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まえがき

近年ガス業界では，通信機能を有する「マイコンメーター」

を利用し，双方向通信にて自動検針，保安監視，遠隔遮断

操作などのサービスの提供を行っている。本サービスは，

今後の高付加価値サービスへの展開と，保安の向上，自動

検針による業務合理化も狙えることから，さらなる普及拡

大をめざしている。しかし，従来の電話回線による有線方

式では，顧客宅内の配線工事が必要であり，普及における

足かせの一因になっている。特に集合住宅においてこのサー

ビスを実施する場合，建物構造壁の貫通工事を伴うことに

なるため，美観上や管理組合の承諾などの関係から普及拡

大における障害となっている。また，以前から無線機によ

る対応も検討されていたが，電池駆動で10年以上稼動でき

る省電力型の無線機が市場に存在していなかったため，実

施できなかった。このような状況を打開し，自動検針サー

ビスを広く普及させるため，大手都市ガス 3社〔東京ガス

（株），大阪ガス（株），東邦ガス（株）〕と他メーカー〔松下

電器産業（株），（株）東芝〕と富士電機が共同で，無線方式

による経済的な自動検針システムの構築と，低消費電力型

無線機の開発を行ったので紹介する。

システム構成

本無線検針システムの構成は，顧客宅の電話回線を活用

した小規模無線検針システムと，電柱などに無線親機を設

置した大規模無線検針システムである。システム構成を図

１および図２に示す。

２.１ 小規模無線検針システム

小規模無線検針システムは，従来の有線による自動検針

システムの T-NCU（Terminal-Network Control Unit）

とメータ間の配線を特定小電力無線に置き換えたものであ

る。基本的には 1軒の顧客宅に無線親機と無線子機を設置

して，1：1で運用するシステムであるが，無線子機台数は

10台まで拡張できる仕様になっているので，例えば家主宅

電話回線を利用して，小規模の集合住宅全戸を検針するこ

とも可能である。図３に無線親機・子機の外観を，図４に

無線子機をガスメータに取り付けた状況を示す。無線子機

は，ねじ止めにてガスメータ腹部に取り付ける構造となっ

ている。また，別途金属治具を使用することにより，壁面

への取付けも可能である。

一方，無線親機は顧客宅内に設置することを想定し，通

信モデムのT-NCUと一体ケースに収めて設置できるよう

になっている。また無線親機はT-NCUと同様に，単体で

壁面に取り付けることも可能である。

２.２ 大規模無線検針システム

大規模無線検針システムは，１台の無線親機で 100 軒程
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図１　小規模無線検針システムの構成
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図２　大規模無線検針システムの構成
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度の顧客の自動検針を行うシステムであり，半径 100 ～

150m程度のサービスエリアを受け持つ。

無線親機と無線子機間は特定小電力無線を使用し，無線

親機と検針センター間は PHS（Personal Handyphone

System）などを利用している。本無線検針システムでは

顧客宅の電話回線を使用する必要がないので，例えば携帯

電話の普及により加入者電話回線を引いていない顧客への

検針対応や，顧客側の ISDN（Integrated Services Digital

Network）回線への切換による，T-NCUの交換対応作業

などがなくなり，非常に運用性の高いシステムである。ま

た，本無線検針システムは 1軒の顧客に 1台の無線子機の

みを設置するだけで済むことから，経済的にもメリットが

大きいシステムである。

図５に大規模無線検針システムの親機の設置状況を示す。

本無線検針システムの無線親機は市街地にある電柱などに

設置する。また本無線検針システムの無線子機は，小規模

無線検針システムへも適用できる仕様となっているため，

大規模無線検針システムと小規模無線検針システムの併用

もしくは複合利用など，非常にフレキシブルな検針ネット

ワークの構築を行うことができる。

仕　様

本無線検針システムの各種仕様を表１に示す。

無線検針システムの特徴

本無線検針システムの特徴は次のとおりである。

４.１ 互換性の確保

機器の導入や交換，メンテナンス時の混乱を防ぐため，

メーカー間での互換性を確保し，どのメーカーの無線機同

士でも通信可能なものとした。そのために，厳密な標準通

信仕様を策定し，また，すべての開発メーカーの組合せに

よる通信評価試験を実施している。

４.２ 高い通信信頼性

本無線検針システムでは電波環境に起因する無線特有の

通信品質低下を最小限に抑えるため，独自の通信プロトコ

ルを開発した。プロトコル設計の際には，実際の設置環境
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図３　無線親機（左）と無線子機（右）の外観 図５　大規模無線検針システムの親機設置状況

図４　無線子機設置状況

無線親機

表１　無線検針システムの各種仕様 

規　　　格 

周　波　数 

出　　　力 

変 調 方 式 

通 信 速 度 

チャネル数 

電　　　源 

動 作 寿 命  

ア ン テ ナ  

筐　　　体 
（きょうたい） 

寸　　　法 
（突起部除く） 

動 作 温 度  

通 信 機 能  

RCR STD16

429MHz

10mW

2値FSK

2,400bps（特定小電力無線部） 

2チャネル（間欠送信6チャネルから選択） 

小規模無線検針システム　親機・子機， 
大規模無線検針システム　子機：リチウム一次電池（内蔵） 

大規模無線検針システム　親機：AC100V電源 

約10年（特定動作条件にて） 

内蔵型 

防滴構造（軒下設置） 

小規模無線検針システム　親機・子機，大規模無線検針 
システム　子機：80（W）×40（D）×110（H）mm

大規模無線検針システム　親機 
　　　　　 ：450（W）×180（D）×306（H）mm

－10～＋60℃ 

ポーリング，発呼，一括検針ほか 
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で，電波伝搬，フェージング，環境ノイズなどの通信阻害

要因を測定・解析した。その結果を反映し，２チャネルで

の選択動作，誤り訂正，データ連送，再送制御機能などの

採用により，通信品質の高い通信プロトコルを実現した。

図６に本プロトコルによる通信信頼性の向上例を示す。

通信品質向上のために採用した各技術の狙いは以下のと

おりである。

２チャネル選択機能

通信を行う際に，例えば他の無線検針システムにより通

信チャネルが使用されていると無線機に実装されている混

信防止機能により一般的には通信ができない。本無線検針

システムでは，ペアになる無線親子機間で二つの通信チャ

ネルを準備しており，一方が使用状態であっても即時に他

方にチャネルを切り換える能力があり，通信失敗を減少さ

せることができる。

誤り訂正

本無線検針システムではブロック符号による誤り訂正を

行っており，ランダム性のビット誤りを訂正することがで

きる。

連送方式

無線回線の瞬時値変動などにより，データにバースト性

の訂正不能な誤りが発生した場合でも，電文連送による時

間ダイバーシチ効果を得ることが可能になっている。

再送方式

上記 および によっても修復が不可能なほどにデータ

が誤っている場合には，電文を自動再送する。これによっ

て，正しい電文を受信機に伝えることができる。

４.３ 低消費電力化（10年間稼動）

ガスメータの検定満了期間は10年間である。したがって，

無線機もガスメータと同じタイミングでの交換を考えると，

メンテナンスなしで10年間稼動することが要求される。通

信プロトコルの開発にあたってはこの点も重要視した。無

線機駆動を非同期間欠駆動とすることで，待機時にほとん

ど電力を消費しないようにし，また簡易ヘッダによる判定

方式を行うことにより判定時間の短縮化を図った。これに

より，特定通信条件にて10年間の稼動が可能な無線機が，

実現できるようになった。

富士電機製無線機の特徴

本無線検針システムに対応する無線機として，富士電機

製の無線機（子機および小規模無線検針システムの親機）

は次のような特徴を持っている。

低消費電力

内蔵電池（リチウム一次電池）にて10年間の動作（特定

通信条件にて）が可能である。無線機の消費電力は RF

（Radio Frequency）モジュールの特性に大きく影響され

るが，今回，非常に低消費電力で高速キャリヤセンスが可

能な専用 RFモジュールを開発し，電池駆動にて10年間の

稼動が実現できた。

無線データの同期捕捉・保持のソフトウェア化

無線データの同期を捕捉するためには，PLL（Phase

Locked Loop）回路により，受信信号からクロックを再生

し同期をとる方法が一般的である。しかし，この方法では

回路部品が必要となり，無線機の小型化や価格上の課題に

なっていた。そこで富士電機の無線機はその機能のソフト

ウェア化を行い，回路部品の削減，無線機の小型化を図っ

ている。

データ判定処理時間が短い

項の同期捕捉処理と同時並行でソフトウェアにより，

データ受信の誤り訂正，誤り検出，データ判定処理をリア

ルタイムで行っている。そして自分が受信すべき正常なデー

タでないと判断した場合，即座に受信処理を終了すること

で，消費電力をセーブし，無線機の低消費電力化に貢献し

ている。

あとがき

以上，特定小電力無線を利用した無線検針システムにつ

いて概要を紹介したが，小規模無線検針システムは，1999

年度からモニタ導入が開始され，数千台レベルの無線機が

順調に稼動し，非常に高い評価を得ている。また大規模無

線検針システムについても，フィールド試験が実施されて

いて，貴重なデータが収集されつつある。これらの結果か

ら本無線検針システムが非常に有効なシステムであること

が確認され，自動検針や高付加価値サービスの普及促進に

貢献できるものと考えている。

今後，本無線検針システムを広く普及させていくため，

無線機の小型化，低消費電力化，低価格化などに努力し，

より経済的なシステム構成の開発に取り組んでいく所存で

ある。

最後に本無線検針システムの開発に際し，終始ご指導，

ご支援，ご協力をいただいた都市ガス 3社および共同開発

メーカーの関係各位に対し謝意を表す次第である。
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図６　プロトコルによる通信信頼性の向上例
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