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概要 

衛星通信における近年のブロードバンド化の要望に対し、動的偏波・周波数制御技術の研究開発を実施した。本開発技

術によれば、スペクトラム分解伝送、スペクトラム圧縮伝送、多偏波空間多重伝送及びこれらの伝送パラメータを最適化

する回線割当を組み合わせることで、既存の衛星をそのまま利用しながら、シングルキャリア伝送や直交偏波多重伝送を

用いる従来の衛星通信システムと比べてスループットを増大することが可能である。国内の Ku 帯衛星を用いた実証実験

により、本技術を採用した衛星通信システムは従来システムに対し、スループットが 1.9 倍向上することを立証した。 
 
Abstract 

To meet a recent demand for broadband satellite communication, we have developed “Dynamic Polarization and 
Frequency Control Technology”. This technology combines spectrum division transmission, spectrum suppressed 
transmission, poly-polarization multiplexing transmission, and channel assignment for optimizing their 
transmission parameters. It can apply to an existence communication satellite and increases the system throughput 
compared with the current system based on single carrier transmission and orthogonal polarization multiple 
transmission. A demonstration experiment was carried out on a domestic Ku-band communication satellite. As a 
result, the proposed system increases a system throughput by up to 1.9 times compared the conventional system. 
 
1. まえがき    

衛星通信は広域をカバーすることのできる情報通信イ

ンフラであり、衛星中継器の使用率は高い傾向にある。近

年、船舶上において、Ku 帯衛星通信を利用したブロード

バンド通信が可能となり、今後、更なるトラフィックの増

加が見込めることから、通信容量増加への対応が必要とな

っている。 
通信容量を増加させるためには、新規衛星を開発するこ

とや周波数利用効率を向上させる等の手段があるが、静止

衛星の軌道位置と周波数は有限であるため、新規衛星の追

加は容易ではない。また、周波数効率の向上についても、

衛星での対応が必要な場合には、新規の人工衛星が必要と

なるため、中・長期的な対応が必要となる。そこで、本研

究開発では、既存の衛星をそのまま用い、高い周波数利用

効率化を実現する技術の検討を行い、新たな動的偏波・周

波数制御技術の提案を行う。本技術によれば、機器更新が

容易であり比較的短期間での対応が可能な地上局への導

入のみで、高い周波数利用効率化を実現することができる。

本研究開発の具体的な目標は、シングルキャリア変調かつ

直交偏波多重を用いる Ku 帯の VSAT システムに比べて、
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1.5 倍以上の周波数利用効率を実現する動的偏波・周波数

制御技術を確立することである。 
本稿では、動的偏波・周波数制御技術の要素技術として、

帯域分解・圧縮伝送等を用いた新たなスペクトラム制御技

術及び複数の偏波面を新たな空間軸として利用する多偏

波空間多重伝送技術、これら基盤技術を統合する動的回線

運用技術の詳細な内容ついて述べる。また、各要素技術を

実装した装置の開発を行い、開発装置を衛星を介して接続

し、BER（Bit Error Rate）特性などの単体評価及びシス

テムスループットの総合評価を行った結果を述べる。以上

により、動的偏波・周波数制御技術が実際の環境下で実現

可能であり、効果としてシステム全体の周波数利用効率が

最大 2 倍程度まで向上することを立証する。 
本研究開発では、電波の高度有効利用に資するとともに、

当該技術の国際標準化を通じて、我が国のワイヤレス分野

における国際競争力強化を図る。そのため、ITU-R SG4 
WP4B に寄与文書を入力し、最終的にレポート承認され

たことで、国際標準化を達成したことについても述べる。 
 

２.研究内容及び成果 
本研究開発により実現を目指す衛星通信システムの概

要を図 1 に示す。システムでは、衛星中継器の空き帯域・

空き偏波の形状に合わせ、通信回線の信号を柔軟に整形し
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て配置する偏波及び周波数の制御を行う動的偏波・周波数

制御技術を用いる。具体的には、帯域分解・圧縮伝送等を

用いた新たなスペクトラム制御技術及び複数の偏波面を

新たな空間軸として利用する多偏波空間多重伝送技術、こ

れらを統合する動的回線運用技術を組み合わせる。 
本システムによれば、現在稼働しているシングルキャリ

ア変調かつ直交偏波多重を用いるシステムに比べて、周波

数利用効率を飛躍的に向上させると共に、衛星通信の普及

利用を促進、災害等の緊急時における通信インフラとして

機能させ、国民生活の安心・安全の確保に繋げることが期

待できる。 
 

 
図 1 動的偏波・周波数制御衛星通信システム 

 
２．１．スペクトラム制御技術 

２．１．１．スペクトラム分解／合成技術 

２．１．１．１． 技術概要 
 スペクトラム分解／合成技術では、送信側において、図

2-1-1 に示すようにシングルキャリア変調信号をフーリエ

変換し、分割フィルタと周波数シフタで構成されるスペク

トラム分割フィルタバンクで複数のサブスペクトラムに

分割、要求多元接続方式によって割り当てられた散在する

周波数帯域に分散配置し、逆フーリエ変換して時間軸の信

号に変換、送信する。 受信側では、受信信号をフーリエ

変換し、合成フィルタと周波数シフタから構成されるスペ

クトラム合成フィルタバンクで各サブスペクトラムを抽

出し、分散前の周波数帯域に戻す。次に、伝送路で生じる

位相歪みや周波数誤差を補償し、分割前の信号を復元、逆

フーリエ変換して時間軸の信号に戻し、復調する。 
 各サブスペクトラムの帯域幅は、分割フィルタの設定に

より柔軟に変更できるため、衛星中継器の周波数軸上に散

在した未使用帯域を有効利用して周波数利用効率を向上

できる。 
 さらに本技術を応用し、図 2-1-2 に示すように、既存の

シングルキャリア FDMA 伝送を行う衛星通信モデムと衛

星通信アンテナの間に、スペクトラムの分解／合成機能の

みを切り出した「スペクトラム分解アダプタ」を挿入する

ことで、既存の衛星通信設備をそのまま流用して既存モデ

ムの分割伝送を実現し、周波数利用効率を向上できる。 
 本技術の実現にあたり、受信サブスペクトラムに生じる

位相歪みと周波数誤差の補償が必要になる。以下にこれら

の技術の詳細を述べる。 

 
図 2-1-1 スペクトラム分解／合成技術の概要 

 

 
図 2-1-2 スペクトラム分解アダプタによる伝送の概要 

 

２．１．１．２. 位相同期技術 
 分割されたサブスペクトラムを周波数軸上に分散配置

して伝送すると、伝送遅延により各受信サブスペクトラム

に独立の位相オフセットが生じる。そのため、スペクトラ

ム合成を行うと、合成後のシングルキャリア変調信号の位

相特性に位相歪みが生じ、伝送特性が劣化する。 
 そこで、スペクトラム分解／合成技術では、隣接する受

信サブスペクトラムの遷移域からサブスペクトラム間の

位相回転量を推定し、合成後の信号の位相を連続化する。 
図 2-1-3(a)は分割前、図 2-1-3(b)は分割後のスペクトラム

である。図 2-1-3(b)において、サブスペクトラム k と

k+1(k=1,2,…,n)が重畳する遷移域 Wkは、分割前は同じ信

号成分のため、送信前はサブスペクトラム k と k+1 の位

相は連続である。しかしながら、伝送の結果、送受間の

FFT タイミングのずれにより図 2-1-3(c)に示すようにサ

ブスペクトラム間に位相回転φk(k=1,2,…,n-1)が生じる。 
そこで、遷移域 Wkにおいて分割前に同じ信号成分であっ

たサブスペクトラム kと k+1 の信号成分 sk,kと sk+1,kから

位相回転推定値 )arg(ˆ *
,1, kkkkk ss +=φ を求め、 )ˆexp( kjφ− をサブス

ペクトラム k+1に乗算すれば、サブスペクトラム kと k+1
の位相は連続になる。全サブスペクトラムの位相を連続化

するには、サブスペクトラム 1 の位相に連続になるように、

残りのサブスペクトラムの位相を補償すれば良い。サブス

ペクトラム k の位相補償値γk は式(1)で表せる。 
  𝛾𝛾𝑘𝑘 = exp�−𝑗𝑗∑ 𝜙𝜙�𝑚𝑚𝑘𝑘−1

𝑚𝑚=1 �                           (k=2,3,…,n)  (1) 
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合成フィルタ

(a) 分割後のスペクトラム

(b) 受信側における
合成フィルタの乗算

f

f

∆f=f1+f2+f3

∆f ∆f ∆f

f
(c) 合成後の信号

  
図 2-1-3 位相同期技術  図 2-1-4 周波数誤差信号歪み 
 
２．１．１．３． 周波数同期技術 
 衛星通信では、送信局、人工衛星局、受信局の RF 装置

の周波数変換部における局部発振器の発振精度により、受

信信号に周波数誤差が生じる。スペクトラム分解アダプタ

により、分解された既存モデムのサブスペクトラム合成を

行う場合、受信信号に対して送信側でサブスペクトラムを

配置した周波数帯域に各サブスペクトラムと同じ周波数

特性を有する合成フィルタを乗算してサブスペクトラム

を抽出し合成する。 
 受信信号の周波数誤差が増大すると、図 2-1-4 に示すよ

うに、受信側の合成フィルタと受信サブスペクトラムとの

間に周波数差が生じるため、サブスペクトラムの一部が欠

損し、伝送特性が劣化する。そのため、合成フィルタの乗

算前に周波数同期を確立する必要があるが、既存モデムの

フレームパタンが不明の場合、同期の確立が困難である。

本技術では、任意の既存モデムの分解／合成を目指し、フ

レームパタンなどモデム固有の情報に寄らない周波数同

期技術を検討した。 
図 2-1-5(a)は分割前、図 2-1-5(b)は分割後のスペクトラ

ムである。図 2-1-5(b)において、サブスペクトラム k と

k+1(k=1,2,…,n, 図 2-1-5 では n=3)が重畳する遷移域 Wk

は、分割前は同じ信号成分である。ここで、遷移域 Wk-1

と Wkを 2 等分割し、それぞれの帯域にあるサブスペクト

ラム k の信号成分を Sk,a, Sk,b, Sk,c, Sk,dとする。 
周波数誤差Δf=0 のとき、受信信号における Sk-1,cと Sk,a,
および Sk-1,dと Sk,bは分割前は同じ信号成分なので、これ

らの相関値の差分α= Sk-1,cSk,a*  - Sk-1,dSk,b* (*は複素共

役)の時間平均α は 0 になる。一方、周波数誤差∆f が生じ

たとき、Sk,a, Sk,b, Sk,c, Sk,dの成分に偏りが生じる。例え

ば∆f <0 の場合、Sk-1,cと Sk,aは増加し Sk-1,dと Sk,bは減少

するため、α は正の値を持つ。一方Δf >0 の場合、α は

負の値になる。そこで合成フィルタの前段でα を求め、フ

ィードバックループによりα が 0 になるように周波数誤

差を補償する。 
表 2-1-1 シミュレーション諸元 

 

 
図 2-1-5 周波数同期技術 

２．１．１．４. 特性評価 
位相同期技術、および周波数同期技術を適用した場合のス

ペクトラム分解／合成技術の有効性を検証するため、シミ

ュレーションで信号伝送特性評価した。周波数誤差は送信

局、人工衛星局、受信局で使用する局部発振器の精度が

10-6の場合に生じる最大周波数誤差から 28kHz に設定し

た。諸元を表 2-1-1 に示す。図 2-1-6 は BER 特性である。 
分割数によらず所要 C/N 劣化量 0.3dB 以下となり、スペ

クトラム分解／合成方式の有効性を確認した。 

 
図 2-1-6 スペクトラム分解／合成技術の BER 特性 

 
２.１.２. スペクトラム圧縮／復元技術 

２.１.２.１. スペクトラム圧縮技術 
本技術では送信機においてスペクトラム分解して得ら

れたサブスペクトラムの一部を削除し残りのサブスペク

トラムのみを伝送することで、伝送速度を維持しながら占

有周波数帯域幅を狭帯域化する。誤りの発生を抑えられれ

ば周波数利用効率を向上することができる。図 2-1-7 は送

信機のブロックダイアグラムであり、右端のサブスペクト

ラム#n を削除した例を示している。ここで帯域圧縮率 α
を次式で定義する。 

           𝛼𝛼 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜⁄           (2) 
BWsupp は削除するサブスペクトラムのナイキスト帯域

幅であり、BWorig は分解前のシングルキャリア変調信号

のナイキスト帯域幅である。なお帯域圧縮率 αでスペクト

ラム圧縮された信号は、削除されたサブスペクトラム#n
分の電力を、実際に伝送するサブスペクトラム#1～#n-1
に再配分するため、それらの電力を 1/（1－α）倍に増幅

し、圧縮前の信号と同一の送信電力を維持する。 
２.１.２.２.  スペクトラム復元技術 
スペクトラム圧縮により一部の周波数成分が欠落しナ

イキスト条件を満足しなくなるためシンボル間干渉（ISI: 
Inter Symbol Interference）が発生し信号品質は劣化する。

そこで ISI を軽減する自己再生型スペクトラム等化処理

の検討を行った。図 2-1-8 に受信機ブロックダイアグラム

を示す。第 1 ステージでは、サブスペクトラム合成器によ

り実際に伝送されたサブスペクトラムを合成し仮復調復

変調方式 QPSK
符号化方式 R=1/2畳み込み符号/Viterbi復号

シンボルレート 6.4MHz
サンプリングレート 25.6MHz
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号を行う傍ら、その合成スペクトラムを受信信号バッファ

に蓄積しておく。第 2 ステージでは、第 1 ステージで得

た復号器出力を元に、送信機と同一パラメータの再符号化

器・再変調器を使用してレプリカ信号を生成する。続いて

サブスペクトラム分割器を用いて送信機のサブスペクト

ラム分割器と同一のフィルタ特性を持つサブスペクトラ

ム分割器を用いて前記レプリカ信号をサブスペクトラム

レプリカ#1r～#nrに分解し、送信機で削除したサブスペク

トラム（図 2-1-8 では#n）に相当するサブスペクトラムレ

プリカ#nrを抽出し、予め受信信号バッファに蓄積してお

いた合成スペクトラムと同相合成することで波形等化を

果たす。その後、等化信号を本復調復号し受信データを得

る。第 3 ステージ以降では、第 2 ステージと同様の処理

によりレプリカ信号の再生成を行い、サブスペクトラムレ

プリカを更新することで、等化精度を向上させる。最終

Neq+1 ステージの誤り訂正復号結果を受信データとして

出力する。 

２.１.２.３.  特性評価 
スペクトラム圧縮／復元技術を実装した送受信装置を

試作した。外観および主要諸元を図 2-1-9 に示す。本施策

装置を用いて屋内実験によりその伝送特性を確認した。図

2-1-10に変調方式QPSK、符号化率 3/4におけるBER（Bit 
Error Rate）特性を示す。帯域圧縮率を増大させると ISI
の影響で所要 Eb/N0は劣化するが、スペクトラム復元によ

る等化処理によって BER=10-6 点においてα=2/32 では

0.5dB、α=4/32 では 1.0dB の利得が得られており、ISI
の影響を抑圧し受信特性が改善していることが分かる。な

お、削除するサブスペクトラムの周波数位置に依存する伝

送特性の変化は確認されなかった。受信電力に応じて最適

なαを選択した場合の周波数利用効率特性を図 2-1-11 に

示す。変調多値数や符号化率に加え帯域圧縮率αをパラメ

ータとして適応伝送することで周波数利用効率を改善で

き、スペクトラム圧縮を実施しない従来法（α=0）に対

し提案法はQPSK 1/2では最大約 1.5倍の周波数利用効率

を達成できた。 

 
図 2-1-7   送信機ブロックダイアグラム 

図 2-1-8   受信機ブロックダイアグラム 

  
図 2-1-9  試作装置 

 
図 2-1-10   Eb/N0─BER 特性 (QPSK R=3/4) 

 
図 2-1-11   周波数利用効率 

 
２.２. 多偏波空間多重伝送技術 
衛星―地球局間の電波伝搬はマルチパスの乏しい見通

し内伝搬となるため、見通し外伝搬における伝送情報量改

善手法である multi-input multi-output（MIMO）伝送を

適用しても、その効果は期待できない。一方、衛星通信で

は送受信信号の偏波面がほぼ安定している。そこで、衛星

の新規追加/変更することなく偏波空間を活用し、従来の

直 交 偏 波 多 重 伝 送 （ orthogonal polarization 
multiplexing : OPM）方式と比較して周波数利用効率の

向上が期待できる多偏波空間多重方式の検討を行った。 
  

 
図 2-2-1 多偏波空間多重伝送技術の原理 
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 図 2-2-1 に多偏波空間多重伝送技術の原理図を示す。多

偏波空間多重方式は、送信信号点の形成手法により非直交

偏波多重（poly-polarization multiplexing : PPM）方式

と多偏波空間変調（polarization domain modulation : 
PDM）方式の 2 つに大別できる。PPM 方式は既存の直交

2 偏波（水平 H・垂直 V）空間上に新たな仮想偏波面を追

加し、3 つ以上の偏波面の信号成分を合成して信号点を形

成する多重化方式である。一方、PDM 方式は、OPM 方

式に偏波角制御を加えることで H/V 空間上に信号点を直

接形成する多値変調方式である。どちらの方式の場合も、

OPM 方式における 2 次元配置（各偏波の IQ 平面上）か

ら H/V 空間を含めた 4 次元配置（Hi, Hq, Vi, Vq）に拡張

して隣接信号点間の最小ユークリッド距離を拡大するこ

とで伝送特性の改善を図る。受信側では、伝搬路推定によ

り偏波回転や位相回転の影響を把握するとともに最尤推

定（maximum likelihood detection : MLD）を行うこと

により 4 次元空間における受信シンボル判定を行う。 
 ビット誤り率は信号点間のユークリッド距離の影響を

大きく受ける。そのため、PPM 方式と PDM 方式の双方

について、最も近接する信号点間のユークリッド距離を最

大化するよう、信号点配置の最適化を行った。一例として、

6 bit/symbol 変調時の信号点配置を図 2-2-2 に示す。また、

当該信号点配置に関する誤り訂正なしの場合の計算機シ

ミュレーション（Sim）ならびに等価低域系を用いた室内

伝送実験（HW）結果を図 2-2-3 に示す。なお、図中の凡

例には評価時に与えた周波数偏差と位相回転量を示して

いる。図 2-2-3 より、PPM 方式は、同一伝送速度の OPM
方式（V/H 偏波共に 8PSK）と比較して BER=10-4におけ

る所要 SNR が 0.8 dB 改善することがわかる。これは、

以下の式が常に成立すると仮定し、同一 C/N 時の周波数

利用効率に換算すると、周波数利用効率（R/W）で 1.2 倍

向上することに相当する。 
 R/W = (C/N)(Eb/N0)-1 
一方、PDM方式は BER=10-4における所要 SNRが 1.6 dB
改善（同 1.45 倍向上）することを確認した。 また、符

号化率 1/2の LDPC 符号を用いた場合の BER特性評価結

果を図 2-2-4 に示す。同図より、3 bit/symbol 配置の場合、

BER=10-4における PDM 方式の所要 SNR が PPM 方式

よりも 2.3 dB 小さく、6 bit/symbol 配置の場合には、逆

に PPM 方式が PDM 方式よりも 0.4 dB 小さくなること

がわかる。以上より、3 bit/symbol 配置で PDM 方式が優

れており、6 bit/symbol 配置では PPM 方式が優れている

ことを明らかにした。以上より、本研究開発による多偏波

空間多重伝送方式の周波数利用効率が従来方式と比較し

て 1.2 倍向上することを確認した。なお、実衛星回線にお

ける多偏波空間多重伝送方式の BER 特性については後述

する。 

 
図 2-2-2 （左）PPM 方式 （右）PDM 方式の 

信号点配置（6 bit/symbol） 

 
図 2-2-3 （左）PPM 方式 （右）PDM 方式の 
ビット誤り率特性（6 bit/symbol・誤り訂正なし） 

 
図 2-2-4 （左）3 bit/symbol （右）6 bit/symbol での 
PPM方式とPDM方式の比較結果（LDPC・符号化率 1/2） 

 
２.３． 動的回線運用技術 

２.３.１. 概要 
動的回線割当技術が前提とする衛星通信システムは、図

2-3-1 に示すように、HUB 局、複数の地球局、衛星から

構成され、各地球局は HUB 局と衛星を介した通信を行う。

表 2-3-1に示すようにシステムには 2種類の地球局が存在

する。即ち、(1)V 偏波または H 偏波においてスペクトラ

ム圧縮伝送とスペクトラム分解伝送を合わせて用いるス

ペクトラム分解/圧縮局と、(2)V/H 両偏波において多偏波

空間多重伝送を用いる多偏波空間多重局である。本システ

ムの回線運用において、限られた帯域（以下は衛星帯域）

と電力（以下は衛星電力）を有効利用するため、各地球局

の要求に応じて通信回線の割当と解放を行うデマンドア

サイン(DAMA)制御を採用する。表 2-2 のように、地球局

が用いる通信回線の伝送パラメータは通信モードと周波

数成分に大別されるが、こららは、HUB 局の回線割当装

置に実装する回線割当アルゴリズムで決定する。回線割当

アルゴリズムの性能は、システム全体の帯域と電力の利用

効率に直結するため、特に重要であり、動的回線割当技術

の主要課題である。以下に回線割当アルゴリズムの詳細を

述べる。 
２.３.２. 回線割当アルゴリズム 

２.３.２.１. 課題と解決法 
これまでの衛星通信システムでは通信モードを全通信

回線で一定に固定していた。通信モードごとに通信回線の

所要帯域と所要電力が一意に決まるため、従来の方法では、

回線数が増加し、全回線の合計帯域が衛星帯域に達した場

合は、全回線の合計電力が衛星電力に達していなくても、

それ以上の回線割当を行うことが出来ない。また、回線数

が増加し、全回線の合計電力が衛星電力に達した場合は、

全回線の合計帯域が衛星帯域に達していなくても、それ以

上の回線割当を行うことが出来ない。そこで、提案する回

線割当アルゴリズムは、図 2-3-2 に示すフローに従い、衛

星帯域と衛星電力を同時に有効利用するように、地球局ご

との通信モードを最適化し周波数成分を決定する。 
２.３.２.１. 通信モードの最適化 
スペクトラム分解/圧縮局の通信モードは、変調方式、

誤り訂正符号化率、スペクトラム圧縮率であり、多偏波空
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間多重局の通信モードは、変調方式、誤り訂正符号化率、

偏波多重数である。通信モードを変えることで、通信回線

の所要帯域と所要電力のトレードオフができる。そこで、

スペクトラム制御衛星通信システムで用いる回線割当ア

ルゴリズムは、衛星帯域と衛星電力の利用バランスをとる

ように、回線割当のたびに通信モードを最適化する。 
２.３.２.２. 周波数の決定 
スペクトラム分解/圧縮局は、衛星中継器の任意の幅の

空き帯域に合わせてスペクトラムを自由に分解すること

ができる。しかし、多偏波空間多重局は、1 地球局が両偏

波で同一周波数かつ同一幅の空き帯域しか利用できない

制約、及びシングルキャリア伝送と同様に所要帯域幅より

も広い幅の空き帯域しか利用できない制約がある。従って、

多偏波空間多重局へのスペクトラム配置を成功させ、衛星

中継器の帯域を有効利用するために、本システムに求めら

れる要求条件は、両偏波が空いている帯域の幅を出来るだ

け広くすることである。これを実現する空き帯域検索法と

して Best First Fit (BFF)法を提案する。BFF 法は、裏偏

波が割当済みの空き帯域に優先的にスペクトラムを配置

する。または、配置するスペクトラムの帯域幅に近い帯域

を持つ空き帯域に優先的にスペクトラムを配置する。これ

より、スペクトラム配置後に両偏波が空いている帯域が広

くなるため、多偏波空間多重局へのスペクトラム配置に成

功する確率が向上する。 

２.３.３. 特性評価 
要求速度が異なる多数の地球局に対し DAMA 制御を行

い、回線割当アルゴリズムの性能を評価する。図2-3-3は、

回線割当イベントごとの衛星電力利用率と衛星帯域利用

率の関係である。衛星電力利用率と衛星帯域利用率はそれ

ぞれ割当済み帯域幅・電力に対する全衛星帯域幅・全衛星

電力の比率である。 
提案する回線割当アルゴリズムを用いた提案システム

は図の点線に近い回線割当が行われていることから、全体

的に衛星電力と衛星帯域をバランスよく利用しているこ

とが分かる。特に、着目点 1 の周辺部分では衛星電力利用

率と衛星帯域利用率は共にほぼ１となり、衛星帯域と衛星

電力が 100%利用されていることが分かる。一方、変調方

式をそれぞれ QPSK と 16QAM に固定した従来システム

は、点線から離れた回線割当が行われていることから、衛

星電力と衛星帯域をバランスよく利用していないことが

分かる。つまり、QPSK を用いた場合は電力よりも帯域

を多く利用していることから、着目点 2 では電力が 80%
無駄になる。また、16QAM を用いた場合は帯域よりも電

力を多く利用していことから、着目点 3 では帯域が 38%
無駄になる。 
以上により、提案する回線割当アルゴリズムを用いた動

的回線運用技術によれば、システム全体の帯域と電力の利

用効率を最大化することができる。 

 
図 2-3-1 回線割当技術が想定する衛星通信システム 

 
表 2-3-1 地球局種別と伝送パラメータ 

 

 
図 2-3-2 回線割当アルゴリズムフロー 

 

 
図 2-3-3 衛星帯域と衛星電力の利用状況 

 

２.４. 実証実験 

２.４.１. 実験構成 
図 2-4-1 に実証実験の構成を示す。スペクトラム分解伝

送装置 2 台、スペクトラム圧縮伝送装置 2 台、多偏波空

間多重伝送装置 2 台、回線割当装置 1 台を開発し、これ
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に市販の 1.2mφV/H 偏波パラボラアンテナ、RF 装置を

結合した。各伝送装置は簡易化のため RF 装置とアンテナ

を共用した。実験場所は NTT 横須賀研究開発センタであ

る。実験風景を図 2-4-2 に、実験諸元を表 2-4-1 に示す。

実証実験では、地球局側と HUB 局側それぞれの同一種類

の伝送装置同士を Ku 帯を使用した衛星を介して通信さ

せ、伝送装置間での単体特性及び全ての伝送装置を混在さ

せたときの DAMA 制御によるシステムスループットを評

価した。 

 
図 2-4-1 実証実験の全体構成 

  
図 2-4-2 実験風景 

 
表 2-4-1 実験緒元 

RF周波数帯 Ku-Band (V/H偏波 10 MHz) 

変調方式と

FEC 

分解/圧縮: QPSK/16QAM LDPC R=1/2 

直交/多偏波: OPM (4 bit)/PPM (6 bit) LDPC 

R=1/2 

 

２.４.２. スペクトラム分解／合成伝送実験 

２.４.２.１. 基本伝送特性 
スペクトラム分解／合成技術による伝送特性を評価する

ため、スペクトラム分解伝送装置が変調信号を生成し分解

伝送を行う構成（アダプタ構成ではない）で実験を行った。 
図2-4-3は送信側におけるスペクトラム分解前のシングル

キャリア変調信号と 8 分割された送信サブスペクトラム、

図 2-4-4 は QPSK の受信コンスタレーションである。衛

星中継器による熱雑音の影響によりコンスタレーション

がにじんでいるが、収束していることがわかる。図 2-4-5
は QPSK、および 16QAM を 2,4,8 分割した時の BER 特

性である。QPSK では分割数によらず分割しないときと

同等の特性になり、16QAM では所要 Eb/N0 劣化量を

0.6dB 見込めばスペクトラム分解伝送ができることを明

らかにした。 

   
図 2-4-3 分解前後のシングルキャリア変調信号 

 
図 2-4-4 受信コンスタレーション (8 分割) 

 
図 2-4-5 BER 特性(左： QPSK、右：16QAM) 

２.４.２.２. 分解アダプタによる伝送特性 
 次に既存モデムに本技術をアダプタとして接続した構

成における伝送特性を評価した。図 2-4-6 に BER 特性を

示す。分割数によらず分割しないとき同等の BER 特性が

得られることが明らかになった。これにより、スペクトラ

ム分解アダプタにより、既存モデムのシングルキャリア変

調信号を分割伝送できることを明らかにした。 

 
図 2-4-6 アダプタ構成の BER 特性 

(3.2MHz, QPSK, R=1/2 畳み込み/Viterbi) 
 

２.４.２. スペクトラム圧縮／復元伝送実験 
図2-4-7に受信信号の周波数スペクトラムの様子を示す。

スペクトラム分解により得られたサブスペクトラム（図

2-4-7(i)）を右端から送信側で削除（図 2-4-7 (ii)）するこ

とでスペクトラム圧縮を実現している。図 2-4-8 に QPSK 
2/3伝送時の圧縮率 α=2/16における IQコンスタレーショ

ンの様子を示す。スペクトラム圧縮によるシンボル間干渉

の影響で「(i) 等化なし」では信号点境界が視認できない

ほど歪んでいることが分かる。一方「(ii) 1 回等化」「(iii) 2
回等化」と等化処理を施すことで QPSK の 4 点の信号点

に収束していく様子が分かる。 
図 2-4-9 に QPSK, 8PSK における周波数利用効率特性を

示す。提案法でαを受信電力に対し最適に制御することで

周波数利用効率が向上し QPSK 1/2 では最大 1.5 倍、

QPSK 2/3 では最大 1.3 倍の改善効果が確認された。また

所要 SNR に注目すると、8PSK 1/2（1.50bit/symbol）よ

りもシンボルあたりの伝送ビット数の少ない QPSK 2/3
（1.33bit/symbol）をスペクトラム圧縮する方が SNR 全

域で周波数利用効率が高いことが分かる。スペクトラム圧
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縮／復元の基本特性として、より低次の変調方式において

良好な受信特性を有するため、このような逆転現象が生じ

たと考えられる。すなわちリンクアダプテーションの手段

として従来一般的に使用されてきた変調多値数や符号化

率の適応制御に加え、スペクトラム圧縮における圧縮率の

適応制御を導入することで、より高い伝送容量を提供する

ことが可能となることが分かった。 
 

 
(i) α=0        (ii) α=2/16 
図 2-4-7 受信スペクトラム 

 

   
(i) 等化なし (ii) 1 回等化  (iii) 2 回等化 

図 2-4-8 IQ コンスタレーション（QPSK 2/3、α=2/16） 
 

 
図 2-4-9  周波数利用効率 

 
２.４.３. 多偏波空間多重伝送実験 
多偏波空間多重伝送方式について評価検証を行うため、

衛星を介した伝送性能評価実験を行った。実験構成と実験

諸元を図 2-4-10 と表 2-4-2 にそれぞれ示す。表 AB1 中の

各信号点配置について、BER=10-4 における所要 SNR に

対する周波数利用効率を図 2-4-11 に示す。なお、図中の

階段グラフは、多偏波空間多重伝送方式（PPM、PDM）

と従来方式（OPM）の各々において適応変調を行うこと

を想定した場合の周波数利用効率を表している。図より、

所要 SNR≧16dB の高 SNR 領域において、本研究開発に

よる PDM-6bit の周波数利用効率が、従来の OPM-6bit
と比較して 1.2 倍向上していることがわかる。これは、

PDM 方式が OPM 方式と比較して大きな最小ユークリッ

ド距離を有することから、PDM 方式のほうが高 SNR 領

域で良好な特性が得られるためである。 
以上より、実衛星回線を利用した実験により、多偏波空

間多重伝送方式の周波数利用効率が従来方式と比較して

1.2 倍向上することを確認し、目標を達成した。 

 
図 2-4-10 多偏波空間多重伝送の衛星実験構成 

 
表 2-4-2 多偏波空間多重伝送の衛星実験諸元 

 
 

 
図 2-4-11 多偏波空間多重伝送の周波数利用効率特性 

 
２.４.４. システムスループット 
システム全体の効果を明確にするため、スループットを

測定した。全割当回線の伝送速度の合計値をスループット

とする。開発したスペクトラム分解/圧縮伝送装置は 1 装

置で最大 4 回線を、多偏波空間多重伝送装置は 1 装置で 1
回線を割当できる。従って、本実験では V 偏波スペクト

ラム分解/圧縮局（4 局）、H 偏波スペクトラム分解/圧縮局

（4 局）、多偏波空間多重局（1 局）に対して DAMA 制御

が行われる。新規の回線要求が発生した際、250 kbit/s か

ら 8 Mbit/s の間で要求速度をランダムに選択し、要求速

度に対する最適な伝送パラメータを回線割当アルゴリズ

ムで求めた。一方で、本実験に向けて取得した電波免許の

帯域幅は数種類に限定されている。そこで、回線割当アル

ゴリズムで求めた所要帯域以上で最も近い電波免許帯域

を割当てた。新規回線の所要帯域と既存回線の総帯域を合

計した値が衛星帯域を超えた場合、または、新規回線の所

要電力と既存回線の総電力を合計した値が衛星電力を超

えた場合は、新規回線の割当は行えないため、呼損とする。 
スペクトラム分解/圧縮伝送装置は分解・圧縮伝送以外に
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シングルキャリア伝送を実装している。また、多偏波空間

多重伝送装置は多偏波空間多重(PPM)以外に直交偏波多

重伝送(OPM)を実装している。以下では通信モードを固定

した(1)シングルキャリア伝送と(2)直交偏波多重伝送を混

在させた実験結果を従来システムと呼び、通信モードを最

適化した(3)分解・圧縮伝送と(4)多偏波空間多重伝送と(1)
を混在させた実験結果を提案システムと呼ぶ。 
図 2-4-12 は要求速度のランダムシードを 5 回変えて試

行した提案システムと従来システムのスループットの結

果である。従来システムで呼損が発生する状況に対し、提

案システムは、空き帯域幅に合わせてスペクトラム分割・

圧縮を行うことで、呼損を回避して回線割当が行えると共

に、多偏波空間多重伝送により伝送ビットレートが向上す

る。その結果、提案システムは従来システムよりスループ

ットが平均 1.9 倍向上することが明らかとなった。また、

提案システムの実験値とシミュレーション値が一致する

ことから、実験値の有効性が確認できた。 
 

 
図 2-4-12 システム全体のスループット測定結果 

 

２.５. 国際標準化への貢献 
将来の実用化を見据え、スペクトラム制御技術及び多偏

波空間多重伝送技術に関する ITU-R レポート作成作業を

平成 25 年度から開始した。 
スペクトラム制御技術に関しては、スペクトラム分割後の

伝送信号がマルチキャリヤ伝送信号の一例と考えられる

ので、平成 22 年に完成した ITU-R レポート S.2173[衛星

システム用マルチキャリヤ伝送技術]に本技術を追記する

方針とした。 
一方、多偏波空間多重伝送技術は、参照すべき既存レポ

ートが存在しなかったので、新技術という位置づけで新レ

ポートを作成する方針とした。新レポート作成を開始する

にあたり、ITU-R に課題提案の必要性の有無を確認した

ところ、ITU-R SG4 WP4B 議長から既存課題である

Question 46-3/4 のスコープ内で新レポートの作成が可能

というご回答を得て、新規課題を提案することなく新レポ

ート作成を開始することとした。 
上記方針に基づき、NTT/ATR で寄与文書を作成し、平

成 25年 8月に情報通信審議会情報通信技術分科会 ITU部

会衛星・科学業務委員会及び同委員会衛星業務 WG での

審議を経て、日本からの寄与文書として提出することの承

認を得た。その後、同年 9 月に開催された WP4B 会合に

NTT/ATR から各 1 名ずつ参加し、当該会合にて寄与文書

を付議した結果、本提案を議長報告に作業文書として添付

することで合意した。その際、同会合でレポートとしての

有効性を高めるためには、実装や実験結果を追記すべきと

の指摘を米国より受けたので、本指摘に回答する形で、翌

平成 26 年 2 月会合で、ハードウェアを用いた実験結果を

追記し、作業文書のステータスから暫定レポート改定草案

のステータスにアップデートすることを提案した。同会合

での審議の結果、日本提案を議長報告に暫定レポート改定

草案として添付することで合意した。 
最終的には、平成 26 年 6 月会合で、スペクトラム制御

技術、多偏波空間多重伝送技術それぞれの室内実験結果と

衛星実験結果を追記することで、技術の有効性を示し、

WP4B におけるレポート改定作業を完了した。その後、

引き続き開催された ITU-R SG4 に上程し、最終承認され

たことで、実施計画書通りの目標を達成した。 
 

３．今後の研究成果の展開 
本研究開発の成果は、図 3 に示すように、衛星通信シス

テムのモデムに実装して実用化することを目指している。

現用の衛星通信システムは地上装置の老朽化時期、利用す

る衛星の寿命が異なるため、システム更改時期が異なる。

そこで、実用化はシステム更改に合わせた時期を目標とす

る。 
具体的には、平成 28 年度以降にシステム更改が予想され

る離島・災対向けシステムに対しては、スペクトラム制御

技術の一部であるスペクトラム広帯域配置を実装し実用

化することを目指す。平成 31 年度以降にシステム更改が

予想される船舶向けシステムに対しては、今後の提案活動、

市場需要の結果を考慮し、スペクトラム制御技術、多偏波

空間多重伝送技術、動的回線運用技術を組み合わせた技術

をシステム全体として実装し実用化することを目指す。 
 

 
図 3 研究成果の実用化イメージ 

 
４. むすび 
衛星通信において、ユーザが用いる通信回線の偏波及び

周波数を動的に制御する事により、従来のシングルキャリ

ア変調かつ直交偏波多重を用いるシステムに比べて、周波

数利用効率が飛躍的に向上する技術を確立し、実証実験で

の検証を完了した。 
スペクトラム制御技術、多偏波空間多重伝送技術、動的

回線運用技術の各技術を実装する装置を際の衛星を介し

て結合し、当該装置が商用通信実衛星を介して通信可能で

あることを確認すると共に、システム全体で周波数利用効

率が当初目標 1.5倍よりも大きい 1.9倍まで向上すること

を立証した。これと並行して、ITU-R SG4 で本技術のレ

ポートが最終承認されたことで、国際標準化を達成した。 
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	衛星通信における近年のブロードバンド化の要望に対し、動的偏波・周波数制御技術の研究開発を実施した。本開発技術によれば、スペクトラム分解伝送、スペクトラム圧縮伝送、多偏波空間多重伝送及びこれらの伝送パラメータを最適化する回線割当を組み合わせることで、既存の衛星をそのまま利用しながら、シングルキャリア伝送や直交偏波多重伝送を用いる従来の衛星通信システムと比べてスループットを増大することが可能である。国内のKu帯衛星を用いた実証実験により、本技術を採用した衛星通信システムは従来システムに対し、スループッ...
	Abstract
	To meet a recent demand for broadband satellite communication, we have developed “Dynamic Polarization and Frequency Control Technology”. This technology combines spectrum division transmission, spectrum suppressed transmission, poly-polarization mult...
	1. まえがき0F((
	衛星通信は広域をカバーすることのできる情報通信インフラであり、衛星中継器の使用率は高い傾向にある。近年、船舶上において、Ku 帯衛星通信を利用したブロードバンド通信が可能となり、今後、更なるトラフィックの増加が見込めることから、通信容量増加への対応が必要となっている。
	通信容量を増加させるためには、新規衛星を開発することや周波数利用効率を向上させる等の手段があるが、静止衛星の軌道位置と周波数は有限であるため、新規衛星の追加は容易ではない。また、周波数効率の向上についても、衛星での対応が必要な場合には、新規の人工衛星が必要となるため、中・長期的な対応が必要となる。そこで、本研究開発では、既存の衛星をそのまま用い、高い周波数利用効率化を実現する技術の検討を行い、新たな動的偏波・周波数制御技術の提案を行う。本技術によれば、機器更新が容易であり比較的短期間での対応が可能...
	本稿では、動的偏波・周波数制御技術の要素技術として、帯域分解・圧縮伝送等を用いた新たなスペクトラム制御技術及び複数の偏波面を新たな空間軸として利用する多偏波空間多重伝送技術、これら基盤技術を統合する動的回線運用技術の詳細な内容ついて述べる。また、各要素技術を実装した装置の開発を行い、開発装置を衛星を介して接続し、BER（Bit Error Rate）特性などの単体評価及びシステムスループットの総合評価を行った結果を述べる。以上により、動的偏波・周波数制御技術が実際の環境下で実現可能であり、効果とし...
	本研究開発では、電波の高度有効利用に資するとともに、当該技術の国際標準化を通じて、我が国のワイヤレス分野における国際競争力強化を図る。そのため、ITU-R SG4 WP4Bに寄与文書を入力し、最終的にレポート承認されたことで、国際標準化を達成したことについても述べる。
	２.研究内容及び成果
	本研究開発により実現を目指す衛星通信システムの概要を図1に示す。システムでは、衛星中継器の空き帯域・空き偏波の形状に合わせ、通信回線の信号を柔軟に整形して配置する偏波及び周波数の制御を行う動的偏波・周波数制御技術を用いる。具体的には、帯域分解・圧縮伝送等を用いた新たなスペクトラム制御技術及び複数の偏波面を新たな空間軸として利用する多偏波空間多重伝送技術、これらを統合する動的回線運用技術を組み合わせる。
	本システムによれば、現在稼働しているシングルキャリア変調かつ直交偏波多重を用いるシステムに比べて、周波数利用効率を飛躍的に向上させると共に、衛星通信の普及利用を促進、災害等の緊急時における通信インフラとして機能させ、国民生活の安心・安全の確保に繋げることが期待できる。
	図1 動的偏波・周波数制御衛星通信システム
	２．１．スペクトラム制御技術
	２．１．１．スペクトラム分解／合成技術
	２．１．１．１．　技術概要
	スペクトラム分解／合成技術では、送信側において、図2-1-1に示すようにシングルキャリア変調信号をフーリエ変換し、分割フィルタと周波数シフタで構成されるスペクトラム分割フィルタバンクで複数のサブスペクトラムに分割、要求多元接続方式によって割り当てられた散在する周波数帯域に分散配置し、逆フーリエ変換して時間軸の信号に変換、送信する。 受信側では、受信信号をフーリエ変換し、合成フィルタと周波数シフタから構成されるスペクトラム合成フィルタバンクで各サブスペクトラムを抽出し、分散前の周波数帯域に戻す。次...
	各サブスペクトラムの帯域幅は、分割フィルタの設定により柔軟に変更できるため、衛星中継器の周波数軸上に散在した未使用帯域を有効利用して周波数利用効率を向上できる。
	さらに本技術を応用し、図2-1-2に示すように、既存のシングルキャリアFDMA伝送を行う衛星通信モデムと衛星通信アンテナの間に、スペクトラムの分解／合成機能のみを切り出した「スペクトラム分解アダプタ」を挿入することで、既存の衛星通信設備をそのまま流用して既存モデムの分割伝送を実現し、周波数利用効率を向上できる。
	本技術の実現にあたり、受信サブスペクトラムに生じる位相歪みと周波数誤差の補償が必要になる。以下にこれらの技術の詳細を述べる。
	図2-1-1 スペクトラム分解／合成技術の概要
	図2-1-2 スペクトラム分解アダプタによる伝送の概要
	２．１．１．２.　位相同期技術
	分割されたサブスペクトラムを周波数軸上に分散配置して伝送すると、伝送遅延により各受信サブスペクトラムに独立の位相オフセットが生じる。そのため、スペクトラム合成を行うと、合成後のシングルキャリア変調信号の位相特性に位相歪みが生じ、伝送特性が劣化する。
	そこで、スペクトラム分解／合成技術では、隣接する受信サブスペクトラムの遷移域からサブスペクトラム間の位相回転量を推定し、合成後の信号の位相を連続化する。
	図2-1-3(a)は分割前、図2-1-3(b)は分割後のスペクトラムである。図2-1-3(b)において、サブスペクトラムkとk+1(k=1,2,…,n)が重畳する遷移域Wkは、分割前は同じ信号成分のため、送信前はサブスペクトラムkとk+1の位相は連続である。しかしながら、伝送の結果、送受間のFFTタイミングのずれにより図2-1-3(c)に示すようにサブスペクトラム間に位相回転φk(k=1,2,…,n-1)が生じる。
	そこで、遷移域Wkにおいて分割前に同じ信号成分であったサブスペクトラムkとk+1の信号成分sk,kとsk+1,kから位相回転推定値を求め、をサブスペクトラムk+1に乗算すれば、サブスペクトラムkとk+1の位相は連続になる。全サブスペクトラムの位相を連続化するには、サブスペクトラム1の位相に連続になるように、残りのサブスペクトラムの位相を補償すれば良い。サブスペクトラムkの位相補償値γk は式(1)で表せる。
	,𝛾-𝑘.=,exp-,−𝑗,𝑚=1-𝑘−1-,,𝜙.-𝑚....                           (k=2,3,…,n)  (1)
	図2-1-3 位相同期技術　　図2-1-4 周波数誤差信号歪み
	２．１．１．３．　周波数同期技術
	衛星通信では、送信局、人工衛星局、受信局のRF装置の周波数変換部における局部発振器の発振精度により、受信信号に周波数誤差が生じる。スペクトラム分解アダプタにより、分解された既存モデムのサブスペクトラム合成を行う場合、受信信号に対して送信側でサブスペクトラムを配置した周波数帯域に各サブスペクトラムと同じ周波数特性を有する合成フィルタを乗算してサブスペクトラムを抽出し合成する。
	受信信号の周波数誤差が増大すると、図2-1-4に示すように、受信側の合成フィルタと受信サブスペクトラムとの間に周波数差が生じるため、サブスペクトラムの一部が欠損し、伝送特性が劣化する。そのため、合成フィルタの乗算前に周波数同期を確立する必要があるが、既存モデムのフレームパタンが不明の場合、同期の確立が困難である。本技術では、任意の既存モデムの分解／合成を目指し、フレームパタンなどモデム固有の情報に寄らない周波数同期技術を検討した。
	図2-1-5(a)は分割前、図2-1-5(b)は分割後のスペクトラムである。図2-1-5(b)において、サブスペクトラムkとk+1(k=1,2,…,n, 図2-1-5ではn=3)が重畳する遷移域Wkは、分割前は同じ信号成分である。ここで、遷移域Wk-1とWkを2等分割し、それぞれの帯域にあるサブスペクトラムkの信号成分をSk,a, Sk,b, Sk,c, Sk,dとする。
	周波数誤差Δf=0のとき、受信信号におけるSk-1,cとSk,a,および Sk-1,dとSk,bは分割前は同じ信号成分なので、これらの相関値の差分α= Sk-1,cSk,a*  - Sk-1,dSk,b* (*は複素共役)の時間平均は0になる。一方、周波数誤差fが生じたとき、Sk,a, Sk,b, Sk,c, Sk,dの成分に偏りが生じる。例えばf <0の場合、Sk-1,cとSk,aは増加し Sk-1,dとSk,bは減少するため、は正の値を持つ。一方Δf >0の場合、は負の値になる。そこで合成...
	表2-1-1 シミュレーション諸元
	図2-1-5 周波数同期技術
	２．１．１．４. 特性評価
	位相同期技術、および周波数同期技術を適用した場合のスペクトラム分解／合成技術の有効性を検証するため、シミュレーションで信号伝送特性評価した。周波数誤差は送信局、人工衛星局、受信局で使用する局部発振器の精度が10-6の場合に生じる最大周波数誤差から28kHzに設定した。諸元を表2-1-1に示す。図2-1-6はBER特性である。
	分割数によらず所要C/N劣化量0.3dB以下となり、スペクトラム分解／合成方式の有効性を確認した。
	図2-1-6 スペクトラム分解／合成技術のBER特性
	２.１.２. スペクトラム圧縮／復元技術
	２.１.２.１. スペクトラム圧縮技術
	本技術では送信機においてスペクトラム分解して得られたサブスペクトラムの一部を削除し残りのサブスペクトラムのみを伝送することで、伝送速度を維持しながら占有周波数帯域幅を狭帯域化する。誤りの発生を抑えられれば周波数利用効率を向上することができる。図2-1-7は送信機のブロックダイアグラムであり、右端のサブスペクトラム#nを削除した例を示している。ここで帯域圧縮率αを次式で定義する。
	２.１.２.２.  スペクトラム復元技術
	スペクトラム圧縮により一部の周波数成分が欠落しナイキスト条件を満足しなくなるためシンボル間干渉（ISI: Inter Symbol Interference）が発生し信号品質は劣化する。そこでISIを軽減する自己再生型スペクトラム等化処理の検討を行った。図2-1-8に受信機ブロックダイアグラムを示す。第1ステージでは、サブスペクトラム合成器により実際に伝送されたサブスペクトラムを合成し仮復調復号を行う傍ら、その合成スペクトラムを受信信号バッファに蓄積しておく。第2ステージでは、第1ステージで得た復...
	２.１.２.３.  特性評価
	スペクトラム圧縮／復元技術を実装した送受信装置を試作した。外観および主要諸元を図2-1-9に示す。本施策装置を用いて屋内実験によりその伝送特性を確認した。図2-1-10に変調方式QPSK、符号化率3/4におけるBER（Bit Error Rate）特性を示す。帯域圧縮率を増大させるとISIの影響で所要Eb/N0は劣化するが、スペクトラム復元による等化処理によってBER=10-6点においてα=2/32では0.5dB、α=4/32では1.0dBの利得が得られており、ISIの影響を抑圧し受信特性が改善し...
	図2-1-7   送信機ブロックダイアグラム
	図2-1-8   受信機ブロックダイアグラム
	図2-1-11   周波数利用効率
	２.２. 多偏波空間多重伝送技術
	衛星―地球局間の電波伝搬はマルチパスの乏しい見通し内伝搬となるため、見通し外伝搬における伝送情報量改善手法であるmulti-input multi-output（MIMO）伝送を適用しても、その効果は期待できない。一方、衛星通信では送受信信号の偏波面がほぼ安定している。そこで、衛星の新規追加/変更することなく偏波空間を活用し、従来の直交偏波多重伝送（orthogonal polarization multiplexing : OPM）方式と比較して周波数利用効率の向上が期待できる多偏波空間多重方式...
	図2-2-1　多偏波空間多重伝送技術の原理
	図2-2-1に多偏波空間多重伝送技術の原理図を示す。多偏波空間多重方式は、送信信号点の形成手法により非直交偏波多重（poly-polarization multiplexing : PPM）方式と多偏波空間変調（polarization domain modulation : PDM）方式の2つに大別できる。PPM方式は既存の直交2偏波（水平H・垂直V）空間上に新たな仮想偏波面を追加し、3つ以上の偏波面の信号成分を合成して信号点を形成する多重化方式である。一方、PDM方式は、OPM方式に偏波角制...
	ビット誤り率は信号点間のユークリッド距離の影響を大きく受ける。そのため、PPM方式とPDM方式の双方について、最も近接する信号点間のユークリッド距離を最大化するよう、信号点配置の最適化を行った。一例として、6 bit/symbol変調時の信号点配置を図2-2-2に示す。また、当該信号点配置に関する誤り訂正なしの場合の計算機シミュレーション（Sim）ならびに等価低域系を用いた室内伝送実験（HW）結果を図2-2-3に示す。なお、図中の凡例には評価時に与えた周波数偏差と位相回転量を示している。図2-2...
	R/W = (C/N)(Eb/N0)-1
	一方、PDM方式はBER=10-4における所要SNRが1.6 dB改善（同1.45倍向上）することを確認した。　また、符号化率1/2のLDPC符号を用いた場合のBER特性評価結果を図2-2-4に示す。同図より、3 bit/symbol配置の場合、BER=10-4におけるPDM 方式の所要SNR がPPM方式よりも2.3 dB小さく、6 bit/symbol配置の場合には、逆にPPM方式がPDM方式よりも0.4 dB小さくなることがわかる。以上より、3 bit/symbol配置でPDM方式が優れてお...
	図2-2-2　（左）PPM方式　（右）PDM方式の
	信号点配置（6 bit/symbol）
	図2-2-3　（左）PPM方式　（右）PDM方式の
	ビット誤り率特性（6 bit/symbol・誤り訂正なし）
	図2-2-4　（左）3 bit/symbol　（右）6 bit/symbolでの
	PPM方式とPDM方式の比較結果（LDPC・符号化率1/2）
	２.３． 動的回線運用技術
	２.３.１.　概要
	動的回線割当技術が前提とする衛星通信システムは、図2-3-1に示すように、HUB局、複数の地球局、衛星から構成され、各地球局はHUB局と衛星を介した通信を行う。表2-3-1に示すようにシステムには2種類の地球局が存在する。即ち、(1)V偏波またはH偏波においてスペクトラム圧縮伝送とスペクトラム分解伝送を合わせて用いるスペクトラム分解/圧縮局と、(2)V/H両偏波において多偏波空間多重伝送を用いる多偏波空間多重局である。本システムの回線運用において、限られた帯域（以下は衛星帯域）と電力（以下は衛星電...
	２.３.２.　回線割当アルゴリズム
	２.３.２.１.　課題と解決法
	これまでの衛星通信システムでは通信モードを全通信回線で一定に固定していた。通信モードごとに通信回線の所要帯域と所要電力が一意に決まるため、従来の方法では、回線数が増加し、全回線の合計帯域が衛星帯域に達した場合は、全回線の合計電力が衛星電力に達していなくても、それ以上の回線割当を行うことが出来ない。また、回線数が増加し、全回線の合計電力が衛星電力に達した場合は、全回線の合計帯域が衛星帯域に達していなくても、それ以上の回線割当を行うことが出来ない。そこで、提案する回線割当アルゴリズムは、図2-3-2に...
	２.３.２.１.　通信モードの最適化
	スペクトラム分解/圧縮局の通信モードは、変調方式、誤り訂正符号化率、スペクトラム圧縮率であり、多偏波空間多重局の通信モードは、変調方式、誤り訂正符号化率、偏波多重数である。通信モードを変えることで、通信回線の所要帯域と所要電力のトレードオフができる。そこで、スペクトラム制御衛星通信システムで用いる回線割当アルゴリズムは、衛星帯域と衛星電力の利用バランスをとるように、回線割当のたびに通信モードを最適化する。
	２.３.２.２.　周波数の決定
	スペクトラム分解/圧縮局は、衛星中継器の任意の幅の空き帯域に合わせてスペクトラムを自由に分解することができる。しかし、多偏波空間多重局は、1地球局が両偏波で同一周波数かつ同一幅の空き帯域しか利用できない制約、及びシングルキャリア伝送と同様に所要帯域幅よりも広い幅の空き帯域しか利用できない制約がある。従って、多偏波空間多重局へのスペクトラム配置を成功させ、衛星中継器の帯域を有効利用するために、本システムに求められる要求条件は、両偏波が空いている帯域の幅を出来るだけ広くすることである。これを実現する空...
	２.３.３.　特性評価
	要求速度が異なる多数の地球局に対しDAMA制御を行い、回線割当アルゴリズムの性能を評価する。図2-3-3は、回線割当イベントごとの衛星電力利用率と衛星帯域利用率の関係である。衛星電力利用率と衛星帯域利用率はそれぞれ割当済み帯域幅・電力に対する全衛星帯域幅・全衛星電力の比率である。
	提案する回線割当アルゴリズムを用いた提案システムは図の点線に近い回線割当が行われていることから、全体的に衛星電力と衛星帯域をバランスよく利用していることが分かる。特に、着目点1の周辺部分では衛星電力利用率と衛星帯域利用率は共にほぼ１となり、衛星帯域と衛星電力が100%利用されていることが分かる。一方、変調方式をそれぞれQPSKと16QAMに固定した従来システムは、点線から離れた回線割当が行われていることから、衛星電力と衛星帯域をバランスよく利用していないことが分かる。つまり、QPSKを用いた場合は...
	以上により、提案する回線割当アルゴリズムを用いた動的回線運用技術によれば、システム全体の帯域と電力の利用効率を最大化することができる。
	図2-3-1　回線割当技術が想定する衛星通信システム
	表2-3-1　地球局種別と伝送パラメータ
	図2-3-2　回線割当アルゴリズムフロー
	図2-3-3　衛星帯域と衛星電力の利用状況
	２.４. 実証実験
	２.４.１.　実験構成
	図2-4-1に実証実験の構成を示す。スペクトラム分解伝送装置2台、スペクトラム圧縮伝送装置2台、多偏波空間多重伝送装置2台、回線割当装置1台を開発し、これに市販の1.2mφV/H偏波パラボラアンテナ、RF装置を結合した。各伝送装置は簡易化のためRF装置とアンテナを共用した。実験場所はNTT横須賀研究開発センタである。実験風景を図2-4-2に、実験諸元を表2-4-1に示す。実証実験では、地球局側とHUB局側それぞれの同一種類の伝送装置同士をKu帯を使用した衛星を介して通信させ、伝送装置間での単体特性...
	図2-4-1　実証実験の全体構成
	図2-4-2　実験風景
	表2-4-1　実験緒元
	２.４.２.　スペクトラム分解／合成伝送実験
	２.４.２.１.　基本伝送特性
	スペクトラム分解／合成技術による伝送特性を評価するため、スペクトラム分解伝送装置が変調信号を生成し分解伝送を行う構成（アダプタ構成ではない）で実験を行った。
	図2-4-3は送信側におけるスペクトラム分解前のシングルキャリア変調信号と8分割された送信サブスペクトラム、図2-4-4はQPSKの受信コンスタレーションである。衛星中継器による熱雑音の影響によりコンスタレーションがにじんでいるが、収束していることがわかる。図2-4-5は QPSK、および16QAMを2,4,8分割した時のBER特性である。QPSKでは分割数によらず分割しないときと同等の特性になり、16QAMでは所要Eb/N0劣化量を0.6dB見込めばスペクトラム分解伝送ができることを明らかにした。
	図2-4-3　分解前後のシングルキャリア変調信号
	図2-4-4　受信コンスタレーション (8分割)
	図2-4-5　BER特性(左： QPSK、右：16QAM)
	２.４.２.２.　分解アダプタによる伝送特性
	次に既存モデムに本技術をアダプタとして接続した構成における伝送特性を評価した。図2-4-6にBER特性を示す。分割数によらず分割しないとき同等のBER特性が得られることが明らかになった。これにより、スペクトラム分解アダプタにより、既存モデムのシングルキャリア変調信号を分割伝送できることを明らかにした。
	図2-4-6　アダプタ構成のBER特性
	(3.2MHz, QPSK, R=1/2 畳み込み/Viterbi)
	２.４.２.　スペクトラム圧縮／復元伝送実験
	図2-4-7に受信信号の周波数スペクトラムの様子を示す。スペクトラム分解により得られたサブスペクトラム（図2-4-7(i)）を右端から送信側で削除（図2-4-7 (ii)）することでスペクトラム圧縮を実現している。図2-4-8にQPSK 2/3伝送時の圧縮率α=2/16におけるIQコンスタレーションの様子を示す。スペクトラム圧縮によるシンボル間干渉の影響で「(i) 等化なし」では信号点境界が視認できないほど歪んでいることが分かる。一方「(ii) 1回等化」「(iii) 2回等化」と等化処理を施すこ...
	図2-4-9にQPSK, 8PSKにおける周波数利用効率特性を示す。提案法でαを受信電力に対し最適に制御することで周波数利用効率が向上しQPSK 1/2では最大1.5倍、QPSK 2/3では最大1.3倍の改善効果が確認された。また所要SNRに注目すると、8PSK 1/2（1.50bit/symbol）よりもシンボルあたりの伝送ビット数の少ないQPSK 2/3（1.33bit/symbol）をスペクトラム圧縮する方がSNR全域で周波数利用効率が高いことが分かる。スペクトラム圧縮／復元の基本特性として...
	(i) α=0        (ii) α=2/16
	図2-4-7　受信スペクトラム
	(i) 等化なし　(ii) 1回等化　　(iii) 2回等化
	図2-4-8　IQコンスタレーション（QPSK 2/3、α=2/16）
	図2-4-9  周波数利用効率
	２.４.３.　多偏波空間多重伝送実験
	多偏波空間多重伝送方式について評価検証を行うため、衛星を介した伝送性能評価実験を行った。実験構成と実験諸元を図2-4-10と表2-4-2にそれぞれ示す。表AB1中の各信号点配置について、BER=10-4における所要SNRに対する周波数利用効率を図2-4-11に示す。なお、図中の階段グラフは、多偏波空間多重伝送方式（PPM、PDM）と従来方式（OPM）の各々において適応変調を行うことを想定した場合の周波数利用効率を表している。図より、所要SNR≧16dBの高SNR領域において、本研究開発によるPDM...
	以上より、実衛星回線を利用した実験により、多偏波空間多重伝送方式の周波数利用効率が従来方式と比較して1.2倍向上することを確認し、目標を達成した。
	図2-4-10　多偏波空間多重伝送の衛星実験構成
	表2-4-2　多偏波空間多重伝送の衛星実験諸元
	図2-4-11　多偏波空間多重伝送の周波数利用効率特性
	２.４.４.　システムスループット
	システム全体の効果を明確にするため、スループットを測定した。全割当回線の伝送速度の合計値をスループットとする。開発したスペクトラム分解/圧縮伝送装置は1装置で最大4回線を、多偏波空間多重伝送装置は1装置で1回線を割当できる。従って、本実験ではV偏波スペクトラム分解/圧縮局（4局）、H偏波スペクトラム分解/圧縮局（4局）、多偏波空間多重局（1局）に対してDAMA制御が行われる。新規の回線要求が発生した際、250 kbit/sから8 Mbit/sの間で要求速度をランダムに選択し、要求速度に対する最適な...
	スペクトラム分解/圧縮伝送装置は分解・圧縮伝送以外にシングルキャリア伝送を実装している。また、多偏波空間多重伝送装置は多偏波空間多重(PPM)以外に直交偏波多重伝送(OPM)を実装している。以下では通信モードを固定した(1)シングルキャリア伝送と(2)直交偏波多重伝送を混在させた実験結果を従来システムと呼び、通信モードを最適化した(3)分解・圧縮伝送と(4)多偏波空間多重伝送と(1)を混在させた実験結果を提案システムと呼ぶ。
	図2-4-12は要求速度のランダムシードを5回変えて試行した提案システムと従来システムのスループットの結果である。従来システムで呼損が発生する状況に対し、提案システムは、空き帯域幅に合わせてスペクトラム分割・圧縮を行うことで、呼損を回避して回線割当が行えると共に、多偏波空間多重伝送により伝送ビットレートが向上する。その結果、提案システムは従来システムよりスループットが平均1.9倍向上することが明らかとなった。また、提案システムの実験値とシミュレーション値が一致することから、実験値の有効性が確認できた。
	図2-4-12　システム全体のスループット測定結果
	２.５. 国際標準化への貢献
	将来の実用化を見据え、スペクトラム制御技術及び多偏波空間多重伝送技術に関するITU-Rレポート作成作業を平成25年度から開始した。
	スペクトラム制御技術に関しては、スペクトラム分割後の伝送信号がマルチキャリヤ伝送信号の一例と考えられるので、平成22年に完成したITU-R レポートS.2173[衛星システム用マルチキャリヤ伝送技術]に本技術を追記する方針とした。
	一方、多偏波空間多重伝送技術は、参照すべき既存レポートが存在しなかったので、新技術という位置づけで新レポートを作成する方針とした。新レポート作成を開始するにあたり、ITU-Rに課題提案の必要性の有無を確認したところ、ITU-R SG4 WP4B議長から既存課題であるQuestion 46-3/4のスコープ内で新レポートの作成が可能というご回答を得て、新規課題を提案することなく新レポート作成を開始することとした。
	上記方針に基づき、NTT/ATRで寄与文書を作成し、平成25年8月に情報通信審議会情報通信技術分科会ITU部会衛星・科学業務委員会及び同委員会衛星業務WGでの審議を経て、日本からの寄与文書として提出することの承認を得た。その後、同年9月に開催されたWP4B会合にNTT/ATRから各1名ずつ参加し、当該会合にて寄与文書を付議した結果、本提案を議長報告に作業文書として添付することで合意した。その際、同会合でレポートとしての有効性を高めるためには、実装や実験結果を追記すべきとの指摘を米国より受けたので、...
	最終的には、平成26年6月会合で、スペクトラム制御技術、多偏波空間多重伝送技術それぞれの室内実験結果と衛星実験結果を追記することで、技術の有効性を示し、WP4Bにおけるレポート改定作業を完了した。その後、引き続き開催されたITU-R SG4に上程し、最終承認されたことで、実施計画書通りの目標を達成した。
	３．今後の研究成果の展開
	本研究開発の成果は、図3に示すように、衛星通信システムのモデムに実装して実用化することを目指している。現用の衛星通信システムは地上装置の老朽化時期、利用する衛星の寿命が異なるため、システム更改時期が異なる。そこで、実用化はシステム更改に合わせた時期を目標とする。
	具体的には、平成28年度以降にシステム更改が予想される離島・災対向けシステムに対しては、スペクトラム制御技術の一部であるスペクトラム広帯域配置を実装し実用化することを目指す。平成31年度以降にシステム更改が予想される船舶向けシステムに対しては、今後の提案活動、市場需要の結果を考慮し、スペクトラム制御技術、多偏波空間多重伝送技術、動的回線運用技術を組み合わせた技術をシステム全体として実装し実用化することを目指す。
	図3 研究成果の実用化イメージ
	４. むすび
	衛星通信において、ユーザが用いる通信回線の偏波及び周波数を動的に制御する事により、従来のシングルキャリア変調かつ直交偏波多重を用いるシステムに比べて、周波数利用効率が飛躍的に向上する技術を確立し、実証実験での検証を完了した。
	スペクトラム制御技術、多偏波空間多重伝送技術、動的回線運用技術の各技術を実装する装置を際の衛星を介して結合し、当該装置が商用通信実衛星を介して通信可能であることを確認すると共に、システム全体で周波数利用効率が当初目標1.5倍よりも大きい1.9倍まで向上することを立証した。これと並行して、ITU-R SG4で本技術のレポートが最終承認されたことで、国際標準化を達成した。
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