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無線LANの概要と特徴

KDDI研究所概観

鉄塔（地上高約46m）屋上に
上福岡無線LANのアンテナを設置
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2.4 GHz帯ISMバンド

ISMバンド: Industrial，Scientific and Medical（産業科学医療）バンド

電子レンジ、医療用レーザメス、医療用ハイパサーミア等が使用

ISMバンドで運用する無線通信システムは、ISM機器からの干渉を
容認する必要がある。

2.4 GHz帯における周波数割り当て

ISMバンド

アマチュア無線 MSS

2,400 MHz
2,483.5 MHz

2,500 MHz

2,450 MHz

移動体識別システム

2,471 MHz

新小電力データ通信
2,483.5 MHz

2,497 MHz

VICS2,427MHz

2499.7 MHz2,470.75 MHz

小電力データ通信MSS：Mobile Satellite Service（移動衛星業務）

VICS：Vehicle Information and Communication System　　　

　　　（道路交通情報通信システム）
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2.4 GHz帯無線LANの特徴

免許不要な無線通信システム （技術適合検査は必要）

割当帯域： 2,400～2,483.5 MHz （新規格）　2,471～2,497 MHz   （旧規格）

通信速度：

– 11、5.5、2、1 Mbit/s （IEEE802.11b準拠の無線LAN）

– 18、10 Mbit/s （KDDI研究所のCFO-SS18A、10A）

＃　上記は無線としての速度、インターネットとしての実効速度は上記の約半分程度。
　　　また、IEEE802.11bでは、11Mbiit/sは約200-300ｍ以内でのみ可能。

通信距離：

– IEEE802.11b： 屋内で30～50 m、屋外見通し内で1～2 km程度

– CFO-SS18A、10A： 屋外見通し内で10 km程度

同時使用可能なチャネル数： 3チャネル （干渉対策可能）
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無線LANの屋外利用形態

自営網としての利用
-　半径数キロ内のビルを接続するネットワーク

-　大学などのキャンパスネットワーク

-　地方自治体、小中学校などの公共機関ネットワーク

-　工場・倉庫、建設現場、農場のデータ収集や遠隔監視

-　特に、電波干渉のない地方、へき地、離島、などで有効

インターネットアクセス網としての利用
-　上記自営網のインターネットへのアクセス

-　集合住宅内LANへのアクセス

-　中小規模企業、SOHO、個人ユーザへの常時接続
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地域自営網事例
上福岡無線LANネットワーク

市販無線LAN機器（IEEE802.11）を利用し
た地域イントラネット実験

1999年12月～2000年7月実験実施

実験終了後、上福岡市イントラネット
（自営網）として運用中

http://www.kddilabs.jp/CityLAN/

上福岡市
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上福岡市と実験環境

東武東上線
（池袋～上福岡：26分）

上福岡駅周辺にのみ
マンション林立

KDD研究所

高い山がない。
　＞無線の見通し状況が良い。

ベッドタウンであり、狭い地域で人口密度が高い。
　＞中小オフィス、SOHO、個人ユーザ。
　＞インターネット常時接続のユーザがいる。
　＞かなりの数の公共機関がある。

MapFan@iPC
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課題と対処

　・　サービスエリアを大きくする　＞　コストの削減が可能

課題：
　・　無線区間の長距離化

　・　収容ユーザ数の増加と多様化

　・　無線区間の帯域有効利用

対処：
　・　指向性アンテナの採用（東西南北に十字に配置）

　・　グループ化とサブネット化

　・　小中学校等昼集中トラヒックと個人夜集中トラヒックの混在

　　　（無線LANネットワーク単独で集線効果）
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ネットワーク構成

Internet

city.kamifuouoka.saitama.jp

WWW 
Server等

市役所

Router東

市内の全ての小中学校（10校） 鉄塔（地上高46m）上に
指向性アンテナを十字に配置

HUB NAT
北

PCx10-20台
パソコン教室

西

公共機関（図書館、公民館
など）

HUB
南

KDDI研究所PC

PC
NAT

LAN 個人(13人）
（実験終了後、上福岡市
自営網となった時に撤去）

PC
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設置例　-　学校屋上および個人宅
指向性アンテナ 無線機

風速60m対応（安全対策）を考慮
した架台を置いた学校屋上

　・　屋上のTVアンテナ用ポールをそのまま利用
　・　ベランダに三脚あるいはポールを設置
　　　　　集合住宅の場合、屋上利用は管理組合
　　　　　等の判断が必要のため、ベランダは有効。
　・　屋内に三脚を設置し、窓越しで利用
　　　　　ガラス窓で、鉄線が入ってなければOK。
　・　概ね、CS/BSアンテナよりも設置は容易

突っ張り棒で簡易設置した個人
宅のベランダ
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無線LANの経済性　-　自営網の場合

140万円

簡易設置の場合

64k専用線、15kmまで

風速60m対応の本格設置の場合

128k専用線、15kmまで

概ね1.5-2年で初期装置
費・工事費の元がとれる

速度は有線の1.5-6M相当、
これを、ユーザみんなで共有する

120万円

100万円

80万円

60万円

40万円

20万円

導入 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後
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屋外用無線LANの例

• シスコ社製エアロネット：USAで最も多く用いられている。
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/solutio
n/smbiz/aironet/index.html

• 奄美では、諸鈍小中学校、与路小中学校への接続に利用。

• 機器自体は25-30万円くらい。

• アンテナは網構成に依存
　　面的に作るか、対向接続か
　　どのくらいの距離か
　　場合によっては、上福岡みたいに、指向性アンテナ
　　をクロスにするのも一案

• 太陽電池で動きそうではあるが、日照時間がどのくらい
とれるかにもよるので、現地次第。
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KDDI研究所開発の無線LAN機器
（CFO-SS）

IEEE802.11bには準拠しない
KDDI研究所の独自技術による

屋外利用のみを想定

長距離（10km）

高性能（最大18Mbps）
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CFO-SS10Aの構成

アンテナ
ケーブル
（2.4 GHz帯）

IF ケーブル

伝送速度： 10 Mbit/s

2.4 GHz帯

屋外
ユニット

IF ケーブル

アンテナケーブル
（2.4 GHz帯）通信距離： 1～10 km

（アンテナ利得：10～24 dBi)

屋外
キャビネット

（屋内ユニット、電源ユニット等を収容）
ミニコンピュータ

CFO-SS 10A

屋外
キャビネット

（屋内ユニット、電源ユニット等を収容）

シリアル
ケーブル

ミニコンピュータ

CFO-SS 10A

指向性アンテナ

シリアル
ケーブル

指向性アンテナ

(280 MHz帯) (280 MHz帯)

屋外
ユニット
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学校インターネット2でのとりくみ

通信・放送機構（TAO）の学校インターネット2プロジェク

トで、CFO-SSシステムを用いてＩＰ無線ネットワークを構

築、研究を実施

群馬県（太田・伊勢崎地区）

研究内容：　大規模無線ネットワークにおいて干渉を考慮した
　　　　　　　 運用技術
　　　　　　　 （無線チャネルの動的プランニング）

茨城県（潮来地区）

研究内容：　CFO-SSシステムと光空間ビーム伝送システムの併用
　　　　　　　 運用技術
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無線LAN事例　：　サザンクロスプロジェクト
（奄美大島　遠隔離島医療実験）

鹿児島大学との共同研究（ 2001年2月から）

与路島（フェリーが1日1便）と奄美本島間を
無線LANで接続し、インターネット・PCが遠
医療にどのように役立つか、を実験。

2001年10月　情報化月間表彰を受賞
　　医療、保険、養護等国民の健康の増進に寄与　
　　するシステムであって、電子 計算機を利用した
　　もので現在稼動し十分な成果を上げているもの
　　のうち、技術的、社会的波及効果が大きい。

http://www.kddilabs.jp/s-cross/
与路島
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実験の概要とネットワーク

・ 　奄美大島本島と２つの離島を
　　CFO-SS 5リンクにより無線接続

・　11.3 kmの海上通信は、2.4 GHz帯
　　として最長

・　以下の実験を実施：

(1) 長距離海上伝播を伴うCFO-SS
　　システムの特性評価

(2) IPプロトコルを用いた遠隔医療の
　 実用性の検証
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海上伝播を伴うシステムの特性評価

海上伝播を伴う通信

・ 電波が海面反射することで、
　 マルチパス環境が発生

・ 気象条件（天候・波の高さ）により
　 通信品質が変動

直接波

反射波

アンテナ

海面

通信距離が5／5.4／11.3 ｋｍの3区間において、継続的に通信品質
の取得を行い、長距離海上通信システムとしてのCFO-SSの実用性
を評価

11.3 kmの海上通信距離は2.4 GHz無線LANとしては最長！
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設置機器例

与路島、加工場中継所
（対岸が加計呂麻島、佐知克中継所）

24 dBiアンテナ×4
19 dBiアンテナ×1

（実験用として複数セット設置）
与路島へき地診療所

（19 dBiアンテナ）

台風対策も考慮して、鉄塔を設置。さらに
アンテナはメッシュアンテナを採用。
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ビデオ通信と遠隔医療実験

●　ビデオ通信システム

• KDDI研究所開発の双方向ビデオ通信シ
ステム（QualityMeeting）により、遠隔地
からの医療を実現
• QualityMeetingはWindowsPC上でソフト

のみでビデオ通信を実現（右図）
• 無線LAN（実効約4Mbit/s）でもINS64（対

鹿児島、128Kbit/s）でも同一操作可能。 QualityMeetingの画面

●　サザンクロスプロジェクトの目的とねらい

• 遠隔の「治療」よりも「予防、保健、公衆衛生」を行う。

• 専用のシステムではなく、毎日、事務処理などに使っている
WindowsPCやインターネットを使って遠隔医療を行う。
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無線LAN事例　：　シグナスプロジェクト
（岩手山　防災・災害支援インターネット実験）

岩手県立大学との共同研究（ 2002年4月から）

岩手山の噴火が想定されている。

役場・避難所などを無線LANで接続し、通常時
から広報・連絡用として利用することで、災害
にも役立てることを想定。

http://www.kddilabs.jp/cygnus/ 岩手山
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実験の概要とネットワーク

• 岩手県立大学と滝沢村役場間をKDDI研究
所の無線LAN機器CFO-SSで接続。

• 無線LAN機器の設置場所として、au事業用
鉄塔を活用。

• KDDI研究所開発のビデオ通信ソフトQMを用
い、災害時を想定した連絡などを研究。

• auのGPS機能を利用した災害時支援システ
ムの開発と無線LANとの連携も研究予定。
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まとめとして

様々な利用形態の可能性：
　・　地域で、イントラネット（自営網）を構築。

 公共機関、学校などを無線LANで自営網を構築

 構築した自営網で、一括してインターネット（プロバイダー）へ接続

 単独でインターネットへ接続するよりも、経済化、高速化、が可能

　・　特に、地方、離島、へき地などのネットワーク接続手段。
 見通しが取れるところならどこでも

 規制緩和により、さらに長距離化の可能性あり（最大30kmまで可能？）

 地方では、他からの電波干渉のなく安定運用が可能

注意点など：
　・　IEEE802.11bでは、距離によって最大通信速度がきまる。

　・　共有状態では他ユーザ通信中は速度が低下し、（最低）通信速度の保証
ができない。（オフィス内LANやCATVインターネットと同様）
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