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概要 

UAS を活用した無線中継システムと地上ネットワークとの連携及び共用を実現するため、5GHz 帯における UAS（無人

航空機システム）と他の地上用無線業務との周波数共用技術、Ku/Ka 帯における UAS と他の衛星通信との周波数共用技

術、複数 UAS と地上ネットワークを連携させた高速かつ安定した中継システムの研究開発を実施した。このうち、中継

システムについては、比較的大きな通信遅延を許容する中継と実時間での中継による手法の研究開発を行った。 
 
Abstract 
We investigated and evaluated frequency sharing technologies between UAS (unmanned aircraft system) using 5 
GHz band and terrestrial wireless services and between UAS using Ku/Ka band and other satellite communications. 
We also developed high-data rate and stable wireless relay systems based on the cooperative technologies between 
multiple UAs (unmanned aircrafts) and terrestrial networks. The last technique is given by two approaches: relay 
system that allows large latency for data transmission and that with real time transmission. 
 
１．まえがき 

東日本大震災では、通信設備や道路等が破壊されたため

数多くの孤立地域が発生し、現地の被災状況が把握できず

に救援活動が遅れたり、現地の住民の安否確認や不足物資

の要求ができないなどの事態が発生した。内閣府の調査に

よると、ピーク時には合計 1 万人以上が孤立していたと言

われている。また、全国で災害時に孤立する可能性のある

集落は合計 1 万 9 千か所以上に上り、そのうち何らかの

情報通信手段を備えた集落は全体の 5 割程度にとどまっ

ていることも報告されている。さらに通信インフラの復旧

には 2～3 週間を要している。このような場合、言うまで

もなく衛星通信は有効であり、場所を問わず広い地域で通

信確保に役立つ。しかし、衛星電話は収容力に限りがあり、

また車載の衛星地球局は道路が使えない場合、現地への展

開が難しい。こうした問題に対し、人による持ち運びがで

き、滑走路が不要で、コンピュータ制御による自律飛行が

可能な小型の無人航空機（Unmanned Aircraft：UA）を

用いた無人航空機システム（ Unmanned Aircraft 
Systems: UAS）による“無線中継”が実現できれば、孤

立地域を的確に特定して被災状況の把握と通信を確保す

ることができ、衛星通信システムと補完し合いながら、救

援活動の迅速な立ち上げや安否確認に有効であると期待

される。 

UAS の利用分野は、上記の他にも人が容易に立ち入る

ことができない危険な場所等での上空からの広域放射線

モニタリングや機上カメラによる地上の観測・測量・監 
                 

 
a) 現在、株式会社 KDDI (KDDI Corporation) 

視・警備や火災や風水害、地震・火山等の災害時の状況把

握など、各種の監視・観測分野にも広がってきている。ま

た、宅配や医薬品等の輸送に利用しようという試みも始ま

っている。UA の中でも特に固定翼型は長時間の飛行を得

意とするため、広域や比較的高い高度での利用に適してい

る。回転翼型（単一ロータ）は国内では主に農薬散布用と

して利用が普及しているが、最近では、複数回転翼型（マ

ルチロータ）の UA が急速に低価格化・高性能化しており、

その扱いやすさや優れた定点ホバリング性能から、各種調

査や警備、インフラ管理、あるいは上空からの画像取得手

段等としての利用が急速に普及しつつある。これらの無人

航空機は総称して「ドローン」とも呼ばれている。 
こうした災害分野や産業分野での UAS のニーズの顕在

化と利用分野の拡大に伴い、その安全運航面や通信の信頼

性の面での課題解決が急務になってきている。これらの課

題に共通するもっとも重要な技術の１つが無線通信技術

である。UA はパイロットが搭乗しないため、地上局との

緊密な無線通信による飛行状況の地上局での把握や、地上

局からの制御コマンドの送信が必要である。UA は通常、

それ自体がもつ GPS を含む各種センサ類とそれに伴うコ

ンピュータ制御による高度な自律飛行機能をもつが、地上

局との無線通信の重要性は依然として存在し、その信頼性

の確保は UA の安全運航にとって不可欠の課題である。ま

た UA は地上の構造物に固定されている無線局や地上を

移動する無線局と異なり 3 次元空間を自由に飛び回る運

動性能をもつとともに、重量や消費電力などの搭載上の制

約条件をもつため、地上でこれまで実現されてきた通信の

高信頼化、高速化、周波数共用技術などの各種無線通信技

術をそのまま適用することが困難である。 
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このような課題に対する関心は世界的にも高まってお

り、2012 年の世界無線通信会議（WRC-12）においては

UAS を制御（コマンド）・監視（テレメトリ）するための

周波数（非ペイロード用通信：CNPC リンクあるいは C2
リンク）として 5GHz 帯（5030MHz～5091MHz）の使

用が合意され、また 2015 年の会議（WRC-15）では UA
と衛星を結ぶ周波数（Ku/Ka 帯等）の利用が条件付きで

承認された。しかしながら、5GHz 帯は既にひっ迫してお

り、同一周波数帯の地上の無線アクセスシステムや隣接周

波数帯の空港無線アクセスシステム等との共用条件や干

渉回避が必要となっているほか、衛星とのリンクについて

も他の衛星回線との干渉を回避する必要があり、定量的な

電波伝搬モデルや干渉状況の把握、並びに干渉軽減技術の

研究開発が喫緊の課題となっている。 
また、我が国が直面している災害時での迅速な対応など

への応用を考えると、UA の中でも比較的手軽に運用が可

能な小型 UA（重量 10 ㎏程度以下）の活用が急がれてお

り、その制約条件（重量、消費電力）の範囲内で高信頼か

つ周波数資源を効率的に利用可能な無線通信技術の研究

開発が必要である。 
 

２．研究内容及び成果 
 本研究開発の研究課題設定に当たっては、図 1 に示すよ

うに、大規模災害が発生し、既存の地上通信ネットワーク

インフラが壊滅的な被害を受けた場合を想定し、それらの

インフラが復旧するまでの間、小型 UAS を空飛ぶ電波塔

として活用することによりネットワークから孤立した地

域との間の通信を一時的に迅速に確保するというシナリ

オを設定した。その際、図に示すように Step1 から Step3
までの段階的な対応レベルに分類し、それぞれの Step に

対して以降詳述する(1)～(10)の各研究開発課題を関連づ

けた。 

 
図 1 大規模災害時の段階的な UAS 利用シーンでの各研

究開発課題の位置づけ 
 

 また、技術的な観点からは、各研究開発課題は下記のよ

うに大きく 3 つに分類される。 
 
(a)5GHz 帯 CNPC リンク技術：課題(1)(2)(6)(7)(9) 
(b)ペイロード通信リンク技術： 課題(4)(5)(6)(7)(8)(10) 
(c)Ku/Ka 帯衛星通信制御リンク技術：課題(3) 
 
なお、ここで、ペイロード通信とは、UA の制御や監視以

外のアプリケーション用の通信を意味する。例えば、セン

シングデータの伝送やメールの伝送などである。 
 これらの研究開発課題のうちいくつかは、最終的に固定

翼型あるいはマルチロータ型の小型 UA を飛行させて飛

行環境での伝搬測定と実証実験を実施した。表１に使用し

た小型 UA の例を示す。小型 UA を使用しない実験につい

ては、代替手段（有人航空機や建物の上層階等）を用いた。 
 

表 1 伝搬測定・実証実験に使用した小型 UA の例 

 
Puma-AE
（NICT） 

 
ZION FH940 
（KDDI 研） 

 
ZION QC730 
（東北大学） 

固定翼型 マルチロータ型 マルチロータ型 
翼長 2.8m 
重量 5.9kg 

軸間 1m 
重量 3kg 

軸間 0.7m 
重量 2.6kg 

利用した課題

(1)(4)(5)(7)(9)(10) 
利用した課題 

(4) 
利用した課題 

(5) 
 
以下、順に各研究開発課題の概要と成果について報告する。 
 

(1) 周波数共用評価のための電波伝搬モデルの確立（情

報通信研究機構） 
本課題では、5GHz 帯 UAS 用 CNPC 回線用周波数帯に

おける電波伝搬特性の測定及び測定結果を利用した基礎

モデルの構築を目標とした。電波伝搬測定に際しては、小

型 UA に測定機材を搭載して 5 種類以上（郊外部、丘陵

地帯、田園地帯、空港、海上等）の地上環境を飛行させて、

地上・機上間の電波伝搬特性を測定した。測定結果をもと

にした基礎モデルとして、地上・機上間距離および機体姿

勢によって与えられる伝搬損失統計モデルを各地上環境

に対して構築した。なお、電波伝搬測定における機上局お

よび地上局の設置条件は、本研究課題の基本計画書に記載

されているように、災害時における UAS 利活用（ITU-R
レポート M.2171 Table 1 における Mission Type G）及び

関係機関連絡会において議論された運用シナリオに基づ

き決定した。特に小型・中型機を利用して行われる上空か

らの被災地域情報収集（津波・噴火などの状況把握のため

の映像伝送応用など）に着目して測定条件を決定した。 
 表 2 に小型 UA を利用した 5GHz 帯電波伝搬測定の測

定環境の概要を示す。本研究開発では、丘陵地、海岸、農

地、空港、郊外を含む 5 種類以上の環境にて測定を実施し

た。 
 

表 2  5GHz 帯電波伝搬測定の概要（機上-地上間） 

 
 伝搬損失モデル用測定実験は、北海道河西郡芽室町の農

業研究開発機構敷地内等にて実施した。測定用信号は、中

心周波数 5110MHz、周波数帯域幅（99%電力値）7MHz
であり、空中線電力は 30dBm であり、特定実験試験局免

許を取得した。測定系は、小型 UA（マルチロータ機）に

機上局（受信側）を搭載し、地上局（送信側）を設置する。

受信側では、到来信号の受信信号強度を記録し、事後処理

によりアンテナ利得を補正した値を算出する。機上局アン

テナは、アンテナ利得 2.15dBi、水平面内無指向・垂直偏

波アンテナを使用し、地上局アンテナには、アンテナ利得

11dBi、地上高 3m のパッチアンテナ（線形偏波）を使用

している。小型 UA の飛行高度は、20m、50m、100m、

150m それぞれ設定し、地上局との地表面距離 100m、 

4



 

 

電波資源拡大のための研究開発  
第９回成果発表会（平成 28 年） 

300m 、

500m 、

1000m 、

3000m の

各地点にお

いて、測定

時間 20sec
にわたり停

留飛行した

際の受信信

号強度を記

録する。地

上局アンテ

ナの仰角は、

見通し環境

となるよう 
測定地点毎に設定した。 
 図 2 に例の１つして、機上及び地上局アンテナの仰角に

よる利得差を補正した測定結果を示す。印（マーカー）は、

補正後の測定値の 2σ中央値、実線は距離の 2 乗に反比例

する自由空間損失モデルによる理論値を示す。 
これまでの検討により、固定翼の場合には、機体姿勢の

変動によって偏波不整合や放射パターンの影響を受ける

ため、地上・機上間距離およびアンテナ高などに加えて、

機体姿勢角および放射パターン𝐺𝐺𝑎𝑎を加えたモデルを基礎

モデルとなり、回転翼の場合には、簡易なモデルとなると

考えられる。それぞれの受信信号強度をデシベル値によっ

て表現すると、以下の式であらわされる。 

固定翼の場合 

  𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡+𝐺𝐺𝑎𝑎�𝜃𝜃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ,𝜃𝜃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝ℎ ,𝜃𝜃𝑀𝑀𝑀𝑀, 𝑝𝑝𝑎𝑎, 𝑝𝑝𝑔𝑔� + 𝐺𝐺𝑔𝑔�𝑝𝑝𝑎𝑎,𝑝𝑝𝑔𝑔� 
      − 𝐿𝐿𝑎𝑎 − 𝐿𝐿𝑔𝑔 − 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ�𝑑𝑑, ℎ𝑎𝑎, ℎ𝑔𝑔�  （飛行時） 

回転翼（マルチロータ機）の場合 

  𝑃𝑃𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑡𝑡 + 𝐺𝐺𝑔𝑔�𝑝𝑝𝑎𝑎,𝑝𝑝𝑔𝑔� − 𝐿𝐿𝑎𝑎 − 𝐿𝐿𝑔𝑔 − 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ�𝑑𝑑, ℎ𝑎𝑎, ℎ𝑔𝑔�  

（ホバリング時） 

ここで、𝑃𝑃𝑡𝑡は送信電力[dBm]、𝐺𝐺𝑎𝑎は UA 側のアンテナ利得

であって機体姿勢角および UA の位置𝑝𝑝𝑎𝑎および地上局の

位置𝑝𝑝𝑔𝑔の関数となる。UA 側のアンテナ利得は立体角に対

する放射パターンから得られる。𝐺𝐺𝑔𝑔は地上局側のアンテナ

利得である。𝐿𝐿𝑎𝑎および𝐿𝐿𝑔𝑔はそれぞれ UA および地上局にお

ける損失であって、𝐿𝐿𝑝𝑝𝑎𝑎𝑡𝑡ℎは空間伝搬の減衰量である。𝐿𝐿𝑝𝑝𝑎𝑎𝑡𝑡ℎ
としては、自由空間損失と ITU-R P.528-3 モデルの 2 つ

を考える。自由空間損失の場合、𝐿𝐿𝑝𝑝𝑎𝑎𝑡𝑡ℎは UA・地上局間距

離 d のみの関数となるのに対して、ITU-R P.528-r3 モデ

ルの場合には UA・地上局間距離 d に加えて、UA および

地上局のアンテナ海抜高ℎ𝑎𝑎およびℎ𝑔𝑔を含む関数となる。

なお、測定では距離 3km までで実施したが、図からはい

ずれの高度においても距離 5km 以上まで（実測では約

8km）通信可能であると推測できる。 

 
図 3 空対地遅延プロファイル測定結果の例 

マルチパス伝搬特性についても飛行する UA を用いて

同様の測定を行った。特に、上空の UA 間で空対空の通信

を行う場合には地上反射によるマルチパス遅延波の影響

を受ける。図 3 は、香川県坂出市で実施した UA2 機同時

飛行の軌跡と空対地の遅延プロファイル測定の結果の例

である。陸上よりも海上のほうがその影響が大きく、また

飛行高度が高いほど大きいことが観測されている。 
 

(2) 他の地上用無線業務との周波数共用技術（電子航法

研究所） 
 本課題では、5GHz 帯（5030MHz-5091MHz）におけ

る UAS と他の地上用無線業務との間の干渉を回避する共

用条件を導出し、周波数帯域を効率的に使用した高速通信

の実現と UAS の安全運航への貢献をめざした。具体的に

は、OFDM 通信試験システム地上局の構築、実験室にお

ける干渉評価試験、航空機を用いた実環境における通信評

価試験を行った。評価のための無線装置は、無線通信規則

（Radio Regulations）に記載された 5GHz 帯における不

要輻射制限値（-75dBW/MHz）を満足するよう製作した。

また、最後に得られたデータを元に、5GHz 帯を UAS で

使用した場合の干渉シナリオを想定し、周波数共用条件を

求めた。UAS の通信規格としては、ICAO や RTCA（航

空無線技術委員会）で検討されている方式として GMSK
と OFDM、NICT が運用している小型固定翼 UAS が使用

している PSK を想定した。共用検討の対象システムとし

ては、無線アクセスシステム（IEEE802.11j、同一帯域）、

AeroMACS 航空移動局（同一・隣接帯域）、及び準天頂衛

星 シ ス テ ム を 想 定 し た 。 図 4 に 5GHz 帯

（5030MHz-5091MHz 周辺の周波数利用状況を示す。 

  
図 4 5GHz 帯の周波数利用状況 

 

 机上における共用検討の結果、①については、衛星地球

局アンテナのメインビームを避けること、②については空

港周辺である一定の離隔距離を保つこと、③については無

線アクセスシステム（WAS）のアンテナのメインビーム

内を避けること、により UAS と共用可能であることが明

らかとなった。またこれを実現する技術として、本研究開

発で取り組む UAS 搭載用の衛星追尾アンテナ、高度周波

数制御技術等の活用が挙げられる。 

 
図 5 実飛行環境における干渉評価 

 
図 2 伝搬損失測定結果 
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 また、AeroMACS 試験局や WAS 局の周辺で有人航空

機を飛行させて実施した実飛行環境での評価試験では、

WAS のメインビームを航空路が交差することはなかった

ため WAS 信号は観測されず、AeroMACS 信号のみ観測

され、しかも許容干渉レベル以下となる飛行経路が存在し

たことから、UAS の飛行経路を適切に設定することで、

WAS 及び AeroMACS との間の干渉は回避可能であるこ

とが示された。図 5 に実飛行環境での飛行経路や観測スペ

クトルの例を示す。 
 

(3) Ku/Ka 帯における UAS と他の衛星通信との周波数

共用技術（情報通信研究機構） 
 地上だけでなく海洋等を含む広い範囲で UAS を活動

できるようにするためには、UAS－衛星間通信が必須の

技術となる。また、日本の排他的経済水域(EEZ)は世界 6
番目の大きさであり、国土から数 100 ㎞以上離れた遠方

空域でのミッション等に対応するためには、高精細な映像

等を含む取得データはリアルタイムの伝送が必要となり、

数Mbps～数10Mbpsの伝送速度が求められる場合も想定

される。このための周波数帯としてFSS （固定衛星業務）

用の帯域（Ku 帯及び Ka 帯）が ITU-R 等で検討されて

いる。しかし、UAS－衛星間通信においては、UA が広

範囲にわたって飛行することによって、同じ帯域を用いる

他の衛星や固定地球局への干渉が問題となる。これを回避

し、かつ UA を広域で安全に運用するためには、UA を衛

星回線により制御するとともに UA の飛行状態や周辺環

境に関する測定データ等を伝送できるようにする必要が

ある。具体的には、UA が衛星と広帯域通信するには UA
に指向性アンテナを搭載する必要があり、その軸外輻射が

他の地球局や衛星に与える影響を抑えなければならない。 
以上を踏まえ、本課題では、海洋等を含む広域で利用可

能で搭載ペイロードの大きい将来の UA を想定し、駆動制

御部を含めた衛星通信用 UA 搭載可変指向性アンテナシ

ステム、並びにキャリアセンシングによるチャネル制御・

送信出力制御が可能な環境適応型衛星通信システムを開

発し、衛星を利用した総合評価実験による検証を完了する

ことを目標とした。UA 搭載アンテナから他の地球局への

軸外輻射の基準値としては、無線通信規則に掲載されてい

る衛星から地上の固定業務を保護するための下り回線に

おける地表面での電力束密度（PFD）の許容値（Ku 帯で

-138dBW/4kHz･m2、Ka 帯で-105dBW/1MHz･m2）を固

定衛星業務に準用して回線諸元と放射パターンの設計を

行った。その結果、日本付近の緯度における衛星仰角を想

定し、UA の飛行高度や UA 機体自体による遮蔽効果等の

条件を適切に設定することにより、前記条件を満足するこ

とを確認した。さらに、UA 搭載アンテナから他の衛星へ

の軸外輻射としては、ITU-R 勧告 S.524-9 に基づく基準

を考慮してアンテナの設計を行い、この基準を十分に満た

す放射パターンの生成ができることを確認した。 
 図 6 に試作開発した UA 搭載用小型追尾アンテナを示

す。給電部や指向性制御部を含む重量は 29kg以下であり、

特に航空機の空力特性への影響に配慮して高さを低く

（26 ㎝以下）抑えた形状とした。実飛行環境において評

価を実施するため、Ka 帯楕円開口反射鏡放射部を含む小

型軽量な機械駆動追尾型アンテナシステムを小型有人飛

行機に搭載し、上空から実際の衛星と通信を行う総合評価

実験を実施した。その結果、実飛行環境において WINDS
衛星の信号に対する追尾精度で 0.2°以下を達成し、衛星

回線により UA を遠隔制御するためのアンテナ技術の一

つを確立した。本研究課題では、UAS 搭載用可変指向性

アンテナの周波数帯として Ka 帯を対象とし、装置の開発

及び評価を実施したが、この成果は、対象となっている

Ku 帯に関しても適用でき、Ka 帯での成果を容易に Ku
帯に移行することができることを机上計算により確認し

た。 
 

 
図 6 UA 搭載用可変指向性アンテナ試作機 

  
また、既存衛星回線への干渉を回避するため、キャリア

センシングによるチャネル制御や送信出力制御を行う 環
境適応型衛星通信技術の試作開発と小型有人航空機と

WINDS 衛星（きずな）を用いた実環境(飛行)での評価を

行った。 UAS からの上り回線と衛星からの下り回線の

両方の信号を対象とした。 
 

 
図 7 UA 搭載用可変指向性アンテナ試作機 

  

図 7 に実測された飛行時のアンテナ指向方向と C/N 値、

並びに送信制御結果（追尾誤差が許容値を超えた時、イン

ターロックがかかり送信を停止する）の例を示す。横軸が

時間（秒）である。設計通りの制御が行われている。 
 これらの評価の結果、可変指向性アンテナの軸外輻射低

減技術、高精度追尾技術、並びに環境適応型衛星通信技術

の組み合わせにより、UA による衛星通信と他の衛星通信

との周波数共用が可能であることが確認できた。 
 
(4) UAS 搭載小型サーバによる高度蓄積中継技術

（KDDI 総合研究所） 
 大規模災害の場合、孤立する地域が広いため非孤立地域

とは地理的に距離があり、また、短時間で通信・道路イン

フラの回復が期待できない遠隔地に避難所ができること

も想定される。このような環境において生ずる課題を解決

するため、本課題では少なくとも UA が飛行に要する時間

の遅延に耐えうる通信手法を確立し、送信電力を増大する

ことなく、UA の機動性を利用し、ユーザからのメッセー

ジを UA 上で取得・蓄積し、各地域へ中継するシステムの

実現を目指した。具体的には、UA－地上局間において、

5Mbps 以上を確保し、かつ離れた複数の地上局間で 1 機

の UA を介した耐遅延通信（15 分以上）を行う小型蓄積

中継システムを開発し、飛行環境等での評価実験による検

証を完了することを目標とした。蓄積中継型メッセージ配

信システムの一例を図 8 に示す。 
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図 8 蓄積中継型メッセージ配信システム 

 

 システム開発の結果、小型 UA に搭載可能な小型ネット

ワークサーバを構築するとともに、小型 UA の飛行経路を

考慮したアンテナを開発した。これにより目標値である

15 分以上の遅延を許容し、5Mbps 以上を達成可能な蓄積

中継型の通信を実現した。技術開発に当たっては、災害発

生時のユースケースを想定し、メッセージ保管装置の機能

拡張を行った。例えば、被災地間を被災者が移動すること

を想定し、メッセージ保管装置間でのメッセージ転送機能

を開発、利用者が異なるメッセージ保管装置に移動した場

合でも、メッセージが自動的に転送される仕組みを開発し

た。マルチロータ型の UA に小型サーバを搭載し、E メー

ル通信の実証実験を実施した。図 9 に実証実験時の構成を

示す。実験は報道機関に公開され、TV、新聞、Web ニュ

ースなど合計 10 社が取材した。 
 

 
図 9 蓄積転送型通信システムの実証実験 

 

(5) 遅延許容ネットワークの構成に関する研究開発（東

北大学） 
 上空を飛行する複数の UA が相互に無線でつながるこ

とによって、送信電力を増大することなく遠方に情報を伝

送することを想定し、本課題では、複数ノードリレー中継

による遅延許容 UA ネットワークの設計モデルの確立を

目標とした。その結果として、遅延許容型の通信用ネット

ワークにおいて、End-to-End の遅延量を削減してスルー

プットを改善し、ネットワークの安定化を実現する UA の

ネットワークモデルと配置条件を導出した。UA の飛行軌

道としては、これまでに各種実験等で実施されているよう

な円軌道を想定した（図 10）。搭載する通信機の性能とし

ては、最大通信可能距離ならびに通信距離に応じて異なる

変調方式を使用するモデルを想定した。隣接する UA 間の

軌道中心点間距離と通信機の性能、さらには地上端末との

通信距離をパラメータとして考慮したネットワークモデ

ルを構築し、モデルの最適化により End-to-End の転送遅

延が低減可能であることをシミュレーションで示した（図

11）。 
また、2 機の UA（固定翼型およびマルチロータ型）を飛

行させた実環境での実験により、円軌道で旋回する UA と

上空で静止した UA との間の通信性能を計測し、一定条件

下においてリンク検出確率が 100%となることを確認し

た。本成果については国際会議等で論文賞を受賞（2 件）

した。 
 

 
図 10 シミュレーション

モデル（UAS が 4 機の例） 

 
図 11 UA ネットワーク

構成の最適化による遅延

量の削減ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ結果 
 

(6) 複数地上局と複数UA局からなる巨大MIMO時空間

符号化信号中継技術（東北大学） 
 UA が通信回線を維持したまま広範囲にわたって飛行

する場合、UA・地上局間リンクの距離が変動したり、見

通しがさえぎられることで受信信号対雑音電力比（SNR）

が変動する。また同一周波数を用いる他の UA や他無線シ

ステムからの干渉により受信信号対干渉電力比（SIR）が

変動する。このように時々刻々と品質が変動する不安定な

通信リンクで高速高品質なデジタル伝送を実現する通信

技術を開発する必要がある。この問題を解決するため、周

波数利用効率とエネルギー利用効率の両面に優れた主に

ペイロード通信リンクを対象とした地上・UA 連携巨大

MIMO 協調中継伝送技術の開発とその特性改善効果の飛

行環境あるいはその疑似環境等での検証を目標とした。 
その結果として、複数の地上局と複数の UA とで形成し

たシングル周波数ネットワーク（SFN）と時空間符号化

中継とにより多数の UA 局グループと地上局とからなる

巨大 MIMO 時空間符号化信号中継ネットワークを構築し、

チャネル状態の時変動および同一周波干渉を抑圧するこ

とで高安定な中継リンクを実現する時空間符号化非再生

（AF-STBC）中継技術を確立した。また、更なる伝送効

率の向上を狙い、時空間符号化非再生中継の 2 倍の伝送効

率を達成できるアナログネットワーク符号化（ANC）を

用いる時空間符号化非再生（ANC/AF-STBC）双方向中継

技術を確立した。時空間符号化信号双方向中継の概要図を

図 12 に示す。UA に装置を搭載することに代わる代替手

段として、建物の高層階を活用した屋外無線伝送実験によ

り、本中継伝送技術の有効性を明らかにした。  
図 13 にシミュレーションによる ANC/AF-STBC 双方

向協調中継伝送のスループット改善特性を示す。従来技術

（ANC 無しの AF-STBC）に比較して 2 倍のスループッ

トを達成可能であることが確認できる。また屋外でのフィ

ールド実験においても従来技術（単純中継）と比較して大

幅なスループット改善が可能であることが確認された（図

14）。 
 

 
図 12 地上・UA 連携巨大 MIMO 協調中継伝送の概要 
 

・多数のUA中継局から協調UAを選択
・非再生時空間符号（AF-STBC）を適用
・各UAは(1)もしくは(2)どちらかの役割を持つ
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図 13 シミュレーションによるスループット改善効果 

 
図 14 フィールド実験結果 

 

(7) 地上・UAS 連携マルチリンク MIMO 符号化中継技

術（NICT） 
 前項(6)と同じ課題を解決するためのもう１つのアプロ

ーチとして、本課題では、複数地上局と複数 UA 局にネッ

トワーク符号化技術を応用し、それらの間で協調させるマ

ルチリンクネットワーク符号化/復号化アルゴリズムを開

発し、その特性改善効果を飛行環境等で検証することを目

標とした。開発したアルゴリズムは評価用無線機に実装し、

複数 UA による実飛行環境にて実証実験を実施した。特に、

風速等の飛行環境が異なる 3 種類の場合において、性能評

価を実施し、実飛行環境における性能を明らかにした。 
図 15 にマルチリンクネットワーク符号化技術を活用し

た制御信号とテレメトリ信号の伝送概念を示す。この例で

は、地上局 GS-1 が UA-b に対して、制御信号を送信し、

UA-b から GS-1 に対してテレメトリ信号を送信する。

UA-b と GS-1 の間には、UA-a と GS-2 が存在し、GS-1
から UA-b への直接リンク、UA-a を介した中継リンク、

GS-2 を介した中継リンクが存在する。GS-1 は送信デー

タを消失訂正符号化し、すべてのリンクに対して送信する。

GS-1 からの信号を中継する UA-a と GS-2 は、UA-a から

の信号も中継するため、双方向の信号を XOR 演算した新

たな信号を生成し、送信する。UA-b は、すべてのリンク

からの信号を受信し、復号する。消失訂正符号化された信

号を送信しているため、いくつかの信号ブロックが消失し

ても訂正することが可能となり、制御リンクの信頼性を改

善できる。 
 

 
図 15 マルチリンク符号化復号化の例 

  

実飛行環境での実証実験は、香川県坂出市の山間地域に

おいて、2 機の固定翼型小型 UA を高度約 250m で同時に

飛行させ、地上局との間のリンクが山の遮蔽により時々切

断する環境において実施した。図 16 に飛行軌跡と地上局

設置場所の位置関係、図 17 に実測された受信成功確率の

改善結果を示す。マルチリンク符号化による改善効果がは

っきりと表れている。 
 

 
図 16 実環境試験におけ

る飛行軌跡と地上局の位置

関係 

 
図 17 UA-b と地上局間の

誤り率の累積分布の改善

（実測） 
 

(8) ネットワーク故障診断アルゴリズム（NICT） 
 大規模災害時において、地上の情報通信ネットワークが

分断された場合、一刻も早い普及が望まれる。その方法の

一つに UAS を使った上空からの情報ネットワークの故障

診断がある。本課題では、UAS を活用した地上ネットワ

ークの安定性と保守性を強化する手法の確立を目標とし

た。 
図 18 に示すように，UAS を使った故障診断では，UA

を災害現場に派遣し、空中からプローブパケットを地上ネ

ットワークに向って送信し、受信パケットにより得られる

遅延や誤り等の状況からネットワーク内の状態を推定し

ようと試みるものである。このとき、ネットワークの全て

の局と全てのリンクにプローブパケットを送受信してい

ると莫大な時間がかかり，早急なネットワーク復旧ができ

なくなる。なるべく早く安いコストで、しかも正確に故障

箇所を同定し、復旧策を立案する必要がある。 
 

 
図 18 UAS を用いたネットワーク故障検出 

 
本研究では、UAS を使った故障診断をネットワークト

モグラフィにより実現する。ネットワークトモグラフィは

ネットワーク上の一部の箇所に設置された観測拠点間で

パケットを転送し、その転送結果からネットワークの内部

状態を推定する技術である。この技術を活用し、上空を移

動する UA 搭載局から故障検出のためのプローブパケッ

トを地上局に送信し，地上局ノード間で転送しながらパケ

ット到達率等の情報を収集してその結果を UA 搭載局に

送信してその結果を解析することにより，地上ネットワー

クの故障ノードを迅速に特定する。 

8



 

 

電波資源拡大のための研究開発  
第９回成果発表会（平成 28 年） 

この技術の有効性を評価するため、和歌山県白浜町で稼

働中の無線メッシュネットワークを実モデルとして想定

し、観測パス数と誤検出ノード数で性能評価を行った。そ

の結果、平均観測パス数 5 程度で，3 ノード以下の誤検出

ノード数で故障検出を実現可能であること、UA の移動を

活用した発見的な観測パス構築手法を考案し，30 ノード

以上の大規模ネットワークトポロジに対しても動作する

ことを確認した（図 19）。 
 

 
図 19 1 つのノードが故障した場合の性能評価結果 

 

(9) 複数地上局と複数 UA 間のハンドオーバ制御アルゴ

リズムの実装と評価（NEC） 
 現状、UAS は一部の大型のものを除き、ほとんどは直

接電波が見通せる範囲内で運用されている。しかし今後大

規模災害や物流等への応用を想定した場合、電波の見通し

を超えた広域・長距離運用が必要になると考えられる。

UAS の広域運用を行う場合、各 UA の飛行状況（位置、

高度、進行方位、速度等）を常に監視し、飛行管制を行い

ながら他の航空機との衝突を回避し、安全な運航を可能と

しなければならない。そのためには、広大な飛行空域に渡

り、安定した無線制御リンクを維持し、複数航空機の飛行

状況や周辺状況等の情報を必要に応じ効率的に収集、管理

する必要がある。本課題では、広範囲に渡って配置された

複数の地上局の空域を UA が渡り飛ぶことにより、UA の

連続的な広域運用を可能とするソフトハンドオーバ、並び

に逼迫しつつある周波数帯域を共用しながら UA の離着

陸時や衝突回避時に必要に応じて効率的に伝送レートを

配分する伝送レート制御に関するアルゴリズム開発と無

線機への実装、並びに小型 UA を用いた実飛行環境での実

証を目標とした。図 20 にその概念図を示す。 
 実証実験は、香川県坂出市において、1 機あるいは 2 機

の小型 UA（Puma-AE）を同時に旋回飛行させて実施し

た。図 21 は、1 機の UA を飛行させたときのハンドオー

バ特性評価試験の結果であり、スムーズなハンドオーバが

行うことに成功した。 
 

 
図 20 複数地上局と複数 UA によるハンドオーバ 

 

 
図 21 2 か所の地上局の空域にまたがって 1 機の UA を

飛行させた場合のハンドオーバ結果 
 

 (10) UAS の利用環境に応じた高度周波数制御技術

（NICT、電子航法研究所） 
 世界無線通信会議WRC-12で新たにUASを含む航空移

動業務に分配された 5030MHz-5091MHz に隣接する

5091MHz-5150MHz は、(2)の周波数共用検討でも述べら

れている通り、同じく航空移動業務が分配されており、国

際 的 に 空 港 面 に お け る 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム

（AeroMACS）に使用されることになっている。本課題

では、図 22 に示すように、この帯域を空港面から離れた

空域において UAS で使用し、共存を図るための共用技術

として、UA がキャリアセンシングにより AeroMACS の

空きチャネルを推定し、これをペイロード通信に利用する

ための高度周波数制御技術の開発とその飛行環境等での

実証を目標とした。具体的には、無線通信規則に記載され

ている 5GHz 帯における不要輻射制限値（-75dBW/MHz）
を満たす無線装置を開発し、高度周波数制御するための

UAS 搭載スペクトラムセンシング技術、地上発信源の位

置推定技術のアルゴリズム、その情報を用いた周波数制御

技術を開発し、UA を飛行させてその性能評価を実施した。 
 

 
図 22 UAS のペイロード通信と AeroMACS の周波数共

用 
 
 評価試験の結果、UA 搭載スペクトルセンシング技術に

ついては、AeroMACS 信号の利用チャネルを 90%以上の

確率で検出可能であることを確認した。さらに、地上発信

源の位置推定技術としては、小型 UA の旋回飛行を利用し

てその受信信号強度の変動から擬似 AeroMACS 送信局の

位置を推定する実験を行い、約 800m 離れた送信局の位置

を 74mの誤差で 2次元推定できることを確認した（図 23）。
これは、数 10km 程度離れた空港で使用されている

AeroMACS 信号の発信源を空港敷地内（数 km の範囲）

程度の推定誤差で特定できることに相当する。また、スペ

クトルセンシング及び位置推定の結果からペイロード通

信用周波数チャネルを選定（送信信号用スペクトルマスク

を決定）し、UAS 側が使用できる周波数を決定する周波

数制御フローについて、その動作を確認した（図 24）。ま

た、上記の制限値以下の不要輻射レベルが得られているこ

とを確認した。 
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図 23 擬似 AeroMACS 送信局の位置推定結果 

 

 
図24 上空を飛行するUAによるAeroMACS送信信号の

スペクトルセンシングとそれによる UA からの送信スペ

クトルマスクの決定結果 
 

３．今後の研究成果の展開 
 本研究開発がスタートした後、マルチロータ型の UAS
を中心に急速に普及し、空の産業革命とまで言われるよう

になるとともに、平成 27 年 12 月には航空法の一部が改

正され、初めて無人航空機に関する条項が追加された。マ

ルチロータ型の UAS は比較的価格が低いため、各自治体

や防災機関等が独自に保有して運用することが比較的容

易であり、すでに導入されて試用されている例もあるが、

現状ではまだ飛行時間が短く（20 分～30 分程度）、また

ほぼ全ての機種が CNPC リンクに 2.4GHz の ISM帯を小

電力（10mw/MHz 以下）で用いており、活用範囲は比較

的近距離の視程内に限られている。今後、UAS の産業応

用が活発になるにつれ、UAS の活用範囲は、視程内から

視程外かつ見通し内（遠距離により、目視はできないが電

波は直接届く）、見通し外（障害物や遠距離等により、目

視もできず、電波も直接は届かない）に拡大していくとみ

られている。そのような条件でも無線をつなぎ、安全運航

を維持するには、地上に設置した固定の複数の地上局の間

渡り飛ぶ（ハンドオーバ技術）か、複数の UAS が互いに

協調連携させながら無線をつなぐ（蓄積中継、遅延許容中

継あるいはマルチリンク中継技術）か、あるいは衛星を経

由する（UAS 衛星通信技術）か、が必ず求められると予

想され、まさに本研究開発の成果が活かされると考えてい

る。 
一方、本研究開発の当初から活用してきた固定翼型の

UAS は飛行時間が長く（電動機で 2 時間程度、エンジン

機で 5 時間程度）できるが、価格がまだ高く、各自治体や

防災機関が保有するのは困難である。その場合、例えば、

UAS の運用会社が、自治体や防災機関等と平時や災害時

等の UAS の運用に関する協定を結び、平時・災害時の必

要な時に UAS の運用を委託するようなモデルが考えられ

る。UAS は複数の自治体等にまたがるエリアごとの拠点

に常備しておき、それを各自治体等のニーズに基づき共用

運用することが想定される。平時での UAS 活用事業とし

ては、農業・林業・漁業・環境保全、測量等における上空

からのセンシング事業に活用し、災害時（地震、津波、豪

雨、火災、火山噴火等）には、防災機関等が優先的に活用

していくような利用方法が考えられる。マルチロータ型の

実用サービスはすでに多数始まっているが、国内では平成

28 年 9 月より新たに割り当てられたロボット用周波数帯

の開放と航空法の改正および今後期待されている規制緩

和、さらには平成 28 年 7 月に設立された日本無人機運行

管理コンソーシアム（JUTM）による全国的な UAS の運

航管理体制の整備の進展に伴い、長時間にわたり長距離飛

行が可能な UAS についても今後活用が広がるものと考え

られ、その実用サービスは、早ければ２～３年のうちに一

部の用途で試行が始まり、5 年後には、一部本格的なサー

ビスが実現することが期待される。このため、今後も引き

続き、回転翼型、固定翼型の両方を念頭においた UAS の

アプリケーション開発と、その安全運航に向けて必要とな

る高信頼無線技術や周波数有効利用技術の開発とその実

証実験に JUTM とその会員企業等とも連携して取り組ん

でいく予定である。 
加えて、本研究開発によって開発された無線中継技術は、

今後、アジアや東南アジア等、災害や環境破壊のリスクが

高い地域におけるニーズが高まることも考えられ、将来の

市場として有望のため、そうした海外の国々にも成果発信

を進める。 
 平地が少なくて複雑な地形が多く、また同一あるいは近

接バンドでの既存の地上無線システムの配置密度が高い

日本において、国土の特性に合わせて、災害が発生したと

きに効果的かつ安定的に UAS が運用できるようにする必

要があり、本研究開発の成果を国際標準化に反映していく。 
 平成 26 年度においては、9 月に開催された APT 
Wireless Group（AWG）第 17 会合(AWG-17)に参加し、

本研究開発課題の一つである"複数地上局間の小型 UA ハ

ンドオーバ制御技術"に関する寄書を行い、APT 参加国に

対して我が国の取り組みを APT 報告書に反映させ完成し

た。さらに、翌年 3 月に日本にて開催された AWG の第

18 会合(AWG-18)では、UAS の公共的な利用についての

新たな報告書作成提案を行い、本研究開発の結果の一部を

展示した。さらに平成 27 年 2 月に開催された第 19 会合

(AWG-19)では UAS の公共業務用サービスとアプリケー

ションに関する暫定新報告書に向けた作業文書の提案を

行った。 
 一方 ICAO においては、これまで小型 UAS に関して議

論されることはなく、国際間を運航する UAS についての

議論が中心となってきた。そうした中、平成 26 年 10 月

に開催された ICAO ACP WG-F/31 で、日本から本研究開

発に基づいて 5GHz 帯の伝搬測定結果の成果および隣接

バンドからの影響を軽減する技術の 2 つの報告を行った。

平成 27 年度においては、8 月に開催された ICAO ACP 
FSMP/WG-F/1 において、本研究開発を含む国内の小型

UAS の研究開発動向に関する報告を行い、5030MHz か

ら 5091MHz を小型 UAS 用周波数として利用することに

ついての意見を募った。さらに、その後の会合においても

5GHz 帯電波伝搬特性（地上-上空間）に関する報告を行

い、引き続き 5GHz 帯の小型 UAS による周波数利用につ

いての意見を募ったところ、大手航空機メーカや欧州の一

部の国から賛同する意見なども出るようになり、少しずつ

日本の意見が反映されつつある状況である。今後も引き続

き、こうした標準化会議での入力を続け、国際競争力確保

に向けた基盤の強化に貢献していく予定である。 
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４．むすび 

 本研究開発では、大学、民間研究機関、通信機メーカ、

国研が連携し、大規模災害時における小型 UAS の活用シ

ナリオを設定して、電波伝搬モデル、周波数共用、複数

UA・複数地上局のネットワークが協調する地上・上空間

の高効率無線ネットワーク技術の研究開発を行い、最終的

に、香川県坂出市、福島県福島市において、各実施機関が

集まり、複数の小型 UAS を実際に飛行させた実飛行環境

等での合同実証評価実験を行った。またその成果を国内・

国際学会にて数多くの成果発表に反映するとともに、国際

標準化会議にも寄与した。こうした研究開発の過程におい

て、多くのメディアの取材を受け、一般紙を含む計 11 以

上の新聞に掲載されるとともに、NHK やテレビ東京を含

む計 5 つの TV 報道番組で放映された。 
また、研究開発と並行して、平成 25 年度～27 年度にお

いて「無人航空機を活用した無線中継システムと地上ネッ

トワークとの連携及び共用技術の研究開発運営委員会」

（平成 25、26 年度主査：安藤真東京工業大学教授、平成

27 年度主査：中嶋信生電気通信大学教授）を計 9 回開催

し、研究開発の推進に関わる助言を得るとともに、その元

で、国内の大学、国研、民間研究所、通信機メーカ、UAS
関連団体等計 16 機関をメンバーとし、総務省、国交省、

経産省等を含む計 6 省庁をオブザーバとする「無人航空機

システムの利用技術に関する関係機関連絡会」（主査：鈴

木真二東京大学教授）を開催し、平成 26 年度～27 年度で

の計 6 回の会合を経て、省庁間にまたがる政府側を含む関

係機関の間の横連携を図るとともに、UAS に関する国内

外の関連動向、利用ケース別の通信要求条件、無線システ

ムの課題等について取りまとめ、その結果を本研究開発に

反映させた。 
本研究開発の成果は、平成 28 年度から新たにスタート

した総務省委託研究「無人航空機システムの周波数効率利

用のための通信ネットワーク技術の研究開発」において継

承、発展し、新たに割当てられた「無人移動体画像伝送シ

ステム」の周波数効率向上にも一部反映していく予定であ

る。また UAS の利用を計画している事業者等とも協力し

ながら、福島県において整備が進められている「福島ロボ

ットテストフィールド」を活用した UAS の本格的な長距

離安全運航に向けた実証実験等でも活用していく計画で

ある。 
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