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まえがき

エリア内に分散設置された装置の少量データを集中管理

するようなシステムを対象に，フレキシブル無線ネットワー

クを開発した。例えば，省エネルギーのためのエネルギー

計測システムにおいて，施設内に分散している設備の電力

量や各種計測値を集計するための通信手段として適したネッ

トワークである。フレキシブル無線ネットワークは，現在

スキー場の無線オンラインシステム，自動販売機の売上げ

管理に適用し，稼動している。

図１にスキー場無線オンラインシステムの設置例を示す。

スキー場全体に合計 100 台の無線機が設置され，メッシュ

状の通信路ができている。

無線ネットワークシステムは，配線工事不要の手軽さか

ら今後ますますその応用が広がっていくと考えられる。し

かし，無線通信は電波を使用するため，必ずしも通信路が

高い信頼性で保証されるとは限らない。しかも設置時に確

保されていた通信路が，設置後の周囲環境の変化により不

通になる場合もある。無線機の設置位置，アンテナの設置

方法，システム設置時の余裕度の確保は，その後にシステ

ムがいかに安定して運用されるかを決める重要な技術であ

るということができる。安定して使用される無線システム

を設置するためには，装置の開発・提供時にエンジニアリ

ング手法やそのためのツールが同時に提供されるべきであ

るが，従来はこれが不十分であったと考えられる。本稿で

は，無線システムの持っている問題点と，それを解決する

ために富士電機で開発したフレキシブル無線ネットワーク

の設置，保守の方法，これと併せて開発したエンジニアリ

ングツールの利用方法について紹介する。

無線システムの特徴

無線システムは通信路が公の空間であるために，設置さ

れる環境に影響されやすく，マニュアルどおり設置しても

必ず通信できるとは限らない。例えば，無線通信に使う電

波は遮へい物があると透過しない。また，地面や壁面など

によって反射して複数の経路を通ってきた位相の異なる電

波が干渉しあって障害を起こすことがある。このような状

況は周囲環境の変化に伴って時々刻々変化する。すなわち，

無線通信は無線機間の距離だけではなく，無線システムが

設置される施設の構造や備品，さらに空間を移動する人や，

クレーン，搬送車などの移動体によって影響を受けるので

ある。

複数の経路を通ってきた電波が干渉して障害を起こす現

象をマルチパスフェーディングというが，マルチパスフェー

ディングによって受信電力が 100 分の 1になることもあり，

これによって通信不能の状態に陥ることになる。無線シス

テムは本来このような電波状態のもとで動作しており，余

裕を持った設計，設置を行わないと後々トラブルの原因に

なる。

マルチパスフェーディングの対策は，設置の余裕度を確

保する以外にも，アンテナを 2本立てて強い電波を受信す

るなどの方法で対策する。フレキシブル無線ネットワーク

では，通信ルートを複数確保し，冗長度を持たせることで

システム的な余裕度をもたせるルートダイバシティ方式を

採用している。
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図１　スキー場無線オンラインシステムの設置例

無線機台数100台
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フレキシブル無線ネットワークの設置と保守

３.１ フレキシブル無線ネットワーク

フレキシブル無線ネットワークとは，使用者免許が不要

な小電力無線機を使った無線ネットワーク製品である。対

向通信での距離は，障害物のない状態で数百m程度であ

り，無線部の伝送レートは 256 k ビット/秒あるいは 2M

ビット/秒である。

図２にフレキシブル無線ネットワークの構成を示す。

フレキシブル無線ネットワークでは，図２のように施設

内に無線機を分散配置する構成をとる。それぞれの無線機

は，直接通信が可能なルートを他の無線機との間に持って

おり，全体がメッシュ状のネットワークになっている。ネッ

トワークを構成する無線機はすべて固有のアドレス（以下，

無線機 IDと称する）を持っている。データ送信先の無線

機 IDを指定すれば，途中の無線機を中継しながら任意の

端末へデータ転送を行うことができる。

フレキシブル無線ネットワークを構成する無線機は，無

線機本体に接続状況やネットワーク構成を自動的に調査す

る機能を持っており，データ転送の際に，調査した情報を

基に中継先を決定し転送する。また，通信障害が発生した

ときに別の中継先を選択して転送する機能を持っている。

メッシュ状に張り巡らされたネットワーク上で，通信時に

有効なルートを使ってデータを転送するため，ルートの一

部が 章で述べた原因により不通になるようなことがあっ

てもデータを転送することができる。信頼性の高いデータ

通信が可能であることが，最大の特長になっている。

フレキシブル無線ネットワークは，無線機間の中継によっ

てエリアをカバーする方式であるため，Ethernet
〈注〉

などの

有線工事を一切必要としない。そのため，無線機を追加設

置するだけで，ネットワークのカバーエリアの拡張が可能

であるなどの特長も併せ持っている。

３.２ フレキシブル無線ネットワークのエンジニアリング

ツール

以上の特長により，フレキシブル無線ネットワークは比

〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

較的設置が容易な設計になっている。しかし，設置時に十

分な通信ルートを確保できないと，効果を発揮することが

できない。そのために今回フレキシブル無線ネットワーク

の設置と保守を行うためにエンジニアリングツールを開発

した。エンジニアリングツールはパーソナルコンピュータ

（パソコン）上で動作するソフトウェアで，RS-232C イン

タフェースでパソコンと無線機を接続して使用する。

フレキシブル無線ネットワークの計画，設置，保守の方

法とエンジニアリングツールの使用方法を紹介する。

３.３ 設置計画

フレキシブル無線ネットワークの設置計画について述べ

る。

エンジニアリングツール上で端末装置，センター装置

の位置を定義する。

まずフレキシブル無線ネットワークを設置する施設の配

置図を入手し，イメージスキャナなどを使ってデータ化し

エンジニアリングツールに読み込む。配置図を入手する代

わりに，市販の描画ツールを使って図面を作成してもよい。

エンジニアリングツールの無線機定義機能を使って取り込

んだ配置図上に，端末装置，センター装置などの設置位置

を定義していく。

の結果に通信路を定義し，中継用無線機の数と設置

位置を検討する。

通信路は直接通信が可能と思われるルートを通信路定義

機能によって定義する。直接通信が可能かどうかは，以下

のような基準に基づいて判断する。

① 屋外伝搬の場合は，互いの無線機が直接見通せ，無

線機間の距離が一定距離以下である。

② 屋内伝搬の場合は，互いの無線機が同一フロアにあ

る。また，異なるフロアにある場合は，双方の無線機

がエレベータ，階段，窓の近傍にある。

これらを考慮しながらすべての通信路を定義する。ネッ

トワークが構成されるためには，結果が次の条件を満たし

ている必要がある。任意の無線機間が一筆書きで接続可能

であり，なおかつ通信路のいずれかが外的要因によって消

失した場合にも，同様に任意の無線機間を一筆書きで接続

可能である。この条件が満たされない場合は，条件が満た

されるように中継用無線機の設置位置を検討し，同様に通

信路を定義する。

エンジニアリングツールに配置図を取り込み，無線機と

通信路を定義した例を図３に示す。

図３では，□が端末装置，センター装置の無線機，○が

中継用無線機を，無線機間を接続する線が通信路を示して

いる。

で定義した通信路を現場の調査によって確認する。

現場に調査用の無線機を持ち込んで，２点間の通信状態

を測定する。通信状態は，テストデータパケットを交換し，

正常に通信が行われたパケットの個数によって判定する。

測定は調査用の無線機の一方にエンジニアリングツールを

接続することによって行う。
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センター装置 

端末装置 

図２　フレキシブル無線ネットワークの構成
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通信状態を測定する画面を図４に示す。

図４では無線機 001 との間で通信路を測定した結果を示

している。0085/0100 は 100 個のデータパケットのうち正

常に受信したパケット数が85であったことを示している。

この結果が一定の確率以上である場合，想定した通信路を

有効と判断する。想定した通信路が無効である場合や，通

信路の状況によって で示したフレキシブル無線ネットワー

クの構成条件を満足しなくなった場合は，条件を満足する

ように中継用無線機の設置を検討する。

３.４ 現地調整

以下に，設置時の作業について述べる。

設置計画のとおり無線機を設置する。

設置の際に，各無線機にエンジニアリングツールを接続

し必要な情報を設定する。設定する内容は通信やシステム

規模にかかわる各種パラメータと各無線機に割り振られる

固有の IDからなる。

図５にパラメータの設定画面，図６に IDの設定画面を

示す。

フレキシブル無線ネットワークの全体設置後，ネット

ワーク構成とシステムの余裕度を調査する。

エンジニアリングツールを任意の無線機に接続し，ネッ

トワーク構成を読み出す。図７に読み出したネットワーク

構成の例を示す。

ID欄が対象の無線機 IDであり，段数 1の接続端末が対

象とする無線機が直接通信できる通信路を持っている無線

機の IDを表している。この情報を３.３節の で作成した

画面に取り込むことによって，想定した通信路の代わりに，

実際の通信路を表示することができる。表示した例を図８

に示す。実際の通信路は，想定していなかったものもある

ため増えている場合がある。しかし場合によっては，想定

した通信路が実際には存在しない場合も考えられる。その

ような場合でも，先に述べたネットワークの構成条件は満

たしている必要がある。条件を満たさない場合は，中継用

（3）

（2）

（1）

（2）

523（53）

富士時報 Vol.72 No.9 1999

図３　エンジニアリングツールで無線機を定義した例

センター装置の無線機

中継用無線機

端末装置の無線機

図４　エンジニアリングツールの通信路診断画面

図５　エンジニアリングツールのパラメータ設定画面

無線システムの
パラメータ

図６　エンジニアリングツールの ID設定画面

無線機 ID

図７　エンジニアリングツールの構成読出し画面

無線機 ID

構
造
図

直接通信路を持つ
無線機の ID

通信路診断の結果
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無線機の追加を検討する。

図８において，通信路が消失してもネットワークの構成

条件を満足するような通信路が多ければ多いほど無線ネッ

トワークは余裕度が高いと判断できる。

３.５ トラブルシューティング

以上のような設置を行ったにもかかわらず運用開始後，

フレキシブル無線ネットワークに障害が発生し，端末との

通信が不通になった場合の保守作業について述べる。

障害のある無線機を特定する。

フレキシブル無線ネットワークの無線機は，ネットワー

クから切り離された無線機を検出する機能を有している。

あらかじめ無線機に無線ネットワークを構成するすべての

無線機の IDを登録しておく。障害が発生したときにエン

ジニアリングツールを任意の無線機に接続し，ネットワー

クから切り離された無線機の IDを読み出すことができる。

図９に切り離された無線機の IDを読み出した画面の例を

示す。

表示された無線機 IDが，ネットワークから切り離され

ていることを表している。

障害の原因が無線機の故障か回線の故障かを切り分け

て対策する。

障害の原因が無線機の故障か回線の故障かは，調査用の

無線機を切り離された無線機の近傍に設置し３.３節の で

行った通信路診断を行うことによって判断する。切り離さ

れた無線機から応答がない場合は無線機の故障，応答があっ

た場合は回線の故障と判断する。

無線機故障の場合は無線機を交換する。回線故障の場合

は中継用無線機の追加を検討する。

あとがき

以上，フレキシブル無線ネットワークの設置計画と現地

調整，トラブルシューティングの方法，それらを容易に行

うために開発したエンジニアリングツールについて紹介し

た。

今後は，エンジニアリングツールを活用し，広くフレキ

シブル無線ネットワークを適用していく予定である。また，

フレキシブル無線ネットワークとエンジニアリングツール

をさらに改良し，扱いやすいものにしていく所存である。

最後に本システムの開発および適用に際し，終始ご支援，

ご協力をいただいた関係各位に対し謝意を表す次第である。
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図８　エンジニアリングツールで実際の通信路を表示した例

構造図

センター装置の無線機

中継用無線機

端末装置の無線機

図９　エンジニアリングツールで欠落無線機 IDを表示した例

ネットワーク
から切り離された
無線機の ID
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