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01. 序論
従来、Wi-Fi ネットワーク設計は、会議室や休憩室にアクセスポイント（AP）を配置する
ことを意味しました。人が集まる場所ごとに孤島のように Wi-Fi カバレッジを設定すれば
よかったのです。今のスマートフォンとタブレットの時代では、データの使用量が非常に多
くなっており、使用例も多様なことから、Wi-Fi ネットワーク設計の戦略的思考が必要です。
このホワイトペーパーでは、次の 7 つの Wi-Fi ネットワーク設計のトピックスについて詳
しく焦点を当て、Wi-Fi ネットワーク設計の効率のよい手法を概説します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AP の配置
AP カバレッジ調節
代表的なユースケース
垂直市場（Vertical Markets）
干渉（Interference）管理
バンドステアリング（RF BAND STEERING）
キャパシティプランニング

このホワイトペーパーでは、Wi-Fi 設計に役立つ 7 つの標準的なトピックスと要素について
説明していますが、ネットワークを設計するときには、ここに含まれていない事柄も考慮す
る必要があります。したがって、これらの 7 つの要素だけが重要なポイントであるとは言
うつもりではないのですが、高性能な Wi-Fi ネットワークを設計する上でとても重要になり
ます。
その後、ボーナストピックにも焦点を当てます。
8.

分散アンテナシステム（DAS）と Wi-Fi ネットワークの計画と設計の違い
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02. 主要なネットワーク設計の考慮事項

2.1

AP の配置

AP 干渉の原因の一つとして、金網や大きな金属面による散乱および反射が考えら
れます。 金属面が AP の近くに位置しているほど特に問題があります。RF 反射が
AP のアンテナパターンを変更し、それによって、RF カバレッジが予想されたもの
と違ってしまいます。
干渉の別の原因は、AP を別の RF 源の近くに配置することです。ほとんどの AP は
設定可能な RF チャネルを持っています。つまりこれは、免許不要帯域全体の RF
チャネルが、ネットワーク管理者によって設定可能ということです。そのような
AP には、特定のハードウェアチャネルフィルタはありません。 例えば、
2.4 GHz 産業科学医療用バンド(ISM バンド) のチャネル 6 に設定した AP でも、チ
ャネル 6 を中心とする 20 MHz のハードウェアパススルーフィルタがありません。
その結果、1 チャンネルや 11 チャンネルで送信する別の AP がとても近くにある
と、この AP に対してノイズを与える可能性があります。

図 1：不適切な AP 配置の例（出典：7signal Solutions)）

2.2

AP カバレッジ調節

以前は、AP はデフォルト設定として送信出力がその最大である 10dBm や場合に
よっては 20dBm にセットされて設置されていました。しかし、Wi-Fi ネットワー
クの高密度化により、これはもはや推奨されていません。AP を最大電力で送信し
たままにすると、ネットワークのパフォーマンスに悪影響を与える可能性がありま
す。 これから特に際立つ 3 つの問題を見ていきます。AP と端末間の送信出力のミ
スマッチ、RF 同一チャネルオーバーラップ、 隠れ端末です。
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2.2.1 AP と端末間の送信出力のミスマッチ
AP 電力が固定レベルに設定されている場合、すべて端末も同じレベルで送信する
必要があります。端末が AP よりも低いパワーで送信する場合、これらの端末が AP
を「聞く」ことができるのに、AP はそれらを「聞く」ことができないゾーンがあ
ります。このパワーのミスマッチは端末に「デッドゾーン」を生みだします。たと
えば、図 2 中央にある AP が 10dBm で送信していて、そのカバレッジ境界が70dBm だったとします。これは黄色と緑色の境界線の部分になります。10dBm
で送信する黒いスマートフォンが、カバレッジ境界の右にいて、AP と接続してい
ます。しかし、接続を維持するためにわずか 5dBm で送信している青いスマートフ
ォンは AP のより近くにいなければなりません。青いスマートフォンのカバレッジ
境界は-65dB です。2 台のスマートフォンの間の黄色の領域（-70dBm と-65dB
の間）が、「デッドゾーン」です。ここでは、黒いスマートフォンは利用可能です
が、青いスマートフォンは使えません。デッドゾーンを解消するには、AP 送信電
力を低い方の値の 5dBm に設定する必要があります。

図 2：AP と端末の間の電力の不一致
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2.2.2 RF 同一チャネルオーバーラップ
同一チャネルオーバーラップは、重複しないチャンネルが 3 つしか存在しない
2.4GHz では大きな問題となります。チャンネル再使用係数が N=3 しかないため、
同一チャンネル上で送信している 2 つの AP を「聞く」ことができる位置にクライ
アントがいる場合が多くなります。この場合、このクライアントが送信中は両方の
AP は送信を見合わせることになります。これは両方の AP の送信を妨げるため、こ
のようなクライアントは実際の通信時間の 2 倍を占めることになり、それによりネ
ットワークキャパシティ（容量）を減らします。図 3 をご覧ください。スマートフ
ォンはチャネル 6 で作動しており、同じくチャネル 6 で作動している左上の AP と
右下の AP の間に位置しています。（オレンジ色で示されているところがチャンネ
ル 6 です。）このスマートフォンは両方とも受信できるので、どちらのチャンネル
6 の AP につながっていてもこのスマートフォンの送信中両方の AP は送信を見合
わせることになります。

図 3：セル境界にいるクライアントと同一チャネル干渉（CCI）

解決策は、図 4 に示すように、信号を同一チャネル AP から少なくとも 20dB 分離
させることです。3 つの AP に注目してください。チャンネル６で動作する左上お
よび右下の AP（オレンジ色のカバレッジ）と、この 2 つの間にあるチャンネル１
で動作するもう一つの AP（赤色のカバレッジ）です。中央の AP は、2 つの同一チ
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ャネル AP 間のクッションとして機能しています。赤色のカバレッジ境界で同一チ
ャネル AP との信号差は、少なくとも 20dB でなければなりません。
プッシュピンが赤のカバレッジ境界に位置しています。この位置では、左上の AP
信号レベルは-59.5 dBm で、右下の AP 信号レベルは-79.65dBm です。したがっ
て、2 つのチャネル 6 の AP 信号レベルの差は約 20dB で、両者間の望ましい信号
差分です。20dB の信号差分は、AP のカバレッジが小さくなると達成しやすくな
ります。これは、AP の送信電力をデフォルト値より小さく設定するもう 1 つの理
由です。

図 4：理想的な同一チャネル信号分離

2.2.3 隠れ端末
「隠れ端末」とは、2 つの端末が互いに「聞く」ことができないけれど、この 2 つ
の端末が接続した AP は両方を「聞く」ことができる場合に発生する現象を指しま
す。衝突回避方式搬送波感知多重アクセス（Carrier Sense Multiple Access with
Collision Avoidance）（CSMA / CA）は端末と AP が一度に 1 つずつ送信できる
ようにする基本的なメカニズムです。パケットの衝突を最小限に抑えるためには、
各端末が AP カバレッジ内の他のすべての端末を「聞く」ことができることが重要
です。AP のカバレッジが大きすぎると、カバレッジ内の両端にいる端末は互いに
聞こえず、パケットを同時に送信しようとする可能性があります。これは、AP が
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受信するときにパケット衝突を起こします。そのためパケット再送を引き起こし、
それにより AP カバレッジエリアにいるすべての端末が遅くなります。

図 5 は、ホテル内の隠れ端末の例を示しています。AP は中央に位置し、十分に廊
下の両端までカバレッジを提供できるパワーがあります。2 つの黒いスマートフォ
ンによって示されている 2 つの端末は、各廊下の遠端に位置しています。端末が
AP と同じ送信電力を有する場合、どちらも容易に AP に接続できます。しかし、廊
下の長さのために、端末はお互いに「聞く」ことができず、パケットはしばしば
AP で衝突し、再送信を引き起こします。解決策は、各廊下に 1 つずつ、2 つの AP
をインストールすることです。

図 5：隠れ端末問題

送信電力を下げることのほかにも、低いデータレートを無効にすることによって
AP のカバレッジを制御することもできます。AP から離れると、シグナル対ノイズ
比（SNR）が低下し、データレートがより低い値に劇的に切り替わります。
802.11 ネットワークにより最低のデータ伝送速度は異なります。たとえば、
802.11b では 1Mb / s ですが、802.11a および g の場合 6 Mb / s です。図 6 の
左側の図で、802.11g AP のすべてのデータ転送速度（6〜54 Mb / s）は、当初
は有効になっていました。右側の図ではカバレッジを管理するために、低データレ
ート 6〜18 Mb / s を無効にしています。そのためにカバレッジが多少減っていま
す。しかし結果として、得られるカバレッジは限られますが、利用可能データレー
ト（24-54 Mb / s）ははるかに高くなります。
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図 6：低いデータレートを無効にするカバレッジ管理

2.3

主流なユースケース（使用事例）

Wi-Fi ネットワークの主流なユースケースが、カバレッジの設計パラメータを決定
します。経験則として、低データレートネットワークに必要な AP の数は、高デー
タレートネットワークに必要な数よりも少なくなります。これは、ボイスオーバー
ワイファイ（VoWi-Fi）ネットワークに必要な数よりも少なくなります。さらにほ
とんどのメーカーは、目標シグナルレベルに従うよう推奨しています。
•
•
•

倉庫などデータレートの低い場合は、受信シグナル強度の最小値は-73dBm が
望ましい。
スタジアムの場合のように、ファイルシェアリングをたくさん行う場合、受信
シグナルの最小強度は-70dBm でなければならない。
コールセンターなど VoWi-Fi ネットワークでの場合、最小受信シグナル強度は67dBm が求められる。
しかし、これらの最小シグナル強度要件は、程よい環境ノイズ（バックグラウ
ンドノイズとも呼ばれる）-90dBm 以下を前提としてのみ有効です。ノイズの
多い環境では、シグナル強度ではなく性能指数として SNR（シグナル対ノイズ
比）を使用する必要があります。一部のメーカーは、次の SNR 値を推奨してい
ます。

•
•
•

低データレートのネットワークの、最小 SNR は 18dB が望ましい。
ファイルの共有やダウンロードが多いネットワークでは、SNR が 20 dB 以上
になる必要がある。
VoWi-Fi の利用が多いネットワークでは、最低 25dB の SNR が求められる。
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これらの KPI（主要業績評価指標）は、表 1 に要約されています。
ユースケース

低ノイズ (< -90 dBm)

高ノイズ (> -90 dBm)

シグナル強度

シグナル対ノイズ比
dBm
18

低データレート（ハン
ディスキャナ、POS）
高データレート（ビデ
オストリーミング、フ
ァイル共有）
VoWi-Fi
表 1：典型的なデザイン KPI

-73

dBm

-70

20

-67

25

したがって、測定された環境ノイズレベルが-70dBm のスタジアムネットワークの
場合、最小シグナルレベルは-70 + 20 = -50dBm でなければなりません。この最
小の受信シグナル強度値は非常に高く、その結果、ネットワーク内に多くの AP が
必要になります。しかし-70dBm の測定値ではなく-90dBm のバックグラウンドノ
イズを仮定して-70dBm を最小シグナルレベルとして設計したとすれば、SNR は70 + 70 = 0dB になり、ネットワークは実質的に使用できません。この例は、以下
のセクション 2.5 でさらに論じるように、サイト訪問時には環境ノイズだけでなく
帯域内の非 802.11 機器による干渉も測定することができるスペクトラムアナライ
ザをもって行くことの重要性を明らかにしています。

2.4

垂直市場（Vertical Markets）

適切な設計目標 KPI（受信電力または SNR）を特定し、AP 送信電力を最大電力よ
りもはるかに低い値に設定することはとても重要ですが、設計事項では垂直市場の
特徴をも考慮する必要があります。これは、その特定の市場がユーザー密度（例と
してホテル対倉庫など）、ユースケース（リアルタイムロケーションシステム、
VoWi-Fi、データ）、RF 環境（騒がしいか普通か）の点で異なるために行われます。
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2.4.1 教育の場/教室
コンピュータタブレットは、あらゆるレベルの教育において一般的な教育備品とな
っています。 タブレットは、インターネット接続を無線接続のみに依存しています。
教室のタブレットの数は生徒の数と同じです。少なくとも、これらのすべてのデバ
イスがネットワークに一度にアクセスしようとすることが時折あると仮定すること
が必要です。 ほとんどの教室の壁は、授業中に騒音を減衰させるために軽量コンク
リートブロックでできています。この素材はまた、RF 伝搬を非常に効果的に減衰さ
せ、それにより、チャネルオーバーラップを大幅に低減させます。教室での使用の
キャパシティと RF 伝播の特質に対処するには、全ての教室に AP を１つずつ配置
するのが一般的な経験則です。

2.4.2 倉庫/工場
倉庫や製造工場では、多くの場合在庫を調べるためにバーコードスキャナのような
小型無線機器が配置されています。これらの機器は低いデータレートしか必要とし
ないため、この場合の設計はキャパシティではなくカバレッジのみ考慮します。金
属の表面がアンテナのパターンに影響を及ぼし、過度の干渉を引き起こすため、金
属製のラックや重機の近くに AP を置かないように注意してください。

2.4.3 リテール（店舗）
Wi-Fi ネットワークではリテール特有のユースケースがいくつかあります。
•
•

•

•

リテールではオペレーションをサポートするキャッシュレジスター、タイムレ
コーダー、在庫管理スキャナーなどの機器を使います。
トラッキングリテール分析、顧客の動きや振る舞いをモニターするために用い
られる。リテール分析の一例は、買い物客の囲い込みなど。（すなわち、買い
物客が最初の訪問後に店にどれくらいすぐ戻って来るか）
ロケーションベースのマッピングおよびトラッキングサービス、ショッピング
センター内のどこからでも、曲がり角ごとの方向指示をし道案内を提供するた
めに使用される。
インターネット接続
インターネット以外はすべて低データレートの接続です。
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2.4.4 ヘルスケア（医療）
主要なヘルスケアユースケースは、患者の医療データへの迅速かつ確実なアクセス
と、施設に入室した患者の正確な追跡です。 患者の位置を特定するために 802.11
タグを使用するリアルタイムロケーション（RTL）ソリューションが使われること
が一般的です。患者の生命を保つのに必要な情報を監視するために使用される医療
機器は、多くの場合、802.11 無線アダプタを使用して、データをナースステーシ
ョンに送信しています。患者情報を入力するために使用される医療カートもまた、
ネットワークに無線で接続されています。病院では様々なタイプの医療機器が独自
または業界標準のワイヤレステクノロジーを用いて動作するため、RF 干渉の重大な
潜在的要因となります。
多くの無線医療機器が存在するため、スペクトラムアナライザを病院を訪問調査時
に用意し、ネットワークを設置するすべての領域で 2.4 GHz と 5 GHz の両方の帯
域を調査することが重要です。多くの病院には、無線医療機器を管理する人または
部署もあります。病院で使用されている周波数を特定するため、サイトサーベイで
の訪問中にこれらの人に話を聞くことが必要です。

2.4.5 スタジアム
現在、スタジアムは、ずば抜けて最高密度の Wi-Fi ネットワークを必要としていま
す。アメリカ最大のフットボールイベント、スーパーボウルの 2017 年時のピーク
使用時間帯には、ユーザーの 30％が同時にネットワークに接続していました。さら
にスタジアムは群を抜いてノイズの多い会場であり、 イベント中には環境ノイズが
-80〜-70 dBm になるのが一般的です。スタジアムネットワークを設計する際には、
これらの非常に高い値を考慮する必要があります。したがって、スタジアムのサイ
トサーベイ時にスペクトラムアナライザを使用するのは不可欠です。ほとんどのス
タジアムのデータトラフィックは、一般の観客によるビデオと画像のアップロード
とダウンロードです。しかし、ネットワークはまた、POS システム、監視ビデオ、
発券、およびその他のスタジアムサービス基盤に信頼性の高い接続性を提供する必
要があります。
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垂直市場の特性を以下の表 2 に要約してあります。
垂直市場

AP 密度

ユースケース

設計基準

教育
倉庫
店舗
医療

高
低
低
高

キャパシティ
カバレッジ
カバレッジ
カバレッジ

スタジアム

高

低から高データレート
低データレート
低データレート
VoWi-Fi、RTL（リアルタイムロ
ケーション）
高データレート(高ノイズ)

キャパシティ

表 2：垂直市場の特性の概要

2.5

干渉（Interference）管理

802.11 ネットワークの操作には、2 種類の干渉が影響します。ブロードバンド
（広帯域）とナローバンド（狭帯域）です。

ブロードバンド干渉は、帯域内のほとんどまたはすべての RF チャネルに影響し、
ネットワーク内のすべての AP を通信不能にする可能性があります。ブロードバン
ド干渉の一例はブルートゥースです。ブルートゥースは、2.402〜2.480GHz 間で
1MHz 間隔に配置された 79 の RF チャネルを擬似ランダムに選択して作動します。
すべての 2.4 GHz Wi-Fi チャンネルがこの同じ周波数範囲に広がるため、ブルート
ゥースによる干渉はブロードバンド干渉です。ランダムに選択された RF チャネル
で送信することは、周波数ホッピング拡散スペクトラム（Frequency-Hopping
Spread Spectrum：FHSS）と呼ばれます。

ブロードバンド干渉の他の原因には、医療テレメトリ（遠隔測定法）と欧州電気通
信標準化機構（DECT）コードレス電話があります。これらも FHSS を使用してい
ます。単一の FHSS 装置はネットワークに影響を及ぼさないかもしれませんが、限
られた空間に多くの FHSS 装置があると問題になります。 例えば、ブルートゥース
ヘッドセットと DECT コードレス電話が同じコールセンターにある場合などです。
音声通話に VoWi-Fi を使用するコールセンターでこれらの 2 つのデバイスを禁止す
る必要があるのは明らかです。

Wi-Fi ネットワークを設計する際に考慮すべき 7 つの要素

ナローバンド干渉はスペクトラムの一部にしか影響を及ぼさないため、一部のチャ
ネルにのみ影響を与えます。ナローバンド干渉の一例は、電子レンジからの放射で
あり、その放射は通常 2.4GHz スペクトラムの上部のみに影響を及ぼします。

2.4GHz および 5GHz 帯域の干渉源となりえるものを表 3 に示します。
2.4 GHz
ブルートゥース(コードレスのマウス、キーボード、
ヘッドセットなど)
コードレス電話
ワイヤレスビデオカメラ
近隣の無線 LAN
電子レンジ
蛍光灯

5 GHz
コードレス電話
レーダー
境界センサ
デジタル衛星
近隣の無線 LAN
屋外ワイヤレス 5 GHz ブリ
ッジ

エレベーターのモーター
プラズマ切断機
表 3：2.4GHz 帯と 5GHz 帯の干渉源

2.6

バンドステアリング（RF BAND STEERING）

「友達でも友達に 2.4 GHz を使わせない」は、Wi-Fi コミュニティで人気のあるス
ローガンというのももっともです。2.4 GHz 帯では 3 つの重複しない 20 MHz の
チャネルのみ、5 GHz 帯域では最大 22 の重複しない 20 MHz のチャネルがあるの
と比べれば、どちらのネットワークが同一チャネル干渉（CCI）が少ないかは明ら
かです。今日の市場における端末の 80％以上がデュアルバンドであるため、デュア
ルバンドの AP で設計し、配置することが不可欠です。5GHz 帯域内のオーバーラ
ップしないチャネルの実際の数は、地域や端末が空港気象ドップラーレーダー
（TWDR）と共有されるチャネルの動的周波数選択機能（DFS）の認定を受けてい
るかによって、8、12、17、22 などです。

両方の無線機が同じ電力レベルで送信する場合、同じ RF カバレッジのためには
2.4GHz 無線機の約 2 倍の 5GHz 無線機が必要です。2.4GHz ネットワークは、
5GHz ネットワークに比べて周波数のキャパシティが少なく、5GHz ネットワーク
よりも高い干渉（CCI が高い）が起こります。RF 条件は 5GHz ネットワークの方
がより有利であるため、2.4GHz ネットワークより多くのクライアントが 5GHz つ
なげるべきであることは明らかです。
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デュアルバンド端末に、好ましいスペクトラム帯域を使用してネットワークに接続
するよう指示する業務は、「バンドステアリング」と呼ばれます。これは、MAC
サブレイヤを操作することによって行われます。デュアルバンド AP が同じ端末か
らの両方の帯域へのプローブ要求を受け取ると、５GHｚからの送信だけを使用して
応答します。5 GHz 帯域に割り当てられる端末の割合は、多くのベンダーの AP で
設定可能なパラメータです。

バンドステアリングとは、周波数帯域間の負荷分散の別の呼び方です。 AP 間の負
荷分散と混同しないでください。

2.7

キャパシティプランニング

「この会場にはどのくらいの AP が必要ですか？」というのは、多くの Wi-Fi ネッ
トワークプランナーが IT マネージャーから聞かれる最初の質問です。多くのメーカ
ーでは、特定のアプリケーションの最大同時クライアント数を指定しています。た
とえば、シスコでは、5 GHz 帯域で 24 Mb / s 以上で接続する場合、VoWi-Fi に
よる通話は上限 27 とすることを推奨しています。12 Mb / s 以上で接続する場合
は、最大 20 の VoWi-Fi 通話が推奨されています。これらのガイドラインは、
VoWi-Fi が最も優位なアプリケーションであるコールセンターで必要な AP の数を
決定するのには十分かもしれません。しかし、ほとんどの場所では、トラフィック
はさまざまなアプリケーションの組み合わせです。VoWi-Fi、メール、ウェブサイ
ト観覧、 ファイルのダウンロード、 ビデオストリーミング 等です。

それぞれの精度でキャパシティを計算するには、いくつかのパラメータを指定また
は仮定する必要があります。
•
•
•
•
•

通信量が最大になる時間帯に使用中のクライアントが送受信するトラフィック
の量（MB 単位）を指定します。
最繁時のアクティブユーザーの割合を指定します。 2017 年のスーパーボウル
では、この時間帯に 30％のユーザーが通信していました。
最繁時のエアタイム利用率を指定します。 増加の余地を残すために、これは通
常、100％より幾分低い値に設定します。
会場のホットスポットを特定し、各ホットスポット内のクライアント数を指定
します。 残りの領域のクライアント数も指定する必要があります。
2.4GHz 帯と 5GHz 帯との間のクライアント分割を想定します。
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•

•

ネットワークオーバーヘッドを指定します。 802.11ac と 802.11n のオーバ
ーヘッドは約 20％です。 802.11b / g および 802.11a は約 50％のオーバー
ヘッドがあります。オーバーヘッドは、搬送波感知多重 アクセス／衝突回避方
式（CSMA / CA）アルゴリズムに規定されているように、エアタイムの競合、
制御および管理フレームによるものです。
最後に、1、2、3 および 4 ストリームのクライアントが混在していると考える
必要があります。 単に 802.11ac を導入しても、会場のすべての端末が 4
MIMO ストリームをサポートできるわけではありません。

最初にカバレッジを念頭にネットワークを設計し、次にキャパシティカバレッジマ
ップを計算するのがいいでしょう（図 7）。このマップは、AP が指定されたデータ
トラフィックロードをサポートできるかどうか（緑色）を見ることができます。ま
たはそれにかなわなかった場合は、原因が、指定されたエアタイムの使用率を超過
したためか（明るい赤色）、あるいは接続クライアント数が超過したためかが（ハ
ードウェア限度、赤茶色 ）わかります。

図７：2.4 GHz の AP が Pass（緑色）か Fail（赤/赤茶色）を示したキャパシティ
カバレッジマップ
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図 7 に示した例では、デュアルバンド無線を使用し、2.4 GHz のクライアントが 5
GHz のクライアントに対して、80％：20％ の高い比率を想定しています。これ
により 2.4 GHz AP がうまくカバーできていませんでした。状況を改善するために
必要なのは、比率を 40％：60％に変更することです。これにより 2.4 GHz AP が
すべてグリーンになりました（図 8）。

図 8：2.4GHz と 5GHz のクライアントの比率を変更したら、すべての 2.4GHz AP
が合格になりました

すべての AP がパスになれば、混雑時のトラフィックをサポートするために必要な
AP の最小数が決定されます。

IT マネージャーが聞くかもしれない別の質問は、「私のクライアントの平均データ
レートは？」です。クライアントごとの平均データレートカバレッジマップ（図 9）
がその質問に答えます。
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図 9：最繁時のクライアントごとの平均データレート

クライアントあたりの平均データレートカバレッジマップは、規定された最繁時の
データトラフィックに対して有効です。平均データレートよりも高い値の、送信中
の瞬間時クライアントデータレートと混同しないでください。

2.8

分散アンテナシステム（DAS）と Wi-Fi ネットワークの計画と設計の違い

DAS エンジニアの方々のために、DAS と Wi-Fi ネットワークの計画と設計の主な
違いを見ていきましょう。

2.8.1 衝突回避方式搬送波感知多重アクセス（CSMA / CA）
AP や端末は送信時間を奪い合います。CSMA / CA メカニズムは、端末と AP 一
度に一つずつの送信を確証し、送信時間競争の混乱に秩序をもたらします。DAS お
よびスモールセルの場合は、認可帯域の異なるサブチャネルを使用することによっ
て、複数の端末に同時に対応することができます。
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2.8.2 RF チャネルの再利用計画
Wi-Fi ネットワークの RF 設計には、RF チャネルの再利用計画が含まれている必要
があります。DAS が GSM 信号を伝送しない限り、RF チャネル計画は DAS ネット
ワークには必要ありません。しかし、LTE の小規模セルネットワークでは、セル ID
の設定が必要です。

2.8.3 RF 干渉
802.11 ネットワークは非 802.11 トランスミッタと周波数を共有するので、後者
が前者を妨害する例が多くあります。ブルートゥースと DECT デバイスは近くの
AP を簡単に遅くしますし、古かったり、電波が漏れやすい電子レンジは完全に通
信不能にしてしまいます。産業科学医療用（ISM）および無免許国家情報インフラ
ストラクチャ（U-NII）の周波数による干渉源の検出は、スペクトラムアナライザを
使用して現地を調査することによって行う必要があります。

2.8.4 環境/バックグラウンドノイズ
DAS ネットワークは、リモートユニット増幅器によって引き起こされるアップリン
クノイズに対処しなければならなりません。一旦 DAS ネットワークが設置される
と、それが RF 受信機に与えるアップリンクノイズの量は一定であり、DAS 構成と
増幅器の数の結果でしかありません。DAS ネットワークとは異なり、Wi-Fi ネット
ワークは、免許不要周波数帯で 802.11 と並んで作動する RF および非 RF 送信機
によって引き起こされるノイズに対処する必要があります。この環境ノイズはその
場所に固有のものであり、同じ場所であっても、営業時間外と最繁時に大きく変わ
る可能性があります。ターゲット KPI に影響する可能性があるため、設計を進める
前に、最繁時の環境ノイズを確定することが重要です。

2.8.5 RF 設計におけるターゲット KPI（Key Performance Indicator）
Wi-Fi RF 設計のターゲット KPI は、通話アプリケーションとデータアプリケーショ
ンで異なります。 DAS の場合、設計目標 KPI はアプリケーション特有ではありま
せん。
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2.8.6 隠れ端末
DAS リモートユニットは常にフルパワーで送信しています。Wi-Fi のアクセスポイ
ントは、フルパワーの送信になる初期設定のままにしてはいけません。これは、AP
通信範囲内の一部のクライアントが他のクライアントを聞けない可能性が高くなる
ためです。これが起こると、クライアントのパケットが AP 受信で衝突し、再送信
が発生します。

2.8.7 従来のデータレート
Wi-Fi ネットワーク設計者は、1Mb / s などの従来の低データレートを有効にする
か無効にするかを決定する必要があります。このデータレートを「ON」にすると、
全員が遅くなり、「厄介なクライアント」問題が発生する可能性があります。この
低データレートのクライアントがより近くの AP に切り替わらず、AP に接続したま
まの状態になってしまいます。DAS 設計では、従来のデータレートを考慮する必要
はありません。

2.8.8 レイヤ 3 ローミング
ある AP から別の AP へ端末を切り替えることは、レイヤ 2（MAC）機能です。た
だし、切り替える AP が別の IP（レイヤ 3）サブネットに属している場合、クライ
アント・ステーションはある AP から別の AP へローミング中に IP 接続を再確立す
る必要があります。その場合、セッション中の接続型アプリケーションは、レイヤ
3 サブネットへ渡るときに再起動する必要があります。この問題の解決策は、端末
が元の IP アドレスを維持しながらある IP サブネットから別の IP サブネットに移動
することを可能にするモバイル IP 標準に基づくレイヤ 3 ローミングです。 IP サブ
ネットの境界を特定することは、Wi-Fi ネットワーク計画の不可欠な部分です。
DAS ネットワークプランナーは、IP サブネットの境界を考慮する必要はありませ
ん。
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2.8.9 PoE（Power over Ethernet）給電機能
PoE は、企業規模のアクセスポイントに電力を供給するための望ましい方法です。
アクセスポイントは低電圧イーサネットケーブルを介し、スイッチとコントローラ
から電力を得ます。典型的な企業級のスイッチは、シャーシ内に収容された複数の
48 ポートラインカードを搭載しています。スイッチが PoE グレードの場合、ポー
トは最大 15.4W の電力を供給でき、シャーシ自体は最大 2kW の電力を必要としま
す。ワイヤリングクローゼットにも 1650 から 3 300W の独自の電源仕様があり
ます。AP のほかにも、PoE スイッチは机上の VoIP（Voice over Internet
Protocol）電話やビデオカメラにも電力を供給します。Wi-Fi ネットワーク設計者
は、AP を含むすべてのデバイスにスイッチポートで十分な電力を供給できるよう
に、PoE 電力計画をする必要があります。

2.8.10 バックホール回線
バックホール回線の要件は、セルラーと Wi-Fi ネットワーク設計者の両方で考慮す
る必要があります。しかし、2 つには違いがあります。DAS ネットワークに接続す
るすべての RF 源のバックホール回線のデータレート計算は、ネットワークオペレ
ータのために働くバックホール回線エンジニアによって行われます。これらは、
DAS を設計した RF エンジニアとは別人です。一方、Wi-Fi の場合は、ネットワー
クを設計した人が、ネットワーク内の各 AP のバックホール回線のデータレートの
見積もりをも決定する必要があります。AP のバックホール回線算出では、AP がデ
ュアルバンドの場合、両方のスペクトラム帯域で実際のスループットレートを得る
ために、実際の RF チャネル幅の 802.11 オーバーヘッドと MIMO の仕様を考慮す
る必要があります。これらの計算に基づいて、このスループットに一致またはそれ
を超える最適バックホールソリューションを選択します。
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03. 結論
Wi-Fi ネットワークの高密度化と、ISM および U-NII 免許不要周波数帯で動作する
非 802.11 デバイスの普及に伴い、わずか数年前より Wi-Fi ネットワーク設計がず
っと複雑な作業になっています。802.11 ネットワークの設計は、5GHz U-NII バン
ド内のライセンスアシストアクセス LTE（LAA-LTE）スモールセルおよび LTE 対
応デバイスの今後の大規模な導入に伴い、さらに複雑になります。このホワイトペ
ーパーでは、Wi-Fi ネットワークを計画および設計する際に考慮する必要のある 7
つのトピックについて説明し、Wi-Fi ネットワーク設計の効率のよい手法の概要を
提示しました。DAS RF エンジニアのために、DAS と Wi-Fi ネットワークの設計の
主な違いについても概説しました。
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iBwave について
iBwave 社は、基本的にネットワークに関係するすべての人たちに、強力で信頼性
の高い、通話とデータの屋内無線通信の、非常に有益で役立つソリューションをお
届けしています。当社の顧客の皆様には、収入の増加と加入者基盤の充実のために、
屋内ネットワーク設計の効果を十分に活用していただいております。
当社のソフトウェアとプロフェッショナルサービスは、世界中の 83 カ国、600 を
超える世界有数のワイヤレス通信事業者、システムインテグレータ、機器メーカー
の皆様にご利用いただいており、ARPU（通信事業における、顧客一人当たりの平
均売上高）を維持するために、データアプリケーションを通じて、ユーザーエクス
ペリエンスの向上、解約の削減、収益の増加によって競争力の向上を実現いたしま
す。当社のインビルディング・デザイン・ソリューションは、設備投資を最適化し、
ネットワークの可能性を十分に発揮させます。
私たちのチームは、経験豊富な RF エンジニア、ビジネスの先駆者、テクノロジー
技術の第一人者、そしてあなたを支援しサポートするサービスの専門家から構成さ
れています。さらに当社の経営陣は、無線技術のベテランであり、そのビジョンは
この業界で最先端でい続けることです。
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