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－ １.無線ネットワーク技術－1

① 無線LAN規格の比較

2～１０ｍ

建物内共有部（壁、天井） 屋内屋内屋内屋外又は屋内に設置
ビルの屋上、外灯などのポール

屋外又は屋内に設
置

建物外壁、街路灯、屋上、
建物共有部（壁、天井）アンテナの設置場所

2～5ｍ2～5ｍ10～30ｍ2～5ｍ2～１０ｍアンテナの設置高さ

大90ｍ

約25Mbps

大180ｍ

20数Mbps～10Mbps

54Mbps54Mbps
※11bと混在で使うと
速度低下

新旧11aに互換性なし

5.2GHz帯～5.3GHz

大50ｋｍ

～75Mbps
（20MHz）

可能

見通しのきく範囲
でしか通信できな
い。

～11GHz
10～66GHz

2004年6月

数km～数10kmまでの広い屋外で使
うことを想定した技術で、その主な
用途は光回線など高速インターネッ
トサービスに接続するためのラスト
ワンマイルのアクセス回線として考
えられている。

Fixed WiMAX

IEEE802.16-
2004

館内であればイン
ビルシステムが必
要。またアンテナ
設置についても直
進性を考慮する必
要あり。

2～5ｋｍ

～75Mbps
（20MHz）

可能

～6GHz

2005年12月

Mobile WiMAX

IEEE802.16e-
2005

近接された通
信に利用

10～100ｍ

1Mbps

7ch

可能であるが
認可が必要

機器間の距離
が10m以内で
あれば障害物
があっても利
用することが
できる。

2.4GHz

短距離無線技
術で1～
2Mbpsの通信
速度を持つ

Bluetooth

IEEE802.15.
1

近接された通信に利用

10ｍ（110Mbps）
4ｍ（200Mbps）

480Mbps

可能であるが認可が必要

ノイズ程度の強さしかないため、
同じ周波数帯を使う無線機器と
混信することがなく、消費電力
も少ない。

3.1～10.6GHz

パルスと呼ばれる微弱な信号を
広帯域にまたがって送出するこ
とで高速通信を実現する。

UWB

IEEE802.15.3a

135Mbps

540Mbps

4ch

可能

障害物からの反射
波による干渉に強
く、広範囲に電波
が届くという。

問題なし

11b/11g/11aと
互換性がある。

20MHz

次世代無線LAN標
準で、複数のアン
テナから分割した
データを送受信す
ることで
100Mbpsを超え
るスループットを
実現する。

MIMO

IEEE802.11n

2002年

11bと同じ2.4GHz帯
の周波数帯を使いなが
ら、11bの約5倍の伝
送速度54Mbpsを実現
している。

Wi-Fi

約25Mbps5～6Mbps
実行速度

10～75ｍ大90ｍ大180ｍ

アンテナのセル半径

250Mbps

接続可能ノード65、535個

可能であるが認可が必要

11ｂと同じ周波数帯域

2.4GHz（国内）
868MHz、15MHz

家電機器の制御（ワイヤレス

リモコン）

ビル･オートメーションなどの

利用（センサーネットワーク）

ZigBee

IEEE802.15.4

54Mbps11Mbps

伝送速度

Wi-Fi

街路灯や軒天を利用することで街路周辺部についてはアクセスポイントを確保することができる。
アンテナ配置例は2/8ページの⑤無線LANアンテナ整備例による。
（ただし同時接続によるセル内のアンテナ数やローミングの工夫が必要）

アクセスポイント
インターフェース：10BASE-T/１００BASE-TX 12ポート又は光ポート

サイズ（目安）：250×200×150

コントローラから電源重畳

備考

新旧11aに互換性なし11ｂと11ｇは互換性がある
互換性

8ch4ch3ch（大規模導入には
不利？）

4ch
使用可能チャネル

5.2GHz帯2.4GHz帯
周波数

屋外使用(認可性)は可能であるが雨や雪の影響を受け
ることが予想され、実際には注意が必要

可能
屋外使用

Wi-FiWi-Fi
別称

5.2GHz帯の周波数帯を使い、 大伝送速度は11gと
同じ54Mbps。

無線免許なしで使える
2.4GHz帯の周波数帯
を使い、 大伝送速度
は11Mbps。（現時点
で も普及しており、
単に「無線LAN」と言
えばこの規格のことを
指す場合が多い）

概要

障害物の影響を受けにくい
電波が回り込みやすい
※ケースによってメリットともデメリットともなる

障害物の影響を受けにくい
電波が回り込みやすい
※ケースによってメリットともデメリットとも
なる電波特性

2001年

IEEE802.11a（旧）
（J52)

将来的に外部からの干渉を受ける可能性が少ない
※他の5GHz帯無線LAN機器からの影響はある

IEEE802.11a（新）
（Ｗ５２／Ｗ５３）

将来的に外部からの干渉を受ける可能性がある
※他の2.4GHz帯無線LAN製品、電子レンジ、
Bluetooth、医療機器、アマチュア無線ノイズ

1999年承認

IEEE802.11gIEEE802.11b種別
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－ １.無線ネットワーク技術－2

図 大阪駅北地区(地上部)における
無線LANアンテナ整備例とカバーできる範囲

④ 無線ネットワークのシステム事例

ＷＡＮ
ＷＡＮ

ＯＮＵ

ワイヤレスコントローラ

10/100BASE-T（ PPPoE接続）

100/1Ｇ BASE-TX（PoE給電可能）

アクセス
ポイント

100/1Ｇ BASE-TX

VLAN１ VLAN2

VLAN2
HUB

デスクトップPC

サーバー

プリンター

IEEE802.11a/b/g

ﾉｰﾄPC
（無線クライアント）

ﾉｰﾄPC
（無線クライアント）

ﾉｰﾄPC
（無線クライアント）

ﾉｰﾄPC
（無線クライアント）

VLAN１
HUB

デスクトップPC

サーバー

プリンター

ＬＣＸ
（天井裏に敷設）

ＬＣＸ
（天井裏に敷設）

ＬＣＸ
（天井裏に敷設）

※ LCX（漏洩同軸ケーブル）
も適用可能

⑤ 無線LANアンテナ整備例

■ ブロードバンドの普及により、近距離で高速通信が可能な無線LAN導入

の機は成熟

＜ 海外情勢 ＞

. ・Intel社が、PCへの無線LAN 、WiMAX、携帯電話機能の標準搭載の方針を発表。

・米国のホットスポットがコンテンツの普及で事業性が向上。

・欧米やシンガポール、韓国などインターネット普及国で無線LAN、 WiMAX のサー

ビスエリアが拡大し、新しい市場形成を目指している。

＜ 総務省電波政策 ＞

2012 年の周波数再編に向けた取組み（地上波放送のデジタル化など）の中で、無

線LAN 、WiMAX 、次世代携帯電話など世界基準に合わせる動きが進展。

② 無線通信技術の動向

共有部

③ 無線通信の適用範囲

今後、場所により、 適なサービス（エリア、速
度）を切替えて用いる無線端末への発展

・建物内部は無線ＬＡＮ

・都市周辺、地域限定の屋外エリアで

WiMAXまたは次期携帯電話

・全国ｴﾘｱｶﾊﾞｰするのは携帯電話（
伝

送

速

度
）

（
電

波

到

達

距

離
）

（場 所）

：アンテナ設置位置

：電波到達範囲（屋外時約70ｍ程度）

現在のPHSの特徴を生かしつつ、より高速で効率的な
移動通信の実現を目指し開発を進めている。次世代
PHSは、総務省が割り当てる2.5GHz帯の70MHz幅
周波数について、IEEE802.16eやIEEE802.20と
競っている。

次世代PHSで採用が検討されている無線の高速化技術
は、OFDMとMIMOである。OFDMは複数のサブキャ
リア（搬送波）を使って一度に大量のデータを送る技
術である。MIMOは複数のサブキャリアを用いてデー
タを送信する技術で、アンテナ1本で送るよりたくさん
のデータを送ることができる。

第4世代携帯電話の特徴としては、50Mbps
～1Gbps程度の超高速大容量通信を実現し、
IPv6に対応し、無線LANやWiMAX、
Bluetoothなどと連携し固定通信網と移動通
信網をシームレスに利用(FMC)できるように
なる点がある。通信スピードが超高速化され
る代わりに、現在主流の第3世代携帯電話で
使用している2GHz帯より高い周波数帯を用
いる予定であるため、電波伝搬特性により
サービスエリアが狭くなってしまうことや、
電波の直進性が高いことにより屋内への電波
が届きにくいことが予想される。

第3世代携帯電話を高速デー
タ通信に特化した規格に改良、
発展させたもので、 大
100Mbps程度の通信速度を
実するものである。音楽配信
や動画などの大容量の高速移
動体データ通信を可能とする
目的で開発されている。

概要

稠密なエリア展開を前提とするが、地域を限定した
サービス導入を行う可能性もある

全国展開を想定ほぼ100％（全国的）を前提
エリア

IEEE802.16系、IEEE802.20系、

次世代PHS等

ITUにおいて検討中3G LTE、

Enhanced cdma2000等規格等

少なくとも中速移動においては確保安定して高速移動時においても
確保されると想定

高速移動時においても保証
モビリティ

2.5GHz帯3.4～4.2GHz帯、4.4～4.9GHz帯

（ITUにおいて検討中）

800MHz帯、
1.5/1.7/2.0/2.5GHz帯候補周波数帯

地域内

数百～数km

屋内外の広域エリアでの高速通信・既存の3G、3.5Gに対して
更なる大容量化
・一定の品質を必ず確保する
ため、呼制御や個別の帯域確
保を実施

サービス/品質等

広帯域移動無線アクセス（次世代PHS）
4G

（第4世代移動通信システム）

高度化3G

（第3世代携帯電話の高度化シ
ステム）

カテゴリ

出典：総務省「広帯域移動無線アクセスシステムの動向について」より抜粋、追記

※ アンテナとコントローラとの距離
カテゴリーケーブルの場合：100ｍ
光ファイバの場合 ：約20㎞

１５



－ 2. 識別技術－1

① 識別技術の概要

カテゴリーケーブル
光ファイバケーブル

カテゴリーケーブル
光ファイバケーブル

・軒先（2～3ｍ）
・手の届く高さ

（1～1.5ｍ）

AC100V

・壁面
自立型
手の届く高さ
（1～1.5m）

AC100V

・軒先（2～3ｍ）
・手の届く高さ

（1～1.5ｍ）
・携帯

AC100V

携帯は内蔵電源

無線ICタグ（RFID）の種類の一つで、電池を内蔵して数
十ｍ程度の長距離での交信が可能なタイプのICタグのこ
と。自らの電源で駆動して電波を発信するため、リーダ/
ライタとの距離が数十ｍでも交信できるという長所があ
るが、電池の寿命が尽きると交信できなくなり、また、
パッシブよりも高価である。

無線ICタグ（RFID）の種類の一つで、電池を内蔵せず
1m以下の近距離での交信が可能なタイプの ICタグのこ
と。 自らは電源を持たないため、リーダ/ライタのアン
テナが放つ電波で電磁誘導を起こすなどの手段で駆動し、
電波の受発信を行なう。このため、リーダ/ライタとの交
信範囲は短いもので数mm、長くても数十cm程度に限ら
れる。 ただし、電源を内蔵するアクティブタグよりは遥
かに安価に製造でき、また、電池切れの心配もない。交
信範囲が狭いことを複数機器間の混信を防ぐのに利用で
きる場合もある。

アクティブ
タグ

パッシブ
タグ

・携帯

電源不要

PiTaPaとは
関西の私鉄、地下鉄が加盟する「スルッとKANSAI協議会」によるICカード決済サービスで、電車・バスで
利用でき、少額の買い物で使える電子マネー機能も備えている。支払いは、指定の金融機関口座から自動引
き落しを行う後払い（ポストペイ）方式。
ICOCAとは
JR西日本による定期券やJスルーカードをICカード化したもので、タッチするだけで自動改札が通れ、
ICOCAマークのある駅のコンビニ、飲食店、飲料自販機の支払いにも利用可能。支払いは、現金での
チャージ（入金）又は J-WESTカードの口座から自動振替方式。

ICカード（交通）

カテゴリーケーブル
光ファィバケーブル

RFIDとは
RFIDは、Radio Frequency 
Identificationの略で、電磁波を使っ
た非接触の自動認識技術の総称。半
導体メモリ（ICチップ）内のデータ
を非接触の状態で通信（読み書き）
でき、次世代のバーコード
として注目されている。
基本構成
RFIDタグの内部は、ICチップとそれ
に接続したコイル状のアンテナから
構成される。ICチップは記憶部、電
源整流部、送信部、受信部の4つに
区分され、それぞれが働きを分担し
て通信を行っている。
通信原理
RFIDタグ（ICカード、ICラベル）と
リーダライタのアンテナが電波に
よって通信し、データのやり取りを
行う。

RFID

・看板
・ショーウィンドウ
（0.5～1ｍ）
・携帯

電源不要

携帯は内蔵電源

・店舗内天井部、
軒天井

・軒先（2～3ｍ）内蔵電源

ＡＣ100Ｖ又は
内蔵電源

電源不要

電源不要

電源

なし

なし

なし

インターフェース

・歩行者ナビ
サービス

・街案内サービス

・看板
・街路灯
・モニュメント

従来の一次元バーコードは縦線によって横方向（線のある部分が１、線のない部分が０）のみに情報を持た
せていたが、二次元コードは、水平・垂直の両方向に情報をもつもので、一次元バーコードが20桁程度の
情報量であるのに対し、その数十倍から数百倍と飛躍的に多量の情報量を扱うことができる。
■ 解像度画像による接写が必要

■ コード自体に情報を埋め込むためデザイン不可、ＵＲＬ変更不可情報量に限りがあり、

情報が増えるほどコードが大きくなる

■ 特許が一般公開されているためオープンソース

QRコード

・歩行者ナビ
サービス

・街案内サービス

・看板
・街路灯
・モニュメント

カラーコードとは、カラージップジャパン社が提供する次世代型2次元コード。5×5マスに赤・青・

緑・黒の４色を配列してコード化する技術で、携帯電話等のカメラ等で撮影するだけで情報の読み取り

が可能です。印刷物だけでなく離れた所より読取可能なので、屋外広告等あらゆる媒体に表示も可能。ま
た、４色コードを配列するコードで文字やロゴ等を表現したデザインも出来ます。ウェブサイト

のＵＲＬをコード化する事により、指定のサイトへのアクセスアップ効果のある次世代型コードである。

■ 認識率が高く離れた位置からも斜めでも読み取り可能

紙媒体、屋外看板やビジョン、ＴＶ、繊維等での利用可能

■ サーバー管理のため設定ＵＲＬの変更が可能

■ コード自体へロゴ入れやデザインが可能 色素材での作成が可能

■ 缶や球面など45度の制限内なら曲面にも印刷可能

カラーコード

・地下街の天井部
・街路灯
・共有部植栽内
・店舗内天井部
・自立型
（0～3ｍ）

想定される
設置場所（高さ）

無線マーカー

種類

・災害時支援
サービス

・歩行者ナビ
サービス

・街案内サービス

・災害時支援
サービス

・街案内サービス
・交通サービス
・見守りサービス
・歩行者ナビ

サービス
・ロボット活用

サービス

考えられる
サービス

写真概要

平均50ｍ間隔で無線マーカーを設置し場所情報などを発信。
無線マーカーと赤外線マーカーがあり、無線マーカーは電波により送信し、赤外線マーカーは赤外線により
送信する。

PiTaPa

パッシブタグ

アクティブタグ

※総務省

電子タグを利用
した街案内シス
テムより抜粋

※総務省

電子タグを利用
した街案内シス
テムより抜粋

リーダ

リーダ

リーダ
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－ 2. 識別技術－2

② 実施例「東京ユビキタス計画」銀座地区実証実験

「東京ユビキタス計画」銀座では、ユビキタスＩＤ技術を用いて様々な情報提供サービスを
体験する実証実験です。

銀座の”まち”に整備したＩＴインフラからリアルタイムな情報を専用携帯情報端末やＱＲ
コード対応携帯電話を通して提供します。

■ 概念図

＜ 無線マーカ、ＩＣタグ ＞ ＜ 無線ＬＡＮ ＞

■ 認証装置設置例

＜ 無線マーカ、ＩＣタグ ＞ ＜ 無線ＬＡＮ ＞

■ 屋内マーカー設置例

■ 屋外無線アンテナ設置例

位置情報

マルチポップ型：無線LAN相互で通信を行い、隣り合う
無線LANにデータを無線送信することが可能。通信ケー
ブルの敷設工事を省力化できる。

店舗用誘導
アンテナ

蛍光ランプへの設置例

■ 通信用アンテナ
・111×115×154mm 約0.4ｋｇ

・無線ＬＡＮ相互の通信
・通信距離：半径2km程度※2

【設置場所】
・照明灯
・地下鉄出入り口施設

■ ユーザー用アンテナ

・Φ38×700mm 約1.3ｋｇ
・携帯端末との通信
・通信距離：半径100m程度※2

【設置場所】
・照明灯

・地下鉄出入り口施設

■ 本体格納ボックス
・300×400×300mm 約7ｋｇ

・無線ＬＡＮ本体機器を格納※2

【設置場所】
・照明灯
・地下鉄出入り口施設

※１）マルチホップ型：無線LAN相互で通信を行い、隣り合う無線LANにデータを無線送信する
ことが可能。通信ケーブルの敷設工事を省力化できる。

親機：通信ケーブルが必要
子機：通信ケーブ不要

※２）通信距離は、現地の電波状況により異なる。

親機 子機（中継用） 子機（移設用）

ユーザー用アンテナ

通信用アンテナ
通信用アンテナ

ユーザー用アンテ
ナ

ユーザー用アンテナ

通信用アンテナ

本体格納ボックス 本体格納ボックス 本体格納ボックス
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－ 3.センサーネットワーク技術

① センサーネットワークの種類と概要

信号線通信線に重畳

光ファイバ（ＡＣ100V）ＡＣ100Ｖ

鉄筋や銅板の上にも設置できるセンサー。通過車両のカウン
トや、通路渋滞状況の監視、車輌のシャッター扉の自動開閉
が行える。

赤外線反射方式により、車両の通過、検出を行う。駐車状況
（駐車、空車、未使用）を別モニターにて常時カラー表示で
きる。車両検知センサには赤外線反射方式、超音波反射方式
等がある。（右図は超音波センサ）

信号線通信線に重畳・災害時支援サービス
・エリアの一括管理サービス
・省エネルギーサービス

建物内、広場

（天井面）（1～1.5ｍ）

各所に設置された照度、温度、湿度センサーで照明、空調、
防災システムと連携し、 適な照明、空調による省エネル
ギー、防災強化による被害低減。照度センサ 温度センサ

湿度センサ 炎センサ

施
設
制
御

地下街、建物内、通路、屋外、
駅前広場、イベントスペース

（天井面、壁面）

道路、駐車場

（床面） 【屋外可】

駐車場（入口部分、車路部分）

（天井面、壁面）

街角（点字ブロック部）
身障者トイレ入口

（床面） 【屋外可】

建物出入口、通路

（天井面3ｍ程度）

外部に面した建物のガラス面、
ショーウィンドウ

（ガラス面）

・街角、人通りの多い地下
街、建物外壁部、外部照
明灯、植樹帯

・柱
（柱面） 【屋外可】

想定される設置場所
（）内は設置高さ

・ＢＧＭ放送（イベント時利用）
・非常放送（避難誘導）

・交通サービス
（共同駐車場管理システム）
・ETCサービス

・交通サービス
（共同駐車場管理システム）
・ETCサービス

・バリアフリー案内サービス
（誘導）

・エリアの一括管理サービス
・人数検知による空調換気制御
・メディアアート点滅制御

・エリアの一括管理サービス

・見守りサービス（監視）
・街案内サービス
・ロボット活用サービス

考えられるサービス

別電源

通信線に重畳

通信線に重畳

ＡＣ100Ｖ

通信線に重畳

通信線に重畳

通信線に重畳

電源

光ケーブル

信号線

信号線

通信線不要

カテゴリーケーブル
（線長100ｍ）

カテゴリーケーブル
（線長100ｍ）

カテゴリーケーブル
（線長100ｍ）

インターフェース写真概要種類

検知範囲内を物体が通過すると検知する赤外線動体センサー。
室内や通路等の壁面に取付け不審者を検知。

パッシブセンサー

ガラスの破壊時に発生する音を検知して警報信号を出力。

ガラス破壊センサー

受信機を内蔵した案内板で、送信機を携帯した身体障害者が
案内板に近づくと案内メッセージが流れる。

点字案内板

要
素
技
術

呼出アナウンスや音楽、時報放送など、さまざまなメッセー
ジを必要なエリアに放送。指向性の高いスピーカを設置すれ
ば、狭いエリアの人に限定的に音を届けることができる。ま
た、火災などの非常時には法規に対応した非常放送に切替え
る。

スピーカー
A
V

車両検知センサー
交
通
制
御

センサーにより人の動きを感知。センサー検知前後の映像も
自動保存し、インターネット経由で遠隔地の様子をモニタリ
ング。

ＩＰカメラ

防
犯
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

ループコイルセンサ
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－ 4. ディスプレイ技術－1

① ディスプレイ技術の概要

不要
超小型無線ＬＡＮモ
ジュール（ＩＥＥＥ
802.11ｂ）

バッテリー駆動のため電源
不要

・街案内サービス
施設案内、催事案内表示
店舗での商品情報表示

・交通サービス
バス運行表示

・災害時支援サービス
気象、災害等の広報表示

・地下街壁面
・屋内壁面
・駅前広場
・イベントスペース

電子ペーパーディスプレイは、現在の印刷された紙に替わる、
薄く、軽く、視認しやすいといった特徴を持ち、その表示内
容を電気的に書き換える事ができるディスプレイである。
バックライトを用いないので、液晶パネルなど他のディスプ
レイに対して消費電力が少ない。電源の切断後も、表示内容
を維持できる。
現在では、サイン、ディスプレイが主流となっている。今後
は持運びできる紙に替わるものとして開発が進んでいる。

電子ペーパー
ディスプレイ

・エントランスやウィン
ドウ

・店舗やショールームの
ガラス面

・屋内
・エントランス、ショー

ルーム
・駅前広場
・イベントスペース

・ビルの屋外壁面
・地下街壁面
・屋内エントランス、

ショールーム
・駅前広場
・イベントスペース

（屋外設置可）

想定される設置場所

・街案内サービス
イベント情報表示
宣伝、広告映像表示

・街案内サービス
施設案内、催事情報表示
店舗でのバーチャル
メニュー
電子書籍の閲覧

・街案内サービス
総合案内表示、イベント
情報表示

・交通サービス
駐車場案内表示
バス運行情報表示

・災害時支援サービス
災害時の避難誘導

考えられるサービス

プロジェクターへの電源必
要（ＡＣ100Ｖ）

開発段階

ＡＣ200～240Ｖ3相
（大型ディスプレイ）
ＡＣ100Ｖ

電源

カテゴリーケーブル
（線長100ｍ）

開発段階

カテゴリーケーブル
（線長100ｍ）
電話回線

インターフェース写真概要

グラスビジョンは、特殊なホログラムフィルムをショーウィ
ンドウのガラス面に貼り、プロジェクターを使って映像を浮
かび上がらせるシステム。投影する画像は動画・静止画を選
ばず、投影された画像はクリアでありながら半透明で視界を
妨げることがない。店舗やショールームなどの入口に設置し、
斬新な演出が可能。グラスビジョン

■日立製作所
360度どこからでも回り込んで映像を見ることができる新
型立体映像ディスプレイ技術を開発。また、専用の撮影シス
テムを併用して、実写の立体映像をリアルタイムで鑑賞する
ことも可能。ネットワークを介して実写映像を送れば、離れ
た場所で同時に立体映像を鑑賞することも可能。
■東芝
水平に置いたディスプレイから物体が浮き上がるような立体
視を可能にするディスプレイ技術を開発。裸眼で映像が数
cm浮き上がるように見えるもので、見る角度に応じて表示
させることで、自由に自然な立体映像が見ることが可能。

立体映像

・視野角が大きく、どの方向からでも良く見える。
・薄型フレキシブルＬＥＤを使用しており表示部は薄くでき
る。
・カレンダー時計を内蔵しており、広告を表示する日付、時
間を設定でき、スケジュールに従った表示が可能。

一般的な
ディスプレイ

出典：三菱「オーロラビジョン
ＬＥＤ」より抜粋

出典：日立製作所「電子ペーパー
ディスプレイ」より抜粋

出典：富士通「フィルム基板を用いた
カラー電子ペーパ」より抜粋

出典：日立製作所「立体映像ディスプレイ技術」より抜粋

出典：東芝「新ディスプレイ技術」より抜粋

左から見た図 右から見た図

出典：富士通サポートアンドサービス「グラスビジョン」より抜粋

出典：東京電力「デジタル地図
案内板の設置イメージ」より抜
粋
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－ 4. ディスプレイ技術－2

② ディスプレイ技術の実施例

■ 「デジタル地図案内板」の概要

③ 電子ペーパーディスプレイの開発状況

ＴＭＯにて一括管理されたスケジュールや表示コンテンツを、各店舗／施設の電子ペーパーディスプレイに各拠点に設置した配信
サーバ経由でインターネット配信。施設ごとの個別情報も配信可能。

■ 広域ネットワーク配信

共通情報配信

ｴﾘｱﾈｯﾄﾜｰｸ

TMO

駅

オフィス

アミューズメント施設

ホテル／商業施設

出典：日立製作所「電子ペーパーディスプレイ」より抜粋

■ 電子ペーパーの現状と開発状況

出典：富士通研究所「電子ペーパー」より抜粋

紙のような表示品質・視認性
コントラスト ＝ １：５
解像度ＸＧＡ（１０２４×７６８ドット）
反射型（バックライト無）

長期間バッテリー駆動
約１００日間連続稼動（書換え１回／時間）
専用ファームウェア駆動
省電力通信制御設計

コードレスで簡単設置
超小型無線ＬＡＮモジュール

（ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ）
バッテリー駆動のため電源コード不要

薄型軽量実装
Ａ４
寸法（W×H×D）
222.6×289.2×3.7mm（ 厚部約9mm）

質量約６００ｇ

■ 電子ペーパー仕様

出典：日立製作所「電子ペーパーディスプレイ」より抜粋

※日立製作所：白黒A4サイズは屋内設置のみ実用化。 ２色表示タイプの試作も実施済。

● 特 長
・光ファイバでネットワーク化したデジタル地図案内板を、歩行者の多い公道上に設置し、地図やグルメ

情報など、街を訪れる方々に役立つ情報を提供
・日中でもクリアな映像を映し出せる高輝度パネルを採用
・地図画面には、利用者が直接手を触れて検索できる「タッチパネル」を採用
・バリアフリーに対応した識別しやすい明度・色の組合せの地図を使用
・景観、バリアフリーに配慮したデザインを採用

● 提供する情報

情報画面

・渋谷のエリアニュース、天気予報、時報などの 新情報
・街のトレンド情報（ 新のグルメ・ファッション・映画・音楽情報など）
・広告
・自治体による広報情報
・災害時における自治体からの緊急情報

地図画面

・４カ国語対応地図（日本語、英語、中国語、韓国語）
・地図の拡大、縮小などが可能
・目的地検索が可能（講習施設、飲食店、映画館、劇場・ホール

美術館・博物館、ＡＴＭ、コンビニ、トイレなど）
携帯電話との情報連携（ＱＲコード、非接触ＩＣカード機能を利用）

・目的地検索結果の案内ルートを携帯電話に転送
・飲食店のクーポン、映画情報などの取得

● サービス時間
9：00～24：00

■地図画面の利用イメージ ■携帯電話との連携の利用イメージ

４カ国語対応

地図の拡大、縮小

目的地検索の例

目的地ルート表示の利用イメージ

クーポン取得の利用イメージ

想定される利用シーン
赤、緑、青の3枚の表示パネルを積層した構造を持ち、カ

ラーフィルターや偏光板が不要なため、従来の反射型LCD
に比べて、より明るいカラー表示を実現。表示を維持するた
めに頻繁に書き換えを行う必要がないため、ちらつきもない。
また、曲げても、指で押しても、表示色が影響を受けない独
特の技術を利用。

今後の応用分野としては、電車の中吊り広告や湾曲した壁
面への情報表示など、軽い・曲がる・書き換え可能・低消費
電力という特長を活かした公共の場所での利用が可能。

富士通「フィルム基盤を用いたカラー電子ペーパ」

出典：東京電力「デジタル地図案内板」による情報提供サービス（地図画面・形態電話との連載の利用）試験実施についてより抜粋

出典：東京電力「デジタル地図案内板」による情報提供サービス
の試験実施についてより抜粋
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－ 5. 伝送技術（ 光ファイバ：シングルモード、ＧＩモード ）

① 光ファイバの概要

光ファイバーは、ガラスなど光を通す素材からできている。屈折率が高
い円筒状のコアと、コアを取り巻く屈折率が低いパイプ状のクラッドから
できている。 クラッドの外形は125μm程度である。光信号はコア部分
を伝わり、クラッドは伝送される光を閉じ込める役割をもっている。
コアの太さにより、光信号がファイバー内を伝わる パターン（モード）
が異なる。光ファイバーはコアが細く光信号1パターンで伝わるシングル
モード光ファイバーと、コアが太いため光信号が多数のパターンに分かれ
て伝わるマルチモード光ファイバーがある。

■ 汎用シングルモード（SM）・ グレードインデックス・マルチモード（GI）

■ シングルモードによるシステム構成例

出典：NTTーME 「インターネット接続サービス」より抜粋

MT-RJコネクタ
SCコネクタ
STコネクタ
FCコネクタ

LCコネクタ
OPTI-JACK/OPTI-JACK

「シングルモード」に比べ伝送損
失が大きいが、光ファイバ接続が
簡単でネットワーク機器も安価な
ため、LANなどの近距離情報通信
用途として広く使用されている。

ＧＩ

MT-RJコネクタ
SCコネクタ
STコネクタ
FCコネクタ

LCコネクタ
OPTI-JACK/OPTI-JACK

伝送損失が低く優れた特性を有し、
高品質で安定した通信が求められ
る幹線網に用いられている。

ＳＭ

インターフェース写真使用例特徴

シングルモード光ファイバーのコアは非常に細く、直径
10μm程度である。コアは屈折率がクラッドよりも高くなっ
ている。シングルモード光ファイバーは、光信号の伝わり方が
1パターンなので、光信号波形が崩れにくいためテラビット
オーダの超高速信号を長い距離伝えることができる。一般に
FTTHにはシングルモード光ファイバーが使用されている。

マルチモード光ファイバーのコア直径は、50μmまたは
62.5μmである。コアが太いため、光信号が複数のパターン
（モード）に分かれて伝わる。その際に光信号が重なり合うため、
信号波形が崩れやすく、通信速度や距離が制限される。通信距離
が短いLANなどに使用されている。光の分散は比較的小さく、伝
送距離は２ｋｍ程度、伝送速度は数Gbps程度である。

出典：NTTーME HPより抜粋

出典：NTTーME HPより抜粋

50

伝送特性が悪く、使用されていない

長距離伝送用（50㎞）

長距離伝送用（50㎞）

２１


