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CAでの RFプロファイルの前提条件
最新の RFプロファイル設定が APグループ（新規または変更済み）に適用されます。APグ
ループの各コントローラに適用されるものと同じ RFプロファイルのルールが適用されます。
そうでないと、アクティベーションはそのコントローラで失敗します。

同じ RFプロファイルを複数の APグループに割り当てることができます。（注）

CAでの RFプロファイルの制約事項
•一元化モードを有効にすると、再起動時に設定が失われるので、再設定する必要がありま
す。

Cisco Communications Media Module（CMM）機能は廃止される予
定です。

（注）

•設定は、MCおよびすべてのMAで全く同じである必要があります。

• APのカスタム電源設定はサポートされていません。

• RFプロファイルは、チャネルおよび送信電力（TPC）がすべての APで RRMによって管
理されている場合にのみアクティブになります。
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• APグループに適用される RFプロファイルは削除できません。

•設定を変更するには、APグループに割り当てられているRFプロファイルをシャットダウ
ンする必要があります。

•どちらかのバンドでAPグループ内のRFプロファイルの割り当てを変更すると、APがリ
ブートします。

CAでの RFプロファイルについて
コンバージドアクセス（CA）で RFプロファイル（ローカルモードのみ）を使用すると、一
般的な無線設定を共有する APグループをカスタマイズできます。特別な RFプロファイルは
802.11帯域ごとに作成できます。これらのRFプロファイルには、既存のすべてのRFパラメー
タのデフォルト設定、および追加の新しい設定があります。

最近インストールされた APは、「デフォルトグループ」の APグループにデフォルトで割り
当てられます。無線は、RF干渉を除去するために無効になっています。新しいAPに RFプロ
ファイル設定を適用する必要がある場合は、手動で APグループに追加する必要があります。

RFプロファイルは、APグループに属するすべての APに適用され、そのグループ内のすべて
のAPに同じプロファイルが設定されます。RFプロファイルがアタッチされているAPグルー
プ内の APの設定の優先順位は次のとおりです。

1. AP固有。

2. RFプロファイル。

3. 国際窓口：

Rx SOPとマルチキャストデータレートのプライオリティは、この優先順位に従いません。こ
れらは次のルールに従います。

• APが RFプロファイルがアタッチされている APグループ内にあり、RFプロファイル設
定と AP固有の設定の間である場合、最後に行われた設定が優先されます。

• APが APグループにない場合、または APグループに RFプロファイルがなく、グローバ
ルコンフィギュレーションとAP固有の設定の間である場合、最後に行われた設定が優先
されます。

• RFプロファイルが削除されると、最後の RFのプロファイル設定がAPに保存されます。
この保存された設定は、APが再度追加された場合に適用されます。

CAでの RFプロファイル機能によって、次の設定をカスタマイズできます。

•バンド選択設定。

•カバレッジホール軽減設定。

•動的チャネル割り当て（DCA）設定。

•高密度設定。
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•ロードバランシング設定。

•スタジアムビジョン設定。

•伝送パワーコントロール（TPC）設定。

RFプロファイルのカスタマイズ

バンド選択設定

この設定は、クライアント機能を確認することで、2.4-GHz帯域と 5-GHz帯域の間のクライア
ント分散に対処します。WLANで帯域選択を有効にすると、2.4 GHz帯域を APに抑制させ、
デュアルバンドクライアントを5GHz帯域に移動することができます。次の帯域選択パラメー
タを APグループごとに設定できます。

•プローブ応答：クライアントへのプローブ応答。この機能は有効または無効にすることが
できます。

•プローブサイクル回数：RFプロファイルのプローブサイクル回数。サイクル回数は、新
しいクライアントの抑制サイクルの回数を設定します。

•サイクルしきい値：RFプロファイル帯域選択を新しくスキャンするサイクル期間の時間
しきい値。この設定は、クライアントからの新しいプルーブ要求が新しいスキャンサイク

ルで送信される間の時間しきい値を決定します。

•失効抑制期間：以前に認識されていた 802.11b/gクライアントをプルーニングするための
期限切れ時間。この時間が経過すると、クライアントは新規とみなされて、プローブ応答

抑制の対象となります。

•デュアルバンドの失効：以前に認識されていたデュアルバンドクライアントをプルーニン
グするための期限切れ時間。この時間が経過すると、クライアントは新規とみなされて、

プローブ応答抑制の対象となります。

•クライアント RSSI：クライアントがプローブに応答するための最小 RSSI。

カバレッジホール軽減設定

カバレッジホールを軽減するために、次のパラメータをこの機能の下に設定できます。

•データ RSSI：アクセスポイントで受信されたデータパケットの最小の受信信号強度イン
ジケータ（RSSI）値。入力する値は、ネットワーク内のカバレッジホール（またはカバ
レッジが不完全な領域）を特定するのに使用されます。

• Voice RSSI：アクセスポイントで受信された音声パケットの最小の受信信号強度インジ
ケータ（RSSI）値。
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•カバレッジ例外：アクセスポイント上で、信号レベルが低くなっているにもかかわらず、
別のアクセスポイントにローミングできないクライアントの割合。アクセスポイントに

設定されたカバレッジレベルよりも多くこのようなクライアントが存在する場合、カバ

レッジホールイベントがトリガーされます。

•カバレッジレベル：カバレッジホール例外をトリガーする、データまたは音声RSSIしき
い値以下の RSSI値を持つアクセスポイント上のクライアントの最小数。

動的チャネル割り当て設定

動的チャネル割り当て（DCA）では、次のパラメータをこの機能の下に設定できます。

• Avoid foreign AP interference：DCAアルゴリズムは、外部 802.11トラフィックのアクセス
ポイントから検出されたトラフィックや干渉など、複数の入力での最適化に基づいていま

す。各アクセスポイントでは定期的に干渉、ノイズレベル、外部干渉および負荷を測定

し、ネイバー APのリストを管理します。外部 AP干渉は、802.11非ネイバーから受信さ
れるものです。この干渉は、ノイズレベルと同じメカニズムを使用して測定されます。

• Channel width：次のチャネル幅のオプションのいずれかを選択して、5 GHz帯域のすべて
の 802.11nおよび 802.11ac無線でサポートするチャネル帯域幅を指定できます。

• [20MHz]：20MHzは、2.4 GHzに許可された最大チャネル幅でもあります。これは、
チャネル幅のデフォルト値です。

• [40 MHz]：40 MHzのチャネル帯域幅。

• [80 MHz]：80 MHzのチャネル帯域幅。

• DCA channel list：DCAがアクセスポイント無線にチャネルの 1つを割り当てるために使
用するチャネルセットを選択できます。RFプロファイル用に選択されるチャネルセット
は、DCAグローバルチャネルリストのサブセットにする必要があります。利用可能な
チャネルはグローバルに設定された国に基づいて事前に選択されます。DCAは、これら
のチャネル上で測定されるメトリックを比較して、最適なチャネルを選択します。

• Trap thresholds：トラップのプロファイルしきい値は、RFプロファイルに基づいて特定の
APグループに対して設定できます。

高密度設定

密集ワイヤレスネットワークの RF環境を最適化するために、次の設定を使用できます。

• WLANまたは無線ごとのクライアントの制限：高密度環境のAPと通信できるクライアン
トの最大数。

•クライアントトラップしきい値：アクセスポイントにアソシエートされるクライアント
数のしきい値。この値以降、SNMPトラップがコントローラとCisco Prime Infrastructureに
送信されます。
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ロードバランシング設定

ロードバランシングは、APにわたるクライアントの適正な分散を維持します。次のパラメー
タを設定できます。

•ウィンドウ：ロードバランシングは、クライアントのウィンドウサイズを適用すること
によって、クライアントアソシエーションの制限を設定します。

•拒否：拒否数は、ロードバランシング中のアソシエーション拒否の最大数を設定します。

スタジアムビジョン設定

スタジアムビジョンの場合、次のパラメータをこの機能の下に設定できます。

•マルチキャストデータレート：APの RF条件に基づく、設定可能なマルチキャストトラ
フィックのデータレート。

伝送パワーコントロール設定

伝送パワーコントロール（TPC）では、次のパラメータをこの機能の下に設定できます。

•最小電力：RFプロファイルが適用される APグループに属する APに許可された最小電
力。

•最大電力：RFプロファイルが適用される APグループに属する APに許可された最大電
力。

•しきい値：最も強力なネイバーの電力が設定したしきい値を上回ると、RRMは RFプロ
ファイルが適用されている APグループ内の APに対して実行されます。

CAでの RFプロファイルの設定方法

RFプロファイルパラメータの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

選択されたバンドの RFプロファイル
の設定。

ap dot11 24ghz rf-profile profile-name

例：

ステップ 1

Device(config)# ap dot11 24ghz
rf-profile doctest

CAでの RFプロファイルの設定
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目的コマンドまたはアクション

プローブを開始またはプローブに応答

するための、バンド選択クライアント

band-select client rssi value

例：

ステップ 2

しきい値を最小dBmでクライアントに
設定します。Device(config-rf-profile)#band-select

client rssi -50
このオプションは 2.4GHz帯
域でのみ使用できます。

（注）

このコマンドは、RFプロファイルDCA
チャネルリストにデフォルト以外の

チャネルを追加します。

channel add channel#

例：

Device(config-rf-profile)# channel
add 2

ステップ 3

deleteコマンドを使用すると、RFプロ
ファイル DCAチャネルリストからデ
フォルトのチャネルが削除されます。

channel delete channel#

例：

Device(config-rf-profile)# channel
delete 2

ステップ 4

RFプロファイル DCAチャネル幅を設
定します。

channel width value

例：

ステップ 5

このオプションは 5GHz帯域
でのみ使用できます。

（注）
Device(config-rf-profile)# channel
width 40

音声パケットのカバレッジホール検出

用の RFプロファイルカバレッジおよ
び RSSIしきい値を設定します。

coverage voice rssi threshold value

例：

Device(config-rf-profile)# coverage
voice rssi threshold -50

ステップ 6

Cisco APカバレッジの例外レベルを設
定します。

coverage exception value

例：

ステップ 7

Device(config-rf-profile)# coverage
exception 60

RFプロファイルの 802.11nクライアン
ト専用モードを有効にします。

dot11n-only

例：

ステップ 8

Device(config-rf-profile)# channel
dot11n-only

CAでの RFプロファイルの設定
6

CAでの RFプロファイルの設定

RFプロファイルパラメータの設定



目的コマンドまたはアクション

RFプロファイルのロードバランスお
よびロードバランシングの拒否数を設

定します。

load-balancing denial value

例：

Device(config-rf-profile)#
load-balancing denial 8

ステップ 9

RFプロファイル高密度クライアント
カウントの値を設定します。

high-density clients count value

例：

ステップ 10

Device(config-rf-profile)#
high-density clients count 160

選択されたレートプロファイルに対し

802.11運用レートを無効にします。
rate rate disable

例：

ステップ 11

Device(config-rf-profile)# rate
RATE_1M disable

トラップが設定された後、APに関連付
けられているクライアント数への RF

trap threshold clients value

例：

ステップ 12

プロファイルトラップしきい値を設定

します。Device(config-rf-profile)# trap
threshold clients 145

最小送信電力レベルを設定します。tx-power min value

例：

ステップ 13

Device(config-rf-profile)# tx-power
min -10

プロファイルをシャットダウンし、

ネットワークを無効にします。

Shutdown

例：

ステップ 14

Device(config-rf-profile)# Shutdown

APグループに RFプロファイルを設定
します。

ap group group-name

例：

ステップ 15

Device(config)# ap group docgroup

APグループへのリモート LANの設
定。

remote-lan rlan-name

例：

ステップ 16

Device(config-apgroup)#remote-lan
labtest
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目的コマンドまたはアクション

APグループへのWLANの設定。wlan wlan-name

例：

ステップ 17

Device(config-apgroup)#wlan labwantest

APグループへの 802.11b RFプロファ
イルの設定。

rf-profile dot11 24ghz profile-name

例：

ステップ 18

Device(config-apgroup)#rf-profile
dot11 24ghz doctest

APグループへの 802.11a RFプロファ
イルの設定。

rf-profile dot11 5ghz profile-name

例：

ステップ 19

Device(config-apgroup)#rf-profile
dot11 5ghz doc5test

RFプロファイル設定の詳細を表示しま
す。

show ap rf-profile name profile-name
detail

例：

ステップ 20

Device#show ap rf-profile name doctest
detail

RFプロファイルの要約を表示します。show ap rf-profile summary

例：

ステップ 21

Device#show ap rf-profile summary

apグループの概要を表示します。show ap groups

例：

ステップ 22

Device#show ap groups
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