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インフラストラクチャ

Aironet IEの無効化
•説明：Aironet IEとは、接続性の向上のためにシスコのデバイスで使用されるシスコ独自
の属性です。この属性には、アクセスポイント（AP）からCisco Catalyst 9800シリーズワ
イヤレスコントローラのビーコン応答とプローブ応答で送信される、アクセスポイント

名、負荷、接続しているクライアントの台数などの情報が含まれています。Cisco Client
Extensions（CCX）クライアントは、この情報を使用してアソシエートに最適なAPを選択
します。

CCXソフトウェアは、CCX対応クライアントデバイスの製造業者およびベンダーに対し
てライセンスされます。これらのクライアント上にある CCXコードにより、サードパー
ティ製クライアントデバイスは、シスコ製のAPと無線で通信できるようになり、他のク
ライアントデバイスでサポートしていないシスコの機能もサポートできるようになりま

す。これらの機能は、セキュリティの強化、パフォーマンスの向上、高速ローミング、お

よび電源管理に関連しています。

Aironet IEはCCXベースのクライアントのためのオプションですが、一部のタイプのワイ
ヤレスクライアントとの互換性の問題の原因となる可能性があります。WGBおよびCisco
音声のためには有効にすることを推奨しますが、通常の実稼働ネットワークの場合、検証

した結果によっては Aironet IEを無効にした方がよい場合もあります。

CCX Aironet IEの機能を無効にする必要があります。

•ステータス：
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•選択済み：1つ以上の「アクティブ」なWLANで CCX Aironet IEを無効にする必要
があります。

•非選択：すべての「アクティブ」なWLANで CCX Aironet IEが有効になります。

• CLIオプション：特定のWLANに対してAironet IEのサポートを有効にするには、次のコ
マンドを入力します。

Device# conf t

Device(config)# wlan <profile-name> <wlan-id> <ssid>

Device(config-wlan)# ccx aironet-iesupport

• CLIオプション：特定のWLANに対してAironet IEのサポートを無効にするには、次のコ
マンドを入力します。

Device# conf t

Device(config)# wlan <profile-name> <wlan-id> <ssid>

Device(config-wlan)# no ccx aironet-iesupport

ワイヤレス経由での管理の無効化

•説明：Cisco WLANソリューションにおけるワイヤレス経由での管理の無効化機能では、
Cisco WLANソリューションオペレータが、ワイヤレスクライアントを使用してローカル
コントローラを監視および設定できます。

セキュリティ上の理由から、ワイヤレス経由での管理（Management overWireless）アクセ
ス機能を無効にする必要があります。今すぐ修正をクリックすると、ワイヤレス経由での

管理が無効になります。

•ステータス：

•選択済み：有効

•非選択：無効

• CLIオプション：ワイヤレス経由での管理を無効にするには、次のコマンドを入力しま
す。

Device# no wireless mgmt-via-wireless

CLIオプション：ワイヤレス経由での管理を有効にするには、次のコマンドを入力しま
す。

Device# wireless mgmt-via-wireless

管理用 HTTP
•管理用 HTTPSでは、セキュアなアクセスを可能にすることで、セキュリティが向上しま
す。
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Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラを管理するためには、セキュアWeb
アクセス（HTTPS）を有効にする必要があります。Webアクセス（HTTP）を無効にする
必要があります。

•ステータス：

•選択済み：HTTPSが有効になっていて、HTTPが無効になっています。

•非選択：HTTPSが有効になっていて、HTTPが有効になっています。または、HTTPS
が無効になっていて、HTTPが有効になっています。

• CLIオプション：

•ユーザによる http://ip-addressを使用したコントローラGUIへのアクセスを拒否するた
めにWebモードを無効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device(config)# no ip http secure-server

•ユーザによる https://ip-addressを使用したコントローラ GUIへのアクセスを許可する
ためにセキュアWebアクセスモードを有効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device(config)# ip http secure-server

ロードバランシング

•説明：高密度実稼働ネットワークでは、コントローラがロードバランシングをオンに、
ウィンドウサイズを5以上に設定して動作することが確認されています。実際、ロードバ
ランシング動作は大規模グループのユーザが会議場やオープンエリア（会議や授業）に集

まっている場合などでのみ有効にします。ロードバランシングはこのようなシナリオで

ユーザを使用可能な各種 APへ分散する場合に非常に役立ちます。

ロードバランシングを有効にする必要があります。音声のような時間の影響を受けやすい

アプリケーションでは、ローミングの問題が発生する可能性があります。したがって、

Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラでロードバランシングを有効にする
場合、事前にテストすることをお勧めします。[Restore Default]をクリックすると、 Cisco
Catalyst9800シリーズワイヤレスコントローラのロードバランシングが有効になり、その
時点でサービスに影響を与える可能性があります。

•ステータス：

•選択済み：すべてのアクティブWLANでロードバランシングが無効になっています。

•非選択：1つ以上のアクティブWLANでロードバランシングが有効になっています。

• CLIオプション：WLAN上でロードバランシングを有効にするには、次のコマンドを入力
します。
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Device# conf t
Device(config)# wlan <profile-name> <wlan-id> <ssid>
Device(config-wlan)# load-balance

CLIオプション：WLAN上でロードバランシングを無効にするには、次のコマンドを入力
します。

Device# conf t
Device(config)# wlan <profile-name> <wlan-id> <ssid>
Device(config-wlan)# no load-balance

NTP
•説明：ネットワークタイムプロトコル（NTP）はいくつかの機能にとって非常に重要で
す。ロケーション、SNMPv3、アクセスポイント認証、MFPのいずれかの機能を使用する
場合、Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラでNTP同期を使用することは
必須です。コントローラは、NTPとの同期をサポートしています。

NTPサーバは、Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラの時刻の同期に使用
されます。

•ステータス：無効になっている場合は、[Manual Configuration]をクリックし、NTPサーバ
との同期を手動で設定します。

•選択済み：NTPはCisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラで設定されて
います。

•非選択：NTPはCisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラで設定されてい
ません。

• CLIオプション：

• NTPサーバを有効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device(config)# ntp server <server-name>

仮想ゲートウェイ IP
•説明：仮想ゲートウェイ IPを有効にする必要があります。今すぐ修正をクリックすると、
仮想ゲートウェイ IPが有効になります。

•ステータス：

•選択済み：有効

•非選択：無効
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ローカルプロファイリング

•説明：Cisco Catalyst 9800シリーズ対応APの「仮想」コントローラでは、クライアントデ
バイスがコントローラに関連付けられるときに受信した情報から、クライアントタイプを

判別できます。この「仮想」コントローラは情報のコレクタとして機能し、収集した情報

を Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラの GUIダッシュボードに直接表
示するか、または ISEに必要なデータを最も適切に送信します。

ローカルプロファイリング（DHCP/HTTP）をCiscoCatalyst 9800シリーズワイヤレスコン
トローラで有効にする必要があります。この有効化は、その時点でサービスに影響を与え

る可能性があります。

• CLIオプション：すべてのWLANでローカルプロファイリング（DHCP/HTTP）を有効に
するには、次のコマンドを入力します。

ローカルプロファイリングを有効にする前に、ポリシープロファ

イルを無効にしてください。

（注）

Device# conf t
Device(config)# wireless profile policy <policy name>
Device(config-wireless-policy)# http-tlv-caching
Device(config-wireless-policy)# dhcp-tlv-caching
Device(config-wireless-policy)# radius-profiling

すべてのWLANでローカルプロファイリングを無効にするには、
同じ CLIで noコマンドを使用します。たとえば、次のような場
合です。

Device# conf t
Device(config)# wireless profile policy <policy name>
Device(config-wireless-policy)# no http-tlv-caching
Device(config-wireless-policy)# no dhcp-tlv-caching
Device(config-wireless-policy)# no radius-profiling

（注）

VRFおよびルーティングプロトコル
Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラは、VRFまたはルーティングプロトコル
をサポートしていません。コントローラをワイヤレスクライアントのルータとして使用しない

でください。

サイトタグ

• APのデフォルトサイトタグの代わりにカスタムサイトタグを使用することを推奨します。
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•サイトタグごとのAPの数を400に制限することを推奨します。たとえば、建物にあるAP
の数が 400を超えている場合は、2つのサイトタグを建物に使用します。

セキュリティ

WPA2または 802.1Xを使用したWLAN
•説明：WLANで 802.1xまたはWPAセキュリティを使用してください。これは、リンクさ
れたWLANページから有効にすることができます。デフォルトの day 0設定では、802.1x
の設定は必須ではありません。

•ステータス：無効になっている場合は、[Manual Configuration]をクリックしてWLANの
セキュリティ設定を指定します。

•選択済み：少なくとも 1つのWLANで 802.1xまたはWPA2が有効になっています。

•非選択：どのWLANでもセキュリティが有効になっていません。

• CLIオプション：WLANでWPA2または 802.1xセキュリティを有効にするには、次のコ
マンドを入力します。

Device# conf t
Device(config)# wlan <profile-name> id <wlan-id>

Client Exclusion
•説明：ユーザが認証に失敗すると、コントローラによってそのクライアントが除外されま
す。そのクライアントは、除外タイマーが期限切れになるか、または管理者によって除外

タイマーが手動でオーバーライドされるまで、そのネットワークに接続できません。

クライアント除外では、単一のデバイスによる認証の試みが検出されます。そのデバイス

が失敗の最大数を超えると、そのMACアドレスの、コントローラへの関連付けはそれ以
上許可されなくなります。

クライアント除外はマスター APでデフォルトで有効になっており、コントローラは上記
のイベントの間、それらのクライアントによるコントローラへの参加を除外できます。

[Fix it]をクリックすると、次のコンポーネントが有効になります。

• Excessive 802.11 Association Failures

• Excessive 802.1X Authentication Failures

• Excessive 802.1X Authentication Timeout

• IP Theftまたは IP Reuse

• Excessive Web Authentication Failures
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•ステータス：

•選択済み：クライアント除外がすべてのイベントに対して有効になっています。

•非選択：クライアント除外がすべてのイベントに対して無効になっています。

• CLIオプション：すべてのイベントに対してクライアント除外を有効にするには、次のコ
マンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# wireless profile policy <default-policy-profile>
Device (config-wireless-policy)# exclusionlist timeout <secs>

除外リストのタイムアウト範囲の有効な値は、0～ 2147483647秒
です。0はタイムアウトしないことを意味します。

（注）

CLIオプション：すべてのイベントに対してクライアント除外を無効にするには、次のコ
マンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# wireless profile policy <default-policy-profile>
Device (config-wireless-policy)# exclusionlist timeout 0

ユーザログインポリシー

•説明：コントローラのローカルネットユーザの同時ログイン数を制限するためにユーザロ
グインポリシーを指定します。同時ログイン数を制限できるため、デフォルトの 0（ログ
インは無制限）より大きな値の設定を推奨します。

•ステータス：

•選択済み：ログイン数が 0または 8に設定されている場合にのみ、ユーザログインポ
リシーが有効になります。

•非選択：ログイン数が 0または 8に設定されている場合にのみ、ユーザログインポリ
シーが無効になります。

0は、ユーザログインポリシーが上限なく制限されることを意味
します。

（注）

• CLIオプション：

•ユーザログインポリシーを確認するには、次のコマンドを入力します。

Device# show run | i max-user-login
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•次のコマンドを入力して、ユーザログインポリシーを設定します。

Device# conf t
Device(config)# wireless client max-user-login ?

<0-8> Maximum number of login sessions for a single user, 0-8 (0=Unlimited)

RF管理

自動カバレッジホール検出

•説明：自動 CHDを有効にする必要があります。

コントローラは、APから報告されたクライアントのシグナルの品質情報を基に、APの送
信電力を増やす必要があるかどうかを判断します。カバレッジホールの検出（CHD）は
コントローラに依存しないため、RFグループリーダーはこれらの計算に関与しません。
コントローラは、特定の APに接続しているクライアント数、およびクライアントごとの
シグナル対雑音比（SNR）の値を把握しています。

クライアントの SNRがコントローラに設定されたしきい値を下回った場合、APはクライ
アントを補うために自身の出力を増やします。SNRのしきい値は、APの送信電力とコン
トローラのカバレッジプロファイル設定に基づいて設定されます。

自動 CHDの設定方法については、『 Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントロー
ラソフトウェアコンフィギュレーションガイド、Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.xCisco
Mobility Expressユーザガイド』を参照してください。

•ステータス：

•選択済み：CHDが有効になっています。

•非選択：なし、または 1つが有効

• CLIオプション：自動 CHDを有効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 24ghz/5gHz rrm coverage

CLIオプション：自動 CHDを無効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# no ap dot11 24ghz/5gHz rrm coverage

自動動的チャネル割り当て

•説明：RRMが各無線に最適なチャネルを選択できるように自動DCAを有効にする必要が
あります。
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ワイヤレスネットワークが初めて初期化される際、参加するすべての無線で、干渉なしで

動作するためにチャネルの割り当てが必要になります。チャネルの割り当てを最適化し

て、干渉のない運用を可能にするのは、DCAの仕事です。ワイヤレスネットワークでは、
このチャネルの割り当て時に、検出された全チャネルについて各無線から報告された電波

メトリックを使用します。これは、チャネルの帯域幅を最大化し、すべての干渉源（当該

ネットワーク（シグナル）、他のネットワーク（外部干渉）、ノイズ（その他すべて））

からの RF干渉を最小化するための解決策です。

DCAはデフォルトで有効になっており、社内のネットワークのためにチャネルプランニ
ングのグローバルな解決策として機能します。

•ステータス：

•選択済み：DCAが 802.11a/bで有効になっています。

•非選択：なし、または 1つが有効

• CLIオプション：次のコマンドを入力して自動 DCAを有効にします。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 5ghz/24ghz rrm channel dca global auto

CLIオプション：自動 DCAを無効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# no ap dot11 5ghz/24ghz rrm channel dca global auto

自動送信電力制御

•説明：コントローラでは、リアルタイムの無線 LAN状況に基づいて、アクセスポイント
の送信電力を動的に制御します。TPCv1および TPCv2の 2つのバージョンの送信出力制
御から選択できます。TPCv1では、送信電力を低く維持することでキャパシティを増や
し、干渉を減らすことができます。TPCv2では、干渉を最小にするために、送信電力を動
的に調整します。TPCv2は、高密度のネットワークに適しています。このモードでは、
ローミングの遅延およびカバレッジホールのインシデントが多く発生する可能性がありま

す。

RRMが各無線に最適な送信電力を選択できるように、自動 TPCがデフォルトで有効に
なっています。

送信電力制御（TPC）アルゴリズムでは、RF環境での変化に応じてアクセスポイント
（AP）の送信電力を増減させます。ほとんどの場合、TPCでは干渉を低減するためにAP
の送信電力を減らそうとします。しかしながら、RFカバレッジに急激な変化が生じた場
合（たとえば、APで障害が発生したり、APが無効になったりした場合）、TPCが周囲の
APの電力を増やす可能性もあります。この機能は、主にクライアントと関係があるカバ
レッジホールの検出とは異なります。TPCではAP間のチャネルの干渉を防止しながら、
必要なカバレッジレベルを達成するために、十分な RF電力を供給します。
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最適なパフォーマンスを得るには、無線ごとに最適な送信電力を

許可するための [Automatic]設定を使用します。
（注）

•ステータス：

•選択済み：TPCが 802.11a/bで有効になっています。

•非選択：なし、または 1つが有効

• CLIオプション：次のコマンドを入力して、自動 TPCを有効にします。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 5ghz rrm txpower auto

Device (config)# ap dot11 24ghz rrm txpower auto

CleanAir検出
•説明：CleanAirを有効にする必要があります。

RF干渉を効果的に検出し軽減するため、可能な限り CleanAirを有効にします。汎用の
DECT電話、電波妨害装置など、セキュリティアラートを起動する各干渉源に対しては推
奨対策があります。

すべてのシスコアクセスポイントがCleanAirをサポートしている
わけではありません。CleanAirがサポートされているかどうかを
確認するには、Cisco APモデルのデータシートを参照してくださ
い。

（注）

•ステータス：

•選択済み：有効

•非選択：無効

• CLIオプション：

•ネットワークの CleanAirの設定を確認するには、次のコマンドを入力します。

(Cisco Controller) >show 802.11{a|b} cleanair config

•ネットワークの CleanAir機能を有効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# configure terminal
Device(config)# ap dot11 {5ghz | 24ghz} cleanair {alarm | device}
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•特に電波妨害装置による干渉の検出を有効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# configure terminal
Device(config)# ap dot11 {5ghz | 24ghz} cleanair device jammer

イベント駆動型 RRM
•説明：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。Cisco CleanAirのスペクト
ルイベント駆動型無線リソース管理（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。このしきい値を超えた場合、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トリガーされます。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。Cisco
CleanAir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。

スペクトル EDRRMは、Cisco CleanAir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、重大なレベルの干渉

を検出できます。

（注）

イベント駆動型 RRMは、デフォルトでは有効になっています。

•ステータス：

•選択済み：イベント駆動型 RRMは 5GHzと 2.4GHzの両方で無効になっています。

•非選択：イベント駆動型RRMは 5GHzまたは 2.4GHzのいずれかで有効になっていま
す。

• CLIオプション：Cisco CleanAirスペクトルイベント駆動型 RRMを有効にするには、次の
コマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 {5ghz | 24ghz} rrm channel cleanair-event

WiFi干渉
•説明：WiFi干渉の処理を改善するため、ED-RRMメトリックにRogue Severityが追加され
ました。不正なアクセスポイントによって指定のしきい値を超える干渉が生じている場合

は、この機能によって、次の DCAサイクルまで待つことなく、すぐにチャネルが変更さ
れます。
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この機能は、ED-RRMが有効になっている場合に使用してください。非常に多数のコロ
ケーションWiFiネットワークがある建物（マルチテナントビルディング）で、それらが
100%オーバーラップしている場合は、こうした干渉を回避する必要があります。

• Status（ステータス）

•選択済み：WiFi干渉は有効になっています。

•非選択：WiFi干渉は無効になっています。

• CLIオプション：

• WiFi干渉を確認するには、次のコマンドを入力します。
Device# show ap dot11 24ghz cleanair config

• WiFi干渉を有効にするには、次の手順を実行する必要があります。

•次のコマンドを入力して、デューティサイクルを設定します。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 24ghz rrm channel cleanair-event rogue-contribution
dutycycle 80

•次のコマンドを入力して、EDRRMを有効にします。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 24ghz rrm channel cleanair-event

•次のコマンドを入力して、不正寄与を有効にします。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 24ghz rrm channel cleanair-event rogue-contribution

DCA Cisco AP Load
•説明：負荷条件が変動することによる DCAの頻繁な変動を避けるには、このオプション
の使用を避けます。このオプションはデフォルトで無効になっています。

• Status（ステータス）

•選択済み：AP Loadは無効になっています。

•非選択：AP Loadは有効になっています。

• CLIオプション：

•現在のステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。
Device# show ap dot11 24ghz channel | include Load

•このコマンドを入力して、DCA Cisco APの Loadを有効にします。
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Device# conf t
Device(config)# ap dot11 24ghz rrm channel load

• DCA Cisco AP Loadを無効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device(config)# no ap dot11 24ghz rrm channel load

ベストチャネル幅

•説明：動的帯域幅選択は、クライアントデータレートが最も高く、無線あたりのチャネル
使用率が最も低くなるような、最も広いチャネル幅を選択します。これにより、不正 AP
と CleanAirの干渉を回避しながら、5 GHz帯でデータの再試行回数および CRCエラーを
最小限に抑えます。

•ステータス：

•選択済み：両方のバンドで最適なチャネル幅が選択されます。

•非選択：両方のバンドで最適なチャネル幅が選択されません。

• CLIオプション：最適なチャネル幅を有効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 5ghz rrm channel dca chan-width best

フレキシブルラジオアサインメント

•説明：フレキシブルラジオアサインメント（FRA）により、5 GHzやモニタなどの他の
ロールに自動的に XOR 2.4GHz Radioを割り当てることができます。

Cisco Aironet 2800シリーズや 3800シリーズなど、XOR動作をサポートする APを使用し
ている場合は、FRAを有効にすることをお勧めします。

•ステータス：

•選択済み：FRAは無効になっています。

•非選択：FRAは有効になっています。

• CLIオプション：FRAを有効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# ap fra
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SSID数が多い
•説明：WLANの数は 3以下である必要があります。

コントローラで設定されるサービスセット識別子（SSID）の数を制限することをお勧め
します。SSIDは（各 APの無線ごとに）同時に 16個まで設定できますが、それぞれの
WLANまたは SSIDで個別のプローブ応答とビーコンが必要なため、SSIDがさらに追加
されるにつれて、RF環境が低下します。また、PDA、Wi-Fi電話機、バーコードスキャナ
などの小型ワイヤレスステーションの一部では、大量の基本SSID（BSSID）情報を処理で
きません。この結果、ロックアップ（動作停止）、リロード、またはアソシエーションの

失敗が発生します。また、SSIDの数が増えるほど必要なビーコンも増えるため、実際の
データ送信に利用できるRF時間が減少します。企業の場合は 1～ 3個の SSIDを設定し、
高密度設計の場合は 1個の SSIDを設定することを推奨します。単一の SSIDシナリオで
は、ユーザごとの VLANまたは設定に AAAオーバーライドを利用できます。

APでは、ロケーションに関係なく最も遠いステーションに到達できるように、各WLAN
に設定されている最小の必須速度でビーコンする必要があります。ステーションで APの
ビーコンを受信できる場合は、一般的なトラフィックが大幅に減少します。

•ステータス：[Manual Configuration]をクリックし、コントローラで設定されるサービス
セット識別子（SSID）の数を手動で設定します。

•選択済み：アクティブな SSIDの数が 4以下です。

•非選択：アクティブな SSIDの数が 4を超えています。

• CLIオプション：

• WLANの数を確認するには、次のコマンドを入力します。

(Cisco Controller) >show wlan summary

•次のコマンドを入力して、不要なWLANを無効にします。

Device# conf t
Device (config)# no wlan <wlan-name> <wlan-id> <ssid-name>

クライアントの帯域選択

•説明：帯域選択を有効にする必要があります。ただし、WLANに音声やビデオなどのイン
タラクティブなトラフィックがある場合は、帯域選択を使用しないでください。[Enable]
をクリックすると帯域選択が有効になります。

帯域選択によって、デュアルバンド（2.4 GHzおよび 5 GHz）動作が可能なクライアント
の無線を、輻輳の少ない 5 GHz APに移動できます。2.4 GHz帯は、混雑していることが
よくあります。この帯域のクライアントは一般に、Bluetoothデバイス、電子レンジ、およ
びコードレス電話機からの干渉を受けるだけでなく、他の APからの同一チャネル干渉も
発生します。802.11b/gでは、重複しないチャネルが 3つしかないからです。これらの干
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渉の原因を防止して、ネットワーク全体のパフォーマンスを向上させるには、コントロー

ラで次のようにバンドセレクトを設定できます。

•帯域選択は、デフォルトではグローバルで有効になっています。

•帯域選択のしくみは、クライアントへのプローブ応答を規制するというものです。5
GHzチャネルへクライアントを誘導するために、2.4 GHzチャネルでのクライアント
へのプローブ応答を遅らせます。

•音声のバンドセレクトを評価する場合は、特にローミングのパフォーマンスに焦点を
当ててください。詳細は、以下を参照してください。

• APの 5 GHzシグナルが 2.4 GHzシグナルと同じかより強い場合、大部分の最新クラ
イアントではデフォルトで 5 GHzが優先されます。

•高密度設計では、帯域選択を有効にする必要があります。

また、高密度設計では、使用可能なUNII-2チャネルを調査する必要があります。レーダー
による影響を受けず、クライアントで使用可能なチャネルは、RRMDCAリストに使用可
能チャネルとして追加する必要があります。

デュアルバンドローミングは、クライアントによっては低速になる可能性があります。大

部分の音声クライアントでローミング動作が低速な場合は、それらのクライアントが 2.4
GHzに留まっている可能性が高くなります。この場合、クライアントは 5GHzのスキャン
で問題を抱えています。一般に、クライアントがローミングすることを決定した場合、現

在のチャネルと帯域を最初にスキャンします。クライアントでは通常、シグナルレベルが

大幅に高い（例：20 dB）APや、SNRが大幅に高い APを検出するためにスキャンしま
す。そのような接続が使用できない場合、クライアントは現在の APに留まる可能性があ
ります。この場合、2.4 GHzの CUが低く、コール品質が悪くない場合、選択したバンド
（周波数帯）を無効にすることも許容されます。しかしながら、推奨される設計は、すべ

てのデータレートを有効にし、6 Mbpsを必須にして、5 GHzでバンドセレクトを有効に
することです。この後、5GHzRRMの最小送信電力を、RRMによって設定される2.4GHz
の平均送信電力よりも 6 dBm高く設定します。

この推奨設定の目的は、クライアントが、より良好な SNRと送信電力のバンド（周波数
帯）とチャネルを最初に獲得できるようにすることです。前述のとおり、一般的にクライ

アントがローミングすることを決定した場合、現在のチャネルとバンド（周波数帯）を最

初にスキャンします。このため、クライアントが最初に 5 GHz帯に参加した場合、5 GHz
の送信電力が良好であれば、そのバンド（周波数帯）に留まる可能性が高くなります。5
GHzの SNRレベルは、通常 2.4 GHzよりも高くなります。これは、2.4 GHzにはWi-Fi
チャネルが3つしかなく、Bluetooth、iBeacon、電子レンジなどのシグナルの干渉の影響を
受けやすいためです。

デュアルバンドレポーティングでは、802.11kを有効にすることを推奨します。これによ
り、すべての 11k対応クライアントが、経由ローミングのメリットを享受できます。デュ
アルバンドレポーティングを有効にすると、クライアントは、クライアントが直接要求し

たベストの 2.4 GHz/5 GHz APのリストを受け取ります。ここで、クライアントはほとん
どの場合、同じチャネル、次にクライアントが現在使用している同じバンド（周波数帯）

の順序で APのリストを上から検索します。このロジックにより、スキャン時間が短縮さ
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れ、バッテリーの電力が節約されます。WLCで 802.11kを有効にしても、802.11k以外の
クライアントに悪影響を与えません。

•ステータス：

•選択済み：すべてのアクティブなWLANでクライアントの帯域選択が無効になって
います。

•非選択：1つ以上のアクティブなWLANでクライアントの帯域選択が有効になってい
ます。

• CLIオプション：

•次のコマンドを入力して、バンドセレクトを確認します。

(Cisco Controller) >show wlan all

•次のコマンドを入力して、WLANでバンドセレクトを有効にします。

Device# conf t
Device (config)# wlan <wlan-name> <wlan-id> <ssid-name>
Device (config-wlan)# band-select

5GHz低データレート
•説明：パフォーマンス向上のため、5GHzでは低データレートの 6 Mbpsと 9 Mbpsを無効
にすることを推奨します。

低密度の導入では、存在が予想されるこれらの低データレートを

無効にしないでください。

（注）

•ステータス：

•選択済み：5GHzで低データレートの 6および 9 Mbpsが無効になっています。

•非選択：5GHzで低データレートの 6および 9 Mbpsが有効になっています。

• CLIオプション：

• 5GHzの 6Mbpsを無効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 5ghz rate RATE_6M disable

• 5GHzの 9Mbpsを無効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 5ghz rate RATE_9M disable
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2.4GHz低データレート
•説明：パフォーマンス向上のため、2.4 GHzでは低データレートの 1、2、5.5 Mbpsを無効
にし、2.4 GHzの 11 Mbpsを [not mandatory]に設定してください。

低密度の導入では、存在が予想されるこれらの低データレートを

無効にしないでください。

（注）

•ステータス：

•選択済み：2.4 GHzで 1、2、または 5.5 Mbpsの低データレートが無効になっている
か、11 Mbpsが [not mandatory]に設定されています。

•非選択：2.4 GHzで 1、2、または 5.5Mbpsの低データレートが有効になっているか、
11 Mbpsが [mandatory]に設定されています。

• CLIオプション：

• 2.4GHzの 1Mbpsを無効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 24ghz rate RATE_1M disable

• 2.4GHzの 2Mbpsを無効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 24ghz rate RATE_2M disable

• 2.4GHzの 5.5Mbpsを無効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 24ghz rate RATE_5_5M disable

• 2.4GHzの 11Mbpsを設定するか無効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device (config)# ap dot11 24ghz rate RATE_11M {disable | supported}

Appleデバイス

WLANの設定
•説明：WLANが Appleデバイスに推奨される L2セキュリティ、QoSおよび詳細設定で設
定されているかどうかをユーザが確認できます。アプリケーションの可視化を有効にする

必要があります。
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•ステータス：[Detailed]をクリックし、個々のアクティブなWLANについて、Appleデバ
イスの L2セキュリティ、QoS、および詳細設定を手動で設定します。

•選択済み：少なくとも1つのWLANがAppleデバイス用のすべての推奨されるWLAN
設定に準拠しています。

•非選択：Appleデバイス用のすべての推奨されるWLAN設定に準拠しているアクティ
ブなWLANがありません。

•推奨設定：

• [Security]：[Fast Transition]を [adaptive enabled]または [enabled]にします。[Fast
Transition]が有効になっている場合、[Authentication Key Management]を [psk]または
[dot1x]にします。レイヤ 3セキュリティは [none]にします。[Over the DS]は無効にす
る必要があります。

• [QOS]：WMMポリシーを [require]に設定します。

• [Advanced]：[11kNeighbor List]または [Dual Band]を有効にします。[11vBSSTransition]
を有効にします。WLAN無線ポリシーは [all]または [802.11a]または [802.11 a/g]にし
ます。mDNSはゲートウェイモードに設定します。

• [Policy]：[Fastlane]を [AutoQOS]に設定します。[Egress]および [Ingress]の QOS SSID
ポリシーを [platinum]に設定します。

Optimized Roamingの無効化
•説明：Appleデバイスが新しい 802.11r、802.11k、または 802.11vローミングの改善を使用
するため、Optimized Roamingを無効にする必要があります。

•ステータス：

•選択済み：最適化ローミングが無効になっています。

•非選択：最適化ローミングが有効になっています。

• CLIオプション：

•次のコマンドを入力して、ローミングの最適化を有効にします。

Device# conf t
Device(config)# ap dot11 5ghz rrm optimized-roam

•次のコマンドを入力して、Optimized Roamingを無効にします。

Device# conf t
Device(config)# no ap dot11 5ghz rrm optimized-roam

ベストプラクティス

18

ベストプラクティス

Optimized Roamingの無効化



5 GHz EDCA Fastlane
•説明：EDCAプロファイルを Fastlaneとして設定すると、5GHzネットワーク上の Apple
デバイスのパフォーマンスが向上します。

•ステータス：

•選択済み：5GHz EDCAプロファイルは Fastlaneとして設定されています。

•非選択：5GHz EDCAプロファイルは Fastlaneとして設定されていません。

• CLIオプション：

• Fastlaneを有効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device(config)# ap dot11 5ghz edca-parameters fastlane

• Fastlaneを無効にするには、次のコマンドを入力します。

Device# conf t
Device(config)# no ap dot11 5ghz edca-parameters fastlane

5GHzの有効化
•説明：5GHz無線を有効にして、より高速でより干渉の少ないネットワークを Appleデバ
イスに提供します。

•ステータス：

•選択済み：ネットワーク上で 5GHz無線が有効になっています。

•非選択：ネットワーク上で 5GHz無線が無効になっています。

5 GHz MCSレート
•説明：Appleクライアントデバイスのパフォーマンス向上に役立てるため、5GHzネット
ワーク上のすべてのMCSレート（0-31）を有効にしてください。

•ステータス：

•選択済み：すべてのMCSレートが 5GHzネットワークで有効になっています。

•非選択：すべてのMCSレートが 5GHzネットワークで無効になっています。
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