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電波利用料技術試験事務及び研究開発の評価に関する会合（第14回） 

議事要旨 
 
 
 

日時：平成19年6月25日（月）13:30～17:30 

場所：総務省10階1002会議室 
 
 
 
 
 
構成員 別紙のとおり 

 

議事 

(1) 周波数逼迫対策のための技術試験事務・平成１８年度終了評価 

 (2) その他 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配付資料】 

 

資料14-1 電波利用料技術試験事務及び研究開発の評価に関する会合（第13回） 

議事要旨（案） 

資料14-2 周波数逼迫対策のための技術試験事務・平成１８年度終了評価説明資料 

資料14-3 周波数逼迫対策のための技術試験事務・平成１８年度終了評価資料 

 

参考資料14-1 周波数逼迫対策のための技術試験事務の終了評価について 
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１ 開会 

事務局から議事次第に基づき、配付資料の確認があった。 

資料14-1「電波利用料技術試験事務及び研究開発の評価に関する会合（第13回）議事

要旨(案)」については、後ほど確認の上、コメント等があれば平成19年7月2日（月）ま

でに事務局まで連絡することとなった。 

 

２ 議事 

(1)周波数逼迫対策のための技術試験事務・平成18年度終了評価 

事務局から周波数逼迫対策のための技術試験事務・平成18年度終了評価の進め方につい

て説明があった。 

各技術試験事務案件担当者から資料14-2「周波数逼迫対策のための技術試験事務・平成

１８年度終了評価説明資料」及び資料14-3「周波数逼迫対策のための技術試験事務・平成

１８年度終了評価資料」に基づき、説明がなされた。主な質疑応答は以下のとおり。 

 

①広帯域無線中継リンクの高度化技術 

○平均降雨イベント数のモデル式において、Raという変数は何を指すのか。 

→Raとは降雨減衰レベルと測定地点間の距離から定まる変数である。 

○目標の達成状況に関して、マルチキャリアOFDMとシングルキャリア等での通信特性を明

らかにしているが、どの方式が広帯域無線中継リンクにおいて有利だと言えるのか。 

→本試験事務ではマルチキャリアOFDM、シングルキャリア16QAM及びSC-FDEを検討した

結果、3種類の通信方式いずれを用いても広帯域無線中継リンクは実現可能であるこ

とが確認できた。その中で、SC-FDMは他の方式と比較してパワーアンプの設計が容易

になる等、応用効果が高いこともわかっている。 

○負荷分散による無線メッシュ網のC/N改善試験において、約5dBの改善が見られたとある

が、その数値が読み取れるような詳細なデータはないのか。 

→業務成果報告書として詳細なデータを出しているが、本資料では結果の概要がわかる

簡潔なグラフのみを示した。 

○政策等への反映として、平成20年度に技術基準を策定するとあるが、技術試験事務が本

年度で終了しても策定は可能なのか。 

→技術試験事務としては本年度で終了するが、本件は引き続き情報通信審議会に諮問し、
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技術基準策定を行う予定である。 

○本件における中継回線は高密度配置を念頭に置いているとあるが、具体的にはどの程度

の密度なのか。 

→空間相関を除去できる程度に高密度配置を行うということであり、密度の数値が一通

りに定まるわけではない。 

○64QAMに対応した試験用無線装置を使用しているが、これは既存の製品を改良したもの

か。 

→既存のミリ波帯無線装置で、本試験事務の要件を満たす高性能なものは見つからな

かったため、新たに試作したものである。 

○メッシュネットワークに関する検討も行っているが、メッシュネットワークの構成とし

ては中継局数が少なすぎるのではないか。 

→必要 低限の数で効率的に試験を実施したものであり、メッシュネットワークの実用

性は十分に確認できたと考えている。 

○メッシュネットワークにおいて、有線系で用いられるプロトコル等を無線系に適用する

ことを検討しているが、プロトコルの 適化は行わなくても問題ないのか。 

→有線系技術を無線系へ適用する際の 適化についても、回線状況に応じて通信速度を

調整し、通信を維持する等の検討を行っている。 

○本試験事務で得られた降雨減衰の空間相関データは非常に貴重であるため、今後どのよ

うに活用していくのかを考えることも重要なことである。 

→降雨減衰データを継続的に取得するため、本試験事務で調達した機器を無償貸付等で

活用し、技術試験事務以外のところで有効に活用できるように取り組んでいきたい。

また、実際の数値データも揃っており、応用分野は広いと考えている。 

 

②電子タグ等小電力無線システムに関する周波数共用技術 

○本試験事務では電子タグとミリ波車載レーダーに関する検討を行っているが、この二者

はどのような共通点があるのか。 

→両者とも小電力無線システムであり、同一案件として行うことで効率的な試験事務が

行えるようにしたもの。 

○本試験事務で検討した、他の無線システムとの共用条件とは、放射電力に関する条件の

みなのか。 



- 4 - 

→放射電力が主な要素であるが、本試験事務ではガードバンド幅やスプリアス制限等の

検討も含まれている。 

○他の無線システムとの共用の可否は、具体的にどのように判断したのか。 

→データの読み取り成功率を95%以上と設定する等、総合的に判断して共用の可否を判

断している。判断基準については調査検討会において検討する等、妥当なものとなる

よう配慮した。 

○本試験事務では、高出力パッシブタグの干渉モデルを作成することによって共用の可否

を調査しているが、干渉モデルは単一ではなく、実利用に合わせた多様なモデルを使っ

たほうがいいのではないか。 

→高出力パッシブタグは用途が倉庫や空港などに限定されているため、単一の干渉モデ

ルでも実利用環境によく合っていると考えている。 

○ミリ波帯小電力無線システムに関しては、レーダーと周波数帯を共用することはできな

いという結論なのか。 

→その通りであり、共用検討の結果、ミリ波レーダーの周波数帯と他の通信の周波数帯

との間には十分なガードバンドが必要であることが明らかになった。 

○車車間通信に関して、路面の微視的な凹凸により車が数ミリ程度振動しても、通信にほ

とんど影響は出ないという結果が出ているが、数ミリの振動はミリ波の波長から考える

とかなり影響が大きくなるのではないか。 

→通信への影響は、主に直接波と反射波との間に経路差が生じることが原因であるが、

車車間に数10mの距離があれば経路差はほとんど生じず、通信への影響は小さい。む

しろ路面自体の巨視的なうねりのほうが通信への影響が大きいことがわかった。 

○本試験事務では、ミリ波レーダーが通信に与える影響を調査しているが、逆に通信がミ

リ波レーダーに与える影響に関してはどのような結果が出たか。 

→本試験事務で調査したFMCWレーダーに関しては、通信から受ける影響はレーダー機能

に支障を与えないほど小さく、若干受信波形に影響が出る程度であることが明らかに

なった。 

 

③漏洩同軸ケーブル方式を利用した広帯域伝送システムの周波数有効利用技術 

○本試験事務で検討された新しいLCX方式は、現在用いられているLCX方式から伝送速度が

どの程度改善されたのか。 
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→既存のLCXは1MHzの帯域を使用し、64kbps～384kbps程度の伝送速度であったものが、

1.5MHzの帯域を使用することで下り 大5.2Mbpsまで改善することができた。 

○QPSKを用いて下り5.2Mbps/上り1.8Mbpsという伝送速度を満たすには、1.5MHz帯域が1つ

だけでは足りないのではないか。 

→上りと下りでそれぞれ別の1.5MHz帯域を使う。具体的には、下りは768kHz幅を2ch、

上りは384kHz幅を4chに分けて伝送する。 

○平成17年度に試験装置を用いてLCXの伝送試験を行った際、ドップラー周波数を17Hzと

しているが、ここから逆算すると、この伝送試験での移動速度は100km/h弱となるが、

ここからどのように新幹線でのスループット特性を算出したのか。 

→平成17年度にまず実機を用いて遅い速度で実データを測定し、得られたデータを元に

して平成18年度にフェージングシミュレータで350km程度の高速移動時における仮想

環境を構築し、その中でスループット特性を計測したもの。 

○速度を変更してスループット特性を測定したデータが示されているが、スループット特

性はほとんど変わらないと考えてよいか。 

→LCXにおいてはマルチパスの影響が少ないので、ドップラーシフトに適切に追従する

ことができれば、高速移動時やトンネル内であってもほとんどスループット特性を落

とすことなく通信できることが明らかになった。 

○IP伝送を行うのに適したシステムを検討したとあるが、具体的にはどのような工夫を施

したのか。 

→既存のLCXでは音声通信とデータ通信を完全に分離して管理しているのに対し、本試

験事務のLCXでは音声通信とデータ通信を単一のTDMA通信に統合し、音声通信のフ

レーム方式を 適化するなどの改良を行った。 

○スループット特性の検討を 大200km/hまで行っているが、新幹線への適用を考えると

もう少し速い速度も考慮すべきではないか。 

→スループット特性の検討は 大200km/hまで行ったが、本試験事務では、新幹線への

適用を考慮して、270km/h～350km/h程度まで検討の範囲を広げている。 

○本試験事務で検討をした結果、新たなLCX方式でも不感地帯が完全には無くせないとい

うことだが、具体的にはどういう場所が不感地帯になるのか。 

→信号が長い距離を伝送される場合、LCX中継器に至る直前になるとどうしても信号レ

ベルが落ちてしまい、エラーが発生する。ただし誤り訂正を活用することで接続を維
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持することは可能である。 

○今後、本技術試験事務の結果を活かして、既存のLCXを新たなLCXに切り替えるとき、既

存の設備を一度に切り替えるのか、それとも段階的に切り替えていくのか。 

→新たなLCXへの切り替えについては、例えばJR東海で3年後に車両が新型のN700系へ更

改されることが予定されており、新型車両に搭載する形で一度に前面更改することを

想定している。 

○ 大5.2Mbpsという伝送速度は、利用者が増えた場合にはかなり低下すると思われるが、

何か対策は考えているか。 

→無線LAN等、異なる無線システムとのハンドオーバーを行うことにより、さらに 大

通信速度上げていくことはできると考えている。なお、現時点では鉄道におけるLCX

での通信サービスで乗客から特別に料金を取ることは考えていないため、技術的に無

理のない段階から着実にサービスを行うことが可能であると考えている。 

 

④マルチキャリアを用いる衛星通信を行う無線局のスプリアス測定方法に関する技術 

○本試験事務では、マルチキャリアのスプリアスを予測する場合、キャリアの数や周波数

配置に関わりなく、 大周波数帯幅の両端に無変調波のキャリアを配置したときが も

スプリアス発射が大きいと結論付けている。この近似方式が妥当であることは理解でき、

実運用上はほとんど問題が生じないと思われるが、偶然多数のキャリアが重なった場合

にはスプリアス発射が極端に大きくなり、本方式の 悪値を超える瞬間もあり得るので

はないか。 

→ご指摘のとおり、 大周波数帯幅の両端に無変調キャリアを配置する方法が 悪値で

あると理論的に示されたわけではないが、多数のキャリアが重なるという場合はあく

まで例外的なもので、本方法の妥当性は保たれていると考える。ただし、今後本試験

事務の結果を活用するに当たっては、本方式にも例外があり得るということを誤解な

く説明できるよう配慮したい。 

○マルチキャリアを用いる衛星通信においては、実運用状態でスプリアスを測定するとあ

るが、第7次という高次の相互変調積ともなると、個々の衛星が備えるアンテナの周波

数特性の違いにより誤差が生じ、システムとして一般的な値を得るのは難しいのではな

いか。 

→アンテナの入力段での電力が、実運用で衛星から発射される電力より常に高いことを
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応用し、実際にはアンテナ入力段でスプリアス値が測定することにより、一般的な値

を得ることができる。 

 

⑤非静止衛星を利用したKu帯移動体衛星通信システム技術 

○本試験事務の成果は準天頂衛星にも適用可能であると考えられるが、他にどのような応

用が想定できるか。 

→本試験事務で得られた成果は、ブロッキングに対するパケット補償技術等、既存の衛

星通信に広く適用できる技術が含まれているため、応用範囲が広く、準天頂衛星への

適用はその一つであると考えている。ただし、当初の予定と異なり、準天頂衛星第1

号機では通信業務を行わないこととなったため、本試験事務の計画を縮小し、一定の

結果を出した上で本年度に終了することとした。 

○非静止衛星の特徴として、衛星が高仰角を通る場合に高いライスファクタが得られるこ

とがあると思うが、インターリーブとBER改善の検討では10dBという比較的低いライス

ファクタを設定しているのはなぜか。 

→ライスファクタが十分高い場合、そもそもマルチパスの影響が非常に少なく、イン

ターリーブを行わなくても良好なBERが得られるため、比較的低い仰角を想定して検

討を行ったもの。 

○ハンドオーバーで 大320ミリ秒と1000ミリ秒とあるはどちらか。 

→方式1では待ち時間を含めた値で、320ミリ秒というのは受信機の同期引き込み時間のみ

を考えたもの。 

○6Mbpsの伝送におけるハンドオーバーが、320msの切り替え時間と9KBのバッファで実現

できるとしているが、これほど厳しい条件で本当にハンドオーバーが正常に行えるのか。 

→まず、本試験事務で対象とするハンドオーバーは、切り替え元と切り替え先の衛星が

十分接近した瞬間を狙って行うことと、衛星の軌道があらかじめ予測できることから、

一般的なハンドオーバーよりも厳しい条件で行うことができる。その上で、ゲート

ウェイ局に関しては、受信機を2台搭載するため、6Mbps伝送を320msの切り替え時間

と9KBのバッファでハンドオーバーを行うことが可能である。また、移動局に関して

は、受信機が1台であるため、伝送速度を6Mbpsより落とすことで、同様の条件でハン

ドオーバーが行うことができる。 
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⑥多素子アレーアンテナによる広域無線システムの周波数有効利用技術 

○100素子のアンテナを用いて、 大81ビームを同時に形成し、1ビームあたり50Mbpsの伝

送速度を実現したということは、ビームあたり50Mbps×81ビームで、合計4Gbps以上の

高速伝送が可能となったということか。 

→今回は試験段階であり、試験用周波数帯域が不足していたため、同時形成を確認した

81ビームのうち、実際に通信試験を行ったのは2ビームであったが、実用に当たって

十分な広帯域が確保できれば、81ビームを全て使用した高速伝送に支障はないと考え

ている。 

○実際の試験で2ビームしか用いなかったのであれば、100素子よりも少ないアンテナ素子

数で試験が行えたのではないか。 

→確かに通信を行ったのは2ビームだが、ビーム形成試験そのものは81ビームで行った

ため、100素子を実装することが必要であった。 

○ビーム形成に用いる位相器の分解能はどの程度か。 

→本試験事務で用いた位相器は12bitの分解能を有しており、理想環境では位相差換算

で1度以下という高精度であるため、高密度なビーム形成を実現することができた。 

○本試験事務で得られたアンテナパターンをITU-Rに提案し、勧告化を目指すとしている

が、具体的にどういったデータを提案するのか。 

→本試験事務で得られたアレーアンテナの振幅分布やビーム幅等を変化させた場合のア

ンテナパターンのデータと、ITU-Rで用いられているパラボラアンテナを基にしたア

ンテナパターンと比較し、よりアレーアンテナに適した周波数配分が行えるような提

案を行う予定である。 

○本試験事務では、今まであまり考慮されていなかったアンテナ搭載機そのものの形状変

化に対応するため、基準局を用いたキャリブレーションを検討しているが、アンテナ搭

載機の移動先に常に基準局があるとは限らないのではないか。 

→確かに移動経路内全てに大型の基準局を設置するのは難しいが、簡易に設置できる小

型基準局や既存の携帯基地局で代用する等の方法で補うことができると考えている。 

 

⑦MNバンドを用いた放送番組素材中継回線等固定局の技術基準策定に係る調査 

○送受信装置の実機を用いた実証試験を行ったとあるが、具体的にどのような試験を行っ

たのか。 
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→既存システムと移行予定のシステムとの干渉検討を行うため、放送事業者の協力も得

ながら、相互間の干渉軽減係数(IRF)の値について検討を行い、6dB程度のマージンを

確保した上でIRFの提案値を検証した。 

○本試験事務では、映像TSL及び音声STL/TTL/TSLについての検討を行ったとあるが、映像

STL/TTLについては検討しないのか。 

→映像STL/TTLについては平成12年度に技術基準の答申を得たため、本試験事務では、

映像TSL及び音声STL/TTL/TSLに関する検討を行った。 

○本技術試験事務の実施において、特にコストがかかったのはどういった点か。 

→映像TSL及び音声STL/TTL/TSLの各システムの配置に適した周波数帯やバンド幅等を定

めるために、様々な配置パターンで干渉軽減係数を調査する必要があり、シミュレー

ションの実施にコストがかかった。 

○新たな技術基準案を提示するにあたって、技術基準の要件項目そのものに追加はなかっ

たのか。 

→本試験事務はHD映像伝送のための高スループット・低遅延・非圧縮な伝送にも対応で

きるように検討しているものであるが、要件項目そのものは従来の技術基準の項目で

十分運用が可能であるため、特段追加等は行っていない。 

 

⑧放送用周波数を用いた放送番組中継デジタル固定局の技術基準策定に係る調査 

○本技術試験事務で検討しているUHF帯の海上伝搬特性については、これまで明確な基準

がなかったということか。 

→UHF帯における回線信頼度等の指針については、これまでは民間規格があり、その指

針に基づいて運用されていたところであるが、本試験事務によって明確に基準化し、

適切な無線局運用が行えるようにしたもの。 

○海上伝搬試験が行われたのは68kmの離島間であるということだが、検討する伝搬距離は

68kmで十分なのか。一番長いのが170kmということだが、60kmでどれくらいまなかえる

のかという数字はあるのか。170kmというのはレアケースだということか。 

→実地試験では、代表的な距離として68kmのケースを調査したが、全体としては80km～

170km程度の距離を伝送するケースもあるため、そういった長距離についてもシミュ

レーションによって回線設計を検討した。 

○本試験事務において提示された技術基準案には、アンテナ特性に関する数値が含まれて
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いないようだが、アンテナ特性の違いにより海上伝搬特性にも違いが出てくるのではな

いか。 

→アンテナ特性について検討を行った結果、UHF帯においては、アンテナの設置環境や

周囲の障害物によって、アンテナ特性の実測値が理想値から大きく変化することがわ

かった。従って、アンテナ特性について詳細に規定することは現実的でないという結

果になったもの。もちろん、回線全体の信頼度については提案した技術基準案で適切

に審査することができると考えている。 

○放送用途で用いる回線においては、瞬断率に対する要求が非常に厳しいのではないかと

予想するが、本試験事務で検討した放送用周波数を用いた中継局は現実的な利用に堪え

うるものか。 

→本試験事務で検討したUHF帯中継局については、回線信頼度を99.9%と設定しており、

これは現在放送波中継と同等の信頼度であるため、現実的に利用に堪えうると考えて

いる。 

○本試験事務で得られた技術基準案には、機器の故障等に関する信頼度は含まれていない

のか。 

→機器の故障率等については各社が独自に基準を設けているため、技術基準では考慮さ

れていない。 

 

⑨ミリ波帯素材伝送システムの技術基準策定に係る調査 

○これまでにも、オリンピック等でミリ波を用いた映像伝送の実用例があったと思うが、

本技術試験事務が対象とするシステムとはどこが違うのか。 

→オリンピック放送で用いられたミリ波中継システムは、60GHz帯を用いた特定小電力

無線システムである。当該システムについて本試験事務で検討した結果、これまで通

り特定小電力無線システムの範囲で運用することが適当であるという結論になった。 

○本試験事務で検討した素材伝送システムは主に放送スタジオ内での利用を想定するとあ

るが、スタジオ内に撮影セット等があっても通信に支障はないのか。 

→本試験事務で検討した結果、スタジオで用いられるセット程度の障害物であれば支障

なく通信が行えることを確認している。 

○技術基準案に数値が規定されていない項目がいくつかあるが、規定しなくても支障はな

いのか。 
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→現在、ミリ波帯は無線局がそれほど稠密に配置されておらず、他の無線システムとの

干渉の懸念が小さいため、必要 小限の基準を定め、ミリ波帯の利用の促進を図るこ

ととした。 

○55GHz帯で無指向性や 大空中線電力1Wのアンテナを作るのは現時点では非常に難しい

と思うが、本技術基準案はおおむね何年後の技術を想定したものか。 

→ミリ波帯無線技術の現状を踏まえ、おおむね5年後程度に も適した技術基準案とな

るように配慮した。 

○電波資源拡大のための研究開発でも、ミリ波帯を用いた放送用無線システムを扱ってい

たと思うが、本試験事務とどのように位置付けが異なるのか。 

→現在、電波資源拡大のための研究開発として実施中の「ミリ波帯高精細映像伝送技術

の研究開発」は、120GHz帯を用いて複数チャンネルのHD非圧縮伝送を行う技術を、お

おむね5年以内に実用化することを目指すものであるのに対し、本試験事務は現在利

用可能な技術を利用するための技術基準の策定に資するものであり、対象とするシス

テムが明確に異なる。 

○本試験事務では、低遅延で映像素材を伝送することをテーマの一つとしているが、放送

の無線カメラにおいて低遅延は必須の要素なのか。 

→カメラの撮影現場においても、スタジオでの字幕操作などと同期を取って撮影方法等

を調整する必要があるため、低遅延な通信は必須の要素と言える。 

 

【総括】 

各提案に対する質疑応答の後、評価員から事務局へ評価調書が提出された。 

 

【議題（２）その他】 

事務局から今後の評価会のスケジュールについて説明があった。 

以上 
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別紙 

 

電波利用料技術試験事務及び研究開発の評価に関する会合（第14回） 

構成員 

 

 

  氏名 所属 
出

欠 

座長 羽鳥 光俊 中央大学理工学部 教授  ○ 

座長代理 三木 哲也 電気通信大学 教授 ○ 

構成員 荒木 純道 東京工業大学大学院 教授 ○ 

〃 黒田 道子 東京工科大学 教授 × 

〃 鈴木 康夫 東京農工大学 教授 ○ 

〃 東倉 洋一 国立情報学研究所 副所長 × 

〃 根元 義章 東北大学大学院 教授 × 

〃 本城 和彦 電気通信大学 教授 ○ 

 
 


