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はじめに

この文書は次のことについて記述しています:

多重通路ゆがみ●

多重通路ゆがみが無線ネットワークのパフォーマンスをどのように低下させるか●

多様性●

多様性ヘルプが多重通路環境のパフォーマンスをどのように改善するか●

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco Aironet および Airespace Wireless LAN 機器●

isco IOS®、VxWorks、および SOS（Cisco Aironet 340 シリーズおよびそれ以前）の各オペ
レーティング システム

●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。



表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

多重通路

多様性を理解するために、多重通路ゆがみを理解して下さい。

無線周波数（RF）場合がレシーバの方に送信されるとき、RF 場合の一般動作は更に送信される
のでより広く育つことです。 方法で、RF 場合は場合と反映するオブジェクトに、屈折しますか
、分散するか、または干渉します出会います。 RF 場合がオブジェクトから反射するとき、複数
の波頭は作成されます。 これらの新しい重複した波頭の結果として、レシーバに達する複数の波
頭があります。

多重通路伝搬は RF 場合が出典から宛先に異なるパスを選択すると発生します。 場合の一部は宛
先に宛先に他の一部が妨害を離れて跳ねる間、そして続きます行きます。 その結果、場合遭遇よ
り長いパスの一部は宛先に遅れ、旅します。

多重通路こと波のリフレクションからの結果はトランスミッタとレシーバ間の障害重複した波先
とオリジナルシグナルの組み合せとを離れて定義することができます。

多重通路ゆがみは無線場合にレシーバとトランスミッタ間の複数のパスがあると発生する RF 干
渉の形式です。 これは家具、ウォール、または上塗を施してあるガラスのような金属か他の RF
反射サーフェイスを持つセルに、発生します。

多重通路干渉の高い 確率のよくある Wireless LAN （WLAN）環境は下記のものを含んでいます:

空港格納庫●

製鉄所●

製造エリア●

流通センター●

構造に金属をかぶせるために RF デバイスのアンテナが露出される他の場所（以下を参照
）:ウォール切り上げ値ラック棚に置くこと他の金属項目

●

多重通路ゆがみの効果は下記のものを含んでいます:

データの汚染—レシーバが伝送された情報を検出するできないほど多重通路場合の厳しいで
す発生します。

●

場合無効にすること—反射 波が主要な場合とのフェーズからきっかり到達し、主要な場合を
完全に取り消すと発生します。

●

増加された信号の振幅—反射 波が主要な場合とのフェーズに着き、それにより信号 強度を高
める主要な場合に追加すると発生します。

●

減少させた信号の振幅—反射 波がそれにより信号の振幅を減らす主要な場合とのフェーズか
らある程度着くと発生します。

●

このセクションは多重通路ゆがみがどのように発生する、そしてどのように WLAN に影響を与え
るか説明します。

出典 アンテナは複数の確定方向の RF エネルギーを放射します。 ほとんどのダイレクト パスの
送信元および宛先 アンテナと RF 反射サーフェイスを離れたバウンス間の RF 移動（図を 1）参
照して下さい。 反映された RF 波によりこれらの条件は発生します:
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反映された RF 波は直接 RF ウェーブよりずっと伝わり、遅れて時間に着きます。1.
反射シグナルはより長い伝達ルートが理由で最短経路場合よりより多くの RF エネルギーを
、失います。

2.

場合はリフレクションの結果としてエネルギーを失います。3.
望ましいウェーブはレシーバの多くの反射 波と結合されます。4.
異なる波形が結合するとき、により望ましい波形のゆがみを引き起こし、レシーバのデコー
ド機能に影響を与えます。 反射シグナルがレシーバで結合されるとき、信号 強度が高いの
に、信号品質は粗末です。

5.

反射 波はまた unreflected ウェーブと定位置に異なっています。6.

図 1 –レシーバは反映されたサーフェイスからの複数の多重通路場合を聞きます

レシーバを混同する多重通路遅延によりオーバーラップする 802.11 場合で表される情報シンボ
ルを引き起こします。 遅延が十分に大きい場合、パケットのビットエラーは発生します。 レシー
バはシンボルを区別し、対応した ビットを正しく解読できません。 宛先局は 802.11 のエラー チ
ェック プロセスによって問題を検出する。 パケットにエラーがあることを示す巡回冗長検査
（CRC、チェックサム）は正しく計算しません。 ビットエラーに応じて、宛先局はソースステー
ションに 802.11 確認応答を送信しません。 送信側は結局メディアにアクセスを取り戻した後場
合を再送信します。 再送信が理由で、ユーザは多重通路干渉が重要なとき低スループットに出会
います。 アンテナの位置が変更される場合、リフレクションはまた変更されます、多重通路干渉
の可能性および効果を減少する。

多重通路環境では、場合ヌルポイントはエリア全体あります。 距離は RF ウェーブどのように跳
ねる、多重通路ヌルが周波数の波長に発生するところで基づいているか、移動し。 周波数が変更
したり、従ってウェーブの長さをするように。 従って周波数が変更する、従って多重通路ヌルの
位置をのでします（図を 2）参照して下さい。 2.4 GHz ウェーブの長さはおよそ 4.92 インチ
（12.5 cm）です。 5 GHz ウェーブの長さはおよそ 2.36 インチ（6 cm）です。

図 2 –伝達の周波数に基づく多重通路ヌルポイントの位置



遅延拡散は多重通路を示すのに使用されるパラメータです。 遅延拡散は主要な場合が瞬間着く瞬
間間の遅延と最後の反射シグナルは着くこと定義されます。 反射シグナルの遅延はナノ秒
（ns）に測定されます。 遅延拡散の量は屋内ホーム、オフィスおよび製造業界のために変わりま
す。

遅延拡散 ナノ秒
ホーム < 50 ns
オフィス ~100 ns
製造フロア ~200 – 300 ns

多重通路場合は高い RF 信号 強度がありけれども悪い信号品質 レベルを持つ場合があります。

注: 低RF 信号 強度は悪い通信を示しません。 しかし低い信号品質は悪い通信を示します。



多様性

多様性はアンテナのどちらかのよりよい場合を受け取ること各無線のための 2 つのアンテナの使
用、確率を高めるためにです。 多様性ソリューションを提供するのに使用されるアンテナが同じ
物理的 なハウジングにある場合もありましたりまたは別途の 2 同じ位置の等しいアンテナである
必要があります。 多様性は多重通路シナリオの無線ネットワークに救助を提供します。 ダイバシ
ティ アンテナは無線および互いから物理的に、が他よりより少なく多重通路伝搬効果に出会うよ
うにするために分かれます。 二重アンテナは一般的に 1 アンテナが RF ヌルにそしてあれば多重
通路環境の方がパフォーマンスを提供する他はないようにします、（図を 3）参照して下さい。
それをヌルポイントから抜き出し、場合を正しく受け取る方法を提供するためにアンテナを移動
できます。

シスコシステムズは Aironetアクセスポイント 製品のアンテナ ダイバーシティをデフォルトで有
効に します。 アクセス ポイントは 2 つの統合アンテナポートからの無線場合を見本抽出し、優
先 する アンテナを選択します。 この多様性は多重通路ゆがみがあるロバストネスを作成します
。

ダイバシティ アンテナは無線セルのカバー範囲を拡張するように、セルのカバレッジを高めるよ
うに設計されていません。 拡張 な カバレッジは多重通路ゆがみから起こり、場合が無効にする
問題を解決するための努力です。 2 人の異なる無線セルをカバーするのにアクセス ポイントの 2
つのアンテナを使用する試みは接続上の問題という結果に終る場合があります。

多様性の 1 つの注意、それは 2 人の異なるカバレッジ セルをカバーする 2 つのアンテナを使用
するために設計されていません。 それの使用の問題はこの方法通信することを試みれば（アンテ
ナ アンバー 2 セルにある）デバイス番号 2 間アンテナ番号 1 がデバイス番号 1 とアンテナ番号 2
接続されません（スイッチの位置が原因で）通信し、通信は失敗します場合、ことです。 ダイバ
シティ アンテナはわずかに異なる位置だけからの同じエリアをカバーする必要があります。

図 3 – 1 アンテナはヌルポイントにないように二重アンテナがどのようにするのを助けるか

ダイバシティ アンテナ ソリューションによって同じ物理的 なハウジングに 2 つのアンテナを備
えている、受け取る 2 およびアンテナのその型に送信要素があります。 2 つの要素があるので、
アンテナ ケーブルも 2 つあり、 どちらのケーブルもアクセス ポイントのアンテナ ポートに接続
する必要があります。

アクセス ポイントの無線は物理的に アンテナを移動できません。 1 アンテナを一度に選択する
スイッチと多様性を比較して下さい。 それは両方のアンテナを無線場合が異なる時刻に各アンテ



ナを見つけると同時にそれが多重通路状態を作成するので同時に受信できません。 各アンテナが
それ自体選択されるので、アンテナは両方とも同じ放射特性があるおよび同じようなセル カバレ
ッジを提供するために置く必要があります（図を 4）参照して下さい。 同じアクセス ポイントに
接続される 2 つのアンテナが 2 人の異なるセルをカバーするのに使用されてはなりません。

カバレッジを高めるために、アンテナの RF カバレッジを判別するためにサイト調査を行なって
下さい。 インストールサイトの適切なエリアにアクセス ポイントを置いて下さい。 多様性の目
的は多重通路リフレクションを克服することです。 同じ物理的 なハウジングを共有するダイバシ
ティ アンテナは最適 な距離に離れて置かれます。 特定のアンテナのメーカーはことをアンテナ
の特性に基づいて距離判別します。 ファシリティのセル カバレッジに多様性を提供するのに一致
する特性とアンテナのペアを使用するときガイドラインは互いから離れて送信されている周波数
の波長の倍数と等しい距離にそれらの一致されたアンテナを置くことです。 2.4 GHz 波長はおよ
そ 4.92 インチです。 従って、2 つの別々のアンテナが付いている 2.4 GHz 無線の多様性をサポ
ートするために、アンテナはおよそ 5 インチ離れて間隔をあける必要があります。 アンテナ ペ
アはまた 5 インチの倍数で間隔をあけることができますその間距離は 4 倍数を超過するべきでは
ありません: 反射 波はそう歪められ、広がる遅延で異なる無線がそれらを使用できなかったこと
ずっと離れてそれより可能性が高いです。

アンテナの区切りが 2.4 Ghz の波長（5 インチ）より長いか短い場合、各アンテナの無線カバレ
ッジ セルはそれぞれ異なります。 カバレッジ セルが信号損失および貧弱なパフォーマンスを体
験するには余りにも異なるようになる場合、クライアントかエンド ノードはできます。 異なるカ
バレッジ セルの例は他のポートの全方向性か高利得 アンテナの 1 つのアンテナポートの指向性
アンテナです。

多様性の目的はパケットの数の減少によって最良スループットを提供することです抜けているか
、または再試行される。

Cisco オファーが、Cisco Aironet アンテナ レファレンスガイドを示すアンテナの異なる型の情報
に関しては。

図 4 –多様性のための 2 つの 6.0 dBi パッチ アンテナが付いている Cisco Aironet 350 シリーズ ワ
イヤレス デバイス

ケース スタディ

電子記録アプリケーションのゴルフ 場は屋外アンテナとゴルフ 場のエリアをカバーするのにアク
セス ポイントを使用します。 1 アンテナがコースの左側をカバーするのに使用されています。

//www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps7183/ps469/product_data_sheet09186a008008883b.html


少し多重通路があるので、1 アンテナは十分です。 コースはインストールの距離機能および容易
さのために方向八木アンテナを使用します。

ゴルフ 場がコースの右側にカバレッジを追加したいと思うとき担当者はこれを実現させるために
別の新しいアクセス ポイントを追加しません。 その代り、それは他のアンテナ コネクタに方向
八木アンテナを接続し、別の方向で指します。 担当者はゴルフ 場のまわりで駆動し、ネットワー
クをテストするためにサイト調査を行います。 カバレッジにおいての問題がありません。 ただし
、トーナメント演劇が開始し、より多くのユーザが無線ネットワークに追加されるとき、問題お
よび接続切断に出会い始めます。

コースの左側のクライアントがアクセス ポイントに関連付けるとき、アクセス ポイントが権限指
すアンテナのクライアントからの場合を取るので、非常に低い信号 強度があります。 その結果、
クライアントは右のアンテナの範囲外で、接続を破棄します。 ただし、アクセス ポイント無線は
多重通路問題に直面したと仮定して、問題を検出する、左アンテナポートを見本抽出します。 ア
ンテナは切り替え、クライアントはカバレッジを高めます。 クライアントが反対側に移動すると
同時に、再試行は始まり、アクセス ポイント無線は切り替え、他のアンテナポートを使用し、接
続を維持します。

従って、アクセス ポイントはクライアント場合を受け取ることができないとき切り替えます。 ア
クセス ポイントは最もよいアンテナを評価し、クライアント データを受け取るのに使用します。
それがクライアントに戻ってデータを送信する場合のアクセス ポイントそして使用その同じアン
テナ。 クライアントがそのアンテナで応答しない場合、アクセス ポイントは他のアンテナ デー
タを送出すことを試みます。

このシナリオでは、最初の設定では、1 つのクライアントとカバレッジが異なる 2 つのセルがあ
り、 クライアントが追加されるまでは正しく動作しています。 アクセス ポイントはコースの左
側のクライアントと通信すると同時に、エラーを検出するので再試行が発生しない場合右のアン
テナポートに切り替えません。 ただし、それにより左アンテナにないユーザ向けの問題を引き起
こします。

注: アクセス ポイントの 2 つのアンテナポートは空間的な多様性のために設計され、エラーに出
会うときだけ無線は他のアンテナをチェックします。

コースの右側のクライアントに接続との問題があります。 弱い場合を持つクライアントが左アン
テナにするアクセス ポイントを認識するそれらのクライアントをおよびそれらを拾うために達す
るときだけ切り替えて下さい。 これは右のアンテナ アクティブを作ります、従って右のアンテナ
が左からのクライアントを聞き、再度切り替えるまでコースの左側はエラーを受け取り始めます
。

このゴルフ 場の場合には、2 つのメソッドは問題を解決できます:

全方向性 アンテナによって方向八木アンテナを取り替えて下さい。全方向性 アンテナに八木
アンテナよりわずかに低いゲインがあるが、アクセス ポイント無線はの代りにすべての方向
で 30 次数方向パターンだけ八木アンテナのはたらくことができます。 全方向性 アンテナの
ためのゲインがたった 1 dBi 八木アンテナよりより少しであるので、この代替作業。

●

他の無線セルをカバーするために追加アクセス ポイントを追加して下さい。アクセス ポイン
トは両方とも RF トラフィックを処理、各アクセス ポイントはエリアをカバーするのに高利
得 八木アンテナを使用できます。 これは、オーバーラップしない無線輻輳を減らすのに周波
数を使用するように各アクセス ポイントを設定するように要求します。 スループットはアク
セス ポイントごとのユーザの数が減ると同時に増加します。

●



   

要約

多様性は必須ユーザ 介入か設定無しに自動 プロセスです。●

多様性は多重通路ゆがみを克服するか、または最小に する 方式です。●

多重通路ゆがみ原因無線はデータ再試行という結果に終る無線リフレクション（またエコー
と呼ばれる）無効にし。

●

電波はファイリング キャビネット、シェルフ、切り上げ値およびウォールのような金属 表面
の反映します。

●

ダイバシティ アンテナは同じ型およびゲインであるはずです。●

アンテナは RF カバレッジ 領域がほぼ同一であるように十分に密接に互いに置く必要があり
ます。 2 人の異なる無線セルをカバーする 2 つのアンテナを十分にずっと置かないことを試
みて下さい。

●

Cisco Aironet アクセス ポイントは空間的な多様性を使用します。●

アンテナは意図されていたカバレッジ 領域の近くで長いケーブル実行を避けるために配置す
る必要があります。

●

きちんとカバレッジ 領域を評価するためにサイト調査を常に最初に行う必要があります。●

関連情報

WLAN 無線カバレッジ 領域拡張メソッド●

無線サイト調査に関する FAQ●

ワイヤレス LAN ネットワークの接続に関するトラブルシューティング●

Cisco Aironet アクセス ポイントに関する FAQ●

ワイヤレスに関するサポート ページ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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