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　1　　はじめに

　高速無線LAN規格IEEE 802.11n［1］が2009年11月に標準化されてから　2　年間が経ち，それ
に対応した無線LAN製品も出そろっており，高速無線LANの構築および利用が手軽にできるよ
うになってきた。普通の戸建て住宅やマンションのような一世帯の住宅空間においては，無線ア

クセスポイント（以下APと記する）一台でほぼ全エリアをカバーできることから，宅内での無
線LANの利用が非常に普及してきた。一方，ビジネスオフィス環境では，ネットワークに対し
て高速性，安定性及び安全性などが常に求められる。しかし，無線LANでは電波の届くところ
では受信できるため，第三者による盗聴の危険があること（安全性の問題）；無線LANの電波は
環境ノイズを拾いやすく，環境の変化に大きく依存し，安定性を保つのが困難であること；また

有線LANほどの高速性が得られにくいこと，更に運用管理が煩雑であること，などの理由から，
大規模なビジネス環境においては無線LANの本格導入はあまり進んでいないのが現状である。
　1990年代から2000年代にかけて無線LANで比較的広く利用されていた暗号化方式のWEPは
解読が可能であると，無線LANの脆弱性が指摘されていた。その後，2004年　4　月にIEEE 802.11i
［2］が承認され，暗号化はより安全性の高いAES方式を利用することが可能となった。また，
2010年　2　月にIEEE 802.1x［3］が改良され，ユーザーや端末の認証の仕組みも継続的に整備が進
んでいる。これらの技術の進歩と規格の改良により，無線LANのユーザー認証や暗号化の強度
もエンタプライズでの利用に十分耐えられるようになってきたといえる。更に，IEEE 802.11nで
は，MIMO（Multiple Input Multiple Output）［4］という技術を採用し，複数のアンテナで同時に
データの送受信（空間ストリームという）を行い，マルチパスによる送受信の安定性を図り，更

に　1　ユーザーで利用できる周波数帯域を広げることによって，通信の速度や通信距離を高め，通
信速度が 大600Mbpsとなっている。無線LAN装置のメーカーではエンタプライズでの本格導
入を見据え，無線LANの安定性と大規模運用の管理の煩わしさを軽減するため，無線APの自動
電波調整機能や無線APを集中管理するためのコントローラなどの開発に力を入れている。
　このような状況から無線LANは，LANに求められる性能要件（高速性，安全性，安定性など）
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を満たせるようになってきたと考えられる。しかし無線の特性上，高速で安定した伝送は，個々

の伝搬環境，周波数帯域及び実装技術に大きく依存する。現在の主流となっている802.11n方式
においては，同じ「802.11n対応」となっている装置でも利用可能な技術・転送速度には様々な
違いがある。これは，802.11nは，802.11 a/gベースの仕様で機器製造メーカーは符号化方式，ガー
ドインターバル（長いか，短いか），空間ストリームの本数（ 大　4　本）などの一部を取捨選択し
て実装しても，「802.11n対応」と名乗ることが可能であることがその理由である。更に 大の転

送距離や　5　GHz帯域のチャネルも国によって違いがある。そのため，導入の際には，環境条件に
合わせた測定やサーベイを行った上でネットワークを設計し，目的に合った機能及び性能を満た

す製品を用いて構築する必要がある。

　本稿では，本学の教育研究棟の　2　つのフロアーに無線LANを整備することを想定して，
802.11n無線の伝搬特性，無線APのカバー可能な範囲，異なる無線クライアントの接続性と通信
性能（スループットという）などを実測し，本格導入の基礎データとしてその結果を報告する。

　2　　測定環境と測定方法

　今回測定の環境は本学広島キャンパスの教育研究棟　1　の　2　　F （　2　階）と　5　　F （　5　階）とした
（図　1　，図は南側の廊下と部屋を省略している）。この建物は　9　階建てで鉄筋コンクリートの建
物である。　2　Ｆは主に教室であり，教室間は壁と黒板で隔てられている。1269室は学生サロン
で，1273室から1278室までは教室である。それに対して　5　Ｆは教員研究室と実験室であり，室
内は本棚や実験設備などの多い環境である。部屋の寸法は単位ユニットが横（廊下側のドアが設

図　1　：測定フロアの平面図：　2　　F （上）と　5　　F （下）
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置されている面の幅）3,600㎜，縦（奥行き）8,100㎜である。廊下の幅は2,700㎜である。研究室，
実験室，教室等は　1　ユニットを単位として，複数のユニットをまとめて使用するようになってい
る（例えば，1273教室は　2　ユニットであり，幅が7,200㎜となり，縦は8,100㎜のままとなる）。　1　
フロアの幅（1561室から1579室まで）は72ｍである。
　測定では以下の無線AP及び無線クライアントを使用する。
●無線APとして，以下の　2　機種を使用する。
(1)　シスコシステムズ社製のCisco Aironet 1142（型番：AIR-LAP1142N-P-K9）［5］：このAPは，
　5　GHzおよび2.4GHz帯のIEEE 802.11n規格に準拠し，40MHzのチャネル幅およびガード
インターバルが400nsである時，サポートされるデータレートは 大300Mbpsである。この
APは　2　　F の1269室の天井に固定され，無線LANサービス用の機器として設置されている
ものである（図　1　，AP1とする）。

(2)　BUFFALO社製のWAPM-APG300N［6］：このAPも法人向けの機器であり，IEEE 802.11a/b/g/n
をサポートしており，　5　GHzと2.4GHz帯域の同時利用ができる。このAPは　2　×　2　のMIMO
方式のダイポール外付けアンテナ（各11㎝）を装備し，ショートガードインターバル及び倍
速（40MHz）により， 大300Mbpsの帯域を実現する仕様になっている。このAPを　5　　F の
廊下に設置して（図　1　，AP2とする）性能測定を行う。

●無線クライアントパソコン（あるいは無線Wi-Fiカード）は，以下の　4　種類を使用する。
(1)　インテルCentrino Advanced-N 6250 AGN（以下，Intel 6250 AGNと記する）：この無線クラ

イアントはノートPC（Panasonic Let’s Note）に内蔵されているカードで，IEEE 802.11a/b/g/n
に準拠し，40MHzチャネル幅をサポートしている。またレッツノートの実装では，送受信の
アンテナを　2　本天板部分に内蔵し，受信感度のよい方に切り替えながら高速で安定した通信
を実現している。周波数帯域は2.4GHz，　5　GHzの両方が利用可能である。

(2)　DW1501 Wireless-N WLAN Half-Mini Card（以下，DW1501と記する）：この無線クライア
ントは，DellノートPC（Vostro 3400）に内蔵されているカードである。Broadcom社の
BCM4313チップを使用して，IEEE 802.11b/g/nに準拠しているが，IEEE 802.11nでは2.4GHz
帯域のみで，20MHzのシングル帯域幅であり， 大リンク速度は72Mbpsになっている。

(3)　NEC Aterm WL300NC（以下，NEC WL300NCと記する）：この無線クライアントは，IEEE 
802.11a/b/g/nに準拠のCardbus型カードである。アンテナは送信　2　本×受信　3　本を内蔵して
おり，802.11nでは 大300Mbpsの仕様になっている。周波数帯域は2.4GHz，　5　GHzの両
方が利用可能である。

(4)　BUFFALO WLP-UC-AG300（以下，BUFFALOと記する）：この無線クライアントは，IEEE 
802.11 a/b/g/nに準拠して，　2　×　2　のMIMOアンテナによりUSB（2.0/1.1）接続で 大300Mbps
の仕様になっている。周波数帯域は2.4GHz，　5　GHzの両方が利用可能である。

●APからの受信信号強度（RSSI：Received Signal Strength Indication）およびカバーエリアの測定
では，以下のツールを使用する。

(1)　Ekahau Site Survey（ESS，Standard）：ESSはEkahau社製のWi-Fi無線ネットワークの計画，
検証及び 適化のツールである。今回はこのツールを利用して，APのカバー範囲の測定に
使用する。

(2)　Ekahau DBx Pro Spectrum Analyzer［7］：このスペクトラムアナライザーは，無線APの実効
受信電界強度（RSSI）の測定に使用する。また，この装置ではWi-Fi以外の無線機器（電子
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レンジ，コードレス電話，無線カメラなど）の電波測定にも使用することができる。

(3)　スループット（実効転送速度）の測定には，iperfというツールを使用する。但しiperfのデ
フォールトTCPウィンドウサイズは　8　KBであり，このウィンドウサイズが小さいと，転送
性能の足かせになって転送性能が頭打ちになる場合がある［8］。そのためTCPウィンドウサ
イズは128KBを使用する。

　3　　測定結果及び分析

　本節では上記の機器構成及び測定ツールを用いて，IEEE 802.11n準拠のAPの無線伝搬特性お
よび異なるクライアント使用時の実効スループットを実測し，その特性を明らかにする。

3．1　ESSによる802.11n APのカバレッジ測定

　まず，ESSを用いて無線APの電波カバーエリア（エリア内のRSSI及び推定データレート）を
測定する。ESSサーベイツールは，測定用のソフトウェアとそれに対応したWi-Fi無線カードを
ノートPCにインストールして使用する。測定の際には測定環境の対象図面を読み込み，寸法な
どを設定してから，ノートPCを用いて測定エリア内を移動しながら測定する。無線データの収
集が終わったら，サーベイを行い，電波の強度（RSSI）を色分けして可視化する。このツールは，
RSSI以外に，ノイズや 高スループット，推定データレートなどの測定・算出も可能である。

　図　2　に　5　Ｆの廊下に設置したAP2のカバレッジ特性（RSSI）を示している。図中の緑の矢印パ
スはESSを作動させながらデータ収集に移動したルートである。RSSIの表示は信号の も強い領

域を青で， も弱いところを赤で示し，その間は，-　5　db刻みで色分けして表示している。全く
受信のできない（信号なし）領域は，色付けをしない（白地のままである）。AP2に一番近い内
側のエリアの信号強度は，-50.0dBm～　-45dBmになっている。一番外側の赤いエリアは　-80.0dBm
～　-75.0dBmになっている。また図　3　にAP2のカバーするエリアの推定データレート（Intel 
6250AGN使用時のクライアントの推定データレート）を示している。広範囲にわたって142Mb/s
～150Mb/sの青になっていることがわかる。図　2　，　3　を見ればわかるようにESSツールは，エ
リア内のAPのカバレッジと推定データレートを非常にわかりやすく視覚的に示してくれる。但
し，ESSのマニュアルによると，この推定データレートはAPとクライアント間の通信する速度
の理論値であり，正味スループットはこのデータレートの半分以下となると説明されている。可

視化されたRSSIでは「信号無し」となっている領域でも，推定データレートが通信可能な速度
として表示されている部分がある。また，この後の節で述べる通り，実効スループットは「推定

データレートの半分以下」とはかなり異なっている場所もあった。

　図　4　に　2　Ｆ1269室（学生サロン）の天井に設置したAP1のカバレッジ特性（RSSI）を示して
いる。AP1の真下のエリア（図　4　のア）は信号が一番強く（-30dBm～　-25dBm），-　5　dBmずつ減
衰していくエリアを色分けしている。順にイ：-35dBm～　-30dBm，ウ：-55dBm～　-50dBm。エ： 
-70dBm～　-65dBm，オ（ も弱い，赤いエリア）：-80dBm～　-75dBmとなっている。また，推定
データレートは紙面の関係で省略するが，ア，イ，ウのエリアまですべて 高のデータレー

ト：142.0Mb/s～150.0Mb/sとなっている。順にエ：126.0Mb/s～134.0Mb/s，オ：36.0Mb/s～
48.0Mb/sになっている。
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3．2　スループット実測及び比較

　本節では異なる無線クライアントを用いてスループットの実測及び比較を行い，その結果を示

す。

　図　5　にAP2において細長い廊下（図　1　のAP2から矢印EWへの方向で大きな障害物はない）
に沿った実測平均スループットを示している。

　この測定では，先にあげた　4　種類の無線クライアント装置のうち，Dell Vostro 3400内蔵の
DW1501とBUFFALO USB型無線クライアントを用いて行った。AP2のチャネル設定では，

図　4　：　2　　F Cisco Aironet 1142のカバレッジ （RSSI）

図　3　：　5　　F  WAPM-APG300Nのカバレッジ （推定データレート）

図　2　：　5　　F  WAPM-APG300Nのカバレッジ （RSSI）
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802.11n 　5　GHz帯で36＋40ch，2.4GHz帯で11＋　7　chでの同時接続とした。802.11n 2.4GHz帯は
DW 1501およびBUFFALOの両方が対応しており，802.11n 　5　GHz帯はBUFFALOのみ対応して
いる。この　3　通り（DW 1501 2.4GHz，BUFFALO 2.4GHz，BUFFALO 　5　GHz）のクライアントに
ついて，それぞれ測定PCの電源をACアダプターから供給している時とバッテリー使用時の　2　
つのケース，全部で　6　通りの設定で測定を行った。図　5　縦軸は平均スループットであり，各パ
ターンにおいてiperfで　5　回（不安定な場合は，10回程度，以下同様）測定したスループットの
平均値である。横軸は，AP2と測定場所の距離である。　1　ユニット単位の横幅3.6ｍ毎に行なっ
ている。同図から以下のことがわかる。(1)無線クライアントによってスループットにかなり違い
があることがわかる。同じ802.11n準拠であっても実装上の違いによるものと考えられる。
(2)BUFFALO USBクライアントではバッテリー使用時とACアダプター使用時に大きな差がある
ことがわかる 1。これは，この無線クライアントのドライバーの詳細設定の画面では調整する項

目は見つからないものの，バッテリー使用時に省電力モードで動作する仕様になっているのでは

ないかと思われる。(3)平均スループットは距離と共に減少していくが，DW1501においては，シ
ングル帯域幅及び　1　ストリームで72Mbpsの仕様であるが，平均スループットはバッテリーを使
用するかACアダプターを使用するかによる差がないことがわかる。しかも今回測定した細長い
廊下全体にわたって，スループットが非常に安定していることがわかる。

1 図にデータをプロットしていないが，NEC WL300NC及びIntel 6250 AGNでは，バッテリー使用時とACアダプ
ター使用時によるスループットの差は見当たらなかった。

図　5　：802.11nの平均スループット （細長い廊下の場合）

図　6　：AP2のRSSIの減衰特性 （細長い廊下の場合）
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　図　6　に図　5　のスループットを測定するときの廊下内のRSSIを示している。左側の　-30dBmのと
ころは，AP2とほぼ同一地点（横平行して50㎝）で， 右端はAP2から57.6ｍ先の廊下の壁の
ところである。この間をEkahau Chanalyzer 3.4［7］を使用して，　5　分間等速で測定したグラフで
ある。図から，APから離れていくにつれ，無線信号が減衰していくのがわかるが，2.4GHz帯域
と比較して　5　GHz帯域の減衰が大きいことがわかる。また，2.4GHz帯はRSSIの変化が穏やか
で，　5　GHz帯の方は小刻みに振動していることがわかる。一般的な電波特性として，　5　GHzの方
が距離による減衰が大きく，また障害物による影響を受けやすいためと考えられる。

　続いて障害物の多いところとして，　5　　F  AP2前の階段・トイレや機械室の周囲（図　1　の　a ，　b 
から　h ，　i ，　j ，　k までの箇所）を選んで，実効スループットを測定した。無線LANクライア
ントは　4　種類全てを利用し，また，以下の測定ではPCは全てバッテリー駆動の状態で測定を
行っている。

　図　7　から図13に，　4　種類のクライアント全てについて，各地点のRSSIとその時に測定した平
均スループットの結果を示す。DW1501は対応しているのが2.4GHz帯のみなので，2.4GHz帯の
測定結果を示し，他のクライアントは2.4GHz，　5　GHz両方の結果を示す。図中の直線は平均ス
ループットとRSSIの関係を直線で近似した場合の実線である。　a （AP2から直線距離は約7.27
ｍである）と　i （AP2から直線距離は約6.15ｍである）の　2　ヶ所はAP2との間に障害物がない場
所である。障害物の陰になっている場所　j ，　k は，図11のDW1501のみ接続できたが，他のク
ライアントでは接続自体ができず，したがって図のグラフにもプロットされていない。

　図　7　から図13まで比較すると，以下のことがわかる。(1)同じ802.11n準拠，　2　つの空間スト
リームで 大300Mbpsのクライアントであっても，今回比べた　3　種類のうち，製品（メーカー）
の実装の違いによる性能の違いが確認された。Intel 6250 AGNクライアントにおいては，2.4GHz
帯（図　7　）及び　5　GHz帯（図　8　）のどちらでも良好なスループットを得られた。特に信号の強い
（＞
－
 　-60dBm）範囲では非常に高いスループットが得られた。場所　a で　5　GHz帯と2.4GHz帯にお
いてそれぞれ，97.78Mbpsと94.74Mbpsのスループットを記録した。これはファーストイーサ
ネット有線LANと同等以上のスループットといえる。(2)一方，場所　e （AP2からトイレや機械
室などの壁，障害物の反対側）では，RSSIがかなり低下し，NEC WL300NCとDW1501以外の
クライアントはほとんど接続出来なかった（RSSI＜

－
 　-80dBm）。　d ，　f 点に比べて距離的にほとん

ど変わっていない（AP2からの直線距離はむしろ　e の方が近い）が，RSSIが相当違うのがわか
る。これは　d ，　f に対して，　e はAP2から隠れて，空間マルチパスの形成しにくい場所と考えら

図　7　：平均スループット （Intel 6250 AGN 2.4GHz） 図　8　：平均スループット （Intel 6250 AGN 　5　GHz）
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れる。(3)図　2　のRSSIサーベイデータでは，場所　e はやはり信号が届かないことがわかる。しか
しESSサーベイの推定データレート（図　3　）では，　e での推定データレートが54Mb/s～62.0Mb/s
になっており，　e での推定スループットは40.0Mb/s～42.0Mb/sになっている。実測と大きな違
いがあることがわかる。(4)1524ラウンジ内の場所　j ，　k について，接続できたのはWD1501ク
ライアントのみであった。ほかの無線クライアントは接続できなかった（図　7　～図13に　j ，　k を
プロットしなかった）。ESSサーベイツールで場所　j ，　k の1524ラウンジ内はAP2でカバーでき
てないことも確認できる（図　2　）。但し，ESSによる推定データレートは24.0Mb/s～36.0Mb/sに

図　9　：平均スループット （NEC WL300NC 2.4GHz） 図10：平均スループット （NEC WL300NC 　5　GHz）

図11：平均スループット （DW1051 2.4GHz） 図12：平均スループット （BUFFALO 2.4GHz）

図13：平均スループット （BUFFALO 　5　GHz） 図14：平均スループットと信号強度の関係
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なっており，ここでも実測と大きな違いがあることがわかる。

　ESSによるRSSIの測定の結果から得られた推定データレートは先に書いた通り電波が検出で
きなかった場所でも一定のスループットが出るような推定となっており，推定データレートがそ

のまま当てはまるわけではない。しかし，ESSの測定で得られたRSSIが大きければ，実際に測
定されるスループットも大きい傾向は間違いなく一致している。したがってこのような測定・可

視化ツールは無線LANの設置・運用における調査の際には非常に力を発揮すると考えられる。
　図14には，　2　　F の学生サロン（図　1　の1269室）に設置したAP1に対して，Intel 6250 AGN及
びNEC WL300NCの　2　つのクライアントにおいて，　A ，　B から　G ，　H までの場所で測定された

RSSIと平均スループットの値を示している。クライアントによる実効スループットの違いがあ
るが，いずれも，地点　G （AP1から教室の　2　枚壁に隔てて約30ｍ先）まで，安定して接続でき
た。　H 地点ではいずれのクライアントもたまに接続ができてもすぐ切れるので，ほとんど接続出
来なかった。これは図　4　でも確認できる。

　4　　まとめ

　本稿では無線LANの本格導入のための基礎データの収集及び分析を行った。アクセスポイン
トはシスコシステムズ社製のCisco Aironet 1142及び国内メーカーであるBUFFALO社製の 
WAPM-APG300Nを使用した。無線クライアントについては，パソコンに内蔵型の　2　種類（Intel 
6250 AGN及びDW1051），CardBus型の　1　種類（NEC WL300NC）及びUSB型の　1　種類を使用し
た。エリアサーベイ，データの収集及び信号測定に，ESSサーベイツール，Chanalyzer及びiperf
を使用した。教室の環境のフロア及び研究室（実験室のフロア）で実測及び分析を行い，以下の

結果が得られた。

(1)　同じ802.11n準拠のクライアントでも，メーカーによって受信の感度とスループットに大き
な差があることが確認された。

(2)　一部のクライアントではファーストイーサネットと同等以上の実効スループットが得られ
た。今後　3　空間ストリーム（ 大450Mbps）や802.11n仕様 大の　4　空間ストリーム（ 大

600Mbps）の製品も徐々に出揃うと考えられ，実効スループットは，現在普及しているギガ
ビットイーサネットに及ばなくても，ファーストイーサネットLANを凌ぐ無線LANの構築
と利用が可能だと思われる。

(3)　実測と比較してサーベイツールESSでは，推定データレートや 大スループットは実測デー

タと幾分差があるが，信号の電界強度マップは無線LAN環境の構築に非常に有用であること
が確認できた。

(4)　今回使用したAPのいずれも，クライアント側の電界強度（RSSI）が　-75dBm以上であれば，
非常に安定して接続ができた。今回対象の教室や研究室において，壁が　2　枚程度で30ｍ以
内なら安定に接続ができた。

　今回の実証実験ではAP間の干渉もなく，環境ノイズも少ない環境で単純に802.11nの伝搬特性
及び実効スループットの測定・比較を行なっている。今後の課題としては複数APの運用，AP間
のローミング及び同時接続ユーザーが多い（例えば，数十人の授業で一斉アクセス）場合におけ

る接続性及び実効スループットの検証が必要であろう。
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