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RFタグプロファイル
RFプロファイルを使用すると、共通のカバレッジゾーンを共有する APのセットをグループ
化し、そのカバレッジゾーン内の APに対する RRMの動作を選択的に変更できます。たとえ
ば、多くのユーザが集まる、または会合するエリアに、大学が高密度の APを展開する場合が
あります。この場合は、同一チャネル干渉を管理しながら、セル密度に対処するために、デー

タレートと電力の両方を操作する必要があります。隣接エリアでは、通常のカバレッジが提供

されますが、そのような操作によって高密度エリアのカバレッジが失われることがあります。

RFプロファイルと RFタグを使用すると、異なる環境やカバレッジゾーンで動作する APの
セットに対する RF設定を最適化できます。RFプロファイルは IEEE 802.11無線用に作成さ
れ、RFタグにマッピングされているすべてのAPに適用されます。つまり、その RFタグを持
つ APはすべて同じプロファイル設定になります。

APタグの設定（GUI）

始める前に

プライマリコントローラとバックアップコントローラを設定する前に、AP参加プロファイル
がすでに設定済みであることを確認します。
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手順

ステップ 1 [Configuration] > [Tags & Profiles] > [Tags] > > を選択します。

ステップ 2 [Manage Tags]ページで、[AP]タブをクリックします。

ステップ 3 [Tag Source]タブで、タグソースをドラッグアンドドロップして優先順位を変更します。

ステップ 4 必要に応じて、[Revalidate Tag Sources on APs]チェックボックスをオンにします。

ステップ 5 [Apply]をクリックします。

ステップ 6 [Static]タブで、[Add]をクリックします。

ステップ 7 [Associate Tags to AP]ウィンドウで、MACアドレスを入力します。

ステップ 8 適切な [Policy Tag Name]、[Site Tag Name]、[RF Tag Name]を選択します。

ステップ 9 [Save & Apply to Device]をクリックします。

ステップ 10 [Filter]タブで、[Add]をクリックします。

ステップ 11 [Associate Tags to AP]ウィンドウで、ルールと AP名の正規表現を入力します。

ステップ 12 スライダを使用して、[Active]を有効にします。

ステップ 13 [Priority]を入力します。有効な範囲は 0～ 127です。

ステップ 14 適切な [Policy Tag Name]、[Site Tag Name]、[RF Tag Name]を選択します。

ステップ 15 [Save & Apply to Device]をクリックします。

APタグの設定（CLI）
APタグを作成するには、次の手順に従います。

始める前に

ワイヤレス RFタグで作成したものと同じ APタグを使用していることを確認します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

APタグコンフィギュレーションモード
を開始します。

ap mac-address

例：

ステップ 2

AP MACアドレスのみを使用
してください。イーサネット

MACアドレスは使用しないで
ください。

重要Device(config)# ap 188b.9dbe.6eac

RFプロファイル
2

RFプロファイル

APタグの設定（CLI）



目的コマンドまたはアクション

名前付きRFタグを設定し、APMACア
ドレスをタグに追加します。

rf-tag rf-tag

例：

ステップ 3

Device(config-ap-tag)# rf-tag rftag1

コンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 4

Device(config-ap-tag)# end

使用可能なAPのタグのサマリーを表示
します。

show ap tag summary

例：

ステップ 5

Device# show ap tag summary

次のタスク

ワイヤレス RFタグを設定します。

RFプロファイルの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Tags & Profiles] > [RF]を選択します。 > >

ステップ 2 [RF Profile]ページで、[Add]をクリックし、次を設定します。

•一般

• 802.11

• RRM

•高度

ステップ 3 [General]タブで、次の手順を実行します。

a) RFプロファイルの名前および説明を入力します。
b) 適切な無線帯域を選択します。
c) プロファイルを有効にするには、ステータスを [Enable]に設定します。
d) [Save & Apply to Device]をクリックします。

ステップ 4 [802.11]タブで、次の手順を実行します。

a) 必要な動作レートを選択します。
b) 対応するチェックボックスをオンにして、必要な [802.11n MCS Rates]を選択します。
c) [Save & Apply to Device]をクリックします。
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ステップ 5 [RRM] > [General]タブで、次の手順を実行します。

a) [Interference]フィールドに、外部干渉しきい値を0～100パーセントの範囲で入力します。
デフォルトは 10です。

b) [Clients]フィールドに、クライアントのしきい値を 1～ 75のクライアント数の範囲で入力
します。デフォルト値は 12です。

c) [Noise]フィールドに、外部ノイズしきい値を -127～ 0 dBmの範囲で入力します。デフォ
ルト値は -70です。

d) [Utilization]フィールドに、RF使用率のしきい値を 0～ 100%の範囲で入力します。デフォ
ルトは 80です。

ステップ 6 [RRM] > [Coverage]タブで、次の手順を実行します。

a) [Minimum Client Level]フィールドに、クライアントレベルを入力します。
b) [Data RSSI Threshold]フィールドに、実際の値を dBm単位で入力します。値の範囲は -60
～ -90 dBmで、デフォルト値は -80 dBmです。

c) [Voice RSSI Threshold]フィールドに、実際の値を dBm単位で入力します。値の範囲は -60
～ -90 dBmで、デフォルト値は -75 dBmです。

d) [Exception Level]フィールドに、目的のカバレッジしきい値未満で動作しているAPの無線
上におけるクライアントの最大必要割合を入力します。値の範囲は 0～ 100%で、デフォ
ルト値は 25%です。

ステップ 7 [RRM] > [TPC]タブで、次の手順を実行します。

a) [Maximum Power level]フィールドに、この無線での電力レベルの割り当てを入力します。
最大送信電力を設定すると、RRMでは、デバイスに接続されているすべてのアクセスポ
イントはこの送信電力レベルを上回ることはできません（電力が RRM TPCで設定されて
いるかカバレッジホールの検出で設定されているかは関係ありません）。

b) [Minimum Power level]フィールドに、この無線での最小電力レベルの割り当てを入力しま
す。

c) [Power Threshold V1]フィールドに、アクセスポイントのパワーを減らすかどうか判断す
る際に RRMで使用する切断信号レベルを入力します。

ステップ 8 [RRM] > [DCA]タブで、次の手順を実行します。

a) [Avoid Foreign AP Interference]チェックボックスをオンにすると、コントローラの RRMア
ルゴリズムで、Lightweightアクセスポイントにチャネルを割り当てるときに、外部アクセ
スポイント（無線ネットワークに含まれないもの）からの 802.11トラフィックが考慮さ
れます。この機能を無効にする場合は、オフにします。たとえば RRMでは、外部アクセ
スポイントに近いチャネルをアクセスポイントが回避するようにチャネル割り当てを調

整できます。デフォルト値はオンです。

b) 適切なチャネル幅を選択します。
c) [DCA Channels]セクションの [DCA Channel]フィールドに、現在選択されているチャネル
が表示されます。チャネルを選択するには、該当するチェックボックスをオンにします。

802.11a/n/ac帯域の拡張 UNII-2チャネル（100、104、108、112、116、132、136、および
140）は、チャネルリストには表示されません。チャネルリストにこれらのチャネルを含
めるには、[Extended UNII-2 Channels]チェックボックスをオンにします。

d) [Save & Apply to Device]をクリックします。
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ステップ 9 [Advanced]タブで、[High Density Parameters]セクションに次の情報を入力します。

a) [MaxClients]フィールドで、グローバルに許可されるクライアントの最大数を設定します。
b) [Multicast Data Rate]ドロップダウンを使用して、マルチキャストトラフィックのデータ
レートを選択します。

無線のデフォルトデータレートを使用するようにデバイスを設定するには、[auto]を選択
します。

c) [Rx SOP Threshold]ドロップダウンを使用して [Receiver Start of Packet Detection Threshold
(Rx SOP)]を設定し、AP無線機がパケットを復調してデコードするWi-Fi信号レベルを
dBm単位で決定します。RXSOPのレベルが高いほど、無線機の感度が低くなり、レシー
バセルのサイズが小さくなります。セルサイズを小さくすることで、クライアントは、

可能な限り最高のデータレートを使用して最も近いアクセスポイントに接続します。無

線のデフォルトのしきい値を使用するようにデバイスを設定するには、[auto]を選択しま
す。

ステップ 10 [Client Distribution]セクションで、次を入力します。

• [Load Balancing Window]：1～ 20の値を入力して、ロードバランシングウィンドウと、
最も負荷の低い APのクライアントアソシエーションの数を指定します。

• [Load Balancing Denial Count]：0～ 10の値を入力して、特定の APのクライアントアソシ
エーションが拒否される回数を指定します。

ステップ 11 [High Speed Roam]セクションで、[Mode Enable]チェックボックスをオンにして、モードを有
効にします。

ステップ 12 [Neighbor Timeout]フィールドに、ネイバータイムアウト値を入力します。

ステップ 13 [Client Network Preference]ドロップダウンリストから、クライアントネットワーク設定を選択
します。

ステップ 14 [ATF Configuration]セクションで、スライダを使用して [Status]と [Bridge Client Access]を有効
または無効にします。

ステップ 15 [Save & Apply to Device]をクリックします。

RFプロファイルの設定（CLI）
RFプロファイルを設定するには、次の手順に従います。

始める前に

ワイヤレス RFタグを同時に設定する場合は、ここで作成したものと同じ RFプロファイル名
を使用してください。RFプロファイル名に不一致がある場合（たとえば、RFタグに存在しな
い RFプロファイルが含まれている場合など）、対応する無線は起動しません。
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手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

RFプロファイルを設定し、RFプロファ
イルコンフィギュレーションモードを

開始します。

ap dot11 24ghz rf-profile rf-profile

例：

Device(config)# ap dot11 24ghz
rf-profile rfprof24_1

ステップ 2

（任意）RFプロファイルのデフォルト
パラメータを有効にします。

default

例：

ステップ 3

Device(config-rf-profile)# default

デバイスでRFプロファイルを有効にし
ます。

no shutdown

例：

ステップ 4

Device(config-rf-profile)# no shutdown

コンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 5

Device(config-rf-profile)# end

（任意）使用可能なRFプロファイルの
サマリーを表示します。

show ap rf-profile summary

例：

ステップ 6

Device# show ap rf-profile summary

（任意）特定のRFプロファイルに関す
る詳細情報を表示します。

show ap rf-profile name rf-profile detail

例：

ステップ 7

Device# show ap rf-profile name
rfprof24_1 detail

ワイヤレス RFタグの設定（GUI）

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Tags & Profiles] > [RF] > > > を選択します。a)

ステップ 2 [Add]をクリックして、[Add RF Tag]ウィンドウを表示します。

ステップ 3 RFタグの名前と説明を入力します。

ステップ 4 RFタグに関連付けるために必要な [Dot 11a RF Profile]と [Dot 11b RF Profile]を選択します。
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ステップ 5 [Save & Apply to Device]をクリックします。

ワイヤレス RFタグの設定（CLI）
ワイヤレス RFタグを設定するには、次の手順に従います。

始める前に

• RFタグでは 2つのプロファイル（IEEE 802.11aおよび IEEE 802.11b）のみを使用できま
す。

• APタグタスクを設定するときに作成したものと同じ APタグ名を使用してください。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

RFタグを作成し、ワイヤレス RFタグ
コンフィギュレーションモードを開始

します。

wireless tag rf rf-tag

例：

Device(config)# wireless tag rf rftag1

ステップ 2

RFタグに IEEE 802.11b RFポリシーを
付加します。

24ghz-rf-policy rf-policy

例：

ステップ 3

dot11aポリシーを設定するには、
5ghz-rf-policyコマンドを使用します。

Device(config-wireless-rf-tag)#
24ghz-rf-policy rfprof24_1

RFタグの説明を追加します。description policy-description

例：

ステップ 4

Device(config-wireless-rf-tag)#
description Test

コンフィギュレーションモードを終了

し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 5

Device(config-wireless-rf-tag)# end

使用可能な RFタグを表示します。show wireless tag rf summary

例：

ステップ 6

Device# show wireless tag rf summary
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目的コマンドまたはアクション

特定の RFタグの詳細情報を表示しま
す。

show wireless tag rf detailed rf-tag

例：

ステップ 7

Device# show wireless tag rf detailed
rftag1

RFプロファイル
8

RFプロファイル

ワイヤレス RFタグの設定（CLI）


	RF プロファイル
	RF タグ プロファイル
	AP タグの設定（GUI）
	AP タグの設定（CLI）
	RF プロファイルの設定（GUI）
	RF プロファイルの設定（CLI）
	ワイヤレス RF タグの設定（GUI）
	ワイヤレス RF タグの設定（CLI）


