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過酷な気象環境下における地域無線ネットワーク構築実験 
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あらまし  稚内北星学園大学（以下「稚内北星」）と、独立行政法人情報通信研究機構（旧・通信総合研

究所、以下「NICT」）とは共同で、1999 年から北海道稚内市において、無線 LAN やレーザ光空間通信装置を

用いて地域情報通信ネットワークを構築する実験を進めている。本発表では、これら免許不要な小電力の

無線装置によって地域情報通信ネットワークを構築した場合に問題となる、降雪、寒冷、強風といった気

象条件による通信品質への影響を中心に報告する。 
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Abstract  Since 1999, CRL and Wakkanai Hokuseigakuen College have conducted a research project on implementation of wireless 
community network in Wakkanai, the northernmost city of Japan. The city is suitable for experimental field of wireless self-supporting 
network because of sparse population. However weather condition, i.e. high wind and heavy snow, is hard for wireless network. This paper 
discusses the implementation of wireless community network in hard weather region. 
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１．まえがき 

 

筆者らは、日本最北端の地である北海道稚内市にお

いて 1999 年から、実験研究目的の地域情報通信ネット

ワーク「稚内地域実験研究ネットワーク」（以下「実験

ネット」）の構築を進めている[1]。同実験ネットは、

小電力データ通信システム（以下「無線 LAN」）やレー

ザ光空間通信装置など、ユーザ免許が不要な無線装置

によって地域ネットワークを構築することに伴う技術

的課題を研究し、広域過疎地域においてブロードバン

ドを生かしたアプリケーションを開発する基盤を作る

ことを目的としている。本発表では、同実験ネットに

おいて見られた、降雪、寒冷、強風といった気象条件

が通信品質に与える影響などを中心に述べる。 

 

２．稚内地域実験研究ネットワークの目的 
 

無線 LAN は、ISM バンド（2.4GHz 帯）の電波を主に

用い、半径数十 m 程度以内のローカルエリアのパソコ

ンをネットワークインフラに接続する用途に主に用い

られているが、技術基準適合証明を受けた外部アンテ

ナを取りつけられる無線 LAN 装置を用いると、数 km

離れたアクセスポイント間の通信が可能になる。また、

レーザ光空間通信装置を使うと、1km 程度ならば IEEE 

802.11b 規格の無線 LAN（11Mbps）と比較して十数倍の

レートで通信が可能である。これらの装置はユーザ免

許が不要で、誰でも設置でき、直ちに使用できる。 

広域過疎地域において高速通信インフラを構築す

るためには、光ファイバや ADSL を敷設することはコス

ト的に不利であり、無線 LAN やレーザ光空間通信など

の無線装置を用いて中継していくことが有利と考えら

れる。そのため、通信・放送機構（TAO、現 NICT）に

よるマルチメディアパイロットタウンモデル農村展開

事業など（例えば[2]）、無線装置を用いた地域ネット



 

 

ワーク構築の試みが全国各地で進められている。しか

し 2.4GHz もしくはレーザという高い周波数を使う無

線ネットワークにおいて、寒冷、降雪、強風がアンテ

ナや電波状態に与える影響は無視できないと考えられ

る。 

そこで筆者らは、寒冷降雪地帯かつ宗谷海峡に面し

ていることによる我が国有数の強風地帯である稚内市

において、無線ネットワークによって構築された地域

ネットの実用性を検証することにした。 

 

３．稚内地域実験研究ネットワークの概要 
 

稚内地域実験研究ネットワークは、公共目的にかな

い、かつアプリケーション開発のテストベッドとして

の活用を考えて、稚内市内の中学校および高等学校を

接続機関とし、2004 年 3 月までに図 2 の通り整備され

た。稚内北星を主たるハブ局とし、3 つの高等学校、5

つの中学校、および稚内電波観測施設（2003 年 6 月に

稚内電波観測所が無人化）が接続されている。 

 

 
図 2 稚内地域実験研究ネットワーク 接続図

（2004 年 3 月現在） 

 

３．１ 各機関間のネットワーク接続の詳細 

 
（１）稚内北星～稚内高校、稚内北星～稚内商工高 

稚内北星と、稚内高校および稚内商工高との間は、

1995 年頃に稚内北星の独自の取り組みとして 1.5Mbps

の無線 LAN 装置により、既にネットワーク接続がなさ

れていた[3]。実験ネットの構築に伴う接続機関の増加

により、稚内高校と稚内商工高校はハブ局の役割を果

たすようになっていったため、稚内北星との間の回線

の増強が必要になった。そこで、無線 LAN 装置に代え

て、稚内北星～稚内高校および稚内北星～稚内商工高

校のそれぞれの間を、レーザ光空間通信装置で接続し

た。 

（２）稚内電波観測所～稚内北星 

稚内電波観測所は窪地にあり、稚内北星からは直接

見通すことができないため、両機関の間にある私立稚

内大谷高校の雨天練習場の屋根に中継アンテナを設置

し、接続した。アンテナはいずれも八木アンテナを用

い、稚内電波観測所側のアンテナは屋内（庁舎 2 階の

窓際）に設置した。 

（３）稚内東中学校～稚内商工高校 

稚内北星からの無線ネットワークが既に到達して

いた稚内商工高校から、約 300m 離れた稚内東中学校ま

で、無線 LAN で接続した。稚内商工高校側は同校の展

望室内にアンテナを置き、稚内東中学校側は教室内に

窓越しに平面アンテナを設置した。 

（４）稚内南中学校～稚内高校 

稚内南中学校は、稚内電波観測所のすぐ裏手に位置

しているが、ネットワーク管理上の利便性を考え、稚

内北星からの無線ネットワークが既に到達していた稚

内高校から接続することにした。稚内南中学校側のア

ンテナは、教室内に窓越しに設置した平面アンテナを

用いた。 

（５）潮見が丘中学校～稚内北星 

潮見が丘中学校は、稚内北星の敷地に隣接しており、

両校間に第三者の所有地が介在していなかったため、

無線通信装置の購入設置費用よりも安価に済むという

試算に基づき、両校間に電柱を立てて直接、光ファイ

バケーブルを架設し接続した。 

（６）稚内中学校～稚内高校 

稚内中学校は無線 LAN により稚内高校から接続した。

但し両校は見通し外のため、稚内市役所および市立図

書館に中継装置を設置した。なお市役所および図書館

には中継装置を設置しただけであり、それぞれの施設

内にネットワークは引き込まなかった。 

（７）稚内大谷高校（雨天練習場～校舎） 

稚内電波観測所～稚内北星間の接続のために稚内

大谷高校の雨天練習場に設置してあった中継装置から

枝分かれさせて、約 100m 離れた同校の校舎との間を無

線 LAN により接続した。 

（８）宗谷中学校～稚内商工高校 

 2002 年春に小電力データ通信システムの規制が

緩和され、空中線利得を 12.14dBi まで上げることが可

能になった[4]。その結果、公称飛距離が 16km の製品

がユーザ免許不要で使えるようになった。そこで、2002

年 11 月に宗谷中学校～稚内商工高校の間約 17km の直

接接続を実験し、翌年ノシャップ岬側にある稚内市街

地から、宗谷岬側にある宗谷中学校まで、宗谷湾の海

上をまたいだ接続を開通させた(図 2)。宗谷中学校は、

宗谷岬の手前にある日本最北端の中学校であり、同校

がある地域の通信インフラは 2003 年の時点では一般

向けには 64kbps の ISDN サービスまでしか商用化され

ておらず、この接続により、動画像の伝送が可能な通

信レートで日本最北端が常時接続されたことになる。

そこで、同校の展望室に設置したネットワークカメラ

によるライブ動画像を、インターネットに常時公開し

た。（図 3）  

 

 
図 2 宗谷中学校に設置した長距離無線 LAN パラボラ

アンテナ 



 

 

 

 
図 3 宗谷中学校展望室に設置したネットワークカメ

ラの動画像。（画面右端上が宗谷岬） 

http://camera.soyachu.wakkanai.ne.jp/ 

 

３．２ 実験ネットの構成 

 
稚内地域実験研究ネットワークの各接続機関（ノー

ド）は、稚内北星（wakhok.ac.jp）の学内 LAN のサブ

ドメインという位置づけになっている。但し、2001 年

5 月にダブルドメイン化を行い、インターネット側に

は、XXX.wakkanai.ne.jp という独自ドメインのネット

ワークとして見せている（XXX はノード毎に異なるサ

ブドメイン名）。図 4 に、稚内北星のネットワーク構成

のうち、実験ネットに関係する部分を抜き出して示す。

図 4 に示す通り、各ノードは、稚内北星のファイアウ

ォールの内側に位置し、グローバルアドレスに対する

稚内北星のポリシーを適用された後に到達するように

なっている。従って、インターネット側から見ると、

稚内北星の学内 LAN にあるファイアウォールの内側に、

接続機関ごとのポリシーに基づく独自のファイアウォ

ールが立っているという 2 重壁構造になっている。ル

ーティング的には、実験ネット自体はプライベートア

ドレスで構成され、稚内北星内部のプライベートアド

レスと整合性を持つように設計を行っている。 

 

 
図 4 稚内北星・実験ネット 接続図 

 

新しいルーティング手法やマルチキャストルーテ

ィングなどの実験を行うことも考慮に入れ、実験ネッ

ト内部のルーティングには全て一般的な PC を用い、OS

は FreeBSD を利用している。実際の敷設などの関係か

ら低帯域の無線 LAN などはハブ局内部の同一の有線に

て扱い、VLAN を用いることにより、物理的には同居し

つつも、論理的には異なるネットとして扱うなどの工

夫を行っている。このために、ハブ局となった稚内高

校、稚内商工高校には、VLAN を扱える L2 スイッチと

ルーティング専用の PC を配備し、PC 自身が VLAN タグ

を扱うようになっている。ハブ局の一つである稚内高

校のネットワークを図 5 に示す。集線方法や VLAN 中継

などにおいて細部の違いはあるが、論理的には商工高

校も同じ構成になっている。 

 

 L2 switch
PCルータ
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稚中無線

 
図 5   稚内高校の内部ネットワーク 

 

 

各中学校のネットワークを図 6 に示す。各中学校に

おいてはファイアウォール・NAT ボックス・メールサ

ーバ・Web サーバ・DHCP サーバが全て同一の PC によっ

てまかなわれている。 

 

PCサーバ

無線 外部( )

職員室 実習室

 
図 6 各中学校の内部ネットワーク 

 

なお、最も遠方にある宗谷中に関しては、実験ネッ

トの接続前に既に ISDN による接続を行っていたこと、

及び無線リンクの安定性が不明であったことから、無

線リンクが不通の場合にはフレッツ ISDN による接続

に自動的に変更されるようにファイアウォール上で設

定を行っている。 

 

４．気象による影響と対策 
 

４．１ 気象による影響[5] 

 
寒冷、降雪、強風環境下における無線ネットワーク

の安定性を検証するために、気象状況と回線状況との

相関を調べることが重要である。本節では、稚内地方

気象台の気象情報と回線状況との相関観測の結果につ

いて述べる。但し接続率の観測地点と稚内地方気象台

とは約 4km 離れている。気象情報は、メテオ i-NET サ

ービスにより取得した。メテオ i-NET サービスは、

（財）気象業務支援センターに設置されているシステ

ムにインターネット経由でアクセスし、地上気象観測

データやアメダス観測データなどを準リアルタイムに

ダウンロードできるものである。 

図 7 に、2001 年の 2 月 28 日から 3 月 21 日までの一

日の接続率をプロットしたものを示す。ここで、接続

率は一分間に５個 64byte ICMP パケットを送り、送出



 

 

パケットに対するリプライパケットの割合と定義して

いる。ここで見られるように、3 月 4 日と 3 月 7 日に

顕著に接続が落ちている。 

 

 
図 7 稚内北星～稚内高校及び稚内商工高校の接続率

（2001 年 2 月 28 日～3 月 21 日） 

 

この両日の天候状態と接続率を時間軸上にプロッ

トしたものを図 8 と図 9 に示す。風速はこの地方では

吹雪の状態、即ち視界に多大な影響を与える。なぜな

らば、地表温度がマイナス十度前後であるために、冬

の初めや春先を除き、降雪はほとんど粉雪状態となる。

そのために、降雪量にもよるが、風のない時の降雪に

よる視程への影響は、風のある場合と比べると大きく

異なっている。また、降雪がなくとも、降雪した雪が

その後の強風により降雪と同じような地吹雪と呼ばれ

る状態になる場合もある。このために、風速、視程、

降雪量、風速が天候要件として重要であると考えられ

たので、これらのデータとの相関について考察を行っ

た。 

図 8 の例では、13 時前から急速に接続率が落ち、17

時以降に一時的に回復するが、再び悪化している様子

が見て取れる。降雪は 15 時のデータでは 0mm とされて

いるが、恐らくは観測地点の問題であり、この時点で

はある程度の降雪と同時に風の影響によって切断して

いるものと思われる。 

 

 
図 8  稚内北星～稚内高校及び稚内商工高校の接続率

と天候状態（2001 年 3 月 4 日） 

 

稚内北星～商工高校間は約 1km であるのに対して、

稚内北星～稚内高校間はその 2 倍の距離があり、接続

の困難性が異なると思われる。図 9 は、この困難性の

違いを如実に表している例である。朝から昼にかけて

かなりの降雪があったことが、9 時の時点での天候デ

ータから読み取れるが、9 時から 15 時にかけては累計

10mm とやや降雪が衰えたものと思われる。これを反映

して商工高校との通信は 50%前後に回復しているが、

稚内高校との通信は 0%に落ちたままである。更に、15

時から 21 時までの累計では同じ程度の降雪があった

のにも関わらず、通信が全般的に回復している。こう

した結果から、実は昼の 15 時前後の時点では降雪量的

には低い水準に落ちていたのだが、朝の時点での降雪

のためにその後も風速 10m 前後の風の影響で地吹雪状

態になっていた事が分かる。実際、視程データを見る

ならば、夜 9 時の時点までにそれまでの 1km を大幅に

下回っていた視程が 1km 前後に回復している。 

 

 
図 9  稚内北星～稚内高校及び稚内商工高校の接続率

と天候状態（2001 年 3 月 7 日） 

 

４．２ 対策（レーザ及び無線 LAN による二重化） 
 

前節で述べた相関観測の結果、レーザ光空間通信装

置により特に長距離の接続をしている稚内北星～稚内

高校の間（1.9km）が、地吹雪等により通信断になる頻

度が高いことがわかった。そのため、稚内北星、稚内

高、商工高の 3 校の接続を、レーザ光空間通信装置お

よび無線 LAN により、トライアングル状に 2 重化し、

地吹雪時には、OSPF(Open Shortest Path Fast)を利用

しダイナミックにルートを迂回させる方法をとった。 

 

 
図 10 稚内高校に設置した、レーザ光空間通信装置 2

機（稚内北星および稚内商工高校向け）と、バ

ックアップ回線用の無線 LAN アンテナ 2 本 



 

 

 

図 10 に、稚内高校に設置した、レーザ光空間通信

装置 2 機（稚内北星および稚内商工高校向け）と、バ

ックアップ回線用の無線 LAN アンテナ 2 本を示す。 

二重化を行う地点は、稚内北星・商工高校・稚内高

校の３地点であった。そして、この地点間での最大帯

域を考えると、レーザ接続が最大に稼動した場合一つ

の地点に 200Mbps 程度と見積もることが出来る。次に、

この実験ネットでマルチキャストや IPv6 などの様々

な技術的な試みを行う可能性を考慮すると、専用 L3

スイッチなどでは対応出来ないことが明白であった。

そこで、各ノードの接続ポイントと同じように、PC に

よるルーティングを行うこととした。同時に、上記の

帯域に対する要請、更にはマルチキャスト(IPv4,IPv6)

が多用される点などを考慮すると、ノードの設備など

の問題からそれぞれのラインの分離は完全には行えな

いために、最低論理的な分離を行う必要があった。結

果として、帯域のためルータ PC には PCI-X バスを装備

し、GigabitNIC を搭載したものを選択し、分離のため

Tagging VLAN を用いた L2 での設計を行うこととした。

図 11 にその設計概念図を示す。 

 

 
 

図 11 二重化設計 

 

2001 年 12 月 9 日に採取した、天候状態と接続率を

図 12 に示す。この日は一日中コンスタントに 10mm 程

度の降雪が観測されているが、風のためにレーザでの

接続率が変化している様子がはっきりと見て取れる。

一方、こうした状況にも関わらず、無線 LAN での接続

には大きな変化は観測されていない。 

 

 
図 12  他地点間接続率と天候データ 

（2001 年 12 月 9 日） 

 

2002 年の春の３ヶ月間の接続率を図 13 に示す。暴風

雪の吹き荒れる２月から３月以降は比較的安定してレ

ーザも稼動していることがわかる。このように高速な

ネットワークを年間を通じて維持している点は重要で

あり、レーザの弱点を無線 LAN などの安価な装置を用

いて補完し、安定運用を行った例は全国的にも少ない

と思われる。 

 

図 13  2002 年 2 月 21 日～5 月 21 日を通じての接続率 

 

５．接続校による評価 
 

実験ネットにおいて、実験参加者である接続校によ

る評価は重要である。そこで、同実験ネットにより新

たに接続された 5 つの中学校に対してヒアリング調査

を行うことにした。調査時期は 2004 年 2 月から 3 月に

かけてで、回答者は、各校でネットワーク管理に携わ

っている教師である。各校の利用頻度と天候と接続不

具合との関連性についてのヒアリング結果を表１に示

す。 

 

表１ 接続中学校に対するヒアリング結果 

 利用頻度 天候と接続不具合との関連性  

稚 内

中 学

校 

毎日。 吹 雪 の日 は厳 しい。しかし、年 々よく

なってきた。2003 年はほぼ支障無か

った。経 路 途 中 の学 校 （稚 内 高 校 ）

における工 事 の際 に止 まったことは

あった。天 気 が悪 いとつながらないこ

と等、生徒も事情を知っている。 

稚 内

東 中

学校

授 業 の 流 れ

で 、 必 要 な 時

は 集 中 し て 使

用 。クラブでは

週３回。 

吹 雪 の時 はダメ。夏 の天 気 がよいと

きに止 まったことがある。（稚 内 商 工

高校側の工事 ？） 

稚 内

南 中

学校

１ 年 に ２ ５ 時

間。 

 

一 昨 年 位 は吹 雪 のときはダメだった

が、昨 年 からの今 シーズンの冬 にか

けては問題なかった。 

潮 見

が 丘

中 学

校 

週 ３回 以 上 。１

０ 月 ～ ３ 月 は

ほ ぼ 毎 日 使

用。 

（光ファイバー使用のため無関係）

宗 谷

中 学

校 

必 要 な時 間 の

み。 

 

天候はあまり気にならない。 

 

表１によると、各校の利用頻度は概して高く、実験ネ

ットが授業で欠かせないツールになっていることが示

されている。そのため、接続の安定性に対する不安を

訴えている学校が多い。天候と接続不具合との関連性

については、当初は不安定だったのが徐々に安定して

きたことが接続校にも体感できていることが示されて

いる。これは前節で述べたように、2002 年に実施した

ハブ局（稚内北星、稚内高、商工高）のトライアング

ル化と 2 重化が特に効果的だったと推察される。天候



 

 

に対する無線 LAN の脆弱性については、最も条件が厳

しいと思われる宗谷中学校でも問題になっていないこ

とから、さほどの懸念は無いものと考えられる。 

 

６．今後の課題 
 

6.1 天候状態と接続率の関係 
 

気象問題については、筆者の専門外であったために、

気象データと接続率との相関を十分に研究するには至

らなかった。特に、降雪時の様々な問題は無線 LAN や

レーザ通信などの関係では既存研究が少なく、専門家

との連携が欠かせない。この点で、筆者の一人（金山）

が稚内地方気象台で講演を行った際に、気象官から幾

つかの示唆を受けたが、それらを本研究に生かすには

至っていない。それは、降雪量にのみ我々は着目して

いたが、実際には降雪量は６時間毎のデータであり、

接続率と比較するにはいささか粒度が荒かったのであ

る。一方、降雨データは非常に細密にデータが採取さ

れており、降雪もまた降雨データに含められて採取さ

れている。降雨量から降雪量への変換については、先

の気象官によれば経験的には地表温度で大体予測可能

とのことである。従って、接続率との関連で考えるな

らば、降雨量・地表温度・風速の３重相関を見ること

によって、接続率について新たな知見が得られる可能

性がある。現時点ではこうした分析にまで至っていな

いが、データ自体は豊富に存在するので、今後こうし

た問題に取り組んでみたいと考えている。 

 

6.2 無線 LAN の安定運用 
 

接続校へのヒアリング結果によると、天候と接続安

定性との間に強い相関は報告されなかったが、2.4GHz

帯を使用した無線 LAN の接続安定性は、アンテナに付

着した水分によって左右されることが知られている。

水分を多く含んだ雪が降ると、その雪がアンテナに付

着し、電波を吸収するため感度が低下する。アンテナ

のエレメントではなくカバーに付着した場合でもある

程度の影響が出ざるを得ない。稚内市は風が強く雪が

飛ばされ、また気温も低いため、水分の多い雪が降る

ことは少ないが、降った時には一度付着した水分の多

い雪が、その後に凍り、その上にまた雪がつくという

ことが起こることがある。アンテナを設置する際には、

設置場所や方法を十分に検討する必要がある。 

例えば、春先の水まじりのべた雪のために平面アン

テナの前面が覆われ、完全に通信が途絶したことがあ

った。そこで平面アンテナを設置する場合には必ず屋

内に設置し、ガラス越しに通信を行うようにしていた

が、東中学ではこのガラス窓に雪が付着し、通信が妨

害されることがあった。通常、人が生活している部屋

の場合には暖房などによりこうした付着はそれほど発

生しないのだが、東中学ではハブである商工高校との

位置関係上、人気のない部屋に設置したために、こう

した問題が発生したのであった。図 12 において東中学

～商工高校の無線 LAN 接続データがほぼ稚内北星～商

工高校間のレーザ接続データに同期しているように見

られるのは、そのためである。その後、無線 LAN 装置

のアンテナは平面型から八木アンテナ型へと主流が移

行したために、屋外に設置してもこうした問題は発生

しづらくなっている。 

 

6.3 先進的な取り組みへ 
 

筆者の一人（金山）のグループでは MPLS(Multi 

Protocol Label Switching)を用いた接続実験を、道内

の大学・機関と協力して行いつつある（北海道広域高

速学術ネットワーク、NORTH boreo[6] ）。MPLS は理念

的には IP とは無関係に、論理階層的には layer2.5 の

技術として、歴史的には ATM の改良・発展あるいは失

敗に学んだものとして、それ故に IP ルーティングの負

荷を改善するものとして登場している。このような特

徴から、当然 IPv6 との関連も今後の重要な問題と考え

られる。 

 

７．まとめ 
 

稚内地域実験研究ネットワークプロジェクトを推

進してきた 5 年間に、情報通信ネットワークを取り巻

く環境は大きく進歩した。都市部では ADSL や FTTH の

普及により、家庭でもブロードバンドの利用が当たり

前になった。その一方で、広域過疎地域におけるブロ

ードバンドの利用は相変わらず困難である状況は変わ

らない。同プロジェクトにおいて行ってきたような、

無線装置により自営ネットワークを構築・運用するこ

との、コスト面での優位性は減っていないと考えられ

る。今後は、同プロジェクトで得られた知見を、他の

地域ネットワークの構築に生かしていくことが重要で

ある。 

なお、稚内地域実験研究ネットワークを総合的に紹

介するポータルサイトを以下の URL で公開しているの

で、参照されたい。 

http://www.crl.wakkanai.ne.jp/ 
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