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あ ら ま し

近年，オフィス内LANや現場のデバイスを結ぶM2M（Machine to Machine）システム
の無線化が進んでおり，手軽にネットワークを構築できる無線LANが多くの場で利用さ
れるようになってきた。しかし，無線LANは同じ周波数帯域を使うほかの機器からの電
波干渉を受けやすく，また，通信距離が短く建物や壁などの遮蔽の影響を受けやすいため，

通信品質が変化しやすいという運用上の難しさが伴う。したがって，安定した性能を維

持するためには，無線の障害を素早く検出し復旧する運用管理が重要となる。筆者らは，

無線LANの低コストな運用管理に求められる要求条件を，ユーザーの所有する無線端末
への機能追加が不要なこと，管理者が現場に行かずに問題の箇所・原因を切り分けられ

ることの2点にあると整理し，この条件を満たすネットワーク主導型遠隔障害診断技術を
開発した。また，計算機シミュレーション評価によって，開発した技術の有効性を検証

した。

本稿では，筆者らが開発したネットワーク主導型の遠隔障害診断技術の基本原理と評

価結果を紹介する。

Abstract

Many offices and work sites have been recently switching local area networks (LANs) 
or machine to machine (M2M) systems for connecting on-site devices to wireless 
networks.  Wireless LANs are being utilized in more and more places because they 
are accessible and affordable means of constructing a network.  However, wireless 
LANs are susceptible to interference from other devices, and their communicable 
ranges are limited.  This property of wireless LANs makes their operation difficult, 
as the environmental factors always affect the data communication quality.  In order 
to maintain stable performance, therefore, it is important to establish an operational 
system capable of quickly detecting failures of wireless network and promptly 
recovering it.  To address this issue, we set out two requirements for the wireless LAN 
management at low cost: no additional device functionality to be needed, and an ability 
for network administrators to isolate the causes of problems or affected sections of the 
network without having to be present on site.  We thus developed a network-driven 
remote failure diagnostics technology to meet these requirements.  We then verified 
the developed technology for its effectiveness using a computer simulation.  This 
paper describes the basic principle of this network-driven remote failure diagnostics 
technology and the results of the evaluation.
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コスト増加につながる課題である。
富士通研究所では，無線システムを安定して稼
働させる研究に取り組んでいる。（3）特に，企業の基
幹システムへとなりつつある無線LANを，簡単で
効率的に運用管理することを目指し，その診断・
制御技術の開発に注力している。
筆者らは，無線LANの運用管理に対する二つの
要求条件を整理した。一つはユーザーの所有する
無線端末への機能追加が不要なこと，もう一つは
管理者が現場に行かずにネットワーク側から問題
の箇所・原因を切り分けられることである。この
要求条件を満たすために，ネットワーク主導型の
遠隔障害診断技術を開発し，計算機シミュレーショ
ンによる評価を用いて，開発した技術の有効性を
検証した。本稿では，上記のネットワーク主導型
の遠隔障害診断技術の動作原理と，シミュレーショ
ンによる有効性の評価結果について述べる。

無線LANの無線障害

無線LANに発生する無線障害は，同一周波数帯
域を用いるほかの機器からの干渉，電波の通り道
を遮蔽されることによる受信電力低下，および無
線機の故障に大別される。（4）

無線 LANに干渉する機器は，同じ周波数帯域
（2.4 GHz帯，5 GHz帯）を使う無線LAN機器のほ
か，ISM（Industrial Scientifi c and Medical） 帯
を共有するBluetoothやZigBeeなどの通信機器，お
よび電子レンジや医療用マイクロ波治療器などの
非通信機器が挙げられる。また，5 GHz帯では気
象用レーダーや船舶レーダーなどの電波も干渉す
る。このように，様々な機器からの電波が飛び交
うため，システム設計段階でできるだけ干渉が少
なくなるように，各アクセスポイント（AP）に対
して周波数帯域（チャネル）を割り当てる必要が
ある。しかし，例えば運用開始後に通信量の増加
や通信エリアの拡大のためにAPを追加する場合，
既存APと同じチャネルを使うとAP間の電波干渉が
発生する。この場合，受信側では送られたデータ
が重なって到着するため分離できない。このよう
なデータ送受信の失敗に対し，多くの無線システ
ムのプロトコルはデータを再送することで通信品
質を維持しようとする。しかし，再送によって遅
延が生じるため，スループットは低下する。つまり，

無線LANの無線障害

ま　え　が　き

オフィス内LANや現場のデバイスを結ぶM2M
（Machine to Machine）通信システムのフロント
ネットワークの無線化が進んでおり，IEEE 802.11
の規格に準拠した無線LAN（1）が通信方式として利
用される機会が増えている。無線LANに割り当て
られた周波数帯域（2.4 GHz帯，5 GHz帯）は，免
許不要なことから誰でもネットワークを容易に構
築でき，かつ通信料金が不要なことがその普及を
後押ししている。その結果，多くの無線LAN搭載
製品が流通し，更に安価に入手できるようになる
といった好循環を生み出していると言える。しか
し，無線LANは周辺の環境に依存して通信品質が
変化するため，構築時に想定した品質が稼働時に
損なわれるといった運用上の難しさを抱えている。
例えば，免許不要な周波数帯域を使うため，同じ
帯域を使うほかの機器からの電波干渉を受ける。
また，送信電力が微弱であるため，通信距離が短
く建物や壁などの遮蔽の影響を受けやすい。その
ため，安定した性能を維持するためには，無線ネッ
トワークの異常を素早く検出し復旧する運用管理
が重要となる。
無線LANの運用管理へのニーズに応えるための，
無線ネットワークのアウトソーシングビジネスに
対しても注目が集まっている。（2）これらのサービス
では，無線ネットワークの設計および運用管理は
サービス提供者が行うため，無線に関する知識の
ないユーザーも無線ネットワークを簡単に利用で
きるようになる。しかし，現時点での運用管理サー
ビスにおける無線障害への対応には，まだ改善の
余地がある。例えば，無線ネットワークの障害を
監視するために，ユーザーが既に利用している無
線端末に対して，運用監視機能を新たに実装する
ことは現実的ではない。また，限られた人数のサー
ビス提供者が複数の顧客にサービスを提供するた
めには，複数の無線ネットワークを効率的に管理
する必要がある。したがって，できるだけ現地に
行かずに遠隔から障害の発生やその影響箇所を特
定できることが重要となる。しかし，従来の障害
診断技術では，無線端末に新たな機能を追加する
か，もしくは現場に行って監視専用装置を設置す
る必要がある。これは，ネットワーク運用管理の

ま　え　が　き
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に赴き伝搬測定｛図-1（a）｝を行ったりする必要
があり，管理者の作業負荷が大きい。また，まれ
にしか起きない事象の場合，再現するまでに長時
間を要することもある。こうした場合，障害原因
の解明と復旧も長期化し，ユーザーに長期間不都
合を強いるとともに，管理者の作業負担も膨大と
なる。このため，自動的にネットワーク品質を監
視し，障害を検出する技術が必要である。
（2） 障害の発生原因と発生箇所の特定
無線障害原因や発生箇所が異なると対策も異な
るため，それらを特定することが重要である。ま
た，原因と発生箇所を自動で特定できると管理者
の作業効率が向上する。干渉に対する対策には，
例えばチャネル変更がある。あるAPに干渉が発生
した場合は，全APのチャネルを変更する必要があ
る。それは，被干渉APの変更後のチャネルが周囲
のAPに干渉を与えないようにするためである。一
方，端末に干渉が発生した場合は，例えばその端
末の接続APを，干渉しないチャネルを使っている
ほかのAPに変更する（5）ことで，その端末への干渉
を避けることができる。
遠隔からネットワークの障害を監視し，障害の
発生原因と発生箇所を特定するために，図-1（b）
に示すような，ユーザー端末やAPに無線障害を監
視する装置を導入する方式も提案されている。（6）し
かし，ユーザー所有の端末を改造することは困難
なため，現実的ではない。そこで，管理者とユーザー
双方へ大きな負担をかけることなく無線障害を監

利用者がコンテンツをダウンロードする際にかか
る時間や，コマンドを入力した際の応答性が著し
く悪化し，基幹システムとしては使いにくいもの
となりかねない。
また，壁や棚などにより電波の通り道が遮蔽さ
れると，受信電力が低下する。受信電力が大きく
低下すると，受信側に電波が届かなくなり，端末
がネットワークに接続できなくなる。そこで，AP
の設置時には伝搬測定を行い，十分な受信電力が
確保できるように設置場所を決定する必要がある。
しかし，レイアウト変更などによって間仕切りや
棚の位置が変わることにより，運用開始後に電波
が遮蔽されるおそれがある。また，設置時には動
作確認により装置の正常動作を確認したとしても，
使用中のアクシデントや経年劣化による装置の故
障も避けられない。
このように，無線LANは運用開始後に通信品質
の変化が頻繁に生じるため，継続的に性能を維持
できるような運用管理が必要である。

無線LANの運用管理の課題

管理者が無線LANを継続的に運用管理できる
ようにするためには，次の課題を解決する必要が
あった。
（1） 遠隔からの監視
従来の無線障害監視は，ユーザーからのクレー
ムを契機にログ解析や現地調査を行う。そのため，
クレームの度に管理者がログを解析したり，現地

無線LANの運用管理の課題

（b）全端末，APが監視機能を持つ

監視機能

AP

端末
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（a）監視専用装置を配置
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（c）APのみ監視機能を持つ
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監視機能 監視機能

図-1　診断機能の分類
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により干渉がなくなるまで送信を休止（ビジー待
機）する。そのため，送信待機時間が増加するこ
とにより端末でのパケット受信が遅れ，APに返信
されるACKも遅延するため，干渉が発生しないと
きに比べACK応答遅延が増加する。また，データ
パケットの干渉が端末側に発生すると，データパ
ケットの受信誤りが原因でAPから再送される。結
果的にAPにACKを返信するまでの時間が遅れるた
め，ACK応答遅延が増加する。上述したデータパ
ケットの干渉とACK応答遅延の関連性に基づいて，
ACK応答遅延の増加を観測することにより，デー
タパケットの干渉の発生を検出できる。
遮蔽がAP－端末間に発生するか，装置（APま
たは端末）が故障した場合は，データパケットが
端末に届かず，結果的にパケットを送信したAPに
ACKは戻らなくなる。ここでは，人の移動などに
よる時間変動のある遮蔽（フェージング）は，瞬
間的に遮蔽が起きても人が移動すればすぐに復旧
するため障害とはみなさない。
上述のように，正常動作時に対するACK応答遅
延の増加により干渉を検出し，ACK応答の有無に
より遮蔽を検出することで，無線の障害原因を特
定できる。
（2） 障害端末の空間分布を用いた障害発生箇所の
特定
次に，障害の発生箇所を各端末のACK応答遅延
の分布から特定する。干渉がAP側に発生した場合
は，全端末のACK応答遅延が増加するのに対し，
干渉が端末側に生じた場合は，一部の端末のACK
応答遅延しか増加しない。このため，ACK応答遅
延をシステム全体で俯瞰することで，障害発生箇
所がAP側か端末側かを切り分けられる。また，原
因が遮蔽の場合は，遮蔽物がAPを覆うような場合
は全リンクの無線通信が遮断されるため，全端末
からのACK応答が消失する。APが故障した場合に
は，パケットの送信自体が発生しないため，当然
端末からの応答は一つもない。したがって，全端
末の応答が消失した場合は，APの遮蔽もしくは故
障と診断する。
以上のように，ACK応答の遅延や消失を全端末
分俯瞰することにより，障害発生箇所がAPか端末
側かをAP主導で特定できることになる。

視するためには，図-1（c）のように端末には監視
機能を追加せず，ネットワーク側にその機能を実
現する必要がある。

遠隔障害診断技術

● 原理
富士通研究所は，ユーザー端末の改造が不要で，
ネットワーク側から遠隔操作可能な無線LANの遠
隔障害診断技術を開発した。（7）以下に，その特長を
述べる。
（1） ACK応答を用いた遠隔障害診断
干渉や装置故障・遮蔽などの障害が発生したこ
とを検出するために利用したのが，無線LANで通
常用いられるメディアアクセス方式（CSMA/CA：
Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Avoidance）の再送動作原理である（図-2）。APは
CSMA/CA動作に従って送信するとき，他端末が送
信するパケットとの衝突を回避するために，信号
を送信する前にランダムに設定した時間待機する。
APはこの時間内において他端末のパケット送信を
検出しない場合，パケットを端末に送信する。一方，
他端末のパケット送信を検出した場合，その送信
が終わるまで待機した後，再びランダムに設定し
た時間待機する。APからの信号を正常に受信する
と，端末はACK（Acknowledgement）信号を送信
する。ここで，APでのパケット発生時刻から，そ
のパケットに対する端末からのACKをAPで受信す
るまでの時間をACK応答遅延と定義する。端末か
らのACK応答遅延をAP側で測定することで，障害
の発生とその種類を診断する。
図-2に示したように，APがパケットを送信す
る前に干渉がAP側に発生すると，CSMA/CA動作

遠隔障害診断技術

図-2　CSMA/CAの再送動作原理
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生源の通信範囲外にAPを配置した。
いずれの配置も，APから端末に1秒周期で診断
パケットを送信し，そのACK応答遅延から障害診
断を行った。干渉発生の判定はACK応答遅延をし
きい値と比較することで行った。本検証では，し
きい値として干渉がないときの各端末が送受信が
行われたときのACK応答遅延値の平均値に，観
測値の変動分を考慮して3倍標準偏差を足した値
（2.27～ 2.31 ms）を用いた。干渉端末は，表-1に
示した平均周期で指数分布する送信間隔でパケッ
トを送信した。ここで，AP，端末，干渉AP，干渉
端末はいずれもIEEE 802.11g規格の最小通信速度
6 Mbpsで通信することとした。干渉トラフィック
の発生頻度を表す干渉パケット発生周期を変化さ
せ，干渉トラフィック密度に対する提案方式の特
性を評価した。干渉トラフィック密度は，各干渉
パケット発生周期に対する干渉パケット長2 msの
比であり，10％から50％の間の値を取る。
干渉発生箇所の診断に用いた各端末のACK応答
遅延の分布を図-4，図-5に示す。AP側干渉の場合
（図-4），全端末のACK応答遅延がしきい値を上回っ
ている。一方，端末側干渉の場合（図-5），干渉
を受けた端末のACK応答遅延だけがしきい値を上
回っている。このように，全端末分のACK応答遅
延を俯瞰することで干渉発生箇所を特定している。
上記の診断の妥当性を，二つの診断精度を基準
に確認する。一つ目の検出成功率とは，干渉電力

● 評価結果
提案する障害診断技術は，全端末に定期的に診
断パケットを送信し，それぞれのACK応答の遅延
や有無を観測して診断する。遮蔽時は，常にACK
応答がなくなることから漏れなく検出できる一方，
干渉は診断パケットと干渉パケットが衝突して初
めてACK応答が遅延するため，干渉トラフィック
の発生頻度が低いと検出できない可能性がある。
そこで，異なる干渉トラフィックの発生頻度に対
して，干渉の検出とその発生場所の判定をどのく
らい正確に行えるかという診断精度を，無線LAN
システムレベルシミュレーターを用いて評価した。
シミュレーション条件を表-1に示す。まず，AP 

1台と端末20台を所定の位置に配置する。次に，干
渉発生源となる干渉AP 1台と干渉端末1台を，以下
の二つのシナリオになるよう配置した。
（1） AP側への干渉
（2） 一部の端末への干渉
二つのシナリオにおいて，干渉の有無および干
渉を受けたノードが正しく診断されたかどうかを
検証した。（1）のAP側干渉シナリオにおいては，
図-3（a）のように干渉発生源の通信範囲にAPを
配置し，干渉発生源の通信範囲外に端末をランダ
ムに配置した。（2）の端末側干渉シナリオにおい
ては，図-3（b）のように一部の端末が干渉発生源
の通信範囲に入るようランダムに配置し，干渉発

図-3　原理確認用シミュレーションで想定したAPと
端末配置

AP

干渉発生源

端末配置エリア

AP

干渉発生源

（a）AP側干渉シナリオ （b）端末側干渉シナリオ

APの通信範囲

干渉影響範囲

表-1　シミュレーション条件
項目 条件

AP数 1
端末数 20
干渉AP数 1
干渉端末数 1
通信方式 IEEE 802.11g
通信速度 6 Mbps
最大再送回数 4
パスモデル 大地反射2波モデル
アンテナ高 2 m
送信電力 20 dBm
最低受信感度 －88 dBm

診断パケットサイズ 1500バイト（2 ms@6 Mbps）
干渉パケットサイズ 1500バイト（2 ms@6 Mbps）
診断パケット送信間隔 1秒，固定周期
干渉パケット送信間隔 平均20，10，6，5 ms，指数分布周期
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が受信感度以上となっている端末（またはAP）の
うち，診断によって干渉ありと判定された端末の
割合を表す。二つ目の誤検出率とは，干渉電力が
受信感度未満となる端末（またはAP）のうち，診
断によって誤って干渉ありと判定された端末の割
合を表す。つまり，検出成功率が高く，誤診断率
が低いほど診断精度が高いと言える。
計算機シミュレーションの結果を表-2に示す。
提案方式は，AP側干渉シナリオにおいて，干渉
トラフィック密度が20％以上になると検出成功率
100％，誤検出率0％という高い診断精度を達成で
きることが分かった。また，端末側干渉シナリオ
における検出成功率は100％，誤検出率が4％未満
となっている。端末側に干渉源がある場合はデー
タパケットが再送されるため，AP側干渉時の送信
時間待機よりも再送遅延のほうが大きくなる。こ
れにより，干渉トラフィック密度が低いときでも
高い検出精度を実現できる。上記の結果から，提
案技術を適用することで，遮蔽と干渉による障害

の発生，およびその発生箇所をネットワーク側，
すなわち遠隔から正しく把握できる。これにより，
従来の管理者の出張・調査に伴う管理コストを削
減できる。また，原因を早期に解明することで，
通信品質復旧までの時間を短縮し，ユーザー満足
度の向上が可能になると考えられる。

む　　す　　び

無線LANをはじめとする免許が不要な周波数
帯域を使う無線システムの普及に伴い，稼働中の
通信品質を維持する運用管理の重要性が増しつつ
ある。
本稿では，無線LANを簡単で効率的に運用管理
できるようにするために，ネットワーク側から遠
隔で診断する遠隔障害診断技術について述べた。
本技術は，端末に依存せずAP主導でネットワーク
側から障害の原因（遮蔽，干渉）と発生箇所（AP
側，端末側）を特定できる。更に，シミュレーショ
ン評価でその原理の妥当性，および診断精度を確
認した。ここで，本技術は正常と障害の診断に応
答遅延という汎用的なパラメーターを用いること
から，無線LAN以外のほかの無線ネットワークに
も適用できる。
今後は，本技術の無線LAN運用管理サービス導
入に向けた実証実験を進め，診断精度の更なる改
善を図る予定である。また，運用管理は障害の診
断と復旧から成り立つため，復旧作業の効率化に
ついても研究を進めていく。これらの研究開発を
通じて，オフィスだけではなく，例えば第一次・

む　　す　　び

表-2　シミュレーション結果

干渉シナリオ
干渉トラフィック

密度
（％）

検出成功率
（％）

誤検出率
（％）

AP側干渉

干渉なし － 0
10 85.6 13.1
20 100 0
33 100 0
50 100 0

端末側干渉

干渉なし － 0
10 100 2.2
20 100 2.7
33 100 2.4
50 100 3.1

図-4　AP側干渉時のACK応答遅延例

図-5　端末側干渉時のACK応答遅延例
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第二次産業の現場などの屋外でも無線システムを
簡単に安定した状態で利用できるようにすること
で，その普及を支えていきたい。
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