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まえがき

携帯電話・PHS（Personal Handyphone System）の利

用者が 5,000 万人を超え，インターネット人口が 1,500 万

人を超えるなど，ここ数年間の通信端末の普及には目を見

張るものがある。普及とともに利用料金の低下も加速され，

これらの技術がごく身近なものとなってきた。携帯電話や

インターネットの普及がさらに技術開発を促進し，新技術

が一段と普及を加速し，それを支える技術が関連技術に影

響を与え，通信技術全体がスパイラルアップで進化してい

る。富士電機の事業領域においても，インターネット技術

や無線技術による既存商品の付加価値向上，新サービス提

供がますます必須（ひっす）なものになってきている。

本特集では無線応用にフォーカスし，そのなかで小電力

無線を使った特定エリアにおける各種応用について紹介す

る。また本稿では，無線ネットワークの現状と展望を述べ

る。

無線ネットワーク技術の現状

携帯電話系ではPDC（Personal Digital Cellular），cdma

One（cdma：code division multiple access），PHS がサー

ビスされており，さらには IMT-2000（International Mo-

bile Telecommunication 2000）が2001年度にサービスが

開始される予定である。無線アクセス系としてミリ波や，

マイクロ波を適用した FWA（Fixed Wireless Access）

などのサービスも検討されている。これらのインフラスト

ラクチャー（インフラ）は広域ネットワークを組むうえで

は必須なものであり，PDC，PHS については適用事例も

数多くある。しかしながら施設内の自動販売機の売上デー

タ管理など実際の場面では，携帯電話や PHS の電波が届

かないなどの理由で使用できなかったり，運用費用の面で

適用が困難だったりする。

ガスや電力の集中監視用途の例では，特にマンションな

どの集合住宅において有線配線が困難・非効率であったり，

需用家の ISDN（Integrated Services Digital Network）

への切換時の対応，携帯電話や PHS のみで固定電話がな

い需要家などへの対応が有線回路では難しい場合が多く，

その対策として無線技術の適用が検討されている。

米国でよく言われるラスト 1マイル問題の日本版として

富士電機では，いわゆるラスト 100m領域に注目し，そこ

で起きるさまざまな問題に対しての無線ソリューションを

提供してきた。この領域では分散設置された各種端末のデー

タ伝送を実現するうえで，エリア内については無線局免許

が不要，通信料が不要の 2点が普及のうえでの必須要件に

なる。図１に位置づけを示す。

以下に，ラスト 100mの無線通信を必要とし，適用が有

効な代表的な二つの利用分野を中心に状況と課題を述べる。

２.１ 自動販売機分野

1999年度で日本国内には飲料自動販売機が約 250 万台普

及している。自動販売機の普及はめざましく，利用者にとっ

ては便利な環境にあるが，設置台数，販売品種の増加に伴

い商品補充効率の向上，商品の高度品質管理，コイン詰ま

りによる販売機会損失対策など，ボトラー，オペレーター

にとっては解決すべき課題も増加している。

このような課題に対して自動販売機にネットワークを接

続したオンライン管理の試みが以前からなされてきた。オ
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ンライン化のメリットは理解しながらも，適切な通信手段

がなかったり，通信料負担が大きすぎたりで，普及がなか

なか進まなかった。富士電機では1991年，名古屋駅に 400

MHz 特定小電力の無線 POS（Point of Sales）を導入し，

駅構内自動販売機のオンライン化を実現した。その後同種

のシステムを継続納入している。しかしながら，電力が小

さいこと，設置場所が自動販売機に限定されることもあり，

エンジニアリングに手がかかるなど改良の必要があった。

携帯電話や PHSによる POSシステムなどの試みもなされ

ている。しかしながら自動販売機設置場所まで電波が届か

なかったり，基本料金，通信料金が高く採算が合わないな

ど課題が多い。

前述の状況に対し富士電機では，2.4 GHz 帯 SS（Spread

Spectrum）無線を利用したバケツリレー式のマルチホッ

プ無線ネットワークを開発した。このネットワークは無線

のみでネットワークを構成できるため設置工事が簡略化で

きる。電波が届かない所は必要に応じて中継機を設置する

ことでエリアの拡大を可能としている。また，無線機自身

が自動的に構成を確認するとともに，通信品質の変化に対

応して中継ルートを自動的に決定できるようにした。伝送

速度を若干犠牲にしてもロバスト性が高く，無線の知識が

なくても簡単にシステムが組める無線ネットワークに仕立

てている。高速道路のパーキングエリア，ビル内設置の自

動販売機など特定のエリアに複数の自動販売機が設置され

ている場合の自動販売機管理に適用し，好評をいただいて

いる。

最近ではカードによる職域内 EC（Electronic Com-

merce）システムの導入が進みつつあり，入退出管理，食

堂管理などとともにシステムの一部を構成する自動販売機

でも決済の自動化や紛失カードチェックのためネットワー

ク接続が必須なものとなりつつある。また，交通関係にお

いては磁気カード定期券のワイヤレスカードへの移行が決

定されており，2001年度には急速に導入が進む予定である。

定期券がワイヤレスカード化されるのに伴い，駅構内での

自動販売機でも同一カードで商品が購入できる自動販売機

の提供も検討中である。

ネットワーク構築上で電話回線利用時の初期費用低減と

工事簡略化を実現する手段として，PHS あるいは携帯電

話のパケット通信を利用したネットワーク化の試みがなさ

れ効果があることが確認されつつある。インターネットの

普及によるネットワーク・機器の標準化に伴い，センター

設備，利用回線の都合上からもインターネットの標準手順

であるTCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet

Protocol）手順の機器組込み技術が必須なものとなりつつ

ある。

２.２ ガス集中監視分野

ガス供給事業分野においては，安全性確保のために「マ

イコンメーター」が普及し安全性向上に大きな効果をあげ

ている。通信機能が付加されているマイコンメーターは，

各種ネットワーク接続による通信機能を利用して，さらな

る安全性向上のためガス異常使用時の監視センターからの

電話による確認サービス，外出先から監視センターに電話

依頼することによる遠隔遮断など，新種のサービスが提供

されるようになってきている。また，ガス事業者にとって

も自動検針化が図れるというメリットもある。

ガス集中監視分野においては LPガス業界での加入者回

線利用によるセンター監視を中心に推定で約 400 万件（約

15 ％）を超える普及状況にある。LPガス業界においては

システム導入により，ガス事業者にインセンティブを与え

るなどの施策により，2003年には 70 ％の普及をめざして

いる。また，都市ガス業界においては大手都市ガス事業者

が自動検針システムの導入を計画するなど今後，普及が見

込まれる。ガス集中監視における加入者回線利用において

はインターネットの普及に伴い，需要家のアナログ回線か

ら ISDN 回線への切換により，それまで設置していた

NCU（Network Control Unit）が使用できなくなる事態

が発生している。また，ISDN切換に伴い，NCUの配線

変更や設定変更が必要になるなどの問題が発生してきてい

る。さらに普及を阻害する大きな要因として，集合住宅な

どのように工事自体が困難な場合があることである。最近

の携帯電話や PHS などの普及による固定電話のない世帯

の増加なども対応を難しくしている要因の一つである。

このような問題に対処すべく，関連省庁の指導のもとに

各種対策の検討が行われている。高圧ガス保安協会を中心

として，集中監視システム研究委員会のもとに技術検討会

が設置されて活動を行っている。そのなかで，有効な技術

として無線技術適用があがっている。しかしながらガス集

中監視の場合，通信装置の電源確保がきわめて困難であり，

電池駆動にしてもメータの検定サイクルに合わせた長寿命

化，小型化など困難な問題が数多くあるのが実情であった

が，大手都市ガス事業者が低消費電力型無線機を開発（富

士電機も共同開発に参加）した。今後，ガス業界全体への

普及が期待される。そのほかに，PHS による集合住宅の

集中監視，携帯電話のパケット通信サービスを利用した無

線機が開発されるなど，状況に応じたシステム対応が図れ

るようになってきている。

２.３ その他の応用領域

本特集でも取り上げる，他のアプリケーションについて

概要を紹介する。

スキーゲートシステムへの適用

SS無線パケットネットワークは自動販売機 POS用途以

外でスキーゲートシステムにも適用されている。広大なス

キー場のいろいろな場所に分散設置されている機器間を接

続するネットワークとして好適であり，設置工事がきわめ

て簡単な点で好評をいただいている。2.4 GHz 帯は雨，霧

などの影響もほとんど受けず，スキー場のようにあまり障

害物がない場所では有効に活用することが可能である。

電力モニタ用ネットワークへの適用

富士電機では SS 無線パケットネットワークを電力使用

量の計測用ネットワークへ適用した。環境保護の高まりか

（2）

（1）

富士時報 Vol.73 No.6 2000

324（4）



無線ネットワークの現状と展望

ら電力の有効活用，省エネルギーが脚光を浴びているが，

工場などで実際に電力計測を細かく行おうとすると計測ポ

イントが多くなり，自動化まで目標にすると，そのための

ネットワーク構築費用が大変である。富士電機ではクラン

プ式のセンサと SS 無線パケットネットワークを組み合わ

せ，簡易電力計測システム「EcoPASSION」を商品化し

た。無線を利用することにより安価で，設置・移設が容易

であるという点で，採用されたお客様から好評をいただい

ている。無線を使用するうえでは現地調査が避けられない

が，特別な無線の知識がなくても簡単に扱えるエンジニア

リングツールも用意している。

これらを支える小電力無線技術の動向について以下に簡

単に説明する。ここでは上記 2点の要件を満たす無線とし

て，400MHz 帯と 2.4 GHz 帯についての状況を説明する。

２.４ 小電力無線技術の動向

無線は利点とともにデータ通信用としては致命的な欠点

を有している。利用環境によって電波伝搬特性が変化する

ことである。例えば携帯電話はインフラが相当に普及して

いるといっても，場所と利用方法によっては会話が途切れ

がちになったりするのは携帯電話ユーザーのだれもが経験

していることである。無線通信は電波伝搬という物理現象

の制約のうえで成立する技術であるので，適用方法を誤る

といかにプロトコルに工夫を凝らしても救いようがない場

合がある。小電力無線についてもまったく同様であり，ア

プリケーションに応じた設計が必須となる。

無線利用のニーズの高まりに合わせ，（社）電波産業会

（ARIB）を中心にこれら小電力無線の規格改定について

の審議が進んでいる。具体的には 400MHz 帯の用途限定

の緩和，2.4 GHz 帯の周波数拡大などがあげられる。

400MHz 帯特定小電力無線

400MHz 帯においては無線設備の技術基準について制

度創設から10年を経過し，周波数の逼迫（ひっぱく），ニー

ズに応じた周波数利用の推進，新しい利用形態への対応の

必要性があった。郵政省は1999年 5 月に電気通信技術審議

会に小電力無線設備の技術的条件について諮問し，1999年

11月末に電気通信技術審議会の一部答申を受けた。それに

よると，テレメータ，テレコントロールおよびデータ伝送

用と，用途別に分かれていた周波数の統合と共用，キャリ

アセンスレベルの引上げによる混信の回避と，周波数の繰

返し利用が可能となった。

用途制限の緩和を追い風に，富士電機はガスの集中監視

において蓄積した回線設計技術と，数年間の電池駆動が可

能な間欠動作プロトコル技術を，ホームオートメーション

実現の一つの有力技術と位置づけ，アプリケーションの拡

大を狙う。

2.4 GHz 帯小電力データ通信システム

2.4 GHz 帯を使用する小電力データ通信システムは，利

用周波数の拡大や伝送速度の高速化などシステムの高度化

へのニーズに対応するため，1999年 3 月に電気通信技術審

議会で答申がまとめられ，同年10月に電波法関係省令の改

正が行われている。主な改正点は，2,400MHz から 2,483.5

MHz の周波数が割り当てられたことであり，複数チャネ

ルの利用が可能となった。これにより欧米とほぼ共通の周

波数帯が確保され，現在 Ethernet ベースの無線 LANが

急速に普及し始めている。なお，基幹回線としては有線

LANを利用する。富士電機は無線機技術の高度化の恩恵

を享受しつつ，有線 LANなしでネットワークが構築可能

な特徴を武器に，アクセス網や LANの補完ネットワーク

として，アプリケーションの拡大を狙う。

無線ネットワーク技術の展望

アクセス系無線については FWA（Fixed Wireless Ac-

cess），MMAC（Multimedia Mobile Access Communica-

tion Systems）などの超高速無線アクセスの普及などが期

待される。携帯電話については IMT-2000 で 384 kbps か

ら 2Mbps 程度の高速インフラが提供されるようになる。

有線については ADSL（Asymmetric Digital Subscriber

Line），FTTH（Fiber to the Home）など通信インフラは

まだまだ発展し，通信を利用したサービスについても大き

な発展を遂げるものと予想される。

近距離無線データ通信技術については，「Bluetooth」技

術や，ミリ波利用の AV伝送システムなど実用化が間近

の低価格伝送技術が発表されている。これらはラスト10

m問題のソリューションといえ，既存のケーブルをなく

し利便性を高める技術である。

以上述べたように，上位系からは各種アクセス系がどん

どん提供され選択肢がますます増えてくる。下位からは

Bluetooth のようなケーブル置換えの技術が利用可能になっ

てくる。技術の流れは高速化，低価格化である。ケーブル

置換えへの適用と，アクセス系との接続による新しい価値

の創造が重要になる。有線・無線のネットワークがシーム

レスに接続され，Everything on IP の方向に向かうのも

また確実であろう。

富士電機は関連業界の売上げ増，保守・維持経費削減，

環境保護に対しても通信によるソリューションが有効であ

ると考えており，これら通信技術を利用した新種サービス

の提案が重要になってくると考えている。また，インター

ネット，ECとの親和性も必要と考えている。

あとがき

高速ネットワークが低価格で提供される環境が整ってき

ており，高速性を生かして画像・音声を含むマルチメディ

ア技術適用などもユーザーニーズ実現の解決の一助になる

と考えている。急激な勢いで変化しつつ進化するインフラ

の有効活用と，それらとの親和性，公共のインフラでカバー

しきれない範囲への私設ネットワークもまた必要であろう

と考える。ラスト 100m問題解決の無線技術がインフラ

の補完技術となるべくアプリケーション適用と，技術開発

を進めていく所存である。
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