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概要 

 2.4GHz 帯の小電力データ通信システムを用いて、地域の ISP 相互接続および離島地域でのネットワーク構築を行った。

構築したネットワークは地域情報の流通を目的としたもので、数 km の中距離を最大 11Mbps で接続できるメリットを

活かし、従来の環境では困難であった動画像の地域内配信に重点をおいて実験を行った。高速な無線回線を用いた動画像

伝送は、視聴者向けの番組配信のみならず、CATV への素材映像の配信手段としても有用であることがわかった。また無

線システムの機動性を活かした臨時回線の開設とイベント中継への応用についても、その有用性が確認できた。一方、動

画像配信の際に、動画の滑らかな動きが損なわれる現象がいくつか見られた。これはネットワークの各層におけるバッフ

ァリングや、確認応答の影響が出ているものと推測される。 
 

1. はじめに 

2.4GHz 帯を用いた小電力データ通信システム（無線 LAN システム）は、大規模なケーブル敷設工

事や月々の回線使用料の負担なしに低コストでネットワーク構築が可能であることなどから、隣接する

ビルに分散する企業の LAN 間接続等に用いられてきた。無線 LAN システムによる低コストの高速回

線は、地域情報流通の要となる地域 IX において、予てから問題となっていた地域ネットワーク（ISP）
の相互接続のための回線増強手段の１つとして有力視されている。また、離島などのケーブル敷設が容

易でない地域でのネットワーク構築手段としても、無線 LAN システムには大きな期待がかけられてい

る。 
東北地域内インターネット相互接続研究会では、1996 年より学術系および商業系のネットワークを

相互に接続した東北地域内インターネット相互接続ポイント（Tohoku Regional Internet exchange : 
TRIX）を構築し、地域内での円滑な情報通信の実現と地域情報の利活用を目的とした研究を行ってき

た[1]。地域 IX は単に ISP 間を相互接続するだけでは十分ではなく、地域に根ざしたコンテンツや情報

環境を合わせて整備することが必要であることは、各地域 IX での共通な認識となってきている[2]。イ

ンターネットの家庭への普及が進むにつれ、利用者にとってより身近な地域情報への要求も高まってく

ると考えられ、地域情報流通のための環境整備はそれぞれの地域にとって重要な課題となってきている。

このような問題意識をベースに、我々は TRIX での研究活動の一環として、平成 11 年度および平成 12
年度の郵政省東北電気通信監理局（現総務省東北総合通信局）が主催する「地域振興のための無線利用

研究会」に参加し、地域情報化基盤としての無線 LAN システムの可能性を実践的に検証した。 
本報告では、「地域振興のための無線利用研究会」での 2 年間の実験を中心に、我々が手がけてきた

無線 LAN システムを用いた地域情報環境の構築と動画像配信実験についてまとめ、そこで得られた知

見を紹介する。以下、第 2 章では構築した無線ネットワークの概要を、第 3 章では無線ネットワーク上

での動画配信の事例を、第 4 章では無線ネットワーク上での動画配信において発生したトラブルとその

分析をそれぞれ述べ、第 5 章において今後の展望を述べる。 

2. 小電力データ通信システムによる地域情報環境構築 

無線を用いたネットワーク構築実験のフィールドとして、平成 11 年度は市街地（仙台市内）、平成 12

年度は離島地域（塩竈市浦戸諸島）を選び、実証実験を行った。以下にそれぞれのネットワーク構成と

無線リンクによって得られた回線速度等について報告する。 
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2.1 市街地における無線リンクによる ISP

を利用したネット

間相互接続 

無線 ワーク構築として、

平

図 1 無線接続実験ネットワーク（Phase1） 
 

表１ 無線区間の概要 
区間 距離  回線速度 

成 11 年度は、2.4GHz 帯小電力データ通

信システムを用いた ISP 相互接続点間の接

続を行った。固定局間での中距離の無線リン

クが、マルチメディアコンテンツを配送する

地域ネットワークのバックボーンとして安

定して利用可能であるかを検証することが

その目的である。第 1 次（Phase1）のネッ

トワーク構成を図 1 および表１に示す。ここ

では、東北大学、東北文化学園、東北電気通

信監理局、富士通東北システムエンジニアリ

ングの4拠点を3組の無線システムで接続し

ている。 

 伝送路環境 アンテナ設置状況

東北大－東北文化学園  3.5km 山腹間 屋外 5.5Mbps 
東北大－東北電気通信監 3.5km 山腹－市街地 東北大） 

 
屋外（

屋内（東北電監）

1～2Mbps 

屋内 
*FTH：富士通東北システムエンジ ン  Web、 ビル） 

 
写真１ アンテナの設置状況 

左：東北大学（対：東北電監） 右：東北電監（対：仙台森ビル） 
 
使用した無線 LAN システムは関西電機の JetLink で、直接拡散方式を採用し、無線回線のエラーや

再

も屋外アンテナであったため無線回線の

速

ニアリ グ（Media 仙台森

理局  

東北電気通信監理局－FTH* 1.5km 市街地間 2Mbps 

送の発生状況に合わせ、1、2、5.5、11Mbps を自動的に選択し、最良の通信状態を確保する機能を有

する。アンテナは屋外型の 8 素子八木アンテナを使用した。 
東北大学～東北文化学園間には障害物はなにもなく、双方と

度は 5.5Mbps を確保できた。東北大学～東北電気通信監理局間は地図上での障害物は見あたらなか

ったが、経路上に若干の木立がかかり、この影響で無線リンクが不安定であった。その後、東北大学側

のアンテナの地上高を上げることで木立の影響を回避することができ、無線リンクも安定した。局間距

離は東北大学～東北文化学園と同じであるが、東北電気通信監理局側のアンテナが室内設置であるため、

無線回線の速度は 1～2Mbps となった。東北電気通信監理局～富士通東北システムエンジニアリング間

は局間距離は短いが、双方ともアンテナが室内設置であるため、無線回線の速度は 2Mbps に留まった。 
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2.2 離島地域における無線ネットワーク構築 

平成 12 年度は、離島・湾岸地域向けの無線インターネットに関する調査研究というテーマで、引き

続

び島内は 2.4GHz 無線 LAN システムを用い、桂島と本土（塩竃市）の間（4.9km）は 22GHz

帯

 

図 2 浦戸諸島 3 島でのネットワーク構成および設置状況 

 

2.4GHz 無線 LAN システムを用いた 3 島間および桂島内のリンクは、(1)各拠点間の距離が短い、(2)

伝

×3 回線）についても、調査期間中(43 日間)にビットエラーは観

3. 無線リンクを利用した動画像配信実験 

無線リンクで得られる広帯域の回線を利用して、様々な形態での動画配信実験を実施した。はじめに

地

き無線ネットワークの構築を行った。対象地域は松島湾内の浦戸諸島の桂島、野々島、寒風沢島の 3

島である。 

3 島間およ

準ミリ波帯加入者系無線アクセスシステム（FWA: Fixed Wireless Access System）を用いた。図 2

に浦戸諸島 3 島でのネットワーク構成および設置状況を示す。 
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沢島 

送路に障害物がない、(3)アンテナは屋外設置、と条件が整っていたため、いずれも 11Mbps の無線回

線速度で安定した接続が得られた。 

 桂島－本土間の FWA 回線（1.5Mbps

測されず、フェージングも 2dB 程度の変動であり、通信にはまったく問題が無かった。フェージングに

ついては当初予想していた海面反射によるものではなく、その周期からアンテナを設置した鉄塔の揺動

によるものと判明した。 

 

域の情報を手軽に動画配信する方法としてカメラサーバの設置と運用を行った。次に CATV 網との無

線リンクによる相互接続により、CATV の IP ネットワークを用いた動画配信も行った。ここでは IP ネッ

トワークで配送されてきた動画像を放送素材とし、そのまま CATV のチャンネルに中継するという新し

い試みもなされた。また、無線システムの機動性を活かし、仙台市天文台を臨時に無線でネットワーク

接続し、アフリカでの皆既日食をプラネタリウムで上映した。これらの実験の詳細を以下に述べる。 
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3.1 ライブカメラによる動画像配信 

2.1 節の実験ネットワーク（Phase1）では、各拠点にライブカメラを設置し、動画像の配信を行った。

ラ

TV ネットワークとの相互接続（Phase2）により、CATV の IP ネットワークからも

ラ

イブカメラには MotionJPEG 方式で動画像を配信するカメラサーバを使用することで、極めて簡単に

動画配信が可能となる。被写体としては、実生活において利用価値が高い交通状況や天候状況、人々の

関心が高い地域のイベント中継が挙げられる。無線リンクの接続拠点となった東北電気通信監理局は仙

台の市街地の中心にあり、交通量の多い交差点を見下ろす位置にあるため、交通状況のライブ中継に適

したロケーションであった。また、実験期間中は仙台市の冬の風物詩として知られる「光のページェン

ト」が庁舎近くの定禅寺通りで開催されていたため、多数の電球で装飾されたケヤキ並木をライブ中継

することができた。 

3.2 節で紹介する CA

イブカメラによる動画配信が可能となった。CATV のケーブルは道路沿いの電柱に懸架されているため、

交差点にライブカメラを設置するのに適している。実験では仙台市北部の幹線道路の杉ノ田交差点近く

にある CATV 会社（宮城ネットワーク）所有の電柱に必要な機材（ケーブルモデム、カメラサーバ、カ

メラ）を設置した（写真 2）。このライブカメラから配信した動画像のスナップショットを図３に示す。 

 

写真 2 カメラサーバ等の設置状況      図

カメラサーバから送られてくる動画は、車の動きも滑らかで、道路の混雑状況や流量を把握するには

十

2 CATV との連携によるイベント中継 

 エ インターネットを利

ブルテレ

3 杉ノ田交差点カメラの画像例 

 

分な品質のものであった。これまでに設置したカメラはすべて建物の上階から道路を見下ろすアング

ルでとらえていたが、道路沿いの電柱に設置したカメラからの映像は、それらに比べ道路との距離が短

く、臨場感に優れている。 
 

3.

3.2.1 CATV との相互接続 

ンドユーザが

用する際の回線として、ケー

ビの回線を用いた接続に関心が集まっ

ている。従来、主に用いられていた電

話回線によるダイアルアップ接続に比

べ、回線速度が高速であること、常時

接続であること、比較的低料金である

ことなど、ユーザにとってそのメリッ

トは大きい。また高速な回線を常時使

えるという点で、CATV の IP ネットワ

ークは地域へ向けたマルチメディア情

報発信のためのインフラとしても大い

に期待される。そこで、2.1 節で紹介し

た第 1 次の実験に引き続き、CATV の    図４ 無線接続実験ネットワーク（Phase2） 

 4



WIT2001-SP-2 

IP ネットワークを 2.4GHz 無線 LAN システムを用いて地域 IX に相互接続し、高速な回線を利用した

動画・音声の伝送実験を進めることにした。図４にネットワーク構成図を示す。 

Phase2 では、カメラサーバに加え

RealVi ステムは動画のみならず

）」の実験として行われた、通信放送機構（TAO）の研究開発用

（JGN）を経由して ATM マルチキャストにて DV（デジタルビデオ）で配信

さ

した RealVideo サーバに送

ら

ンバータが放送局

CATVインターネットユーザ向けの動画配信行った。

01 年 1 月に山梨県で開催された冬季国体の模様が、RIBB の実験として各地に配信された。ブロード

で配信された映像を東北大学で中継し、前述と同

れば任意の地点から回線を確立することができる特徴がある。移

体からのネットワークアクセスに関しては、携帯電話がそのインフラとして確立されつつあるが、高

いという需要に対しては、小電力データ通信システムの有用性が期待できる。 

 
3.2.2 CATV チャンネルへの番組素材配信 

 

RealVideo システムを導入した。

deo シ

音声の伝送も可能で、インターネット

でのオンデマンドでのビデオ配信やコ

ンサートや講演会などのイベントの生

中継に広く用いられている。今回の実

験では、RealVideo で配信されたビデ

オを CATV 局舎内で通常のテレビの

NTSC 方式に変換し、CATV のチャン

ネルに番組配信するという新しい試み

を行った。RealVideo の画像品質は通

常のテレビに比べると数段落ちるが、

このような簡便なシステムがCATV放

送のソースになり得るかどうかを評価 

するのが目的である。 
IP ネットワークからの動画音声配信による CATV 向けの講演中継実験は、2000 年 3 月 25 日に「地

域間相互接続実験プロジェクト（RIBB

    図５ RealVideo→CATV ライブ中継システム 

Unixマシン

RealVideo
サーバ

ビデオキャプチャ
I/F

RealPlayer
G2

サウンド
I/F

RealProducer
G2

送信側 受信側

JetLinkJetLink

JetLinkJetLink CableModemCableModem

VGA→NTSC
スキャンコンバータ

CATVヘッドエンド

CATV
IP Net CATV

RF

CATV局舎

中継現場

2.4G 無線

無線中継所

MVP-3250

RealVideoRealVideoライブ中継システムライブ中継システム

ギガビットネットワーク

れた境屋太一氏の講演「21 世紀の情報戦略」を映像素材として行った。 
動画配信の概要を以下に述べる。東北大学大型計算機センターで受信した DV 映像を一旦 NTSC 信号に

変換し、図５の RealProducerG2 に入力する。エンコードされた映像は、東北大学～東北文化学園の無

線回線、東北文化学園からは CATV インターネットを介して CATV 局舎に設置

れ、同じく CATV 局舎内の RealPlayer で再生した VGA 画面を VGA→NTSC スキャンコンバータで NTSC

信号に変換し、CATV の試験チャンネルへ送出した。              

 RealProducerG2 では約 220kbps（音声 32kbps、映像 15fps）でエンコードし、CATV へ中継したが、終

始安定した伝送品質が得られ、CATV の視聴者からも実用性があるとの評価が得られた。これは、講演中

継では画面の動きが少ないためフレームレートが稼げることや、使用したスキャンコ

向けのプロ用機器で、画素数の不足を円滑化しつつ輪郭を強調するといったきめ細かな画像処理を施す

機能を有していたことにも大きく依存している。 

 

3.2.3 CATV インターネットユーザ向けの動画配信 

 上記のCATVチャンネルへの番組配信実験の他に、

20

バンド WMT（Windows Media Technology）の 512kbps

じ無線回線、CATV インターネットを経由して CATV 局舎へ転送し、CATV 局舎からマルチキャストで CATV

インターネットへ配信した。マルチキャストによる配信は、CATV インターネットのユニキャストでの契

約速度（大半の利用者は 96kbps）に制限されることなく受信できるため、CATV のブロードバンド伝送

の実力を体験するデモにもなった。 

 

3.3 移動ライブ中継 

無線の場合、電波の到達範囲内であ

動

速な臨時回線を確保した
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2001 年 6 月 21 日のアフリカでの皆既日食を、インターネットで中継するプロジェクトが企画され

（http://www.live-eclipse.org/）、これに合わせて広島大学のグループが動画像を JGN 経由で MPEG2
にて配信する実験を実施した。我々はこの映像を仙台市天文台で上映することを試みた。 
仙台市天文台の回線は

128kbps と低速で、ライブ

中継を受信するには十分で

はない。そこで、東北大学

と の 間 を 2.4GHz 無 線

LAN システム

Live! Eclipse 2001

で接続し、そ

の

ム

(1

 

像配信は、限られた対象者向けであったが、

デモも実用性を検証する上では大変重要である。途中、何度か画像の乱れ

や市民には概ね好評であった。 

4. 発生したトラブルとその分析 

1 節で示した無線リンクを長期間に渡って運用し SNMP にてデータを収集したところ、各拠点間で

無線回線の速度レート切り替えが頻発していることが分かった。 

 
これは ト落とす」→「エラー解

線回線を安定して利用

するためには、自動 れたレートより 1 段階低い回線

レートに固定して設定するのがよい。 

高速な回線を利用して動

画配信を行った。 
具体的には、東北大学で

受信したMPEG2の映像を

NTSC に変換し、それを

Windows Media エンコー

ダに入力して Windows 
Media の ス ト リ ー

.5Mbps)に変換して無線

回線で仙台市天文台まで伝

送し、プラネタリウムで上

映した。東北大学－天文台 

間の距離は 2.2km で、見通

しもよく、11Mbps の回線速

当日は 80 名ほどの市民が天文台を訪れ、学芸員の解説のもと、プラネタリウムに映し出される皆既

日食の模様を楽しんだ。これまで我々が実施してきた動画

     図 6 皆既日食中継ネットワーク概略図 

度が得られた。       
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今回のような一般市民向けの

やフレームレートの低下（後述）が見られたが、天文台職員

 

4.1 回線レート切り替えの頻発 

2.

図 7 無線回線速度の変化（東北大－東北電監） 

装置のもつレート自動切り替え機能により、「エラー発生」→「レー

消」→「レート上げる」という制御が繰り返し起きたものと推測される[3][4]。無

的なレート切り替えは使用せず、自動切換えで得ら
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        図 9 皆既日食中継時のネットワーク構成 

TOPICFDDI

WMP

WMP

JetLink JetLink

WMP

11Mbps

仙台市天文台

東北大学

4.

アプリケーションゲートウェイ（中継サーバ）を用意した。 

ロ

のように、

るので、リアルタイム性が

に処理する必要があり実現が困難であるので採用できない。 
 

が見られた。 
中継時の詳細なネットワーク構成を図９に示す。動画をエンコード(WME)・配信(WMS)するサーバ

で接続されているが、東北大、仙台市天文台、仙台電波高

とになり、イン

2 アプリケーションゲートウェイの方式に起因するトラブル 

今回構築した無線ネットワークは TRIX 内のプライベートなネットワークセグメント上にあり、イン

ターネットへの接続性は有していない。そこで、インターネット側からもライブカメラの動画像を見ら

れるようにするために、delegate による

 delegate を利用した結果、表示がス

ーモーションになる、動きがぎこち

ない、カメラの遠隔操作の応答が悪い

という現象が見られた。動画像がスロ

ーモーション表示や間欠的モーション

表示に見える現象は、図８

アプリ
ケーション

クライアント

カメラサーバからアプリケーション  

サーバの区間の帯域に比べて、それ 
より下流の区間（インターネットからク

バッファとして機能してしまい、伝送経

され、それがクライアントに遅いフレームレートで届くために起こる。すなわち、中間にバッファが入

ることによって、クライアントと無関係にサーバが Motion-JPEG を送出す

図 8 アプリケーションゲートウェイによるバッファリング 

ライアントのネットワークまで）が 細い場合に、delegate が

路の途中まで速いフレームレートで伝送された動画がバッファ
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損なわれる[4][5]。 

本実験で用いたような無線 LAN システムによるネットワークは、インターネットの平均的スループ

ットよりも広帯域であるので、これを用いて動画像伝送するには、Motion-JPEG 表示の不具合を防ぐ

対策の技術が不可欠である。ただし、伝送経路で帯域が一定になるよう途中のネットワークで帯域予約

する方法は現実性に欠け、下流の帯域に合わせてフレームコンバータでデータレートを変化させる方法

はコネクションごと

そこで今回は、アプリケーションゲートウェイの中継方式として rinetd によるポートフォワーディン

グ方式を採用した。ポートフォワーディング方式では、TRIX のネットワークから外へ動画像を中継す

るときにもパケットを一対一で受け渡すので、バッファの動作が行われない。これにより、TCP の 80
番ポートを用いる動画像伝送は、リアルタイムで中継することが可能になり、動作の不具合の問題が回

避された。 
 

4.3 データリンク層に起因するトラブル 

 皆既日食中継では、これまででは最も広帯域の 1.5Mbps で動画配信を行った。実験の結果、複数の

受信拠点で、ほぼ同時期から突然フレームレートが落ち、動画がコマ送りになる、ないし静止画像にな

るという現象

 

は 10/100Mbps のスイッチに FastEthernet
専の３つの受信拠点へ通じるルータのインタフェースが 10Mbps Ehternet の Half duplex となってい

る。ルータには 1.5Mbps のユニキャストの

ストリーム 3 本が通過するこ

WMSWME 2Mbps

タフェースおよび CPU に高い負荷がかかっ

ていた。加えて、各受信拠点の Windows 
Media Player(WMP)は TCP でのストリー

ム受信の設定となっていたため、トランスポ

ート層で の確認応 答の必要 がある。

10Mbps/Half duplex 部分で WMP からの

ack がサーバへ十分通らずに輻輳を引き起

こしている可能性が高い。輻輳状態が続くと、

アプリケーションレベルで受信データのバ

ッファリングをしていても欠落するデータ

が増え、結果としてコマ送りや静止画像にな

WMP
東北文化学園
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るものと推測される。輻輳を起こす箇所が、3 つの受信拠点へ通じるルータ部分であることから、同じ

現象が同時期に発生することも理解できる。 
 東北文化学園へのルートは他の受信拠点とは異なるため上記の影響は受けないが，他地点にくらべフ

レームレートが低く、動画のコマ送り、静止の現象も多く発生した。こちらは中継時の無線回線のレー

ったためと考えられる。 

5. おわりに 

くなるだけに留まらず、様々

な可能性を提供してくれる。 

ーネットには地域社会にとって有用な情報が十分に提供されているとは言えない。

Wo

る。そのためか、一度作られた Web ページが長い間更新されることなく

放

可能となる。このようにネットワークを利用した動

画

。 

したい。 
 

ーネットの相互接続実験、情報処理学会研究報告 97-DSM-6、

pp.19-24 (1997) 

[2] 菊池豊、 樋地正浩、八代一浩、中川郁夫：地域 IXの現状と今後の展開、日本ソフトウエア科学会 Workshop on Internet 

Technology 1999 (1999) 

成 12 年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集、2I-27、pp.351 (2000) 

0)、 http://www.janog.gr.jp/meeting/janog6/pdf/trix/sone-janog6.pdf 

 

トが 2Mbps となっており、1.5Mbps のストリームを流すには十分でなかったこと、また retry が多発

していることなどから、定常的な輻輳状態にあ

小電力データ通信システムは、比較的安価に、かつ容易に、中距離での高速回線を確保できるという

特徴を持つ。高速回線がもたらすメリットは、ネットワークアクセスが速

現在のインタ

rld-Wide Web はインターネットでの情報流通の利便性を飛躍的に高めたが、提供する情報を HTML 形

式に加工する必要があるなど、提供情報の作りこみに要する手間暇とコストがまだ大きく、それが情報

提供側の大きな負担となってい

置され、情報の鮮度が失われている例が多く見られる。また利用者は、今現在どうなのかといったリ

アルタイムの情報を欲している場合も少なくないが、提供情報の作りこみが必要な Web ベースではこの

ような即時的な情報の伝達を得意としていない。 

利用者が求める地域に根ざした新鮮で即時的な情報の提供を実現する手法として、生データをそのま

ま提供し、利用者に必要な情報の抽出を委ねることが考えられる。一連の実験の中で試みたように、交

通の要所を映すライブビデオをいつでも見られるようにしておけば、情報の作りこみをすることなく、

交通状況の把握や路面状況、天候などの情報提供が

像の配信は、手間のかからない地域情報発信を実現する有効な手段となりうる。また、動画や音声の

配信が手軽に行える環境が構築できれば、地域で開催されるイベントの中継など様々な利用方法が考え

られ、地域情報流通の活性化も期待できる。小電力データ通信システムはそのような情報流通の基盤を

構築する手段として有効である。 

我々が行った IP ネットワークから CATV チャンネルへの動画像の素材・番組配信といった試みも、スト

リーム配信の技術の発達により、現在では実験時よりも高品質な映像配信が可能となってきている。こ

のようなメディア間を横断するような形態での情報発信についても、今後、実用性や利活用法について

議論していくことが必要と思われる

動画像の配信においては、従来のバースト的なトラフィックでは見られなかった輻輳が伝送路上で発

生し、それが動画のクオリティに大きく影響することがわかった。今回は定量的な考察が十分ではなく、

発生したトラブルから原因を推測するに留まった。動画像配信時のネットワーク各レイヤーでの状況を

いかに計測するかを含め、今後の課題と
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