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ブロードバンド未整備地域における 
防災 Wi-Fi ステーションの設置と運用に関する研究 

 

 

学術情報基盤センター 升屋 正人 
 

 

１．はじめに 
 

 災害発生時に拠点となる避難所等においては，避難者が災害に関連した情報を収集する「外か

ら内の通信手段」とともに，被災状況を自治体等の関係各所に配信する「内から外への通信手段」

が必要となる．従来から用いられているテレビ・ラジオ・電話に加えて，最近では電子メール，

ホームページ，SNS などが双方向の通信手段として用いられるため，避難所等においてはインタ

ーネット接続環境が欠かせない．インターネットに接続するだけであれば電話回線や衛星回線で

もよいが，災害発生時にはテレビ放送と同じ内容をインターネット上で配信する IP サイマル放送

も行われる場合があり，その視聴には高速・広帯域でインターネットにアクセスするための通信

回線であるブロードバンドが必要である．被災状況を撮影した画像や動画を避難所等から配信す

る場合もあるため，防災拠点においてブロードバンドは欠かせない．さらに，PC やスマートフォ

ン，タブレットなど，さまざまな機器をインターネットに接続するためには，無線 LAN による

ブロードバンド接続環境が必要となる． 
 こうした災害時の情報の受発信を目的として全国で防災 Wi-Fi ステーションの整備が進められ

ている．国の補助金によるもののほか，自治体独自の財源での整備も行われている．国の補助金

は防災のみを目的としたものではなく，観光などでの平時の利用も目的とした Wi-Fi 環境の整備

に対するものとなっており，その場合「観光・防災 Wi-Fi ステーション」と呼ばれる．また，国

が「Wi-Fi ステーション」と言う場合，狭義には無線 LAN アクセスポイント機能に加え，蓄電池

設備，サイネージ機能や街路灯の機能を備えた屋外設置の設備を指す．しかし，国においても，

公衆無線環境整備支援事業として，狭義の Wi-Fi ステーションに止まらず無線 LAN アクセスポ

イントの自治体による整備を支援している．そこで，本稿では屋内外を問わず防災拠点において

無線 LAN アクセスポイントによるインターネット接続を提供する設備を防災 Wi-Fi ステーショ

ンと呼ぶことにする． 
防災 Wi-Fi ステーションは，ブロードバンドが整備されている地域であれば，ブロードバンド

回線と無線 LAN アクセスポイントのみで容易に設置ができる．ところが，鹿児島県内にはブロ

ードバンド未整備の地域がまだ多い．未整備の地域は人口集中地域から離れており，交通の便が

悪く災害時には孤立することが想定される場合が多い．このような地域にこそ，災害時の情報受

発信手段の確保が欠かせないにも関わらずブロードバンドが未整備となっており，災害時の情報

受発信が難しい状況にある． 
そこで本研究では，ブロードバンド未整備地域において防災 Wi-Fi ステーションを設置するた

めに必要な技術的検討を行うとともに，運用上の諸問題を調査，考察することにした． 
 ブロードバンド未整備地域では，都市部と同等のブロードバンド接続サービスの利用はできな

い．事業所向けの専用線サービスは提供されている場合は多いが，月額料金が数十万円以上と高

額であるため，地域住民や自治体による負担は難しい．そこで，最も近いブロードバンドサービ

ス提供地域と無線 LAN を用いて結ぶ方法を用いることにした．無線 LAN による通信を実現する

には，距離や見通しなど地理的条件の制約があるため，任意のブロードバンド未整備の地域で適

用できるわけではない．しかし条件さえ整えば，最低限の導入，維持費用で W-Fi ステーション

の整備ができることになる．本稿では，ブロードバンド未整備地域である南さつま市秋目地区を

対象として防災 Wi-Fi ステーションの実現方法及び運用上の課題について検討した結果を述べる． 
 
2. 秋目地区について 
 
 南さつま市秋目地区は薩摩半島の南西，沖秋目島を望む秋目湾の奥に位置する漁業集落であり，
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2010 年の統計では，世帯数は 69 戸，人口 113 人，高齢化率 58.4%となっている．本研究の取り

組みとは独立に，鹿児島大学のボランティアサークルが地域活性化に取り組んでいる地域の一つ

である．古くは奈良時代に鑑真がわが国への上陸を果たした地であり，集落の外れにはその生涯

などを紹介する鑑真記念館がある．また，1967 年公開の映画『007 は二度死ぬ』の主要なロケ地

の一つであり，鑑真記念館前にはその記念碑も設置されている． 2005 年に合併して南さつま市

となる以前は坊津町の一部であった．公共交通機関はなく，薩摩半島の海沿いの国道 226 号線と，

秋目峠を越えて大浦地区に至る県道 271 号線による三方からの自動車によるアクセス以外に地区

を訪れる方法はない．交通の便は良いとは言えず，道路上で土砂災害が発生した場合には孤立の

可能性も高い． 
 秋目地区では通信事業者によるブロードバンドサービスは提供されていない．これは，人口集

中地域から遠く，世帯数も少ないことから採算が取れないためである．一般加入電話については

全世帯に対して NTT がサービスを行わなければならないユニバーサルサービスとして位置付け

られているため，NTT 坊津局によりサービスが提供されている．NTT 坊津局には ADSL 設備が

導入されている．これにより秋目地区については，各種統計上，ブロードバンド化が完了したこ

とになっている．ところが，ADSL は NTT 局舎からの距離が線路長で 4km 程度がサービス提供

の限界である．秋目地区は NTT 坊津局から線路長で 9km 以上離れており，ADSL サービスを申

し込んでも利用することができない．実際に，地区住民からの依頼で NTT が調査を行ったが，

ADSL サービスの利用はできなかった．ADSL が距離に依存し，遠距離では利用できないこの問

題は技術的に回避が不可能である．また，光ファイバによるブロードバンドサービスは提供の予

定が現在のところない．採算が取れないため通信事業者によるサービスは期待できず，莫大な費

用がかかるため自治体による整備も期待できない．技術的には，NTT 局舎内に設備を導入して光

ファイバケーブルを敷設するだけなので困難は全く無いが，導入費用及び運用費用の確保は極め

て困難である．このため，将来にわたってブロードバンドサービスの提供は難しい．秋目地区で

ブロードバンドを実現するには新しい別の方法が必要である． 
 携帯電話事業者によるサービスは NTT ドコモとソフトバンクにより提供されている．ソフトバ

ンクは実質的に通話のみのサービスであるが，超高速ブロードバンドに分類される第 3.9 世代に

位置付けられる携帯電話の通信技術である LTE（Long Term Evolution）によるデータ通信サー

ビスが NTT ドコモにより最近になって提供されるようになった．NTT ドコモのホームページに

よれば，秋目地区周辺は 800MHz 帯による受信時最大 75Mbps または 37.5Mbps とされるサービ

スエリアであり，スマートフォンやタブレットによる無線ブロードバンドの利用が可能である．

ただし，携帯電話事業者による無線ブロードバンドサービスは，通信量に制限があるか，通信量

に応じて高額となるため，動画の視聴等には向かない．また，複数の端末による回線共用も通信

量が多くなるため難しい．ブロードバンドサービスと同様に防災 Wi-Fi ステーションに用いるこ

とができるかについては検証が必要である． 
 
3. 秋目地区へのブロードバンドの延長 
 

 通信事業者も自治体もブロードバンドの整備に取り組まないのであれば，残る担い手は地域住

民しかいない．地域住民のみの力で実現するには，可能な限りコストを低く抑えなければならな

い．そこで，莫大な費用をかけることなく，秋目地区においてブロードバンドを利用するため，

「ブロードバンドサービス提供地域と無線 LAN で結ぶ」方法を用いることにした．このアイデ

アは，ブロードバンド未整備地域においてブロードバンドを体験させるイベントを開催する中で

着想に至った[1]もので，鹿児島県十島村や三島村において，その仕組みの実証研究も行った．十

島村での取り組みについては[2]に，三島村での取り組みについては[3]に詳しい．これらは，ブロ

ードバンドサービス提供地域と利用地域を結ぶ仕組み自体を，地域住民が構築・運用することを

目指す取り組みである． 
 秋目地区から最も近いブロードバンドサービス提供地域は大浦地区となる．無線 LAN で秋目

地区まで延長できれば，大浦地区と同等の環境を秋目地区で実現できることになる．ただし，秋

目地区と大浦地区は見通しがとれているわけではなく，直接の無線通信はできない．しかし，秋

目地区と大浦地区を結ぶ県道 271 号線の最高地点となる秋目峠近くの山上に秋目地区のテレビ共

聴アンテナが設置されていた．テレビ難視聴エリアでもある秋目地区では，この共聴アンテナに
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よりテレビ放送を受信している．この共聴アンテナ柱から，大浦地区と秋目地区の双方を見通す

ことができる．ここを中継拠点とすることで，秋目－大浦間の無線 LAN 通信を実現することに

した（図１）．秋目－共聴アンテナ間の距離はおよそ 1km，共聴アンテナ－大浦間はおよそ 2km
である．なお，共聴アンテナは地デジ化に際して１本が増設されている．無線 LAN アンテナを

取り付けるのは使用しなくなった旧共聴アンテナ柱とし，テレビ受信への影響が無いように配慮

した． 
 

 
 

図１：秋目－大浦間を結ぶ無線 LAN 中継回線の模式図． 
 
 大浦地区での拠点としては，南さつま市役所と協議して，南さつま市大浦支所を利用すること

にした．大浦地区に ADSL サービスを提供している NTT 大浦局は南さつま市大浦支所に隣接し

ており線路長は短く，大浦支所において問題無く ADSL サービスを利用することができる．また，

秋目地区での拠点としては，漁協関係者と協議して，南さつま漁協秋目支所（以下，秋目漁協）

の建物を利用することにした．これにより，大浦支所において ADSL 回線を契約し，無線 LAN
を中継回線として秋目漁協まで LAN 配線を延長する形を取ることにした． 
 
4. 無線 LAN による中継回線の構築 
 
 地域住民が自ら低コストで整備・運用を行うことを前提として，無線 LAN による中継回線の

構築は専門業者に依頼するのではなく，教員が中心となって必要最低限の人員により行った．用

いた機器は表１の通りである．機器のコストは定価総額で 30 万円程度となった． 
 

表１：中継回線に用いた機器 
機器名 メーカー・型番 数量 
無線 LAN アクセスポイント BUFFALO・WLA2-G54C ４ 
八木アンテナ BUFFALO・WLE-HG-DYG ４ 
アンテナ接続ケーブル BUFFALO・WLE-CC5 ４ 
受電アダプタ BUFFALO・WLE-POE-R33 ２ 
給電アダプタ BUFFALO・WLE2-POE-S ２ 

 
 設置に当たっては，まず，無線 LAN アクセスポイントを２台ずつ組にし，無線 LAN アクセス

ポイント間通信の仕組みである WDS（Wireless Distribution System）を設定して，正常に通信

ができることを確認した．無線規格として 2.4GHz 帯を使用する IEEE802.11g を用い，干渉を防

ぐため各無線 LAN アクセスポイントの組で異なるチャンネルを設定した．事前の設定及び確認

により，設置場所での設定作業は不要となり，作業を取り付け作業のみとすることができる． 
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①大浦支所 
 

ADSL モデム機能を内蔵したブロードバンドルータを電算機室内に設置し，ADSL 回線を接続

した．ブロードバンドルータの LAN ポートを，給電アダプタを介して屋上まで LAN ケーブルに

より延長し，受電アダプタと無線 LAN アクセスポイントを接続した．受電アダプタと無線 LAN
アクセスポイントは雨水の影響が無いよう給水タンクの下部に設置し，アンテナマストの中段に

取り付けた八木アンテナ（図２・右）と接続した． 
 

   
 

図２：左は秋目漁協屋上に設置した無線 LAN 八木アンテナ，中央は秋目峠近くの山上にある旧共聴アンテナ柱に

設置した無線 LAN 八木アンテナ（上は大浦支所，下は秋目漁協に向いている），右は大浦支所屋上に設置した無

線 LAN アンテナ・ 
 
②秋目峠山上共聴アンテナ柱 
 
 旧共聴アンテナ柱に，大浦支所と秋目地区の秋目漁協向けにそれぞれ八木アンテナを設置した

（図２・中央）．また，それぞれのアンテナに大浦，秋目，それぞれの無線 LAN アクセスポイン

トと WDS による接続設定を行った無線 LAN アクセスポイントを接続した．電源については，秋

目地区住民と協議した上で，テレビ共聴設備のブースターに用いるため新共聴アンテナ柱まで配

線されている電灯線を分岐して使用した． 
 
③秋目漁協 
 
秋目漁協建物の屋上に設置されていたアンテナ柱（現在は未使用）の下段に山上の共聴アンテ

ナ柱に設置した無線 LAN アクセスポイントと接続するための無線 LAN アクセスポイントと，八

木アンテナを取り付けた（図２・左）． 
 秋目－大浦間の無線区間のみでの通信帯域は最大で 16 Mbps となり，大浦支所におけるインタ

ーネット実効速度を上回る帯域を確保できた．これにより，秋目地区に延長したブロードバンド

回線におけるインターネットの実効速度は大浦支所内とほぼ同等となり，１回線のみではあるが，

秋目地区においてブロードバンド環境を実現することができた． 
 
5. 公衆無線 LAN サービスの提供 
 
 無線 LAN による中継回線を用いることで秋目漁協においてブロードバンド回線を利用できる

ようになった．そこで，これを用いて公衆無線 LAN サービスを提供することにした．八木アン

テナを取り付けた秋目漁協屋上のアンテナ柱の最上部に，無線 LAN 無指向性アンテナを取り付

け，無線 LAN アクセスポイントを接続した．中継回線との接続部にはルータを置き，無線 LAN
クライアントに対して DHCP による動的 IP アドレス割当を行う．大浦支所に設置したブロード

バンドルータにも DHCP サーバ機能はあるが，無線 LAN による中継回線区間を流れる通信を最

小化することで中継回線の帯域をできる限り多く確保するため，このような構成とした． 
 地域に対して，無線 LAN に接続するための SSID と WEP キーの情報を提供し，秋目地区住民
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及び地区訪問者が自由に使用できるようにした． 
秋目漁協における公衆無線 LAN サービスは，秋目漁協周辺の屋外においてノート PC，スマー

トフォン，タブレット等で利用できるほか，外付けアンテナを接続した無線 LAN ブリッジを用

いることで，近隣の世帯に設置したデスクトップ PC においても利用できる． 
 これにより，平時はブロードバンドインターネット接続サービスとしても利用でき，災害時に

は情報の受発信ができる防災 Wi-Fi ステーションを，ブロードバンド未整備地域である秋目地区

において実現できた． 
なお，秋目地区においては，避難所等の機能を果たす施設として診療所や公民館などがある．

これら施設について，秋目漁協から無線接続による回線の延長も可能であることを確認したが，

平時の利便性の点から常時公衆無線 LAN として稼働させる場所は秋目漁協のみとした．また，

津波防災を考えた場合，海に近く高台ではない秋目漁協建物は防災拠点としては適切ではない．

今回は，中継回線としての無線 LAN の利用可能性検証を目的としており，また，主に費用の面

から津波防災をも考慮した中継回線の整備については断念した． 
 無線 LANによる大浦－秋目間の中継回線の構築と秋目漁協における公衆無線LAN サービスの

提供は 2008 年度に着手・実証したものである．以後，現在に至るまで機器構成に大きな変更を

加えることはせず，配線の整理やハウジングボックスの取替など設置環境に関わる微調整を加え

ながら運用を継続してきている． 
 
6. 障害発生時の対応 
 
 2014 年以前に発生した障害は，雨水の浸入による機器及び配線の故障と，停電等による上流回

線の切断のみであり，致命的な障害は発生していかった．雨水の浸入による故障は，完全な防水

対策を行わない簡易な施工に起因するもので，コスト削減のため工事業者を使わずに機器の設置

を行っているため，ある程度はやむを得ないものであった．障害申告時の機器の目視による動作

確認や電源再投入については，地域住民にも協力いただいている．また，停電による回線断に際

しては，南さつま市職員に協力いただき，大浦支所内の ADSL モデムの電源を再投入するなどし

て復旧させることができた． 
 数年にわたって特に大きな障害もなく，地域住民等の協力を得て比較的安定した運用を継続で

きていたが，2015 年 8 月に発生した台風 15 号により，大きな被害を受けることになった．強風

により旧共聴アンテナ柱に取り付けられていたテレビアンテナがちぎれ飛び，旧共聴アンテナ柱

の支持ワイヤが切断され，無線 LAN アクセスポイントの収納ボックスがはじき飛ばされたので

ある．これにより，ボックスが脱落，雨水が浸入して２台の無線 LAN アクセスポイントが同時

に破壊されることとなった．共聴アンテナ柱までの経路も倒木が生じ，到達が困難な状態となり

機器の交換に時間を要した． 
無線区間の通信方法に２台１組で相互に設定を行う必要がある WDS を用いていたことも，復

旧に時間を要する原因となった．WDS による接続に際しては、互いの MAC アドレスを登録する

必要があり，機器を入れ替える場合には WDS により接続する双方の機器で設定をやり直す必要

がある．山上の機器２台の取替に際しては，大浦支所の機器と秋目漁協の機器の双方の設定を変

更する必要があり，中継区間で使用する４台すべての装置について設定作業が必要となった．実

際には，設置時と同じく予備機４台を用いて事前に設定及び通信確認を行い，４台すべてを交換

することで復旧させた． 
 
7. 携帯電話回線（LTE）による回線冗長化の検証 

 
 2015 年度は，もともと LTE 回線による回線冗長化の検証を行う予定であり，新規に導入した

機器及び契約した LTE 回線を用いて，無線区間に障害が発生した場合に自動的に LTE 回線に切

り替わるシステムの構築を大学内において行っていた．自動切り替えについて正常に動作するこ

とまで確認が完了していたところ，台風 15 号により無線区間が途絶する状況となったため，当該

システムを秋目漁協内に急遽設置し，無線区間復旧までの間，LTE 回線により公衆無線 LAN サ

ービスを行うことにした．図らずも実用に近い形で LTE 回線の検証を行うことができたことにな

る．しかし，LTE 回線は防災 Wi-Fi ステーションの上流回線としては利用が困難であることが明
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らかになった． 
 その最大の理由は，高速通信容量の制限にある．利用したサービスは NTT ドコモの回線を利用

した MVNO 事業者による月額 1,000 円程度の LTE データ通信サービスであるが，高速通信容量

に毎月 3GB の制限があった．秋目地区への設置後，短期間のうちにこの制限に達し，数百 kbps
以下の速度に制限されることとなった．パソコン向けの高画質動画では、30 分番組 1 本が 700MB
程度であることを考えれば，月 3GB はあまりに少ない．YouTube の標準画質の動画でもおよそ 6
時間で 3GB を超えてしまう．また，Dropbox や OneDrive などのクラウドストレージを利用して

いると，意識せずに通信が発生するほか，ウイルス対策ソフトのアップデートや Windows Update
など，バックグラウンドで発生する通信も多くある．複数の端末が接続するとなると，通信容量

はなお不足する．容量制限については 10GB のサービスもあるが，それでも十分とは言えない．

また，10GB のサービスでは月額料金が 2,500 円程度と高額になる．一方，通信帯域が 3Mbps に

制限されるが月額 2,500 円程度で通信容量が無制限のサービスもあるが，こちらは帯域が十分で

なく，複数端末での利用は難しい． 
 実際のところ，LTE 回線による暫定運用期間中において，公衆無線 LAN サービスを自宅で利

用している地域住民に以前と同様の状態に回線が復旧したとの認識は無く，無線 LAN を用いた

中継回線の復旧を待っていたようである． 
 
8. まとめ 
 
 ブロードバンド未整備地域において，防災Wi-Fiステーションを整備する方法として，無線LAN
を中継回線に用いる方法が有効であることを示すことができた．地域住民の参画により低コスト

の整備・運用を実現できており，数年間にわたり，継続的に運用することができている．一方で，

無線 LAN 回線障害時に自動切り替えを行う仕組みを構築することはできたが，LTE 回線を上流

回線とすることは，通信容量制限のため実用が困難であることが明らかになった．複数端末での

利用ではなく，１台のみで利用するのであれば問題はないため，LTE 回線は個々の端末でそれぞ

れ利用する形態を取ることがよいと思われる． 
今後は，地域の情報や防災情報を無線 LAN に接続した利用者に自動的に提供する仕組みを組

み込み，防災 Wi-Fi ステーションとしての機能を高めるとともに，自然災害の被害を受けても早

期に復旧できる機器構成を検討したいと考えている． 
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