
 

 

C H A P T E R 8

Cisco ワイヤレス メッシュ ネットワーク

この章では、Cisco Unified Wireless Network ソリューションのコンポーネントである Cisco ワイ
ヤレス メッシュ ネットワーク ソリューションを使用したセキュアな企業、キャンパス、メトロ
ポリタンの Wi-Fiネットワークの設計および展開のガイドラインについて説明しています。

（注） Cisco Wireless Mesh Networking の構成や導入などの詳細については、『Cisco Mesh Access Points, 
Design and Deployment Guide, Release 8.5』を参照してください。

メッシュ ネットワーキングでは、Cisco 1500 シリーズの屋外および屋内メッシュ アクセス ポイ
ント（AP）、Cisco Wireless LAN Controller（WLC）、Cisco Prime Infrastructure を組み合わせて、ス
ケーラブルな集中管理と屋内外の展開のモビリティを提供しています。Control and Provisioning 
of Wireless Access Points（CAPWAP）プロトコルは、ネットワークへのメッシュ AP の接続を管理
します。

メッシュ ネットワーク内のエンドツーエンドのセキュリティは、ワイヤレス メッシュ アクセス 
ポイントと Wi-Fi Protected Access 2（WPA2）クライアントの間で高度な暗号化標準（AES）の暗号
化を採用することでサポートされています。本書では、屋外ネットワークの設計時に考慮しなけ
ればならない無線周波数（RF）コンポーネントの概略についても説明しています。

この章で説明する機能は、次の製品に該当します。

• Cisco Aironet 1570（1572）シリーズの屋外メッシュ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 1560（1562）シリーズの屋外メッシュ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 1540（1542）シリーズの屋外メッシュ アクセス ポイント 

• Cisco Aironet 1550（1552）シリーズの屋外メッシュ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 1530 シリーズの屋外メッシュ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 1600、2600、3600、1700、3500、2700、3700 シリーズの屋内メッシュ アクセス ポ
イント

• シスコ ワイヤレス LAN コントローラのメッシュ機能

• Cisco Prime Infrastructure のメッシュ機能
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アクセス ポイントのロール

メッシュ ネットワーク内のアクセス ポイントは、次の 2 つの方法のいずれかで動作します。

1. ルート アクセス ポイント（RAP）

2. メッシュ アクセス ポイント（MAP）

（注） すべてのアクセス ポイントは、メッシュ アクセス ポイントとして設定され、出荷されます。アク
セス ポイントをルート アクセス ポイントとして使用するには、メッシュ アクセス ポイントを
ルート アクセス ポイントに再設定する必要があります。すべてのメッシュ ネットワークで、少
なくとも 1 つのルート アクセス ポイントがあることを確認します。

RAP はコントローラへ有線で接続されますが、MAP はコントローラへ無線で接続されます。

MAP は MAP 間および RAP への通信に 802.11a/n 無線バックホールを使用して無線接続を行い
ます。MAP では Cisco Adaptive Wireless Path Protocol（AWPP）を使用して、他のメッシュ アクセス 
ポイントを介したコントローラへの 適なパスを決定します。

ブリッジ モードのアクセス ポイントでは、CleanAir によって周波数 5 GHz のメッシュ バック
ホールがサポートされ、干渉デバイス レポート（IDR）および電波品質の指標（AQI）レポートのみ
が生成されます。

（注） RAP または MAP は、ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）自体は生成しません。ただ
し、RAP または MAP がネットワーク経由で、接続された有線またはワイヤレス インターフェイ
スから BPDU を受信した場合は、RAP または MAP はこの BPDU をアップストリーム デバイス
に転送します。

図 8-1 は、メッシュ ネットワーク内の MAP と RAP の間にある関係を示しています。
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図 8-1 単純なメッシュ ネットワーク階層

ネットワークアクセス

ワイヤレス メッシュ ネットワークでは、異なる 2 つのトラフィック タイプを同時に伝送できま
す。伝送できるトラフィック タイプは次のとおりです。

• 無線 LAN クライアント トラフィック

• MAP イーサネット ポート トラフィック

無線 LAN クライアント トラフィックはコントローラで終端し、イーサネット トラフィックは
メッシュ アクセス ポイントのイーサネット ポートで終端します。

メッシュ アクセス ポイントによる無線 LAN メッシュへのアクセスは次の認証方式で管理され
ます。

• MAC 認証：メッシュ アクセス ポイントが参照可能データベースに追加され、特定のコント
ローラおよびメッシュ ネットワークに確実にアクセスできるようにします。

• 外部 RADIUS 認証：メッシュ アクセス ポイントは、証明書付きの拡張認証プロトコル
（EAP-FAST）のクライアント認証タイプをサポートする Cisco ACS（4.1 以上）または ISE 2.X 
などの RADIUS サーバを使用して、外部から認証できます。
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ネットワークのセグメント化

メッシュ アクセス ポイント用のワイヤレス LAN メッシュ ネットワークへのメンバーシップ
は、ブリッジ グループ名（BGN）によって制御されます。メッシュ アクセス ポイントは、類似のブ
リッジ グループに配置して、メンバーシップを管理したり、ネットワーク セグメンテーション
を提供したりすることができます。

Cisco 屋内メッシュ アクセス ポイント

屋内メッシュは次のアクセス ポイントで使用できます。

• Cisco Aironet 1600 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 1700 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 2600 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 2700 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 3500 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 3600 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 3700 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 1530 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 1540 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 1550 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 1560 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Aironet 1570 シリーズ アクセス ポイント

• Cisco Industrial Wireless 3700 シリーズ アクセス ポイント

（注） Cisco 1040 シリーズ、1140 シリーズ、および 1260 シリーズのアクセス ポイントは、シスコ ワイヤ
レス リリース 8.0 と同等の機能を備えています。シスコ ワイヤレス リリース 8.1 以降で導入さ
れた機能は、これらのアクセス ポイントではサポートされません。

（注） アクセス ポイントのコントローラ ソフトウェアのサポートの詳細については、『Cisco Wireless 
Solutions Software Compatibility Matrix』

（http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/5500/tech_notes/ 
Wireless_Software_Compatibility_Matrix.html）を参照してください。

エンタープライズ 11n/ac メッシュは、802.11n/ac アクセス ポイントで動作するために CUWN 機
能に追加される拡張機能です。エンタープライズ 11ac メッシュ機能は 802.11ac 以外のメッシュ
と互換性がありますが、バックホールとクライアントのアクセス速度が向上します。802.11ac 屋
内アクセス ポイントは、特定の屋内展開用のデュアル チャネル Wi-Fi インフラ デバイスです。
一方の無線をアクセス ポイントのローカル（クライアント）アクセスに使用でき、もう一方の無
線をワイヤレス バックホールに対して設定できます。バックホールは、5 GHz 無線でのみサポー
トされます。ユニバーサル バックホール アクセスが有効な場合、5 GHz 無線はローカル（クライ
アント）アクセス、バックホールの両方に使用できます。

エンタープライズ 11ac メッシュは、P2P、P2MP、およびアーキテクチャのメッシュ タイプをサ
ポートします。
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屋内アクセス ポイントをブリッジ モードに直接設定して、これらのアクセス ポイントをメッ
シュ アクセス ポイントとして直接使用できます。これらのアクセス ポイントがローカル モード

（非メッシュ）である場合は、これらのアクセス ポイントをコントローラに接続し、AP モードを
ブリッジ モード（メッシュ）に変更する必要があります。このシナリオは、特に、展開しているア
クセス ポイントの数が多い場合や、従来の非メッシュ ワイヤレスをカバーするためにアクセス 
ポイントをすでにローカル モードで展開している場合に猥雑になることがあります。

Cisco 屋内メッシュ アクセス ポイントは、次の 2 つの同時に動作する無線を装備しています。

• UBA が有効になっている場合にデータ バックホールおよびクライアント アクセスに使用
される 2.4 GHz 無線（リリース 8.2 以降）

• データ バックホールおよびクライアント アクセスに 5 GHz 帯を使用（ユニバーサル バック
ホール アクセスが有効な場合）

5 GHz の無線は、5.15 GHz、5.25 GHz、5.47 GHz、および 5.8 GHz の帯域をサポートします。

Cisco 屋外メッシュ アクセス ポイント

Cisco 屋外メッシュ アクセス ポイントは、Cisco Aironet 1500 シリーズ アクセス ポイントから構
成されます。1500 シリーズには、1572 11ac 屋外アクセス ポイント、1552/1532 11n 屋外メッシュ 
アクセス ポイント、および 1540/1560 11ac Wave 2 シリーズが含まれています。

Cisco 1500 シリーズ メッシュ アクセス ポイントは、ワイヤレス メッシュ展開の中核的なコン
ポーネントです。AP1500 は、コントローラ（GUI および CLI）と Cisco Prime Infrastructure の両方
により設定されます。屋外メッシュ アクセス ポイント（MAP および RAP）間の通信は、
802.11a/n/ac 無線バックホールを介します。クライアント トラフィックは通常、802.11b/g/n 無線
を介して送信されます（802.11a/n/ac でクライアント トラフィックを受け入れるように設定する
こともできます）。

メッシュ アクセス ポイントは、有線ネットワークに直接接続されていない他のアクセス ポイン
トのリレー ノードとしても動作します。インテリジェントな無線ルーティングは Adaptive 
Wireless Path Protocol（AWPP）によって提供されます。このシスコのプロトコルを使用すること
で、各メッシュ アクセス ポイントはネイバー アクセス ポイントを識別し、パスごとに信号の強
度とコントローラへのアクセスに必要なホップ カウントについてコストを計算して、有線ネッ
トワークまでの 適なパスをインテリジェントに選択できるようになります。

AP1500 には、次の 2 種類の構成モデルがあります。

• ケーブル構成：ケーブルより線に取り付け可能であり、Power-Over-Cable（POC）をサポート
します。

• ケーブルなし構成：複数のアンテナをサポートします。この構成は、柱や建物壁面に取り付け
可能で、電源関連のオプションをいくつか用意しています。

アップリンク サポートには、ギガビット イーサネット（1000BASE-T）と、ファイバまたはケーブ
ル モデム インターフェイスに接続できる Small Form-Factor Pluggable（SFP）スロットが含まれま
す。1000BASE-BX までのシングルモード SFP とマルチモード SFP の両方がサポートされます。
メッシュ アクセス ポイントのタイプに基づき、ケーブル モデムは DOCSIS 2.0 または 
DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 になります。

AP1500 は、厳しい環境向けハードウェア格納ラックに設置します。厳しい環境に対応する 
AP1500 は、Class I、Division 2、Zone 2 の厳しい環境での安全基準を満たしています。

メッシュ アクセス ポイントは、メッシュ モード以外では、以下のモードで動作できます。
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• ローカル モード：このモードでは、AP は割り当てられたチャネル上のクライアントを処理
できます。180 秒周期で周波数帯上のすべてのチャネルをモニタ中にも、クライアントの処
理が可能です。この間に、AP は 50 ミリ秒周期で各チャネルをリッスンし、不正なクライアン
トのビーコン、ノイズ フロアの測定値、干渉、および IDS イベントを検出します。また AP は、
チャネル上の CleanAir 干渉もスキャンします。

• FlexConnect モード：FlexConnect は、ブランチ オフィスとリモート オフィスに導入されるワ
イヤレス ソリューションです。FlexConnect モードを使用すると、各オフィスにコントロー
ラを展開しなくても、会社のオフィスから WAN リンクを介して支社や離れた場所にあるオ
フィスのアクセス ポイントを設定および制御できます。コントローラとの接続が失われた
ときは、FlexConnect AP でクライアント データ トラフィックをローカルでスイッチして、ク
ライアント認証をローカルで実行することができます。コントローラに接続されている場
合、FlexConnect モードではコントローラにトラフィックをトンネリングで戻すこともでき
ます。

• モニタ モード：このモードでは、AP 無線は受信状態にあります。AP は、12 秒ごとにすべての
チャネルをスキャンし、不正なクライアントのビーコン、ノイズ フロアの測定値、干渉、IDS 
イベント、および CleanAir 侵入者を検出します。

• Rogue Detector モード：このモードでは、AP 無線がオフになり、AP は有線トラフィックのみ
をリッスンします。コントローラは Rogue Detector として設定されている AP に、疑わしい不
正クライアントおよび AP の MAC アドレスのリストを渡します。Rogue Detector は ARP パ
ケットを監視します。Rogue Detector はトランク リンクを介して、すべてのブロードキャス
ト ドメインに接続できます。

• スニファ モード：AP はチャネル上のすべてのパケットをキャプチャし、Wireshark などのパ
ケット アナライザ ソフトウェアを使用してパケットを復号するリモート デバイスに転送
します。

• ブリッジ モード：AP はワイヤレス メッシュ ネットワークを構築するように設定されます。
この場合、有線ネットワーク配線は使用できません。

• Flex + ブリッジ モード：アクセス ポイントで、FlexConnect モードおよびブリッジ モードの
両方の設定オプションを使用できます。

（注） これらのモードは、GUI と CLI のどちらを使用しても設定できます。設定手順については、
『Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide』を参照してください。Cisco ワイヤレス メッ
シュ アクセス ポイント リリース 8.5 設計および導入ガイド

（注） MAP は、有線/無線バックホールに関係なく、ブリッジ/Flex+Bridge モードでだけ設定できます。
有線バックホールを持つ MAP の場合は、AP モードを変更する前に、AP ロールを RAP に変更す
る必要があります。

屋外メッシュ AP のすべてのモデルの詳細と仕様については、次のリンクを参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/outdoor-wireless/index.html?stickynav=1

周波数帯域

2.4 GHz および 5 GHz の両方の周波数帯域が屋内および屋外アクセス ポイントでサポートされ
ます。

次に示すチャネル帯域は、すべての 1500 シリーズ メッシュ AP でサポートされます。
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図 8-2 メッシュ AP の 802.11a/n/ac 無線でサポートされる周波数帯域

米国 FCC

U-NII-1

屋内と屋外の利用可能周波数に追加

アンテナが 6 dBi の場合、 大電力は 30 dBm に増加（1 ワット）

利得が 6 dBi を超えるすべての dB アンテナでは、電力を 1 dB 削減

屋外使用の場合、上方 30 度を超える方向での EIRP 電力は 125 mW（20.9 dBm）に制限

U-NII-2A と U-NII2C

Dynamic Frequency Selection（DFS）レーダー検出が必須

新しい DFS テスト要件では、Terminal Doppler Weather Radar（TWDR）周波数帯（チャネル 120、
124、128）が使用可能周波数帯に追加

U-NII-3

周波数帯が 5825 MHz から 5850 MHz に拡張

欧州

U-NII-1 

大 23 dBm - 屋外での使用不可

U-NII-2A 

大 23 dBm - 屋外での使用不可

U-NII-2C

大 30 dBm

U-NII-3

英国では屋内用に 23 dBm でのみ使用可
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動的周波数選択

以前は、レーダーを搭載するデバイスは、他の競合サービスがなく周波数サブバンドで動作して
いました。しかし、規制当局の管理により、これらの帯域をワイヤレス メッシュ LAN（IEEE 
802.11）などの新しいサービスに開放して共有できるようにしようとしています。

既存のレーダー サービスを保護するため、規制当局は、新規に開放された周波数サブバンドを共
有する必要のあるデバイスに対して、動的周波数選択（DFS）プロトコルに従って動作すること
を求めています。DFS では、無線デバイスがレーダー信号の存在を検出できる機能の採用を義務
付けています。AP でレーダー信号が検出されると、 低 30 分間は伝送を停止して、レーダー信
号を保護する必要があります。その後、AP は伝送のため別のチャネルを選択しますが、伝送前に
このチャネルをモニタリングする必要があります。使用する予定のチャネルで少なくとも 1 分
間レーダーが検出されなかった場合には、新しい無線サービス デバイスはそのチャネルで伝送
を開始できます。

AP は新たな DFS チャネルで、DFS スキャンを 60 秒間実行します。ただし、この新規 DFS チャネ
ルが隣接 AP ですでに使用されている場合、AP は DFS スキャンを実行しません。

無線がレーダー信号を検出して識別するプロセスは複雑なタスクであり、ときどきは誤った検
出が起こります。誤った検出の原因には、RF 環境の不確実性や、実際のオンチャネル レーダーを
確実に検出するためのアクセス ポイントの機能など、非常に多くの要因が考えられます。

802.11h 規格では、DFS および Transmit Power Control（TPC）について、5 GHz 帯域に関連するもの
と指定しています。DFS を使用してレーダーの干渉を回避し、TPC を使用して Satellite Feeder 
Link の干渉を回避します。

アンテナ

概要

アンテナは、すべてのワイヤレス ネットワークの設置に重要なコンポーネントです。アンテナに
は次の 2 つの大きな種類があります。

• 指向性

• 全方向性

アンテナの種類それぞれには特定の用途があり、特定の設置タイプのときに 大に効果を発揮
します。アンテナは、アンテナの設計によって決まる、ローブのあるカバレッジ エリアに RF 信号
を配信するため、カバレッジが成功するかどうかは、アンテナの選択に大きく依存します。

アンテナによって、メッシュ アクセス ポイントに、ゲイン、指向性、偏波の 3 つの基本的な特性が
与えられます。

• ゲイン：電力の増加の度合いを表します。ゲインは、アンテナが RF 信号に追加するエネル
ギーの増加量です。

• 指向性：伝送パターンの形状を表します。アンテナのゲインが増加すると、カバレッジ エリ
アは減少します。カバレッジ エリアや放射パターンは、度数で測ります。これらの角度は、度
数で測定され、ビーム幅と呼ばれます。

（注） ビーム幅は、空間の特定の方向に向けて無線信号エネルギーを集中させるアンテナの能
力の大きさとして定義されます。ビーム幅は通常、HB（水平ビーム幅）の度数で表現され
ます。通常、 も重要なビーム幅は VB（垂直ビーム幅）（上下）放射パターンで表現されま
す。アンテナのプロットまたはパターンを見るとき、角度は通常、メイン ローブの 大効
果放射電力を基準とした場合の、メイン ローブの半電波強度（3 dB）ポイントで測定され
ます。
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（注） 8 dBi アンテナは 360 度の水平ビーム幅で伝送するため、電波は全方位に電力を分散しま
す。それにより、8 dBi アンテナからの電波は、ビーム幅がこれより狭い（360 度より小さ
い）14 dBi パッチ アンテナ（またはサードパーティのディッシュ アンテナ）から送信され
た電波ほど遠くまではほとんど届きません。

• 偏波：空間を通る電磁波の電界の方向。アンテナは、水平方向または垂直方向のいずれかに偏
向される可能性がありますが、他の種類の偏波が可能です。1 つのリンク内にあるアンテナ
は、それ以上無用な信号損失を避けるため、両方が同じ偏波を持つ必要があります。性能を向
上させるため、アンテナを時々回転させると、偏波を変更し干渉を減少できます。RF 波を送
信してコンクリートの谷間を下らせるときには垂直方向の偏波が、広範囲に伝搬させるとき
には水平方向の偏波の方が適しています。偏波は、RF エネルギーを隣接ストラクチャのレベ
ルにまで減らすのが重要であるときに、RF Bleed-over を 適化するのにも利用できます。ほ
とんどの全方向性アンテナは、出荷時のデフォルトとして垂直偏波が設定されています。

アンテナ オプション

メッシュ アクセス ポイントをさまざまな地域に配置する際には、柔軟性を提供するため、多岐
にわたるアンテナが利用できます。5 GHz はバックホールとして使用され、2.4 GHz はクライア
ント アクセスに使用されます。

シスコのアンテナおよびアクセサリについては、『Cisco Aironet Antenna and Accessories 
Reference Guide』を参照してください。

配置および設計、制限事項および機能、さらにアンテナの基礎理論や取り付け手順、規制に関す
る情報、技術仕様についても記載されています。

クライアント アクセス認定アンテナ（サードパーティ製アンテナ）

AP1500 は、サードパーティ製のアンテナと一緒に使用できます。ただし、次のことに注意してく
ださい。

• シスコは、未認定のアンテナやケーブルの品質、性能、信頼性についての情報を追跡したり保
持したりしません。

• RF 接続性および準拠性については、お客様の責任で使用してください。

• 準拠性を保証するのは、シスコ製のアンテナもしくは、シスコ製のアンテナと同一の設計お
よびゲインのアンテナの場合だけです。

• シスコ社以外のアンテナおよびケーブルについて、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に
トレーニングやカスタマー履歴の情報はありません。

Cisco Wireless LAN Controller
ワイヤレス メッシュ ソリューションは、Cisco 2500、3504、5500、および 8500 シリーズ ワイヤレ
ス LAN コントローラでサポートされます。

Cisco 2500、3504、5500、および 8500 シリーズ ワイヤレス LAN コントローラの詳細については、
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/wireless-lan-controller/index.html を参照してくだ
さい。
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Cisco Prime Infrastructure
Cisco Prime Infrastructure は、ワイヤレス メッシュを視覚的に計画、設定、管理できるプラット
フォームです。Prime Infrastructure を使用することで、ネットワーク管理者は、ワイヤレス メッ
シュ ネットワークの設計、コントロール、モニタリングを一元的に行えます。

Prime Infrastructure はネットワーク管理者に、RF 予測、ポリシー プロビジョニング、ネットワー
ク 適化、トラブルシューティング、ユーザ トラッキング、セキュリティ モニタリング、および
ワイヤレス LAN システム管理のソリューションを提供します。グラフィカル インターフェイス
を使用したワイヤレス LAN の配置と操作は、簡単で費用有効です。詳細なトレンド分析および
分析レポートを提供できる Prime Infrastructure は、ネットワーク運用に不可欠です。

Prime Infrastructure は、組み込みデータベースと共に、サーバ プラットフォームで実行されます。
これにより、何百ものコントローラや何千もの Cisco メッシュ アクセス ポイントを管理できる
スケーラビリティが提供されます。コントローラは、Prime Infrastructure と同じ LAN 上、個別に
ルートが設定されたサブネット上、または広域接続全体にわたって配置できます。

アーキテクチャ

Control and Provisioning of Wireless Access Points

Control And Provisioning of Wireless Access Points（CAPWAP）は、コントローラがネットワーク内
のアクセス ポイント（メッシュおよび非メッシュ）を管理するために使用するプロビジョニング
および制御プロトコルです。

（注） CAPWAP を使用すると、資本的支出（CapEx）と運用維持費（OpEx）が著しく減少し、シスコ ワイ
ヤレス メッシュ ネットワーキング ソリューションが、企業、キャンパス、メトロポリタンのネッ
トワークにおける費用有効でセキュアな配置オプションになります。

メッシュ ネットワークの CAPWAP ディスカバリ

メッシュ ネットワークの CAPWAP ディスカバリ プロセスは次のとおりです。

ステップ 1 CAPWAP ディスカバリの開始前に、メッシュ アクセス ポイントがリンクを確立します。一方、非
メッシュ アクセス ポイントの場合は、そのメッシュ アクセス ポイント用のスタティック IP（あ
る場合）を使用して、CAPWAP ディスカバリを開始します。

ステップ 2 メッシュ アクセス ポイントは、レイヤ 3 ネットワークのメッシュ アクセス ポイントのスタ
ティック IP を使用して CAPWAP ディスカバリを開始するか、割り当てられたプライマリ、セカ
ンダリ、ターシャリのコントローラ用のネットワークを探します。接続するまで 大 10 回試行
されます。

（注） メッシュ アクセス ポイントは、セットアップ中に、そのアクセス ポイントで設定されて
いる（準備のできている）コントローラのリストを探します。

ステップ 3 ステップ 2 が 10 回の試行の後に失敗した場合、メッシュ アクセス ポイントは DHCP にフォー
ル バックし、接続を 10 回試行します。
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ステップ 4 ステップ 2 とステップ 3 の両方に失敗し、コントローラに対して成功した CAPWAP 接続がない
場合、メッシュ アクセス ポイントは LWAPP にフォール バックします。

ステップ 5 ステップ 2、ステップ 3、ステップ 4 の試行後にディスカバリがなかった場合、メッシュ アクセ
ス ポイントは次のリンクを試みます。

ダイナミック MTU 検出

ネットワークで MTU が変更された場合、アクセス ポイントは、新しい MTU の値を検出し、それ
をコントローラに転送して、新しい MTU に調整できるようにします。新しい MTU でアクセス 
ポイントとコントローラの両方がセットされると、それらのパス内にあるすべてのデータは、新
しい MTU 内で断片化されます。変更されるまで、その新しい MTU のサイズが使用されます。ス
イッチおよびルータでのデフォルトの MTU は、1500 バイトです。

Mesh Deployments リリース 8.4 の Air Time Fairness
このセクションでは、メッシュ AP の ATF を紹介し、その導入ガイドラインを提供します。この
セクションでは、次のことを目的としています。

• メッシュ AP での ATF の概要を提供する

• サポートされている主要機能を強調する

• メッシュ AP での ATF 導入および管理についての詳細を提供する

8.4 リリースでの前提条件とサポートされている機能

メッシュ ATF は、AireOS 8.4 とリリース ノートに記載されているその他すべてのサポート対象 
AP でサポートされます。メッシュ ATF は、1550/128, 1570、およびその他すべての IOS ベースの 
AP でサポートされます。

表 8-1

アクセス ポイント

1550
（64 M

B）

1550
（128 M

B） 1570 3700 1530 1540 1560

機能

基本メッシュ Yes Yes Yes Yes Yes はい 8.4

Flex+メッ
シュ

Yes Yes Yes Yes ○ × いいえ

高速コンバー
ジェンス

（バックグラ
ウンド ス
キャン）

いいえ 8.3 8.3 Yes 8.3 いいえ 8.4

RAP の有線
クライアント

Yes Yes ○ No Yes × いいえ
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Cisco Air Time Fairness （ATF）の使用例

公共ホットスポット（スタジアム/空港/会議場/その他）

この場合、パブリック ネットワークは 2 社以上のサービス プロバイダー側や施設側と WLAN を
共有しています。各サービス プロバイダーに対するサブスクライバをグループ化して、各グルー
プに特定のダウンストリーム通信時間を割り当てることができます。

Education

たとえば大学では、学生、教員、およびゲスト間で WLAN を共有しています。ゲスト ネットワー
クは、サービス プロバイダーによってさらに分割できます。各グループに特定の割合の通信時間
を割り当てることができます。

一般企業、サービス業、小売業

この場合、施設は、従業員とゲスト間で WLAN を共有しています。ゲスト ネットワークは、サー
ビス プロバイダーによってさらに分割できます。ゲストはサービス レベルによってサブグルー
プ化し、サブグループごとに一定の通信時間を割り当てることができます（有料のグループに
は、無料のグループよりも多く割り当てるなど）。

時間を共有するマネージド ホットスポット

この場合、サービス プロバイダーまたは企業など、ホットスポットを管理するビジネス主体は、
割り当てた後に通信時間をその他のビジネス主体にリースできます。

ATF の機能

ATF 機能：

• ATF ポリシーは、ダウンリンク方向（AP がクライアントにフレームを送信する方向）でのみ
適用されます。ダウンリンク、つまり AP からクライアント方向の通信時間のみが、AP に
よって正確に制御されます。アップリンク方向（クライアントから AP）のエアタイムの測定
も可能ですが、厳密に制御することはできません。AP は、クライアントに送信するパケット
の通信時間を抑制できますが、それぞれの通信時間を制限できないため、クライアントから

「聞ける」パケットの通信時間のみを測定できます。

MAP の有線
クライアント

Yes Yes ○ No Yes いいえ 8.4

デイジー
チェーン

7.6 7.6 7.6 いいえ 7.6 × いいえ

LSC Yes Yes Yes Yes ○ × いいえ

PSK プロビ
ジョニング：
MAP-RAP 
認証

8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.5 8.4

メッシュの 
ATF

いいえ 8.4 8.4 8.4 × × No

表 8-1

アクセス ポイント

1550
（64 M

B）

1550
（128 M

B） 1570 3700 1530 1540 1560
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• ATF ポリシーはワイヤレス データ フレームにのみ適用されます。管理および制御フレーム
は無視されます。

• ATF が SSID ごとに設定される場合、各 SSID は設定されたポリシーに従って通信時間が許
可されます。

• ATF は、エアタイム ポリシーを超過したフレームをドロップまたは遅延させるように設定
できます。フレームが保留されると、問題となっている SSID に十分な通信時間が割り当て
られた時点でバッファされて送信されます。当然ながら、バッファが可能なフレーム数には
制限があります。この制限を超えた場合、フレームがドロップされます。

• ATF はグローバルに有効または無効にすることができます。

• ATF は、個々のアクセス ポイント、AP グループ、またはネットワーク全体で有効または無効
にすることができます。

• 割り当ては、SSID およびクライアントごとに適用されます。

• ダウンストリームだけに適用されます。

• WLC GUI/CLI および PI で設定できます。

• ネットワーク上のすべての AP、AP グループ、または 1 つの AP に適用できます。

• ローカル モードの AP（AP1260、1550 128 Mb、1570、1700、2600、2700、3500、3600、3700）でサ
ポートされます。

（注） COS ベースの AP または Wave-2 AP では、リリース 8.5 の ATF はサポートされません。

詳細と ATF 設定手順については、『Mesh Deployment Guide rel 8.5』
（https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-5/b_mesh_85.html）を参照して
ください。
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Adaptive Wireless Path Protocol

Adaptive Wireless Path Protocol（AWPP）は、ワイヤレス メッシュ ネットワーキング用に設計され
たもので、これを使用すると、配置が容易になり、コンバージェンスが高速になり、リソースの消
費が 小限に抑えられます。

AWPP は、クライアント トラフィックがコントローラにトンネルされているために AWPP プロ
セスから見えないという CAPWAP WLAN の特性を利用します。また、CAPWAP WLAN ソリュー
ションの拡張無線管理機能はワイヤレス メッシュ ネットワークに利用できるため、AWPP に組
み込む必要はありません。

AWPP を使用すると、リモート アクセス ポイントは、RAP のブリッジ グループ（BGN）の一部で
ある各 MAP 用の RAP に戻る 適なパスを動的に見つけられるようになります。従来のルー
ティング プロトコルとは異なり、AWPP は RF の詳細を考慮に入れています。

ルートを 適化するため、MAP はネイバー MAP をアクティブに送信要求します。要請メッセー
ジのやり取りの際に、MAP は RAP への接続に使用可能なネイバーをすべて学習し、 適なパス
を提供するネイバーを決定して、そのネイバーと同期します。AWPP では、リンクの品質とホッ
プ数に基づいてパスが決定されます。

AWPP は、パスごとに信号の強度とホップ カウントについてコストを計算して、CAPWAP コン
トローラへ戻る 適なパスを自動で判別します。パスが確立されると、AWPP は継続的に条件を
モニタし、条件の変化に応じてルートを変更します。また、AWPP は、条件情報を知らせるスムー
ジング機能を実行して、RF 環境のエフェメラルな性質に、ネットワークの安定性が影響を受け
ないようにします。

トラフィック フロー

ワイヤレス メッシュ内のトラフィック フローは、次の 3 つのコンポーネントに分けられます。

• オーバーレイ CAPWAP トラフィック：標準の CAPWAP アクセス ポイントの配置内のフ
ローで、CAPWAP アクセス ポイントと CAPWAP コントローラの間の CAPWAP トラフィッ
クのことです。

• ワイヤレス メッシュ データ フレーム フロー

• AWPP 交換

CAPWAP モデルはよく知られており、AWPP は専用プロトコルのため、ワイヤレス メッシュ 
データ フローについてだけ説明します。ワイヤレス メッシュ データ フローのキーは、メッシュ 
アクセス ポイント間で送信される 802.11 フレームのアドレス フィールドです。

802.11 データ フレームは、レシーバ、トランスミッタ、送信先、発信元の 4 つまでのアドレス 
フィールドを使用できます。WLAN クライアントから AP までの標準フレームでは、トランス
ミッタ アドレスと発信元アドレスが同じため、これらのアドレス フィールドのうち 3 つしか使
用されません。しかし、WLAN ブリッジング ネットワークでは、フレームが、トランスミッタの
背後にあるデバイスによって生成された可能性があるため、フレームの発信元がフレームのト
ランスミッタであるとは限らず、4 つのすべてのアドレス フィールドが使用されます。

図 8-3 は、このタイプのフレーム構成の例を示しています。フレームの発信元アドレスは 
MAP:03:70、このフレームの送信先アドレスはコントローラ（メッシュ ネットワークはレイヤ 2 
モードで動作しています）、トランスミッタ アドレスは MAP:D5:60、レシーバ アドレスは 
RAP:03:40 です。
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図 8-3 ワイヤレス メッシュ フレーム

このフレームの送信により、トランスミッタとレシーバのアドレスは、ホップごとに変わりま
す。各ホップでレシーバ アドレスを判別するために AWPP が使用されます。トランスミッタ ア
ドレスは、現在のメッシュ アクセス ポイントのアドレスです。パス全体を通して、発信元アドレ
スと送信先アドレスは同一です。

RAP のコントローラ接続がレイヤ 3 の場合、MAP はすでに CAPWAP を IP パケット内にカプセ
ル化してコントローラに送信済みのため、そのフレームの送信先アドレスはデフォルト ゲート
ウェイ MAC アドレスになり、ARP を使用する標準の IP 動作を使用してデフォルト ゲートウェ
イの MAC アドレスを検出します。

メッシュ内の各メッシュ アクセス ポイントは、コントローラと共に、CAPWAP セッションを形
成します。WLAN トラフィックは CAPWAP 内にカプセル化されるため、コントローラ上の 
VLAN インターフェイスにマップされます。ブリッジされたイーサネット トラフィックは、メッ
シュ ネットワーク上の各イーサネット インターフェイスから渡される可能性があり、コント
ローラのインターフェイスにマップされる必要はありません（図 8-4 を参照）。

図 8-4 論理ブリッジと WLAN マッピング
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メッシュ ネイバー、親、および子

メッシュ アクセス ポイント間の関係は、親、子、ネイバーです（図 8-5 を参照）。

• 親アクセス ポイントは、容易度の値（ease value）に基づいて RAP への 適なルートを提供し
ます。親は RAP 自身または別の MAP のいずれかです。

– 容易度の値（ease value）は各ネイバーの SNR およびリンク ホップ値を用いて計算されま
す。複数の選択肢がある場合、通常は緩和値の高いアクセス ポイントが選択されます。

• 子アクセス ポイントは、RAP に戻る 適なルートとして親アクセス ポイントを選択します。

• ネイバー アクセス ポイントは、他のアクセス ポイントの RF 範囲内にありますが、その容易
度の値（ease value）は親よりも低いため、親や子としては選択されません。

図 8-5 親、子、およびネイバー アクセス ポイント

適な親を選択するための基準

AWPP は、次のプロセスに従って、無線バックホールを使用して RAP または MAP 用に親を選択
します。

• scan ステートでは、パッシブ スキャニングによって、ネイバーを持つチャネルのリストが生
成され、それが、すべてのバックホール チャネルのサブセットになります。

• seek ステートでは、アクティブ スキャニングによって、ネイバーを持つチャネルが探され、
バックホール チャネルは 適なネイバーを持つチャネルに変更されます。

• seek ステートでは、親は 適なネイバーとしてセットされ、親子のハンドシェイクが完了し
ます。

• maintain ステートでは、親のメンテナンスと 適化が実行されます。

このアルゴリズムは、起動時、および親が消失して他に親になりそうなものがない場合に実行さ
れ、通常は、CAPWAP ネットワークとコントローラのディスカバリが続けて実行されます。すべ
てのネイバー プロトコル フレームは、チャネル情報を運びます。

親メンテナンスは、誘導 NEIGHBOR_REQUEST を親に送信している子ノードおよび 
NEIGHBOR_RESPONSE で応答している親によって実行されます。
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親の 適化とリフレッシュは、親が常駐しているチャネル上で NEIGHBOR_REQUEST ブロード
キャストを送信している子ノードによって、そのチャネル上のネイバリング ノードからのすべ
ての応答の評価によって発生し実行されます。

親メッシュ アクセス ポイントは、RAP に戻る 適なパスを提供します。AWPP は、容易度を使用
して、 適なパスを判別します。容易度はコストの逆と考えられるため、容易度の高いパスが、パ
スとして推奨されます。

容易度の計算

容易度は、各ネイバーの SNR とホップの値を使用し、さまざまな SNR しきい値に基づく乗数を
適用して計算します。この乗数には、Spreading 機能を、さまざまなリンクの質に影響する SNR に
適用するという意味があります。

図 8-6 では、親パスの選択で、MAP2 は MAP1 を通るパスを選択します。このパスを通る調整され
た容易度の値（436906）が、MAP2 から RAP に直接進むパスの容易度の値（262144）より大きいた
めです。

図 8-6 親パスの選択

親の決定

親メッシュ アクセス ポイントは、各ネイバーの容易度を RAP までのホップ カウントで割り算
した、調整された容易度を使用して選択されます。

調整された容易度 = 小値（各ホップでの容易度）ホップ カウント
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SNR スムージング

WLAN ルーティングの難しいところは、RF のエフェメラルな性質です。 適なパスを分析して、
パス内で変更がいつ必要かを決めるときに、この点を考慮しなければなりません。特定の RF リ
ンクの SNR は、刻一刻と大幅に変化する可能性があり、これらの変動に基づいてルート パスを
変更すると、ネットワークが不安定になり、パフォーマンスが深刻に低下します。基本的な SNR 
を効果的にキャプチャしながらも経時変動を除去するため、調整された SNR を提供するスムー
ジング機能が適用されます。

現在の親に対する潜在的なネイバーを評価するとき、親間のピンポン効果を減少させるため、親
の計算された容易度に加えて、親に 20 % のボーナス容易度が与えられます。子がスイッチを作
成するには、潜在的な親の方が著しくよくなければなりません。親スイッチングは CAPWAP お
よびその他の高レイヤの機能に透過的です。

ループの防止

ルーティング ループが作成されないようにするため、AWPP は、自分の MAC アドレスを含む
ルートをすべて破棄します。つまり、ホップ情報とは別に、ルーティング情報が RAP への各ホッ
プの MAC アドレスを含むため、メッシュ アクセス ポイントはループするルートを容易に検出
して破棄できます。

メッシュ AP のバックグラウンド スキャン リリース 8.3

リリース 8.3 では、より高速なメッシュ コンバージェンスを実現する追加の拡張機能である
メッシュ AP バックグラウンド スキャン機能が導入されました。MAP にかかるコンバージェン
ス時間を短縮し、メッシュ ネットワークを高速に再コンバージェンスするために、リリース 8.0 
および 8.1 の WLC ソフトウェアリリースですでに 2 つのメッシュ コンバージェンス機能が実
装されています。

• メッシュ サブセット チャネル ベースのコンバージェンス（リリース 8.0）

• リリース 8.1 のメッシュ クリア チャネル通知コンバージェンス

両方の機能を備えることで、メッシュ ツリーのサード ホップ MAP は、データ パスの再コンバー
ジェンスと回復を 10 秒未満で行うことができます。

この新しいメッシュ バックグラウンド スキャンと自動親選択により、コンバージェンス時間と
親選択の信頼性および安定性がいっそう向上します。MAP が任意のチャネルでより適切な親候
補を見つけて接続し、 適な親とのアップリンクを常に維持できるようになるからです。

（注） この BG スキャンの実装は、Marvell ベースの AP、具体的には、AP1550、AP1560、AP1570、IW3702 
に適用できます。

子 MAP は、キープアライブとして機能する AWPP - Neighbor Discovery Request/Response
（NDReq/NDResp）メッセージを使用して親とのアップリンクを維持します。NDResp メッセージ
が連続して失われた場合、親が失われたとみなされ、子 MAP は新しい親を見つけようとします。
MAP は、現在のオンチャネルのネイバーのリストを保持し、現在の親を失ったときには、同じ
サービス チャネル内の次の 適なネイバー候補へのローミングを試みます。ただし、同じチャネ
ルに他のネイバーが見つからない場合は、すべて/サブセットのチャネルをスキャン/シークして
親を見つける必要があります。
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各オフチャネル リスト ノードには、そのチャネルでリッスンしたすべてのネイバーを管理する
ネイバー リストがあります。各オフチャネル NDReq ブロードキャストで、ネイバーは NDResp 
パケットに基づいて 新の SNR 値が更新されます。misscount パラメータは、オフチャネル ス
キャンの試行にネイバーが応答しなかった回数を示します。各隣接ネイバーは、各バックグラウ
ンド スキャン サイクル後に調整された容易度（ease）が 新の linkSNR 値で更新されます。

この機能は、時間がかかるスキャン/シークで他のチャネルで親を見つけることを回避しようと
します。しかし子 MAP をすべてのチャネルのすべてのネイバーで更新し続けるため、任意の
チャネルのネイバーへの「切り替え」に役立ち、アップリンクの次の親としてそのネイバーを使
用します。親の「切り替え」手順は、親の損失検出のようなトリガーされるイベントである必要は
なく、子 MAP で現在の親のアップリンクがアクティブであるときは「自動親選択アルゴリズム」
を使用してより適切な親を識別します。「自動親選択アルゴリズム」は、新しい容易度（ease value）
の値に基づきます。コンバージェンスの計算を改善するため、リリース 8.3 ではよりスムーズで
より高速な親またはネイバー検出と自動親接続アルゴリズムのために新しい「容易度（ease）」の
値が導入されました。容易度（ease）の値は、SNR、ホップ数、タイマー、およびロードの値に基づき
ます。オフチャネル ネイバーの場合、AdjustedEase 値が使用され、オフチャネルごとに 適なネ
イバーが 高の AdjustedEase 値に基づいて特定されます。StickyEase はオンチャネル親のみに適
用されます。

子 MAP は、すべてのオフチャネルにわたる 適なネイバーの定期的な評価に基づいて 適な親
を切り替えます。現在のオンチャネル親の stickyEase と比較して、別のオフチャネルのネイバー
で も高い adjustedEase 値を使用して、 適な次の親が特定されます。

次の表は、さまざまなコンバージェンス設定オプションに基づいた新しいコンバージェンス時
間を示しています。 新の CCN（クリアチャネル通知）およびバックグラウンド スキャン機能の
実装と高速コンバージェンスにより、ファースト ホップ MAP は 3 ～ 4 秒のコンバージェンスを
実現できます。

表 8-2

親の消失検出/
キープアライブ 

親の消失検出/
キープアライブ 

チャネル スキャン/
シーク

DHCP/CAPWAP 情報 ホップごとの
時間（秒）

規格 21 / 3 秒 すべての 2.4 および 5 
GHz チャネルのス
キャン/シーク

CAPWAP の更新/再ス
タート

48.6*

速い 7 / 3 秒 同じブリッジ グルー
プにあるチャネルの
みのスキャン/シーク

DHCP および 
CAPWAP を維持

48.6*

非常に高速 4 / 1.5 秒 同じブリッジ グルー
プにあるチャネルの
みのスキャン/シーク

DHCP および 
CAPWAP の維持

15.9*

CCN（クリア
チャネル通知）/
バックグラウン
ド スキャン 
Fast/Very Fast

50ms の場合は 4 / 
3 秒

同じブリッジ グルー
プにあるチャネルの
みのスキャン/シーク

DHCP および 
CAPWAP の維持

8 ～ 10 秒
8-19
Enterprise Mobility 8.5 設計ガイド

 



 

第 8 章      Cisco ワイヤレス メッシュ ネットワーク

メッシュ導入モード
DFS と非 DFS チャネル スキャン

非 DFS チャネル スキャン

• MAP は定期的にオフチャネルになり、選択されたオフチャネルで NDReq ブロードキャスト 
パケットを伝送します。さらに、すべての「到達可能な」ネイバーから NDResp パケットを受
信します。

• オフチャネル スキャンは 3 秒ごとに発生します。オフチャネルごとに 大で 50 ミリ秒維持
されます。

• 各ネイバーから適切にヒアリングするには、50 ミリ秒の滞留時間内に少なくとも 4 つの
メッセージを送信できるよう、NDReq が 10 ミリ秒ごとに伝送される必要があります。

DFS チャネル スキャン

規制に従い、DFS チャネルが「安全に送信できる」と宣言するまで、AP は DFS チャネルを使用し
ません（AP 上で DFS がオフチャネル スキャン向けに設定されている場合）。検出されたレー
ダー信号がある場合、伝送がなく、該当チャネルを AP のワイヤレス送信・受信に使用することを
避ける必要があります。チャネルが安全に送信可能であることを確認する方法の 1 つは、AP が
パッシブ スキャンを実行している間に、DFS オンチャネル上の他のネイバーからパケットを受
信することです。

• MAP がオフチャネル スキャン中に DFS チャネルを介してパケットを受信できるようにす
るため、その他すべてのオンチャネル DFS ネイバーは、直近の 50 ミリ秒間 Tx/Rx がない場
合に AWPP メッシュ ビーコンを送信します。

• これらのメッシュ ビーコンにより、DFS チャネル上でオフチャネルを実行している MAP 
は、「安全に送信可能」と宣言してオフチャネル アクティビティを実行できます。

メッシュ導入モード
Cisco のワイヤレス屋外メッシュ ネットワークでは、複数のメッシュ AP によって、安全でス
ケーラブルな屋外ワイヤレス LAN を提供するネットワークが構成されます。

それぞれの場所で、3 つの RAP が有線ネットワークに接続され、建物の屋根に配置されていま
す。すべてのダウンストリーム AP は、MAP として動作し、ワイヤレス リンク（非表示）を使用し
て通信します。

MAP と RAP の両方共、WLAN クライアント アクセスを提供できますが、RAP の場所がクライア
ント アクセスの提供には向いていないことがよくあります。3 つすべてのアクセス ポイントは
建物の屋根にあり、RAP として機能しています。これらの RAP は、それぞれの場所でネットワー
クに接続します。

メッシュ AP から CAPWAP セッションを終端させるオンサイト コントローラがある建物もあ
りますが、CAPWAP セッションはワイドエリア ネットワーク（WAN）を介してコントローラに
バックホールできるため、それは必須要件ではありません。
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無線バックホール

Cisco ワイヤレス バックホール ネットワークでは、トラフィックを MAP と RAP の間でブリッ
ジできます。このトラフィックは、ワイヤレス メッシュによってブリッジされている有線デバイ
スからのトラフィックか、メッシュ AP からの CAPWAP トラフィックになります。このトラ
フィックは、ワイヤレス バックホールなどのワイヤレス メッシュ リンクを通るときに必ず AES 
暗号化されます。

AES 暗号化は、他のメッシュ AP と共に、メッシュ AP におけるネイバー同士の関係として確立
されます。メッシュ AP 間で使用される暗号キーは、EAP 認証プロセス中に生成されます。

ユニバーサル アクセス

802.11a 無線を介してクライアント トラフィックを受け入れるよう、メッシュ AP でバックホー
ルを設定できます。この機能は、コントローラの GUI の Backhaul Client Access（[Monitor] > 
[Wireless]）で識別できます。この機能が無効な場合、バックホール トラフィックは 802.11a また
は 802.11a/n 無線を介してのみ伝送され、クライアント アソシエーションは 802.11b/g または 
802.11b/g/n 無線を介してのみ許可されます。設定の詳細については、「拡張機能の設定」を参照し
てください。

ポイントツーポイント無線ブリッジング

ポイントツーポイント ブリッジング シナリオでは、バックホール無線を使用してスイッチド 
ネットワークの 2 つのセグメントをブリッジ接続することにより、1500 シリーズ メッシュ AP 
を使用してリモート ネットワークを拡張できます。これは基本的には、1 つの MAP があり、
WLAN クライアントがないワイヤレス メッシュ ネットワークです。ポイントツーマルチポイン
ト ネットワークと同様に、イーサネット ブリッジングを有効にすることでクライアント アクセ
スを提供できますが、建物間のブリッジングの場合、高い屋上からの MAP カバレッジはクライ
アントのアクセスに適していないことがあります。

セキュリティ上の理由により、デフォルトでは MAP のイーサネット ポートは無効になっていま
す。有効にするには、ルートおよび各 MAP でイーサネット ブリッジングを設定する必要があり
ます。コントローラの GUI を使用してイーサネット ブリッジングを有効にするには、AP ページ
で [Wireless] > [All APs] > [Details] と選択し、[Mesh] タブをクリックして、[Ethernet Bridging] 
チェックボックスを選択します。

（注） バックホール無線の全体的なスループットは、メッシュ ツリーのホップごとに半分に減少しま
す。イーサネット ブリッジング対象のクライアントが MAP で使用され、大量のトラフィックが
通過する際、スループット消費が高くなり、ダウンリンク MAP がスループットの枯渇によって
ネットワークに接続できなくなる可能性があります。
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イーサネット ブリッジングは、次の 2 つの場合に有効にする必要があります。

1. メッシュ ノードをブリッジとして使用する場合。

2. MAP でイーサネット ポートを使用してイーサネット デバイス（ビデオ カメラなど）を接続
する場合。

該当するメッシュ AP からコントローラへのパスを取る各親メッシュ AP に対してイーサネッ
ト ブリッジングを有効にします。たとえば、Hop 2 の MAP2 でイーサネット ブリッジングを有効
にする場合は、MAP1（親 MAP）と、コントローラに接続している RAP でもイーサネット ブリッ
ジングを有効にする必要があります。

長いリンクの範囲パラメータを設定するには、[Wireless] > [Mesh] と選択します。ルート アクセ
ス ポイント（RAP）と 遠のメッシュ アクセス ポイント（MAP）間に 適な距離（フィート単位）
が存在します。RAP ブリッジから MAP ブリッジまでのレンジは、フィート単位で記述する必要
があります。

ネットワーク内のコントローラと既存のすべてのメッシュ アクセス ポイントに join する場合
は、次のグローバル パラメータがすべてのメッシュ アクセス ポイントに適用されます。

範囲：150 ～ 132,000 フィート; 

デフォルト：12,000 フィート 

ポイントツーマルチポイント無線ブリッジング

ポイントツーマルチポイント ブリッジング シナリオでは、ルート ブリッジとして機能する RAP 
が、アソシエートされた有線 LAN を使用して複数の MAP を非ルート ブリッジとして接続しま
す。デフォルトでは、この機能はすべての MAP に対して無効になっています。イーサネット ブ
リッジングを使用する場合、各 MAP および RAP のコントローラでイーサネット ブリッジング
をイネーブルにする必要があります。

図 8-7 は、1 つの RAP と 2 つの MAP がある単純な導入を示していますが、この構成は基本的に 
WLAN クライアントがないワイヤレス メッシュです。イーサネット ブリッジングを有効にする
ことでクライアント アクセスを提供できますが、建物間のブリッジングの場合、高い屋上からの 
MAP カバレッジはクライアント アクセスに適していないことがあります。
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メッシュ導入モード
図 8-7 ポイントツーマルチポイント ブリッジングの例

セキュリティ上の理由により、デフォルトでは MAP のイーサネット ポートは無効になっていま
す。有効にするには、ルートおよび各 MAP でイーサネット ブリッジングを設定する必要があり
ます。コントローラの GUI を使用してイーサネット ブリッジングを有効にするには、AP ページ
で [Wireless] > [All APs] > [Details] と選択し、[Mesh] タブをクリックして、[Ethernet Bridging] 
チェックボックスをオンにします。

イーサネット ブリッジングは、次の 2 つの場合に有効にする必要があります。

• メッシュ ノードをブリッジとして使用する場合。

• MAP でイーサネット ポートを使用してイーサネット デバイス（ビデオ カメラなど）を接続
する場合。

該当するメッシュ AP からコントローラへのパスを取る各親メッシュ AP に対してイーサネッ
ト ブリッジングを有効にします。たとえば、Hop 2 の MAP2 でイーサネット ブリッジングを有効
にする場合は、MAP1（親 MAP）と、コントローラに接続している RAP でもイーサネット ブリッ
ジングを有効にする必要があります。

長いリンクの範囲パラメータを設定するには、[Wireless] > [Mesh] と選択します。ルート AP
（RAP）と 遠のメッシュ AP（MAP）の間に、 適な距離（フィート単位）が存在します。RAP ブ
リッジから MAP ブリッジまでのレンジは、フィート単位で記述する必要があります。

ネットワーク内のコントローラと既存のすべてのメッシュ AP に接続する場合は、次のグローバ
ル パラメータがすべてのメッシュ AP に適用されます。

• レンジ：150 ～ 132,000 フィート

• デフォルト：12,000 フィート
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ワイヤレス バックホールのデータ レート

バックホールは、AP 間でワイヤレス接続のみを作成するために使用されます。バックホール イ
ンターフェイスは、AP に基づいてデフォルトで 802.11a または 802.11a/n になります。利用可能
な RF スペクトラムを効果的に使用するにはレート選択が重要です。また、レートはクライアン
ト デバイスのスループットにも影響を与えることがあり、スループットはベンダー デバイスを
評価するために業界出版物で使用される重要なメトリックです。

Dynamic Rate Adaptation（DRA）には、パケット伝送のために 適な伝送レートを推測するプロセ
スが含まれます。レートを正しく選択することが重要です。レートが高すぎると、パケット伝送
が失敗し、通信障害が発生します。レートが低すぎると、利用可能なチャネル帯域幅が使用され
ず、品質が低下し、深刻なネットワーク輻輳および障害が発生する可能性があります。

データ レートは、RF カバレッジとネットワーク パフォーマンスにも影響を与えます。低データ 
レート（6 Mbps など）のほうが、高データ レート（300 Mbps など）よりも AP からの距離を延長で
きます。結果として、データ レートはセル カバレッジ、および必要な AP の数に影響を与えます。
異なるデータ レートは、ワイヤレス リンクで冗長度の高い信号を送信することにより（これに
より、データをノイズから簡単に復元できます）、実現されます。1 Mbps のデータ レートでパ
ケットに対して送信されるシンボル数は、11 Mbps で同じパケットに使用されたシンボル数より
多くなります。したがって、低ビット レートでのデータの送信には、高ビット レートでの同じ
データの送信よりも時間がかり、スループットが低下します。

低ビット レートでは、MAP 間の距離を長くすることが可能になりますが、WLAN クライアント 
カバレッジにギャップが生じる可能性が高く、バックホール ネットワークのキャパシティが低
下します。バックホール ネットワークのビット レートを増加させる場合は、より多くの MAP が
必要となるか、MAP 間の SNR が低下し、メッシュの信頼性と相互接続性が制限されます。

ClientLink テクノロジー

多くのネットワークは、依然として 802.11a/g クライアントと 802.11n クライアントの混在をサ
ポートします。802.11a/g クライアント（レガシー クライアント）は低データ レートで動作するた
め、古いクライアントにより、ネットワーク全体のキャパシティが減少することがあります。

Cisco ClientLink テクノロジーは、802.11a/g クライアントが、特にセル境界に近い場合に、 適な
レートで動作できるように保証します。これにより、クライアントが混在するネットワークにお
ける 802.11n の採用に関連する問題を解決します。

高度な信号処理が Wi-Fi チップセットに追加されました。複数の送信アンテナが 802.11a/g クラ
イアントの方向に伝送を収束するために使用され、ダウンリンクの信号対ノイズ比と一定のレ
ンジにおけるデータ レートが増加するため、カバレッジ ホールが減少し、システム全体のパ
フォーマンスが向上します。このテクノロジーは、クライアントから受信された信号を合成する

適な方法を学習し、この情報を使用してパケットを 適な方法でクライアントに送り返しま
す。このテクニックは、多入力、多出力（MIMO）ビームフォーミングまたは送信ビームフォーミ
ングとも呼ばれ、高価なアンテナ アレイを必要としない、市場で唯一のエンタープライズクラス
かつサービス プロバイダークラスのソリューションです。
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802.11n システムは、複数の無線信号を同時に送信することによりマルチパスを利用します。空
間ストリームと呼ばれるこれらの各信号は、独自のトランスミッタを使用して独自のアンテナ
から送信されます。これらのアンテナ間には空間があるため、各信号は受信装置への若干異なる
パスに従います（空間ダイバーシティと呼ばれる状況）。レシーバにも、独自の無線を使用する複
数のアンテナがあります。各アンテナは受信した信号を独自にデコードし、各信号は他のレシー
バの無線からの信号と結合されます。その結果、複数のデータ ストリームが同時に受信されま
す。これにより、以前の 802.11a/g システムよりも高いスループットが実現されますが、信号を解
読する 802.11n 対応クライアントが必要になります。したがって、AP とクライアントの両方がこ
の機能をサポートする必要があります。問題が複雑であるため、第 1 世代のメインストリーム 
802.11n チップセットでは、AP およびクライアント チップセットで 802.11n 送信ビームフォー
ミングが実装されていません。したがって、802.11n 標準伝送ビームフォーミングは将来利用可
能になりますが、次世代のチップセットが市場に出るまで待つ必要があります。シスコは、この
分野の発展をリードしていく所存です。

現行世代の 802.11n AP について、2 つ目の送信パスが 802.11n クライアントでは（空間ダイバー
シティを実装するために）よく使用されていましたが、802.11a/g クライアントでは十分に使用さ
れていなかったことを、シスコは認識していました。つまり、802.11 a/g クライアントに対して
は、余分な送信パスの機能の一部がアイドル状態のままでした。また、多くのネットワークでは、
設置されている 802.11 a/g クライアント ベースのパフォーマンスがネットワークの制限要素に
なることも認識していました。

802.11 a/g クライアントのパフォーマンス レベルを高めることで、このアイドル状態の機能を利
用して全体的なネットワーク キャパシティを大幅に向上させるために、シスコは ClientLink と
いう伝送ビーム形成テクノロジーにおける技術革新をもたらしました。

ClientLink は高度な信号処理手法と複数の送信パスを使用して、ダウンリンク方向で 802.11a/g 
クライアントが受信した信号を、フィードバックを必要とせずに、 適化します。特別なフィー
ドバックが必要ないため、Cisco ClientLink は、既存のすべての 802.11a/g クライアントで動作し
ます。

Cisco ClientLink テクノロジーにより、クライアントが配置された場所で AP が SNR を効果的に
適化できるようになります。ClientLink は、ダウンリンク方向にほぼ 4 dB のゲインを提供しま

す。SNR が改善され、再試行回数の減少やデータ レートの向上などの多くの利点が提供されま
す。たとえば、以前に 12 Mbps でパケットを受信できたセルの端にあるクライアントが 36 Mbps 
でパケットを受信できるようになります。ClientLink を使用した場合のダウンリンク パフォーマ
ンスの一般的な測定値は、802.11a/g クライアントではスループットが 65 % 向上します。Wi-Fi シ
ステムがより高いデータ レート、少ない再試行回数で動作できるようにすることで、ClientLink 
はシステムのキャパシティ全体を拡張します。つまり、スペクトル リソースを効率的に利用でき
ます。

1552 AP の ClientLink は、AP3500 で使用可能な ClientLink 機能をベースにしています。したがっ
て、AP は近接するクライアントに対してビームフォーミングを行い、802.11ACK でビーム
フォーミング情報を更新できます。したがって、専用アップリンク トラフィックがない場合で
も、ClientLink は適切に動作します。これは、TCP および UDP 両方のトラフィック ストリームに
有用です。Cisco 802.11n AP とのビームフォーミングを利用するためにクライアントが通過する
必要がある RSSI ウォーターマークはありません。

ClientLink は、同時に 15 のクライアントにビーム形成を行うことができます。したがって、レガ
シー クライアントの数が無線ごとに 15 を超える場合に、ホストは 良の 15 クライアントを選
択する必要があります。AP1552 には 2 つの無線があるため、タイム ドメインで 大 30 個のクラ
イアントに対してビームフォーミングを行えます。

新情報については、次のリンクを参照してください。
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-5/b_feature_matrix_for_802_11
ac_wave2_access_points.html:
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ワイヤレス メッシュ ネットワークのカバレッジに関する考慮事項
コントローラ プランニング

次の項目は、メッシュ ネットワークに必要なコントローラの数に影響します。

• ネットワーク内のメッシュ AP（RAP および MAP）。

• RAP とコントローラを接続する有線ネットワークは、そのネットワーク内でサポートされ
る AP の総数に影響を与えることがあります。このネットワークで、WLAN のパフォーマン
スに影響を与えることなく、コントローラがすべての AP から等しく利用できるようになっ
ている場合は、各 AP をすべてのコントローラにわたって均等に分散でき、効率が 大限に
高められます。これに当てはまらず、コントローラがさまざまなクラスタまたは PoP にグ
ループ化される場合は、AP の総数とカバレッジが減少します。

• コントローラごとにサポートされるメッシュ AP（RAP および MAP）の数。

本書では、わかりやすくするために非メッシュ AP をローカル AP と呼びます。

（注） メッシュは、上記のすべてのシスコ コントローラで完全にサポートされます。屋内および屋外 
AP には基本ライセンス（LIC-CT508-Base）で十分です。WPlus ライセンス（LIC-WPLUS-SW）は、
基本ライセンスに含まれます。屋内メッシュ AP には WPlus ライセンスは必要ありません。

ワイヤレス メッシュ ネットワークのカバレッジに関す
る考慮事項

この項では、それぞれのドメインでの準拠条件を守るために、都心もしくは郊外の地域で、 大
のワイヤレス LAN カバレッジについて考慮する必要のある項目についてまとめています。

次の推奨事項は、障害物のない平坦地（グリーンフィールド導入）を前提としています。

そのエリアの実際の見積もりや部品表作成を開始する前に、サイト調査を行うことを常に推奨
します。

表 8-3 コントローラ モデル別にサポートされるメッシュ AP

コントローラ モデル
ローカル AP サポート（非
メッシュ）1 

サポート可能なメッ
シュ AP の 大数

55082 500 500

25043 75 75

3504 150 150

WiSM2 500 500

5520 1500 1500

8540 6000 6000

1. ローカル AP サポートは、コントローラ モデルでサポートされている非メッシュ AP の合計数です。

2. 5508 コントローラの場合、MAP の数は（ローカル AP サポート - RAP 数）になります。

3. 2504 コントローラの場合、MAP の数は（ローカル AP サポート - RAP 数）になります。
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ワイヤレス メッシュ ネットワークのカバレッジに関する考慮事項
セルの計画と距離

Cisco 1520 シリーズ アクセス ポイント用

RAP と MAP の比率は開始点です。一般的な計画用に、現在の比率は RAP ごとに 20 MAP になっ
ています。

シスコでは、音声なしのネットワークでのセル計画と距離について、次の値を推奨します。

• RAP と MAP の比率：推奨 大比率は、RAP ごとに 20 の MAP です。

• AP 間の距離：各メッシュ AP 間に 2000 フィート（609.6 m）以下の間隔をあけることを推奨し
ます。バックホール上でメッシュ ネットワークを拡張する（クライアント アクセスなし）場
合、セルの半径には 1000 フィート（304.8 m）を使用してください。

• ホップ カウント：3 ～ 4 ホップ1 平方マイル（フィート換算で 52802）が 9 つのセル分で、およ
そ 3 または 4 のホップでカバーできます。

• 2.4 GHz の場合、ローカル アクセス セル サイズの半径は 600 フィート（182.88 m）です。1 つ
のセル サイズは 1.310 X 106 で、1 平方マイルあたりのセルは 25 個です。

メッシュ アクセス ポイントのコロケーション

次の推奨事項は、複数の AP1500 を同じタワーにコロケーションする際に必要なアンテナ セパ
レーションを決めるためのガイドラインとしてください。アンテナ、伝送パワー、およびチャネ
ル間隔の推奨 小区切りについて記載しています。

適切な間隔をあけたりアンテナを選択するのは、アンテナの放射パターンやフリー スペース パ
ス損失、隣接または代替隣接のチャネル レシーバ拒否によって十分な切り分けをするのが目的
で、コロケーションされた複数のユニットが独立して動作するためです。CCA ホールドオフによ
るスループット低下や、受信ノイズ フロアの増加によるレシーブ感度の低下をごくわずかに抑
えることが重要です。

アンテナのプロキシミティ要件に従う必要がありますが、この要件は隣接および代替隣接の
チャネル使用によって異なります。

隣接チャネルでの AP1500 のコロケーション

コロケーションされた 2 つの AP1500 が、チャネル 149（5745 MHz）とチャネル 152（5765 MHz）の
ような隣接チャネルで動作している場合、2 つの AP1500 の間の 小垂直距離は 40 フィート

（12.192 m）です（この要件は 8 dBi の全方向性アンテナまたは 17 dBi の高ゲイン指向性パッチ ア
ンテナを搭載したメッシュ AP に適用されます）。

コロケーションされた 2 つの AP1500 が、5.5 dBi 全方向性アンテナ付きのチャネル 1、6、または 
11（2412 ～ 2437 MHz）で動作している場合、 小垂直距離は 8 フィート（2.438 m）です。
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代替隣接チャネルでの AP1500 のコロケーション

コロケーションされた 2 つの AP1500 が、チャネル 149（5745 MHz）とチャネル 157（5785 MHz）の
ような代替隣接チャネルで動作している場合、2 つの AP1500 の間の 小垂直距離は 10 フィート

（3.048 m）です（この要件は 8 dBi の全方向性アンテナまたは 17 dBi の高ゲイン指向性パッチ ア
ンテナを搭載したメッシュ AP に適用されます）。

コロケーションされた 2 つの AP1500 が、5.5 dBi 全方向性アンテナ付きの代替隣接チャネル 1 と 
11（2412 MHz と 2462 MHz）で動作している場合、 小垂直距離は 2 フィート（0.609 m）です。

要約すると、5 GHz アンテナの切り離しによって、メッシュ AP のスペーシング要件が決まりま
す。また、アンテナのプロキシミティを遵守する必要がありますが、これは隣接および代替隣接
のチャネル使用によって異なります。

CleanAir

1550 シリーズは、802.11n テクノロジーと統合無線および内部/外部アンテナを利用しています。
1550 シリーズの AP は、現在の CleanAir 対応 Aironet 3600 および 3700 AP と同じチップセット
をベースにしています。つまり、1550 シリーズの AP は CleanAir に対応しています。

7.3.101.0 リリースでは、2600 シリーズの AP は互いにメッシュ化でき、CleanAir 機能も搭載して
います。

7.2.103.0 リリースでは、3600 シリーズの AP は互いにメッシュ化でき、CleanAir 機能も搭載して
います。

7.0.116.0 リリースでは、3500 シリーズの AP は互いにメッシュ化でき、CleanAir 機能も搭載して
います。

メッシュ（1552、2600、2700、3500、3600、3700）の CleanAir は 2.4 GHz 無線に実装でき、無線周波
数（RF）を検出、位置を特定、分類、緩和すると同時にクライアントに完全な 802.11n データ レー
トを提供します。これにより、キャリア クラス管理およびカスタマー エクスペリエンスを実現
し、展開されたロケーションのスペクトルを制御できます。屋外 11n プラットフォームの 
CleanAir 対応 RRM テクノロジーは、2.4 GHz 無線の Wi-Fi 干渉および Wi-Fi 以外の干渉を検出
し、定量化して、緩和します。AP1552 は 2.4 GHz クライアント アクセス モードで CleanAir をサ
ポートします。

CleanAir Advisor

バックホール無線で CleanAir が有効な場合、CleanAir Advisor が始動します。CleanAir Advisor で
は、電波品質の指標（AQI）および干渉検出レポート（IDR）が生成されますが、これらのレポート
はコントローラにのみ表示されます。イベント駆動型 RRM（ED-RRM）で実行されるアクション
はありません。CleanAir Advisor は、ブリッジ モードの AP の 5 GHz バックホール無線のみに存
在します。
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ワイヤレス メッシュ モビリティ グループ
モビリティ グループを使用すると、ピアに対する各コントローラがコントローラの境界を越え
たシームレスなローミングを互いにサポートできます。AP は、CAPWAP Join プロセス後にモビ
リティ グループの他のメンバの IP アドレスを学習します。コントローラは、 大 24 台のコント
ローラを含めることができる単一のモビリティ グループのメンバにすることができます。モビ
リティは、72 台のコントローラ間でサポートされます。モビリティ リストには 大 72 のメンバ

（WLC）、およびクライアントのハンドオフに参加している同じモビリティ グループ（またはド
メイン）内の 大 24 のメンバを登録できます。クライアントの IP アドレスは、同じモビリティ 
ドメイン内で更新する必要はありません。この機能を使用する場合、IP アドレスの更新はコント
ローラベースのアーキテクチャでは無意味です。

複数のコントローラ

モビリティ グループ内の他の CAPWAP コントローラから CAPWAP コントローラまでの距離
と、RAP からの CAPWAP コントローラの距離については、企業内の CAPWAP WLAN の配置と同
様に考慮する必要があります。

CAPWAP コントローラを集中させると、操作上の利点がありますが、その利点は、CAPWAP AP 
へのリンクの速度とキャパシティ、およびこれらのメッシュ AP を使用している WLAN クライ
アントのトラフィック プロファイルに対するトレード オフとなります。

WLAN クライアント トラフィックを、インターネットやデータセンターなどの特定のサイトに
集中させたい場合は、これらのトラフィック フォーカル ポイントと同じサイトにコントローラ
を集中させると、トラフィックの効率を犠牲にしなくても操作上の利点を享受できます。

WLAN クライアント トラフィックが、よりピアツーピアの場合、分散されたコントローラ モデ
ルの方が適している可能性があります。WLAN トラフィックの大多数は、そのエリアのクライア
ントで、他のロケーションに向かう比較的少量のトラフィックを伴う傾向があります。数多くの
ピアツーピア アプリケーションが遅延やパケット損失に影響されやすい場合、ピア間のトラ
フィックが も効率のよいパスを通過するようにする必要があります。

大部分の配置に、クライアント サーバ トラフィックとピアツーピア トラフィックが混ざってい
る場合、CAPWAP コントローラのハイブリッド モデルが使用されていると考えられ、ネット
ワーク内の戦略的なロケーションに置かれたコントローラのクラスタと共に Points of Presence

（PoP）が作成されます。

ワイヤレス メッシュ ネットワークで使用される CAPWAP モデルは、キャンパス ネットワーク
向けに設計されています。つまり、CAPWAP メッシュ AP と CAPWAP コントローラ間のネット
ワークは高速で低遅延であることが前提となっています。

メッシュ可用性の向上

セルの計画と距離では、1 平方マイルのワイヤレス メッシュ セルが作成され、組み込まれまし
た。このワイヤレス メッシュ セルは、携帯電話ネットワークの作成に使用されるセルに似た特
性を持ちます。より大きな可用性やキャパシティに対して、同じ物理エリアをカバーするため
に、（定義された 大セル サイズより）小さいセルが作成される可能性があるからです。このプロ
セスは、セルに RAP を追加することで行われます。より大きなメッシュ配置と同様、同じチャネ
ルで RAP を使用するか（図 8-8 を参照）、または別のチャネルに置いた RAP を使用するか（図 8-9 
を参照）を決める必要があります。エリアへの RAP の追加により、そのエリアのキャパシティと
回復力が増大します。
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図 8-8 同じチャネルでセルごとに 2 つの RAP
8-30
Enterprise Mobility 8.5 設計ガイド

 



 

第 8 章      Cisco ワイヤレス メッシュ ネットワーク

ワイヤレス メッシュ モビリティ グループ
図 8-9 別のチャネルでセルごとに 2 つの RAP

複数の RAP
複数の RAP が配置される場合は、それらの RAP を配置する目的を考慮する必要があります。
ハードウェア ダイバーシティを提供するために RAP を配置するのであれば、メッシュが 1 つの 
RAP から別の RAP へ転送する場合に、プライマリの RAP がコンバージェンス時間を 小にで
きるよう、同じチャネルに追加の RAP を配置する必要があります。RAP ハードウェア ダイバー
シティを計画する場合は、RAP 制限ごとに 32 MAP を検討します。

キャパシティを第一に追加するために追加の RAP が配置される場合、バックホール チャネルの干渉
を 小限にするために、追加の RAP が近隣の RAP と異なるチャネルに配置される必要があります。

チャネル計画や RAP セル スプリットを介して、異なるチャネルに 2 番めの RAP を追加しても、
コリジョン ドメインが減ります。チャネル計画では、コリジョンの確率を 小限にするため、同
じコリジョン ドメイン内のメッシュ ノードに異なる非オーバーラップ チャネルを割り振りま
す。RAP セル スプリットは単純ですが、コリジョン ドメインを減らすのに効果的な方法です。
メッシュ ネットワークで全方向性アンテナと共に 1 つの RAP を配置する代わりに、方向性アン
テナと共に 複数の RAP を配置できます。これらの RAP は互いに一緒に用いられ、異なる周波数
チャネルで動作します。このプロセスにより、大きなコリジョン ドメインが個別に動作する複数
の小さなコリジョン ドメインに分割されます。

メッシュ AP のブリッジ機能が複数の RAP と共に使用される場合、これらの RAP はすべて同じ
サブネット上になければならず、継続したサブネットがブリッジ クライアントに提供されるよ
うにする必要があります。

異なるサブネット上の複数の RAP と共にメッシュを構築し、異なるサブネット上の別の RAP に 
MAP をフェールオーバーする必要がある場合、MAP コンバージェンス時間が増加します。この
プロセスが起こらないようにする 1 つの方法として、サブネット境界で区切られているネット
ワークのセグメントに異なる BGN を使用する方法があります。
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屋内メッシュと屋外メッシュの相互運用性

屋内メッシュ AP と屋外メッシュ AP との完全な相互運用性がサポートされています。これは、
屋外から屋内にカバレッジを持ち込むのに役立ちます。屋内メッシュ AP は屋内でのみ使用する
ことを推奨します。屋内メッシュ AP は、以下で説明されているような限られた状況でのみ屋外
に配置してください。

注意 サードパーティの屋外ラックの屋内 AP は、屋内 WLAN から駐車場のホップまでの単純かつ短
距離の拡張などの、屋外での限られた配置でのみ配置できます。堅牢な環境および温度に関する
仕様を備えているため、屋外ラックでは 1240、1250、1260、1700、2600、2700、3500e、3600、および 
3700 AP を推奨します。さらに、AP が屋外ラック内にある場合、屋内 AP には、連結されたアンテ
ナをサポートするためのコネクタがあります。SNR 値は増減しない場合もあるので、注意してく
ださい。また、より 適化された屋外の 1500 シリーズ AP と比較した場合、長期間のフェードに
より、これらの AP のリンクが消失する場合があります。

モビリティ グループは、屋外メッシュ ネットワークと屋内 WLAN ネットワークの間で共有でき
ます。1 台のコントローラで、屋内と屋外のメッシュ AP を同時に制御することもできます。同じ 
WLAN が屋内と屋外の両方のメッシュ AP からブロードキャストされます。

Cisco 1500 シリーズ メッシュ AP のネットワークへの接
続

ここでは、ネットワークに Cisco 1500 シリーズ メッシュ AP を接続する方法について説明します。

ワイヤレス メッシュは、有線ネットワークの 2 地点で終端します。1 つ目は、RAP が有線ネット
ワークに接続されているロケーションで、そこではすべてのブリッジ トラフィックが有線ネッ
トワークに接続しています。2 つ目は、CAPWAP コントローラが有線ネットワークに接続するロ
ケーションです。そのロケーションでは、メッシュ ネットワークからの WLAN クライアント ト
ラフィックが有線ネットワークに接続しています（図 8-10 を参照）。CAPWAP からの WLAN ク
ライアント トラフィックはレイヤ 2 でトンネルされ、WLAN のマッチングは、コントローラがコ
ロケーションされている同じスイッチ VLAN で終端する必要があります。メッシュ上の各 
WLAN のセキュリティとネットワークの設定は、コントローラが接続されているネットワーク
のセキュリティ機能によって異なります。

図 8-10 メッシュ ネットワーク トラフィックの終端
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（注） HSRP 設定がメッシュ ネットワークで動作中の場合は、入出力マルチキャスト モードを設定す
ることを推奨します。マルチキャスト設定の詳細については、『Cisco Mesh Access Points, Design 
and Deployment Guide』を参照してください。
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