アット セル ラン

シートに置くだけ簡単！ネットワーク接続

株式会社セルクロス
CELLCROSS Co., Ltd.

とは？
まったく新しいＬＡＮです！

でユビキタス社会の実現
自宅、オフィス、公共施設、どこにいてもコンピュータ

しかし無線技術を核とした現在の通信技術の体系は、その

やセンサが存在し、それらが連携しあうことで、私たちの ようなユビキタス化に十分な対応はできません。無線通信資
生活をより安全・快適にサポートする環境が整いつつあり 源が不足して、電波干渉や混信の問題が発生し、またセンサ
ます。それらは今後数年の間に急速に拡大し、もはや、コ への電力供給の問題が既に顕在化しつつあります。セルクロ
ンピュータやセンサの存在を意識することなく情報を利用 スの@CELL（二次元通信）は、無線通信資源のエコロジー実
するユビキタスな社会になることが予想されます。

現により電波干渉や混信を解決し、多数のコンピュータやセン
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サを容易に結合することのできる新しい通信形態です。

無線ＬＡＮ

今までのＬＡＮ環境では…
従来の通信技術は、金属ケーブルや光ファイバーのような「線」

・信号が空間漏洩
・膨大なエネルギーロス
・混信による通信速度低下

を情報が伝播する有線ＬＡＮと、無線や赤外線のような「空間」
を情報が伝播する無線ＬＡＮとに分類できます。

有線LAN
・煩雑な配線
・機器設置の手間
・設置位置の限定

無線ＬＡＮでは配線の問題は解消されますが、
信号が空間中を伝播するために、情報漏洩の危
険性があるだけでなく、電磁波による外部機器
や人体への影響なども問題となっています。
また、必要のない場所にも電波を送り続けるた
め、膨大なエネルギーロスが起こります。

二つの機器間での通信では、有線ＬＡＮは合理
的な形態ですが、通信機器数が増大すると配線
作業が煩雑になります。例えば、膨大な数のセ
ンサを結合して計測システムを構築するセンサ
ネットワークのような環境では配線や実装がコ
ストの大半を占めるようになります。

こうした問題を解決するために

@CELL LANを開発しました
@CELL LAN
・配線不要の置くだけ通信
・省エネ通信
・安心・安全通信

@CELL出願済特許
国内 51件!！
海外 9件！

ロボットの触覚センサー
の研究と二次元通信
人に代わってロボットが様々な作業を行うには、
人と同じような感覚を持つことが重要と考えてロボ
ットの触覚センサーの研究を行っていました。

二層の導電層間に電波を閉じ込め、この閉じ込め

人の手は柔らかく鋭い感覚のお陰で、例えば卵を
壊わさず滑り落ちないようにそっとつまむことが出

た電波によって通信する技術です。電波が遠くま

来ます。柔らかくて鋭い感覚を持つロボットを実現

で飛ばない、通信シート上に場所を限定できる、

するためには、センサーの配線が邪魔になりますが、
従来の無線技術による手段では課題が多く実現が困

電波を効率よく利用できるといった特徴が様々な

難でした。試行錯誤しているうちにロボットの人工
皮膚自体を媒体として信号と電力の伝達を同時に行
う二次元通信の基本原理に辿り着きました。
この通信方式は広く応用可能な汎用的な技術との
認識から、広い応用の実用化を目指して研究開発を
推進しています。

篠田

裕之

メリットを生み出します。また、いろいろな素材

東京大学
大学院情報理工学系研究科
システム情報学専攻

でシートを製作可能、利用シーンは無限大です。

准教授
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邪魔なケーブル、
なんとかならない？

通信速度や接続が
不安定になる

ID・パスワードの厳格な
管理が困難！
暗号の解読により情報が
盗まれる可能性が・・・

無線LANの導入は
規模が大掛かりになる

無線LANはサイト設計や
高所作業が必要・・・

快適で安心な
ネットワーク環境を簡単に実現
製品の特長
快適
ケーブル不要・コネクトレスなので机上もすっきりし、ケーブルの煩わしさから解放されます。
通信シート上に置かれたＰＣは強い電波強度を受信できるため、安定した通信が可能です。
またアクセスポイントから出力される電波は遠くに飛ばないので、アクセスポイント同士の干渉や、
建物外など外部に与える電波干渉の影響を大きく軽減できます。

安心
無線ＬＡＮの電波は通信シート近傍に限定され、無線ＬＡＮのように遠方まで飛びません。
このような特徴から、無線ＬＡＮの課題であった盗聴や不正侵入などのセキュリティリスクの
問題を大幅に軽減できます。

簡単
無線ＬＡＮ対応のＰＣを通信シート上およびその近傍に置くだけでネットワークに接続でき、
ＰＣ側には特別な機器やソフトなどの追加は必要ありません。
導入についても無線ＬＡＮ導入に必要であったサイトサーベイや電波設計の作業を簡素化でき、
頻繁なレイアウト変更にも柔軟に対応します。
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会議室・社内ミーティングエリア
会議室

通常の無線ＬＡＮの場合、

を確保でき、またケーブル毎

数十メートルも電波が飛んで

にアクセス可能な情報をコン

しまうため通信内容の盗聴や

トロールすることが可能です。

社内ＬＡＮへの不正侵入とい

通常の無線ＬＡＮ同様、ＰＣ

ったセキュリティリスクがあ

の接続台数を自由に増減でき

りました。

るので利用人数が変化する会

＠ＣＥＬＬ ＬＡＮでは、
社内ミーティングエリア

無線の通信エリアを会議テー

議室やミーティングエリアで
の利用に最適です。

ブルの上とその近傍に限定す
ることで、ケーブルレスとい
う無線ＬＡＮの利便性を損な
うことなく物理的セキュリティ

来客用打ち合わせテーブル・
受付 / 待合ロビー

無線ＬＡＮでフリースポットを構築した場合、

オフィス

オフィスに ＠ＣＥＬＬ ＬＡＮ を導入すると

利用場所を限定することは非常に困難で建物の

次のようなメリットがあります。

外からも不正利用されるリスクがありました。

・サイトサーベイ・電波設計などの導入作業やレイアウト

＠ＣＥＬＬ

ＬＡＮを用いた「物理的な場所

を限定したフリースポット」でネットワークの
安全性向上が実現できます。
シートに「置けば繋がり離すと切れる」とい
う直感的な使い方のため、シニアの方やパソコン
初心者の方でも簡単にご利用いただけます。

変更時のケーブル敷設工事を簡素化
・コネクタやケーブル破損がないことによるネットワーク
メンテナンスコスト削減
・近隣のビルや隣接テナントなど周囲へ与える電波干渉の
影響を低減

また、フリーアドレスオフィスにおいても無線
ＬＡＮでは実現が困難であった「誰がどこからア
クセスしたか」という場所の特定管理が容易にな
ります。
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製品構成
アクセスポイント CC-AP2001

●IEEE802.11n/a/b/g 対応
●シートに乗せるだけの簡単設置
●ＰｏＥ対応でＬＡＮケーブルのみで接続
されます

通信シート （セルフォームTM ）

●ＰｏＥアダプタは本製品に同梱されます

PｏE アダプタ
SA-4( 標準同梱品 )

●薄型 ・ 軽量

●LANケーブルを使用して安定した
電源供給が可能
●1000BASE-T対応
●動作状況はLEDで簡単に把握可能
●本製品を接続して使用できる装置は
当社およびアイコム社指定機種に限ります
（本製品自体は802.3af準拠ではありません）

システムの仕組み
１

３

アクセスポイントの筐体
底面に設置されている
アンテナから電波が出力
されます。

２
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アンテナイメージ

アクセスポイントから出力された電波は
通信シート内に伝わります。

通信シート表面の電波が
パソコンの表面を伝わり、

４

通信シートの特殊な構造
によって電波は通信シートの

パソコンに内蔵されている無線 LAN

中に閉じ込められるため、 電波は

アンテナに届きます。

遠くに飛んでいきません。

オプション
アクセスポイント集中管理ソフト

RS-AP2

クライアントアダプタ

CC-CA1001

●クライアントの電波も空中に飛散
させないハイセキュア通信を実現可能
●USB で接続するだけ簡単実装
( ドライバのインストールは必要です )

●アクセスポイントを一括管理

●各種情報の取得／更新

二次元通信システム @CELL LAN で使用する専用

●ファームウェアの一括更新

●サイトサーベイ

のクライアントアダプタです。

●SYSLOG サーバ

●生存確認

クライアント PC から出力されていた電波を通信
シート内に閉じ込めることが出来るので、より電

※仕様は変わる場合があります

波干渉のない高速・高セキュリティな通信環境が
実現できます。

FAQ
■全般的な質問
Q: これは何ですか？

何ができますか？

■製品についての質問
Q: アクセスポイントの対応規格は？

A: 専用シート（セルフォーム）にノート PC を
置くだけでネットワークに接続できます。

A:11n、11a（W52）
、11g、11b※です。

Q: どうやって使うのでしょうか？

Q: 通信速度と通信範囲は？

A: シートに専用アクセスポイントを置き
通常の無線 LAN アクセスポイントと同様に
アクセスポイント・ノート PC の設定を行います。
あとはシートに置くだけです。

A: シート上に置いてご利用するときに、その
無線規格の最高速でリンクすることを目安
に設計しています。
シートから離れると通信速度は落ち、接続も
不安定になり、大体数ｍ程度で接続が切断
されます。

Q: システム構成は？

※出荷時設定では使用不可となっております。

何が必要ですか？

A: アクセスポイント、通信シート（セルフォーム）
PC※の 3 点です。
オプションとして、クライアントアダプタ
アクセスポイント集中管理ソフトがございます。
※無線 LAN 機能内蔵のノート PC の場合
無線 LAN 機能が無い、あるいはデスクトップ PC
の場合は市販のクライアントアダプタをご利用ください。

Q: 対応 OS は？

Q: シートに電子機器を置いても大丈夫ですか？
A: はい、問題ございません。ただし無線マウス
（金属製机で使用不可となっているもの）の
中には使用に影響がある場合がございます。
Q: シートに水や飲み物をかけても大丈夫ですか？
A: はい、問題ございません。拭き取ってご使用
ください。

A: 無線 LAN アクセスポイントへの接続設定が
行うことができる OS になります。
動作確認している OS としては Windows 7、
Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、
Mac OS X(10.5,10.6)、Ubuntu 9.04 です。
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スペック
■アクセスポイント
項目

CC-AP2001

仕様

●無線 LAN 802.11a/n（5GHz 帯）

■通信シート（ セルフォーム TM ）
項目

仕様

サイズ

定型

1800(W)×310(D) mm

最大

2400(W)×660(D) mm

サポート規格

IEEE802.11a/n（W52 対応）

使用周波数範囲

5GHz 帯 （20MHz 帯域時 4ch，40MHz 帯域時 2ch）

表面カラー

黒／クリア

通信速度

300Mbps/54Mbps（理論値）

厚さ

2.6 mm（±0.3 mm）

重量

約 1.6kg/m

●無線 LAN 802.11b/g/n（2.4GHz 帯）
サポート規格

IEEE802.11g/b/n

使用周波数範囲

2.4GHz 帯 （20MHz 帯域時 13ch，40MHz 帯域時 9ch）

通信速度

802.11n

300Mbps（理論値）

802.11g

54Mbps （理論値）

802.11b

11Mbps （理論値）

WPA2、WPA、WPA2/WPA-PSK、IEEE802.1X/EAP、
WEP（64/128/152bit）、MAC アドレスフィルタリング

グループ機能

SSID（ANY 接続拒否機能対応）

アンテナ

二次元通信専用コネクタ（デュアルバンド対応）×2

●有線 LAN
サポート規格

■クライアントアダプタ
項目

CC-CA1001

仕様

●無線 LAN 802.11a/n（5GHz 帯）
サポート規格

IEEE802.11a/n（W52 対応）

使用周波数範囲

5GHz 帯 （20MHz 帯域時 4ch，40MHz 帯域時 2ch）

通信速度

300Mbps ／ 54Mbps（理論値）

●無線 LAN 802.11b/g/n（2.4GHz 帯）
サポート規格

IEEE802.11g/b/n

使用周波数範囲

2.4GHz 帯 （20MHz 帯域時 13ch，40MHz 帯域時 9ch）

1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T

802.11n
通信速度

●一般仕様

電源
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※工場出荷時状態では 11b はご利用できません

●無線 LAN 共通仕様

セキュリティ

※ 大きさにつきましては別途お問合せください

AC アダプター DC12V±10%

300Mbps（理論値）

802.11g

54Mbps （理論値）

802.11b

11Mbps （理論値）

WEP RC4 64(40)/128(104)/152(128)bit

PoE（IEEE802.3af 準拠）DC48V±10%

セキュリティ

外形寸法

120(W)×103(D)×30.6(H) mm（突起物を除く）

●一般仕様

同梱品

SA-４、LAN ケーブル 1.5ｍ

インターフェイス

USB（2.0/1.1）

■アクセスポイント集中管理ソフト
RS-AP2※

電源

DC5V±5%

外形寸法

約 80(W)×24(D)×50(D) [mm]( 突起物含む )

項目

仕様

重量

約 65g

アクセス検索機能

使用温度範囲

0℃ ～ +40℃

WPA/WPA-PSK(TKIP/AES),WPA2/WPA2-PSK(TKIP/AES)

( 本体のみ )
( 結露しないこと )

ファームウェア一括更新機能
基本機能

無線 LAN 設定の一括登録機能
アクセスポイントの設定画面表示機能

■ＰｏＥアダプタ SA-4

(CC-AP2001 に同梱 ) ※

アクセスポイント情報のメール送信機能
サイトサーベイ
SYSLOG サーバ

項目

仕様

入力電源

DC12V±5%（付属の AC アダプターを使用）

出力電源

DC48V±4.8V（対応機器接続時）/ DC 約 2.9±0.5V（無負荷時）

供給電力

最大 13W

動作環境

0℃～ +40℃（結露しないこと）

外形寸法

110(W)×71(D)×36(H)mm（突起物を除く）

重量

約 130g（本体のみ）

付属品

AC アダプター

生存確認
対応 OS

Windows 7、Windows Vista (SP1 以降 )、Windows XP (SP2 以降 )
Windows Server 2008、2003

（CC-AP2001 にもご使用いただけます )

※アイコム社製

株式会社セルクロス
〒112-0012 東京都文京区大塚 5-11-7 SO ビル 201
Tel:03-5940-2107

Fax:03-5940-2108

http://www.cellcross.co.jp

※仕様は変わる場合があります ※本資料の記載内容は 2013 年 6 月現在のものです

