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CleanAir

CleanAirについて
Cisco CleanAirは、共有ワイヤレススペクトラムに関する問題に予防的に対応するスペクトラ
ムインテリジェンスソリューションです。この機能を使用すると、共有スペクトラムの全ユー

ザを確認できます（ネイティブデバイスと外部干渉源の両方）。また、ネットワークにおい

て、これらの情報に基づいて対処できるようになります。たとえば、干渉デバイスを手動で排

除することや、システムによって自動的にチャネルを変更して干渉を受けないようにすること

ができます。CleanAirは、スペクトラム管理と RF可視性を提供します。

Cisco CleanAirシステムは CleanAir対応アクセスポイント、Ciscoワイヤレス LANコントロー
ラおよび Cisco Prime Infrastructureで構成されます。アクセスポイントでは工業、科学、医療
用（ISM）帯域で動作しているすべてのデバイスの情報を収集し、これらの情報を潜在的な干
渉源として特定および評価し、CiscoWLCに転送します。CiscoWLCは、アクセスポイントを
制御してスペクトラムのデータを収集し、これらの情報を要求に応じてCiscoPrime Infrastructure
または Cisco Mobility Services Engine（MSE）に転送します。

Cisco CleanAirでは、ライセンス不要の帯域で動作している各デバイスについて、その種類、
場所、ワイヤレスネットワークに与える影響の程度、取るべき対策を提示します。これによっ

て RFがシンプルになり、管理者が RFのエキスパートである必要がなくなります。
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ワイヤレス LANシステムは、ライセンスが不要の 2.4 GHzおよび 5 GHz ISM帯域で動作しま
す。この帯域では電子レンジ、コードレス電話、Bluetoothデバイスなどの多数の機器が動作し
ているため、Wi-Fiの動作に悪影響が生じる可能性があります。

Voice over Wirelessや IEEE 802.11n無線通信などの非常に高度なWLANサービスの一部は、
ISM帯域を合法的に使用する他の機器からの干渉によって、重大な影響を受ける可能性があり
ます。この無線周波数（RF）の干渉に関する問題は、Cisco Unified Wireless Networkに Cisco
CleanAir機能を組み込むことによって解決できます。

CleanAirは、5GHzの無線メッシュでメッシュAPのバックホールでサポートされます。CleanAir
をバックホール無線機で有効にして、レポートインターフェイスの詳細と電波品質を提供でき

ます。

Cisco CleanAirシステムの Ciscoワイヤレス LANコントローラの役割

Cisco WLCは、Cisco CleanAirシステムにおいて次の処理を実行します。

•アクセスポイントにおける Cisco CleanAir機能を設定する。

• Cisco CleanAirの機能の設定やデータ収集のためのインターフェイスを提供する（GUI、
CLI、SNMP）。

•スペクトラムデータを表示する。

•アクセスポイントから電波品質レポートを収集して処理し、電波品質データベースに保存
する。電波品質レポート（AQR）には、特定されたすべての発生源からの干渉全体に関す
る情報（電波品質の指標（AQI）で表す）や、最も重大な干渉カテゴリの概要が記載され
ます。またCleanAirシステムでは、干渉の種類ごとのレポートに未分類の干渉情報を含め
ることができ、未分類の干渉デバイスによる干渉が頻繁に生じる場合に対処することがで

きます。

•アクセスポイントから干渉デバイスレポート（IDR）を収集して処理し、干渉デバイス
データベースに保存する。

•スペクトラムデータを PrimeインフラストラクチャおよびMSEに転送する。

Cisco CleanAirで検出できる干渉の種類

Cisco CleanAirでは、干渉を検出し、その干渉の発生箇所や重大度をレポートし、さまざまな
緩和方法を推奨することができます。これらの緩和方法には、PersistentDeviceAvoidance（PDA）
と Event Driven RRM（EDRRM）という 2つの方法があります。

Wi-Fiチップをベースとする RF管理システムには、次のような共通の特性があります。

• Wi-Fi信号として識別できない RFエネルギーはノイズとして報告される。

•チャネル計画の割り当てに使用するノイズの測定値は、一部のクライアントデバイスに悪
影響を及ぼす可能性のある不安定さや急速な変化を避けるために、一定の期間において平

均化される傾向がある。
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•測定値が平均化されることで、測定値の精度が低下する。そのため、平均化された後、ク
ライアントに混乱をもたらす信号が緩和を必要とするものに見えない場合がある。

•現在使用できる RF管理システムは、本質的にはすべて事後対応型である。

Cisco CleanAirはこれらと異なり、ノイズの発生源だけでなく、その場所やWLANに対する潜
在的な影響まで明確に特定することができます。このような情報を入手することにより、ネッ

トワーク内におけるノイズを考慮し、理にかなった、可能であれば予防的な判断を行うことが

できます。CleanAirでは、次の 2種類の干渉イベントが一般的です。

•永続的干渉

•突発的干渉

永続的干渉イベントは、本質的に固定型のデバイスから発生し、断続的ではあるものの、干渉

が大規模に反復して繰り返されるものを指します。たとえば、休憩室に設置してある電子レン

ジの場合を考えます。このような装置が動作するのは、1回につき 1～ 2分程度です。しかし
一旦動作すると、ワイヤレスネットワークと、関係するクライアントのパフォーマンスに非常

に大きな影響が生じます。Cisco CleanAirを使用すると、電子レンジなどの装置を無秩序なノ
イズとしてではなく明確に識別できるようになります。また、その装置によって影響を受ける

帯域の部分を正確に特定できます。そして、その設置場所も特定できるため、最も大きな影響

を受けるアクセスポイントを判別することができます。そして、この情報を使用してRRMに
指示し、範囲内にあるアクセスポイントに対してこの干渉源を避けるようなチャネル計画を選

択させることができます。この干渉は1日の大部分にわたって発生するものではないため、既
存のRF管理アプリケーションによって、影響を受けるアクセスポイントのチャネルの再変更
が試みられている場合もあります。しかし、永続的デバイスの回避は、干渉源が周期的に検出

されて永続的な状態が新たに発生する限り影響があり続けるという点で独特です。CiscoCleanAir
システムでは、電子レンジが存在することを認識し、それを将来のすべての計画に取り込みま

す。電子レンジまたはその近くのアクセスポイントを移動させた場合は、このアルゴリズムに

よって RRMが自動的に更新されます。

イベント駆動型RRMは、CiscoCleanAir対応でローカルモードにあるアクセスポイントによっ
てのみ動作します。

（注）

突発的干渉は、ネットワーク上に突然発生する干渉であり、おそらくは、あるチャネル、また

はある範囲内のチャネルが完全に妨害を受けます。CiscoCleanAirのイベント駆動型RRM機能
を使用すると、電波品質（AQ）に対してしきい値を設定できます。しきい値を超過した場合
には、影響を受けたアクセスポイントに対してチャネル変更がただちに行われます。ほとんど

の RF管理システムでは干渉を回避できますが、この情報がシステム全体に伝搬するには時間
を要します。CiscoCleanAirではAQ測定値を使用してスペクトラムを連続的に評価するため、
対応策を 30秒以内に実行します。たとえば、アクセスポイントがビデオカメラからの干渉を
受けた場合は、そのカメラが動作し始めてから 30秒以内にチャネル変更によってアクセスポ
イントを回復させることができます。Cisco CleanAirでは干渉源の識別と位置の特定も行うた
め、後からその装置の永続的な緩和処理も実行できます。
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Bluetoothデバイスの場合、Cisco CleanAir対応のアクセスポイントで干渉の検出と報告を行う
ことができるのは、そのデバイスがアクティブに送信しているときだけです。Bluetoothデバイ
スには、さまざまなパワーセーブモードがあります。たとえば、接続されたデバイス間でデー

タまたは音声がストリーム化されている最中に干渉が検出されます。

永続的デバイス

屋外型ブリッジや電子レンジなどの一部の干渉デバイスは、必要な場合にのみ送信を行いま

す。通常のRF管理基準では短時間の定期的な動作はたいていは検出されないままになるため、
このようなデバイスによってローカルのWLANに対する大規模な干渉が引き起こされる可能
性があります。CleanAirを使用すると、RRM DCAアルゴリズムによって、この影響が検出、
測定、登録、記録され、DCAアルゴリズムが調整されます。このため、その干渉源と同じ場
所にあるチャネル計画によって、その永続的デバイスによって影響を受けるチャネルの使用が

最小限に留められます。Cisco CleanAirでは、永続的デバイスの情報を検出して Cisco WLCに
保存し、チャネルの干渉の緩和に利用します。

永続的デバイスの検出

CleanAir対応の監視モードのアクセスポイントでは、設定されているすべてのチャネルで永続
的デバイスに関する情報を収集して、この情報を Cisco WLCに保存します。ローカル/ブリッ
ジモードの APは、稼働チャネルでのみ干渉デバイスを検出します。

永続的デバイスの伝搬

ローカルモードまたは監視モードのアクセスポイントによって検出された永続的デバイス情

報は、同じ Cisco WLCに接続されている隣接アクセスポイントに伝播されます。この機能に
より、永続的デバイスの制御や回避がより適切に行えるようになります。CleanAir対応アクセ
スポイントによって検出された永続的デバイスは、CleanAir非対応の隣接アクセスポイント
にも伝搬されるため、チャネル選択の品質が向上します。

アクセスポイントによる干渉源の検出

CleanAir対応のアクセスポイントで干渉デバイスが検出されると、複数のセンサーによる同じ
デバイスの検出をマージして、クラスタが作成されます。各クラスタには一意の IDを割り当
てます。一部のデバイスは、実際に必要になるまで送信時間を制限することによって電力を節

約しますが、その結果、スペクトラムセンサーでのそのデバイスの検出が一時的に停止しま

す。その後、このデバイスはダウンとして適正にマークされます。ダウンしたデバイスは、ス

ペクトラムデータベースから適正に削除されます。ある特定のデバイスに対する干渉源検出が

すべてレポートされる場合は、クラスタ IDを長期間にわたって有効とし、デバイス検出が増
大しないようにします。同じデバイスが再度検出された場合は、元のクラスタ IDとマージし
て、そのデバイスの検出履歴を保持します。

たとえば、Bluetooth対応のヘッドフォンが電池を使用して動作している場合があります。この
ようなデバイスでは、実際に必要とされていない場合には送信機を停止するなど、電力消費を

減らすための方法が採用されています。このようなデバイスは、分類処理の対象として現れた

り、消えたりを繰り返すように見えます。CleanAirでは、このようなデバイスを管理するため
に、クラスタ IDをより長く保持し、検出時には同じ 1つのレコードに再度マージされるよう
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にします。この処理によってユーザレコードの処理が円滑になり、デバイスの履歴が正確に表

現されるようになります。

CleanAirの前提条件

Cisco CleanAirは、CleanAir対応のアクセスポイントにのみ設定できます。

次のアクセスポイントモードを使用して、CiscoCleanAirスペクトラムモニタリングを実行で
きるのは、Cisco CleanAir対応のアクセスポイントだけです。

• Local：このモードでは、Cisco CleanAir対応の各アクセスポイント無線によって、現在の
動作チャネルだけに関する電波品質と干渉検出のレポートが作成されます。

• FlexConnect：FlexConnectアクセスポイントがコントローラに接続しているとき、その
Cisco CleanAir機能はローカルモードと同じになります。

• Monitor：Cisco CleanAirが監視モードで有効になっていると、そのアクセスポイントに
よって、モニタされているすべてのチャネルに関する電波品質と干渉検出のレポートが作

成されます。

次のオプションを使用できます。

• All：すべてのチャネル

• DCA：DCAリストによって管理されるチャネル選択

• Country：規制ドメイン内で合法なすべてのチャネル

APが 2台あり、一方が FlexConnectモード、もう一方が監視モー
ドであると仮定します。また、802.1x認証に対するEAP攻撃を有
効にするプロファイルが作成されていると仮定します。Airmagnet
（AM）ツールは、さまざまな種類の攻撃を発生させることので
きるツールですが、有効な APMACアドレスおよび STAMACア
ドレスを指定していても、攻撃の発生に失敗します。しかし、AM
ツールで AP MACアドレスと STA MACアドレスを交換すると
（つまり、AP MACアドレスを STA MACフィールドに指定し、
STA MACアドレスを AP MACフィールドに指定すると）、攻撃
を発生させることができ、監視モードの APでこれを検出できる
ようになります。

（注）

アクセスポイントは Primeインフラストラクチャでは AQヒート
マップに参加しません。

（注）

• SE-Connect：このモードを使用すると、外部のMicrosoft Windows XPまたは Vista PCで実
行されている Spectrum ExpertアプリケーションをCisco CleanAir対応のアクセスポイント
に接続して、詳細なスペクトラムデータを表示および分析できるようになります。Spectrum
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Expertアプリケーションは、controllerをバイパスしてアクセスポイントに直接接続しま
す。SE-Connectモードのアクセスポイントからは、Wi-Fi、RF、スペクトラムデータが
controllerに提供されません。すべての CleanAirシステム機能は、APがこのモードになっ
ていて、クライアントが実行されていない間、一時停止状態になります。このモードは、

リモートトラブルシューティングのみを対象としています。SpectrumExpertのアクティブ
な接続は最大で 3つまで可能です。

CleanAirの制約事項

•監視モードのアクセスポイントは、Wi-Fiトラフィックまたは 802.11パケットを送信しま
せん。これらは無線リソース管理（RRM）計画から除外され、隣接アクセスポイントの
リストに含まれません。IDRクラスタリングは、controllerがネットワーク内の隣接アクセ
スポイントを検出する機能に依存しています。複数のアクセスポイントから関係する干

渉デバイスを検出する機能を使用できるのは、監視モードのアクセスポイント間に限られ

ます。

• SpectrumExpert（SE）の接続機能は、ローカル、FlexConnect、ブリッジ、および監視の各
モードでサポートされています。アクセスポイントは、SpectrumExpertに現在のチャネル
に関するスペクトラム情報だけを提供します。ローカル、FlexConnect、およびブリッジの
各モードでは、スペクトラムデータは現在アクティブなチャネル（複数可）に対して有効

です。また監視モードでは、共通の監視対象チャネルリストを使用できます。アクセス

ポイントは AQ（電波品質）レポートと IDR（干渉デバイスレポート）をcontrollerに送り
続け、現在のモードに応じて通常の処理を実行します。スニファおよび不正検出のアクセ

スポイントモードは、CleanAirのスペクトラムモニタリングのすべてのタイプと互換性
がありません。

•スロット 2のモニタモードアクセスポイントは 2.4 GHzでのみ動作します。

•ローカルモードアクセスポイント 5つに対してモニタモードアクセスポイント 1つと
いう比率をお勧めします。これは、最適なカバレッジに関するネットワーク設計やエキス

パートのガイダンスによって異なる場合があります。

• SE Connectモードでは、Cisco 2500シリーズのCiscoWLCの物理ポートにアクセスポイン
トを直接接続しないでください。

• Spectrum Expert（Windows XPラップトップクライアント）と AP間では pingが可能であ
る必要があります。不可能な場合は正しく動作しません。
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コントローラでの Cisco CleanAirの設定

Cisco WLCでの Cisco CleanAirの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n] > [CleanAir]の順に選択して、[802.11a（または
802.11b）> CleanAir]ページを開きます。

ステップ 2 [CleanAir]チェックボックスをオンにして、802.11a/nまたは 802.11b/g/nネットワークで Cisco
CleanAirの機能を有効にします。Cisco WLCがスペクトラム干渉を検出しないようにするに
は、このチェックボックスをオフにします。デフォルトでは、この機能は無効な状態です。

ステップ 3 [Report Interferers]チェックボックスをオンにして、Cisco CleanAirシステムで検出した干渉源
をレポートできるようにします。CiscoWLCが干渉源をレポートしないようにするには、この
チェックボックスをオフにします。デフォルトでは、この機能は有効な状態です。

[Report Interferers]が無効の場合は、デバイスセキュリティアラーム、イベント駆動
型 RRM、および Persistent Device Avoidance（PDA）アルゴリズムは機能しません。

（注）

ステップ 4 CleanAirで検出できる永続型デバイスに関する情報を伝達できるようにするには、[Persistent
Device Propagation]チェックボックスをオンします。永続型デバイスの伝達を有効にすると、
同じCiscoWLCに接続されているネイバーAPに永続型デバイスの情報を伝達できます。永続
型の干渉源は、検出されない場合でも、常に存在し、WLANの動作に干渉します。

ステップ 5 Cisco CleanAirシステムによって検出およびレポートされる必要のある干渉源が [Interferences
to Detect]ボックスに表示されていて、検出される必要のない干渉源は [Interferences to Ignore]
ボックスに表示されていることを確認します。デフォルトでは、すべての干渉源が検出されま

す。選択できる干渉源の候補には、次のものがあります。

• [Bluetooth Paging Inquiry]：Bluetoothの検出（802.11b/g/nのみ）
• [Bluetooth Sco Acl]：Bluetoothリンク（802.11b/g/nのみ）
• [Generic DECT]：Digital Enhanced Cordless Communication（DECT）デジタルコードレス電
話

• [Generic TDD]：時分割複信（TDD）トランスミッタ
• [Generic Waveform]：連続トランスミッタ
• [Jammer]：電波妨害デバイス
• [Microwave]：電子レンジ（802.11b/g/nのみ）
• [Canopy]：Canopyブリッジデバイス
• [Spectrum 802.11 FH]：802.11周波数ホッピングデバイス（802.11b/g/nのみ）
• [Spectrum 802.11 inverted]：スペクトラム反転Wi-Fi信号を使用するデバイス
• [Spectrum 802.11 non std channel]：非標準のWi-Fiチャネルを使用するデバイス
• [Spectrum 802.11 SuperG]：802.11 SuperAGデバイス
• [Spectrum 802.15.4]：802.15.4デバイス（802.11b/g/nのみ）
• [Video Camera]：アナログビデオカメラ
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• [WiMAX Fixed]：WiMAX固定デバイス（802.11a/n/acのみ）
• [WiMAX Mobile]：WiMAXモバイルデバイス（802.11a/n/acのみ）
• [XBox]：Microsoft Xbox（802.11b/g/nのみ）

[Interferences to Detect]リストに BLEビーコン含めると、2.4 GHzを提供する無線がス
キャンのために定期的にオフチャネルになります。

（注）

Cisco WLCに関連付けられている APは、[Interferences to Detect]ボックスに表示され
ている干渉源に関する干渉レポートだけを送信します。この機能によって、対象とし

ない干渉源のほか、ネットワークにフラッディングを発生させたり、Cisco WLCや
Prime Infrastructureにパフォーマンスの問題を引き起こす可能性のある干渉源をフィ
ルタで除去することができます。フィルタリングによって、システムが通常のパフォー

マンスレベルに戻ることができます。

（注）

ステップ 6 Cisco CleanAirのアラームを次のように設定します。

a) [Enable AQI (Air Quality Index) Trap]チェックボックスをオンにして、電波品質アラームの
トリガーを有効にします。この機能を無効にするには、このチェックボックスをオフにし

ます。デフォルトでは、この機能は有効な状態です。

b) ステップ aで [Enable AQI Trap]チェックボックスをオンにした場合は、1～ 100（両端の
値を含む）の値を [AQI Alarm Thresholdフィールドに入力して、電波品質アラームをトリ
ガーするしきい値を指定します。電波品質がしきい値レベルを下回ると、アラームが生成

されます。値 1は最低の電波品質を表し、100は最高を表します。デフォルト値は 35で
す。

c) [AQI Alarm Threshold (1 to 100)]に任意の値を設定します。電波品質がしきい値に達した場
合にアラームが生成されます。デフォルトは 35です。有効な範囲は 1～ 100です。

d) [Enable trap for Unclassified Interferences]チェックボックスをオンにして、[AQI Alarm
Threshold]フィールドで指定した重大度しきい値を超える未分類の干渉が検出されたとき
にAQIアラームが発生するようにします。未分類の干渉とは、検出されたものの、識別可
能な干渉のタイプに該当しないものです。

e) [Threshold for Unclassified category trap (1 to 99)]に値を入力します。1～ 99の範囲で値を入
力します。デフォルトは 20です。これは未分類の干渉のカテゴリに対する重大度の指標
となるしきい値です。

f) [Enable Interference Type Trap]チェックボックスをオンにして、指定したデバイスタイプが
Cisco WLCによって検出されたときに干渉源アラームをトリガーするようにします。この
機能を無効にするには、このチェックボックスをオフにします。デフォルトでは、この機

能は有効な状態です。

g) 干渉源アラームをトリガーする必要のある干渉源が [Trap on These Types]ボックスに表示
され、干渉源アラームをトリガーする必要のない干渉源は [DoNotTraponTheseTypes]ボッ
クスに表示されていることを確認します。デフォルトでは、すべての干渉源が干渉アラー

ムを生成します。

たとえば、Cisco WLCが電波妨害デバイスを検出したときにアラームを送信するようにす
るには、[Enable Interference Type Trap]チェックボックスをオンにして、電波妨害デバイス
を [Trap on These Types]ボックスに移動します。

ワイヤレス QoS
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ステップ 7 [Apply]をクリックします。

ステップ 8 CiscoCleanAir対応のAPで非常に高いレベルの干渉が検出された場合、次の手順で、イベント
駆動型無線リソース管理（RRM）の実行をトリガーするように設定します。

a) [EDRRM]フィールドを見て、Event Driven RRM（EDRRM）の現在の状態を確認します。
これが有効である場合は、[Sensitivity Threshold]フィールドを見て、イベント駆動型 RRM
が起動されるしきい値レベルを確認します。

b) イベント駆動型 RRMの現在の状態や感度のレベルを変更する場合は、[Change Settings]を
クリックします。[802.11a（または 802.11b）] > [RRM]> [DynamicChannelAssignment (DCA)]
ページが表示されます。

c) [EDRRM]チェックボックスをオンにして、APが一定のレベルの干渉を検出した場合に
RRMの実行がトリガーされるようにします。この機能を無効にするにはチェックボック
スをオフにします。デフォルトでは、この機能は有効な状態です。

d) ステップ cで [EDRRM]チェックボックスをオンにした場合、[Sensitivity Threshold]ドロッ
プダウンリストから、[Low]、[Medium]、[High]、または [Custom]を選択して、RRMを
トリガーするしきい値を指定します。 APの干渉がしきい値レベルを上回ると、RRMは
ローカルの動的チャネル割り当て（DCA）の実行を開始し、ネットワークパフォーマンス
を改善できる場合は影響を受ける AP無線のチャネルを変更します。[Low]は、環境の変
更に対する感度を下げることを表すのに対して、[High]は、感度を上げることを表します。

EDRRMの感度のしきい値に [Custom]を選択した場合は、[Custom Sensitivity Threshold]
フィールドにしきい値を設定する必要があります。デフォルトの感度は 35です。

EDRRMAQのしきい値は、感度が [Low]の場合は 35、[Medium]の場合は 50、[High]の場
合は 60です。

e) 不正デューティサイクルを設定するには、[Rogue Contribution]チェックボックスをオンに
してから、[Rogue Duty-Cycle]でパーセント値を指定します。[Rogue Duty-Cycle]のデフォ
ルト値は 80%です。

f) 設定を保存します。

Cisco WLCでの Cisco CleanAirの設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、802.11ネットワークで Cisco CleanAir機能を設定します。

config {802.11a | 802.11b} cleanair {enable | disable} all

この機能を無効にすると、CiscoWLCはスペクトルデータをまったく受信しなくなります。デ
フォルトでは、この機能は無効な状態です。

ステップ 2 ネットワーク上のすべての関連するアクセスポイントの CleanAirを有効にします。

config {802.11a | 802.11b} cleanair enable network

メッシュアクセスポイントの 5 GHz無線で、CleanAirを有効にできます。

ワイヤレス QoS
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ステップ 3 次のコマンドを入力して、干渉検出を設定し、Cisco CleanAirシステムで検出する必要がある
干渉源を指定します。

config {802.11a | 802.11b} cleanair device {enable | disable} type

ここで、typeには次のいずれかを選択します。

• 802.11-fh：802.11周波数ホッピングデバイス（802.11b/g/nのみ）

• 802.11-inv：スペクトラム反転Wi-Fi信号を使用するデバイス
• 802.11-nonstd：非標準のWi-Fiチャネルを使用するデバイス
• 802.15.4：802.15.4デバイス（802.11b/g/nのみ）
• all：すべての干渉デバイスタイプ（これがデフォルト値です）
• bt-discovery：Bluetoothの検出（802.11b/g/nのみ）
• bt-link：Bluetoothリンク（802.11b/g/nのみ）
• canopy：Canopyデバイス
• cont-tx：連続トランスミッタ
• dect-like：Digital Enhanced Cordless Communication（DECT）デジタルコードレス電話
• jammer：電波妨害デバイス
• mw-oven：電子レンジ（802.11b/g/nのみ）
• superag：802.11 SuperAGデバイス
• tdd-tx：時分割複信（TDD）トランスミッタ
• video camera：アナログビデオカメラ
• wimax-fixed：WiMAX固定デバイス
• wimax-mobile：WiMAXモバイルデバイス
• xbox：Microsoft Xbox（802.11b/g/nのみ）

CiscoWLCにアソシエートされているアクセスポイントは、このコマンドで指定され
た干渉の種類についてのみ干渉レポートを送信します。この機能によって、ネット

ワークにフラッディングを発生させたり、CiscoWLCや Prim Infrastructureにパフォー
マンスの問題を引き起こす可能性のある干渉源をフィルタで除去することができま

す。フィルタリングによって、システムが通常のパフォーマンスレベルに戻ることが

できます。

（注）

ステップ 4 次のコマンドを入力して、電波品質アラームのトリガーを設定します。

config {802.11a | 802.11b} cleanair alarm air-quality {enable | disable}

デフォルト値はイネーブルです。

ステップ 5 次のコマンドを入力して、電波品質アラームをトリガーするしきい値を指定します。

config {802.11a | 802.11b} cleanair alarm air-quality threshold threshold

thresholdの値は、1～100（両端の値を含む）です。電波品質が閾値レベルを下回ると、アラー
ムが生成されます。値 1は最低の電波品質を表し、100は最高を表します。デフォルト値は 35
です。

ステップ 6 次のコマンドを入力して、干渉源アラームのトリガーを有効にします。

ワイヤレス QoS
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config {802.11a | 802.11b} cleanair alarm device {enable | disable}

デフォルト値は enableです。

ステップ 7 次のコマンドを入力して、アラームをトリガーする干渉源を指定します。

config {802.11a | 802.11b} cleanair alarm device type {enable | disable}

ここで、typeには次のいずれかを選択します。

• 802.11-fh：802.11周波数ホッピングデバイス（802.11b/g/nのみ）

• 802.11-inv：スペクトラム反転Wi-Fi信号を使用するデバイス

• 802.11-nonstd：非標準のWi-Fiチャネルを使用するデバイス
• 802.15.4：802.15.4デバイス（802.11b/g/nのみ）

• all：すべての干渉デバイスタイプ（これがデフォルト値です）

• bt-discovery：Bluetoothの検出（802.11b/g/nのみ）

• bt-link：Bluetoothリンク（802.11b/g/nのみ）

• canopy：Canopyデバイス

• cont-tx：連続トランスミッタ

• dect-like：Digital Enhanced Cordless Communication（DECT）デジタルコードレス電話

• jammer：電波妨害デバイス

• mw-oven：電子レンジ（802.11b/g/nのみ）

• superag：802.11 SuperAGデバイス

• tdd-tx：時分割複信（TDD）トランスミッタ

• video camera：アナログビデオカメラ

• wimax-fixed：WiMAX固定デバイス

• wimax-mobile：WiMAXモバイルデバイス

• xbox：Microsoft Xbox（802.11b/g/nのみ）

ステップ 8 次のコマンドを入力して、未分類のデバイスに対する電波品質アラームのトリガーを設定しま

す。

config {802.11a | 802.11b} cleanair alarm unclassified {enable | disable}

ステップ 9 次のコマンドを入力して、未分類のデバイスに対して電波品質アラームをトリガーするしきい

値を指定します。

config {802.11a | 802.11b} cleanair alarm unclassified threshold threshold

ワイヤレス QoS
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thresholdの値は、1～99バイト（両端の値を含む）です。電波品質が閾値レベルを下回ると、
アラームが生成されます。値 1は最低の電波品質を表し、100は最高を表します。デフォルト
値は 35です。

ステップ 10 次のコマンドを入力して、Cisco CleanAir対応のアクセスポイントで非常に高いレベルの干渉
が検出された場合に、Event Driven Radio Resource Management（RRM）の実行がトリガーされ
るよう設定します。

config advanced {802.11a | 802.11b} channel cleanair-event {enable | disable}：スペクトルイベン
ト駆動型 RRMを有効または無効にします。デフォルト値は [disabled]です。

config advanced {802.11a | 802.11b} channel cleanair-event sensitivity {low |medium | high |
custom}：RRMをトリガーするしきい値を指定します。アクセスポイントに対してしきい値レ
ベルを上回るレベルの干渉が発生すると、RRMによってローカルの動的チャネル割り当て
（DCA）の実行が開始され、可能であればネットワークのパフォーマンスが向上するように、
影響を受けているアクセスポイント無線のチャネルが変更されます。lowは、この環境内で変
更が行われる感度を下げることを表し、highはこの感度を上げることを表します。感度の値に
customを設定して、任意のレベルを選択することもできます。デフォルトは mediumです。

config advanced {802.11a | 802.11b} channel cleanair-event sensitivity threshold thresholdvalue：
しきい値感度を customに設定した場合は、カスタムしきい値を設定する必要があります。デ
フォルトは 35です。

ステップ 11 次のコマンドを入力して、干渉認識を設定して監視します。

• config advanced {802.11a | 802.11b} channel cleanair-event {enable | disable}
• config advanced {802.11a | 802.11b} channel cleanair-event rogue-contribution {enable | disable}
• config advanced {802.11a | 802.11b} channel cleanair-event rogue-contribution duty-cycle value
• show {802.11a | 802.11b} cleanair config
• debug airewave-director profile enable
• debug airewave-director channel enable

ステップ 12 次のコマンドを入力して、永続的デバイスの伝搬を有効にします。

config advanced {802.11a | 802.11b} channel pda-prop {enable | disable}

ステップ 13 次のコマンドを入力して、変更を保存します。

save config

ステップ 14 次のコマンドを入力して、802.11a/nまたは 802.11b/g/nネットワークに対するCisco CleanAirの
設定を確認します。

show {802.11a | 802.11b} cleanair config

以下に類似した情報が表示されます。

(Cisco Controller) >show 802.11a cleanair config

Clean Air Solution............................... Disabled
Air Quality Settings:

Air Quality Reporting........................ Enabled
Air Quality Reporting Period (min)........... 15
Air Quality Alarms........................... Enabled
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Air Quality Alarm Threshold................ 35
Unclassified Interference.................. Disabled
Unclassified Severity Threshold............ 20

Interference Device Settings:
Interference Device Reporting................ Enabled
Interference Device Types:

TDD Transmitter.......................... Enabled
Jammer................................... Enabled
Continuous Transmitter................... Enabled
DECT-like Phone.......................... Enabled
Video Camera............................. Enabled
WiFi Inverted............................ Enabled
WiFi Invalid Channel..................... Enabled
SuperAG.................................. Enabled
Canopy................................... Enabled
WiMax Mobile............................. Enabled

WiMax Fixed.............................. Enabled
Interference Device Alarms................... Enabled

Interference Device Types Triggering Alarms:
TDD Transmitter.......................... Disabled
Jammer................................... Enabled
Continuous Transmitter................... Disabled
DECT-like Phone.......................... Disabled
Video Camera............................. Disabled
WiFi Inverted............................ Enabled
WiFi Invalid Channel..................... Enabled
SuperAG.................................. Disabled
Canopy................................... Disabled
WiMax Mobile............................. Disabled
WiMax Fixed.............................. Disabled

Additional Clean Air Settings:
CleanAir ED-RRM State........................ Disabled
CleanAir ED-RRM Sensitivity.................. Medium
CleanAir ED-RRM Custom Threshold............. 50
CleanAir Persistent Devices state............ Disabled
CleanAir Persistent Device Propagation....... Enabled

ステップ 15 次のコマンドを入力して、802.11a/n/acまたは 802.11b/g/nネットワークに対するスペクトルイ
ベント駆動型 RRMの設定を確認します。

show advanced {802.11a | 802.11b} channel

以下に類似した情報が表示されます。

Automatic Channel Assignment
Channel Assignment Mode........................ AUTO
Channel Update Interval........................ 600 seconds [startup]
Anchor time (Hour of the day).................. 0
Channel Update Contribution.................... SNI
CleanAir Event-driven RRM option.............. Enabled

CleanAir Event-driven RRM sensitivity...... Medium

ワイヤレス QoS
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アクセスポイントに対する Cisco CleanAirの設定

アクセスポイントに対する Cisco CleanAirの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [Access Points] > [Radios] > [802.11a/n]または [802.11b/g/n]を選択して、[802.11a/n/ac
（または 802.11b/g/n）Radios]ページを開きます。

ステップ 2 カーソルを目的のアクセスポイントの青いドロップダウン矢印の上に置いて [Configure]をク
リックします。[802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）Cisco APs > Configure]ページが表示されま
す。

[CleanAir Capable]フィールドには、このアクセスポイントが CleanAirの機能に対応している
かどうかが表示されます。対応している場合は、次の手順に進み、このアクセスポイントに対

して CleanAirを有効または無効にします。アクセスポイントが CleanAirの機能に対応してい
ない場合は、このアクセスポイントに対して CleanAirを有効にすることはできません。

デフォルトでは、Cisco CleanAirの機能は無線に対して有効になっています。（注）

ステップ 3 [CleanAir Status]ドロップダウンリストから [Enable]を選択して、このアクセスポイントに対
してCisco CleanAirの機能を有効にします。このアクセスポイントでCleanAirの機能を無効に
するには、[Disable]を選択します。デフォルト値は [Enable]です。この設定は、このアクセス
ポイントに対するグローバルな CleanAirの設定より優先します。

[Number of Spectrum Expert Connections]テキストボックスには、このアクセスポイント無線に
現在接続しているSpectrumExpertアプリケーションの数が表示されます。アクティブな接続は
最大で 3つまで可能です。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

ステップ 5 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 6 [Back]をクリックして、[802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）Radios]ページに戻ります。

ステップ 7 [802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）Radios]ページの [CleanAir Status]テキストボックスを見て、
各アクセスポイント無線の Cisco CleanAirステータスを確認します。

Cisco CleanAirのステータスは次のいずれかになります。

• [UP]：アクセスポイント無線に対するスペクトラムセンサーが現在正常に動作中です（エ
ラーコード 0）。

• [DOWN]：アクセスポイント無線に対するスペクトラムセンサーは、エラーが発生したた
めに現在動作していません。最も可能性の高いエラーの原因は、アクセスポイント無線が

無効になっていることです（エラーコード8）。このエラーを修正するには、無線を有効
にしてください。

• [ERROR]：アクセスポイント無線に対するスペクトラムセンサーがクラッシュしており
（エラーコード 128）、この無線に対するCleanAirのモニタリングが機能していません。
このエラーが発生した場合は、アクセスポイントをリブートしてください。エラーが引き
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続き発生する場合は、この無線に対して Cisco CleanAirの機能を無効にすることもできま
す。

• [N/A]：このアクセスポイント無線は Cisco CleanAirの機能に対応していません。

フィルタを作成して、Cisco CleanAirの特定のステータス（UP、DOWN、ERROR、
N/Aなど）を持つアクセスポイント無線だけを表示する [802.11a/n/ac Radios]ページ
や [802.11b/g/nRadios]ページを作成することもできます。この機能は、アクセスポイ
ント無線のリストが複数ページに渡るために一目ですべてを確認できない場合に特に

役立ちます。フィルタを作成するには、[Change Filter]をクリックして [Search AP]ダ
イアログボックスを開き、[CleanAir Status]チェックボックスを 1つ以上選択して、
[Find]をクリックします。検索基準に一致するアクセスポイント無線のみが
[802.11a/n/ac Radios]ページまたは [802.11b/g/n Radios]ページに表示されます。また、
ページ上部の [Current Filter]パラメータには、リストの作成に使用したフィルタが表
示されます（たとえば、CleanAir Status：UP）。

（注）

アクセスポイントに対する Cisco CleanAirの設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、特定のアクセスポイントに Cisco CleanAirの機能を設定します。

config {802.11a | 802.11b} cleanair {enable | disable}Cisco_AP

ステップ 2 次のコマンドを入力して、変更を保存します。

save config

ステップ 3 次のコマンドを入力して、802.11a/n/acまたは 802.11b/g/nネットワークにある特定のアクセス
ポイントの Cisco CleanAirの設定を確認します。

show ap config {802.11a | 802.11b} Cisco_AP

以下に類似した情報が表示されます。

Cisco AP Identifier.............................. 0
Cisco AP Name.................................... CISCO_AP3500
...
Spectrum Management Information

Spectrum Management Capable.............. Yes
Spectrum Management Admin State.......... Enabled
Spectrum Management Operation State...... Up
Rapid Update Mode........................ Disabled
Spectrum Expert connection............... Disabled

Spectrum Sensor State................. Configured (Error code = 0)
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干渉デバイスのモニタリング

干渉デバイスをモニタリングするための前提条件

Cisco CleanAirは、CleanAir対応のアクセスポイントにのみ設定できます。

干渉デバイスのモニタリング（GUI）

手順

ステップ 1 [Monitor] > [Cisco CleanAir] > [802.11a/n]または [802.11b/g/n] > [Interference Devices]の順に選
択して、[CleanAir > Interference Devices]ページを開きます。

このページには、次の情報が表示されます。

• [AP Name]：干渉デバイスが検出されたアクセスポイントの名前

• [Radio Slot #]：無線が取り付けられているスロット。

• [Interferer Type]：干渉源のタイプ。

• [Affected Channel]：デバイスから影響を受けているチャネル。

• [Detected Time]：干渉が検出された時刻。

• [Severity]：干渉デバイスの重大度の指標。

• [Duty Cycle (%)]：干渉デバイスが動作している間の時間の割合。

• [RSSI]：アクセスポイントの受信信号強度表示（RSSI）。

• [DevID]：一意に識別できる干渉デバイスのデバイス識別番号。

• [ClusterID]：デバイスのタイプを一意に識別できるクラスタ識別番号。

ステップ 2 ある基準に基づいて干渉デバイスに関する情報を表示するには、[Change Filter]をクリックし
ます。

ステップ 3 フィルタを削除して、アクセスポイントのリスト全体を表示するには、[Clear Filter]をクリッ
クします。

次に示すパラメータに基づいて干渉デバイスのリストを表示するフィルタを作成することがで

きます。

• [Cluster ID]：クラスタ IDに基づいてフィルタリングを行うには、このチェックボックス
をクリックして、このフィールドの隣にあるテキストボックスにクラスタ IDを入力しま
す。

• [AP Name]：アクセスポイントの名前に基づいてフィルタリングを行うには、このチェッ
クボックスをクリックして、このフィールドの隣にあるテキストボックスにアクセスポ

イントの名前を入力します。

ワイヤレス QoS
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• [InterfererType]：干渉デバイスのタイプに基づいてフィルタリングを行うには、このチェッ
クボックスをクリックして、オプションから干渉デバイスを選択します。

次のいずれかの干渉デバイスを選択します。

• BT Link

• MWOven

• 802.11 FH

• BT Discovery

• TDD Transmit

• Jammer

• Continuous TX

• DECT Phone

• Video Camera

• 802.15.4

• WiFi Inverted

• WiFi Inv. Ch

• SuperAG

• Canopy

• XBox

• WiMax Mobile

• WiMax Fixed

• WiFi ACI

• Unclassified

• Activity Channels

• Severity

• Duty Cycle (%)

• RSSI

ステップ 4 [Find]をクリックします。

現在選択されているフィルタパラメータは、[Current Filter]フィールドに表示されます。
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干渉デバイスのモニタリング（CLI）

アクセスポイントによる干渉源の検出

手順

目的コマンドまたはアクション

show {802.11a | 802.11b} cleanair device
ap Cisco_AP

802.11a/n/acまたは 802.11b/g/n無線帯域
の特定のアクセスポイントによって検

ステップ 1

出されたすべての干渉源の情報を表示す

るには、次のコマンドを入力します。
CleanAir対応のアクセスポイントで干
渉デバイスが検出されると、複数のセン

サーによる同じデバイスの検出をマージ

して、クラスタが作成されます。各クラ

スタには一意の IDを割り当てます。一
部のデバイスは、実際に必要になるまで

送信時間を制限することによって電力を

節約しますが、その結果、スペクトラム

センサーでのそのデバイスの検出が一時

的に停止します。その後、このデバイス

はダウンとして適正にマークされます。

ダウンしたデバイスは、スペクトラム

データベースから適正に削除されます。

ある特定のデバイスに対する干渉源検出

がすべてレポートされる場合は、クラス

タ IDを長期間にわたって有効とし、デ
バイス検出が増大しないようにします。

同じデバイスが再度検出された場合は、

元のクラスタ IDとマージして、そのデ
バイスの検出履歴を保持します。

たとえば、Bluetooth対応のヘッドフォ
ンが電池を使用して動作している場合が

あります。このようなデバイスでは、実

際に必要とされていない場合には送信機

を停止するなど、電力消費を減らすため

の方法が採用されています。このような

デバイスは、分類処理の対象として現れ

たり、消えたりを繰り返すように見えま

す。CleanAirでは、このようなデバイス
を管理するために、クラスタ IDをより
長く保持し、検出時には同じ 1つのレ
コードに再度マージされるようにしま

す。この処理によってユーザレコード

の処理が円滑になり、デバイスの履歴が

正確に表現されるようになります。
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デバイスのタイプによる干渉源の検出

手順

目的コマンドまたはアクション

show {802.11a | 802.11b} cleanair device
type type

802.11a/n/acまたは 802.11b/g/n無線帯域
について、特定のデバイスタイプのす

ステップ 1

べての干渉源の情報を表示するには、次

のコマンドを入力します。
ここで、typeには次のいずれかを選択し
ます。

• 802.11a

• 802.11-inv：スペクトラム反転
Wi-Fi信号を使用するデバイス

• 802.11-nonstd：非標準のWi-Fi
チャネルを使用するデバイス

• canopy：Canopyブリッジデバ
イス

• cont-tx：連続トランスミッタ

• dect-like：Digital Enhanced
Cordless Communication
（DECT）デジタルコードレス
電話

• jammer：電波妨害デバイス

• superag：802.11 SuperAGデバ
イス

• tdd-tx：時分割複信（TDD）ト
ランスミッタ

• video：ビデオデバイス

• wimax-fixed：WiMAX固定デバ
イス

• wimax-mobile：WiMAXモバイ
ルデバイス

• 802.11b

• bt-link：Bluetoothリンクデバ
イス

• bt-discovery：Bluetooth検出デ
バイス
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目的コマンドまたはアクション

• ble-beacon：BLEビーコンデバ
イス

• mw-oven：電子レンジデバイ
ス

• 802.11-fh：802.11周波数ホッピ
ングデバイス

• 802.15.4：802.15.4デバイス

• tdd-tx：時分割複信（TDD）ト
ランスミッタ

• jammer：電波妨害デバイス

• cont-tx：連続トランスミッタ

• dect-like：Digital Enhanced
Cordless Communication
（DECT）デジタルコードレス
電話

• video：ビデオデバイス

• 802.11-inv：スペクトラム反転
Wi-Fi信号を使用するデバイス

• 802.11-nonstd：非標準のWi-Fi
チャネルを使用するデバイス

• superag：802.11 SuperAGデバ
イス

• canopy：Canopyブリッジデバ
イス

• wimax-mobile：WiMAXモバイ
ルデバイス

• wimax-fixed：WiMAX固定デバ
イス

• msft-xbox：Microsoft Xboxデバ
イス

Cisco APで検出できる干渉源
は最大で 25個です。

（注）
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永続的干渉源の検出

手順

802.11a/n/acまたは 802.11b/g/n無線帯域にある特定のアクセスポイントに対する永続的干渉源
の一覧を表示するには、次のコマンドを入力します。

show ap auto-rf {802.11a | 802.11b} Cisco_AP

永続的デバイスのモニタリング（GUI）

手順

[Wireless] > [Access Points] > [Radios] > [802.11a/n]または [802.11b/g/n]を選択して、[802.11a/n/ac
（または 802.11b/g/n）Radios]ページを開きます。カーソルを目的のアクセスポイントの青い
ドロップダウン矢印の上に置いて [Detail]をクリックします。[802.11a/n/ac（または802.11b/g/n）
AP Interfaces] > [Detail]ページが表示されます。

このページには、アクセスポイントの詳細と、このアクセスポイントによって検出された永

続的デバイスのリストが表示されます。永続的デバイスの詳細は、[PersistentDevices]セクショ
ンの下に表示されます。

それぞれの永続的デバイスについて、次の情報が表示されます。

• [Class Type]：永続的デバイスの分類タイプ。

• [Channel]：このデバイスが影響を与えているチャネル。

• [DC(%)]：永続的デバイスのデューティサイクル（パーセンテージ）。

• [RSSI(dBm)]：永続的デバイスの RSSIインジケータ。

• [Last Seen Time]：このデバイスが最後にアクティブになったときのタイムスタンプ。

永続的デバイスのモニタリング（CLI）

手順

目的コマンドまたはアクション

show ap auto-rf {802.11a | 802.11b}
ap_name

CLIを使用して永続的デバイスの一覧を
表示するには、次のコマンドを入力しま

す。

ステップ 1

以下に類似した情報が表示されます。
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目的コマンドまたはアクション

Number Of
Slots..................................
2
AP
Name..........................................
AP_1142_MAP
MAC
Address......................................
c4:7d:4f:3a:35:38
Slot

ID........................................
1
Radio

Type.....................................
RADIO_TYPE_80211a
Sub-band

Type..................................
All
Noise Information

. . ..

. . . .
Power
Level..................................
1

RTS/CTS
Threshold............................
2347

Fragmentation
Threshold...................... 2346

Antenna
Pattern..............................
0

Persistent Interference Devices
Class Type Channel

DC (%%) RSSI (dBm) Last Update Time

------------------------- -------
------ ----------
------------------------
Video Camera 149
100 -34 Tue Nov 8
10:06:25 2011

それぞれの永続的デバイスについて、次

の情報が表示されます。

• [Class Type]：永続的デバイスの分
類タイプ。

• [Channel]：このデバイスが影響を与
えているチャネル。

• [DC(%)]：永続的デバイスのデュー
ティサイクル（パーセンテージ）。
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目的コマンドまたはアクション

• [RSSI(dBm)]：永続的デバイスの
RSSIインジケータ。

• [Last SeenTime]：このデバイスが最
後にアクティブになったときのタイ

ムスタンプ。

無線帯域の電波品質のモニタリング

この項では、Cisco WLCの GUIと CLIの両方を使用して、802.11a/n/acおよび 802.11b/g/n無線
帯域の電波品質をモニタする方法について説明します。

無線帯域の電波品質のモニタリング（GUI）

手順

[Monitor] > [Cisco CleanAir] > [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n] > [Air Quality Report]を選択し
て、[CleanAir > Air Quality Report]ページを開きます。

このページには、802.11a/n/acと 802.11b/g/nの両方の無線帯域の電波品質が表示されます。特
に、次の情報が表示されます。

• [APName]：802.11a/n/acまたは802.11b/g/n無線帯域において、電波品質が最悪と報告され
ているアクセスポイントの名前。

• [Radio Slot]：無線が取り付けられているスロットの番号。

• [Channel]：電波品質をモニタしている無線チャネル。

• [Minimum AQ]：この無線チャネルの最低電波品質。

• [Average AQ]：この無線チャネルの平均電波品質。

• [Interferer]：802.11a/n/acまたは 802.11b/g/n無線帯域で無線によって検出された干渉源の
数。

• [DFS]：動的周波数選択。DFSが有効かどうかを表します。
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無線帯域の電波品質のモニタリング（CLI）

電波品質のサマリーの表示

手順

802.11a/n/acまたは 802.11b/g/n無線帯域の電波品質のサマリーを表示するには、次のコマンド
を入力します。

show {802.11a | 802.11b} cleanair air-quality summary

ある無線帯域のすべてのアクセスポイントの電波品質の表示

手順

802.11a/n/acまたは 802.11b/g/nのアクセスポイントとその電波品質の情報を表示するには、次
のコマンドを入力します。

show {802.11a | 802.11b} cleanair air-quality

ある無線帯域のアクセスポイントの電波品質の表示（CLI）

手順

802.11a/n/acまたは 802.11b/g/n無線帯域にある特定のアクセスポイントの電波品質に関する情
報を表示するには、次のコマンドを入力します。

show {802.11a | 802.11b} cleanair air-quality Cisco_AP

無線帯域の電波品質（ワーストケース）のモニタリング（GUI）

手順

ステップ 1 [Monitor] > [Cisco CleanAir] > [Worst Air-Quality]の順に選択して、[CleanAir > Worst Air Quality
Report]ページを開きます。

このページには、802.11a/n/acと 802.11b/g/nの両方の無線帯域の電波品質が表示されます。特
に、次の情報が表示されます。
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• [AP Name]：802.11無線帯域において、電波品質が最悪と報告されているアクセスポイン
トの名前。

• [Channel Number]：電波品質が最悪と報告された無線チャネル。

• [Minimum Air Quality Index(1 to 100)]：この無線チャネルの最低電波品質。電波品質の指標
（AQI）の値は、100が最高で、1が最悪です。

• [Average Air Quality Index(1 to 100)]：この無線チャネルの平均電波品質。電波品質の指標
（AQI）の値は、100が最高で、1が最悪です。

• [Interference Device Count]：802.11無線帯域で無線によって検出された干渉源の数。

ステップ 2 特定のアクセスポイント無線に対する永続的干渉源の一覧を確認するには、次の手順を実行し
ます。

a) [Wireless] > [Access Points] > [Radios] > [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]の順に選択して、
[802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）Radios]ページを開きます。

b) カーソルを目的のアクセスポイント無線の青いドロップダウン矢印の上に置いて
[CleanAir-RRM]をクリックします。[802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）Cisco APs > Access
Point Name > Persistent Devices]ページが表示されます。このページには、このアクセスポ
イント無線によって検出された干渉源のデバイスタイプが一覧されます。また、干渉が検

出されたチャネル、干渉がアクティブだった時間のパーセンテージ（デューティサイク

ル）、干渉源の受信信号強度（RSSI）、および干渉が最後に検出された日付と時刻も表示
されます。

無線帯域の電波品質（ワーストケース）のモニタリング（CLI）

この項では、802.11無線帯域の電波品質のモニタに使用できるコマンドについて説明します。

電波品質のサマリーの表示（CLI）

802.11a/n/acまたは 802.11b/g/n無線帯域の電波品質のサマリーを表示するには、次のコマンド
を入力します。

show {802.11a | 802.11b} cleanair air-quality summary

特定の無線帯域におけるすべてのアクセスポイントの中で最も悪い電波品質に関する情報の表示（CLI）

802.11a/n/acまたは 802.11b/g/nのアクセスポイントとその電波品質（ワーストケース）につい
ての情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

show {802.11a | 802.11b} cleanair air-quality worst

特定の無線帯域のアクセスポイントの電波品質の表示（CLI）

次のコマンドを入力して、802.11無線帯域の特定のアクセスポイントに関する電波品質情報を
表示します。

show {802.11a | 802.11b} cleanair air-quality Cisco_AP
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デバイスタイプごとのアクセスポイントの電波品質の表示（CLI）

• 802.11a/n/acまたは 802.11b/g/n無線帯域の特定のアクセスポイントによって検出されたす
べての干渉源の情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

show {802.11a | 802.11b} cleanair device ap Cisco_AP

• 802.11a/nまたは 802.11b/g/n無線帯域について、特定のデバイスタイプのすべての干渉源
の情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

show {802.11a | 802.11b} cleanair device type type

ここで、typeには次のいずれかを選択します。

• 802.11a

• 802.11-inv：スペクトラム反転Wi-Fi信号を使用するデバイス

• 802.11-nonstd：非標準のWi-Fiチャネルを使用するデバイス

• canopy：Canopyブリッジデバイス

• cont-tx：連続トランスミッタ

• dect-like：Digital Enhanced Cordless Communication（DECT）デジタルコードレス
電話

• jammer：電波妨害デバイス

• superag：802.11 SuperAGデバイス

• tdd-tx：時分割複信（TDD）トランスミッタ

• video：ビデオデバイス

• wimax-fixed：WiMAX固定デバイス

• wimax-mobile：WiMAXモバイルデバイス

• 802.11b

• bt-link：Bluetoothリンクデバイス

• bt-discovery：Bluetooth検出デバイス

• ble-beacon：BLEビーコンデバイス

• mw-oven：電子レンジデバイス

• 802.11-fh：802.11周波数ホッピングデバイス

• 802.15.4：802.15.4デバイス

• tdd-tx：時分割複信（TDD）トランスミッタ

• jammer：電波妨害デバイス

• cont-tx：連続トランスミッタ
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• dect-like：Digital Enhanced Cordless Communication（DECT）デジタルコードレス
電話

• video：ビデオデバイス

• 802.11-inv：スペクトラム反転Wi-Fi信号を使用するデバイス

• 802.11-nonstd：非標準のWi-Fiチャネルを使用するデバイス

• superag：802.11 SuperAGデバイス

• canopy：Canopyブリッジデバイス

• wimax-mobile：WiMAXモバイルデバイス

• wimax-fixed：WiMAX固定デバイス

• msft-xbox：Microsoft Xboxデバイス

永続的干渉源の検出（CLI）

802.11a/n/acまたは 802.11b/g/n無線帯域にある特定のアクセスポイントに対する永続的干渉源
の一覧を表示するには、次のコマンドを入力します。

show ap auto-rf {802.11a | 802.11b} Cisco_AP

メディアと EDCA

アグレッシブロードバランシング

アグレッシブロードバランシングの設定について

コントローラ上でアグレッシブロードバランシングを有効にすると、ワイヤレスクライアン

トの負荷を Lightweightアクセスポイント間で分散することができます。アグレッシブロード
バランシングはコントローラを使用して有効にできます。

クライアントの負荷は、同じコントローラ上のアクセスポイント間で分散されます。別のコン

トローラ上のアクセスポイントとの間では、ロードバランシングは行われません。

（注）

ワイヤレスクライアントが Lightweightアクセスポイントへのアソシエートを試みると、アソ
シエーション応答パケットとともに802.11応答パケットがクライアントに送信されます。この
802.11応答パケットの中にステータスコード 17があります。コード 17は APがビジー状態で
あることを示します。APのしきい値に達成しなければ、APからは「success」を示すアソシ
エーション応答は返りません。AP使用率のしきい値を超えると、コード 17（APビジー）が
返り、処理能力に余裕がある別の APがクライアント要求を受け取ります。
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たとえば、AP1上のクライアント数が、AP2のクライアント数とロードバランシングウィン
ドウの和を上回っている場合は、AP1の負荷は AP2よりも高いと判断されます。クライアン
トが AP1にアソシエートしようとすると、ステータスコード 17が含まれている 802.11応答
パケットがクライアントに送信されます。アクセスポイントの負荷が高いことがこのステータ

スコードからわかるので、クライアントは別のアクセスポイントへのアソシエーションを試

みます。

コントローラは、クライアントアソシエーションを10回まで拒否するように設定できます（ク
ライアントがアソシエーションを 11回試みた場合、11回目の試行時にアソシエーションが許
可されます）。また、特定のWLAN上でロードバランシングを有効にするか、無効にするか
も指定できます。これは、特定のクライアントグループ（遅延に敏感な音声クライアントな

ど）に対してロードバランシングを無効にする場合に便利です。

300ミリ秒を超えて遅延を設定すると、音声クライアントは認証しません。これを避けるには、
中央認証（CCKMによるWLANのローカルスイッチング）を設定し、さらに APとWLC間
に遅延 600 ms（UPと DOWNそれぞれ 300 ms）の Pagentルータを設定して、音声クライアン
トをアソシエートします

（注）

パッシブスキャンクライアントは、ロードバランシングが有効か無効かに関係なく、APに
関連付けられます。

Cisco 600シリーズ OfficeExtendアクセスポイントはクライアントロードバランシングをサ
ポートしません。

7.4リリースでは、FlexConnectアクセスポイントはクライアントロードバランシングをサポー
トします。

（注）

隣接 APのWANインターフェイスの使用率を分析するようにコントローラを設定して、負荷
が軽い AP間のクライアントをロードバランスすることができます。これを設定するには、
ロードバランシングしきい値を定義します。しきい値を定義することによって、WANイン
ターフェイスの使用率（%）を測定できます。たとえば、50というしきい値を設定すると、
AP-WANインターフェイスで 50%以上の使用率を検出した場合にロードバランシングがトリ
ガされます。

FlexConnectAPの場合は、アソシエーションがローカルに処理されます。ロードバランシング
の判断は、Cisco WLCで行われます。FlexConnect APは、Cisco WLCの計算結果を確認する前
に、まず、クライアントに応答を返します。FlexConnect APがスタンドアロンモードの場合
は、ロードバランシングが適用されません。

FlexConnect APは、ローカルモードの APと同様にロードバランシング用のステータス 17で
（再）アソシエーション応答を送信しません。代わりに、ステータス 0（成功）で（再）アソ
シエーションを送信してから、理由 5で認証解除を送信します。

（注）
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アグレッシブなロードバランシングの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [Advanced] > [Load Balancing]を選択して、[Load Balancing]ページを開きます。

ステップ 2 [Client Window Size]テキストボックスに、1～ 20の値を入力します。

このウィンドウサイズは、アクセスポイントの負荷が高すぎてそれ以上はクライアントアソ

シエーションを受け付けることができないかどうかを判断するアルゴリズムで使用されます。

ロードバランシングウィンドウ+最も負荷が低いアクセスポイント上のクライアントアソシ
エーション数 =ロードバランシングしきい値

特定のクライアントデバイスからアクセス可能なアクセスポイントが複数ある場合に、アク

セスポイントはそれぞれ、アソシエートしているクライアントの数が異なります。クライアン

トの数が最も少ないアクセスポイントは、負荷が最も低くなります。クライアントウィンド

ウサイズと、負荷が最も低いアクセスポイント上のクライアント数の合計がしきい値となり

ます。クライアントアソシエーションの数がこの閾値を超えるアクセスポイントはビジー状

態であるとみなされ、クライアントがアソシエートできるのは、クライアント数が閾値を下回

るアクセスポイントだけとなります。

ステップ 3 [Maximum Denial Count]テキストボックスに、0～ 10の値を入力します。

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。

ステップ 4 [Apply]をクリックします。

ステップ 5 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 6 特定のWLAN上でアグレッシブロードバランシングを有効または無効にするには、次の手順
を実行します。

a) [WLANs] > [WLAN ID]を選択します。[WLANs > Edit]ページが表示されます。
b) [Advanced]タブで、[Client Load Balancing]チェックボックスをオンまたはオフにします。
c) [Apply]をクリックします。
d) [Save Configuration]をクリックします。

アグレッシブなロードバランシングの設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、アグレッシブロードバランシング用のクライアントウィンドウを
設定します。

config load-balancing window client_count

client_countパラメータには、0～ 20の範囲内の値を入力できます。
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ステップ 2 次のコマンドを入力して、ロードバランシング用の拒否回数を設定します。

config load-balancing denial denial_count

denial_countパラメータには、1～ 10の範囲内の値を入力できます。

ステップ 3 次のコマンドを入力して、変更を保存します。
save config

ステップ 4 次のコマンドを入力して、特定のWLAN上のアグレッシブロードバランシングを有効または
無効にします。

config wlan load-balance allow {enable | disable} wlan_ID

wlan_IDパラメータには、1～ 512の範囲内の値を入力できます。

ステップ 5 次のコマンドを入力して、設定を確認します。

show load-balancing

ステップ 6 次のコマンドを入力して、変更を保存します。
save config

ステップ 7 次のコマンドを入力して、WLANのロードバランシングモードを設定します。

config wlan load-balance mode {client-count | uplink-usage} wlan-id

この機能では、APがコントローラにアップリンクの使用状況の統計情報を定期的にアップロー
ドする必要があります。次のコマンドを入力して、これらの統計を確認してください。

show ap stats system cisco-AP

メディアセッションとスヌーピング

メディアセッションスヌーピングおよびレポートについて

この機能により、アクセスポイントは Session Initiation Protocol（SIP）の音声コールの確立、
終了、および失敗を検出し、それをコントローラおよびCisco Prime Infrastructureにレポートで
きます。各WLANに対して、Voice over IP（VoIP）のスヌーピングおよびレポートを有効ま
たは無効にできます。

VoIP Media Session Aware（MSA）スヌーピングを有効にすると、このWLANをアドバタイズ
するアクセスポイント無線は、SIP RFC 3261に準拠する SIP音声パケットを検索します。非
RFC 3261準拠の SIP音声パケットや Skinny Call Control Protocol（SCCP）音声パケットは検索
しません。ポート番号 5060に宛てた、またはポート番号 5060からの SIPパケット（標準的な
SIPシグナリングポート）はいずれも、詳細検査の対象として考慮されます。アクセスポイン
トでは、Wi-FiMultimedia（WMM）クライアントと非WMMクライアントがコールを確立して
いる段階、コールがアクティブになった段階、コールの終了処理の段階を追跡します。両方の

クライアントタイプのアップストリームパケット分類は、アクセスポイントで行われます。

ダウンストリームパケット分類は、WMMクライアントはコントローラで、非WMMクライ
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アントはアクセスポイントで行われます。アクセスポイントは、コールの確立、終了、失敗

など、主要なコールイベントをコントローラと Cisco Prime Infrastructureに通知します。

VoIP MSAコールに関する詳細な情報がコントローラによって提供されます。コールが失敗し
た場合、コントローラはトラブルシューティングで有用なタイムスタンプ、障害の原因（GUI
で）、およびエラーコード（CLIで）が含まれるトラップログを生成します。コールが成功
した場合、追跡用にコール数とコール時間を表示します。Cisco Prime Infrastructureの [Event]
ページに、失敗した VoIPコール情報が表示されます。

メディアセッションスヌーピングおよびレポートの制約事項

コントローラソフトウェアリリース 6.0以降では、Voice over IP（VoIP）Media Session Aware
（MSA）スヌーピングおよびレポートをサポートしています。

メディアセッションスヌーピングの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [WLANs]を選択して、[WLANs]ページを開きます。

ステップ 2 メディアセッションスヌーピングを設定するWLANの ID番号をクリックします。

ステップ 3 [WLANs > Edit]ページで [Advanced]タブをクリックします。

ステップ 4 [Voice]の下の [Media Session Snooping]チェックボックスをオンしてメディアセッションス
ヌーピングを有効にするか、オフにしてこの機能を無効にします。デフォルト値はオフです。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

ステップ 6 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 7 次の手順で、アクセスポイント無線の VoIP統計情報を表示します。

a) [Monitor] > [Access Points] > [Radios] > [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]の順に選択して、
[802.11a/n/ac（または 802.11b/g/n）Radios]ページを開きます。

b) 右にスクロールし、VoIP統計を表示したいアクセスポイントの [Detail]リンクをクリック
します。[Radio > Statistics]ページが表示されます。

[VoIP Stats]セクションには、このアクセスポイント無線について、音声コールの累積の数
と長さが表示されます。音声コールが正常に発信されるとエントリが自動的に追加され、

コントローラからアクセスポイントが解除されるとエントリが削除されます。

ステップ 8 [Management] > [SNMP] > [Trap Logs]の順に選択して、コールが失敗した場合に生成されるト
ラップを表示します。[Trap Logs]ページが表示されます。

たとえば、図のログ0はコールが失敗したことを示しています。ログでは、コールの日時、障
害の内容、障害発生の原因が示されます。
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メディアセッションスヌーピングの設定（CLI）

手順

ステップ 1 特定のWLANで VoIPスヌーピングを有効または無効にするには、次のコマンドを入力しま
す。

config wlan call-snoop {enable | disable} wlan_id

ステップ 2 次のコマンドを入力して、変更を保存します。

save config

ステップ 3 特定のWLANのメディアセッションスヌーピングのステータスを表示するには、次のコマン
ドを入力します。

show wlan wlan_id

以下に類似した情報が表示されます。

WLAN Identifier.................................. 1
Profile Name..................................... wpa2-psk
Network Name (SSID).............................. wpa2-psk
Status........................................... Enabled
...
FlexConnect Local Switching........................ Disabled

FlexConnect Learn IP Address....................... Enabled
Infrastructure MFP protection.............. Enabled (Global Infrastructure MFP

Disabled)
Client MFP.................................... Optional

Tkip MIC Countermeasure Hold-down Timer....... 60
Call Snooping.................................. Enabled

ステップ 4 メディアセッションスヌーピングが有効であり、コールがアクティブである場合のMSAクラ
イアントのコール情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

show call-control client callInfo client_MAC_address

以下に類似した情報が表示されます。

Uplink IP/port...................................... 192.11.1.71 / 23870
Downlonk IP/port.................................... 192.12.1.47 / 2070
UP.................................................. 6
Calling Party....................................... sip:1054
Called Party........................................ sip:1000
Call ID............................................. 58635b00-850161b7-14853-1501a8
Number of calls for given client is.............. 1

ステップ 5 コールが成功した場合のメトリックまたはコールが失敗した場合に生成されるトラップを表示
するには、次のコマンドを入力します。

show call-control ap {802.11a | 802.11b} Cisco_AP {metrics | traps}
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show call-control ap {802.11a | 802.11b} Cisco_APmetricsを入力すると、次のような情報が表示
されます。

Total Call Duration in Seconds................... 120
Number of Calls.................................. 10

show call-control ap {802.11a | 802.11b} Cisco_AP trapsを入力すると、次のような情報が表示さ
れます。

Number of traps sent in one min.................. 2
Last SIP error code.............................. 404
Last sent trap timestamp...................... Jun 20 10:05:06

トラブルシューティングに役立つように、このコマンドの出力には失敗したコールすべてのエ

ラーコードが示されます。次の表では、失敗したコールの考えられるエラーコードについて

説明します。

表 1 :失敗した Voice over IP（VoIP）コールのエラーコード

説明整数エラーコード

不明なエラー。unknown1

構文が不正であるため要求を

認識できませんでした。

badRequest400

要求にはユーザ認証が必要で

す。

unauthorized401

将来的な使用のために予約さ

れています。

paymentRequired402

サーバは要求を認識しました

が、実行を拒否しています。

forbidden403

サーバは、このユーザが

Request-URIに指定されたドメ
インに存在しないという情報

を持っています。

notFound404

Request-Lineで指定されたメ
ソッドが認識されているもの

の、Request-URIで指定された
アドレスでは許可されていま

せん。

methodNotallowed405
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説明整数エラーコード

要求によって指定されたリ

ソースは、送信された要求内

の [Accept]ヘッダーテキスト
ボックスによって許容されな

いコンテンツ特性を持つ応答

エンティティしか生成できま

せん。

notAcceptabl406

クライアントは、最初にプロ

キシで認証される必要があり

ます。

proxyAuthenticationRequired407

サーバは、時間内にユーザの

ロケーションを確認できな

かったため、適切な時間内に

応答を作成できませんでし

た。

requestTimeout408

リソースの現在の状態と競合

したために、要求を完了でき

ませんでした。

conflict409

要求されたリソースがサーバ

で使用できず、転送アドレス

が不明です。

gone410

要求のエンティティ自体が、

サーバが処理を想定している

サイズ、または処理できるサ

イズより大きいため、サーバ

が要求の処理を拒否していま

す。

lengthRequired411

要求のエンティティ自体が、

サーバが処理を想定している

サイズ、または処理できるサ

イズより大きいため、サーバ

が要求の処理を拒否していま

す。

requestEntityTooLarge413

Request-URIがサーバが解釈を
想定している長さよりも長い

ために、サーバが要求の処理

を拒否しています。

requestURITooLarge414
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説明整数エラーコード

要求されたメソッドについ

て、要求のメッセージ本文の

形式がサーバでサポートされ

ていないために、サーバが要

求の処理を拒否しています。

unsupportedMediaType415

Proxy-Requireまたは Require
ヘッダーテキストボックスで

指定されたプロトコル拡張

が、サーバで認識されません

でした。

badExtension420

着信側のエンドシステムが正

常に通信できるものの、着信

側が現在、利用不能です。

temporarilyNotAvailable480

User-Agent Server（UAS;ユー
ザエージェントサーバ）が既

存のダイアログまたはトラン

ザクションと一致していない

要求を受け取りました。

callLegDoesNotExist481

サーバはループを検出しまし

た。

loopDetected482

サーバはMax-Forwardsヘッ
ダーテキストボックスの値が

0である要求を受信しました。

tooManyHops483

サーバはRequest-URIが不完全
である要求を受信しました。

addressIncomplete484

Request-URIがあいまいです。ambiguous485

着信側のエンドシステムは正

常に接続されましたが、着信

側は現在、このエンドシステ

ムで追加のコールを受け入れ

ようとしないか、受け入れる

ことができません。

busy486

サーバで、要求の処理を妨げ

る予期しない状態が発生しま

した。

internalServerError500

ワイヤレス QoS
35

ワイヤレス QoS

メディアセッションスヌーピングの設定（CLI）



説明整数エラーコード

サーバは要求を処理するため

に必要な機能をサポートして

いません。

notImplemented501

ゲートウェイまたはプロキシ

として機能しているサーバ

が、要求を処理するためにア

クセスしたダウンストリーム

サーバから無効な応答を受信

しました。

badGateway502

一時的な過負荷またはメンテ

ナンスのために、サーバが一

時的に要求を処理できなく

なっています。

serviceUnavailable503

サーバは、要求を処理するた

めにアクセスした外部サーバ

から時間内に応答を受信しま

せんでした。

serverTimeout504

サーバは、要求で使用された

SIPプロトコルのバージョンを
サポートしていないか、サ

ポートを拒否しています。

versionNotSupported505

着信側のエンドシステムは正

常に接続されましたが、着信

側はこの時点でビジーである

か、コールに応答しようとし

ていません。

busyEverywhere600

着信側のマシンは正常に接続

されましたが、ユーザが参加

しようとしていないか、参加

できません。

decline603

サーバには、Request-URIで示
されたユーザが存在しないと

いう情報があります。

doesNotExistAnywhere604
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説明整数エラーコード

ユーザのエージェントは正常

に接続されましたが、セッ

ションの説明の一部（要求さ

れるメディア、帯域幅、アド

レス指定形式など）が受け入

れられませんでした。

notAcceptable606

メディアセッションスヌーピングに関する問題が発生した場合は、debug call-control
{all | event} {enable | disable}コマンドを入力して、すべてのメディアセッションス
ヌーピングメッセージまたはイベントをデバッグしてください。

（注）

QoS Enhanced BSS

QoS Enhanced BSSについて

QoS Enhanced Basis Service Set（QBSS）情報要素（IE）により、アクセスポイントはそのチャ
ネル使用率を無線デバイスに通知できます。チャネル使用率が高いアクセスポイントではリア

ルタイムトラフィックを効率的に処理できないため、7921または 7920電話では、QBSS値を
使用して、他のアクセスポイントにアソシエートするべきかどうかが判断されます。次の2つ
のモードで QBSSを有効にできます。

• 802.11E QBSS規格を満たすデバイス（Cisco 7921 IP Phoneなど）をサポートしている、
Wi-Fi Multimedia（WMM）モード

• 802.11b/gネットワーク上で Cisco 7920 IP Phoneをサポートしている 7920サポートモード

7920サポートモードには、次の 2つのオプションが含まれています。

• Call Admission Control（CAC;コールアドミッション制御）がクライアントデバイス
上で設定され、クライアントデバイスによってアドバタイズされている必要がある

7920電話のサポート（通常、旧式の 7920電話）

• CACがアクセスポイント上で設定され、アクセスポイントによってアドバタイズさ
れている必要がある 7920電話のサポート（通常、新式の 7920電話）

アクセスポイントで制御される CACが有効になっている場合、アクセスポイント
は、シスコが所有するCACInformationElement（IE;情報要素）を送信し、標準のQBSS
IEを送信しません。

Cisco 7921および 7920 Wireless IP Phoneで QoS Enhanced BSSを使用するための前提条件

Cisco 7921および 7920 Wireless IP Phoneをコントローラで使用する場合は、次のガイドライン
に従ってください。
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•各コントローラで、アグレッシブなロードバランシングが無効にされている必要がありま
す。無効化されていない場合、電話による初期ローミングが失敗し、オーディオパスが中

断されることがあります。

•ダイナミック伝送パワーコントロール（DTPC）情報要素（IE）は、config 802.11b dtpc
enableコマンドを使用して有効にする必要があります。DTPCIEは、アクセスポイントが
その送信電力で情報をブロードキャストすることを可能にする、ビーコンおよびプローブ

の情報要素です。7921または 7920電話は、この情報を使用して、その送信電力を、アソ
シエート先のアクセスポイントと同じレベルに自動的に調整します。このようにして、両

方のデバイスが同じレベルで送信するようになります。

• 7921と 7920電話のおよびコントローラの両方で、Cisco Centralized Key Management
（CCKM）高速ローミングがサポートされます。

• WEPを設定する際、コントローラおよび 7921または 7920電話によって、用語上の違い
があります。7921または 7920で 128ビットWEPを使用する場合は、コントローラを 104
ビットに設定してください。

•スタンドアロンの7921電話では、load-basedのCACが有効にされ、またWLAN上でWMM
Policyが Requiredに設定されている必要があります。

•コントローラでは、ファームウェアバージョン 1.1.1を使用して 7921電話から送られるト
ラフィック分類（TCLAS）がサポートされます。この機能により、7921電話への音声ス
トリームを正しく分類することができます。

• 1242シリーズアクセスポイントの 802.11a無線で 7921電話を使用する場合は、24-Mbps
データレートを Supportedに設定して、それよりも小さいMandatoryデータレート（12
Mbpsなど）を選択します。さもないと、電話の音声品質が低下するおそれがあります。

QoS Enhanced BSSの制約事項

• OEAP 600シリーズアクセスポイントでは、CACはサポートされません。

•デフォルトで、QBSSは無効になっています。

• 7920電話は、CAC機能が制限された、非WMM電話です。電話は、アソシエート先のア
クセスポイントのチャネル使用率を確認し、それをアクセスポイントからビーコンによ

り通知されたしきい値と比較します。チャネル使用率がしきい値より低い場合は、7920は
電話をかけます。対照的に、7921電話は、完全な機能を備えたWMM電話で、Traffic
Specifications（TSPEC）を使用して、電話をかける前に音声キューにアクセスします。7921
電話は、load-basedのCACと適切に連動します。load-basedのCACでは、音声に取り分け
られたチャネルの割合を使用して、それに応じて通話を制限しようとします。

7921電話はWMMをサポートし、7920電話はサポートしないため、これらの電話を混合
環境で使用する場合に両方の電話を適切に設定していないと、キャパシティと音声品質の

問題が生じる可能性があります。7921および7920電話の両方を有効にして同じネットワー
ク上で共存させるには、load-basedの CACと 7920 AP CACの両方がコントローラで有効
にされ、WMMPolicyがAllowedに設定されていることを確認してください。7921ユーザ
より、7920ユーザの方が多い場合に、これらの設定は特に重要になります。
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•音声をサポートしているすべての無線ネットワークでは、ベンダーに関係なく、コント
ローラ GUIまたは CLIを使用して、アグレッシブロードバランシングを常にオフにする
ことを推奨します。アグレッシブロードバランシングがオンになっていると、ハンドセッ

トが最初の再アソシエーション試行で拒否されたとき、音声クライアントはローミングす

ると可聴アーティファクトを聞くことができます。

QBSSの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [WLANs]を選択して、[WLANs]ページを開きます。

ステップ 2 WMMモードを設定するWLANの ID番号をクリックします。

ステップ 3 [WLANs > Edit]ページが表示されたら、[QoS]タブを選択して [WLANs > Edit（QoS）]ページ
を開きます。

ステップ 4 7921電話およびWMM規格を満たすその他のデバイスに対してWMMモードを有効にするか
どうかに応じて、[WMM Policy]ドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択
してください。

• [Disabled]：WLAN上でWMMを無効にします。これはデフォルト値です。

• [Allowed]：WLAN上でクライアントデバイスにWMMの使用を許可します。

• [Required]：クライアントデバイスでWMMの使用を必須にします。WMMをサポートし
ていないデバイスはWLANに接続できません。

ステップ 5 アクセスポイントで制御される CACを必要とする電話で 7920サポートモードを有効にする
場合は、[7920 AP CAC]チェックボックスをオンにします。デフォルト値はオフです。

ステップ 6 クライアントで制御される CACを必要とする電話で 7920サポートモードを有効にする場合
は、[7920 Client CAC]チェックボックスをオンにします。デフォルト値はオフです。

1つのWLANで、WMMモードとクライアントにより制御された CACモードの両方
を有効にすることはできません。

（注）

ステップ 7 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

ステップ 8 [Save Configuration]をクリックして、変更を保存します。

QBSSの設定（CLI）

手順

ステップ 1 QBSSサポートを追加するWLANの ID番号を決定するには、次のコマンドを入力します。

show wlan summary

ワイヤレス QoS
39

ワイヤレス QoS

QBSSの設定（GUI）



ステップ 2 次のコマンドを入力して、WLANを無効にします。

config wlan disable wlan_id

ステップ 3 7921電話およびWMM規格を満たすその他のデバイスでWMMモードを設定するには、次の
コマンドを入力します。

config wlan wmm {disabled | allowed | required} wlan_id

値は次のとおりです。

• disabledは、WLAN上のWMMモードを無効にします。

• allowedは、WLAN上のクライアントデバイスにWMMの使用を許可します。

• requiredは、クライアントデバイスにWMMの使用を要求します。WMMをサポートし
ていないデバイスはWLANに接続できません。

ステップ 4 クライアントで制御される CACを必要とする電話で 7920サポートモードを有効または無効
にするには、次のコマンドを入力します。

config wlan 7920-support client-cac-limit {enable | disable} wlan_id

1つのWLANで、WMMモードとクライアントにより制御された CACモードの両方
を有効にすることはできません。

（注）

ステップ 5 アクセスポイントで制御される CACを必要とする電話で 7920サポートモードを有効または
無効にするには、次のコマンドを入力します。

config wlan 7920-support ap-cac-limit {enable | disable} wlan_id

ステップ 6 次のコマンドを入力して、WLANを再び有効にします。

config wlan enable wlan_id

ステップ 7 次のコマンドを入力して、変更を保存します。

save config

ステップ 8 WLANが有効であり、[Dot11-Phone Mode (7920)]テキストボックスがコンパクトモードに設
定されていることを確認するには、次のコマンドを入力します。

show wlan wlan_id

ローミングしている音声クライアントのリアンカー

ローミングしている音声クライアントのリアンカーについて

音声クライアントが、最も適切で最も近くの使用可能コントローラにアンカーされるようにす

ることができます。この機能は、コントローラ間ローミングが発生したときに役立ちます。こ
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の機能を使用することにより、トラフィックの伝送に外部コントローラとアンカーコントロー

ラ間のトンネルを使用せずに済み、ネットワークから不要なトラフィックを削除できます。

ローミング中のコールは影響を受けず、問題なく継続できます。トラフィックは、外部コント

ローラとアンカーコントローラ間に確立される適切なトンネルを通過します。アソシエーショ

ン解除は、コールの終了後のみに行われ、その後、クライアントは新規のコントローラに再ア

ソシエートされます。

WLANごとに音声クライアントのローミングのリアンカーが可能です。（注）

ローミングしている音声クライアントのリアンカーの設定に関する制約事項

•継続中のデータセッションは、アソシエーション解除とその後の再アソシエーションによ
る影響を受ける場合があります。

•この機能は、アドミッション制御を有効にしている場合のみ、TSPEC-basedコールおよび
非 TSPEC SIP-basedコールに対してサポートされます。

•この機能を Cisco 792x電話機で使用することは推奨されません。

ローミングしている音声クライアントのリアンカーの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [WLANs]を選択して、[WLANs]ページを開きます。

ステップ 2 ローミングしている音声クライアントのリアンカーを設定するWLANの ID番号をクリックし
ます。

ステップ 3 [WLANs>Edit]ページが表示されたら、[Advanced]タブを選択して [WLANs>Edit]（[Advanced]）
ページを開きます。

ステップ 4 [Voice]エリアで、[Re-anchor Roamed Clients]チェックボックスを選択します。

ステップ 5 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

ステップ 6 [Save Configuration]をクリックして、変更を保存します。

ローミングしている音声クライアントのリアンカーの設定（CLI）

手順

ステップ 1 特定のWLANに対して、ローミングしている音声クライアントのリアンカーを有効または無
効にするには、次のコマンドを入力します。

config wlan roamed-voice-client re-anchor {enable | disable} wlan id
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ステップ 2 次のコマンドを入力して、変更を保存します。

save config

ステップ 3 特定のWLANにおけるローミングしている音声クライアントのリアンカーのステータスを表
示するには、次のコマンドを入力します。

show wlan wlan_id

以下に類似した情報が表示されます。

WLAN Identifier.................................. 1
Profile Name..................................... wpa2-psk
Network Name (SSID).............................. wpa2-psk
Status........................................... Enabled
...
Call Snooping.................................... Enabled
Roamed Call Re-Anchor Policy..................... Enabled
Band Select...................................... Disabled
Load Balancing................................... Disabled

ステップ 4 次のコマンドを入力して、変更を保存します。

save config

Call Admission Control（コールアドミッション制御）

音声パラメータとビデオパラメータの設定について

コントローラには、音声またはビデオ、あるいはその両方の品質に影響を及ぼす次の3つのパ
ラメータがあります。

• Call admission control

• Expedited bandwidth requests

• Unscheduled automatic power save delivery

これらのパラメータはそれぞれ、Cisco Compatible Extensions（CCX）v4および v5でサポート
されています。

音声の品質に関する問題の監視およびレポートには、Traffic StreamMetrics（TSM）を使用しま
す。

（注）

コールアドミッション制御

Call Admission Control（CAC;コールアドミッション制御）を使用すると、無線 LANで輻輳が
発生したときに、アクセスポイントは制御された Quality of Service（QoS）を維持できます。
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CCX v3で展開されるWi-Fi Multimedia（WMM）プロトコルにより、無線 LANに輻輳が発生
しない限り十分な QoSが保証されます。ただし、ネットワークの負荷が変化するときに QoS
を維持するには、CCX v4の CACが必要です。帯域幅ベースの CACと load-basedの CACとい
う 2種類の CACが使用できます。

FlexConnect local authではCACをサポートしていません。そのため、音声トラフィックにはタ
グを正しく付けることができません。

（注）

Expedited Bandwidth Requests

Expedited Bandwidth Request機能を使用すると、CCXv5クライアントはWLANへの緊急の
WMM Traffic Specifications（TSPEC）要求（e911コールなど）を示すことができるようになり
ます。コントローラがこの要求を受信すると、コントローラは、処理中の他の TSPECコール
の質を変えることなく、緊急のコールに対応しようとします。

Expedited Bandwidth Requestsは、帯域幅ベースの CACと load-basedの CACの両方に適用でき
ます。Expedited Bandwidth Requestsはデフォルトでは無効になっています。この機能が無効の
場合、コントローラはすべての緊急の要求を無視し、TSPEC要求は通常の TSPEC要求として
処理します。

この表に、通常の TSPEC要求と Expedited Bandwidth Requestsの TSPEC要求処理の例を示しま
す。

表 2 : TSPEC要求処理の例

Expedited
Bandwidth Request
を使用したTSPEC

通常のTSPEC要求使用率音声コール用に予

約されている帯域

幅

CACモード

許可許可75%未満75%（デフォルト
設定）

帯域幅ベースの
CAC

許可却下75%～ 90%（音
声コール用に予約

された帯域幅が消

費される）

却下却下90%以上

許可許可75%未満load-basedのCAC

許可却下75%～ 85%（音
声コール用に予約

された帯域幅が消

費される）

却下却下85%以上
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1
帯域幅ベースのCACでは、音声コールの帯域幅利用率はアクセスポイント単位となり、
共通チャネルアクセスポイントは考慮されません。load-basedのCACの場合、音声コー
ルの帯域幅利用率は、チャネル全体に対して測定されます。

2
帯域幅ベースの CAC（消費された音声帯域幅とビデオ帯域幅）または load-basedの CAC
（チャネル使用率 [Pb]）

TSPEC g711-40msコーデックタイプのアドミッション制御がサポートされます。（注）

ビデオ ACMが有効になっている場合、TSPEC内の非MSDUサイズが 149より大きい、また
は平均データレートが 1 Kbpsよりも大きいと、コントローラがビデオ TSPECを拒否します。

（注）

U-APSD

Unscheduled automatic power save delivery（U-APSD）は、モバイルクライアントのバッテリ寿
命を延ばす IEEE802.11eで定義されているQoS機能です。バッテリ寿命を延ばすだけでなく、
この機能は無線メディアで配送されるトラフィックフローの遅延時間を短縮します。U-APSD
は、アクセスポイントでバッファされる個々のパケットをポーリングするようにクライアント

に要求しないため、単一のアップリンクトリガーパケットを送信することにより、複数のダ

ウンリンクパケットの送信が許可されます。WMMが有効化されると、U-APSDは自動的に有
効化されます。

Traffic Stream Metrics

voice-over-wireless LAN（VoWLAN）展開では、クライアントとアクセスポイント間のエアイ
ンターフェイスでの音声関連のメトリクスの測定には、Traffic StreamMetrics（TSM）が使用さ
れます。TSMではパケット遅延とパケット損失の両方がレポートされます。これらのレポー
トを調べることにより、劣悪な音声品質の問題を分離できます。

このメトリクスは、CCX v4以降のリリースをサポートするアクセスポイントとクライアント
デバイス間のアップリンク（クライアント側）統計とダウンリンク（アクセスポイント側）統

計の集合から成ります。クライアントが CCX v4または CCXv5に準拠していない場合、ダウ
ンリンク統計のみが取得されます。クライアントとアクセスポイントで、これらのメトリクス

が測定されます。アクセスポイントではまた、5秒おきに測定値が収集されて、90秒のレポー
トが作成された後、レポートがコントローラに送信されます。コントローラは、アップリンク

の測定値はクライアント単位で保持し、ダウンリンクの測定値はアクセスポイント単位で保持

します。履歴データは1時間分を保持します。このデータを格納するには、アップリンクメト
リクス用に 32MB、ダウンリンクメトリクス用に 4.8MBの追加のメモリがコントローラに必
要です。

無線帯域別ベースで（たとえば、すべての 802.11aラジオ）、GUIまたは CLIにより TSMを
設定できます。コントローラは、リブート後も持続するように、フラッシュメモリに設定を保

存します。アクセスポイントにより、コントローラからの設定が受信された後、指定された無

線帯域で TSMが有効化されます。

ワイヤレス QoS
44

ワイヤレス QoS

音声パラメータとビデオパラメータの設定について



アクセスポイントでは、ローカルモードとFlexConnectモードの両方でTSMエントリがサポー
トされます。

（注）

表 3 : Cisco 5508および Flex 7510 WLCの TSMエントリ

Flex 75105508TSMエントリ

100100最大 AP TSMエントリ数

250250最大クライアントTSMエント
リ数

100*250=25000100*250=25000最大 TSMエントリ数

上限に到達すると、追加の TSMエントリを保存し、Cisco Prime Infrastructureに送信すること
ができなくなります。クライアント TSMエントリが満杯で、AP TSMエントリにまだ空きが
ある場合、APエントリのみが保存されます（逆もまた同様）。これにより、出力が不完全に
なります。TSMクリーンアップは、1時間ごとに行われます。エントリは、対応する APとク
ライアントがシステム内に存在しない場合にのみ削除されます。

（注）

音声パラメータの設定

音声パラメータの設定（GUI）

手順

ステップ 1 WMMと Platinum QoSレベルに対してWLANが設定されていることを確認してください。

ステップ 2 WMMが有効になっているWLANをすべて無効にして、[Apply]をクリックします。

ステップ 3 [Wireless]を選択してから [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]の下の [Network]を選択し、[802.11a
（または 802.11b/g）Network Status]チェックボックスをオフにし、[Apply]をクリックして無
線ネットワークを無効にします。

ステップ 4 [Wireless] > [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n] > [Media]の順に選択します。[802.11a（または
802.11b）> Media]ページが表示されます。デフォルトで [Voice]タブが表示されます。

ステップ 5 この無線帯域で帯域幅ベースの CACを有効にするには、[Admission Control (ACM)]チェック
ボックスをオンにします。デフォルト値は [disabled]です。

ステップ 6 次の選択肢の中から使用する [Admission Control (ACM)]を選択します。

• [Load-based]：チャネルベースのCACを有効にします。これがデフォルトのオプションで
す。

ワイヤレス QoS
45

ワイヤレス QoS

音声パラメータの設定



• [Static]：無線ベースの CACを有効にします。

ステップ 7 [MaxRFBandwidth]テキストボックスに、この無線帯域で音声アプリケーション用にクライア
ントに割り当てられる最大帯域幅の割合を入力します。指定された値に達すると、アクセスポ

イントはこの無線帯域での新しいコールを拒否します。

範囲は 5～ 85%です。音声とビデオが最大帯域幅に占める割合の合計が 85%を超えることは
できません。

デフォルトは 75 %です。

ステップ 8 [Reserved Roaming Bandwidth]テキストボックスに、ローミングする音声クライアント用に割
り当てられる最大帯域幅の割合を入力します。コントローラは、割り当てられた最大帯域幅の

うち、この割合の帯域幅をローミングする音声クライアント用に予約します。

範囲は 0～ 25%です。

デフォルトは 6 %です。

ステップ 9 Expedited Bandwidth Requestsを有効にするには、[Expedited Bandwidth]チェックボックスをオ
ンにします。デフォルトでは、このチェックボックスは無効になっています。

ステップ 10 SIP CACサポートを有効にするには、[SIP CAC Support]チェックボックスをオンにします。デ
フォルトでは、SIP CACサポートは無効になっています。

ステップ 11 [SIP Codec]ドロップダウンリストから、次のいずれかのオプションを選択してコーデック名
を設定します。デフォルト値は [G.711]です。オプションは次のとおりです。

• User Defined

• G.711

• G.729

ステップ 12 [SIP Bandwidth (kbps)]テキストボックスに、キロビット/秒の単位で帯域幅を入力します。

有効な範囲は 8～ 64です。

デフォルト値は 64です。

[SIP Bandwidth (kbps)]テキストボックスは、SIPコーデックに [User-Defined]を選択
した場合にのみ強調表示されます。SIPコーデックに [G.711]を選択すると、[SIP
Bandwidth (kbps)]テキストボックスに 64が設定されます。SIPコーデックに [G.729]
を選択すると、[SIP Bandwidth (kbps)]テキストボックスに 8が設定されます。

（注）

ステップ 13 [SIP Voice Sample Interval (msecs)]テキストボックスに、サンプルインターバルの値を入力し
ます。

ステップ 14 [Maximum Calls]テキストボックスに、この無線で実行可能なコールの最大数を入力します。
最大コール数の制限には、直接コールとローミングインコールの両方が含まれます。最大コー

ル制限に達すると、新規またはローミングコールは失敗します。

有効な範囲は 0～ 25です。

デフォルト値は 0です。この場合、最大コール数の制限はチェックされません。
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SIPCACがサポートされていて、CAC方式が [Static]の場合、[MaximumPossibleVoice
Calls]フィールドと [Maximum Possible Roaming Reserved Calls]フィールドが表示され
ます。

（注）

ステップ 15 [Metrics Collection]チェックボックスをオンにして、トラフィックストリームメトリックを収
集します。デフォルトでは、このボックスはオフになっています。つまり、トラフィックスト

リームメトリックは、デフォルトでは収集されません。

ステップ 16 [Apply]をクリックします。

ステップ 17 すべてのWMMWLANを有効にし、[Apply]をクリックします。

ステップ 18 [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]の下の [Network]を選択し、[802.11a（または 802.11b/g）
NetworkStatus]チェックボックスをオンにし、[Apply]をクリックして無線ネットワークを再度
有効にします。

ステップ 19 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 20 別の無線帯域に対して音声パラメータを設定する場合は、この手順を繰り返します。

音声パラメータの設定（CLI）

始める前に

SIPベースの CACが設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、コントローラ上に設定されているすべてのWLANを表示します。

show wlan summary

ステップ 2 次のコマンドを入力して、変更を行うWLANがWMMに対して設定されており、QoSレベル
が Platinumに設定されていることを確認します。

show wlan wlan_id

ステップ 3 次のコマンドを入力して、音声パラメータの変更前に、WMMが有効になっているWLANを
すべて無効にします。

config wlan disable wlan_id

ステップ 4 次のコマンドを入力して、無線ネットワークを無効にします。

config {802.11a | 802.11b} disable network

ステップ 5 次のコマンドを入力して、設定を保存します。

save config

ステップ 6 次のコマンドを入力して、802.11aまたは 802.11b/gネットワークに対する帯域幅ベースの音声
CACを有効または無効にします。
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config {802.11a | 802.11b} cac voice acm {enable | disable}

ステップ 7 次のコマンドを入力して、802.11aまたは 802.11b/gネットワーク上で音声アプリケーション用
にクライアントに割り当てられた最大帯域幅の割合を設定します。

config {802.11a | 802.11b} cac voice max-bandwidth bandwidth

bandwidthの範囲は 5～ 85%で、デフォルト値は 75%です。クライアントが指定値に達する
と、このネットワーク上での新しいコールはアクセスポイントで拒否されます。

ステップ 8 次のコマンドを入力して、ローミングする音声クライアント用に割り当てられている最大帯域

幅の割合を設定します。

config {802.11a | 802.11b} cac voice roam-bandwidth bandwidth

bandwidthの範囲は 0～ 25%で、デフォルト値は 6%です。コントローラは、割り当てられた
最大帯域幅のうち、この割合の帯域幅をローミングする音声クライアント用に予約します。

ステップ 9 次のコマンドを入力して、コーデック名とサンプルインターバルをパラメータで設定し、コー

ルあたりの必要な帯域幅を計算するようにします。

config {802.11a | 802.11b} cac voice sip codec {g711 | g729} sample-interval number_msecs

ステップ 10 次のコマンドを入力して、1コールに必要な帯域幅を設定します。

config {802.11a | 802.11b} cac voice sip bandwidth bandwidth_kbps sample-interval number_msecs

ステップ 11 次のコマンドを入力して、WMMが有効になっているWLANをすべて有効にします。

config wlan enable wlan_id

ステップ 12 次のコマンドを入力して、無線ネットワークを有効にします。

config {802.11a | 802.11b} enable network

ステップ 13 次のコマンドを入力して、TSM音声メトリックを表示します。

show [802.11a | 802.11b] cu-metrics AP_Name

このコマンドでは、チャネル使用率メトリックも表示されます。

ステップ 14 save configコマンドを入力して、設定を保存します。

ビデオパラメータの設定

ビデオパラメータの設定（GUI）

手順

ステップ 1 WMMと Gold QoSレベルに対してWLANが設定されていることを確認してください。

ステップ 2 WMMが有効になっているWLANをすべて無効にして、[Apply]をクリックします。
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ステップ 3 [Wireless]を選択してから [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]の下の [Network]を選択し、[802.11a
（または 802.11b/g）Network Status]チェックボックスをオフにし、[Apply]をクリックして無
線ネットワークを無効にします。

ステップ 4 [Wireless] > [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n] > [Media]を選択します。[802.11a（または
802.11b）> Media]ページが表示されます。

ステップ 5 [Video]タブで、 [Admission Control (ACM)]チェックボックスをオンにして、この無線帯域の
ビデオ CACを有効にします。デフォルト値は [disabled]です。

ステップ 6 [CAC Method]ドロップダウンリストで、[Static]および [Load Based]の方式から選択します。

静的な CAC方式は無線に基づいており、負荷ベースの CAC方式はチャネルに基づきます。

ビデオ通話用の TSpecベースおよび SIPベースの CACの場合は、静的な方式のみが
サポートされます。

（注）

ステップ 7 [Max RF Bandwidth]テキストボックスに、この無線帯域でビデオアプリケーション用にクラ
イアントに割り当てられる最大帯域幅の割合を入力します。指定された値に達すると、アクセ

スポイントはこの無線帯域での新しい要求を拒否します。

範囲は 5～ 85%です。音声とビデオが最大帯域幅に占める割合の合計が 85%を超えることは
できません。デフォルトは 0 %です。

ステップ 8 [Reserved Roaming Bandwidth]テキストボックスに、ビデオのローミングクライアント用に予
約される最大 RF帯域幅の割合を入力します。

ステップ 9 [SIP CAC Support]チェックボックスをオンまたはオフにして、SIP CACサポートを設定しま
す。

SIP CACは、SIPスヌーピングが有効になっている場合にのみサポートされます。

負荷ベースの CAC方式を選択した場合は、SIP CACを有効にできません。（注）

ステップ 10 [Apply]をクリックします。

ステップ 11 すべてのWMMWLANを有効にし、[Apply]をクリックします。

ステップ 12 [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]の下の [Network]を選択し、[802.11a（または 802.11b/g）
NetworkStatus]チェックボックスをオンにし、[Apply]をクリックして無線ネットワークを再度
有効にします。

ステップ 13 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 14 別の無線帯域に対してビデオパラメータを設定する場合は、この手順を繰り返します。

ビデオパラメータの設定（CLI）

始める前に

SIPベースの CACが設定されていることを確認します。
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手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、コントローラ上に設定されているすべてのWLANを表示します。

show wlan summary

ステップ 2 次のコマンドを入力して、変更を行うWLANがWMMに対して設定されており、QoSレベル
が Goldに設定されていることを確認します。

show wlan wlan_id

ステップ 3 次のコマンドを入力して、ビデオパラメータの変更前に、WMMが有効になっているWLAN
をすべて無効にします。

config wlan disable wlan_id

ステップ 4 次のコマンドを入力して、無線ネットワークを無効にします。

config {802.11a | 802.11b} disable network

ステップ 5 次のコマンドを入力して、設定を保存します。

save config

ステップ 6 次のコマンドを入力して、802.11aまたは 802.11b/gネットワークに対するビデオ CACを有効
または無効にします。

config {802.11a | 802.11b} cac video acm {enable | disable}

ステップ 7 静的または負荷ベースとして CAC方式を設定するには、次のコマンドを入力します。

config {802.11a | 802.11b} cac video cac-method {static | load-based}

ステップ 8 次のコマンドを入力して、802.11aまたは 802.11b/gネットワーク上でビデオアプリケーション
用にクライアントに割り当てられている最大帯域幅の割合を設定します。

config {802.11a | 802.11b} cac video max-bandwidth bandwidth

bandwidthの範囲は 5～ 85 %で、デフォルト値は 5%です。ただし、音声とビデオを加算した
最大 RF帯域幅が 85 %を超えてはなりません。クライアントが指定値に達すると、このネッ
トワーク上での新しいコールはアクセスポイントで拒否されます。

このパラメータがゼロ（0）に設定されている場合、コントローラは、帯域割り当て
が行われないものと想定して、すべての帯域幅の要求を許可します。

（注）

ステップ 9 ビデオのローミングクライアントに予約されている最大RF帯域幅の割合を設定するには、次
のコマンドを入力します。

config {802.11a | 802.11b} cac video roam-bandwidth bandwidth

ステップ 10 SIPベースのビデオ通話用の CACパラメータを設定するには、次のコマンドを入力します。

config {802.11a | 802.11b} cac video sip {enable | disable}
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ステップ 11 次のコマンドを入力して、アクセスポイントから受信した TSPEC無活動タイムアウトを処理
または無視します。

config {802.11a | 802.11b} cac video tspec-inactivity-timeout {enable | ignore}

ステップ 12 次のコマンドを入力して、WMMが有効になっているWLANをすべて有効にします。

config wlan enable wlan_id

ステップ 13 次のコマンドを入力して、無線ネットワークを有効にします。

config {802.11a | 802.11b} enable network

ステップ 14 save configコマンドを入力して、設定を保存します。

音声設定とビデオ設定の表示

音声設定とビデオ設定の表示（GUI）

手順

ステップ 1 [Monitor] > [Clients]の順に選択して、[Clients]ページを開きます。

ステップ 2 目的のクライアントのMACアドレスをクリックして、[Clients > Detail]ページを開きます。

このページでは、このクライアントのU-APSDステータス（有効になっている場合）が [Quality
of Service Properties]の下に表示されます。

ステップ 3 [Clients]ページに戻るには、[Back]をクリックします。

ステップ 4 次の手順に従って、特定のクライアントと、このクライアントがアソシエートされているアク
セスポイントに対する TSM統計を表示します。

a) カーソルを目的のクライアントの青のドロップダウン矢印の上に置いて、[802.11aTSM]ま
たは [802.11b/g TSM]を選択します。[Clients > AP]ページが表示されます。

b) 目的のアクセスポイントの [Detail]リンクをクリックして [Clients > AP > Traffic Stream
Metrics]ページを開きます。

このページには、このクライアントと、このクライアントがアソシエートされているアク

セスポイントのTSM統計が表示されます。統計は、90秒間隔で表示されます。[timestamp]
テキストボックスには、統計が収集された期間が表示されます。

ステップ 5 次の手順に従って、特定のアクセスポイントと、このアクセスポイントにアソシエートされ
ている特定のクライアントに対する TSM統計を表示します。

a) [Wireless] > [Access Points] > [Radios] > [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]を選択します。
[802.11a/n/ac Radios]ページまたは [802.11b/g/n Radios]ページが表示されます。

b) カーソルを目的のアクセスポイントの青のドロップダウン矢印の上に置いて、[802.11aTSM]
または [802.11b/g TSM]を選択します。[AP > Clients]ページが表示されます。
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c) 目的のクライアントの [Detail]リンクをクリックして [AP > Clients > Traffic Stream Metrics]
ページを開きます。

このページには、このアクセスポイントと、このアクセスポイントにアソシエートされ

ているクライアントの TSM統計が表示されます。統計は、90秒間隔で表示されます。
[timestamp]テキストボックスには、統計が収集された期間が表示されます。

音声設定とビデオ設定の表示（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、802.11ネットワークの CAC設定を表示します。

show ap stats {802.11a | 802.11b}

ステップ 2 次のコマンドを入力して、特定のアクセスポイントの CAC統計を表示します。

show ap stats {802.11a | 802.11b} ap_name

以下に類似した情報が表示されます。

Call Admission Control (CAC) Stats
Voice Bandwidth in use(% of config bw)......... 0

Total channel MT free........................ 0
Total voice MT free.......................... 0
Na Direct.................................... 0
Na Roam...................................... 0
Video Bandwidth in use(% of config bw)......... 0
Total num of voice calls in progress........... 0
Num of roaming voice calls in progress......... 0
Total Num of voice calls since AP joined....... 0
Total Num of roaming calls since AP joined..... 0
Total Num of exp bw requests received.......... 5
Total Num of exp bw requests admitted.......... 2

Num of voice calls rejected since AP joined...... 0
Num of roam calls rejected since AP joined..... 0
Num of calls rejected due to insufficient bw....0
Num of calls rejected due to invalid params.... 0
Num of calls rejected due to PHY rate.......... 0
Num of calls rejected due to QoS policy..... 0

この例では、「MT」はメディア時間、「Na」は追加コールの数、「exp bw」は緊急用帯域幅
です。

音声クライアントがアクティブコールのときに、そのアソシエート先のAPでリブー
トが必要になったとします。APがリブートされた後も、そのコールはクライアント
で維持され続けます。また、その APがダウンしている間、コントローラによって
データベースが更新されることはありません。そのため、APがダウン状態になる前
に、すべてのアクティブコールを終了させることをお勧めします。

（注）
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ステップ 3 次のコマンドを入力して、特定のクライアントの U-APSDステータスを表示します。

show client detail client_mac

ステップ 4 次のコマンドを入力して、特定のクライアントと、このクライアントがアソシエートされてい
るアクセスポイントに対する TSM統計を表示します。

show client tsm {802.11a | 802.11b} client_mac {ap_mac | all}

オプションの allコマンドは、このクライアントが関連付けられているすべてのアクセスポイ
ントを表示します。以下に類似した情報が表示されます。

Client Interface Mac: 00:01:02:03:04:05
Measurement Duration: 90 seconds

Timestamp 1st Jan 2006, 06:35:80
UpLink Stats
================

Average Delay (5sec intervals)............................35
Delay less than 10 ms.....................................20
Delay bet 10 - 20 ms......................................20
Delay bet 20 - 40 ms......................................20
Delay greater than 40 ms..................................20
Total packet Count.........................................80
Total packet lost count (5sec).............................10
Maximum Lost Packet count(5sec)............................5
Average Lost Packet count(5secs)...........................2

DownLink Stats
================

Average Delay (5sec intervals)............................35
Delay less than 10 ms.....................................20
Delay bet 10 - 20 ms......................................20
Delay bet 20 - 40 ms......................................20
Delay greater than 40 ms..................................20
Total packet Count.........................................80
Total packet lost count (5sec).............................10
Maximum Lost Packet count(5sec)............................5
Average Lost Packet count(5secs)...........................2

統計は、90秒間隔で表示されます。[timestamp]テキストボックスには、統計が収集
された期間が表示されます。

（注）

clear client tsm {802.11a | 802.11b} client_mac {ap_mac | all}コマンドを入力して、この
クライアントが関連付けられている特定のアクセスポイントまたはすべてのアクセス

ポイントの TSM統計情報をクリアします。

（注）

ステップ 5 次のコマンドを入力して、特定のアクセスポイントと、このアクセスポイントにアソシエー
トされている特定のクライアントに対する TSM統計を表示します。

show ap stats {802.11a | 802.11b} ap_name tsm {client_mac | all}

オプションの allコマンドは、このアクセスポイントに関連付けられているすべてのクライア
ントを表示します。以下に類似した情報が表示されます。

AP Interface Mac: 00:0b:85:01:02:03
Client Interface Mac: 00:01:02:03:04:05
Measurement Duration: 90 seconds
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Timestamp 1st Jan 2006, 06:35:80
UpLink Stats
================

Average Delay (5sec intervals)............................35
Delay less than 10 ms.....................................20
Delay bet 10 - 20 ms......................................20
Delay bet 20 - 40 ms......................................20
Delay greater than 40 ms..................................20
Total packet Count.........................................80
Total packet lost count (5sec).............................10
Maximum Lost Packet count(5sec)............................5
Average Lost Packet count(5secs)...........................2

DownLink Stats
================

Average Delay (5sec intervals)............................35
Delay less than 10 ms.....................................20
Delay bet 10 - 20 ms......................................20
Delay bet 20 - 40 ms......................................20
Delay greater than 40 ms..................................20
Total packet Count.........................................80
Total packet lost count (5sec).............................10
Maximum Lost Packet count(5sec)............................5
Average Lost Packet count(5secs)...........................2

統計は、90秒間隔で表示されます。[timestamp]テキストボックスには、統計が収集
された期間が表示されます。

（注）

ステップ 6 次のコマンドを入力して、コールアドミッション制御（CAC）のメッセージ、イベント、ま
たはパケットのデバッグを有効または無効にします。

debug cac {all | event | packet}{enable | disable}

allはすべての CACメッセージのデバッグを設定し、eventはすべての CACイベントのデバッ
グを設定し、packetはすべての CACパケットのデバッグを設定します。

ステップ 7 次のコマンドを使用して、最大 2台の 802.11クライアント間の音声診断を実行し、デバッグ
メッセージを表示します。

debug voice-diag {enable | disable} mac-id mac-id2 [verbose]

verboseモードはオプションの引数です。verboseオプションを使用すると、すべてのデバッグ
メッセージがコンソールに表示されます。このコマンドを使用して、最大2台の802.11クライ
アントを監視できます。一方のクライアントが非WiFiクライアントの場合、802.11クライア
ントのみがデバッグメッセージについて監視されます。

監視対象のクライントがコール中であることを前提にしています。（注）

このデバッグコマンドは、60分後に自動停止します。（注）

ステップ 8 次のコマンドを使用して、音声関連の各種パラメータを表示します。

• show client voice-diag status

音声診断が有効になっているか無効になっているかについて表示されます。有効になって

いる場合は、ウォッチリスト内のクライアントに関する情報と音声コール診断の残り時間

も表示されます。
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音声診断が無効になっている場合、次のコマンドが実行されると、音声診断が無効になっ

ていることを示すメッセージが表示されます。

• show client voice-diag tspec

音声診断が有効になっているクライアントから送信された TSPEC情報が表示されます。

• show client voice-diag qos-map

QoS/DSCPマッピングに関する情報と 4つのキュー（VO、VI、BE、BK）それぞれのパ
ケット統計が表示されます。各種 DSCP値も表示されます。

• show client voice-diag avrg_rssi

音声診断が有効になっている場合、クライアントの過去5秒間のRSSI値が表示されます。

• show client voice-diag roam-history

過去3回のローミングコールに関する情報が表示されます。出力には、タイムスタンプ、
ローミングに関連したアクセスポイント、およびローミングの理由が含まれ、ローミング

に失敗した場合にはその理由も含まれます。

• show client calls {active | rejected} {802.11a | 802.11bg | all}

このコマンドにより、コントローラ上のアクティブな TSPECおよび SIPコールの詳細が
一覧表示されます。

ステップ 9 次のコマンドを使用して、ビデオデバッグメッセージと統計をトラブルシューティングしま
す。

• debug ap show stats {802.11b | 802.11a} ap-namemulticast：アクセスポイントでサポートさ
れるマルチキャストレートを表示します。

• debug ap show stats {802.11b | 802.11a} ap-name load：アクセスポイントの QBSSとその他
の統計情報を表示します。

• debug ap show stats {802.11b | 802.11a} ap-name tx-queue：アクセスポイントの送信キュー
トラフィック統計情報を表示します。

• debug ap show stats {802.11b | 802.11a} ap-name client {all | video | client-mac}：アクセスポ
イントのクライアントメトリックを表示します。

• debug ap show stats {802.11b | 802.11a} ap-name packet：アクセスポイントのパケット統計
情報を表示します。

• debug ap show stats {802.11b | 802.11a} ap-name video metrics：アクセスポイントのビデオ
メトリックを表示します。

• debug ap show stats video ap-namemulticast mgid number：アクセスポイントのレイヤ 2
MGIDデータベース番号を表示します。

• debug ap show stats video ap-name admission：アクセスポイントのアドミッションコント
ロール統計情報を表示します。
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• debug ap show stats video ap-name bandwidth：アクセスポイントのビデオ帯域幅を表示し
ます。

SIPベースの CACの設定

SIPベースの CACの制限

• SIP CACは、ステータスコード 17をサポートし、TSPECベースのアドミッション制御を
サポートしない電話に対してのみ使用してください。

• SIP CACは、SIPスヌーピングが有効になっている場合にのみサポートされます。

SIPベースの CACの設定（GUI）

始める前に

•音声が Platinum QoSレベルに設定されていることを確認します。

• WLANのコールスヌーピングが有効になっていることを確認します。

•この無線のアドミッション制御（ACM）が有効になっていることを確認します。

手順

ステップ 1 [Wireless] > [Advanced] > [SIP Snooping]を選択して、[SIP Snooping]ページを開きます。

ステップ 2 開始ポートおよび終了ポートを入力して、コールスヌーピングポートを指定します。

ステップ 3 [Apply]をクリックし、[Save Configuration]をクリックします。

SIPベースの CACの設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、音声を Platinum QoSレベルに設定します。

config wlan qos wlan-id Platinum

ステップ 2 次のコマンドを入力して、特定のWLANに対してコールスヌーピングの機能を有効にします。

config wlan call-snoop enable wlan-id

ステップ 3 次のコマンドを入力して、この無線に対する ACMを有効にします。
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config {802.11a | 802.11b} cac {voice | video} acm enable

ステップ 4 コールスヌーピングポートを設定するには、次のコマンドを入力します。

config advanced sip-snooping-ports starting-port ending-port

ステップ 5 SIPベースのCACイベントをトラブルシューティングするには、次のコマンドを入力します。

debug sip event {enable | disable}

メディアパラメータの設定

メディアパラメータの設定（GUI）

手順

ステップ 1 WMMと Gold QoSレベルに対してWLANが設定されていることを確認してください。

ステップ 2 WMMが有効になっているWLANをすべて無効にして、[Apply]をクリックします。

ステップ 3 [Wireless]を選択してから [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]の下の [Network]を選択し、[802.11a
（または 802.11b/g）Network Status]チェックボックスをオフにし、[Apply]をクリックして無
線ネットワークを無効にします。

ステップ 4 [Wireless] > [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n] > [Media]の順に選択します。[802.11a（または
802.11b）> Media > Parameters]ページが表示されます。

ステップ 5 [Media]タブを選択して、[Media]ページを開きます。

ステップ 6 [Unicast Video Redirect]チェックボックスをオンにして、ユニキャストビデオリダイレクトを
有効にします。デフォルト値は [disabled]です。

ステップ 7 [MaximumMediaBandwidth (0-85%)]テキストボックスに、この無線帯域でメディアアプリケー
ション用に割り当てられる最大帯域幅の割合を入力します。クライアントが指定値に達する

と、アクセスポイントはこの無線帯域での新しいコールを拒否します。

デフォルト値は 85 %です。有効な値は 0～ 85 %です。

ステップ 8 [Client Phy Rate]テキストボックスに、クライアントの動作レートをキロビット/秒の値で入力
します。

ステップ 9 [Maximum Retry Percent (0-100%)]テキストボックスに、最大再試行の割合を入力します。デ
フォルト値は 80です。

ステップ 10 [Multicast Direct Enable]チェックボックスをオンにして、[Multicast Direct Enable]テキストボッ
クスを有効にします。デフォルト値はイネーブルです。

ステップ 11 [Max Streams per Radio]ドロップダウンリストから、無線あたりのマルチキャストダイレクト
ストリームの最大許可数を選択します。1～ 20の値または [No Limit]を選択します。デフォル
ト値は [No Limit]に設定されています。
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ステップ 12 [Max Streams per Client]ドロップダウンリストから、無線あたりのクライアントの最大許可数
を選択します。1～ 20の値または [No Limit]を選択します。デフォルト値は [No Limit]に設定
されています。

ステップ 13 この無線に対して最良の無線キューを有効にする場合は、[Best Effort QoS Admission]チェック
ボックスをオンにします。デフォルト値は [disabled]です。

優先コール番号を使用した音声優先制御の設定について

TSPECベースのコールをサポートしないクライアントからのコールをサポートするようにコン
トローラを設定できます。この機能は、音声優先制御と呼ばれています。これらのコールは、

音声プールを利用している他のクライアントよりも優先されます。音声優先制御は、SIPベー
スのコールに対してのみ使用可能であり、TSPECベースのコールには使用できません。帯域幅
が利用可能な場合は、通常のフローが使用され、それらのコールに帯域幅が割り当てられま

す。

最大 6個の優先コール番号を設定できます。設定されている優先番号のうちの 1つにコールが
着信した場合、コントローラは、最大コール数の制限をチェックしません。優先コール用の帯

域幅を割り当てるように、CACが実行されます。帯域割り当ては、帯域幅プール全体（設定
された最大音声プールからだけではない）の 85 %になります。帯域割り当ては、ローミング
コールの場合であっても同じです。

優先コール番号を使用した音声優先制御の設定の前提条件

音声優先制御を設定する前に、次の設定を実行しておく必要があります。

• WLAN QoSを Platinumに設定します。

•無線の ACMを有効にします。

• WLAN上で SIPコールスヌーピングを有効にします。

優先コール番号の設定（GUI）

手順

ステップ 1 WLAN QoSプロファイルを Platinumに設定します。

ステップ 2 WLAN無線の ACMを有効にします。

ステップ 3 WLANの SIPコールスヌーピングを有効にします。

ステップ 4 [Wireless] > [Advanced] > [Preferred Call]の順に選択して、[Preferred Call]ページを開きます。

コントローラ上に設定されているすべてのコールが表示されます。

優先コールを削除するには、青いドロップダウン矢印の上にカーソルを置いて、

[Remove]を選択します。
（注）
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ステップ 5 [Add Number]をクリックして、新しい優先コールを追加します。

ステップ 6 [Call Index]テキストボックスに、コールに割り当てるインデックスを入力します。有効な値
は 1～ 6です。

ステップ 7 [Call Number]テキストボックスに、番号を入力します。

ステップ 8 [Apply]をクリックして、新しい番号を追加します。

優先コール番号の設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、音声を Platinum QoSレベルに設定します。

config wlan qos wlan-id Platinum

ステップ 2 次のコマンドを入力して、この無線に対する ACMを有効にします。

config {802.11a | 802.11b} cac {voice | video} acm enable

ステップ 3 次のコマンドを入力して、特定のWLANに対してコールスヌーピングの機能を有効にします。

config wlan call-snoop enable wlan-id

ステップ 4 次のコマンドを入力して、新しい優先コールを追加します。

config advanced sip-preferred-call-no call_index {call_number | none}

ステップ 5 次のコマンドを入力して、優先コールを削除します。

config advanced sip-preferred-call-no call_indexnone

ステップ 6 次のコマンドを入力して、優先コールの統計を表示します。

show ap stats {802.11{a | b} | wlan} ap_name

ステップ 7 次のコマンドを入力して、優先コール番号の一覧を表示します。

show advanced sip-preferred-call-no

InformationEnhanced Distributed Channel Access（EDCA）パラメータに
ついて

Enhanced Distributed Channel Access（EDCA;拡張型分散チャネルアクセス）パラメータは、音
声、ビデオ、およびその他の Quality of Service（QoS）トラフィックに優先的な無線チャネル
アクセスを提供するように設計されています。
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EDCAパラメータの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless]を選択してから [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]の下の [Network]を選択し、[802.11a
（または 802.11b/g）Network Status]チェックボックスをオフにし、[Apply]をクリックして無
線ネットワークを無効にします。

ステップ 2 [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]の下の [EDCA Parameters]をクリックします。

ステップ 3 [802.11a (or 802.11b/g)] > [EDCA Parameters]ページが表示されます。

ステップ 4 [EDCA Profile]ドロップダウンリストで、次のいずれかのオプションを選択します。

• [WMM]：Wi-Fi Multimedia（WMM）のデフォルトパラメータを有効にします。これはデ
フォルト値です。音声サービスまたはビデオサービスがネットワーク上に展開されていな

い場合に、このオプションを選択します。

• [Spectralink Voice Priority]：Spectralink音声優先パラメータを有効にします。コールの品質
を向上させるためにネットワーク上でSpectraLinkの電話を展開する場合に、このオプショ
ンを選択します。

• [Voice Optimized]：音声用に最適化された Enhanced Distributed Channel Access（EDCA）プ
ロファイルパラメータを有効にします。ネットワーク上で SpectraLink以外の音声サービ
スを展開する場合に、このオプションを選択します。

• [Voice & Video Optimized]：音声およびビデオ用に最適化された EDCAプロファイルパラ
メータを有効にします。ネットワーク上で音声サービスとビデオサービスを両方とも展開

する場合に、このオプションを選択します。

• [Custom Voice]：802.11a用のカスタム音声 EDCAパラメータを有効にします。このオプ
ションの EDCAパラメータは、このプロファイルが適用された場合、6.0 WMM EDCAパ
ラメータとも一致します。

ビデオサービスを展開する場合は、アドミッション制御を無効にする必要があり

ます。

（注）

• [Fastlane]：Fastlane EDCAパラメータを有効にします。

ステップ 5 音声用のMACの最適化を有効にする場合は、[Enable Low Latency MAC]チェックボックスを
オンにします。デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。この機能は、

音声性能を向上させるために、パケットの再送信を制御するとともに、Lightweightアクセス
ポイント上の音声パケットを適切にエージングアウトさせるというものです。その結果、アク

セスポイントあたりの処理可能な音声コール数が増加します。

低遅延MACを有効にすることをお勧めします。WLANでWMMクライアントが許可
されている場合のみ、低遅延MACを有効にする必要があります。WMMが有効になっ
ている場合は、低遅延MACを任意の EDCAプロファイルと共に使用できます。

（注）
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ステップ 6 [Apply]をクリックして、変更を確定します。

ステップ 7 無線ネットワークを再度有効にするには、[802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n]の下で [Network]
をクリックし、[802.11a（または 802.11b/g）Network Status]チェックボックスをオンにして、
[Apply]をクリックします。

ステップ 8 [Save Configuration]をクリックします。

EDCAパラメータの設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、無線ネットワークを無効にします。

config {802.11a | 802.11b} disable network

ステップ 2 次のコマンドを入力して、設定を保存します。

save config

ステップ 3 次のコマンドを入力して、特定の EDCAプロファイルを有効にします。

config advanced {802.11a | 802.11b} edca-parameters {wmm-default | svp-voice | optimized-voice |
optimzed-voice-video | custom-voice |fastlane}

• wmm-default：Wi-FiMultimedia（WMM）のデフォルトパラメータを有効にします。これ
はデフォルト値です。音声サービスまたはビデオサービスがネットワーク上に展開されて

いない場合に、このオプションを選択します。

• svp-voice：SpectraLink音声優先パラメータを有効にします。コールの品質を向上させるた
めにネットワーク上で SpectraLinkの電話を展開する場合に、このオプションを選択しま
す。

• optimized-voice：音声用に最適化されたEDCAプロファイルパラメータを有効にします。
ネットワーク上で SpectraLink以外の音声サービスを展開する場合に、このオプションを
選択します。

• optimized-video-voice：音声とビデオ用に最適化された EDCAプロファイルパラメータを
有効にします。ネットワーク上で音声サービスとビデオサービスを両方とも展開する場合

に、このオプションを選択します。

• custom-voice：802.11a用のカスタム音声EDCAパラメータを有効にします。このオプショ
ンのEDCAパラメータは、このプロファイルが適用された場合、6.0WMMEDCAパラメー
タとも一致します。

ビデオサービスを展開する場合は、アドミッション制御（Admission Control
Managment（ACM））を無効にする必要があります。

（注）

• Fastlane：Fast Lane EDCAパラメータを有効にします。
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ステップ 4 次のコマンドを入力して、音声用のMAC最適化の現在のステータスを表示します。

show {802.11a | 802.11b}

次の例のような情報が表示されます。

Voice-mac-optimization...................Disabled

ステップ 5 次のコマンドを入力して、音声用のMAC最適化を有効または無効にします。

config advanced {802.11a | 802.11b} voice-mac-optimization {enable | disable}

この機能は、音声性能を向上させるために、パケットの再送信を制御するとともに、

Lightweightアクセスポイント上の音声パケットを適切にエージングアウトさせるも
のです。その結果、アクセスポイントあたりの処理可能な音声コール数が増加しま

す。デフォルト値は [disabled]です。

（注）

ステップ 6 次のコマンドを入力して、無線ネットワークを再度有効にします。

config {802.11a | 802.11b} enable network

ステップ 7 save configコマンドを入力して、設定を保存します。

Key Telephone System-Based CACについて
Key Telephone System-based CACは、NEC MH240ワイヤレス IP電話で使用されるプロトコル
です。KTS-based SIPクライアントでCACをサポートし、そのようなクライアントからの帯域
幅要求メッセージを処理し、AP無線で要求された帯域幅を割り当て、プロトコルの一部であ
るその他のメッセージを処理するように、コントローラを設定できます。

コールが開始されると、KTS-basedCACクライアントが帯域幅要求メッセージを送信し、それ
に対してコントローラが、帯域幅が割り当てられるかどうかを示す帯域幅確認メッセージで応

答します。帯域幅が利用可能な場合のみ、コールが許可されます。クライアントは、APから
別の APにローミングする場合、別の帯域幅要求メッセージをコントローラに送信します。

帯域幅の割り当ては、帯域幅要求メッセージからのデータレートとパケット化間隔を使用して

計算されるメディア時間によって異なります。KTS-basedCACクライアントの場合、パケット
化間隔が 20ミリ秒の G.711コーデックが、メディア時間の計算に使用されます。

コントローラは、クライアントからの帯域幅リリースメッセージを受信したあと、帯域幅を解

放します。コントローラ内ローミングとコントローラ間ローミングのいずれの場合も、クライ

アントが別のAPにローミングすると、コントローラは前のAPの帯域幅を解放し、新規のAP
に帯域幅を割り当てます。クライアントのアソシエーションが解除された場合、または非アク

ティブの状態が120秒間続いた場合、コントローラは帯域幅を解放します。クライアントの非
アクティビティまたはディスアソシエーションによって、クライアント用の帯域幅が解放され

た場合、コントローラからクライアントへの通知はありません。
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Key Telephone System-Based CACの制約事項

•コントローラは、クライアントからの SSID Capability Check Requestメッセージを無視し
ます。

• KTS CACクライアントには、優先コールはサポートされていません。

•コントローラ間ローミングには、理由コード 17はサポートされていません。

• KTS-based CAC機能を有効にするには、次の作業を行ってください。

• WLAN上でWMMを有効にします。

•無線レベルで ACMを有効にします。

•無線レベルでの TSPEC非アクティブタイムアウトの処理を有効にします。

KTS-based CACの設定（GUI）

始める前に

WLANに対して KTS-based CACを有効にするには、次の作業を実行します。

• WLANの QoSプロファイルを Platinumに設定します。

• WLANを無効な状態に設定します。

• WLANに対する FlexConnectローカルスイッチングを無効な状態にします（[WLANs >
Edit]ページの [Advanced]タブをクリックし、[FlexConnect Local Switching]チェックボッ
クスをオフにします）。

手順

ステップ 1 [WLANs]を選択して、[WLANs]ページを開きます。

ステップ 2 KTS-based CACポリシーを設定するWLANの ID番号をクリックします。

ステップ 3 [WLANs > Edit]ページで [Advanced]タブをクリックします。

ステップ 4 [Voice]の下の [KTS based CAC Policy]チェックボックスをオンまたはオフにして、WLANに対
する KTS-based CACを有効または無効にします。

ステップ 5 設定を保存します。

KTS-based CACの設定（CLI）

始める前に

WLANに対して KTS-based CACを有効にするには、次の作業を実行します。
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• WLANの QoSプロファイルを Platinumに設定するには、次のコマンドを入力します。

config wlan qos wlan-id platinum

• WLANを無効にするには、次のコマンドを入力します。

config wlan disable wlan-id

• WLANに対する FlexConnectローカルスイッチングを無効にするには、次のコマンドを入
力します。

config wlan flexconnect local-switching wlan-id disable

手順

ステップ 1 WLANに対して KTS-based CACを有効にするには、次のコマンドを入力します。

config wlan kts-cac enable wlan-id

ステップ 2 KTS-based CAC機能を有効にするには、次の作業を行ってください。

a) WLAN上でWMMを有効にするには、次のコマンドを入力します。

config wlan wmm allow wlan-id

b) 無線レベルで ACMを有効にするには、次のコマンドを入力します。

config 802.11a cac voice acm enable

c) 無線レベルで TSPEC非アクティブタイムアウトの処理を有効にするには、次のコマンド
を入力します。

config 802.11a cac voice tspec-inactivity-timeout enable

関連コマンド

•クライアントが KTS-based CACをサポートするかどうかを確認するには、次のコマンド
を入力します。

show client detail client-mac-address

以下に類似した情報が表示されます。

Client MAC Address............................... 00:60:b9:0d:ef:26
Client Username ................................. N/A
AP MAC Address................................... 58:bc:27:93:79:90

QoS Level........................................ Platinum
802.1P Priority Tag.............................. disabled
KTS CAC Capability............................... Yes
WMM Support...................................... Enabled
Power Save....................................... ON
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• KTS-basedCACに関する問題をトラブルシューティングするには、次のコマンドを入力し
ます。

debug cac kts enable

• CACに関する他の問題をトラブルシューティングするには、次のコマンドを入力します。

• debug cac event enable

• debug call-control all enable

ApplicationVisibilityandControl（アプリケーションの可視
性およびコントロール）

Application Visibility and Controlについて
Application Visibility and Control（AVC）は、ネットワークベースのアプリケーション認識
（NBAR）エンジンによるディープパケットインスペクション技法でアプリケーションを分
類し、無線ネットワークにアプリケーションレベルの可視性と制御（QoS）を提供します。ア
プリケーションの認識後は、AVC機能によってデータトラフィックをドロップ、マーク、ま
たはポリシングできます。

AVCを使用して、1000以上のアプリケーションを検出できます。AVCにより、リアルタイム
分析を実施し、ネットワークの輻輳、コストの掛かるネットワークリンクの使用、およびイン

フラストラクチャの更新を削減するためのポリシーを作成することができるようになります。

UIの [Monitor Summary]セクションで、[Top Applications]に 30のアプリケーションのリスト
を表示できます。

（注）

AVCDSCPは、コントローラ内の元のパケットのDSCPのみを両方向（アップストリームおよ
びダウンストリーム）でマークします。これは外部 CAPWAP DCSPには影響しません。アプ
リケーションが分類された場合にのみ AVC DSCPを適用できます。たとえば、AVCプロファ
イル設定に基づいて、アプリケーションが ftpまたは httpに分類される場合、対応する DSCP
マーキングはWLANQoSにかかわらず適用されます。ダウンストリームの場合、外部CAPWAP
ヘッダーのDSCP値および内部パケットのDSCPがAVCDSCPから取得されます。WLANQoS
は CAPWAPを介したWLCからAPへのすべてのトラフィックに対してのみ適用されます。元
のパケットの DSCPは変更されません

AVCルールを使用すれば、WLAN上で joinされたすべてのクライアントの特定アプリケーショ
ンの帯域幅を制限できます。この帯域幅コントラクトは、アプリケーション単位のレート制限

より優先されるクライアント単位のダウンストリームレート制限と共存します。

ワイヤレス QoS
65

ワイヤレス QoS

Application Visibility and Control（アプリケーションの可視性およびコントロール）



コントローラを 8.0からそれより前のバージョンにダウングレードすると、AVCレート制限
ルールにはアクションがドロップとして表示されます。コントローラバージョン 8.0で AVC
レート制限ルールが導入されたため、このアクションが想定されます。

（注）

AVCは、次のコントローラプラットフォームの中央スイッチングモードでサポートされてい
ます。Cisco 2504WLC、Cisco 5508WLC、Cisco Flex 7510WLC、Cisco 8510WLC、CiscoWireless
Services Module 2（WiSM2）。

8.0リリース用のさまざまなコントローラプラットフォーム上の AVC分類でサポートされる
同時フロー数を次の表に示します。1つのプラットフォームでサポートされるフローの絶対最
大数は、次の表に示す数値の 110%を超えることはなく、この 10%の余分なフローサポート
はシステム内の空きメモリ容量に基づいて実施されます。

フローCisco WLCプラットフォーム

26,250Cisco 2504 WLC

183,750Cisco 5508 WLC

393,750Cisco WiSM2

336,000Cisco 8510 WLC

336,000Cisco 5520 WLC

336,000Cisco 8540 WLC

Application Visibility and Controlプロトコルパック

プロトコルパックとは、コントローラソフトウェアのリリーストレーニング以外のプロトコ

ルアップデートを配布する方法です。コントローラソフトウェアを交換せずにコントローラ

にロードできます。

Application Visibility and Controlプロトコルパック（AVCプロトコルパック）は、複数のプロ
トコル記述言語（PDL）ファイルとマニフェストファイルを含む単一の圧縮ファイルです。必
要なプロトコルのセットをロードすることができ、ネットワークでの分類のために追加プロト

コルを認識する際に役立ちます。マニフェストファイルは、プロトコルパックの名前、バー

ジョン、およびプロトコルパック内の利用可能な PDLの情報など、プロトコルパックに関す
る情報を提供します。

AVCプロトコルパックは、特定の AVCエンジンバージョン向けにリリースされています。
コントローラプラットフォームのエンジンバージョンがプロトコルパックに必要なバージョ

ン以降であれば、プロトコルパックをロードできます。

AVCプロファイルの AAAオーバーライド

クライアントまたはユーザプロファイルの AAA属性は、RADIUSサーバ、Cisco ACS、また
は Cisco ISEからの認証を使用している AAAサーバ上で設定されます。AAA属性は、レイヤ
2またはレイヤ 3認証中にコントローラによって処理され、WLAN上の設定によってオーバー
ライドされます。
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AAA AVCプロファイルは、Cisco AVペアとして定義されます。文字列オプションは
avc-profile-nameとして定義され、この値をコントローラで利用可能なAVCプロファイルに設
定する必要があります。

Application Visibility and Controlの制限
• IPv6パケットの分類はサポートされていません。

•レイヤ 2ローミングは、コントローラでサポートされていません。

•マルチキャストトラフィックはサポートされていません。

• AVCプロトコルパック機能にコントローラ GUIサポートはありません。

• AVCプロトコルパックのダウンロードは、Cisco 2504 WLCではサポートされていませ
ん。

•レート制限に適用できるアプリケーションの数は 3です。

• 1つのアプリケーションに設定できるルールは 1つです。アプリケーションに、レート制
限とマークルールを両方設定することはできません。

•ペアリングの前に、スタンバイコントローラでインストールされているプロトコルパッ
クのバージョンが異なる場合は、HA環境におけるアクティブコントローラとスタンバイ
コントローラは、ペアリング後に異なるプロトコルパックのバージョンを持つことになり

ます。スタンバイコントローラでは、転送されたプロトコルパックは、デフォルトのプ

ロトコルパックよりも優先されます。

たとえば、リリース 8.0のソフトウェアを備えているコントローラに、デフォルトでプロ
グラムパックのバージョン 9.0が含まれています。ペアリングの前に、コントローラの中
の 1つにプロトコルパックのバージョン 11.0がインストールされていると、ペアリング
後は、1つのコントローラにプロトコルパックバージョン 9.0が含まれ、他のコントロー
ラにはプロトコルパック 11.0がインストールされます。

• AVCのレート制限は、Cisco 2504 WLCではサポートされません。

Application Visibility and Controlの設定（GUI）

手順

ステップ 1 次の手順に従って、AVCプロファイルを作成して設定します。

a) [Wireless] > [Application Visibility and Control] > [AVC Profiles]を選択します。
b) [New]をクリックします。
c) AVCプロファイル名を入力します。
d) [Apply]をクリックします。
e) [AVC Profile Name]ページで、対応する AVCプロファイル名をクリックします。
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[AVC Profile > Edit]ページが表示されます。

f) [Add New Rule]をクリックします。
g) 各ドロップダウンリストから、アプリケーショングループとアプリケーション名を選択

します。

[Wireless] > [Application Visibility and Control] > [AVC Applications]を選択して、使用可
能なデフォルト AVCアプリケーションのリストを表示します。

h) [Action]ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。

• [Drop]：選択したアプリケーションに対応するアップストリームパケットとダウン
ストリームパケットをドロップします。

• [Mark]：[DSCP (0 to 63)]ドロップダウンリストで指定したDiffServコードポイント
（DSCP）の値を使用して、選択したアプリケーションに対応するアップストリーム
およびダウンストリームパケットをマークします。DSCP値を使用して、QoSレベ
ルに基づいて Differentiated Servicesを提供できます。

デフォルトアクションでは、すべてのアプリケーションを許可します。（注）

i) [Action]ドロップダウンリストから [Mark]を選択した場合は、[DSCP (0 to 63)]ドロップ
ダウンリストから DSCP値を選択します。

DSCP値はインターネットでQoSを定義するために使用される、パケットヘッダーコー
ドです。DSCP値は次の QoSレベルにマッピングされます。

• [Platinum(Voice)]：無線を介して転送される音声のために、高品質のサービスを保証
します。

• [Gold (Video)]：高品質のビデオアプリケーションをサポートします。

• Silver (Best Effort)：クライアントの通常の帯域幅をサポートします。

• [Bronze (Background)]：ゲストサービス用の最小の帯域幅を提供します。

[Custom]を選択して、DSCP値を指定することもできます。有効な範囲は 0～ 63です。

j) [Apply]をクリックします。
k) [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 2 次の手順に従って、WLANに AVCプロファイルを関連付けます。

a) [WLANs]を選択して、対応するWLAN IDをクリックします。

[WLANs > Edit]ページが表示されます。

b) [QoS]タブをクリックします。
c) [AVC Profile]ドロップダウンリストから AVCプロファイルを選択します。
d) [Apply]をクリックします。
e) [Save Configuration]をクリックします。
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Application Visibility and Controlの設定（CLI）
•次のコマンドを入力して、AVCプロファイルを作成または削除します。

config avc profile avc-profile-name {create | delete}
•次のコマンドを入力して、AVCプロファイルのルールを追加します。

config avc profile avc-profile-name rule add application application-name {drop |mark dscp-value
| ratelimit Average Ratelimit value Burst Ratelimit value}

•次のコマンドを入力して、AVCプロファイルのルールを排除します。

config avc profile avc-profile-name rule remove application application-name
•次のコマンドを入力して、WLANに AVCプロファイルを設定します。

config wlan avc wlan-id profile avc-profile-name {enable | disable}
•次のコマンドを入力して、WLANに対してアプリケーション可視性を設定します。

config wlan avcwlan id visibility {enable |disable}

アプリケーションの可視性は、AVCプロファイルのサブセットで
す。このため、WLANに AVCプロファイルを設定すると、可視
性が自動的に有効になります。

（注）

•次のコマンドを入力して、コントローラに AVCプロトコルパックをダウンロードしま
す。

1. transfer download datatype avc-protocol-pack

2. transfer download start

•次のコマンドを入力して、すべてのAVCプロファイルまたは特定のAVCプロファイルに
関する情報を表示します。

show avc profile {summary | detailed avc-profile-name}
•次のコマンドを入力して、 AVCアプリケーションに関する情報を表示します。

• show avc applications [application-group]：アプリケーショングループに対してサポー
トされているすべての AVCアプリケーションを表示します。

• show avc statistics application application_name top-users [downstreamwlan | upstream
wlan | wlan] [wlan_id ]} :アプリケーションの上位ユーザの AVC統計情報を表示
します。

• show avc statistics top-apps [upstream | downstream]：最も使用されているアプリ
ケーションの AVC統計情報を表示します。

• show avc statistics wlan wlan_id {application application_name | top-app-groups
[upstream | downstream] | top-apps [upstream | downstream]}：アプリケーショ
ン、上位アプリケーション、または上位アプリケーショングループ単位のWLANの
AVC統計情報を表示します。
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• show avc statistics client client_MAC {application application_name | top-apps [upstream
| downstream]}：アプリケーション単位または上位アプリケーション単位のクライ
アント AVC統計情報を表示します。

show avc applicationsおよび show avc statisticsコマンドを使用し
て、30個のアプリケーションのリストを表示できます。

（注）

•次のコマンドを入力して、コントローラで使用するプロトコルパックを表示します。

show avc protocol-pack version
•次のコマンドを入力して、AVCエンジンのバージョン情報を表示します。

show avc engine version
•次のコマンドを入力して、AVCイベントのトラブルシューティングを設定します。

debug avc events {enable | disable}
•次のコマンドを入力して、AVCエラーのトラブルシューティングを設定します。

debug avc error {enable | disable}

AVCベースの選択的リアンカー

AVCベースのリアンカーについて

この機能は、クライアントが 1つの Cisco WLCから別の Cisco WLCにローミングしている場
合に、クライアントをリアンカーするように設計されています。Appleクライアントをリアン
カーすると、Cisco WLCの新しいクライアントで使用可能な IPアドレスの減少を防げます。
AVCプロファイルベースの統計情報は、クライアントをリアンカーするか、保留するかを決
めるために使用されます。これは、クライアントが AVCルールで定義されている音声または
ビデオアプリケーションをアクティブに実行しているときに便利です。

クライアントは、WLC間をローミングしている時に、AVCルールにリストされているアプリ
ケーションのトラフィックを送信していない場合、認証を解除されます。

AVCベースのリアンカーの制約事項

•この機能は、中央スイッチモードでのみサポートされます。

•別の Cisco WLCにローミングしている一部の Appleクライアントは、新しい Cisco WLC
と新しい IPアドレスとの再関連付けに失敗します。それらのクライアントは古い IPアド
レスを解放しないため、現在の Cisco WLCと再関連付けできません。

•いずれかのアプリケーションでWi-Fi発信側の署名が変更され、AVCがこの署名を認識で
きない場合、このルールは動作を停止します。

• WLC間をローミングするクライアントの場合：

• WLCは同じモビリティグループに存在する必要があります。
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•ローミングは同じ SSID内に限定されます。

•更新された設定を CLIまたは GUIを介して使用可能にする場合は、インターフェイスを
更新することをお勧めします。ただし、GUIの [Monitoring]ページに更新された情報をす
るために更新する必要ありません。

AVCベースの選択的リアンカーの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [WLANs]を選択して、WLAN IDをクリックします。

ステップ 2 [QoS]タブをクリックします。

ステップ 3 [Application Visibility]チェックボックスをオンにします。

ステップ 4 [Advanced]タブをクリックします。

ステップ 5 [Mobility]セクションで、[AVC Based Reanchor]チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [Apply]をクリックして、設定を保存します

ステップ 7 （オプション）AVCプロファイルにルールを追加するには、次の手順を実行します。

a) [Wireless] > [Application Visibility and Control] > [AVC Profiles]ページを選択します。
b) AVCプロファイル AVC_BASED_REANCHORを選択します。

このプロファイルには、デフォルトで、Jabber-Audio、 Jabber-Video、WebEx、およびWi-Fi
通話のアプリケーションが含まれています。

c) [Add New Rule]をクリックします。
d) [Application Group]ドロップダウンリストで、選択可能なさまざまなオプションからアプ
リケーションを選択します。

e) [Application Name]ドロップダウンリストで、選択可能なさまざまなオプションからアプ
リケーション名を選択します。

f) [Apply]をクリックします。

AVCベースのリアンカーを有効にすると、アプリケーションプロファイルのア
クション機能は無効になります。

（注）

ステップ 8 （オプション）AVCプロファイルからルールを削除するには、次の手順を実行します。

a) [Wireless] > [Application Visibility and Control] > [AVC Profiles]ページを選択します。
b) ルールの青いドロップダウン矢印にマウスオーバーします。
c) [Remove]をクリックします。

AVC_BASED_REANCHORAVCプロファイルには、ルールとして最大 32のアプ
リケーションを含めることができます。

（注）
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AVCベースの選択的リアンカーの設定（CLI）

手順

ステップ 1 WLANでのアプリケーションの可視性を有効にします。

config wlan avc wlan-idvisibility enable

ステップ 2 WLANでの選択的リアンカー機能を有効にします。

config wlan mobility selective re-anchoring enablewlan-id

ステップ 3 WLANでの選択的リアンカー機能を無効にします。

config wlan mobility selective re-anchoring disable wlan-id

ステップ 4 選択的リアンカーのステータスを表示します。

show wlan wlan-id

ステップ 5 リアンカーの統計情報を表示します。

show mobility statistics

FlexConnectのアプリケーション可視性制御
リリース 8.1では、FlexConnect AP上でWLANをローカルに切り替えるための Application
Visibility and Controlのサポートが導入されました。Application Visibility Control（AVC）は、ワ
イヤレスネットワークのアプリケーション対応制御を提供し、管理性と生産性を向上させま

す。FlexConnect APに組み込まれた AVCのサポートが広がっているのは、これがネットワー
ク内のアプリケーションの完全な可視化を実現し、管理者が必要な操作を実行できるようにす

るエンドツーエンドソリューションだからです。

サポート対象ハードウェア

•サポート対象アクセスポイント：1600、1700、2600、2700、3600、3700、1532、1570

•サポート対象WLC：3504、5508、Flex 7510、8510、WiSM2、5520、8540、および vWLC

•サポートされるモード：FlexConnectとフレックス +ブリッジモード

FlexConnectの AVCに関する制限

• IPv6パケットの分類はサポートされていません。

• Cisco Aironet 1570アクセスポイントはサポートされません。

•マルチキャストトラフィックはサポートされていません。
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• FlexConnect AP上での AVCプロトコルパックのダウンロードはサポートされません。

•レート制限に適用できるアプリケーションの数は 3です。

• 1つのアプリケーションに設定できるルールは 1つです。アプリケーションに、レート制
限とマークルールを両方設定することはできません。

• 1つのプロファイルで最大31のルールを設定できます。システム全体で最大16のプロファ
イルを設定できます。

• AVCプロファイルの AAAオーバーライドはサポートされません。

• Cisco 2504シリーズWLCでは FlexConnect AVC機能をサポートしていません。

•設計上、WLANレベルの FlexConnect AVC統計はサポートされません。

• APが FLexGroup内に存在し、FlexGroupに FlexConnect AVCが設定されていない場合は、
FlexConnect AVCの設定がWLCから APにプッシュされません。

• WLCからの NetFlowエクスポートはサポートされません。

• WLC上では、統計内の DHCP情報がサポートされません。

•外部アンカーシナリオ：FlexConnect統計の AVCは外部WLC上でのみ表示できます。

• FlexConnectグループ AVCの設定：

• WLAN AVCの設定は、APが FlexConnectグループに属している場合に継承されませ
ん。

• APが FlexConnectグループに属しており、FlexConnect用の AVCの設定を APにプッ
シュしたい場合は、FlexConnectグループでの FlexConnect用の AVCの設定が必須で
す。

• FlexConnect APが FlexConnectグループに属していない場合は、ローカルスイッチン
グWLAN AVCの設定が FlexConnect APにプッシュされます。

•以前のリリースから 8.1以降のリリースへのアップグレードでは：

•ローカルスイッチングWLAN上でAVCを有効にすると、FlexConnectAP上でパフォー
マンスの問題が発生する可能性があります。

• 8.1以降のリリースにアップグレードすると、WLANの AVCの設定が FlexConnectグ
ループに属していないすべての FlexConnect APにプッシュされます。WLANレベル
で AVC設定を無効にしてから、それを要件に基づいて FlexConnectグループレベル
で設定できます。

AP上ではどの設定も直接変更しないことをお勧めします。変更した場合は、予期せぬ動作が
発生する可能性があります。

（注）
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FlexConnectの Application Visibility and Controlの設定（GUI）

手順

ステップ 1 FlexConnect AVCプロファイルを作成して、ルールを追加するには：

a) [Wireless] > [Application Visibility and Control] > [FlexConnect AVC Profiles]の順に選択し
て、[New]をクリックします。

b) FlexConnectプロファイル名を指定して、[Apply]をクリックします。
c) プロファイル名をクリックして、[Add New Rule]をクリックします。
d) [Application Group]、[Application Name]、および [Action]を指定して、[Apply]をクリック
します。

ステップ 2 FlexConnectグループ上のすべてのWLANの可視性をグローバルにチェックするには、
[Monitor] > [Applications] > [FlexConnect Groups]の順に選択して、以前作成した FlexConnect
グループを選択します。

このページでは、FlexConnectグループごとのよりきめ細かな可視性が提供され、最後の 90秒
間の上位 10のアプリケーションと、上位 10のアプリケーションの累積統計が列挙されます。
同じページに FlexConnectグループごとのアップストリーム統計情報とダウンストリーム統計
情報を個別に表示するには、[Upstream]タブと [Downstream]タブをクリックします。

このページに表示されるアプリケーションの数を設定するには、[Max Number of Records]ド
ロップダウンリストを使用します。デフォルト値は 10です。

ステップ 3 AVC可視性が有効になっているローカルにスイッチされるWLAN上のクライアント単位の上
位10のアプリケーションのよりきめ細かな可視性を指定するには、 [Monitor]> [Applications]>
[FlexConnectGroups]の順に選択して、FlexConnectグループ名を選択し、[Client]タブをクリッ
クします。次に、ページに表示された個別のクライアントMACアドレスエントリをクリック
します。

このページでは、WLAN自体または FlexConnectグループ上で AVC可視性が有効になってい
るローカルにスイッチされたWLAN上で関連付けられているクライアント単位のよりきめ細
かな可視性が提供され、最後の 180秒間の上位 10のアプリケーションと、上位 10のアプリ
ケーションの累積統計が列挙されます。同じページからクライアントごとのアップストリーム

統計情報とダウンストリーム統計情報を個別に表示するには、[Upstream]タブと [Downstream]
タブをクリックします。このページに表示されるアプリケーションの数を設定するには、[Max
Number of Records]ドロップダウンリストを使用します。デフォルト値は 10です。

設定例

手順

ステップ 1 オープンWLANを作成します。

オープンWLANはレイヤ 2セキュリティが [None]に設定されています。
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ステップ 2 WLAN上の FlexConnectローカルスイッチングを有効にして、[Apply]をクリックします。

a) [WLANs]ページで、WLAN IDをクリックします。
b) [WLANs > Edit]ページで [Advanced]タブをクリックします。
c) [FlexConnect]領域で、[FlexConnect Local Switching]チェックボックスをオンにします。

ステップ 3 このWLANに接続された APがこの機能に対してサポートされているアクセスポイントのリ
スト内に存在することを確認します。APを FlexConnectモードに設定します。

a) [Wireless] > [Access Points] > [All APs]を選択します。
b) AP名をクリックします。
c) [AP Mode]ドロップダウンリストから、[FlexConnect]を選択して、[Apply]をクリックし
ます。

ステップ 4 FlexConnectグループを作成して、APをその FlexConnectグループに追加します。

a) [Wireless] > [FlexConnect Groups]を選択します。
b) [New]をクリックして、FlexConnectグループの名前を入力してから、[Apply]をクリック
します。

c) [FlexConnect Groups] > [Edit]ページの [FlexConnect APs]領域で、[Add AP]をクリックしま
す。

d) WLCに関連付けられた APのリストから APを選択することも、WLCに関連付けられた
APのイーサネットMACアドレスを直接指定することもできます。

e) [Add]をクリックします。

識別、分類、および制御が可能なアプリケーションは、 [Wireless] > [Application
Visiblity and Control] > [FlexConnect AVC Applications]に一覧表示されます。ア
クセスポイントは、プロトコルパックバージョン 8.0と NBARエンジンバー
ジョン 16をサポートします。

（注）

ステップ 5 AVCプロファイルを作成して、ルールを追加します。

FlexConnect ACLプロファイルには最大 32のルールを設定できます。（注）

a) [Wireless] > [Application Visibility and Control] > [FlexConnect AVC Profiles]の順に選択し
て、[New]をクリックします。

b) FlexConnectプロファイル名を指定して、[Apply]をクリックします。
c) プロファイル名をクリックして、[Add New Rule]をクリックします。
d) [Application Group]、[Application Name]、および [Action]を指定して、[Apply]をクリック
します。

ステップ 6 FlexConnectグループ上で AVCを有効にして、FlexConnect AVCプロファイルを FlexConnect
グループに適用します。

a) [Wireless] > [FlexConnect Group]の順に選択して、FlexConnectグループ名をクリックしま
す。

b) [WLAN VLAN Mapping]タブをクリックします。
c) [Application Visibility]ドロップダウンリストでWLAN IDを指定して、[Enable]を選択しま
す。
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d) [Flex AVC Profile]ドロップダウンリストから、FlexConnect AVCプロファイルを選択し
て、[Add]をクリックします。

e) [Apply]をクリックします。

ステップ 7 FlexConnectグループ上でアプリケーション可視性を有効にしたら、Cisco Jabber、Skype、Yahoo
Messenger、HTTP、HTTPS/SSL、YouTube、Ping、Trace routeなどのアプリケーション（すで
にインストールされている）を使用して（アソシエートされた無線クライアントから）さまざ

まな種類のトラフィックを開始できます。

トラフィックが無線クライアントから開始されたら、FlexConnectグループ単位とクライアン
ト単位で別々のトラフィックの可視性を確認できます。これにより、管理者は、ネットワーク

帯域幅の使用状況やネットワーク内のトラフィックの種類をクライアント単位とブランチサイ

ト単位で確認できます。

ステップ 8 FlexConnectグループ上のすべてのWLANの可視性をグローバルにチェックするには、
[Monitor] > [Applications] > [FlexConnect Groups]の順に選択して、以前作成した FlexConnect
グループを選択します。

このページでは、FlexConnectグループごとのよりきめ細かな可視性が提供され、最後の 90秒
間の上位 10のアプリケーションと、上位 10のアプリケーションの累積統計が列挙されます。
同じページに FlexConnectグループごとのアップストリーム統計情報とダウンストリーム統計
情報を個別に表示するには、[Upstream]タブと [Downstream]タブをクリックします。

このページに表示されるアプリケーションの数を設定するには、[Max Number of Records]ド
ロップダウンリストを使用します。デフォルト値は 10です。

ステップ 9 AVC可視性が有効になっているローカルにスイッチされるWLAN上のクライアント単位の上
位10のアプリケーションのよりきめ細かな可視性を指定するには、 [Monitor]> [Applications]>
[FlexConnectGroups]の順に選択して、FlexConnectグループ名を選択し、[Client]タブをクリッ
クします。次に、ページに表示された個別のクライアントMACアドレスエントリをクリック
します。

このページでは、WLAN自体または FlexConnectグループ上で AVC可視性が有効になってい
るローカルにスイッチされたWLAN上で関連付けられているクライアント単位のよりきめ細
かな可視性が提供され、最後の 180秒間の上位 10のアプリケーションと、上位 10のアプリ
ケーションの累積統計が列挙されます。同じページからクライアントごとのアップストリーム

統計情報とダウンストリーム統計情報を個別に表示するには、[Upstream]タブと [Downstream]
タブをクリックします。このページに表示されるアプリケーションの数を設定するには、[Max
Number of Records]ドロップダウンリストを使用します。デフォルト値は 10です。

ステップ 10 特定のクライアントのすべてのAVC統計情報をクリアするには、[Clear AVC Stats]をクリック
します。

FlexConnectのアプリケーション可視性および制御の設定（CLI）

手順

• FlexConnect AVCプロファイルを設定するには、次のコマンドを入力します。
config flexconnect avc profile profile-name {create | delete}
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• FlexConnect AVCプロファイルのルールを追加するには、次のコマンドを入力します。
config flexconnect avc profile profile-name rule add application app-name {drop | {mark
dscp-value {upstream | downstream}}}

• FlexConnect AVCプロファイルのルールを削除するには、次のコマンドを入力します。
config flexconnect avc profile profile-name rule remove application app-name

• FlexConnectAVCプロファイルにルール変更を適用するには、次のコマンドを入力します。
config flexconnect avc profile profile-name apply

• FlexConnectグループ AVCプロファイルをWLANに適用するには、次のコマンドを入力
します。

config flexconnect group group-name avc wlan-id visibility wlan-specific

• FlexConnect AVCプロファイルの概要または特定の FlexConnect AVCプロファイルの詳細
情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

• show flexconnect avc profile summary
• show flexconnect avc profile detailed profile-name

ルールの状態が「適用済み」になっている場合にのみ、FlexConnect AVCプロファイルルール
が APにプッシュされます。

（注）

•トラブルシューティングコマンド：
debug flexconnect avc {event | error | detail} {enable | disable}

• APコンソールで入力するモニタリングコマンド：

a) FlexConnect AVCプロファイルが AP上に存在するかどうかを確認するには、次のコ
マンドを入力します。

show policy-map

b) FlexConnect AVCプロファイル内の各アプリケーションの統計情報を表示するには、
次のコマンドを入力します。

show policy-map target

c) FlexConnect AVCプロファイル内に存在するアプリケーションを確認するには、次の
コマンドを入力します。

show class-map

d) AP上のWLANと FlexConnect AVCマッピングを表示するには、次のコマンドを入力
します。

show dot11 qos

設定例

始める前に

オープンWLANが作成されていることを確認します。
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手順

ステップ 1 WLAN上で FlexConnectローカルスイッチングを有効にします。
config wlan flexconnect local-switching wlan-id

ステップ 2 このWLANに接続された APがこの機能に対してサポートされているアクセスポイントのリ
スト内に存在することを確認します。APを FlexConnectモードに設定します。
config ap mode flexconnect submode none

ステップ 3 FlexConnectグループを作成して、APをその FlexConnectグループに追加します。
a) config flexconnect group group-name add
b) config flexconnect group group-name ap add ap-mac-addr

ステップ 4 FlexConnect AVCプロファイルを作成して、ルールを追加します。

FlexConnect ACLプロファイルには最大 32のルールを設定できます。（注）

a) config flexconnect avc profile profile-name create
b) config flexconnect avc profile profile-name rule add application app-name {drop |mark}

ステップ 5 FlexConnectグループ上で AVCを有効にして、FlexConnect AVCプロファイルを FlexConnect
グループに適用します。

a) config flexconnect group group-name avc wlan-id visibility enable
b) config wlan avc wlan-id visibility enable
c) config wlan avc wlan-id flex-profile profile-name enable

ステップ 6 ローカルスイッチングモードで、WLANに FlexConnectグループ AVCを設定します。
config flexconnect group group-name avc wlan-id visibility wlan-specific

ステップ 7 FlexConnectグループ上でアプリケーション可視性を有効にしたら、Cisco Jabber、Skype、Yahoo
Messenger、HTTP、HTTPS/SSL、YouTube、Ping、Trace routeなどのアプリケーション（すで
にインストールされている）を使用して（アソシエートされた無線クライアントから）さまざ

まな種類のトラフィックを開始できます。

トラフィックが無線クライアントから開始されたら、FlexConnectグループ単位とクライアン
ト単位で別々のトラフィックの可視性を確認できます。これにより、管理者は、ネットワーク

帯域幅の使用状況やネットワーク内のトラフィックの種類をクライアント単位とブランチサイ

ト単位で確認できます。

ステップ 8 FlexConnectグループ上のすべてのWLANに対する可視性をグローバルにチェックするには：
show flexconnect avc statistics

ステップ 9 FlexConnectプロファイルの AVCの概要または FlexConnectプロファイルの特定の AVCに関す
る詳細情報を表示するには：

• show flexconnect avc profile summary
• show flexconnect avc profile detailed profile-name

AVCプロファイルルールは「適用済み」状態になっている場合にのみAPにプッシュ
されます。

（注）

ステップ 10 FlexConnectの AVCをトラブルシューティングするには：
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debug flexconnect avc {event | error | detail} {enable | disable}

ステップ 11 APコンソールで入力するモニタリングコマンド：

a) FlexConnect AVCプロファイルが AP上に存在するかどうかを確認するには、次のコマン
ドを入力します。

show policy-map

b) FlexConnect AVCプロファイル内の各アプリケーションの統計情報を表示するには、次の
コマンドを入力します。

show policy-map target

c) FlexConnect AVCプロファイル内に存在するアプリケーションを確認するには、次のコマ
ンドを入力します。

show class-map

d) AP上のWLANと FlexConnect AVCマッピングを表示するには、次のコマンドを入力しま
す。

show dot11 qos

NetFlow

NetFlow情報
NetFlowはワイヤレスネットワークフローを特徴づけるために Cisco WLCソフトウェアに組
み込まれた機能です。NetFlowは、各 IPフローを監視し、集約したフローデータを外部の
NetFlowコレクタにエクスポートします。

NetFlowアーキテクチャは、次のコンポーネントで構成されています。

•コレクタ：さまざまな NetFlow要素からすべての IPトラフィックの情報を収集するエン
ティティ。

•エクスポータ：IPトラフィック情報とともにテンプレートをエクスポートするネットワー
クエンティティ。Cisco WLCは、エクスポータとして機能します。

NetFlowのエクスポータとして機能するとき、Cisco WLCは IPv6
アドレス形式をサポートしていません。

（注）

NetFlowは、リリース 8.2ではバージョン 9エクスポート形式により拡張テンプレートを追加
しました。これで、フローに関する17のフィールド情報を提供します。このレポートはLancope
などサードパーティのNetFlowコレクタと互換性があります。サポート対象の最低プロトコル
パックバージョンは、NBARエンジンバージョン23で14です。現在、拡張テンプレートは、
Cisco 5520、Cisco 8510、およびCisco 8540WLCなどの特定のモデルでサポートされています。
既存のテンプレートは、引き続き、以下のシスコモデルのデータをエクスポートします。
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• Cisco 2504 WLC

• Cisco 3504 WLC

• Cisco 5508 WLC

• Cisco 5520 WLC

• Cisco Flex 7510 WLC

• Cisco 8510 WLC

• Cisco 8540 WLC

• Cisco WiSM2

次に示すのは、NetFlowバージョン 9のテンプレートの拡張機能です。

•新規機能は、既存の実装を損ねることなく、NetFlowにすみやかに追加できます。

• NetFlowバージョン 9は新しいプロトコルや開発中のプロトコルに対応する用意があるの
で、NetFlowはこれらのプロトコルに対して将来的に保障されています。

• NetFlowバージョン 9は、情報エクスポートの IETF標準機能です。

• NetFlowのコレクタを提供するアプリケーションや、サービスを表示するアプリケーショ
ンを作成するサードパーティビジネスパートナーは、新規の NetFlow機能が追加される
たびにアプリケーションを再コンパイルする必要はありません。

表 4 : NetFlowテンプレートのデータポイントのリスト

拡張テンプレート
4
：

ipv4_client_src_dst_flow_record
既存テンプレート

3
：

ipv4_client_app_flow_record

applicationTagapplicationTag

staMacAddressipDiffServCodePoint

wtpMacAddressoctetDeltaCount

WlanIDpacketDeltaCount

Source IPpostIpDiffServCodePoint

Dest IPstaIPv4Address

Source PortstaMacAddress

Dest PortwlanSSID

ProtocolwtpMacAddress

Start Time—

End Time—
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拡張テンプレート
4
：

ipv4_client_src_dst_flow_record
既存テンプレート

3
：

ipv4_client_app_flow_record

Direction—

Packet count—

Byte count—

VLAN id—

TOS—

Client username—

3 Cisco 2504、5508、WiSM2、Flex 7510、8510、 5520、8540 WLCでサポート
4 Cisco 5520、8510、および 8540 WLCでサポート

NetFlowの使用に関する制限事項
•拡張テンプレートは、Cisco 3504、5520、8510、および 8540 WLCでのみサポートされて
います。

•拡張テンプレートは、Cisco 2504、5508、7510、およびWiSM2 WLCではサポートされて
いません。

• NetFlowは、Cisco Virtual Wireless Controller（vWLC）ではサポートされていません。

• FlexConnectモードはサポートされていません。

• IPv6トラフィックはサポートされていません。

•それぞれコレクタおよびエクスポータ 1つずつのみ設定できます。

NetFlowの設定（GUI）

手順

ステップ 1 次の手順に従って、エクスポータを設定します。

a) [Wireless] > [Netflow] > [Exporter]の順に選択します。
b) [New]をクリックします。
c) エクスポータ名、IPアドレス、およびポート番号を入力します。

ポート番号の有効範囲は 1～65535です。

d) [Apply]をクリックします。
e) [Save Configuration]をクリックします。
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ステップ 2 次の手順に従って、NetFlowモニタを設定します。

a) [Wireless] > [Netflow] > [Monitor]の順に選択します。
b) [New]をクリックして、モニタ名を入力します。
c) [Monitor List]ウィンドウで、モニタ名をクリックし、[Netflow Monitor] > [Edit]ウィンド
ウを開きます。

d) 各ドロップダウンリストからエクスポータ名とレコード名を選択します。

• [Client App Record]：優れたパフォーマンス
• [Client Source and Destination Record]：高い可視性

このオプションは、Cisco 5508 WLCでは使用できません。（注）

e) [Apply]をクリックします。
f) [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 3 次の手順に従って、WLANに NetFlowモニタを関連付けます。

a) [WLANs]を選択し、WLAN IDをクリックして [WLANs] > [Edit ]ページを開きます。
b) [QoS]タブで、[NetFlowMonitor]ドロップダウンリストからNetFlowモニタを選択します。
c) [Apply]をクリックします。
d) [Save Configuration]をクリックします。

NetFlowの設定（CLI）
•次のコマンドを入力して、エクスポータを作成します。

config flow create exporter exporter-name ip-addr port-number
•次のコマンドを入力して、NetFlowモニタを作成します。

config flow create monitor monitor-name
•次のコマンドを使用して、NetFlowモニタをエクスポータに関連付けるか、関連付けを解
除します。

config flow {add | delete}monitor monitor-name exporter exporter-name
•次のコマンドを使用して、NetFlowモニタをレコードに関連付けるか、関連付けを解除し
ます。

config flow {add | delete}monitor monitor-name record ipv4_client_app_flow_record
•次のコマンドを使用して、NetFlowモニタを新規テンプレートレコードに関連付けるか、
関連付けを解除します。

config flow {add | delete}monitor monitor-name record ipv4_client_src_dst_flow_record
•次のコマンドを使用して、NetFlowモニタをWLANに関連付けるか、関連付けを解除しま
す。

config wlan flow wlan-idmonitor monitor-name {enable | disable}
•次のコマンドを入力して、NetFlowモニタの概要を表示します。
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show flow monitor summary
•次のコマンドを入力して、エクスポータに関する情報を表示します。

show flow exporter {summary | statistics}
•次のコマンドを入力して、NetFlowのデバッグを設定します。

debug flow {detail | error | info} {enable | disable}

QoSプロファイル

QoSプロファイルについて
Cisco UWNソリューションWLANでは、Platinum/音声、Gold/ビデオ、Silver/ベストエフォー
ト（デフォルト）、Bronze/バックグラウンドの 4つのレベルの QoSをサポートしています。
音声転送WLANで Platinum QoSを使用するよう設定したり、低帯域幅WLANで Bronze QoS
を使用するよう割り当てたり、その他すべてのトラフィックに残りの QoSレベルを割り当て
たりすることができます。

WLAN QoSレベルは、無線トラフィックの特定の 802.11e User Priority（UP）を定義します。
この UPは、WMM以外の有線トラフィックの優先順位を導出すると同時に、さまざまな優先
レベルのWMMトラフィックを管理する際の上限値としても機能します。

ワイヤレスレート制限は、アップストリームおよびダウンストリームトラフィックの両方に

定義できます。レート制限は SSIDごとに定義するか、または最大レート制限としてすべての
クライアントに対して指定できます（あるいは両方を行えます）。これらのレート制限は個別

に設定できます。

アクセスポイントは、次の表の値に従ってこの QoSプロファイル固有の UPを使用すること
で、無線 LAN上で確認可能な IP DSCP値を導出します。

表 5 :アクセスポイントの QoS変換値

IEEE 802.11e
UP

AVVID 802.1pQoSプロファイルAVVID IP DSCPAVVIDトラフィックタ
イプ

77Platinum56（CS7）ネットワーク制御

76Platinum48（CS6）ネットワーク間制御

（CAPWAP制御、
802.11管理）

65Platinum46（EF）音声

54Gold34（AF41）インタラクティブビデ

オ

43Gold26（AF31）ミッションクリティカ

ル
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IEEE 802.11e
UP

AVVID 802.1pQoSプロファイルAVVID IP DSCPAVVIDトラフィックタ
イプ

32Silver18（AF21）トランザクション

21Bronze10（AF11）バルクデータ

00Silver0（BE）ベストエフォート

10Bronze2スカベンジャー

表に記載されていないDSCP値に対する IEEE 802.11e UP値は、DSCPの上位（MSB）3ビット
を考慮して算出されます。

たとえば、DSCP 32（バイナリ 100 000）に対する IEEE 802.11e UP値は、10進数に相当する
MSB（100）値で、これは 4になります。DSCP 32の 802.11e UP値は 4です。

（注）

Quality of Serviceプロファイルの設定

QoSプロファイルの設定（GUI）

手順

ステップ 1 QoSプロファイルを設定できるように、802.11aおよび 802.11b/gネットワークを無効にしま
す。

無線ネットワークを無効にするには、[Wireless] > [802.11a/n/ac]（または [802.11b/g/n]） >
[Network]の順に選択し、[802.11a（または 802.11b/g）Network Status]チェックボックスをオフ
にして、[Apply]をクリックします。

ステップ 2 [Wireless] > [QoS] > [Profiles]の順に選択して [QoS Profiles]ページを開きます。

ステップ 3 設定するプロファイルの名前をクリックして [Edit QoS Profile]ページを開きます。

ステップ 4 [Description]テキストボックスの内容を変更して、プロファイルの説明を変更します。

ステップ 5 次の手順で、ユーザごとのデータレートを定義します。

a) [Average Data Rate]テキストボックスにKbps単位でレートを入力して、ユーザごとの TCP
トラフィックの平均データレートを定義します。0の値は、選択したQoSプロファイルで
指定された値が有効であることを示します。

b) [Burst Data Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、ユーザごとの TCP
トラフィックのピークデータレートを定義します。0の値は、選択した QoSプロファイ
ルで指定された値が有効であることを示します。
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バーストデータレートは平均データレート以上でなければなりません。それ以

外の場合、QoSポリシーにより、ワイヤレスクライアントとのトラフィックがブ
ロックされることがあります。

バーストデータレートを設定する前に平均データレートを設定してください。

（注）

c) [Average Real-Time Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、ユーザごと
の UDPトラフィックの平均リアルタイムレートを定義します。0の値は、選択した QoS
プロファイルで指定された値が有効であることを示します。

平均リアルタイムレートがUDPトラフィック用に使用されているとき、平均デー
タレートは TCPトラフィックの測定に使用されます。すべてのエントリに対し
てキロビット/秒の単位で測定されます。平均データレートと平均リアルタイム
レートは、TCPや UDPなどの上位層プロトコルに適用さているので、これらの
値は異なる場合があります。これらの異なるレートの値は帯域幅に影響を与えま

せん。

（注）

d) [Burst Real-Time Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、ユーザごとの
UDPトラフィックのピークリアルタイムレートを定義します。0の値は、選択した QoS
プロファイルで指定された値が有効であることを示します。

バーストリアルタイムレートは平均リアルタイムレート以上でなければなりま

せん。それ以外の場合、QoSポリシーにより、ワイヤレスクライアントとのトラ
フィックがブロックされることがあります。

（注）

ステップ 6 次の手順で、SSIDごとのデータレートを定義します。

a) [Average Data Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、SSIDごとの TCP
トラフィックの平均データレートを定義します。0の値は、選択したQoSプロファイルで
指定された値が有効であることを示します。

b) [Burst Data Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、SSIDごとの TCPト
ラフィックのピークデータレートを定義します。0の値は、選択した QoSプロファイル
で指定された値が有効であることを示します。

バーストデータレートは平均データレート以上でなければなりません。それ以

外の場合、QoSポリシーにより、WLANのトラフィックがブロックされることが
あります。

（注）

c) [Average Real-Time Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、SSIDごとの
UDPトラフィックの平均リアルタイムレートを定義します。0の値は、選択した QoSプ
ロファイルで指定された値が有効であることを示します。

d) [Burst Real-Time Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、SSIDごとの
UDPトラフィックのピークリアルタイムレートを定義します。0の値は、選択した QoS
プロファイルで指定された値が有効であることを示します。

バーストリアルタイムレートは平均リアルタイムレート以上でなければなりま

せん。それ以外の場合、QoSポリシーにより、WLANのトラフィックがブロック
されることがあります。

（注）
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ステップ 7 QoSプロファイルをWLANに割り当てる場合、ユニキャストおよびマルチキャストトラフィッ
クに対する最大およびデフォルトの QoSレベルを定義します。

a) [Maximum Priority]ドロップダウンリストから、WLAN内で APから任意のステーション
に送信される任意のデータフレームに対する最大 QoS優先度を選択します。

たとえば、ビデオアプリケーションをターゲットにした「gold」という名前の QoSプロ
ファイルでは、デフォルトで最大優先度が videoに設定されます。

b) [Unicast Default Priority]ドロップダウンリストから、WLAN内で APから非WMMステー
ションに送信されるユニキャストデータフレームに対する QoS優先度を選択します。

c) [Multicast Default Priority]ドロップダウンリストから、WLAN内で APからステーション
に送信されるマルチキャストデータフレームに対する QoS優先度を選択します。

混合WLAN内の非WMMクライアントに対してデフォルトのユニキャスト優先
度を使用することはできません。

（注）

ステップ 8 [Protocol Type]ドロップダウンリストから [802.1p]を選択し、[802.1p Tag]テキストボックス
に最大優先値を入力して、このプロファイルに該当するパケットに関連付けられる優先タグの

最大値（0～ 7）を定義します。

タグが付けられるパケットには、CAPWAPデータパケット（アクセスポイントとコントロー
ラの間）や、コアネットワークに向けて送信されるパケットなどがあります。

802.1pタギングが設定された QoSプロファイルが、コントローラ上のタグ付けなし
のインターフェイスを使用するWLANに割り当てられると、クライアントトラフィッ
クがブロックされます。

（注）

ステップ 9 [Apply]をクリックします。

ステップ 10 [Save Configuration]をクリックします。

ステップ 11 802.11ネットワークを再度有効にします。

無線ネットワークを有効にするには、[Wireless] > [802.11a/n/ac]または [802.11b/g/n] > [Network]
の順に選択し、[802.11a（または 802.11b/g）Network Status]チェックボックスをオンにして、
[Apply]をクリックします。

ステップ 12 [WLANs]を選択して、WLAN IDを選択し、それに新しい QoSプロファイルを適用します。

ステップ 13 [WLAN] > [Edit]ページで、[QoS]タブに移動し、[Quality of Service]ドロップダウンリストから
[QoS Profile]タイプを選択します。QoSプロファイルは、WLAN単位、無線単位、および AP
ベース単位でコントローラに設定されたレート制限値を追加します。

たとえば、5 Mbpsのアップストリームレート制限が Silverタイプの QoSプロファイルに設定
されている場合は、Silverプロファイルが割り当てられたすべてのWLANでトラフィックがそ
のWLANを適用可能な無線単位および AP単位で 5 Mbps（wlanごとに 5 Mbps）に制限されま
す。

ステップ 14 [Apply]をクリックします。

ステップ 15 [Save Configuration]をクリックします。
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QoSプロファイルの設定（CLI）

手順

ステップ 1 次のコマンドを入力して、802.11aおよび 802.11b/gネットワークを無効にし、QoSプロファイ
ルを設定できるようにします。

config 802.11{a | b} disable network

ステップ 2 次のコマンドを入力して、プロファイルの説明を変更します。

config qos description {bronze | silver | gold | platinum }description

ステップ 3 次のコマンドを入力して、ユーザまたはSSIDごとのTCPトラフィックの平均データレートを
定義します。

config qos average-data-rate {bronze | silver | gold | platinum} {per-ssid | per-client} {downstream
| upstream} rate

rateパラメータには、0～ 512,000 Kbps（両端の値を含む）の値を入力できます。値
0を指定すると、QoSプロファイルに対する帯域幅の制限は行われません。

（注）

ステップ 4 このコマンドを入力して、ユーザまたは SSIDごとの TCPトラフィックのピークデータレー
トを定義します。

config qos burst-data-rate {bronze | silver | gold | platinum} {per-ssid | per-client} {downstream |
upstream} rate

ステップ 5 次のコマンドを入力して、ユーザまたは SSIDごとの UDPトラフィックの平均リアルタイム
データレートを定義します。

config qos average-realtime-rate {bronze | silver | gold | platinum} {per-ssid | per-client} {downstream
| upstream} rate

ステップ 6 このコマンドを入力して、ユーザまたは SSIDごとの UDPトラフィックのピークリアルタイ
ムデータレートを定義します。

config qos burst-realtime-rate {bronze | silver | gold | platinum} {per-ssid | per-client} {downstream
| upstream} rate

ステップ 7 QoSプロファイルをWLANに割り当てる場合、次のコマンドを入力して、ユニキャストおよ
びマルチキャストトラフィックに対する最大およびデフォルトの QoSレベルを定義します。

config qos priority {bronze | gold | platinum | silver} {maximum priority} {default unicast priority}
{default multicast priority}

maximum priority、default unicast priority、および default multicast priorityパラメータは、次のオ
プションの中から選択します。

• besteffort

• background

• video
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• voice

ステップ 8 次のコマンドを入力して、このプロファイルに該当するパケットに関連付けられる優先タグの

最大値（0～ 7）を定義します。

config qos protocol-type {bronze | silver | gold | platinum} dot1p

config qos dot1p-tag {bronze | silver | gold | platinum} tag

タグが付けられるパケットには、CAPWAPデータパケット（アクセスポイントとコントロー
ラの間）や、コアネットワークに向けて送信されるパケットなどがあります。

802.1pタギングは、有線パケットに対してのみ影響します。ワイヤレスパケットは、
QoSプロファイルに設定された最大優先レベルによってのみ影響を受けます。

（注）

802.1pタギングが設定された QoSプロファイルが、コントローラ上のタグ付けなし
のインターフェイスを使用するWLANに割り当てられると、クライアントトラフィッ
クがブロックされます。

（注）

ステップ 9 次のコマンドを入力して、802.11aおよび 802.11b/gネットワークを有効にし、QoSプロファイ
ルを設定できるようにします。

config 802.11{a | b} enable network

ステップ 10 次のコマンドを入力して、新しい QoSプロファイルをWLANに適用します。
config wlan qos <WLAN ID> {bronze | silver | gold | platinum}

WLANごとの QoSプロファイル

WLANへの QoSプロファイルの割り当て（GUI）

始める前に

まだ設定していない場合は、「QoSプロファイルの設定（GUI）」セクションの指示に従って
1つ以上の QoSプロファイルを設定してください。

手順

ステップ 1 [WLANs]を選択して、[WLANs]ページを開きます。

ステップ 2 QoSプロファイルを割り当てるWLANの ID番号をクリックします。

ステップ 3 [WLANs > Edit]ページが表示されたら、[QoS]タブを選択します。

ステップ 4 [Quality of Service（QoS）]ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。

• Platinum (音声)

• Gold（ビデオ）
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• Silver（ベストエフォート）

• Bronze (バックグラウンド)

Silver（ベストエフォート）がデフォルト値です。（注）

ステップ 5 データレートをユーザ単位で定義するには、次の手順を実行します。

a) [Average Data Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、SSIDごとの TCP
トラフィックの平均データレートを定義します。0の値は、選択したQoSプロファイルで
指定された値が有効であることを示します。

b) [Burst Data Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、SSIDごとの TCPト
ラフィックのピークデータレートを定義します。0の値は、選択した QoSプロファイル
で指定された値が有効であることを示します。

バーストデータレートは平均データレート以上でなければなりません。それ以

外の場合、QoSポリシーにより、WLANのトラフィックがブロックされることが
あります。

（注）

c) [Average Real-Time Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、SSIDごとの
UDPトラフィックの平均リアルタイムレートを定義します。0の値は、選択した QoSプ
ロファイルで指定された値が有効であることを示します。

d) [Burst Real-Time Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、SSIDごとの
UDPトラフィックのピークリアルタイムレートを定義します。0の値は、選択した QoS
プロファイルで指定された値が有効であることを示します。

バーストリアルタイムレートは平均リアルタイムレート以上でなければなりま

せん。それ以外の場合、QoSポリシーにより、WLANのトラフィックがブロック
されることがあります。

（注）

ステップ 6 データレートを SSID単位で定義するには、次の手順を実行します。

a) [Average Data Rate]テキストボックスにKbps単位でレートを入力して、ユーザごとの TCP
トラフィックの平均データレートを定義します。0の値は、選択したQoSプロファイルで
指定された値が有効であることを示します。

b) [Burst Data Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、ユーザごとの TCP
トラフィックのピークデータレートを定義します。0の値は、選択した QoSプロファイ
ルで指定された値が有効であることを示します。

バーストデータレートは平均データレート以上でなければなりません。それ以

外の場合、QoSポリシーにより、ワイヤレスクライアントとのトラフィックがブ
ロックされることがあります。

バーストデータレートを設定する前に平均データレートを設定してください。

（注）

c) [Average Real-Time Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、ユーザごと
の UDPトラフィックの平均リアルタイムレートを定義します。0の値は、選択した QoS
プロファイルで指定された値が有効であることを示します。
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平均リアルタイムレートがUDPトラフィック用に使用されているとき、平均デー
タレートは TCPトラフィックの測定に使用されます。すべてのエントリに対し
てキロビット/秒の単位で測定されます。平均データレートと平均リアルタイム
レートは、TCPや UDPなどの上位層プロトコルに適用さているので、これらの
値は異なる場合があります。これらの異なるレートの値は帯域幅に影響を与えま

せん。

（注）

d) [Burst Real-Time Rate]テキストボックスに Kbps単位でレートを入力して、ユーザごとの
UDPトラフィックのピークリアルタイムレートを定義します。0の値は、選択した QoS
プロファイルで指定された値が有効であることを示します。

バーストリアルタイムレートは平均リアルタイムレート以上でなければなりま

せん。それ以外の場合、QoSポリシーにより、ワイヤレスクライアントとのトラ
フィックがブロックされることがあります。

（注）

ステップ 7 設定を保存します。

WLANへの QoSプロファイルの割り当て（CLI）

まだ設定していない場合は、「QoSプロファイルの設定（CLI）」セクションの指示に従って
1つ以上の QoSプロファイルを設定してください。

手順

ステップ 1 QoSプロファイルをWLANに割り当てるには、次のコマンドを入力します。

config wlan qoswlan_id{bronze |silver |gold |platinum}

Silverがデフォルト値です。

ステップ 2 QoSプロファイルのレート制限パラメータを無効にするには、次のコマンドを入力します。

config wlan override-rate-limit wlan-id {average-data-rate | average-realtime-rate | burst-data-rate
| burst-realtime-rate} {per-ssid | per-client} {downstream | upstream} rate

ステップ 3 save configコマンドを入力します。

ステップ 4 QoSプロファイルをWLANに適切に割り当てたことを確認するには、次のコマンドを入力し
ます。

show wlan wlan_id

以下に類似した情報が表示されます。

WLAN Identifier.................................. 1
Profile Name..................................... test
Network Name (SSID).............................. test
Status........................................... Enabled
MAC Filtering.................................... Disabled
Broadcast SSID................................... Enabled
AAA Policy Override.............................. Disabled
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Number of Active Clients......................... 0
Exclusionlist.................................... Disabled
Session Timeout.................................. 0
Interface........................................ management
WLAN ACL......................................... unconfigured
DHCP Server...................................... 1.100.163.24
DHCP Address Assignment Required................. Disabled
Quality of Service............................... Silver (best effort)
WMM.............................................. Disabled
...

Air Time Fairness

Cisco Air Time Fairnessについて
High Density Experience（HDX）向けの Cisco Air Time Fairness（ATF）を利用してネットワーク
管理者は、定義したカテゴリでデバイスをグループにまとめて、一部のグループに、他のグ

ループよりも頻繁にWLANからトラフィックを受信させることができます。これにより、一
部のグループには他のグループよりも長い通信時間を利用する権利が与えることができます。

Cisco ATFには次の機能があります。

•ユーザグループまたはデバイスカテゴリにWi-Fiの通信時間を割り当てる

• Air Time Fairnessは、ネットワークではなくネットワーク管理者が定義する

•簡単な仕組みで通信時間を割り当てることができる

• WLANの状態の変化に動的に対応できる

•サービスレベル契約を効率的に実行できる

•各種の標準規格に準拠したWi-Fi QoSのメカニズムを強化できる

環境内でクライアントグループごとの通信中時間面の公平さの意味するものを定義する能力を

ネットワークマネージャに与えることで、トラフィック量も制御することができます。

通信時間をパーセンテージ単位で制御するために、クライアント/SSIDアップリンクとダウン
リンク送信の両方が含まれる通信時間を継続的に測定します。

APが正確に制御できるのは、ダウンリンク方向（APからクライアント方向）の通信時間のみ
です。アップリンク方向（クライアントから AP方向）の通信時間は測定できますが、正確に
制御することはできません。APは、クライアントに発信するパケットの通信時間を制限でき
ますが、APが測定できるのはその APがクライアントから受信したパケットの通信時間のみ
です。これは、APは受信時の通信時間を正確には制限できないためです。

Cisco ATFは通信時間の限度（全通信時間に対する割合）を設定し、その限度を SSID単位で
適用します。このとき、SSIDはクライアントグループを定義するパラメータとして使用しま
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す。他のパラメータも、クライアントグループの定義に利用できます。さらに、1つの通信時
間の限度（全通信時間に対する割合）をそれぞれのクライアントに適用できます。

SSID（またはクライアント）の通信時間の限度を超えると、ダウンリンク方向のパケットはド
ロップされます。ダウンリンクパケット（APからクライアント方向）をドロップすると通信
時間が解放されます。これに対して、アップリンクパケット（クライアントからAP方向）を
ドロップしても、通信時間の解放にはつながりません。これは、そのパケットがクライアント

によって無線で送信済みであるためです。

クライアントフェアシェアリング

Cisco Wireless Release 8.2では、Cisco Air Time Fairnessを SSID/WLANに関連付けられたクライ
アントで実施できます。これにより、SSID/WLAN内のすべてのクライアントは、それぞれの
無線帯域幅の使用率に応じて均等に処理されます。この機能は、1つまたは2、3のクライアン
トが、SSID/WLANに割り当てられたすべての通信時間を消費して、同じ SSID/WLANに関連
付けられた他のクライアントのWi-Fiエクスペリエンスを奪ってしまう状況で便利です。

•各クライアントに割り当てる通信時間の割合は、クライアントの接続や切断のたびに計算
し直されます。

•クライアントフェアシェアリングを適用できるのは、ダウンストリームトラフィックの
みです。

•クライアントはポリシーレベルで、低、中、高の使用率グループに分類できます。

•クライアントベースのATFメトリックは、送信完了ルーチンで累積します。これにより、
使用率が中から低のグループのクライアントが未使用の通信時間をシェアプールバケッ

トに累積して、使用率が高いクライアントに通信時間を融通することができます。

サポート対象のアクセスポイントプラットフォーム

Cisco ATFは、次のアクセスポイントでサポートしています。

• Cisco Aironet 1260シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 1260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 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
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Cisco ATFはローカルモードと FlexConnectモードの APでのみサポートしています。（注）

Cisco ATFモード

Cisco ATFは以下のモードで動作します。

•次の操作をユーザが実行できる監視モード：

•通信時間の表示

•すべての AP送信の通信時間の報告

•レポートの表示

• SSID/WLAN単位

• APグループ単位

• AP単位

•クライアントごと

•通信時間の使用量の定期報告

•ブロック ACKは報告しません

•モニタモードの一部としての適用なし

•次の操作をユーザが実行できるポリシー適用モード：

•設定したポリシーに基づいて通信時間を適用

•次の項目に通信時間を適用

•単独のWLAN

• Cisco WLCネットワーク内で接続されているすべての AP

•単独の APグループ

•単独の AP

•単独のクライアント

•複数のポリシーを持った複数のWLANを 1つの APに設定できます（1:16）

• WLAN単位の厳密な適用：無線WLANで使用する通信時間は、ポリシーの設定限度
を上限として厳密に適用されます

• WLAN単位の最適な適用：他の SSIDが未使用の通信時間を共有します

•すべてのポリシーを合計すると、100パーセントになります。これを超過することは
ありません。
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Cisco Air Time Fairnessの制限

• ATFを実装できるのはダウンストリーム方向のデータフレームのみです。

• SSID単位モードで ATFを設定すると、すべてのWLANを無効にしないと ATF設定コマ
ンドを入力できません。すべての ATFコマンドを入力したらWLANを有効にできます。

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のサブスクライバをグループに分けて、各グルー

プに一定割合の通信時間を割り当てることができます。

教育機関

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。各グループに一定割合の通信

時間を割り当てることができます。

エンタープライズ/サービス/小売

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。これらのゲストをサービスの種類別の層

でさらに細分化したサブグループに分けて、一定割合の通信時間を割り当てることができま

す。たとえば、有料グループには、無料グループより多くの通信時間が与えられます。

時間を共有する管理型ホットスポット

この場合、サービスプロバイダーや企業などのホットスポットを管理するビジネスエンティ

ティは、通信時間を割り当てて他のビジネスエンティティにリースすることができます。

次に、Cisco ATFの設定手順の概要を示します。

1. モニタモードを有効にして、ネットワーク使用量を測定します（オプション）。

2. Cisco ATFポリシーを作成します。

3. ネットワーク、APグループ、または個別のAP単位でWLANATFポリシーを追加します。
APまたはAPグループに設定したポリシーは、ネットワークポリシーごとにオーバーライ
ドします。

4. 最適化を有効にするかどうかを決定します。

5. Cisco ATFの統計情報を定期的に確認します。

関連資料

Air Time Fairnessの詳細については、『Air Time Fairness(ATF) Phase1 and Phase 2 Deployment
Guide』を参照してください。
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Cisco Air Time Fairnessの設定（GUI）

Cisco ATFモニタモードの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [ATF] > [Monitor Configuration]の順に選択します。

ステップ 2 [ATF Monitor Mode Configuration]ページで、AP、APグループ、またはネットワーク全体を選
択します。ネットワーク全体を選択した場合、無線タイプを指定します。

ステップ 3 [Enable]をクリックします。

ステップ 4 設定を保存します。

Cisco ATFポリシーの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [ATF] > [Policy Configuration]の順に選択します。

ステップ 2 [ATF Policy Configuration]ページで、ATFポリシーの ID、名前、またはウェイトを指定して、
[Create]をクリックします。

合計が100を超えるできるよう、パーセンテージではなくウェイト比率が使用されます。設定
可能なウェイトの最小値は 10です。

ステップ 3 ポリシーに Client Fair Sharingを適用するには [Client Fair Sharing]チェックボックスをオンにし
ます。

ステップ 4 設定を保存します。

Cisco ATF Enforcement SSIDの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Wireless] > [ATF] > [Enforcement SSID Configuration]の順に選択します。

ステップ 2 [ATF Enforcement SSID Configuration]ページで、作成された ATFポリシーを無線タイプが指定
された AP、APグループ、またはネットワーク全体に適用します。

ステップ 3 適用タイプとして [Optimized]または [Strict]を選択します。

ステップ 4 [Enable]をクリックします。

ステップ 5 WLANおよび ATFポリシーを選択し、[Add]をクリックしてWLANに ATFポリシーを適用し
ます。
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ステップ 6 設定を保存します。

ATF統計情報のモニタリング（GUI）

手順

使用された時間のパーセンテージで AP ATF統計情報あたりWLANごとにモニタするには、
[Wireless] > [ATF] > [ATF Statistics]の順に選択します。統計情報を表示するには、ドロップダ
ウンリストの AP名を選択します。

• abs：SSIDごとに使用される通信時間単位の数

•相対時間：SSIDごとに使用される時間のパーセンテージ

•合計通信時間：SSIDごとに使用される通信時間の合計

Cisco Air Time Fairnessの設定（CLI）

手順

•次のコマンドを入力して、ネットワークレベル（グローバル）で Cisco ATFを設定しま
す。

• config atf 802.11{a | b}mode disable
• config atf 802.11{a | b}mode monitor
• config atf 802.11{a | b}mode enforce-policy
• config atf 802.11{a | b} optimization {enable | disable}

•次のコマンドを入力して、APグループごとに Cisco ATFを設定します。

• config wlan apgroup atf 802.11{a | b}mode disable ap-group-name
• config wlan apgroup atf 802.11{a | b}mode monitor ap-group-name
• config wlan apgroup atf 802.11{a | b}mode enforce-policy ap-group-name
• config wlan apgroup atf 802.11{a | b} optimization {enable | disable} ap-group-name

•次のコマンドを入力して、APの無線ごとに Cisco ATFを設定します。

• config ap atf 802.11{a | b}mode disable ap-name
• config ap atf 802.11{a | b}mode monitor ap-name
• config ap atf 802.11{a | b}mode enforce-policy ap-name
• config ap atf 802.11{a | b} optimization {enable | disable} ap-name

•次のコマンドを入力して、ATFポリシーを設定します。

• config atf policy create policy-id policy-name policy-weight
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• config atf policy modify { weight policy-weight policy-name} | {client-sharing {enable |
disable} policy-name}

• config atf policy delete policy-name

•次のコマンドを入力して、ポリシー IDのあるWLANを設定します。

• config wlan atf wlan-id policy policy-id

•次のコマンドを入力して、WLANで Cisco ATFポリシーの APグループレベルの Override
を設定します。

• config wlan apgroup atf 802.11{a | b} policy ap-group-name wlan-id policy-name override
{enable | disable}

•次のコマンドを入力して、WLANで Cisco ATFポリシーの APレベルの Overrideを設定し
ます。

• config ap atf 802.11{a | b} policy wlan-id policy-name ap-name override {enable | disable}

•次のコマンドを入力して、Cisco ATF設定をモニタします。

• show atf config all
• show atf config ap-nameap-name
• show atf config apgroup ap-group-name
• show atf config 802.11{a | b}
• show atf config policy
• show atf config wlan
• show atf statistics ap ap-name 802.11{a | b} summary
• show atf statistics ap ap-name 802.11{a | b} wlan wlan-id
• show atf statistics ap ap-name 802.11{a | b} policy policy-name
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