以外の領域をマークする場合

には、マップエディタを使用してカバレッジ領域または多角形の領域を描画できます。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択して
フロアビューページを開きます。
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ステップ 3 このページの右上隅にある [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 4 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[カバレッジエリア（Coverage Areas）]の横にある [追加（Add）]
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 5 カバレッジ領域を描画するには、[タイプ（Type）]ドロップダウンリストから、[カバレッジエリア（Coverage
Area）]を選択します。

•定義する領域の名前を入力し、[Ok]をクリックします。

•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。

• [保存（Save）]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 6 多角形領域を描画するには、[タイプ（Type）]ドロップダウンリストから、[周辺（Perimeter）]を選択し
ます。

•定義する領域の名前を入力し、[Ok]をクリックします。
•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。

ステップ 7 カバレッジ領域を編集するのには、[オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[カバレッジエリア（Coverage
Areas）]の横にある [編集（Edit）]をクリックします。

•使用可能なカバレッジ領域がマップ上で強調表示されます。
•変更を加え、変更後に [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 8 カバレッジ領域を削除するのには、[オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[カバレッジエリア（Coverage
Areas）]の横にある [削除（Delete）]をクリックします。

•使用可能なカバレッジ領域がマップ上で強調表示されます。
•カバレッジ領域にマウスのカーソルを置き、[削除（delete）]をクリックします。
•削除後に [保存（Save）]をクリックします。
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障害物の作成

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。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択して
フロアビューページを開きます。

ステップ 3 このページの右上隅にある [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 4 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[障害物（Obstacles）]の横にある [追加（Add）]をクリックしま
す。

ステップ 5 [障害物の作成（Obstacle Creation）]ウィンドウで、[障害物タイプ（Obstacle Type）]ドロップダウンリス
トから障害物タイプを選択します。作成できる障害物のタイプは、[厚い壁（ThickWall）]、[薄い壁（Light
Wall）]、[重いドア（Heavy Door）]、[軽いドア（Light Door）]、[パーティション（Cubicle）]、[ガラス
（Glass）]です。

ステップ 6 [障害物の追加（Add Obstacle）]をクリックします。

ステップ 7 障害物を作成する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。

• [完了（Done）]をクリックします。

•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。

• [保存（Save）]をクリックして、障害物を保存します。

ステップ 8 障害物を編集するには、[オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[障害物（Obstacles）]の横にある [編集
（Edit）]をクリックします。

•すべての使用可能な障害物がマップ上で強調表示されます。
•変更が完了したら、[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 9 障害物を削除するには、[オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[障害物（Obstacles）]の横にある [削除
（Delete）]をクリックします。

•すべての使用可能な障害物がマップ上で強調表示されます。
•障害物の上にマウスカーソルを合わせ、クリックして削除します。
•削除後に [保存（Save）]をクリックします。
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マーカーの配置

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択し
てフロアビューページを開きます。

ステップ 3 このページの右上隅にある [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 4 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[マーカー（Markers）]の横にある [追加（Add）]をクリックしま
す。

ステップ 5 マーカーの名前を入力し、[マーカーの追加（Add Marker）]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 6 描画アイコンをクリックし、マーカーをマップ上に配置します。

ステップ 7 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 8 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 9 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[マーカー（Markers）]の横にある [編集（Edit）]をクリックしま
す。

•使用可能なマーカーがマップ上で強調表示されます。
•変更を加えて、[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 10 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[マーカー（Markers）]の横にある [削除（Delete）]をクリックし
ます。

•使用可能なすべてのマーカーがマップ上で強調表示されます。
•削除するマーカーの上にマウスのカーソルを合わせ、クリックして削除します。

ステップ 11 削除後に [保存（Save）]をクリックします。

ロケーションリージョンの作成

包含領域および除外領域を作成して、フロア上のロケーション計算の精度をさらに高めること

ができます。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。

フロア上の包含リージョンの定義

フロアまたは外部領域マップにおいて、信号強度などのワイヤレスカバレッジデータをマッ

ピング（包含）または無視（除外）する領域を定義します。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。
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ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択し
てフロアビューページを開きます。

ステップ 3 このページの右上隅にある [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 4 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[ロケーションリージョン（Location Regions）]の横にある [追加
（Add）]をクリックします。

ステップ 5 [ロケーションリージョンの作成（Location Region Creation）]ウィンドウで、[包含タイプ（Inclusion
Type）]ドロップダウンリストを選択します。

ステップ 6 [ロケーションリージョン（LocationRegion）]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。

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 [保存（Save）]を選択して、包含リージョンを保存します。

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。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（SaveSettings）]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）] > [モビリティサービ
ス（Mobility 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。

（注）

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。

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。

（注）

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（新）（Site Maps (New)）]を選択します。
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ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択し
てフロアビューページを開きます。

ステップ 3 このページの右上隅にある [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 4 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[ロケーションリージョン（Location Regions）]の横にある [追加
（Add）]をクリックします。

ステップ 5 [ロケーションリージョンの作成（Location Region Creation）]ウィンドウで、[除外タイプ（Exclusion
Type）]ドロップダウンリストを選択します。

ステップ 6 [ロケーションリージョン（LocationRegion）]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 さらに別の除外リージョンを定義するには、ステップ 5～ 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 [保存（Save）]を選択して、除外領域を保存します。

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。

ロケーションリージョンの編集

[オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[ロケーションリージョン（Location Regions）]の横にある [編集
（Edit）]をクリックします。

•使用可能なロケーションリージョンがマップ上で強調表示されます。
•変更を加えて、[保存（Save）]をクリックします。
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ロケーションリージョンの削除

[オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[ロケーションリージョン（Location Regions）]の横にある [削除
（Delete）]をクリックします。

•使用可能なロケーションリージョンがマップ上で強調表示されます。
•削除するロケーションリージョンの上にマウスのカーソルを合わせ、クリックして削除します。
• [保存（Save）]をクリックします。

レールの作成

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。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択し
てフロアビューページを開きます。

ステップ 3 このページの右上隅にある [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 4 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[ロケーションリージョン（Location Regions）]の横にある [追加
（Add）]をクリックします。

ステップ 5 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 [レールの追加（Add Rail）]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 6 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 7 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 8 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 9 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。
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ステップ 10 [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。

ステップ 11 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[レール（Rails）]の横にある [編集（Edit）]をクリックします。

•使用可能なレールがマップ上で強調表示されます。
•変更を加えて、[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 12 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[レール（Rails）]の横にある [削除（Delete）]をクリックしま
す。

•使用可能なすべてのレールラインがマップ上で強調表示されます。
•削除するレールラインの上にマウスのカーソルを合わせ、クリックして削除します。

ステップ 13 削除後に [保存（Save）]をクリックします。

GPSマーカーの配置

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択し
てフロアビューページを開きます。

ステップ 3 このページの右上隅にある [編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 4 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[GPSマーカー（ GPS Markers）]の横にある [追加（Add）]をク
リックします。

ステップ 5 GPSマーカーの名前を入力します。

ステップ 6 [緯度と経度（Latitude and Longitude）]に値を入力します。GPSマーカーは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。

ステップ 7 [GPSマーカーの追加（Add GPS Marker）]をクリックします。

ステップ 8 描画アイコンをクリックし、GPSマーカーをマップ上に配置します。

ステップ 9 [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 10 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[GPSマーカー（ GPS Markers）]の横にある [編集（Edit）]をク
リックします。

•使用可能なマーカーがマップ上で強調表示されます。
•変更を加えて、[保存（Save）]をクリックします。

ステップ 11 [オーバーレイ（Overlays）]パネルで、[GPSマーカー（GPSMarkers）]の横にある [削除（Delete）]をク
リックします。

•使用可能なすべての GPSマーカーがマップ上で強調表示されます。
•削除する GPSマーカーの上にマウスのカーソルを合わせ、クリックして削除します。
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ステップ 12 削除後に [保存（Save）]をクリックします。

フロアツールの使用

検出された不正 APの表示
APがコントローラに関連付けられていない別の APを検出した場合、その APは、不正 APと
してマークされます。検出された不正 APを表示するには、以下の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

[マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless
Maps）] > [サイトマップ（Site Maps）]の順にク
リックします。

ステップ 1

[キャンパス（Campus）] > [建物（Building）] > [フ
ロア（Floor）]の順に選択します。

ステップ 2

右側のペインで、[編集（Edit）] > [フロアツール
（Floor Tools）] > [不正APの検出（Rogue AP
Detection）]の順にクリックします。

ステップ 3

選択された APによって不正として検出された AP
を表示できるようになります。

不正APの検出を有効にするAPをクリックします。ステップ 4

検出を無効にするには、APを再度クリックします。ステップ 5

モニタリングツールの使用

チャートの表示

特定のフロアにおけるクライアント、アクセスポイント、および電波品質のメトリックを表示

するには、次の操作を行います。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（Site Maps）]の順に選択しま
す。

ステップ 2 [キャンパス（Campus）] > [建物（Building）] > [サイト（Site）]の順に選択します。

ステップ 3 [チャート（Charts）]タブをクリックします。
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クライアントプレイバックの使用によるクライアントの移動の追跡

Cisco Prime Infrastructureでは、クライアントプレイバック機能を使用して、クライアントのフ
ロア上での移動を追跡できます。この機能は、CMXによって検出されたクライアントに対し
てのみ使用可能です。

クライアントのフロアでの移動を表示するには、次の手順に従います。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [ワイヤレスマップ（Wireless Maps）] > [サイトマップ（Site Maps）]の順にクリック
します。

ステップ 2 [キャンパス（Campus）] > [建物（Building）] > [フロア（Floor）]の順に選択します。

ステップ 3 クライアントが関連付けられている、またはプローブされている APを追加します。

ステップ 4 [サービス（Services）] > [モビリティサービス（Mobility Services）] > [ConnectedMobile Experiences]の順
にクリックします。

ステップ 5 マップをエクスポートして、CMXにインポートします。

ステップ 6 目的のサイトマップに移動し、フロアを CMXに同期させます。

ステップ 7 フロア上で目的のクライアントをクリックします。

ステップ 8 [データ（Data）] > [クライアント（Client）] > [再生（Playback）]の順にクリックします。
一定期間におけるクライアントの移動がマップに表示されます。

位置の準備状態の調査

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機能は距離ベースの予測ツールで、アクセスポイントを配置した場合に

起こる問題領域を指摘できます。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択して
フロアビューページを開きます。

ステップ 3 ページの右上の隅にある [ツール（Tools）]をクリックし、[ロケーション準備状況の検査（Inspect Location
Readiness）]をクリックします。

廃止予定の [サイトマップ（Site Maps）]ページが開きます。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。

ワイヤレスサイトマップの使用

45

ワイヤレスサイトマップの使用

クライアントプレイバックの使用によるクライアントの移動の追跡



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。

（注）

音声準備状況の検査

音声の準備状態ツールでは、RFカバレッジを確認し、音声のニーズを十分に満たすかどうか
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（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択して
フロアビューページを開きます。

ステップ 3 ページの右上隅にある [ツール（Tools）]をクリックし、[音声準備状況の検査（Inspect Voice Readiness）]
をクリックします。

廃止予定の [サイトマップ（Site Maps）]ページが開きます。

ステップ 4 ドロップダウンリストから、[Band]、[AP Transmit Power]、および [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。

（注）

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
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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。

RFキャリブレーション方法

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択して
フロアビューページを開きます。

ステップ 3 ページの右上隅にある [ツール（Tools）]をクリックし、[音声準備状況の検査（Inspect Voice Readiness）]
をクリックします。

廃止予定の [サイトマップ（SiteMaps）]ページが開きます。[RFキャリブレーションモデル（RFCalibration
Models）]ページでは、次の操作を実行できます。

•マップへのキャリブレーションモデルの適用
•キャリブレーションモデルプロパティの表示
•キャリブレーションモデルの詳細の編集

ワイヤレスマップで使用される RFキャリブレーションモデルの調整

Prime Infrastructureでは、作成されたワイヤレスサイトマップのフロア領域の減衰特性を特徴
付ける複数のRFモデルが提供されます。これらのキャリブレーションモデルは、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。
これらのいずれもニーズを十分に満たしていない場合は、実際のフロア領域の減衰特性をより

よく表す1つ以上のカスタムキャリブレーションモデルを作成し、これらのフロア領域のマッ
プに適用できます。これにより、チームは次のことを行うことができます。

•実際の建物に 1つ以上のフロアを配置する。

• RFキャリブレーションツールを使用して、実際のフロアの RF減衰特性を測定する。

•そのフロアの RF特性を新しいキャリブレーションモデルとして保存する。

•そのキャリブレーションモデルを同じ物理レイアウトの他のすべてのフロアに適用する。

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。
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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。タグに応じた校正は、Aeroscout System Managerを使用して行います（この製品
の詳細および使用方法については、cisco-rtls@cisco.comまでメールでお問い合わせください）。

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。

両方のスペクトルの校正プロセスを迅速に行うため、802.11a/nと 802.11b/g/nの両方の無線を
サポートするクライアントデバイスを使用することを推奨します。

校正プロセスの詳細については、以下の関連項目を参照してください。

•現在の RFキャリブレーションモデルのリストを表示する

•現在のキャリブレーションモデルへのアクセス

•ワイヤレスサイトマップへのワイヤレスキャリブレーションモデルの適用

• RFキャリブレーションモデルのプロパティの表示

•新しい RFキャリブレーションモデルの作成

•新しい RFキャリブレーションモデルの調整、コンピューティング、適用

•新しい RFキャリブレーションモデルの収集された「ライブ」データポイントの計算

•ワイヤレスサイトマップのフロア領域への完全調整された新しいRFキャリブレーション
モデルの適用

• RFキャリブレーションモデルの削除

新しい RFキャリブレーションモデルの作成

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）] > [RF校正モデル（RFCalibrationModels）] > [移動（Go）]の順に
選択します。

ステップ 3 [コマンドの選択（Select a command）] > [新しいモデルの作成（Create NewModel）] > [実行（Go）]を選
択します。

ステップ 4 新しい RFキャリブレーションモデルの名前を入力して、[OK]をクリックします。

[まだキャリブレーションされていない（Not Yet Calibrated）]ステータスの他の RFキャリブレーションモ
デルとともに、新しいモデルがリストに表示されます。モデルのキャリブレーションを行うには、「関連

項目」の「新しい RFキャリブレーションモデルの調整、コンピューティング、適用」を参照してくださ
い。
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新しい RFキャリブレーションモデルの調整、コンピューティング、適用

新しく作成された RFモデルを完全に適用するには、次の作業を実行する必要があります。

1. 「ライブ」キャリブレーションデータを収集すること。

2. そのデータを計算し、モデルが使用できるようにすること。

3. 必要なフロアにモデルを適用すること。

作成し、名前をつけたばかりの（ステータスは [未キャリブレーション（Not Calibrated）]）新
しいRFキャリブレーションモデルでこのプロセスを完了するには、次の手順を実行します。
開始する前に、Prime Infrastructureサーバへの接続とともに、データ収集デバイスを有効にし
ておく必要があります。シスコの集中管理型アーキテクチャを使用していない場合は、データ

収集デバイスのMACアドレスを把握しておく必要もあります。

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）] > [RF校正モデル（RF CalibrationModels）] > [移動（Go）]の順
に選択します。

ステップ 3 モデル名をクリックして、[キャリブレーションモデル（CalibrationModel）] > [モデル名（ModelName）]
ページを開きます。

ステップ 4 [コマンドの選択（Select a command）] > [データポイントの追加（Add Data Points）] > [実行（Go）]を
選択します。

ステップ 5 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）。

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。

ステップ 6 該当するキャンパスとビルディングを選択し、キャリブレーションを実行するフロアエリア、地下レベ

ル、または屋外領域を選択します。次に、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 7 選択したフロア領域マップおよびアクセスポイント（AP）のロケーションが表示される際には、データ
収集を実行する必要があるロケーションがプラスマーク（+）のグリッドで示されます。

これらのロケーションをガイドラインとして使用して、データのポイント収集またはリニア収集を実行

できます。オプションが表示されたときにマップ上にそれぞれ表示される [キャリブレーションポイン
ト（Calibration Point）]ポップアップ（ポイント）または [開始と終了（Start and Finish）]ポップアップ
（リニア）のいずれかでの該当する配置で、これを実行できます。

ステップ 8 キャリブレーション用の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）] > [ポイント（Point）]を選択し、[データポイントの表示（Show
Data Points）]チェックボックスをオンにします（まだオンになっていない場合）。マップ上に
[Calibration Point]ポップアップが表示されます。
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b) マップ上のデータポイント（+）の 1つに [キャリブレーションポイント（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。

近辺にあるすべてのAPでクライアントが均等に受信されるように、データ収集時にはキャリブレー
ションクライアントラップトップを回転させます。

c) 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、
[Calibration Point]ポップアップを別のデータポイントに移動して [Go]をクリックします。

マップ上に表示されたカバレッジ領域は色分けされ、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。

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。

d) 関連する周波数帯（802.11a/n、802.11b/g/n）のキャリブレーション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の A～ Cを繰り返します。

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。

ステップ 9 キャリブレーション用の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）] > [リニア（Linear）]を選択し、[データポイントの表示（Show
Data Points）]チェックボックスをオンにします（まだオンになっていない場合）。[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
スに沿ってエンドポイントに向かってゆっくりと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。

データ収集バーが完了を示したとしても、エンドポイントに到達するまではデータ収集を中止しな

いでください。

Intel製およびシスコ製のアダプタのみがこの方法でテストされています。[CiscoCompatible 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 RadioManagement
Support）]の両方が有効になっていることを確認します。

e) 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。
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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。

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。

f) 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。

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 10 データポイントの収集が終わったら、ページ上部のキャリブレーションモデルの名前をクリックし、も

う一度モデルを表示します。

必要に応じて、この時点で中止し、保存したデータポイントの計算と適用を後で実行することができま

す。これを行う場合、関連項目の「新しい RFキャリブレーションモデルの収集された「ライブ」デー
タポイントの計算」の手順と、その後で「ワイヤレスサイトマップのフロアへの完全調整された RF
キャリブレーションモデルの適用」の手順に従って続行します。

ステップ 11 収集したデータポイントに対してモデルを校正するには、[コマンドの選択（Select a command）]> [キャ
リブレーション（Calibrate）] > [実行（Go）]を選択します。

ステップ 12 キャリブレーション処理が完了したら、[ロケーション品質の検査（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 13 新たに校正したモデルを、作成したワイヤレスサイトマップのフロア領域（および類似する減衰特性を

持つ他のフロア）に適用するには、[マップ（Maps）] > [サイトマップ（Site Maps）]を選択します。
[マップ（Maps）]ページで、新しい RFキャリブレーションモデルを適用するフロア領域に対応するリ
ンクを選択します。

ステップ 14 フロア領域マップを表示させて、[コマンドの選択（Select a command）]> [フロア領域の編集（EditFloor
Area）] > [実行（Go）]を選択します。

ステップ 15 [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
キャリブレーション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。RFキャリブレーションモデルをフ
ロアに適用した後、そのフロアで実行されるすべてのロケーション判定はキャリブレーションモデルの

RF減衰データを使用して実行されます。

新しい RFキャリブレーションモデルの収集された「ライブ」データポイントの計算

以前に収集したキャリブレーションデータを計算して、RFキャリブレーションモデルで使用
できるようにするには、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。
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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キャリブレーションモデル（RF
Calibration Models）]を選択し、[実行（Go）]をクリックします。

ステップ 3 以前に「ライブ」データポイントを収集したモデルの名前をクリックします。[キャリブレーションモデ
ル（Calibration Model）] > [モデル名（Model Name）]ページに、選択した RFキャリブレーションモデル
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、[キャリブレーション（Calibrate）]を
選択し、[Go]をクリックします。

ステップ 5 キャリブレーション処理が完了したら、[ロケーション品質の検査（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。

ワイヤレスサイトマップのフロアへの完全調整された RFキャリブレーションモデルの
適用

新しいRFキャリブレーション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、[実行（Go）]をクリックします。

ステップ 4 [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 RF
キャリブレーションモデルを選択します。

ステップ 5 [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。

RFキャリブレーションモデルの削除

キャリブレーションモデルを削除するには、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）] > [RF校正モデル（RFCalibrationModels）] > [移動（Go）]の順に
選択します。現在の RFキャリブレーションモデルのリストが表示されます。

ステップ 3 削除するモデルの名前をクリックします。[キャリブレーションモデル（Calibration Model）] > [モデル名
（Model Name）]ページが表示されます。
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ステップ 4 [コマンドの選択（Select a command）] > [モデルの削除（Delete Model）] > [実行（Go）]を選択します。
Prime Infrastructureは、キャリブレーションモデルを削除します。

RFキャリブレーション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）] > [RF校正モデル（RFCalibrationModels）] > [移動（Go）]の順に
選択します。

ステップ 3 モデル名をクリックし、表示または変更するプロパティを持つ RFキャリブレーションモデルにアクセス
します。

ステップ 4 選択したモデルのプロパティを表示または編集するには、次の手順を実行します。

a) [コマンドの選択（Select a Command）] > [プロパティ（Properties）] > [実行（Go）]を選択します。

表示または編集できるプロパティは次のとおりです。

• [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（AP）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。スイープレンジを使用するとロケーションデー

タの精度は高くなりますが、拡張性には悪影響が及びます。

• [ヒートマップビンサイズ（HeatMapBinsize）]：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 AP
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。

ステップ 5 操作が終了したら、[OK]をクリックします。

ワイヤレスサイトマップへの RFキャリブレーションモデルの適用

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）] > [RF校正モデル（RFCalibrationModels）] > [移動（Go）]の順に
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 必要な RFキャリブレーションモデルにアクセスするには、モデル名をクリックします。
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ステップ 4 [コマンドの選択（Select a command）] > [マップに適用（Apply toMaps）] > [Go（実行）]を選択します。

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。

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。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択して
フロアビューページを開きます。

ステップ 3 ページの右上の隅にある [ツール（Tools）]をクリックし、[プランニングモード（Planning Mode）]をク
リックします。

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。

プランニングモードのオプションは次のとおりです。

• [APの追加（AddAPs）]：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、「ア
クセスポイント要件の計算へのプランニングモードの使用」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。

• [マップエディタ（Map Editor）]：[マップエディタ（Map Editor）]ウィンドウを開きます。詳細につ
いては、「マップエディタの使用」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。

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）
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ステップ 4 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。

ワイヤレスサイトマップエディタの機能

マップエディタを使って、フロアプラン情報を定義、描画、および拡張します。また、マッ

プエディタでは、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マップエ

ディタを開きます。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、マップエディタを起動する必要があります。

•マップエディタ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

•マップエディタの表示

•マップエディタのアイコン

•マップエディタを使用したカバレッジ領域の描画

•マップエディタ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

•フロアでのレールラインの定義

ワイヤレスサイトマップエディタの使用に関するガイドライン

MapEditor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、次の内容を考慮し
てください。

•以前のフロアプランエディタから FPEファイルをインポートするのではなく、マップエ
ディタ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 .PEファイルをインポートすることはできます。次の手順を実行します。

1. 目的のフロア領域に移動します。

2. [コマンドの選択（Select a command）] > [フロア領域の編集（Edit Floor Area）] > [移
動（Go）]の順に選択します。

3. [FPEファイル（FPE File）]チェックボックスをオンにします。
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4. FPEファイルを参照し、[OK]をクリックします。

•マップエディタを使用して、任意の数の壁をフロアプランに追加できます。ただし、ク
ライアントワークステーションの処理能力とメモリによって、Prime Infrastructureの更新
とレンダリングの側面が制限される場合があります。

• 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（AP）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 AP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 1 :一塊に集めたアクセスポイント

全体の APの密度を高め、AP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。

図 2 :密度を高めることによる位置精度の向上
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細長いカバレッジ領域では、直線的に APを配置しないようにします。各 AP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 3 :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 AP密度が提供されますが、ある 1つの
デバイスに対する、各 AP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。

AP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 4 :周辺で交互にずらすことによる位置精度の向上

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 AP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 AP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 AP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 5 :低密度の無線 LANの設置
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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AP
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。

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。

フロアマップ上に包含領域と除外領域を配置するためのガイドライン

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、各フロア領域が作成さ
れるときに、各フロア領域に対して包含領域が定義されます。包含領域は、水色の実線で示さ

れ、通常はフロア領域全体の輪郭を描きます。

フロア領域に複数の除外領域を定義することができます。

新たに定義された包含リージョンと除外リージョンは、MobilityServicesEngine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。

ワイヤレスサイトマップエディタの起動と使用

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）]を選択します。

ステップ 2 目的のキャンパスとビルディングを選択します。

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）] >
[ビルディング名（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）] > [マップエディタ（Map Editor）] > [移動（Go）]の順に選択しま
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。線の長さが指定された [フロアのスケーリング（Scale Floor）]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。
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ワイヤレスサイトマップエディタのアイコン

表 6 :ワイヤレスサイトマップエディタのアイコン

説明アイコ

ン

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。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、要素を新しい

位置までドラッグします。マップ上の任意の個所をクリックすると、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

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
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説明アイコ

ン

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。

ワイヤレスサイトマップでのカバレッジ領域の定義

長方形以外のビルディングがある場合、またはフロア内に長方形以外の領域をマークする場合

には、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 [コマンドの選択（Select a command）] > [マップエディタ（Map Editor）] > [移動（Go）]の順に選択しま
す。[Map Editor]ページが表示されます。

ステップ 5 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、[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。

ワイヤレスサイトマップにおける障害物のカラーコーディング

次の表では、ワイヤレスサイトマップ上の障害物に適用されるカラーコーディングと、これ

らの障害物の近くで RF信号強度を計算するために使用される推定信号損失について説明しま
す。
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表 7 :障害物のカラーコーディング

信号損失（dB単
位）

カラーコーディン

グ

障害のタイプ

13厚い壁

2薄い壁

15重いドア

4軽いドア

1パーティショ

ン

1.5ガラス

ワイヤレスサイトマップでの包含リージョンの定義

ワイヤレスサイトマップのフロア領域に表示するデバイスロケーション情報の精度を高める

ために、ロケーションデータに含めるリージョン（包含リージョン）と、含めないリージョン

（除外リージョン）を定義することができます。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共用領域を除外して、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。

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。

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）] > [マップエディタ（Map Editor）] > [移動（Go）]の順に選択し
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。

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。

ステップ 5 メッセージボックスで [OK]をクリックします。包含領域の輪郭の描画に役立つ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。
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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リージョンが定義されます。

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、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。

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 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（SaveSettings）]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するには、[サービス（Services）] > [サービスの同期
（SynchronizeServices）]を選択します。2つのDBがすでに同期されている場合は、変更があるたびと、
明示的な再同期が必要ない場合に、自動的に再同期が実行されます。

ステップ 13 [同期（Synchronize）]ページで、[同期（Synchronize）] > [ネットワーク設計（Network Designs）]を選
択し、[OK]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。

ワイヤレスサイトマップでの除外リージョンの定義

フロアのロケーション計算の精度を高めるため、計算から除外するリージョン（除外リージョ

ン）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、除外リージョンは包含リージョンの境界内に定義されます。

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）] > [マップエディタ（Map Editor）] > [移動（Go）]の順に選択し
ます。[Map Editor]ページが表示されます。

ステップ 4 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 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。除外リージョンの輪郭の描画に役立つ描画
アイコンが表示されます。

ステップ 6 除外リージョン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 除外するリージョン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。
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ステップ 8 リージョン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。
定義された除外リージョンは、そのリージョンが完全に定義されると紫色で網掛けされます。

ステップ 9 さらに別の除外リージョンを定義するには、ステップ 5～ 8を繰り返します。

ステップ 10 すべての除外リージョンを定義したら、[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。

除外リージョンを削除するには、削除するリージョンをクリックします。選択したリージョンの輪郭が

紫色の破線で描画されます。次に、ツールバーの [X]アイコンをクリックします。リージョンがフロア
マップから削除されます。

ステップ 11 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 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）] > [ネットワーク設計（Network Designs）]を選
択してから、[同期（Synchronize）]をクリックします。[同期ステータス（Sync. Status）]列に緑色の矢
印を表示することで、同期が正常に行われたことを確認できます。

ワイヤレスサイトマップでのレールラインの定義

任意のフロア領域にレールラインを定義できます。レールラインは、ロケーションの計算を

効率化し、常に移動しているワイヤレスクライアントや、精密なロケーションデータを必要

としない（繁忙な製造フロア領域や屋外の建設現場などの）ワイヤレスクライアントのロケー

ションデータの表示を要約します。

また、レールライン周辺の領域をスナップ幅として定義することもできます。スナップ幅は、

ローミング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。スナップ幅は、レールの

いずれか側（東西または南北）で監視する距離を表します。スナップ幅領域内に配置されたク

ライアントは、レールライン上に直接表示されるか（ローミングクライアントの大多数）、

スナップ幅領域の外側に表示されます（少数）。

レールラインはタグには適用されません。フィートまたはメートルのいずれでもスナップ幅領

域を定義できます。

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 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）] > [マップエディタ（Map Editor）] > [移動（Go）]の順に選択し
ます。[Map Editor]ページが表示されます。

ステップ 4 マップで、ツールバーの [レール（rail）]アイコン（紫色の除外領域アイコンの右側）をクリックしま
す。
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ステップ 5 表示される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 6 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 7 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 8 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 9 表示されたフロアマップで、[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、[レイヤ（Layers）]設定パネルを閉じます。

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）] > [ネットワーク設計（Network Designs）]を選
択してから、[同期（Synchronize）]をクリックします。

[同期ステータス（Sync. Status）]列に緑色の矢印を表示することで、同期が正常に行われたことを確認
できます。

ワイヤレスサイトマップの検索

[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、次の表に示すオプションとともに、マップ検索結果のページ
が表示されます。
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表 8 :ワイヤレスサイトマップの検索結果

オプションフィールド

[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。

[名前（Name）]

キャンパス、ビルディングまたはフロア領域。タイプ（Type）

検出された Cisco Radioの合計数が表示されます。[AP総数（Total APs）]

802.11a/n Cisco Radioの数が表示されます。[a/n無線（a/n Radios）]

802.11b/g/n Cisco Radioの数が表示されます。[b/g/n無線（b/g/n
Radios）]

ワイヤレスサイトマップエディタを使用した RFアンテナの調整

ワイヤレスサイトマップエディタを使用して RFアンテナを調整するには、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 必要なビルディングとフロア領域を含む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 必要なビルディングをクリックします。[サイトマップ（SiteMaps）] > [キャンパス名（Campus Name）]
> [ビルディング名（Building Name）]ページが表示されます。

ステップ 4 必要なフロア領域、地下レベル、または外部領域をクリックします。[サイトマップ（SiteMaps）]> [キャ
ンパス名（Campus Name）] > [ビルディング名（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）] > [マップエディタ（Map Editor）] > [移動（Go）]の順に選択し
ます。[Map Editor]ページが表示されます。

先に進む前に、外壁の外側にあるすべての空白が削除されるように、フロア領域のイメージの縮尺が正

しいことを確認します。フロアの寸法が正確であることを確認するには、ツールバーの [コンパスツー
ル（compass tool）]をクリックし、必要に応じて調整します。

ステップ 6 基準長を配置します。これを行うと、指定した線の長さで [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。
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APロケーション準備状況を使用した低カバレッジ領域の検索

Prime Infrastructureを設定することで、既存のアクセスポイント（AP）展開の能力を確認し、
少なくとも 90パーセントの確率で、10 m以内にあるクライアント、不正クライアント、不正
AP、またはタグの真の位置を推定できます。ロケーションの準備状況の計算は、AP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、APを配置
した場合に起こ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APが表示されない場合は、左側のサイドバーの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）] > [ロケーション準備状況の検査（Inspect Location Readiness）] >
[実行（Go）]を選択します。

10メートル、90パーセント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。

RFキャリブレーションデータを使用した APカバレッジの品質評価

領域を物理的に移動しているときに生成したデータポイントに基づいてRFキャリブレーショ
ンモデルを完成させると（関連項目の「新しい RFキャリブレーションモデルの調整、コン
ピューティング、適用」を参照）、アクセスポイント（AP）のロケーション品質を検査でき
るようになります。ロケーション精度の仕様を満たす所定のロケーションの機能（つまり、10
メートル以内で、時間の 90 %）の評価は、物理検査およびキャリブレーション時に収集され
たデータポイントに基づきます。

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）] > [RFキャリブレーションモデル（RF Calibration Model）] > [実

行（Go）]を選択します。RFキャリブレーションモデルのリストが表示されます。

ステップ 3 該当する RFキャリブレーションモデルをクリックします。

RFキャリブレーションモデルの詳細が表示されます。これには、最終キャリブレーションの日付、キャ
リブレーションで使用された信号のタイプ別（802.11a、802.11 b/g）のデータポイントの数、ロケーショ
ン、およびカバレッジが含まれています。
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ステップ 4 [キャリブレーションフロア（CalibrationFloors）]という見出しの下にある [ロケーション品質の検査（Inspect
LocationQuality）]リンクをクリックします。Prime Infrastructureには、ロケーションエラーのパーセンテー
ジが示された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。

RFカバレッジが音声対応に十分かどうかの判断

VoWLANReadiness（音声の準備状態）ツールでは、RFカバレッジを確認し、音声のニーズを
十分に満たすかどうか判断できます。このツールは、アクセスポイント（AP）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 音声準備状況を検査するフロア領域、外部領域、または地下レベル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）] > [VoWLANの準備状況の検査（Inspect VoWLAN Readiness）] >
[実行（Go）]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 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値を次の範囲内で編集できます。

•下限しきい値：-95 dBm～ -45 dBm

•上限しきい値：-90 dBm～ -40 dBm

ステップ 5 問題のある領域のマップを調べます。マップは次のように色分けされます。

•緑色：音声対応

•黄色：しきい値周辺

•赤色：音声対応不可

緑色/黄色/赤色のリージョンの色分け精度は、RF環境や、フロア領域がキャリブレーションされているか
どうかによって異なります（この詳細については、「関連項目」の「新しい RFキャリブレーションモデ
ルの調整、コンピューティング、適用」を参照）。フロア領域マップがキャリブレーションされている場

合は、リージョンの色分けの精度が高くなります。

ステップ 6 カバレッジが狭いか、またはない領域をトラブルシューティングするには、[AP送信電力（AP Transmit
Power）]の設定を次のように調整します。

ワイヤレスサイトマップの使用

67

ワイヤレスサイトマップの使用

RFカバレッジが音声対応に十分かどうかの判断



• [AP送信電力（AP Transmit Power）]フィールドを [最大（Max）]（最大ダウンリンク電力設定）に設
定します。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、アクセスポイントを増やして

VoWLANを完全にカバーする必要がある可能性があります。

• [AP送信電力（APTransmit Power）]フィールドを [電流（Current）]に設定します。キャリブレーショ
ンされたモデルに音声が展開さるリージョンが赤色または黄色で表示される場合は、APの電力レベル
を引き上げると役に立つ場合があります。

有線デバイス情報の表示

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択して
フロアビューページを開きます。

ステップ 3 ページの右上の隅にある [ツール（Tools）]をクリックし、[有線デバイスの表示（ShowWiredDevice Info）]
をクリックします。

ポップアップページが表示され、次の情報が示されます。

•有線スイッチに関する概要と詳細

•有線クライアントに関する概要と詳細

ステップ 4 [OK]をクリックして戻り、ウィンドウを閉じます。

干渉源通知の設定

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（新）（Site Maps (New)）]を選択します。

ステップ 2 左側のサイドバーメニュー [ドメインナビゲータ（Domain Navigator）]から、該当するフロアを選択して
フロアビューページを開きます。

ステップ 3 ページの右上の隅にある [ツール（Tools）]をクリックし、[干渉源通知の設定（Configure Interferer
Notification）]をクリックします。

ステップ 4 [干渉に関する CAS通知の設定（Interferer CAS Notification Configuration）]ウィンドウで、通知を生成する
デバイスのチェックボックスをオンにします。

• Bluetoothリンク
•電子レンジ
• 802.11FH
• Bluetooth検出
• TDDトランスミッタ
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• Jammer
•連続トランスミッタ
• DECT類似の電話機
•ビデオカメラ
• 802.15.4
• WiFi Inverted
• WiFi無効チャネル
• SuperAG
•レーダー
• Canopy
• XBox
• WiMax Mobile
• WiMax Fixed

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

表示/非表示
ページの右上隅にある [ツール（Tools）]をクリックし、[表示/非表示（Show/Hide）]をクリッ
クしてマップ上の距離をフィート単位で表示するグリッドを表示または非表示にします。

PDFへのエクスポート
クリックして ツール ページ、およびクリックの右上隅で エクスポート フロアプランを pdf
ファイルとしてエクスポートするのに PDFに。

距離の測定

ステップ 1 ページの右上の隅にある [ツール（Tools）]をクリックし、[距離の測定（MeasureDistance）]をクリックし
ます。

ステップ 2 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。フィート単位で測定した線がツールチップ
に表示されます。

データのフィルタリング

アクセスポイントデータのフィルタリング

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。
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•無線タイプ [2.4 GHz]または [5 GHz]を選択します。

•クエリを追加するには、[ルールの追加（Add Rule）]をクリックします。

•マップ上に表示するアクセスポイント識別子を次から選択します：[名前（Name）]、
[MACアドレス（MAC Address）]、[Tx Power]、[チャネル（Channel）]、[平均電波品
質（AvgAirQuality）]、[最小電波品質（Min.AirQuality）]、[コントローラIP（Controller
IP）]、[カバレッジホール（CoverageHoles）]、[Tx使用率（TxUtilization）]、[Rx使用
率（Rx Utilization）]、[プロファイル（Profiles）]、[CleanAirステータス（CleanAir
Status）]、[関連付けられたクライアント（AssociatedClients）]、[デュアルバンド無線
（Dual-Band Radios）]、[無線（Radio）]、または [ブリッジグループ名（Bridge Group
Name）]。

•アクセスポイントのフィルタリングの基準にするパラメータを選択します。

•該当するパラメータのテキストボックスに特定のフィルタ条件を入力し、[移動（Go）]
をクリックします。アクセスポイントの検索結果が表示されます。

• [フィルタを適用（Apply Filter）]をクリックして、フィルタ結果をマップに表示しま
す。

テーブルの検索結果にマウスのカーソルを合わせると、APの位置がマップ上に線で示されま
す。

クライアントデータのフィルタリング

MSEが Cisco Prime Infrastructureに追加されている場合、[クライアント（Clients）]フィルタ
オプションが表示されます。[クライアント（Clients）]フィルタリングオプションには、次の
項目が含まれます。

•クエリを追加するには、[ルールの追加（Add Rule）]をクリックします。

•マップ上に表示するクライアント識別子を次から選択します：[IPアドレス（IP
Address）]、[ユーザ名（User Name）]、[MACアドレス（MACAddress）]、[アセット
名（Asset Name）]、[アセットグループ（Asset Group）]、[アセットカテゴリ（Asset
Category）]、[コントローラ（Controller）]、[SSID]、[プロトコル（Protocol）]、また
は [状態（State）]。

•該当するパラメータのテキストボックスに特定のフィルタ条件を入力し、[移動（Go）]
をクリックします。クライアントの検索結果が表に表示されます。

• [フィルタを適用（Apply Filter）]をクリックして、フィルタ結果をマップに表示しま
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。

テーブルの検索結果にマウスのカーソルを合わせると、クライアントの位置がマップ上に線で

示されます。
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タグデータのフィルタリング

タグフィルタリングオプションには、次の項目が含まれます。

•マップ上に表示するタグ識別子を次から選択します：[MACアドレス（MAC Address）]、
[アセット名（Asset Name）]、[アセットグループ（Asset Group）]、[アセットカテゴリ
（Asset Category）]、または [コントローラ（Controller）]。

•タグのフィルタリングの基準にするパラメータを選択します。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。[移動（Go）]をクリックします。検索結果が表に
表示されます。

• [フィルタを適用（Apply Filter）]をクリックして、フィルタ結果をマップに表示します。

不正な ap通信データのフィルタリング
[フィルタを適用（Apply Filter）]をクリックして、フィルタ結果をマップに表示します。

•選択、 非認識の AP 地図を表示する識別子: MACアドレス、分類型、または状態。

•状態を選択-保留中のアイドル、関連付けられている、認証済みアラートから選択する使
用ドロップダウンリストまたはプローブ。

•分類型-分類型をテキストボックスに入力します。

• [移動（Go）]をクリックします。検索結果が表に表示されます。

• [フィルタを適用（Apply Filter）]をクリックして、フィルタ結果をマップに表示します。

アドホックの不正なデータをフィルタリング

[不正なアドホック（Rogue Adhoc） ]フィルターダイアログボックスが表示されますこれら
のパラメーターが含まれています。

• [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）]：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（OnNetwork）]：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。

• [移動（Go）]をクリックします。検索結果が表に表示されます。

• [フィルタを適用（Apply Filter）]をクリックして、フィルタ結果をマップに表示します。
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干渉源データのフィルタリング

[干渉源（Interferer）]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、[干渉源フィ
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。

•干渉状態

•干渉源の種類

•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データのフィルタリング

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のフロア設定を有効にし、[フロア設定（Floor Settings）]の右
側にある青色の矢印をクリックすると、[関与するAP（ContributingAPs）]ダイアログにヒート
マップのフィルタリングオプションが表示されます。

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

• [カバレッジ（Coverage）]：フロアプランにモニタモードのアクセスポイントがある
場合は、IDS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。

カバレージ超過領域ヒートマップには、信号の長さ（領域の観点

で）と信号の強度が示されます。RSSIカットオフは、使用可能な
信号と考えられる dBM単位の RSSIの最低値であり、暗い青色で
示されます。レンダリングヒートマップにおける RSSIカットオ
フ値は、信号が指定された RSSIカットオフ値より高いスパンを
識別します。

（注）

• [電波品質（Air Quality）]：XORモニタモード無線には適用されません。[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。クライアントサービスモードで動作する無線のヒートマップ

が表示されます。Cisco Aironet 2800および 3800シリーズ APは、固定 A帯域と XOR
2.4 GHzまたは 5.4 GHz無線モードで動作します。
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• [IDS]：モニタモードで動作する無線にのみ使用できます。IDSヒートマップオプショ
ンは、フロアにモニタモードの APまたは XOR無線が 1つ以上ある場合に表示され
ます。

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。

（注）

• [XORのみを表示（Show only XOR）]：XOR無線のみのヒートマップが表示されます。こ
のオプションを使用すると、固定バンドとデュアルバンド無線のヒートマップを区別でき

ます。

• [AP総数（Total APs）]：マップ上に配置された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。

プランニングモードを使用したワイヤレスワイトマッ

プでの APの配置
データトラフィック、音声トラフィック、およびロケーションの組み合わせに基づいて、アク

セスポイント（AP）の推奨される数とロケーションを計算できます。

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なワイヤレス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のオプションには次が含まれます。

• [APの追加（Add APs）]：マップへの APの追加を可能にします。詳細については、「関
連項目」の「プランニングモードを使用したアクセスポイントカバレッジ要件の計算」

を参照してください。

• [APの削除（Delete APs）]：選択した APを削除します。

• [Map Editor]：[Map Editor]ウィンドウを開きます。

• [導入と同期（Synchronize with Deployment）]：プランニングモードの AP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 AP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。APを
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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。

APの関連付けは、APがフロア領域や屋外領域に属していないことが条件となります。AP
がすでにフロア領域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、フロア領域または屋外領域から APが削除されたときに、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。

マップの同期は、APがベース無線のMACアドレスに関連付けられている場合のみ動作
し、イーサネットMACアドレスに関連付けられている場合は動作しません。

プランニングモードでは、必要なAP数の計算にAPタイプまたはアンテナパターン情報を使
用しません。計算は APのカバレッジ領域または各APのユーザ数に基づきます。

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 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 [コマンドの選択（Select a command）] > [プランニングモード（Planning Mode）] > [移動（Go）]の順に
選択します。

プランニングモードを使用したアクセスポイントカバレッジ要件の

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
（AP）を配置してカバレッジ領域を表示することで、その領域をカバーするのに必要なアク
セスポイントの数を計算できます。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なカバレッジを
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、AP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平方フィートあたりのユーザ数

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [サイトマップ（Site Maps）]を選択します。
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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。すべての要素（AP、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 3 [コマンドの選択（Select a command）] > [プランニングモード（Planning Mode）] > [移動（Go）]の順
に選択します。空白のフロア領域の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。

表示されたページで、推奨される APの合計数を計算するマップの領域周辺に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 5 [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 6 [APタイプ（AP Type）]と、選択した APに適したアンテナとプロトコルを選択します。

ステップ 7 APのターゲットスループットを選択します。

ステップ 8 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 9 [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 APプランニングオプショ
ンを選択します。

• [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（SafetyMargin）]（[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）

ステップ 10 [計算（Calculate）]をクリックします。

選択したパラメータに推奨される AP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。推奨される APの数が実際に必要な数よりも多い場合があり
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、選択した領域に推奨される APの導入案を示した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 APの数および導
入のレポートを、テキストおよびグラフィックで表示します。

ワイヤレスサイトマップの更新設定の構成

Prime Infrastructureでは、ワイヤレスサイトマップのさまざまな更新オプションが提供されま
す。

• [ロード（Load）]：必要に応じて、Prime Infrastructureデータベースからマップデータを
更新します。
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• [自動更新（AutoRefresh）]：データベースからマップデータを更新する頻度を設定する間
隔ドロップダウンリストが提供されます。

• [ネットワークから更新（Refresh from network）]：Prime Infrastructureデータベースから
ポーリングされたデータではなく、SNMP取得を通じてコントローラからマップのステー
タスと統計情報を直接更新します。

• [ブラウザの更新（Refreshbrowser）]：完全なページを更新するか、またはユーザがマップ
ページを使用している場合はマップとそのステータスおよび統計情報を更新します。

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が除外され、IDSヒートマップでは含められます。

RFヒートマップの計算方法
無線周波数ヒートマップは、フロア領域、地下レベルをカバーするWi-Fiアクセスポイントに
よって生成されたRF信号の強度をグラフで表したものです。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任意のスポットで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では、フロアのWi-Fi
カバレッジに関して、視覚的な指示を含むフロア図面のマップを提供しています。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RF信号強度を反映しています。

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。
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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。

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。

[フロアビュー（Floor View）]ナビゲーションウィンドウのツール
[フロアビュー（FloorView）]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。

• [ZoomIn/ZoomOut]：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「次世代マップのパンとズーム」を参照してくだ
さい。

• [グリッドを表示（ShowGrid）]：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（AddAccess Points）]：クリックすると、[アクセスポイントの
追加（AddAccessPoints）]ページが開きます。詳細については、関連項目「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（AddChokepoints）]：クリックすると、[チョークポイントの追
加（AddChokepoints）]ページが開きます。詳細については、『CiscoContext-Aware Services
Configuration Guide』を参照してください。

• [WiFi TDOAレシーバの追加（AddWiFi TDOAReceivers）]：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。

• [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（FullScreen）]：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
こで、[全画面表示を終了（Exit Full Screen）]をクリックすると通常の表示に戻ります。

自動階層作成を使用したワイヤレスサイトマップの作成
自動階層の作成機能は、正規表現を使用して迅速かつ容易にワイヤレスサイトマップを作成

し、アクセスポイント（AP）を割り当てるのに役立ちます。この機能を使用するには、まず、
次の作業が必要です。

•ワイヤレス APの命名パターンを作成します。APの命名パターンには、ワイヤレスサイ
トマップの作成のために作成したか、または作成を計画しているキャンパスおよびビル

ディングの名前と、フロア領域、地下、および屋外領域の名前を含める必要があります。

これらのワイヤレスサイトマップをすでに作成している場合は、ワイヤレス AP命名パ
ターンに使用している名前と、ワイヤレスサイトマップに使用している名前が一致する

必要があります（スペルおよび大文字化を含む）。また、AP命名パターンの部分を区切
るための区切り文字も選択します。たとえば、「San Jose」というキャンパスがあり、
「01」というビルディング、「GroundFloor」というフロア領域、およびそのフロアに
「AP3500il」という APがある場合は、「San Jose-01-GroundFloor-AP3500i1」というよう
な APの命名パターンを作成します。

• APとワイヤレス LANコントローラの検出に Prime Infrastructureをすでに使用している場
合は、命名パターンを使用して APの名前が変更されています。

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 ネットワーク上の APの名前をテキストボックスに入力するか、またはリストからいずれか 1つを選択し
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。

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 andContinue）]
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。
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ステップ 4 APの名前に区切り文字が含まれている場合は、その文字をテキストボックスに入力して [区切り文字に基
づき基本的な正規表現を生成（Generate basic regex based on delimiter）]をクリックします。システムでは区
切り文字に基づいて APの名前と一致する正規表現が作成されます。

たとえば、区切り文字がダッシュ（-）のAP名を 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 AP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、AP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、AP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、AP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、AP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

2. デバイス名（Device Name）

3. フロア

4. キャンパス

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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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。

自動階層作成では、AP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。

結果の位置フロアグループは一致し

ているか?
ビルディンググループは

一致しているか?
キャンパスグループは

一致しているか?

キャンパス >ビルディング
>フロア

[はい（Yes）][はい（Yes）][はい（Yes）]

不一致[いいえ（No）][はい（Yes）][はい（Yes）]

キャンパス >フロア（フロ
アが屋外領域の場合）

[はい（Yes）][いいえ（No）][はい（Yes）]

不一致[いいえ（No）][いいえ（No）][はい（Yes）]

システムキャンパス>ビル
ディング >フロア

[はい（Yes）][はい（Yes）]なし

不一致[いいえ（No）][はい（Yes）]なし

不一致[はい（Yes）][いいえ（No）][いいえ（No）]

不一致[いいえ（No）][いいえ（No）][いいえ（No）]

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。

APを配置する既存のマップを検索する場合、AHCは、APの名前と同じフロアインデックスを持つAP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 APの F-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。AP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 APを入力して [追加（Add）]をクリック
すると、より多くの AP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AP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 APを処理します。
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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、未完了マップの列を非表示にできます。

ワイヤレスサイトマップでの 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。

Google Earthは、通信に SSL 3.0を使用します。ただし、Cisco Prime Infrastructure 3.2リリース
でデフォルトによりサポートされているのは TLSv1.2のみです。Google Earthをサポートする
場合は、次の手順を実行する必要があります。

• Cisco Prime Infrastructureサーバに管理者権限で sshログインを実行します。

• ncs run set-tls-versions <tls-versions>コマンドを使用して、必要な TLSバージョンを有効
にします。たとえば、TLSv1.2、TLSv1.1、および TLSv1.0を有効にするには、コマンド
prime-server/admin# ncs run tls-server-versions TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1を発行します。

•アプリケーションを再起動します。

ワイヤレスサイトマップで Google Earthマップを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [マップ（Maps）] > [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。

ワイヤレスサイトマップでの Google Earthマップ詳細の表示
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。[GoogleEarth詳細情報（GoogleEarthDetails）]
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。
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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 [Cancel]をクリックして、詳細ページを閉じます。

地理座標を使用したワイヤレスサイトマップ上の屋外位

置への APのグループ化
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）

地理座標を使用して屋外位置を作成するための前提条件

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。

• [緯度（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。

• [経度（Latitude）]（北または南）：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
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•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

• [Altitude（標高）]：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）。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。

• [Tilt（傾斜）]：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（AltitudeMode）]：[LookAt]位置で指定した <altitude>の解釈方法を指定しま
す。

• [地面に固定（Clamped to ground）]：<altitude>の指定を無視し、地表面に <LookAt>位
置（視点）を配置します。これがデフォルトです。

• [地面に対する相対値（Relative to ground）]：<altitude>を、地表面から測定した高度
値（メートル）と見なします。

• [絶対値（Absolute）]：<altitude>を、海面からの高度値（メートル）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。

Google Earthを使用してワイヤレスサイトマップ上の屋外位置に地理
座標をインポートする

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。
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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。

フォルダの作成後は、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。

ワイヤレスサイトマップで使用される KMLファイルの目印の作成
目印を作成するには、次の手順を実行します。

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 [Places]ページで、[My Places]または [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）]> [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（EthernetMAC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（Snapshotcurrentview）]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。

ワイヤレスサイトマップの使用

84

ワイヤレスサイトマップの使用

ワイヤレスサイトマップで使用される KMLファイルの目印の作成



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。

ワイヤレスサイトマップに地理座標をインポートするための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にそ
の CSVファイルを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、次の表で説明するように、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 9 :地理座標付き CSVファイルのサンプルフィールド

最長：32“Value
Optional”

“FolderName”

設定可能な値：
true/false

“Value
Optional”

“FolderState”

範囲：0～ ±180“Value
Optional”

“FolderLongitude”

範囲：0～ ±90“Value
Optional”

“FolderLatitude”

範囲：0～ 99999“Value
Optional”

“FolderAltitude”

範囲：0～ 99999“Value
Optional”

“FolderRange”

範囲：0～ 90“Value
Optional”

“FolderTilt”

範囲：0～ ±180“Value
Optional”

“FolderHeading”

最長：128“Value
Optional”

“FolderGeoAddress”

最長：64“Value
Optional”

“FolderGeoCity”

最長：40“Value
Optional”

“FolderGeoState”

最長：12“Value
Optional”

“FolderGeoZip”

ワイヤレスサイトマップの使用

85

ワイヤレスサイトマップの使用

ワイヤレスサイトマップに地理座標をインポートするための CSVファイルの作成



最長：64“Value
Optional”

“FolderGeoCountry”

最長：32“Value
Required”

"AP_Name"

範囲：0～ ±180“Value
Required”

“AP_Longitude”

範囲：0～ ±90“Value
Required”

“AP_Latitude”

ステップ 2 CSVファイル名拡張子でファイルを保存した後、ブラウザからアクセスできる場所にそのファイルをコ
ピーします。

ワイヤレスサイトマップで屋外位置を作成するための地理座標ファ

イルのインポート

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。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
座標ファイルを最初に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）]> [GoogleKMLのインポート（ImportGoogleKML）]> [実行（Go）]

（または、CSVファイルをインポートする場合は、[コマンドの選択（Select a command）] > [CSVのイン
ポート（Import CSV）] > [実行（Go）]を選択します。

ステップ 3 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。

•アップロードしたファイルで指定されているアクセスポイントの有効性（指定されたアクセスポイン
トが Prime Infrastructure内で使用できること）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。

ステップ 4 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。

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。
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•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。

Google Earthのロケーション起動ポイントをアクセスポイントの詳細
に追加する

Google Earthロケーション起動ポイントを [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）]）。

Google Earthのマップ設定
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：[（ネットワークからの更新（Refresh from Network）]チェックボックスをオンにして、
オンデマンド更新を有効にします。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。
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• [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（RSSICutoff）]ドロップダウンリストからカットオフを選択します（-60～ -90dBm）。

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。このオーバーレイを

防ぐには、Google Earthで個々のオーバーレイをオフにするか、Prime Infrastructureで [Google Earth
の設定（Google Earth Settings）]で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 [リンクの 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を確定するか、または [キャンセル（Cancel）]をクリッ
クして変更を保存せずにページを閉じます。

マップを使用したメッシュアクセスポイントのモニタ

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（AP）の概要を表示するこ
とができます。この情報は、すべての APに表示される情報（MACアドレス、APモデル、コ
ントローラ IPアドレス、位置、APの高さ、AP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 AP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 APを含むキャンパス、ビルディング、フロア領域、地下レベル、または屋外領域を選択しま
す。

ステップ 3 AP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 AP上に移動します。選択した AP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。
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ステップ 4 AP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 APをダブルクリックします。APの設定
の詳細が表示されます。

APに IPアドレスがある場合には、メッシュAPダイアログボックスの下部に [pingテストの実行（RunPing
Test）]リンクも表示されます。

ワイヤレスサイトマップを使用したメッシュアクセスポイント構成

の表示

メッシュアクセスポイント（AP）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 APを含むキャンパス、ビルディング、フロア領域、地下レベル、または屋外領域を選択しま
す。

ステップ 3 詳細な設定情報を表示する APをダブルクリックします。

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 APの全般的な
設定を表示します。

メッシュAP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 AP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 AP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。

• [メッシュリンク（Mesh Links）]：メッシュ AP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。

ワイヤレスサイトマップでのデバイス詳細の表示

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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ワイヤレスネットワークサイトマップとは

ワイヤレスネットワークサイトマップは、Prime Infrastructure内で、施設全体のアクセスポ
イントと施設自体の物理的配置を表現したものです。1つの物理キャンパスの階層、そのキャ
ンパスを構成するビルディング、各ビルディングのフロア、およびその階層内のアクセスポイ

ントの物理的な場所によって、単一のワイヤレスネットワークマップが構成されます。

簡単なワイヤレスネットワークサイトマップの作成

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作成します。

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とモビリティサービスエンジン間の同期を実行
する概念と手順については、『Cisco 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のアクセス権限で 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 新しいキャンパスと 1つ以上のビルディングを作成します。

ステップ 4 ビルディングの 1つで新しいフロア領域を作成します。

ステップ 5 フロア領域に配置するアクセスポイントを選択します。

フロア領域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
レスのラベルが付与）、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。
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