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高速 LAN 型光無線通信方式の検討 
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あらまし  開発した光無線通信装置による室内高速 LAN を構築するために，イーサネット（100BASE-TX）等の

電力線 LAN（Local Area Network）との統合できる空間全二重の CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access With Collision 
Detection）通信方式を提案した．有線 100BASE-TX での常にアイドリング信号を存在している CSMA/CD 方式に対

して，無線の空間全二重 CSMA/CD を実現するために，プログラミングチップ FPGA（Field Programmable Gate Array）
を用い，プログラムで有効データを発生しない場合，アイドリング信号の送信を停止させ，有効データを発生する

とき，フレームの選択により信号衝突の検出と処理を行う．また，この方法に基づき，実用のネットワーク制御基

板を開発した． 
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Abstract  A new communication method of spatial full-duplex CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection) based on the protocol in Ethernet 100BASE-TX is proposed for indoor high-speed optical wireless LAN (Local Area 
Network). To integrate wired communication LAN and realize wireless full-duplex CSMA/CD, a programmable FPGA (Field 
Programmable Gate Array) chip is used to stop idle signals in the method of Ethernet 100BASE-TX when no available data are 
transmitted in the information space, and detect the collision of data signals by the data frame selection when data signals are 
transmitted interactively. Based on this method of spatial optical CSMA/CD, the network control boards with practical use are 
developed for high-speed optical wireless LAN.      
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1. はじめに  

無線電波との相互補充の通信方式として，空間光波

を利用する光無線情報伝送に関する研究は，周波数資

源の節約，隣接無線ネットとの干渉の抑制，大容量伝

送の確保，低消費電力で長時間連続動作などいろいろ

な観点から進めている[1-3]． 

これまで我々は，光波をキャリアとして，無線アク

セスポイント（親機）と端末（子機）を開発していた

[4，5]．これらの光無線装置の多元接続により１対 n

の LAN（Local Area Network）通信環境を構築するた

めに，通信方式を検討と提案する必要がある．一般，

双方向データ伝送を実現する方式としては，ダウン/

アップ伝送を交互に時間を区切って片方向からの送信

しか行わない半二重方式及び，ダウン/アップ伝送を同

時に双方から行う全二重方式である．この内，通用の

イーサネット有線 LAN は CSMA/CD（Carrier Sense 
Multiple Access With Collision Detection）技術に基づき

全二重方式を使っている．そこで，我々は，イーサネ

ット 100BASE-TX（3 値伝送）との親和性を有する全

二重方式を想定して開発を行っている． 

本論文では，このような無線の空間的な全二重を実

現できる光 CSMA/CD 方式を提案し，プログラミング

チップ FPGA（Field Programmable Gate Array）を活用

することにより，室内高速 LAN 用のネットワーク制御

基板の開発原理と方法を述べる．また，開発した基板

を利用して実証テストを行うことにより，双方向多元

接続可能の１対ｎ型光無線 LAN を構築することがで

きることを示す． 

 

2. 原理と方法  
提案の空間光全二重 CSMA/CD 通信方式の動作原理

を図 1 に示す．図 1（a）は信号衝突を発生しない場合

であり，制御手順として次の 4 つがある．①Computer1

からの送信が発生する;②子機 Terminal 1 はキャリア

がないことを確認して（キャリアセンス CS）赤外線送
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信を開始する；③親機 Accesspoint は Terminal１から

の信号を受信すると直ちに可視光リピート信号を送信

する；この際，親機の赤外線受光部は可視光カットフ

ィルタを装着することにより，混信がなく安定してリ

ピート送信を継続できる；④親機のリピート信号は拡

散放射光として広い範囲を照射し，子機１と２により

受信される．子機１は自己の送信信号と受信したリピ

ート信号を比較し，一致を確認しながら送信を継続す

る．一方，子機２は受信したリピート信号を Computer2

に送り，Computer2 は受信信号が自己のアドレス宛で

あれば取り込み，異なれば破棄する． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 信号衝突なし  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 信号衝突検出 

図 1 空間光 CSMA/CD の動作原理 

以上の手順が，正常にパケット伝送が行われた場合

の動作であるが，Computer１と２が同時に送信を開始

すると（図１(b)），親機は子機１と２から同時に送信

した信号を受けることとなり（衝突発生），リピート信

号は破壊された波形を子機１と２に送信し，子機１と

２ は 受 信 し た 信 号 を 各 自 の Computer に 送 り ， 各

Computer は受ける信号が破壊されていることを確認

する（衝突検出 CD）ことにより，速やかに送信を停止

し，上位レイヤのジャム信号（衝突発生ときの整理待

機信号）により待機状態に至る． 
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図 2 空間光 LAN の基板動作 

 

図 1 のような空間光 CSMA/CD 方式を実現するために，

専用のネットワーク基板を制作する必要がある．想定

された１対ｎ型空間光 LAN 用の基板動作原理を図 2 に

示す．上の１個は，親機用のネットワーク機能制御ボ

ードであり，下のｎ個は子機用のものである．親・子

機の基板のハード構造は同様と設定し，光デバイス側

の PHY1 (Physical Layer Chip）と PLC (Power Line 

Communication)モデムや HUB (100BASE-TX イーサネッ

ト LAN)など側の PHY2 の間に FPGA を設置する構成とな

っている．PHY はネットワーク物理層のチップであり，

イーサネットのインターフェースにおいて，図 2 に示

すような 2 値論理信号を実際の 3 値電気信号に変換す

る役割を果たしている．FPGA はプログラミングするこ

とができる LSI であり，プログラムでそれぞれ親機（フ

レーム選択機能）と子機（内部アドレスフィルタと外

部スイッチ）の動作を制御し，システムを空間全二重
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の通信方式で動作させるようにする． 

本提案では，イーサネット等有線 LAN との親和性を

確保するために，100BASE-TX モードを準じて通信を行

うことが考えられる．しかしながら，通常の有線

100BASE-TX 方式では，無有効データ伝送ときにもアイ

ドリング信号を送信している．これを光無線 LAN に利

用すると，常に空間上にキャリアが発生することとな

り，CSMA/CD 方式での通信が行えなくなる．そこで我々

は，子機 FPGA の外部スイッチ制御（図２）により，無

有効データときに，100BASE-TX で送信されるアイドリ

ング信号をカット，有効データ信号が入った場合に一

定時間の遅延信号（遅延時間変更可能）を出してから

データを送信する処理方法も提案した．図 3 は提案の

空間光 CSMA/CD のデータ伝送形式である．図 3（a）は

100BASE-TX 伝送モードと本提案の空間光モードの比

較であり，図 3（b）はオシロスコープに取られた空間

光モードの制御波形である．FPGA の制御信号の立ち上

がりに合わせて有効のデータ信号を流れることが見ら

れた．  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 100BASE-TX モードと空間光モードの比較  
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 空間光モード制御の様子  

図 3 空間光 CSMA/CD のデータ伝送形式  
 

3. 実装と評価  
提案方法の原理に基づき，実際の制御基板を実装し

た．その外観を図 4 に示している．PHY チップ（micrel
社製 KSZ8041TL）を搭載しているベース基板（汎用の

ドーターボード）の上に制御用の FPGA（Xilinx 社製

Spartan-3E XC3S1200 FG320）ボード（SUZAKU ボード）

が載る構成となっている．光デバイス側の接続にはマ

イクロ波・光波帯域で安定した伝送特性を持つ SMA
コネクタを利用し，PC 側は RJ45 コネクタにより結線

されることが考えられた．その内，FPGA はシステム

制御の要素チップとして内部プログラムの実行により，

親機と子機の各自の機能を実現することができる．  
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図 4 ネットワーク基板の実装例  

 
3.1．子機システム制御  

図 5 は子機用の FPGA の基本仕様概要である．リセ

ッ ト ス イ ッ チ 押 下 に て MDIO （ Management Data 
Input/Output）初期設定を実行する．FPGA 内部で前方

の PHY からの入力を一定時間に延させて，次の PHY が

安定してからデータ伝送が始まっている． 

図 5（a）は FPGA のアドレスフィルタ機能を表して

いる．このアドレスフィルタを動作することにより，

上り/下り回線のデータ伝送を整理・制御することがで

きる．動作手順として次の 4 つがある．①PC 側より受

信（Rx+/-）したデータの MAC アドレス（Media Access 

Control address）を保持する(比較回路に MAC アドレ

スを転送)；②デバイス側へデータを送信する；③デバ

イス側より受信した（RDx+/-）データの MAC アドレス

と保持している MAC アドレスを比較する；④一致した

場合，混信発生しないように，PC 側へデータを送信

（Tx+/-）しない；一致しない場合，PC 側へデータを

送信する． 

図 5（b）はデバイスへの入力（TDx+/-）と FPGA の

外部制御信号（Tx_ctrl）との関係である．Tx_ctrl は

負論理を設定し，プログラムにより可変遅延通信モー

ドを行っている．  
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(a) FPGA のアドレスフィルタ機能 

 

 

 

 

 

 
(b) デバイスへの入力と制御信号の関係 

図 5 子機 FPGA の動作概要 

 
3.2．親機システム制御  

親機 FPGA の初期設定は子機と同様である．しかし，

内部プログラムによってフレーム選択機能を持ってい

る．この機能を実行することによって，CSMA/CD を

実現することができる．  
図 6 はフレーム選択機能によりデータ衝突処理の動

作原理である．図 6（a）と（b）はそれぞれ衝突なし

／ありの仕様概要である．①デバイス側より受信した

（RDx+/-）データを PC 側へ送信する；②衝突がない

場合，折り返した受信したデータは 0.96μs（100BASE-TX 
通信規格を準じる）後に，デバイス側へ出力する；③

PC 側より受信したデータと衝突した場合は，折り返し

信号の前後に IFG（ Inter Frame Gap）を 0.96μs 確保し

て出力する (折り返し信号優先モード )．  
 図 6（c）は衝突した場合の種別である．上には PC
側送信データの頭，中央，末尾が欠ける様子であり，

下には，デバイス側に出力されるフレームを表してい

る．衝突発生の場合，デバイス側の受信（折り返し信

号）データは欠落なし，かつ，衝突した場合でも

IFG=0.96μs 確保．PC 側送信（TDx+/-）データはゴミ

フレームとなり，欠落が生じる．  
 

3.3．基板動作の評価  
 実装した基板の動作を確認するために，1 個親機対 2
個子機のネットワーク構築し，送受信動作を確認した．

図 7 にこのネットワークの動作確認原理測定系を示す．

実験を行ったとき，光デバイス側の親子機まだ完成し

なかったので，子機から親機への上り回線は加算器，

親機から子機への下り回線は分配器を光デバイスとし

て使用した（図７（a）と（b））．  
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図 6 親機 FPGA のフレーム選択スイッチ機能 

 
図７（a）と（b）はそれぞれ上り回線と下り回線の

実験接線原理図である．加算器により 2 個の子機から

1 個の親機にアップリンク，分配器により 1 個の親機

から 2 個の子機へダウンリンク接続通信を行うことが

可能となる．また，親機の基板は PLC を経由してサー

バ側の PC と接続し，子機の基板は直接クライアント

側の PC と接続している．図７（c）は実験の全体の様

子である．  
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図 7 ネットワークの動作確認原理と実験系  
 

実験結果を図 8 に示す．図 8（a）はネットワーク正

確動作の例である．上から，FPGA の制御信号，子機か

らの送信信号（D-TX），親機のリピート信号（D-RX），

クライアント PC からの信号（PC-RXD）である． 

ま ず ， ク ラ イ ア ン ト か ら の 信 号 の 立 ち 上 が り

（PC-RXD）に合わせて FPGA 制御信号を下げる（負論

理）；そして，一定時間遅延して送信（D-TX）；また，

親機からのリピート信号（D-RX）を受信する．その内，

自分が送信したデータのためクライアント側には送信

（PC-TXD）しない．この結果によって各信号をうまく

同期に動くことがわかった． 

図 8（b）は，親機からのリピート信号遅延の様子で

ある．データ伝送の際，親機の内部処理により遅延を

発生する場合もある．この遅延時間の影響で，システ

ムの速度が遅くとなるため，FPGA の内部処理の改善に

より，「０」に近づくようになるべく短くしたい．これ

は今後の課題となっている． 

(a)ネットワーク正確動作の様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a)リピート信号遅延ありの様子 

図 8 ネットワークの動作確認波形 

 

4. おわりに  
開発した光無線通信装置による高速的 LAN を構築す

るため，イーサネット（100BASE-TX）等の電力線 LAN

との統合できる空間全二重の CSMA/CD 通信方式を提案

し，この方法を実現するためのネットワーク制御基板

を開発した． 

しかし，今回使用した２つの PHY の非同期により，

データを読み込めできない場合もある．今後は，FPGA

内部のソフト対応や PHY チップの検討などによって，

より安定な実用化可能の光無線ネットワーク制御用基

板を開発させていきたい． 
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