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第１章 調査検討の概要 

 

１．１ 目的 

航空機内における携帯電話の使用を可能とするシステム（以下、「機内携帯電話システム」

という。）は、欧州等における航空運送事業を営む会社（以下、「航空会社」という。）によ

りその導入について検討が行われており、既に欧州及びアジアの一部の航空会社では機内

携帯電話システムを機体に搭載し、乗客向けのサービスが開始されている。 

一方、我が国への当該システムの導入（具体的には我が国領空における利用）を実現す

るためには、当該システムと地上側の無線システムとの周波数共用条件等を検討する必要

がある。具体的には、機内携帯電話システム及び機内に持ち込まれた携帯電話（以下、「機

内持込移動局」という。）によって発射された電波の航空機外への漏洩電波が、地上側の携

帯電話等の無線システムへ与える影響を検討することにより、機内携帯電話システム及び

同システムによる機内持込移動局の利用に関する、電波の有効利用に資する技術的な条件

を検討することとする。 

なお、本報告書で検討対象となる機内携帯電話システムとは、機内持込移動局を航空機

内に持ち込み、通話やメール等の通信が行えるシステムである。 

 

１．２ 調査検討内容 

次に掲げる項目について調査検討を行う。 

（１）諸外国動向調査 

ア 制度整備状況 

国際機関、欧州主要諸国、アジア主要諸国等について、機内携帯電話システムの

電波法制及び航空法制に係る制度整備状況等を調査する。 

イ 運用状況 

機内携帯電話システムの運用状況について許認可手続を含め調査する。 

 

（２）機内携帯電話システムそのものから発射される電波の機外漏洩による地上側の携帯

電話等の無線システムへ与える影響の調査検討 

機内携帯電話システムそのものから発射される電波については、機内での携帯電話

利用を可能とするために発射されるものであるが、当該電波の一部は機体から漏洩し、
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地上側の携帯電話等の無線システムに対し影響を及ぼす可能性がある。 

このため、測定装置を機内に持ち込んだ航空機において、機内における地上の携帯

電話ネットワークからの電波強度を測定し、平成 19 年度の機外漏洩電波の伝搬特性に

関するシミュレーション結果等を類推した上で、共用条件について調査検討を行う。 

 

（３）機内持込移動局から発射される電波の機外漏洩による地上側の携帯電話等の無線シ

ステムへ与える影響の調査検討 

 機内持込移動局は、機内携帯電話システムと接続して通信を行うが、当該通信のた

めに発射された電波の一部は機体から漏洩し、地上側の携帯電話等の無線システムに

対し影響を及ぼす可能性がある。 

 また、機内持込移動局が、機内携帯電話システムではなく、地上側の基地局と接続

する可能性があり、その場合、地上側の携帯電話等の無線システムに対し影響を及ぼ

す可能性がある。 

 このため、測定装置を機内に持ち込んだ航空機において、機内における地上側の基

地局からの電波強度を測定し、平成 19 年度の機外漏洩電波の伝搬特性に関するシミュ

レーション結果等を類推した上で、機内持込移動局が地上側の基地局と直接接続する

可能性があるか否かについて調査検討を行う。また、接続の可能性がある場合は、共

用条件について調査検討を行う。 

 

１．３ 調査検討方法など 

（１）検討範囲 

① 検討対象 

・機内携帯電話システムと、我が国で導入されている携帯電話（PHS を含む。以下

同じ。）ネットワークとの共用について検討する。なお、次世代 PHS と WiMAX

については本検討時には導入されていないシステムであったため、接続可能性に

ついて実測が不可能である関係上、参考として机上検討するに留める。 

・「地上側の携帯電話等の無線システム」とは、我が国で導入されている携帯電話ネ

ットワーク及び携帯電話ネットワークに準拠したデータ通信（具体的には次世代

PHS 及び 2.5GHz 帯 WiMAX）と定義（それぞれ移動局も含む）し、それ以外の

他の無線システムと機内携帯電話システムとの共用検討は本検討の対象外とする。 
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② 航空機搭載航法計器への影響 

機内携帯電話システムが与える航法計器への影響については、本報告書の検討対

象外とする。理由は、機内携帯電話システムの制御電波が、我が国で既に導入され

ている携帯電話方式に対応すれば、欧州で運用されているように機内持込移動局は

機内携帯電話システムにより制御され、その結果、機内持込移動局が発射する電波

が非常に弱いものとなり、当該強度では航法計器に影響を与えることはないと考え

られるためである。 

 

③ サービスイメージ、ビジネスモデル等 

機内携帯電話システムに係るビジネスモデル、サービスイメージ等の共用条件の

検討に直接関係のないものは、検討対象外とする。ただし、機内携帯電話システム

の運用イメージについては、制御電波の挙動や特徴を理解するために必要なもので

あり、参考として取りまとめることとする。 

 

（２） 成果見込 

検討成果として、機内携帯電話システムと地上携帯電話ネットワークとの共用条件

を導くこととし、当該共用条件については、ECC において規定された条件と同様に、

飛行高度別に、①機内携帯電話基地局、②NCU、③機内持込移動局の最大 e.i.r.p.をそ

れぞれ規定することとする。 

注）ECC において規定された条件は、標準化文書である「ECC decision of 1 

December2006 on the harmonized use of airborne GSM systems in the 

frequency bands 1710-1785 and 1805-1880MHz (ECC/DEC/(06)07)」に規定 

 



 ‐4‐

１．４ 調査検討会の体制及びスケジュール 

「１．２ 調査検討内容」に挙げられた事項について検討を行うため、社団法人電波産

業会に「機内携帯電話システムと地上携帯ネットワークとの共用に関する調査検討会」を

設置した（以下、「検討会」という。）。また、検討会では、詳細な検討を行うため、「作業

班」を設置して検討を行った。なお、本報告書の名称は「航空機内における携帯電話等の

利用に関する調査検討報告書」であるが、検討会の名称については、より検討内容を明確

化かつ具体化させるため、「機内携帯電話システムと地上携帯ネットワークとの共用に関

する調査検討会」とした。 

「調査検討会設置要綱」を付録１に、「作業班の設置について」を付録２に示す。また、

「調査検討会の審議状況」を表１．４－１に、「作業班の審議状況」を表１．４－２に示す。 

表１．４－１ 調査検討会の審議状況 

回 開催日 審議内容 

第１回 平成２０年７月２日 ・ 調査検討会の設置 

・ 活動方針（案）の承認 

・ 作業班の設置 

第２回 平成２０年８月２０日 ・ 受信調査１の結果報告 

・ 受信調査２の計画案の検討 

・ 海外動向調査の中間報告 

第３回 平成２０年１０月３日 ・ 受信調査２の結果報告 

・ 受信調査３の計画案の検討 

第４回 平成２０年１２月１９日 ・ 受信調査３の結果報告 

・ 干渉検討の中間報告 

・ 機内携帯電話システム調査結果報告 

・ 報告書の目次（案）及び分担（案）検討 

第５回 平成２１年２月２０日 ・ 共用検討（案）及び技術的条件（案）検討 

・ 機内携帯電話システム調査結果報告 

・ 諸外国動向調査結果報告 

・ 報告書（案）検討 

第６回 平成２１年３月５日 ・ 共用条件（案）及び技術的条件（案）の承認 

・ 報告書（案）の承認 
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表１．４－２ 作業班の審議状況 

回 開催日 審議内容 

第１回 平成２０年７月２日 ・ 作業班の設置 

・ 作業班の活動（案）承認 

・ 電波受信調査に係る検討 

第２回 平成２０年８月６日 ・ 受信調査１の結果報告 

・ 飛行航路に関する調査報告 

第３回 平成２０年９月２６日 ・ 受信調査２の結果報告） 

・ 受信調査３の計画案の検討 

・ AWF-5 会合報告 

第４回 平成２０年１０月２８日 ・ 機内携帯電話システム（Aeromobile 社）に関する

調査結果報告 

・ 干渉検討 

第５回 平成２０年１１月１４日 ・ 干渉検討 

・ 機内携帯電話システム調査の計画案の検討 

・ 受信調査３の計画案の検討 

第６回 平成２０年１２月１６日 ・ 干渉検討 

・ 機内携帯電話システム調査結果報告 

・ 報告書の目次及び分担（案）検討 

第７回 平成２１年１月１４日 ・ 干渉検討（複数機体の影響） 

・ 干渉検討（電波の大地反射の影響） 

・ 報告書（素案）検討 

第８回 平成２１年１月２２日 ・ 干渉検討 

・ 共用条件（案）及び技術的条件（案）の検討 

・ 報告書（案）の検討 

第９回 平成２１年２月１０日 ・ 機内携帯電話システム調査（OnAir 社）結果報告 

・ 複数機体が存在する場合の干渉に係る検討 

・ 報告書（案）の検討 

第１０回 平成２１年２月２７日 ・ 干渉検討（案）の最終検討 

・ 共用条件（案）及び技術的条件（案）の最終検討 

・ 報告書（案）の承認 
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第２章 諸外国動向調査 

 

２．１ 調査概要 

機内携帯電話システムについて、①国際機関、②諸外国、③電気通信事業者に分類し、

アンケートを含め調査を実施した。なお、電気通信事業者への調査については当該事業

者に対しヒアリングを実施すると共に、機内携帯電話システムが搭載された航空機に体

験試乗し、調査を行った。 

なお、機内携帯電話システムに関係する規制当局、航空機機体メーカ、航空会社、電

気通信事業者、地上携帯電話会社及び旅客の一般的な関係について図２．１－１に示す。 

 

 

図２．１－１ 機内携帯電話システムに関する関係機関等の一般的な関係 
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２．２ 国際機関 

２．２．１ 欧州国際機関における動き及び標準化 

機内携帯電話システムの標準化に関して、欧州国際機関である EU（European 

Union：欧州連合）、ETSI、CEPT/ECC（Council of European Post and Telegraphs / 

Electric Communications Committee：欧州郵便・電気通信主管庁会議・電気通信委

員会）及び EASA(European Aviation Safety Agency：欧州航空安全庁)の 4 機関に関

する動き及び標準化について調査したところ、概要以下のとおり。 

 

（１）EU（European Union：欧州連合） 

・2006 年夏、無線周波数委員会(RSC)は ECC に対し、機内携帯電話システムの

適合性研究の実施を要請した。 

・2008 年 4 月 7 日に Decision(2008/294/EC)を発令した。これは、EU で利用さ

れる機内携帯電話システムの技術パラメータを説明すると共に、EU 各国に対

し、6 ヶ月以内に制度化するよう、求めたものである。 

・2008 年 4 月 7 日に、勧告(2008/295/EC)を発令した。これは、EU で利用され

る機内携帯電話システムの各国の規制当局間での相互承認を推進する勧告で

あり、EU 各国に対し、6 ヶ月以内に制度化するよう、求めたものである。 

 

（２）ETSI 

機内携帯電話システムの技術的条件について、標準化文書としてとりまとめを

行っている。具体的な標準化文書は以下のとおり。 

・EN 302 480 v1.1.2「Harmonized EN for the GSM systems onboard aircraft 

system covering the essential requirements of Article 3.2 of the R&TTE 

Directive（R&TTE 指令 3.2 項の必須条件をカバーする GSM 航空機搭載シス

テムのための調和された欧州規格）」 

・TS 102 576 Part 1「Technical and operational requirements GSM systems 

onboard aircraft; technical and requirements（機内 GSM システムの技術及

び運用要求条件）」 

・TS 102 576 Part  2「 Radiated power outside aircraft GSM systems 

onboard aircraft; EIRP（機内 GSM システムの機外輻射電力）」 
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（３）CEPT/ECC 

・2006 年 12 月に ECC/DEC/(06)07 を策定。当該文書は、機内携帯電話システムと

地上携帯電話ネットワークとの共用検討について技術的な詳細検討の結果を示し

たものである。 

・2007 年 6 月に CEPT Report 016 として、EU に報告。 

 

（４）EASA 

・EU の航空機の安全飛行（Airworthiness）に関する規制・認証機関であり、EU

加盟国における、航空機の設計に係る承認（耐空証明：型式認証、追加型式認証、

大小変更/修理）、安全に関する監督及び是正命令を行う。 

・機内携帯電話システムについては、安全飛行の要求条件（Regulation 

No.1592/2002 Annex 1）に適合性について確認を行い、確認出来次第、耐空証

明を発行している。 

・なお、調査の結果、ヨーロッパ各国においては、機内携帯電話システムに関する

航空安全に係る証明については、EASA が一括して行い、個別の国々において個

別に実施していないことが判明している。 
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２．２．２ アジア・大洋州における動き及び標準化 

機内携帯電話システムのアジア・大洋州における標準化については、AWF（APT 

Wireless Forum）において検討が行われている。なお、AWF とは APT（Asia Pacific 

Telecommunity）における無線に係る検討団体であり、主に携帯電話に関するワイヤレ

ス通信に対し、地域内標準化を行う会合である。 

AWF における機内携帯電話システムに関する検討については、2005 年 3 月のバンコ

ク会合にて、SITA 社から機内携帯電話システムの技術要件に関する文書が入力され、

審議が始まった。その後、2008 年 8 月のマカオ会合まで合計８回の会合で審議され、

最終的には「Guidelines on technical conditions for the use of mobile phones onboard 

aircraft」というガイドライン（AWF 加盟各国における機内携帯電話システム導入のた

めの制度化における参考資料）として採択された。審議概要を表２．２－１に示す。 

 

表２．２－１ 機内携帯電話システムに関する審議の概要 

時期 AWF 会議 
05 年 3 月 バンコク会合 SITA から機内携帯電話システムの技術要件に係る

提案が入力された。 
05 年 9 月 シェンツェン会合 バンコク会合以降の技術動向、欧州法制化動向の説

明が行われた。 
06 年 2 月 クアラルンプール会合 機内持込移動局の利用に関するフレームワークにつ

いて検討が行われた。 
06 年 9 月 ハノイ会合 同フレームワークについて検討が行われた。 
07 年 1 月 バンコク会合 機内携帯電話システムの周波数共用、免許等の複雑

さから審議の見直しを決定した。 
07 年 7 月 ジャカルタ会合 同フレームワークが採択された。また、機内持込移

動局利用のための技術的ガイドラインが入力され

た。 
08 年 8 月 マカオ会合 同技術的ガイドラインが採択された。 
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また、フレームワークとガイドラインの概要は次のとおり。 

（１）機内持込移動局の利用に関するフレームワーク 

（Opinion on the framework for the use of mobile phones on board aircraft） 

・機内携帯電話システムの運用は航空機のシステムに障害を発生させないことが条

件であり、その上で、地上携帯電話ネットワークを含む無線サービスに有害な干

渉を与えてはならない。 

・機内携帯電話システムの運用は、対地高度 3,000m 以上とする。 

・機内携帯電話システムの運用に係る承認は、航空機の登録国及び上空通過国の航

空当局及び電波当局から得るものとする。或いは、承認の免除を得るものとする。 

・本フレームワークは、APT 加盟国に対し、本システムの利用の承認を求めるもの

ではない。 

 

（２）機内持込移動局の利用のための技術的条件に関するガイドライン 

（Guidelines on technical conditions for the use of mobile phones onboard  

aircraft） 

・ECC における機内持込移動局と地上携帯電話ネットワークとの干渉検討を踏ま

え、計算例を例示。 

・アジア、大洋州各国における、主要な地上携帯電話ネットワークの方式及び周波

数帯を列挙。 

・上空通過国によって、地上携帯電話ネットワークや当該システムの周波数帯が異

なるため、飛行経路及び上空通過国における携帯携帯電話システムに対応した制

御電波を発射する必要があることを明示。 

・本ガイドラインの位置づけについて、「各国における機内携帯電話システムに関

する技術的条件を検討する際の参考文書であり、各国の当該技術的条件に対して

の拘束力はない」と明確化。 
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２．３ 諸外国状況 

２．３．１ 米国 

米国では、電波当局である FCC（Federal Communications Commission：連邦通信

委員会）が 2004 年より機内持込移動局利用に関する法整備の検討を開始し、2004 同年

12月に機内持込移動局利用に関する法整備に係るパブリックコメントを実施した。2005

年 8 月に締め切ったところ、8,000 を超えるコメントが寄せられ、FCC はこれらのコメ

ントを検討した結果、「当面の間、現行どおり、機内持込移動局の利用禁止を継続する」

ことを 2007 年 3 月に決定した。これにより、現在、米国では機内携帯電話システムに

ついて運用することができない状態となっている。米国の動向を表２．３－１に示す。 

 

表２．３－１ 米国の動向 
主管庁 

 電波当局 ・FCC：通信全般を所掌。周波数管理では政府用以外を担当 
・商務省電気通信情報庁（NTIA）：国家情報通信基盤の維持・発展。政府

用周波数を管理 
 航空当局 ・運輸省連邦航空局（FAA）：航空管制業務、民間航空機の安全向上(航空機

の設計、乗員の訓練、機体の整備計画)、民間航空技術の開発支援、民間

及び国家宇宙航空に関する技術開発 
・米国航空無線技術委員会（RTCA）：航空機用無線機器の技術基準審議 

法制化の取組み 
FCC ・1991 年 機内持込移動局の使用を禁止 

・2007 年 4 月 現行規制を維持が決定 
主な法令と 

概要 
・FCC： 47 CFR 22.925（機内持込移動局の飛行状態での利用禁止） 

 

 

  なお、米国では、現時点で機内携帯電話システムは禁止されているものの、一方で、

機内に設置した無線局と地上に設置した無線局による通信（衛星を介さない地上と機体

の直接接続。ATG:Air-to-Ground）が存在し、機内では当該通信回線が機内無線 LAN

と接続し、旅客による機内でのインターネットが利用可能ある。AirCell、LiveTV 及び

Row 44 の 3 社が 2008 年からサービスを開始している。 
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２．３．２ 英国 

英国では、航空無線に係る免許については、電波当局である Ofcom（Office of 

Communications：通信庁）から CAA(Civil Aviation Authority：航空局)を通して免

許が付与される。機内携帯電話システムについても同様に付与される。なお、機内携

帯電話システムの無線局免許人は航空会社となっている。 

また、機内携帯電話システムによる機内での電気通信事業については、機内携帯電

話システムの提供業者（具体的には、Aeromobile 社や OnAir 社）が一般認可（General 

Authorization）の届出を行い、機内での携帯電話サービスを提供する。なお、GSM

に対応した機内持込移動局については、2008 年 10 月に免許不要と整理された。 

英国の動向を表２．３－２に示す。 

 

表２．３－２ 英国の動向 

主管庁 
電波当局 ・ビジネス・企業・規制改革省（BERR）：電波行政全般 

・Ofcom：二次的法令(Statutory Instrument)制定、周波数管理、無線局免許
等 

航空当局 ・運輸省（DfT）：航空政策及び長期戦略の策定 
・航空局（CAA）：航空に関する安全規則等の所掌する独立組織で、航空安全
に関する事項を担当する SRG グループ、航空機関連の無線電信免許を交付
する DAP グループ等がある。 

法制化の取組み 
経緯 ・2006 年 4 月～2008 年 3 月に Ofcom が電波免許付与方法等について審議文

書（Discussion Paper）をまとめ、二度の公聴（2006 年 4 月及び 2007 年
10 月）を経て決定 
 審議における争点 
 ① 免許制か、免許不要か②免許付与の担当は電波当局か、航空当局か 
 ③誰に免許を付与すべきか  
 2008 年 3 月に Ofcom は電波免許付与方法等を決定し、決定文書

（Statement）を発出 
・なお、Ofcom としては、機内携帯電話システムによる、航空機及び乗客の
安全等の観点は、CAA 及び DfT の管轄とし、所渉外として判断を行ってい
ない。 

留意点 ・機内持込移動局の機内使用は、地上使用と同様に免許不要で使用可能とす
る。 

免許付与の形態 
  形態 ・2006 年無線電信法に基づき、免許は航空会社に付与される。 

・Ofcom との協定に基づき、CAA が免許を付与する。 
・NoV（Notice of Variation）により、既存の航空機無線設備の無線電信免許
に追加する。 
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２．３．３ フランス 

フランスにおける機内携帯電話システムに関する制度整備は、2007 年から開始され、

実験免許の交付、パブリックコメントの募集及び認可の三段階を経て行われた。 

具体的には、2008 年 9 月 10 日、電波当局である ARCEP によりパブリックコメン

トの募集が開始され、2008年 10月 3日に意見の提出が締め切られた。ARCEPは 2008

年 11 月 27 日に寄せられた 8 つの公聴意見を公表し、これらを踏まえ、郵便電子通信

規制機関決定第 2008-1188 号及び同 2008-1187 号が官報に公示され、欧州委員会決定

と同じ内容の各種制限値がフランスにおいても適用されることとなった。 

フランスの動向を表２．３－３に示す。 

表２．３－３ フランスの動向 

主管庁 

 電波当局 ・郵便・電子通信規制機関(ARCEP)：情報通信規制全般、無線免許交付、周波

数割当 
・全国周波数庁(ANFR)：周波数監理、周波数計画策定、周波数配分表作成 

 航空当局 ・環境・エネルギー・持続可能な発展・国土開発計画省：航空行政全般 
（担当部局）「民間航空局」(DGAC)：航空行政執行業務 

法制化の取組み 

審議 ・2006 年 10 月 2 日 運輸担当相が機内携帯電話システムについて言及 
・2008 年 9 月 10 日 公聴開始、締切りは 10 月 3 日 
・2008 年 11 月 27 日 寄せられた 8 つの公聴意見を公表 
・2008 年 12 月 19 日 郵便電子通信規制機関決定 第 2008-1188 号公布 
・2009 年 2 月 1 日 郵便電子通信規制機関決定 第 2008-1187 号公布 

主な法令 ・郵便電子通信規制機関決定 第 2008-1188 号 
・郵便電子通信規制機関決定 第 2008-1187 号 

法令の概要 
 
 
 
 

 
 
 

・第 2008-1188 号 
 フランス国内上空 3000m 以上での利用を条件とし、機内携帯電話システ

ムが GSM1800 の周波数帯にて利用可能。 
 対象は欧州内で登録された航空機全てとする。 

・第 2008-1187 号 
 フランス国内上空 3000ｍ以上において利用される機内携帯電話システム

の技術基準。（内容は欧州委員会決定 2008/294/CE と同様である）。 
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２．３．４ ドイツ 

ドイツでは電波当局である BNetzA が、航空用周波数及び航空無線局を管理してい

る。ドイツでは、機内携帯電話システムの無線局及び事業の免許人は航空会社となっ

ており、機内携帯電話システムの無線局設備に対しては免許不要としているが、

BNetzA への届出が必要となる。なお、機内持込移動局については免許不要となって

いる。 

さらに、機内携帯電話システムの無線設備の機器認証は自己適合宣言（DoC：

Declaration of Conformity）が適用される。なお、相互承認協定について、ドイツと

締結した国は現時点では存在しない。 

ドイツの動向を表２．３－４に示す。 

表２．３－４ ドイツの動向 

主管庁 

 電波当局 ・連邦経済・技術省（BMWi）：電波行政全般 
・連邦ネットワーク庁（BNetzA）：周波数管理、無線機器規格制定、無線局

免許等 
 航空当局 ・環境・エネルギー・持続可能な発展・国土開発計画省：航空行政全般 

（担当部局）「民間航空局」(DGAC)：航空行政執行業務 
法制化の取組み 

審議 ・ECC/DEC/(06)07 に基づき、BNetzA がドラフトを作成 
・ドラフトに対する公聴を実施したところ、6 社から意見が寄せられた。 
・2008 年 2 月に法制化。 

主な法令 ・機内携帯電話システムのための一般周波数割当（Vfg2/2008） 

法令の概要 ・Vfg2/2008 
 機内携帯電話システムの周波数は、電気通信法に規定された一般割当手

続に基づき航空事業者に割当を行う。 
 各種技術的条件については、ECC/DEC/(06)07 をそのまま引用。 
 地上の無線ネットワークとの混信を回避する条件として以下が規定。 

-機内携帯電話システムの運用は航空会社であること。 
-航空会社にて、機内携帯電話システムの適切な運用を行うこと。特に制

御電波により、機内持込移動局が制御されるよう留意すること。 
-機内携帯電話システムが設置されていない飛行中の航空機において、機

内持込移動局の使用は許可されない。 
 設備は、ETSI の標準化文書である「EN 302 480」にて規定されるスペ

クトラムマスクに準拠すること。 
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２．３．５ ポルトガル 

ポルトガルでは航空用周波数について、電波当局である ANACOM が、国家民間航

空局（INAC：National Institute of Civil Aviation）と調整して管理し、航空無線局

については、地上の固定局は ANACOM が、機体に装着される無線局は INAC が、そ

れぞれ免許付与を行っている。 

機内携帯電話システムの無線設備が用いる周波数は ANACOM が管理するが、当該

無線局免許の交付主体は ANAOCM 又は INAC とされる。なお、機内携帯電話システ

ムの無線設備については免許不要となっているが、ANACOM への届出が必要となる。 

また、機内における携帯電話サービスについては、事業申請（届出）を電気通信事

業者（具体的には Aeromobile 社や OnAir 社）が行い、ANACOM の承認が必要とな

る。なお、機内持込移動局については、免許不要とすることで検討が行われている。 

ポルトガルの動向を表２．３－５に示す。 

 

表２．３－５ ポルトガルの動向 

主管庁 
 電波当局 ・公共事業運輸通信省（MOPTC）：電気通信分野の政策策定、法令遵守監視

・国家通信庁（ICP-ANACOM）：電気通信に関する規制、免許、監視、国際

調整を所掌 

 航空当局 ・公共事業運輸通信省（MOPTC）：航空行政全般 
・民間航空局（INAC）：民間航空機の規制・監視 

法制化の取組み 

審議 ・2008 年 5 月に ANACOM が、主に以下の課題に対して公聴を実施。 
①高度 3000ｍ超における機内携帯電話システム用として、1710～

1785MHz/1805～1880MHz 帯の利用を承諾し、国内周波数配分表を変更

する。 
②機内携帯電話システム事業者は周波数利用料の支払対象にしない。  

・2008 年 8 月 13 日 ICP-ANACOM が決定文書（Deliberação de 13.8.2008）
発行 

法令の概要 
 

・ Deliberação de 13.8.2008 
  - EU 決定 2005/294/CE の Annex に盛り込まれた技術要求条件を満足す

ること。 
 - 航空当局から要求された全てのセキュリティ要件に従ってサービスを提

供すること。 
 - ECC 決定 EEC/DEC(06)07 及び EU 決定 2008/294/EC の Annex に示さ

れた技術的要求事項に準拠すること。 
 - ETSI EN 302 480 及び法令第 192/2000 号に規定の設備を使用すること。
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２．３．６ アイルランド 

アイルランドの電波当局である通信規制委員会（ComReg：Commission for 

Communications Regulation）は、機内携帯電話システムの法的根拠となる無線電信

法令（S.I. No.178 of 2008）を、2008 年 6 月に発効した。本法令では、機内携帯電話

システムの無線設備を免許不要と定め、機内における携帯電話サービスについては、

一般認可の取得を電気通信事業者に要求している。 

アイルランドの動向を表２．３－６に示す。 

表２．３－６ アイルランドの動向 

主管庁 

 電波当局 ・通信規制委員会（ComReg）：電気通信分野の規制機関で周波数管理を所掌

 航空当局 ・民間航空局（LAA)：民間航空機の規制・監視 
法制化の取組み 
審議 ・2007 年 8 月 27 日 ComReg が機内携帯電話システムに対する公聴を実施

した。 
・2008 年 3 月 23 日 ComReg が公聴の結果を発表（Response to 

Consultation On MCA） 
・2008 年 6 月 13 日 ComReg が機内携帯電話システムに関する無線電信法令

(S.I. No.178 of 2008)を発行 
法令の概要 S.I. No.178 of 2008

 機内携帯電話システムは地上 3000ｍ以上の巡航高度で運用し、この

レベル以下においては即刻終了すること。 
 機内携帯電話システムについては、EC で定められた標準に従うこ

と。機内基地局については 1710～1780MHz/1805～1880MHz、制

御電波については 460 ～ 470MHz 、 921 ～ 960MHz 、 1805 ～

1880MHz、2100～2170MHz を用いること。 
 他国においては、必要な承認及びライセンスを取得すること。 
 それぞれの航空機に搭載された機内携帯電話システムは、MCA 

Decision のすべての要求事項を満たし、故障が発生したときは即刻

終了すること。 
 故障した機内携帯電話システムは、残りの飛行においては使用しな

いこと。 
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２．３．７ ノルウェー 

ノルウェーの電波当局であるノルウェー郵便電気通信庁（NPT：Norwegian Post 

and Telecommunications Authority）は、2005 年 CEPT/ECC 決定に先行し、Telenor 

Mobile Aviation AS に対し、ノルウェー籍航空機がノルウェー領空/洋上において

GSM1800 の周波数を航空機内で使用する許可を与えた。なお、Telenor Mobile 

Aviation AS は、ノルウェーの通信会社 Telenor 及び国際的な輸送通信会社 ARINC

などにより構成され、機内携帯電話システムの試験評価を行い、現在の Aeromobile

システムの技術を確立した。 

機内携帯電話システムの制度整備においては、最終的には EC 決定を踏まえ、EN 

301 087 標準への適合を義務付けている。また、機内携帯電話システムの運用高度に

ついて、NPT が 2005 年に Telenor Mobile Aviation AS に与えた許可条件では、地上

6,000m 以上と定められていたが、制度整備において、EC 決定をそのまま引用してお

り、地上 3,000m 以上としている。なお、機内持込移動局は免許不要として機内携帯

電話システムに使用できる。 

ノルウェーの動向を表２．３－７に示す。 

表２．３－７ ノルウェーの動向 

主管庁 

 電波当局 ・運輸通信省：電気通信分野の政策策定、法令遵守監視 
・郵便電気通信庁（NPT）：電気通信に関する規制、免許、監視、国際調整を

所掌 
 航空当局 ・運輸通信省：航空行政全般 

・民間航空局（Nøkkeltall）：民間航空機の規制・監視 
法制化の取組み 

審議 ・2005 年 9 月 CEPT/ECC 決定に先行し、ノルウェー籍航空機のノルウェ

ー領空/洋上で、機内携帯電話システム用の周波数の使用を許可した。 
・2007 年 4 月 CEPT/ECC 決定に基づき、無線周波数使用のための一般認可

規則を改定（第 439 号 2007.4.20） 
法令の概要 

 
ノルウェー領空における機内携帯電話システムの利用条件は以下のとおり。 
 - 周波数帯は 1710.1～1784.9MHz/1805.1～1879.9MHz 
 - 航空機外に漏洩した電波の強度が ECC/DEC/07(06)で規定された値を超

過する場合は使用不可。 
 -機内持込移動局と地上ネットワークとの直接接続を防止し、機内での通信

を保証する装置を装備すること。 
 - EN 301 087 標準に適合すること。 
 - 運用高度は、3000ｍ又は以上とする。 
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２．３．８ オーストラリア 

オーストラリアの航空無線免許は、オーストラリアの電波当局であるオーストラリ

ア通信メディア庁（ACMA：Australian Communications and Media Authority）へ

航空会社が免許を申請し、Airservice Australia（AA：航空管制を担当する政府所有

の機関)が周波数の割当てを行った後、ACMA が免許を付与する。オーストラリアに

おける電波監理は ACMA が所掌し、無線局の運用には「1992 年無線通信法」に基づ

く無線通信免許が必要である。 

他方、機内携帯電話システムに関する法整備や免許枠組みはまだ整っていない。た

だし、機内携帯電話システム実施に向け、まず 2009 年 1 月には機内持込移動局など

の妨害機器の利用を禁止する宣言（Declaration）から機内携帯電話システムを免除す

る修正がなされた。しかし、同修正は機内携帯電話システムの運用を認めるものでは

なく、今後 ACMA による免許措置の検討、構築が必要となる。 

オーストラリアの動向を表２．３－８に示す。 

表２．３－８ オーストラリアの動向 
主管庁 

 電波当局 ・ブロードバンド・通信・デジタル経済省（DBCDE）：電波行政全般 
・オーストラリア通信メディア庁（ACMA）：周波数監理、無線免許付与等 

 航空当局 ・インフラ・運輸・地域開発・地方自治省：航空行政全般 
・民間航空安全局（CASA)：航空安全基準、航空従業者技能証明、航空機登

録を所掌 
・Airservices Australia：航空管制業務、航空用周波数の割当て 

法制化の取組み 
審議 ・機内携帯電話システムの制度・免許枠組みは未定。 

 2009 年 1 月 28 日、機内携帯電話システムの無線設備の運用を可能とす

るため、機内持込移動局などの妨害機器の利用禁止に関する宣言を修正

し、機内携帯電話システムを行うための無線設備が同宣言から免除され

た。 
 ただし、機内携帯電話システムの運用には ACMA が交付する無線通信免

許が必要。 
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２．３．９ アラブ首長国連邦 

ウェブ調査及び質問票調査（電波規制当局）によれば、アラブ首長国連邦（UAE：

United Arab Emirates）の航空無線局の管理は、電波当局である TRA

（Telecommunications Regulatory Authority）が行っており、TRA が機内携帯電話

システムの無線局免許及び機内における携帯電話サービスに関する事業免許を電気通

信事業者（例えば Aeromobile 社や OnAir 社）に対して付与している。なお、機内持

込移動局については通信サービス免許（Telecom Service License）が必要となる。 

また、航空当局関係では、機内携帯電話システムについては型式承認をとる必要が

あり、機器認証は航空無線機を専門に扱う機関にて行っている。 

アラブ首長国連邦の動向を表２．３－９に示す。 

表２．３－９ アラブ首長国連邦の動向 

主管庁 

 電波当局 ・通信省（Ministry of Communications）：航空輸送、及び電気通信行政全般

・電気通信規制庁（Telecommunications Regulatory Authority：TRA）：周波

数分配、技術基準、基準認証、電波利用料、無線局免許等 
 航空当局 ・ 総合民間航空庁（General Civil Aviation Authority：GCAA）：航空安全・

セキュリティ、運行、免許等に関する規定策定等 
法制化の取組み 

審議  地上系の移動通信網に干渉を与えず、また上空を飛行する国々での運用を

確保することが必須。 

許認可 

航空当局 ・EASA（欧州）及び GCAA（アラブ首長国連邦）が、耐空証明（Full air safety 
approval: “Supplemental Type Certificate”）を付与 

電波当局 TRA が飛行中の運用及び地上試験のための免許を付与 
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２．３．１０ 中国 

調査の結果、機内携帯電話システムに関する所管機関、手続方法、法令など関連制

度は整備されていない状況にあることが判明した。他方、機内携帯電話システムの導

入を検討しているシンセン航空にヒアリングを行ったところ、通信規制機関である

MIIT が機内携帯電話システムを所管し、また、航空機への機内携帯電話システムの

無線設備の設置に関しては、耐空証明の関係上、航空規制機関である中国民航局

（CAAC）が関与し、機内携帯電話システムは一般公衆通信サービスに位置付けられ

るとあった。 

中国の動向を表２．３－１０に示す。 

表２．３－１０ 中国の動向 

主管庁 
 電波当局 ・情報・工業化部：電波行政全般、周波数管理、無線機器規格制定、無線局免

許等 
 航空当局 ・民間航空局：航空行政全般、航空関連の製造・耐空証明等の行政執行業務、

航空無線関連業務（HF/VHF 帯航空無線への周波数割当、無線局免許付与、

搭載機器の型式認定等） 
法制化の取組み 
審議  ・前例の無いサービスとして、法制化の有無を含め対応を検討中。 

 
周波数割当/免許付与 

周波数割当 
 

 

・所管機関、手続方法について、民間航空局と工業・情報化部にて検討中。 

免許付与 ・無線局免許：所管機関、手続方法について、民間航空局と工業・情報化部に

て検討中。 
・耐空証明：民間航空局が付与 
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２．４ 電気通信事業者 

２．４．１ 概要 

現在、機内携帯電話システムによる機内での携帯電話サービスを提供している電気通信

事業者は、SITA と Airbus の合弁企業である OnAir 社と、ARINC と Telenor の合弁企業

である AeroMobile 社の 2 社である。 

 機内携帯電話システムの技術詳細を確認するため、Aeromobile 社と OnAir 社をそれぞ

れ訪問し、運用状況及び機上利用環境を把握するためのヒアリングを実施すると共に、機

内携帯電話システムが搭載された航空機に体験試乗し、調査を行った。 

 

２．４．２ Aeromobile 社の機内携帯電話システムの調査 

機内携帯電話システムの詳細技術の確認及び制御電波の有効性の検証を、測定機器等

を用いて確認するため、平成２０年１２月９日（火）及び１０日（水）に英国にある

Aeromobile 社を訪問し、打ち合わせ及び測定を実施した。具体的には Aeromobile 社の

技術責任者（機内携帯電話システムのシステム設計者）と打ち合わせを行うと共に、制

御装置の W-CDMA（2.1GHz）に対する有効性及び制御電波の詳細確認を実施した。以

下に調査結果を記す。 

 

（１）Aeromobile 社のシステムの仕様 

1) 2.5GHz 帯（2.6GHz 帯）について 

ヨーロッパにおいて、第三世代携帯電話を当該周波数帯に導入する予定があるため、

これに対応する制御電波を発射するべく、システム改造を検討しているとのことであ

った。なお、当該電波は WiMAX 向けの制御電波ではないとのことであった。 

 

2) 機内基地局にて用いられる方式 

現状は GSM1800 方式だが、北米での将来的な利用も視野に入れており、GSM1900

方式についても検討中とのことであった。 
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3) 制御電波の効果検証 

Aeromobile 社のラボにおいて、NCU により生成された制御電波の効果検証のため、

簡易検証を実施した。 

簡易検証システム構成を図２．４－１に、簡易検証模様を図２．４－２に、

2112.8MHz における検証結果を表２．４－１に、2142.4MHz における検証結果を表

２．４－２に示す。 

 

図２．４－１ 簡易検証システム構成 

 

 

図２．４－２ 簡易検証模様 
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表２．４－１ 2112.8MHz における検証結果 

Area Scanner A
Freq = 2112.8 MHz 

RSCP （目測概算値） 制御信号（概算値） 
-65 dBm -50.5 dBm 
-65 dBm -47.5 dBm 
-65 dBm -44.5 dBm 
-65 dBm -41.5 dBm 
-65 dBm -38.5 dBm 
-65 dBm -35.5 dBm 

 

：概ね制御電波の効果あり 

：制御電波の効果あり 

 

表２．４－２ 2142.4MHz における検証結果 

Area Scanner B
Freq = 2142.4 MHz 

RSCP （目測概算値） 制御信号（概算値） 
-70 dBm -50.5 dBm 
-70 dBm -47.5 dBm 
-70 dBm -44.5 dBm 
-70 dBm -41.5 dBm 

 

：概ね制御電波の効果あり 

：制御電波の効果あり 

 

（注）調査協力者の都合により、一部の記載を省略しています。 

 

6) 漏洩同軸ケーブル 

通路が一列の小型の機体であっても、漏洩同軸ケーブルは 1 本ではなく、2 本設置

するとのことであった。なお、当該漏洩同軸ケーブルは、平成 19 年度に実施した機

外漏洩試験に用いた漏洩同軸ケーブルと外部被覆が異なるものの、同一メーカの同じ

シリーズのものであることが判明した。具体的には、外部被覆は PVC（ポリ塩化ビニ

ール）と FRPE（難燃性ポリエチレン）があり、Aeromobile 社では難燃性のものを

利用しており、他方、平成１９年度の試験では PVC のものを利用した。漏洩同軸ケ

ーブルの外観及び構造を図２．４－６に示す。 
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図２．４－６ 漏洩同軸ケーブルの外観及び構造 

図２．４－６ 漏洩同軸ケーブルの外観及び構造（続き） 

 

7) 制御装置における対応可能周波数帯数 

制御装置には 4 つのユニットを装着可能であり、1 つのユニットで 1 つの帯域に対

する制御電波を生成する。例えば、450MHz 帯、800MHz 帯、1.8GHz 帯及び 2.1GHz

帯でそれぞれ 1 つずつのユニットが、制御装置に組み込まれている。 

 

（注）調査協力者の都合により、一部の記載を省略しています。 
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（２）Aeromobile 社の運用方法 

Aeromobile 社では、以下の 3 つを重ね合わせて機内携帯電話システムを運用し、地

上携帯電話ネットワークに影響を及ぼさないよう、運用を行っているとのことであった。 

 

1) システム動作（高度方向） 

Aeromobile 社では、5,000m 及び 6,000m を運用閾値として独自に規定し、当該閾

値を基準にシステムを運用している。高さ方向の機内携帯電話システム動作領域を図

２．４－８に示す。 

 

図２．４－８ 機内携帯電話システム動作領域（高さ方向） 

 

【離陸時】 

・5,000m を超えた時点で、機内基地局及び制御電波装置の電源を on。また、ウェル

カムメッセージを機内基地局から、機内持込移動局に送付。（ただし、機内持込移動

局は地上ネットワークとは接続せず） 

・6,000m を超えた時点で、機内携帯電話システムは衛星回線と接続し、それにより
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機内持込移動局は、地上ネットワークと接続可能。 

 

【着陸時】 

・6,000m を下回った時点で、機内持込移動局のスイッチを切る旨のショートメッセ

ージを、接続している機内持込移動局全てに送信。（通話中の回線はそのまま接続継

続） 

・5,000m を下回った時点で、機内基地局及び制御電波装置の電源を off。 

 

2) システム動作（水平方向） 

ある国の領空（12 海里）内に入った場合、もし、当該国が機内携帯電話システムそ

のものの運用を認めていない場合は、機内携帯電話システムの全ての電源を offとし、

逆に領空を離れれば全ての電源を on としているとのことであった。 

なお、公海上では、制御電波は発射しないとのことであったが、ある国の領海から

250km 内を飛行している場合、もし、当該国に対して適切な制御電波に関するデータ

がある場合は、公海上でも、当該国向けの制御電波を発射するとのことであった。 

また、現時点では我が国に対する制御電波に関するデータを Aeromobile 社として

把握していないため、機内携帯電話システムを搭載した航空機が、我が国近傍を航行

する場合の制御電波は、12 海里を基準としているとのことであった。 

 

3) 客室乗務員による乗客への指導 

客室乗務員は、離陸時及び着陸時に、乗客に対して下記のとおり指示を行っている

とのことであった。ただし、本運用方法については、Aeromobile 社の定めた標準的な

ものであり、実際の運用方法は、各航空会社の判断によるとのことであった。 

 

【離陸時】 

離陸時は全ての電子機器の利用を禁止しており、航空会社によって定めた高度を超

えた時点で、機内持込移動局の電源 on が可能な旨アナウンスしている。 
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【着陸時】 

着陸時は全ての電子機器の利用が禁止となる旨、事前にアナウンスしており、高度

が 6,000m を切った時点で、システム側で機内持込移動局のスイッチを切る旨のショ

ートメッセージを、接続している機内持込移動局全てに送信している。 なお、着陸時

は全ての電子機器の利用を禁止している。 

 

また、客室乗務員は制御パネルを操作することにより、下記の項目を把握すること

ができるとのことであった。機内携帯電話システムの客室乗務員用制御パネルを図２．

４－９に示す。 

 

・現在接続中の回線数 

・総通話回数 

・総テキストメッセージ送信数 

・接続されたユーザ数 

 

図２．４－９ 機内携帯電話システムの客室乗務員用制御パネル 
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（３）Aeromobile 社の調査風景 

Aeromobile 社のラボの風景を図２．４－１０に、調査模様を図２．４－１１に、機内

持込移動局での表示例を図２．４－１２に示す。 

 

図２．４－１０ ラボの風景 

 

 

図２．４－１１ 調査模様 
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図２．４－１２ 機内持込移動局での表示例 
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（４）Aeromobile 社への質問及び回答 

Aeromobile 社から得られた各種回答を、質問及び回答を対にして表２．４－３に示す。 

 

表２．４－３ Aeromobile 社への質問及びその回答 

No. 質問 Question 回答 Answer 
2 制御電波の強度は一定

か。或いは地上からの

電波を受信し、その強

度に応じて制御電波の

強度を変更しているの

か。 
 
Is the power of the 
Control Signal steady? 
Or does it vary 
depending upon the 
signal level from the 
ground BTS? 

制御電波の強度は一定であり、特定地域内において、強度

に強弱はない。（注 ヨーロッパの制限値として規定され

た値の中で、最も厳しい値を全ての高度に適用して運用し

ている） 
 
The control signal power is steady, no variations within 
a region. 
 

3 機内基地局のスペック

（変調方式、出力等、

特性）は何か。 
 
Please clarify the 
specification or 
characteristics of the 
signal from the 
aircraft BTS, for 
example modulation, 
output power and so 
on? 
 

機内基地局については GSM 方式を用いており、変調方式は

GMSK。出力は最大 23dBm だが、実際のところは、機内

基地局を設置する機体の中の実際の電波環境に依存する。 
 
The aircraft BTS is a standard off-the-shelf GSM BTS 
with 1 TrX (1 radio channel). As such the modulation is 
GMSK. The output power is maximum 23 dBm. 
However, the actual Tx power is adapted to the actual 
radio environment in each specific aircraft type. 
 

6 制御電波の対象周波数

をもし追加する場合、

大規模な改修が必要と

なるのか。或いは現在

の装置で対応できるの

か。 
 
If the addition of the 
control signal 
frequency bands to 
current bands is 
required, then is there 
a big impact on 
modification of the 
NCU? 
 

制御電波を新たに追加することとなれば、新しい装置のデ

ザインが必要だが、比較的容易である。ただし、装置のハ

ードとソフトの改修が必要となる。 
 
For new bands to be added to the control signal, a new 
design of the Network Control Unit (NCU) must be 
performed. This is relatively straight-forward, but 
requires hardware and software change. 
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7 制御電波の対象周波数

帯をもし追加する場

合、当該追加制御電波

が、既存の制御電波と

異なる方式や強度とな

る場合、大規模な改修

が必要となるのか。或

いは現在の装置で対応

できるのか。 
 
If the specification or 
characteristics of the 
added bands in 
question 10 include a 
different modulation 
or output power from 
the current control 
signals, is there a big 
impact on 
modification of the 
NCU?  

もし、新しい周波数帯が追加となった場合でも、異なる波

形や最大出力を変更する必要はないと考える。 
 
There is no reason to use a different signal shape or 
change the maximum output power if new bands were to 
be added to the NCU. 

8 地上携帯ネットワーク

との共用検討を行う際

に、どの携帯事業者と

技術的な検討を行った

のか。 
 
When you did the 
compatibility study 
between the On Board 
Mobile Phone System 
and terrestrial 
systems, with which 
cell phone companies 
have you done the 
study? 

全てのヨーロッパの携帯事業者に対して共用検討に対し

て参加を呼びかけた。 
共用検討は非常に一般的な内容であり、現時点でよく知

られた移動局及び基地局のスペックを用いている。 
また、共用検討では、最悪値を用いて検討している。 
 
All mobile operators in Europe were invited to 
participate in the compatibility study. The study was 
purely generic, based on known characteristics of mobile 
phones and base stations for different systems. The 
study uses worst case assumptions. 
 

9 機内携帯電話システム

を GSM1800 だけでは

なく、例えば W-CDMA
や GSM1900、GSM800
に対応させる計画はあ

るのか。 
 
Do you have a plan to 
incorporate the 
connectivity of 
W-CDMA, GSM1900 
and GSM900 in 
addition to current 
GSM1800? 

デュアルバンドの移動局は GSM1800 でも利用可能であ

る。他方、GSM1900 についてはトライバンドやクワッドバ

ンド対応の移動局であれば、GSM1800 に対応しているた

め、機内で利用可能である。 
 

将来的には、W-CDMA をサポートする計画もある。 
 
Dual band mobiles (GSM900) works on GSM1800. There 
is a separate BTS for GSM1900 which tri-band and 
quad-band mobiles can operate on. There are plans to 
support W-CDMA in future. 
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10 機内携帯電話システム

の型式証明、耐空証明

については、具体的に

誰がどのような資料、

データを出し、誰がど

のように確認している

のか。 
 
In the case of getting 
the supplemental 
Type Certificate or 
Type Certificate 
Amend of 
incorporating your 
system, who will 
perform the required 
testing and will make 
the technical study 
and who will approve 
by documents or by 
attending the testing? 

追加型式証明（STC）については機体を改修する際に適用

するものであり、航空当局から発行される。 
また、Aeroconseil という会社が A340 と B777 に対する

Aeromobileの機内携帯電話システムの改修を行うことので

きる STC を保有している。 
なお、型式証明（TC）については、将来的には、ボーイン

グなどの機体製造会社が有することになると考えられる。 
 
STC will be applicable to retro-fit of aircraft and all 
activities associated with getting the aircraft certified 
will be performed by an Approved Design Organization. 
Aeroconseil is the holder of STC for A340 and B777 for 
AeroMobile. In case of Type Certificate, this will be 
managed by the aircraft supplier, e.g. Boeing. 

15 質問： 
Does the generated signal by NCU go out through an appropriate filter not to 
make unnecessary wave?  
 
生成された制御電波は、不要な波を出さないよう、適切なフィルターを通ってから

発射されるのか 
回答： 
 
フィルターを通っている。 
 
 

16 質問： 
For GSM band, does the generated signal by NCU cover entire band for GSM or 
cover only the band specified to control channel? 
 
GSM 帯域については、GSM の全ての帯域について制御電波がカバーしているのか。

或いは、GSM の制御チャンネルだけに対してカバーしているのか。 
回答： 

GSM の全ての帯域をカバーしている。 

17 質問： 
If NCU works, a mobile phone shows “out of range”? 
 
もし、NCU を動作させた場合、機内持込移動局における表示は「圏外」となるのか。

回答： 
・当該機内持込移動局が GSM1800 に対応しているが，AeroMobile とローミング

契約がない場合→「No Service」と表示 
・当該機内持込移動局が GSM1800 に対応していない場合→「圏外」と表示 
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18 質問： 
If NCU does not work correctly, is there any alarm or sign to inform to cabin 
crew? Or NCU stops automatically? 
 
もし、NCU が正しく動作しない場合、アラームやサインなどで客室乗務員に知らせ

るようになっているのか。 
或いは、NCU は自動的に停止するのか。  
回答： 
サインが表示され、客室乗務員に知らせるようになっている。また、障害の程度に

より、動作を続行する場合もあるが、重大な場合は自動的に停止する。 

19 質問： 
Are the switch on and switch off for NCU done automatically? And the timing 
of the switch on and switch off or NCU is same as the timing for fasten seat belt 
sign? 
 
NCU の電源オフ、オンは自動で行われるのか。また、NCU の電源オフ、オンは、

シートベルトサインと同じタイミングか。 
20 質問： 

If an aircraft with onboard mobile phone goes out from EU to another country, 
can NCU change the pattern of control signal automatically? If possible, how 
NCU can know where we are.  
 
機内携帯電話システムが登載された機体がヨーロッパから他の国に入った際、NCU
は自動的に制御信号のパターンを自動的に変更できるのか。もし可能な場合は、ど

のようにして自分のいる位置を知るのか。 
21 質問：How does NCU measure the altitude of 5000 meters above ground level 

(AGL)? 
 
どのようにして NCU は制限高度である、地表面から 5000m という高度を測定する

のか。 
22 質問： 

An aircraft can fly very fast, that means the above ground level can change very 
fast. How fast NCU can start generating the control signal? 
 
飛行機は高速で飛行するため、地表面からの高度についても同様に高速で変化する。

この変化に NCU はどの程度追従できるのか。 
回答：以下、質問 19 から 22 までをまとめた。 
・シートベルトサインや、機内電子機器利用可能サイン（将来的に航空機に順次導

入される一般的なもの）と機内携帯電話システムは連動していない。 
・他方、機内携帯電話システムは Flight Management Controller に直接接続してお

り、当該設備は GPS 情報や地図情報を有しており、何処をどの高度で飛行してい

るのかが分かるようになっており、当該高度情報によって、電源のオン、オフを

行っている。 
・Aeromobile では、ヨーロッパの制限高度である 3000m に対し、テレノールや携

帯事業者等との議論を踏まえ、より多くのマージンを確保するため、高度 5000m
を、機内携帯電話システムの最低動作高度と規定している。これは Aeromobile 社

が社として独自に定めたもの。 
・この高度は、海抜高度ではなく、地表面からの高度である。機内携帯電話システ
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ムは、GPS 情報及び地図情報により、飛行位置での地表面の高度を確認しており、

当該高度が 5000m を超えれば自動的にシステムが稼動し、5000m より低空とな

れば、自動的にストップすることとなっている。 
・なお、Aeromobile では、OnAir のような機内での「機内持込移動局サイン」（シ

ートベルト着用サインと同様に、機内持込移動局が利用可否を乗客に自動的に知

らせるもの）は存在していない。このため、利用客に対しては、客室乗務員が離

陸時に「これから機内持込移動局が利用可能です」、着陸時に「これより利用でき

ません」とアナウンスを行う。なお、着陸時は機内基地局より機内持込移動局の

電源 off を促すショートメッセージが機内持込移動局に送信される。 
・また、山間上空を飛行する場合、航空機の巡航時の高度は一定であるため、地表

面からの高度が 5000m を下回るケースも有り得る。その場合は、システムは自動

的にオフとなる。 
23 質問： 

We think these two documents are the only standard in ETSI for onboard mobile 
phone system. 
 
ETSI（欧州電気通信標準化協会）での機内携帯電話システムに関する標準化ドキュ

メントは以下の 2 つか。 
・EN 302 480  

Candidate Harmonized Standard under the article 3.2 of RTTE Directive GSM 
on board aircraft. Specific conditions for the onboard system  

・TS 102 576 
Base Station System (BSS) equipment specification; GSM systems on board 
aircraft 

回答： 
・ETSI では、上記の 2 つが標準化のドキュメント。何れもルールである。 
・EN 302 480 については既に承認されているものであり、スペックや測定法が記

載されている。 
・TS 102 576 については、現在ワーキンググループで検討中のものであり、ドラフ

ト段階。 

（注）調査協力者の都合により、一部の記載を省略しています。 
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２．４．３ OnAir 社の機内携帯電話システムの調査 

機内携帯電話システムの詳細技術の確認及び制御電波の有効性の検証を、測定機器等

を用いて確認するため、平成２１年１月２７日（火）及び２８日（水）にドイツにある

OnAir 社を訪問し、打ち合わせ及び測定を実施した。具体的には OnAir 社の技術責任者

（機内携帯電話システムのシステム設計者）と打ち合わせを行うと共に、制御装置の

W-CDMA（2.1GHz）に対する有効性及び制御電波の詳細確認を実施した。その調査結

果を２．４．３（１）に示す。 

また、OnAir 社の機内携帯電話システムが搭載された機体（A320）に体験試乗を行

い、機内における設置状況や客室乗務員が用いる操作ボタン、旅客向けの機内での携帯

利用不可サイン等について調査を実施した。その結果を以下に示す。 

・ 客室内に設置されているシートベルトサインパネルに「携帯電話禁止サイン」が追

加されており、客室乗務員が操作ボタンを操作してサインが消えると、機内で携帯

電話の利用が可能となる。 

・ サイン表示に加えて、客室乗務員がアナウンスすることにより携帯電話利用の禁止

／利用可について乗客に周知している。 

 

（１）OnAir 社のシステムの仕様 

1) 機内携帯電話システムの構成 

機内携帯電話システムの構成を図２．４－１３に示す。 

 

図２．４－１３ 機内携帯電話システムの構成 

OBCE（On-Board Channel Equipment）：制御電波発生装置 
Picocell ：機内基地局 
Airborne GSM Server (AGS)：システムコントローラ 
Modem（Satellite Modem allocating air-to-ground link resources）：衛星回線用モデム 
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2) 制御電波の効果検証 

OnAir 社のラボにおいて、NCU により生成された制御電波の効果検証のため、簡

易検証を実施した。具体的には、可変 ATT（アッテネータ）により機内 GSM の電波

と制御電波との比（SINR）を変化させ、接続性を確認したところ、SINR が 1dB の

場合に制御電波の効果を確認できた。また、制御電波はホワイトノイズであった。 

簡易検証システム構成を図２．４－１４に、検証結果を表２．４－４に示す。 

 

図２．４－１４ 簡易検証システム構成 

BTS：Base Transceiver Station 
OBCE：On Board Control Equipment 
NCU：Network Control Unit 

 

 

表２．４－４ 検証結果 

GSM 携帯電話を接続 
した試験： 

ケーブル接続し，手動にてネ

ットワークサーチを実行 

SINR （設定概算値） ネットワークサーチ結果 

17 dB On Air ネットワークを検出 

4 dB On Air ネットワークを検出 

1 dB No Network 
 

：制御電波の効果あり 
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（２）免許等 

1) 航空当局からの承認等 

OnAir社が航空当局から機内携帯電話システムの航空機への搭載について承認を受

けた年月等を下記に示す。 

① 2007 年 6 月 18 日 

EASA（欧州航空安全庁）により、A318 への機内携帯電話システム搭載に係る承認

（linefit、ラインフィット:新造機への搭載） 

② 2007 年 12 月 17 日 

Air France（エールフランス航空）による試験飛行の開始 

③ 2008 年７月 9 日 

EASA により、A320 ファミリー（A318、A319、A320、A321）への機内携帯電話

システム搭載に係る承認（linefit 及び retrofit、レトロフィット:既存機への改造によ

る搭載）  

④ 2008 年 12 月 12 日 

EASA により、機内携帯電話システムの B737-800 への STC（追加型式証明）の取

得。なお、A320 ファミリーについては、中国航空当局（CAAC：Civil Aviation 

Administration of China）からも承認を得ているとのことであった。  

 

2) 最低運用高度（3,000m） 

最低運用高度については、FAA（米国連邦航空局） が規定する運用時の critical、 

non critical の閾値は 3,000m として明確に規定されていると、当初欧州での標準化の

段階で認識されていたため、この高度が制限値となったとのことである。ただし、実

際は、航空会社の運用によってこの高度は 2,000m の場合もあれば、3,000m である

場合もあり、定まった値ではないことが判明したが、他方、地上ネットワークへの干

渉を考えると 3,000m ぐらいが最低高度となることが判明したとのことであった。

OnAir 社にて当該標準化に参画した人物からは、3,000m という値は航空機の運用制

限と偶然、重なったという程度だとの説明を受けた。なお、FCC のガイドライン

ED-130 にある、航空機における電子機器の運用フェーズを表２．４－５に示す。 
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表２．４－５ FCC のガイドライン ED-130 にある 

航空機における電子機器の運用フェーズ 

3.1 DEFINITION OF PHASES OF OPERATION 
The rules for using the PEDs brought on board aircraft are dependent of the standard 
operational phases of flight. A definition of these phases of flight is given in the Table 
4. 

 
Table 4 : Aircraft operational phases  

 
For the purposes of this section, critical phases of flight include all operations 
involving taxi, take off and landing, and all other flight operations conducted below 
10,000 feet, with the exception of parking.  

Operational Phase Definition

Park/Gate On-ground, aircraft stationary/parked

Taxi-Out Taxiing between Park/Gate position and active runway 

Departure Entering active runway, take-off and climb out operations 
below 10,000 feet 

Cruise Flight altitude above 10,000 feet

Arrival Approach and descent operations below 10,000 feet, landing 
and exiting active runway  

Taxi-In Taxiing between active runway and Park/Gate position 

 

3) 免許 

欧州では、一般的には無線局免許及び事業免許の双方が OnAir に付与されていると

のことであった。ただし、英国では、例えば bmi については、無線局免許は bmi に、

事業免許は OnAir に付与されているとのことであった。 

また、航空機の登録国（旗国）において機内携帯電話システムのサービスを提供す

る場合は、免許が必要だが、航空機の登録国（旗国）以外の国においては各国間の合

意（mutual agreement）により、免許不要となるとのことであった。  

 

4) OnAir 社システムの導入及び導入予定の航空会社 

OnAir社の機内携帯電話システムを導入している航空会社及び導入予定の空会社の

一覧を表２．４－６に示す。 
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表２．４－６ OnAir 社の機内携帯電話システムを導入及び導入予定の航空会社 

航空会社 国 提供サービス 提供開始 
時期 

搭載機体

型式 
搭載機体

数 
報道発表 
時期 

Air France 
エールフランス

航空 

フランス GSM 
(音声及びデー

タ) 

2007 年 12 月 17 日

（試験運用終了）

A318 1 機 2006 年 
4 月 4 日 

Tap Portugal 
ポルトガル航空 

ポルトガル GSM 
(音声及びデー

タ) 

2008 年 7 月 7 日 
（試験運用中） 

A319 1 機 2008 年 
7 月 2 日 

bmi 
ビーエムアイ 

イギリス GSM 
（データのみ）

（試験運用中） A320 1 機 2008 年 
12 月 15 日

Wataniya 
Airways 

ワタニヤ航空 

クウェート GSM 
（データのみ）

2009 年 1 月 24 日

（商用サービス）

A320 - 
（1 機又

は 2 機） 

2009 年 
1 月 24 日

Ryanair 
ライアンエア 

アイルランド GSM 
(音声及びデー

タ) 

2009 年 2 月 19 日

（商用サービス）

B737-800 複数機 2006 年 
8 月 30 日

British Airways 
ブリティッシュ 
エアウエイズ 

イギリス GSM 
(音声及びデー

タ) 

2009 年 - 2 機 2009 年 
1 月 24 日

TAM Airlines 
タム航空 

ブラジル GSM 
(音声及びデー

タ) 

2009 年 A320 - 2008 年 
9 月 11 日

Air Asia 
エアーアジア 

マレーシア GSM 
(音声及びデー

タ) 

2009 年 A320 150 機 2007 年 
6 月 20 日

Air Asia X 
エアーアジア 

マレーシア GSM 
(音声及びデー

タ) 

2009 年 A330 - 2007 年 
6 月 20 日

Jazeera airways 
ジャジーラ航空 

クウェート GSM 
(音声及びデー

タ) 

- A320 40 機 2008 年 
3 月 31 日

Qantas 
カンタス航空 

オースト 
ラリア 

インターネット - A380 - 2008 年 
9 月 19 日

Airblue 
エアブルー 

パキスタン GSM 
(音声及びデー

タ) 

2009 年 A320 最大 12機 2008 年 
11 月 26 日

Finnair 
フィンランド航

空 

フィンランド - - - - - 

Shenzhen 
Airlines 

シンセン航空 

中国 GSM 
(音声及びデー

タ) 

2009 年 A320 
B737 

1 機 2007 年 
9 月 3 日 

Kingfisher 
Airlines 

キングフィッシ

ャー航空 

インド GSM 
(音声及びデー

タ) 

- A330 
A340 

5 機 
5 機 

2007 年 
9 月 5 日 

Oman air 
オマーン航空 

オマーン GSM 
(音声及びデー

タ) 

2009 年 A330 7 機 2008 年 
4 月 1 日 
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第３章 機内携帯電話システムそのものから発射される電波の機外漏洩に 

よる地上側の携帯電話等の無線システムへ与える影響の調査検討 

 

３．１ 検討に必要な事象 

３．１．１ 機内携帯電話システム概要 

機内携帯電話システムにおいては、機内持込移動局は地上携帯電話基地局と直接通信を

行うのではなく、航空機内に搭載された小型の基地局（航空機内の移動局とのみ通信可能

なもの）及びインマルサット衛星通信システムを経由して地上携帯電話ネットワークに接

続している。同接続イメージを図３．１－１に示す。 

 

図３．１－１ インマルサット衛星通信システム経由の接続イメージ 

 

また、機内携帯電話システムでは、機内持込移動局が地上携帯電話基地局と直接通信を

行うことのないよう、機内携帯電話システムの NCU（Network Control Unit）にて制御

電波を生成し、同制御電波により機内持込移動局を制御することによって、機内持込移動

局は機内基地局に接続される。航空機内の制御電波イメージを図３．１－２に示す。 

 

図３．１－２ 航空機内の制御電波イメージ 
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３．１．２ 機内携帯電話システムの挙動 

機内携帯電話システムは、機内で利用可能な通信方式は GSM1800 方式或いは

GSM1900 方式であり、我が国で使用されている通信方式には対応していない。 

一方、機内持込移動局はバラエティに富んでおり、例えば我が国と外国を結ぶ空路の場

合、GSM 方式専用・我が国方式専用・我が国の方式と GSM 方式に対応したデュアル方式

が持ち込まれる可能性がある。 

機内携帯電話システムと接続可能な機内持込移動局は GSM1800 方式又は GSM1900 方

式に限られるため、これらの方式に対応していない機内持込移動局の電源をオンにしても、

機内携帯電話システムには接続されない。例えば我が国方式専用のものについては何れの

方式にも接続できない。航空機内の接続イメージを図３．１－３に示す。 

 

図３．１－３ 航空機内の接続イメージ 

 

 NCU 基地局
漏洩同軸ケーブル（アンテナ）

GSM方式専用 我が国方式専用 デュアル方式 
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また、制御電波が我が国の携帯電話方式に対応していない場合、機内持込移動局を制御

できない可能性がある。制御できない場合、我が国の携帯電話方式に対応した機内持込移

動局が地上携帯電話基地局に向けて電波を発射する可能性がある。 

制御電波が対応していない場合の航空機内のイメージを図３．１－４に、漏洩電波が地

上携帯電話ネットワークへ影響するイメージを図３．１－５に示す。 

 

 
 

図３．１－４ 制御電波が対応していない場合の航空機内のイメージ 

 

 

図３．１－５ 漏洩電波が地上携帯電話ネットワークへ影響するイメージ 

 

 

制御電波 

NCU 基地局 

制御電波 
我が国方式 GSM方式 

アンテナ（漏洩同軸ケーブル） 

漏洩電波 漏洩電波 

基地局 基地局 

漏洩電波により携帯電話が使えない可能性 
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３．１．３ 一般的な移動局と基地局との接続プロセス 

機内携帯電話システムだけに限らず、移動局と基地局の一般的な接続プロセスの概略

を図３．１－６に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図３．１－６ 移動局と基地局との接続プロセス 

機内から機外に漏洩した電波が地上携帯電話ネットワークへ影響する可能性があるが、

当該漏洩電波が発生する場合とは、機内持込移動局が、地上側の基地局と直接接続する

場合である。 

一般的に、移動局と基地局が接続することをユーザーが実感するのは通話が可能な状

態であるが、それは、図３．１－６の⑥のプロセス以降に該当する。しかしながらそれ

より以前において移動局と基地局の間でやり取りが行われている。それは、図３．１－

６の③から⑤までである。 

本検討会では、同図③以降のプロセスにあるものを、「接続可能性がある」と定義し、

同図⑥以降を「通話可能性がある」と定義する。 

基地局から電波発射。 

移動局にて、1つ或いは複数の 

基地局からの電波を受信 

移動局にて、最適な基地局を捕まえる。 

移動局が、③の基地局に電波を発射。 

④にて発射された電波を基地局が 

受信した後、チャネル設定を行う。 

基地局と移動局間で、 

通信（通話、データ通信）開始。 

（ただし、この場合の基地局は、③で選択された基地局とは限らない） 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

接続可能性 

通話可能性 
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３．１．４ RSCP と Ec/No 

一般的に、基地局と移動局との送受信状況を示す値は RSCP（Received Signal Code 

Power）と Ec/No である。RSCP とは接続を希望する基地局からの希望波受信電力の

値であり、Ec/No は RSCP と全受信電力との比を表し、通信品質を表す。 

一般的に、基地局と移動局の接続初期段階において、移動局にて複数の基地局から

の電波を受信した場合、「基地局からの電波のうち最も強いもの」を捕まえることとな

るが、例えば、 

・ 希望波と、他の基地局からの電波が同程度であれば、Ec/No の値は悪くなり、

接続しづらい状態。 

・ 希望波が弱くても、他の基地局からの電波が無い、或いは相対的に弱ければ

Ec/No の値は良くなり、接続しやすい状態。 

となる。つまり、基地局と移動局との接続においては、基地局からの電波が強けれ

ば単純に接続しやすいというものではなく、その品質も関係している。 

またこれは、希望波以外の基地局からの電波は、移動局にとってノイズでしかない

ことを表している。 

すなわち、移動局の接続可能性を判断するためには、RSCP だけではなく、Ec/No

も踏まえて検討する必要がある。具体的には RSCP 対 Ec/No のグラフ（図３．１－

７）を作成し、検討する必要がある。この図において、右上のエリア（色付きのエリ

ア）については接続可能性が十分ありうると言える。 
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注 1：RSCP 及び Ec/No の閾値については、基地局及び移動局の性能、携帯事業者のネット

ワーク仕様に依存しているため、ある特定の定まった値があるものではない。 
 
注 2：グラフにプロットされたデータは、ある測定タイミングにおける「基地局からの電波の

うち最も強いもの」に対して RSCP と Ec/No の値をプロットしているため、個々のデー

タが接続可能性は有しているものの、通話可能性まで有しているかどうかは分からない。

図３．１－７ RSCP 対 Ec/No のグラフ 
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３．１．５ 検討内容 

機内携帯電話システムを我が国に導入するためには、次の二つについて検討を行う必要

がある。 

 

（１）制御電波の必要性の検討 

機内携帯電話システムのキーとなっている技術は制御電波であるが、これは機内持込

移動局と地上基地局との直接接続を行わないよう、機内持込移動局を制御する技術であ

る。 

もし、我が国上空において、機内持込移動局がオンとなった場合に、地上基地局と直

接接続する可能性がないのであれば、そもそも制御電波は必要ないこととなる。他方、

直接接続の可能性があるのであれば、我が国の携帯電話方式に対応させた制御電波が必

要となる。 

このため、制御電波の必要性を検討するためには、我が国上空における機内持込移動

局の地上基地局との直接接続の可能性があるか無いかがポイントとなる。このため、本

検討会では、受信調査を実施することにより、当該接続の可能性があるかないかについ

て知見を得ることとした。 

 

（２）地上携帯電話ネットワークへの影響の防止 

機内携帯電話システムにより、機内持込移動局による通信が実現した場合、①機内

基地局から発射される電波の機外漏洩、②制御電波の機外漏洩、③機内持込移動局から

発射される電波の機外漏洩の３つの機外漏洩が存在し、それぞれが地上携帯電話ネット

ワークに影響を与える可能性がある。このため、これら３つに対して、共用条件を検討

する必要がある。 
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３．１．６ 飛行航路の現状 

ここでは、我が国における飛行航路について現状を簡単に取りまとめる。 

 

1) 飛行航路概要 

これまで空港の出発・到着経路は地上の無線施設を結んだ線により引かれていた。 

他方、空港の出発及び到着経路等に RNAV（aRea NAVigation：広域航法）が平成 19

年度に導入されており、我が国の主要航路は現在、RNAV 航法によって概ね運用されて

いる。 

 

2) 国内便の飛行経路 

国内便における主要空港は国内旅客数を踏まえると、羽田空港（正式名称は東京国

際空港であるが、本報告書では羽田空港と表現する。）、伊丹空港（正式名称は大阪国

際空港であるが、本報告書では伊丹空港と表現する。）新千歳空港、福岡空港、那覇空

港であると考えられ、基本的には羽田空港を中心とした飛行経路と、上記主要空港間

を結ぶ飛行経路が大半である。 

国内便において、羽田発着航路のうち新千歳、福岡、伊丹空港への往復の飛行経路

概要を図３．１－８に示す。 
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図３．１－８ 羽田発着航路のうち新千歳、福岡、伊丹空港への往復の飛行経路概要 

 

3) 国際線の飛行経路 

国際便における主要空港は、成田空港（正式名称は成田国際空港であるが、本報告

書では成田空港と表現する。）、羽田空港、中部空港（正式名称は中部国際空港である

が、本報告書では中部空港と表現する。）、関西空港（正式名称は関西国際空港である

が、本報告書では関西空港と表現する。）であり、成田空港、関西空港、中部空港発着

航路のうち、主な行き先別での飛行経路概要を図３．１－９に示す。 

なお、成田空港発着便のうち、北米便、ハワイ便については海上に直に到達するた

め、陸の上空を殆ど飛行しないものの、その他の便については、海上だけではなく陸

の上空も飛行する。また、中部、関西についても、海上だけではなく陸の上空も飛行

する。 

 

新新千千歳歳  

羽羽田田  

下り（東京発） 

上り（東京行き） 

福福岡岡  

伊伊丹丹  
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図３．１－９ 成田、関西、中部空港発着航路の飛行経路概要 

 

4) 国内旅客数 

平成１８年度、平成１９年度上期及び平成１９年７月～９月の国内旅客数を表３．

１－１に示す。（出展：国土交通省ホームページ「特定本邦航空輸送事業者に関する航

空輸送サービスに係る情報公開（平成 19 年 7 月～9 月）」） 

 

中中部部  
関関西西  

成成田田  

上上海海、、  

東東南南アアジジアア方方面面  

中中国国（（上上海海除除くく））、、  

韓韓国国方方面面  

ヨヨーーロロッッパパ方方面面  

ハハワワイイ方方面面  

北北米米方方面面  
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表３．１－１ 国内旅客数 

順位 平成 19 年 7 月～9 月 平成 19 年度上期 平成 18 年度 
路線 旅客数 路線 旅客数 路線 旅客数 

１位 東京・札幌 281 万人 東京・札幌 499 万人 東京・札幌 980 万人 

２位 東京・福岡 201 万人 東京・福岡 393 万人 東京・福岡 808 万人 

３位 東京・那覇 152 万人 東京・伊丹 288 万人 東京・伊丹 625 万人 

４位 東京・伊丹 140 万人 東京・那覇 263 万人 東京・那覇 520 万人 

５位 東京・広島 60 万人 東京・広島 116 万人 東京・広島 236 万人 

6 位 東京・鹿児島 59 万人 東京・鹿児島 110 万人 東京・鹿児島 226 万人 

7 位 東京・熊本 49 万人 東京・小松 93 万人 東京・小松 196 万人 

8 位 東京・小松 47 万人 東京・熊本 93 万人 東京・熊本 188 万人 

9 位 東京・関西 41 万人 東京・関西 79 万人 東京・関西 165 万人 

10 位 中部・札幌 41 万人 東京・長崎 75 万人 東京・長崎 150 万人 

 

5) 高度について 

国内線において、羽田―福岡間及び羽田―伊丹間のフライトにおける高度イメージを

図３．１－１０に示す。 
 

 

 

図３．１－１０ 羽田―福岡間（上図）及び羽田―伊丹間(下図)の高度イメージ 
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３．１．７ 受信調査 

機内携帯電話システムから発射される電波が機外漏洩すると共に、機内持込移動局から

発射される電波についても機外漏洩し、これらは地上側の携帯電話等の無線システムへ干

渉を与える可能性がある。このため、これらについて検討を行うため、受信調査を実施す

ることとした。 

受信調査では、平成 19 年度に実施した際の測定分析システムの課題点を踏まえ、測定

系及び測定項目の基本設計の検討を行ったところ、地上携帯電話ネットワークから通常発

射された電波が、上空でどの程度の「強度」と「品質」で到達しているかを「高度別」「速

度別」に分けて測定することとし、特に航空機の型式や機内シートアレンジなどによる測

定結果の違いをなくすため、窓に受信アンテナを設置することとした。また、測定におけ

る飛行航路については、我が国の飛行航路を踏まえ、選定した。 
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３．２ 受信調査詳細 

機内携帯電話システムについては、商用ジェット機に搭載されるものであるため、商用

ジェット機を用いて受信調査を行った。ただし、測定環境の確認や、低高度におけるデー

タ取得や、予定している測定機器で受信調査が可能か否かについて確認を行うため、小型

機を用いて受信調査を行った。このため大きく三種類の以下の調査を実施した。 

 なお、本調査は受信調査であり、飛行中の機内にて地上携帯電話基地局から通常発射さ

れている電波を測定するものであり、飛行中の機内にて電波を発射するものではない。こ

のため、測定機器は無線局ではない。 

 

1) 受信調査１ 

使用機体 ：小型プロペラ機 

離発着空港：名古屋空港 

飛行航路 ：名古屋空港近隣で最大 100km 程度の範囲 

高度   ：500ｍ～2,000ｍ 

 

2) 受信調査２ 

使用機体 ：小型ジェット機(プライベートジェット機) 

離発着空港：名古屋空港 

飛行航路 ：名古屋空港近隣で商用フライトに近い或いは同等の飛行航路 

高度   ：商用フライトと同じ 

 

3) 受信調査３ 

使用機体 ：商用機 

離発着空港：北九州空港及び羽田空港 

飛行航路 ：商用フライトに近い或いは同等の飛行航路 

高度   ：商用フライトと同じ 
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３．２．１ プロペラ機における測定（受信調査１） 

３．２．１．１ 受信調査１の概要 

（１）使用航空機 

使用航空機の仕様を表３．２－１に示す。 

 

表３．２－１ 使用航空機の仕様 
 

機種名  セスナ 172P 
座席数 

（パイロット席含む） 
4 席 

最高高度 10,000ft

最低高度 1,500ft

巡航速度 150km/h

飛行方式 有視界飛行 

 

（２）目的 

本調査の目的は、商用ジェット機による調査に先立ち、予定している測定機器にて

受信調査が可能かどうかについての確認、さらには、低高度（500ｍ～2,000ｍ）での

接続可能性について確認を行うものである。 

なお、用いた測定機器については、一般的に用いられているスペクトラムアナライ

ザや、基地局を設置する際に電波の強度や品質を確認する測定機器（例 エリアスキ

ャナ）であり、本調査のために特別に開発したものや、航空機専用のものではない。

このため、飛行中に実際に動作するか否かの確認が必要となったため、本調査では当

該測定環境の確認についても目的のひとつとした。。 

 

（３）実施内容及び実施日 

本調査では、まずスペクトラムアナライザを用いて上空での受信強度の調査を行い、

次に、エリアスキャナ等を用いた接続可能性の調査を行った。 
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① 電波強度確認 

測定対象周波数帯、通信方式等について表３．２－２に示す。 

 

表３．２－２ 電波強度確認概要 

実施日 フライト 周波数帯 
(MHz) 

通信方式 

7 月 24 日(木) 

第一回 810-818 PDC 

第二回 1491-1501 PDC 

第三回 1917.95 PHS 

7 月 25 日(金) 

第一回 860-885 PDC、W-CDMA 

第二回 2115-2170 
cdma1x、 
W-CDMA 

第三回 1854.9-1879.9 W-CDMA 

 

② 接続可能性確認 

測定対象周波数帯、通信方式等について表３．２－３に示す。 

表３．２－３ 接続可能性確認概要 

実施日 
測定対象 
携帯事業者 

周波数(MHz) 通信方式 

7 月 29 日 
(火) 

イーモバイル 1854.9～1859.9 W-CDMA 

7 月 30 日(水) 
ソフトバンク 
モバイル 

2160～2170 W-CDMA 

7 月 31 日(木) KDDI 859.95～861.95 cdma1x 

8 月 1 日(金) ウィルコム 1917.95 PHS 

8 月 7 日(木) NTT ドコモ 880-885 及び 
2135-2140 

W-CDMA 
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３．２．１．２ 受信調査１の結果 

３．２．１．２．１ 電波強度確認結果 

電波強度確認にて用いた飛行経路（全体図）を図３．２－１に、飛行経路（詳細図）

を図３．２－２に示す。また、実際の飛行高度は、以下のとおり。 

 

① 一周目 市街地上空 500m、山間部上空 1,000m 

（ただし、名古屋空港管制の指示により、市外地上空でも 400m 又は 1,000m で

飛行した場合も一部含まれる） 

② 二周目 

７月２４日…全て高度は 1,000m 

７月２５日…全て高度は 2,000m 

（ただし、一部において雲を避けて飛行したため、2,500m 又は 1,000m で飛行

した場合も一部含まれる） 

 

本測定の結果、予定していた全ての周波数帯で、電波の受信を確認した。また、以

下の測定結果が得られた。 

・高度が高いほど減衰する。 

・一般的に地上都市部では電波強度は比較的強く、山間部及び海上の場合では比較的

電波強度が弱い。 

・ただし、飛行位置（正しくは、受信アンテナと基地局との位置関係）によっては、

瞬間的に強い電波を受信する場合がある。 

・高度 2,000m と 2,500m とでは、結果に大きな差異は見受けられなかった。 
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図３．２－１ 電波強度確認の飛行経路（全体図） 

 

図３．２－２ 電波強度確認の飛行経路（詳細図） 

 

 

 

 

 

 

 

山間部 

山間部 
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３．２．１．２．２ 接続可能性確認結果 

（１）NTT ドコモに関する接続可能性確認結果 

1) 飛行ルート 

測定実施場所：図３．２－３に示す①から④のルート 

① 名古屋中心部上空：高度 500m,1000m, 1500m, 2000m（半径約 1km で旋回） 

② 名古屋市郊外上空：高度 500m, 1000m, 1500m, 2000m（半径約 1km で旋回） 

③ 山間部上空：高度 1000m, 2000m, 2500m（半径約 1km で旋回） 

④ 三河湾上空：高度 1000m, 2000m（半径約 2km で旋回） 

図３．２－３ 飛行したルート 

 

2) 実施結果 

① 名古屋中心部上空における測定結果 

名古屋中心部上空における測定結果を図３．２－４に示す。 
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図３．２－４ ①名古屋中心部上空における測定結果 

（上図：2GHz 帯，下図：800MHz 帯） 
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② 名古屋郊外上空における測定結果 

名古屋郊外上空における測定結果を図３．２－５に示す。 

 

図３．２－５ ②名古屋郊外上空における測定結果 

（上図：2GHz 帯、下図：800MHz 帯） 
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③ 山間部上空における測定結果 

山間部上空における測定結果を図３．２－６に示す。 

 

図３．２－６ ③山間部上空における測定結果 

（上図：2GHz 帯、下図：800MHz 帯） 
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④ 三河湾上空における測定結果 

三河湾上空における測定結果を図３．２－７に示す。 

 

図３．２－７ ④三河湾上空における測定結果 

（上図：2GHz 帯、下図：800MHz 帯） 

E
c/

N
o[

dB
] 

E
c/

N
o[

dB
] 

RSCP[dB]

RSCP[dB]



 ‐67‐

（２）ソフトバンクモバイルに関する接続可能性確認結果 

1) 飛行ルート 

測定実施場所： 

次の２つのルートを飛行した。 

① 名古屋市街地測定ルート（図３．２－８）：高度 500m,1000m, 1500m, 2000m 

② 名古屋遠隔地測定ルート（図３．２－９）：高度 500m, 1000m, 1500m, 2000m 

図３．２－８ 名古屋市街地測定ルート 
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図３．２－９ 名古屋遠隔地測定ルート 
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2) 実施結果 

① 名古屋市街地における測定結果 

名古屋市街地において高度 2,000ｍで飛行した際の飛行経路を図３．２－１０に、

RSCP vs. Ec/No 測定結果を図３．２－１１に、同一パイロット信号受信継続時間分

布測定結果を図３．２－１２に示す。 

ここで、RSCP は希望波受信電力 (Received Signal Code Power)、Ec/No は希望変

調信号電力と雑音の比を表すパラメータ (Ratio of Energy per Chip to the Noise 

Spectrum Density)である。 

 

図３．２－１０ 名古屋市街地における高度 2,000ｍの飛行経路 
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図３．２－１１ 名古屋市街地における RSCP VS Ec/No 測定結果 
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図３．２－１２ 名古屋市街地における同一パイロット信号 

受信継続時間分布測定結果 
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② 名古屋遠隔地の海上区間における測定結果 

名古屋遠隔地の海上区間において高度 1,000ｍ付近で飛行した際の飛行経路を図３．

２－１３に、RSCP VS Ec/No 測定結果を図３．２－１４に、同一パイロット信号受

信継続時間分布測定結果を図３．２－１５に示す。 

 

図３．２－１３ 名古屋遠隔地の海上区間における高度 1,000ｍ付近の飛行経路 
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図３．２－１４ 海上区間における RSCP VS Ec/No 測定結果 
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図３．２－１５ 海上区間における同一パイロット信号 

受信継続時間分布測定結果 
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③ 名古屋遠隔地の山間部区間における測定結果 

名古屋遠隔地の山間部区間において高度 2,000ｍ付近で飛行した際の測定結果を図

３．２－１６に、RSCP VS Ec/No 測定結果を図３．２－１７に、同一パイロット信

号受信継続時間分布測定結果を図３．２－１８に示す。 

 

図３．２－１６ 名古屋遠隔地の山間部区間における高度 2,000ｍ付近の飛行経路 
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図３．２－１７ 山間部区間における RSCP VS Ec/No 測定結果 
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図３．２－１８ 山間部区間における同一パイロット信号受信継続時間分布測定結果 
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（３）イーモバイルに関する接続可能性確認結果 

1) 飛行ルート 

次の３つのルートを飛行した。 

① 岐阜県恵那市上空で半径 1,000ｍの円を描きながら飛行 

高度は 500m,1000m, 1500m, 2000m 

② 名古屋城を中心に上空で半径 1,000ｍの円を描きながら飛行 

高度は 500m,1000m, 1500m, 2000m 

③ 前節の電波強度確認と同じ愛知県内周回飛行経路を飛行 

高度は市街地 500m、山間部 1000m 

 

2) 実施結果 

① 岐阜県恵那市上空における測定結果 

岐阜県恵那市上空において、板紙工場を中心に半径 1,000ｍを飛行した。恵那市上

空の高度 500ｍにおける半径 1km の円上の飛行軌跡を図３．２－１９に、板紙工場を

中心とした東西の地形を図３．２－２０に、恵那市上空における測定結果を図３．２

－２１に、高度 500ｍ上空での測定結果を図３．２－２２に、1,000ｍ上空での測定結

果を図３．２－２３に、1,500ｍ上空での測定結果を図３．２－２４に、2,000ｍ上空

での測定結果を図３．２－２５に示す。 

恵那市上空では局数は 10 局未満であり、次の結論が得られた。 

・局数が少ないため電界強度(RSCP)が強い低高度では下り干渉量も少なく、十分接

続が可能である。 

・高度が上がるにつれ基地局との距離が離れて行き、その分電界が弱くなる。 

 さらに、上空から見える基地局が増えるため下り干渉量が増え、Ec/Io が劣化し

接続可能性が低くなっていく。 

・結果として高度が上がると散布図の集団がグラフの左斜め下側に滑り落ちるよう

に示される。 
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図３．２－１９ 恵那市上空の高度 500ｍにおける半径 1km の円上の飛行軌跡 

 

 

図３．２－２０ 板紙工場を中心とした東西の地形 
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図３．２－２１ 恵那市上空における測定結果 

 

図３．２－２２ 高度 500ｍ上空での測定結果 
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図３．２－２３ 高度 1,000ｍ上空での測定結果 

 

図３．２－２４ 高度 1,500ｍ上空での測定結果 
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図３．２－２５ 高度 2,000ｍ上空での測定結果 
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② 名古屋市上空における測定結果 

名古屋市上空において、名古屋城を中心に半径 1km を飛行した。名古屋市上空の

高度 500ｍにおける半径 1km の円上の飛行軌跡を図３．２－２６に、名古屋城を中心

とした東西の地形を図３．２－２７に、RSCP vs. Ec/Io 測定結果を図３．２－２８に、

高度 500ｍ上空での測定結果を図３．２－２９に、1,000ｍ上空での測定結果を図３．

２－３０に、1,500ｍ上空での測定結果を図３．２－３１に、2,000ｍ上空での測定結

果を図３．２－３２に示す。 

名古屋市上空では多数の局が存在し、次の結論が得られた。 

・多数の局が存在するため、低高度でも見える基地局が多い。 

・このため下り干渉量が多く、Ec/Io は低高度でも劣化しており、接続出来る可能

性は低い。 

・高度差は電界強度(RSCP)の低下として現れる。 

・・結果として高度が上がると散布図の集団がグラフの左側にスライドするように

示される。 

 

 

図３．２－２６ 名古屋市上空の高度 500ｍにおける半径 1km の円上の飛行軌跡 
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図３．２－２７ 名古屋城を中心とした東西の地形 

 

図３．２－２８ 名古屋市上空における測定結果 
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図３．２－２９ 高度 500ｍ上空での測定結果 

 

図３．２－３０ 高度 1,000ｍ上空での測定結果 
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図３．２－３１ 高度 1,500ｍ上空での測定結果 

 

図３．２－３２ 高度 2,000ｍ上空での測定結果 
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③ 前節の電波強度確認と同じ愛知県内周回飛行経路における測定結果 

前節の電波強度確認と同じ愛知県内周回飛行経路（図３．２－２）と同じ経路を飛

行した。実際の飛行軌跡を図３．２－３３に、RSCP vs. Ec/Io 測定結果を図３．２－

３４に示す。 

この経路では次の結論が得られた。 

・基本的に名古屋市上空のパターンと変わらない。 

・名古屋市上空と比べて電界強度（RSCP）が高く、下り干渉量（Ec/Io）が少ない

領域がある。この部分は瞬間的な値であり、継続することはない。したがって飛

行中に瞬間的に地上基地局に接続する可能性はあるが、通話することは不可能と

判断できる。 

 

図３．２－３３ 実際の飛行軌跡 
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図３．２－３４ RSCP vs. Ec/No 測定結果 

 



 ‐89‐

（４）KDDI に関する接続可能性確認結果 

1) 飛行ルート 

図３．２－３５に示す５つのルートを飛行した。 

① 名古屋市内上空：高度 500m、800m 

② 名古屋港上空：高度 500m、800m、1,500m、2,000m 

③ 名古屋市内上空：高度 500m、1,000m、1,500m、2,000m 

④ 名古屋市内＝＞知多半島上空：高度 2,000m 

⑤ 知多半島＝＞名古屋市内上空：高度 500m 

 

図３．２－３５ 測定実施場所 
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2) 実施結果 

① 名古屋市内上空（高度 500ｍ、800ｍ）における測定結果 

名古屋市内上空における高度 500ｍ、800ｍの測定結果を図３．２－３６に示す。 

 
 

 
 

図３．２－３６ 名古屋市内上空における高度 500ｍ、800ｍの測定結果 
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② 名古屋港上空における測定結果 

名古屋港上空における高度 500ｍ及び 800ｍの測定結果を図３．２－３７に、高度

1,500ｍ、2,000ｍの測定結果を図３．２－３８に示す。 

 

 
 

 
  

図３．２－３７ 名古屋港上空における高度 500ｍ及び 800ｍの測定結果 
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図３．２－３８ 名古屋港上空における高度 1,500ｍ、2,000ｍの測定結果 
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③ 名古屋市内上空（高度 500m、1,000m、1,500m、2,000m）における測定結果 

名古屋市内上空における高度 500ｍ及び 1,000m の測定結果を図３．２－３９に、

高度 1,500m 及び 2,000m の測定結果を図３．２－４０に示す。 

 

 

 
  

図３．２－３９ 名古屋市内上空における高度 500ｍ及び 1,000m の測定結果 
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図３．２－４０ 名古屋市内上空における高度 1,500m 及び 2,000m の測定結果 

 

④ 名古屋市内＝＞知多半島上空における測定結果 

名古屋市内＝＞知多半島上空における高度 2,000m の測定結果を図３．２－４１に

示す。 
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図３．２－４１ 名古屋市内上空における高度 500ｍ及び 800ｍの測定結果 

 

⑤ 知多半島＝＞名古屋市内上空における測定結果 

知多半島＝＞名古屋市内上空における高度 500m の測定結果を図３．２．１－４２

に示す。 

 
 

図３．２－４２ 名古屋市内上空における高度 500ｍ及び 800ｍの測定結果 
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（５）ウィルコムに関する接続可能性確認結果 

1) 飛行ルート 

次の２つのルートを飛行した。 

① 名古屋市街地において、名古屋駅を中心に半径 1,000ｍ、2,000ｍ、3,000ｍの円

を描きながら、高度は 500m,1000m, 1500m, 2000m で、合計 12 パターンを飛

行した。（図３．２－４３） 

② 名古屋港付近において湾岸沿いを周回し、高度は 500m,1000m, 1500m, 2000m

で、合計 4 パターンを飛行した。（図３．２－４４） 

 

図３．２－４３ 名古屋市街地 

 



 ‐97‐

図３．２－４４ 名古屋港付近 

 

2) 実施結果 

① 名古屋市街地における測定結果 

名古屋駅を中心に半径 1,000ｍで旋回した場合の名古屋市街地における測定結果を

図３．２－４５に示す。 

ここで、「受信した基地局数の割合」は、高度 500ｍにおいて受信した基地局数を１

とした場合の他の高度において受信した基地局数の割合である。 
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図３．２－４５ 名古屋市街地における測定結果 
 

② 名古屋港付近における測定結果 

名古屋港付近における測定結果を図３．２－４６に示す。 

 

図３．２－４６ 名古屋港付近における測定結果 
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３．２．２ プライベートジェット機における測定（受信調査２） 

３．２．２．１ 受信調査２の概要 

（１）使用航空機 

小型のプライベートジェット機により、受信調査２を実施した。使用航空機の仕様

を表３．２－４に示す。 

表３．２－４ 使用航空機の仕様 
 

機種名  C560V（サイテーション） 
座席数 ７席 

最高高度 40,000ft（計器飛行） 
19,500ft（有視界飛行） 

最低高度 2,000ft（有視界飛行） 
7,000ft（計器飛行） 

巡航速度 724km/h（計器飛行） 
最低速度 300km/h

飛行方式 計器飛行、有視界飛行 

 

（２）目的 

商用ジェット機による受信調査に先立ち、商用ジェット機では高度、速度、飛行航

路等に制約があるため、小型のプライベートジェット機で確認した。 

 

（３）実施内容及び実施日 

受信調査２にて計画したフライト概要を表３．２－５に、飛行航路の趣旨を表３．

２－６に示す。また、それぞれのフライトパターンを図３．２－４７から図３．２－

５０に示す。 
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表３．２－５ 受信調査２のフライト概要 

日時 パターン 高度 速度 
9 月 9 日 午前 A 7,000ft    （2,134m） 330km/h 

A 10,000ft  （3,048m） 
A 14,000ft  （4,267m） 

午後 B+C 可変（商用フライトと同等） 可変（商用フライトと同等）

9 月 10 日午前 B 10,000ft  （3,048m） 390km/h 

B 550km/h 

午後 B 17,000ft  （5,182m） 390km/h 

B 550km/h 

9 月 11 日午前 C 17,000ft  （5,182m） 390km/h 

C 550km/h 

午後 D 西方向 30,000ft  （9,144m）

東方向 31,000ft （9,449m）

700km/h 

注：1,000ft=304.8m 
 

表３．２－６ 飛行航路の趣旨 

日時 パターン 飛行概要 趣旨 
9 月 9 日 午前 A 短距離区間で高度を変えて（速

度は変えない）周回する。 
測定系が今回用いる機体で正し

く動作するか否か、低高度かつ

低速で飛行し、確認を行う。 
A

A
午後 B+C 商用フライトと同様の高度及

び速度で関西空港及び伊丹空

港にアプローチし、離れる。な

お、両空港に着陸は行わない。

商用フライトにおける接続可能

性を検証する。 

9 月 10 日 午前 B 速度のみ変えて、B を 2 周飛

行する。 
高度 3,000m での接続可能性を

検証する。 B
午後 B 速度のみ変えて、B を 2 周飛

行する。 
機内携帯電話システムのヨーロ

ッパでの制限高度での接続可能

性を検証する。 
B

9 月 11 日 午前 C 速度のみ変えて、C を 2 周飛

行する。 
機内携帯電話システムのヨーロ

ッパでの制限高度での接続可能

性を検証する。 
C

午後 D 機体性能上の最高速度かつ最

高高度で飛行する。 
高高度かつ高速度の場合の接続

可能性を検証する。 
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図３．２－４７ フライトパターン A 

 

 

図３．２－４８ フライトパターン B 
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図３．２－４９ フライトパターン C 

 

 

図３．２－５０ フライトパターン D 
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３．２．２．２ 受信調査２の結果 

（１）受信調査２の飛行航路 

① 9 月 9 日午前のフライト 

予定どおり、フライトパターン A を飛行した。３回の周回を重ねて天頂から見た

軌跡を図３．２－５１に、同じく斜め方向から見た軌跡を図３．２－５２に、飛行

速度と高度を図３．２－５３に示す。 

 

 

図３．２－５１ 9 月 9 日午前のフライトで３回の周回を重ねて天頂から見た軌跡 
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図３．２－５２ 9 月 9 日午前のフライトで３回の周回を重ねて斜め方向から見た軌跡 

 

 
図３．２－５３ 9 月 9 日午前のフライトにおける飛行速度と高度 
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② 9 月 9 日午後のフライト 

予定どおり、フライトパターン B＋C を飛行した。天頂から見た軌跡を図３．２

－５４に、飛行速度と高度を図３．２－５５に示す。 

 

 

図３．２－５４ 9 月 9 日午後のフライトで天頂から見た軌跡 
 

 

図３．２－５５ 9 月 9 日午後のフライトにおける飛行速度と高度 

 



 ‐106‐

③ 9 月 10 日午前のフライト 

予定どおり、フライトパターン B を飛行した。天頂から見た軌跡を図３．２－５

６に、飛行速度と高度を図３．２－５７に示す。 

 

図３．２－５６ 9 月 10 日午前のフライトで天頂から見た軌跡 
 

 
図３．２－５７ 9 月 10 日午前のフライトにおける飛行速度と高度 
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④ 9 月 10 日午後のフライト 

予定どおり、フライトパターン B を飛行した。天頂から見た軌跡を図３．２－５

８に、飛行速度と高度を図３．２－５９に示す。 

 

図３．２－５８ 9 月 10 日午後のフライトで天頂から見た軌跡 
 

 
図３．２－５９ 9 月 10 日午後のフライトにおける飛行速度と高度 
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⑤ 9 月 10 日午前と午後のフライトの重ね合わせ 

9 月 10 日午前と午後のフライトを重ね合わせた場合の天頂から見た軌跡を図３．

２－６０に、斜め方向から見た軌跡を図３．２－６１に示す。 

 

 

図３．２－６０ 9 月 10 日午前と午後のフライトを重ね合わせた場合に天頂から見た軌跡

 

 

図３．２－６１ 9 月 10 日午前と午後のフライトを重ね合わせた場合の斜めから見た軌跡
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⑥ 9 月 11 日午前のフライト 

予定どおり、フライトパターン C を飛行した。天頂から見た軌跡を図３．２－６

２に、飛行速度と高度を図３．２－６３に示す。 

 

図３．２－６２ 9 月 11 日午前のフライトで天頂から見た軌跡 
 

 

図３．２－６３ 9 月 11 日午前のフライトにおける飛行速度と高度 
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⑦ 9 月 11 日午後のフライト 

予定どおり、フライトパターン D を飛行した。天頂から見た軌跡を図３．２－６

４に、飛行速度と高度を図３．２－６５に示す。 

 

 

図３．２－６４ 9 月 11 日午後のフライトで天頂から見た軌跡 

 
図３．２－６５ 9 月 11 日午後のフライトにおける飛行速度と高度 
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（２）NTT ドコモに関する測定結果 

① フライトパターン A における高度による違い 

9 月 9 日午前に、フライトパターン A で高度 2,000、3,000、4,000ｍにおいて 2GHz

帯及び 800MHz 帯で、RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。 

フライトパターン A の 2GHz 帯における高度を変えた測定結果を図３．２－６

６に、800MHz 帯における高度を変えた測定結果を図３．２－６７に示す。 

 

図３．２－６６ フライトパターン A の 2GHz 帯における高度を変えた測定結果 
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図３．２－６７ フライトパターン A の 800MHz 帯における高度を変えた測定結果 

 

② フライトパターン B における商用高度と速度での測定 

9 月 9 日午後に、前項と同じくフライトパターン B で測定した。 

9 月 9 日午後に、フライトパターン B で商用高度と速度において測定した。フラ

イトパターン B における 2GHz 帯の商用高度と速度での測定結果を図３．２－６８

に、800MHz 帯の測定結果を図３．２－６９に示す。 

 



 ‐113‐

図３．２－６８ フライトパターン B の 2GHz 帯における商用高度と速度での測定結果 

 

図３．２－６９ フライトパターン B の 800MHz 帯における商用高度と速度での測定結果 
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③ フライトパターン C における商用高度と速度での測定 

9 月 9 日午後に、前項と同じくフライトパターン C で商用高度と速度において測

定した。フライトパターン C における 2GHz 帯の商用高度と速度での測定結果を

図３．２－７０に、800MHz 帯の測定結果を図３．２－７１に示す。 

 

図３．２－７０ フライトパターン C の 2GHz 帯における商用高度と速度での測定結果 
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図３．２－７１ フライトパターン C の 800MHz 帯における商用高度と速度での測定結果

 

④ フライトパターン B における速度による違い 

9 月 10 日に、フライトパターン B で、高度 3,000ｍ及び 5,000ｍにおいて速度を

390、550km/h に変え、2GHz 帯及び 800MHz 帯で、RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を

測定した。 

2GHz 帯・高度 3,000ｍにおける速度を変えた測定結果を図３．２－７２に、2GHz

帯・高度 5,000ｍにおける速度を変えた測定結果を図３．２－７３に、800MHz 帯・

高度 3,000ｍにおける速度を変えた測定結果を図３．２－７４に、800MHz 帯・高

度 5,000ｍにおける速度を変えた測定結果を図３．２－７５に示す。 
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図３．２－７２ 2GHz 帯・高度 3,000ｍにおける速度を変えた測定結果 

 

図３．２－７３ 2GHz 帯・高度 5,000ｍにおける速度を変えた測定結果 
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図３．２－７４ 800MHz 帯・高度 3,000ｍにおける速度を変えた測定結果 

 

図３．２－７５ 800MHz 帯・高度 5,000ｍにおける速度を変えた測定結果 
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⑤ フライトパターン B における高度による違い 

④項の測定で、高度による違いを比較するために、パラメータを変えて編集した。 

2GHz 帯・速度 390km/h における高度を変えた測定結果を図３．２－７６に、

2GHz 帯・速度 550km/h における高度を変えた測定結果を図３．２－７７に、

800MHz 帯・速度 390km/h における高度を変えた測定結果を図３．２－７８に、

800MHz 帯・速度 550km/h における高度を変えた測定結果を図３．２－７９に示

す。 

 

図３．２－７６ 2GHz 帯・速度 390km/h における高度を変えた測定結果 
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図３．２－７７ 2GHz 帯・速度 550km/h における高度を変えた測定結果 

 

 

図３．２－７８ 800MHz 帯・速度 390km/h における高度を変えた測定結果 
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図３．２－７９ 800MHz 帯・速度 550km/h における高度を変えた測定結果 

 

⑥ フライトパターン C における速度による違い 

9 月 11 日午前に、フライトパターン C で、高度 5,000ｍにおいて速度を 390 及

び 550km/h に変え、2GHz 帯及び 800MHz 帯で、RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定

した。 

2GHz 帯における速度を変えた測定結果を図３．２－８０に、800MHz 帯におけ

る速度を変えた測定結果を図３．２－８１に示す。 
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図３．２－８０ 2GHz 帯における速度を変えた測定結果 

 

図３．２－８１ 800MHz 帯における速度を変えた測定結果 
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⑦ フライトパターン D における測定 

9 月 11 日午後に、フライトパターン D で RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。

高度は 9,600～9,950m、速度は安定時で概ね 700km/h であった。 

フライトパターン D の 2GHz 帯における測定結果を図３．２－８２に、800MHz

帯における測定結果を図３．２－８３に示す。 

 

図３．２－８２ フライトパターン D の 2GHz 帯における測定結果 
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図３．２－８３ フライトパターン D の 800MHz 帯における測定結果 

 



 ‐124‐

（３）ソフトバンクモバイルに関する測定結果 

① フライトパターン A における高度による違い 

フライトパターン A で高度 7,000、10,000、14,000ft において 2,162.4MHz 及び

2,167.4MHz の RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。速度は 390km/h であった。 

高度 7,000ft における 2,162.4MHz の測定結果を図３．２－８４に、高度 7,000ft

における 2,167.4MHz の測定結果を図３．２．２－８５に、高度 10,000ft における

2,162.4MHz の測定結果を図３．２．２－８６に、高度 10,000ft における 2,16

７.4MHz の測定結果を図３．２．２－８７に、高度 14,000ft における 2,162.4MHz

の測定結果を図３．２．２－８８に、高度 14,000ft における 2,16７.4MHz の測定

結果を図３．２．２－８９に示す。 

 

図３．２－８４ フライトパターン A で高度 7,000ft における 
2,162.4MHz での測定結果 
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図３．２－８５ フライトパターン A で高度 7,000ft における 
2,167.4MHz での測定結果 

 

図３．２－８６ フライトパターン A で高度 10,000ft における 
2,162.4MHz での測定結果 
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図３．２－８７ フライトパターン A で高度 10,000ft における 
2,167.4MHz での測定結果 

 

図３．２．－８８ フライトパターン A で高度 14,000ft における 
2,162.4MHz での測定結果 
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図３．２－８９ フライトパターン A で高度 14,000ft における 
2,167.4MHz での測定結果 

 

② フライトパターン B における高度と速度による違い 

最初に、フライトパターン B の高度 10,000ft 及び 17,000ft において、速度 390、

550km/h の RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。 

高度 10,000ft・速度 390km/h における 2,162.4MHz の測定結果を図３．２－９

０に、高度 10,000ft・速度 550km/h における 2,162.4MHz の測定結果を図３．２

－９１に、高度 10,000ft・速度 390km/h における 2,167.4MHz の測定結果を図３．

２－９２に、高度 10,000ft・速度 550km/h における 2,167.4MHz の測定結果を図

３．２－９３に、高度 17,000ft・速度 390km/h における 2,162.4MHz の測定結果

を図３．２－９４に、高度 17,000ft・速度 550km/h における 2,162.4MHz の測定

結果を図３．２－９５に、高度 17,000ft・速度 390km/h における 2,167.4MHz の

測定結果を図３．２－９６に、高度 17,000ft・速度 550km/h における 2,167.4MHz

の測定結果を図３．２．２－９７に示す。 
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図３．２－９０ フライトパターン B で高度 10,000ft・速度 390km/h における 
2,162.4MHz での測定結果 

 

図３．２－９１ フライトパターン B で高度 10,000ft・速度 550km/h における 
2,162.4MHz での測定結果 
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図３．２－９２ フライトパターン B で高度 10,000ft・速度 390km/h における 
2,167.4MHz での測定結果 

 

図３．２－９３ フライトパターン B で高度 10,000ft・速度 550km/h における 
2,167.4MHz での測定結果 

 



 ‐130‐

図３．２－９４ フライトパターン B で高度 17,000ft・速度 390km/h における 
2,162.4MHz での測定結果 

 

図３．２－９５ フライトパターン B で高度 17,000ft・速度 550km/h における 
2,162.4MHz での測定結果 
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図３．２－９６ フライトパターン B で高度 17,000ft・速度 390km/h における 
2,167.4MHz での測定結果 

 

図３．２－９７ フライトパターン B で高度 17,000ft・速度 550km/h における 
2,167.4MHz での測定結果 
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③ フライトパターン C における高度と速度による違い 

最初に、フライトパターン C で、商用飛行を想定して高度と速度を可変し、

RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。速度･高度可変における 2,162.4MHz の測定

結果を図３．２－９８に、速度･高度可変における 2,167.4MHz の測定結果を図３．

２－９９に示す。 

次に、高度 17,000ft において、速度 390、550km/h の RSCP[dBm]と Ec/No[dB]

を測定した。高度 17,000ft ・速度 390km/h における 2,162.4MHz の測定結果を図

３．２－１００に、速度 550km/h における 2,162.4MHz の測定結果を図３．２－

１０１に、速度 390km/h における 2,167.4MHz の測定結果を図３．２－１０２に、

速度 550km/h における 2,167.4MHz の測定結果を図３．２－１０３に示す。 

 

図３．２－９８ フライトパターン C で速度･高度可変における 
2,162.4MHz での測定結果 
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図３．２－９９ フライトパターン C で速度･高度可変における 
2,16７.4MHz での測定結果 

 

図３．２－１００ フライトパターン C で高度 17,000ft・速度 390km/h における 
2,162.4MHz での測定結果 
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図３．２－１０１ フライトパターン C で高度 17,000ft・速度 550km/h における 
2,162.4MHz での測定結果 

 

図３．２－１０２ フライトパターン C で高度 17,000ft・速度 390km/h における 
2,16７.4MHz での測定結果 
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図３．２－１０３ フライトパターン C で高度 17,000ft・速度 550km/h における 
2,16７.4MHz での測定結果 

 

④ フライトパターン D における 30,000ft・700km/h の測定 

フライトパターン D で、商用飛行に近い高度 30,000ft、速度 700km/h で

RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。 

高度 30,000ft・速度 700km/h における 2,162.4MHz の測定結果を図３．２－１

０４に、高度 30,000ft・速度 700km/h における 2,167.4MHz の測定結果を図３．

２－１０５に示す。 
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図３．２－１０４ フライトパターン D で高度 30,000ft・速度 700km/h における

2,162.4MHz での測定結果 

 

図３．２－１０５ フライトパターン D で高度 30,000ft・速度 700km/h における

2,167.4MHz での測定結果 
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（４）イーモバイルに関する測定結果 

① フライトパターン A における高度変化による測定値の分布 

フライトパターン A で、高度 7,000、10,000、14,000ft において、RSCP[dBm]

と Ec/No[dB]を測定した。この測定結果を図３．２－１０６に示す。 

参考までに、受信調査１の名古屋市上空 2,000ｍにおける測定結果を同一グラフ

上に示してある。結果から分かるように、前回と同様に、高度が上昇すると RSCP

は劣化する。 

 

 

図３．２－１０６ フライトパターン A で高度 7,000、10,000、14,000ft における 
測定結果 
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② フライトパターン B における高度・速度変化による測定値の分布 

フライトパターン B で、高度 10,000 ft 及び 17,000ft、速度 390 km/h 及び

550km/h における RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。 

高度 10,000 ft における速度 390km/h と 550km/h の測定結果を図３．２－１０

７に、高度 17,000 ft における速度 390km/h と 550km/h の測定結果を図３．２－

１０８に示す。 

また、速度 390km/h における高度 10,000 ft と 17,000ft の測定結果を図３．２－

１０９に、速度 550km/h における高度 10,000 ft と 17,000ft の測定結果を図３．２

－１１０に示す。 

 

図３．２－１０７ フライトパターン B で高度 10,000 ft における速度 390km/h と 550km/h の
測定結果 
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図３．２－１０８ フライトパターンBで高度17,000 ftにおける速度390km/hと550km/h 
の測定結果 

 

図３．２－１０９ フライトパターンBで速度 390km/hにおける高度 10,000 ftと 17,000ft
の測定結果 

 



 ‐140‐

図３．２－１１０ フライトパターン B で速度 550km/h における高度 10,000 ft と 17,000ft
の測定結果 

 

③ フライトパターン B＋C における離発着時・巡航時による測定値の分布 

フライトパターン C で、離発着時における RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定し、

前項のフライトパターン B・高度 10,000 ft の測定データと比較した。 

この測定結果を図３．２－１１１に示す。 
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図３．２－１１１ フライトパターン C で離発着時における測定結果とフライトパターン B
の高度 10,000 ft における測定結果の比較 

 

④ フライトパターン D における測定値の分布 

フライトパターン D で RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。 

この測定結果を図３．２－１１２に示す。 

図３．２－１１２ フライトパターン D の測定結果 
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（５）KDDI に関する測定結果 

① フライトパターン A における高度変化による測定 

フライトパターン A で高度 7,000、10,000、14,000ft において測定を行ったとこ

ろ、高度 7,000ft における測定結果を図３．２－１１３に、高度 10,000ft における

測定結果を図３．２－１１４に、高度 14,000ft における測定結果を図３．２－１１

５に示す。 

 

図３．２－１１３ フライトパターン A の高度 7,000ft における測定結果 
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図３．２－１１４ フライトパターン A の高度 10,000ft における測定結果 

 

図３．２－１１５ フライトパターン A の高度 14,000ft における測定結果 
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② フライトパターン B 及び C における商用フライトと同様の高度・速度による測定 

フライトパターン B 及び C で、商用フライトと同様の高度及び速度において測定

を行ったところ、 

伊丹航路における測定結果を図３．２－１１６に、関空航路における測定結果を

図３．２－１１７に示す。 

図３．２－１１６ 伊丹航路における測定結果 

 

図３．２－１１７ 関空航路における測定結果 
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③ フライトパターン B における速度変化による測定 

フライトパターンBで、高度10,000 ft 及び14,000ft、速度390km/h及び550km/h

において測定を行ったところ、高度 10,000 ft における速度 390km/h の測定結果を

図３．２．２－１１８に、同じく速度 550km/h の測定結果を図３．２－１１９に、

高度 17,000 ft における速度 390km/h の測定結果を図３．２－１２０に、同じく速

度 550km/h の測定結果を図３．２－１２１に示す。 

 

 
 

図３．２－１１８ フライトパターン B の高度 10,000 ft における 
速度 390km/h での測定結果 
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図３．２－１１９ フライトパターン B の高度 10,000 ft における 
速度 550km/h での測定結果 

 

図３．２－１２０ フライトパターン B の高度 17,000 ft における 
速度 390km/h での測定結果 
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図３．２－１２１ フライトパターン B の高度 17,000 ft における 
速度 550km/h での測定結果 

 

E
c/

Io
 

RSSI 



 ‐148‐

④ フライトパターン C における速度変化による測定 

フライトパターン C で、高度 17,000 ft、速度 390km/h 及び 550km/h において

測定を行ったところ、高度 17,000 ft における速度 390km/h の測定結果を図３．２

－１２２に、同じく速度 550km/h の測定結果を図３．２－１２３に示す。 

図３．２－１２２ フライトパターン C の高度 17,000 ft における 
速度 390km/h での測定結果 

図３．２－１２３ フライトパターン C の高度 17,000 ft における 
速度 550km/h での測定結果 
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⑤ フライトパターン D における商用フライトと同様の高度・速度による測定 

フライトパターン D で、商用フライトと同様の高度及び速度において測定を行っ

たところ、名古屋―岩国航路における測定結果を図３．２－１２４に、岩国－串本

沖航路における測定結果を図３．２－１２５に、串本沖―名古屋航路における測定

結果を図３．２－１２６に示す。 

 

 
図３．２－１２４ 名古屋―岩国航路における測定結果 
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図３．２－１２５ 岩国－串本沖航路における測定結果 

 

 
図３．２－１２６ 串本沖―名古屋航路における測定結果 

 

 

E
c/

Io
 

E
c/

Io
 

RSSI 

RSSI 



 ‐151‐

（６）ウィルコムに関する測定結果 

① フライトパターン B における速度変化による測定 

フライトパターン B で高度 3,048ｍ及び 5,182ｍ、速度 390km/h 及び 550km/h

において、受信レベル（RSSI）[dBm]を測定した。 

なお、PHS については他の受信調査対象となった方式と変調方式等が異なり、接

続性については、受信レベルのみで判断可能であるため、受信レベルのみ測定した。

測定結果を図３．２－１２７に示す。 

 

 
 

図３．２－１２７ フライトパターン B の高度 3,048ｍ及び 5,182ｍにおける 
速度 390km/h 及び 550km/h での測定結果 
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② フライトパターン B 及び D における高度変化による測定 

フライトパターン B で高度 3,048ｍ及び 5,182ｍ、フライトパターン D で西方向

高度 9,144ｍ及び東方向高度 9,449ｍにおいて、受信レベル（RSSI）[dBm]を測定

した。 

その測定結果を図３．２－１２８に示す。 

 

図３．２－１２８ フライトパターン B の高度 3,048ｍ及び 5,182ｍ並びにフライト 
パターン D の西方向高度 9,144ｍ及び東方向高度 9,449ｍにおける測定結果 
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３．２．３ 商用機における測定（受信調査３） 

３．２．３．１ 受信調査３の概要 

地上携帯電話基地局から通常発射されている電波が、どの程度、飛行中の商用ジェット

機内で受信できるか否か確認するため、機内に受信機を持ち込み、受信調査を行った。測

定は、二回実施し、一つ目については北九州空港を離発着空港、二つ目は羽田空港を離発

着空港とし、それぞれ西日本、東日本を中心として飛行し、測定を行った。 

 

３．２．３．２ 受信調査３（その１） 

３．２．３．２．１ 受信調査３（その１）の概要 

（１）実施概要 

実施概要を下記に示す。 

・ 使用空港：北九州空港 

・ 使用航空機の型名：エアバス社 A320 

・ 使用航空機の座席数：144 席 

・ 飛行日時：平成 20 年 11 月 21 日（金） 

・ 離発着時刻：離陸 00：20、着陸 05：00 

 

（２）測定系 

測定系の概要を図３．２－１２９に示す。なお、測定系は携帯事業者別に 1 系統か

ら 3 系統を用いた。 
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図３．２－１２９ 測定系の概要 

 

（３）測定装置及びアンテナの設置 

測定装置及びアンテナの設置位置を図３．２－１３０に示す。 

  

図３．２－１３０ 測定装置及びアンテナの設置位置 
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（４）飛行ルート 

受信調査３（その１）にて計画した飛行ルートを図３．２－１３１に示す。なお、

飛行は夜間のため、夜間飛行可能なものを選択した。 

 

図３．２－１３１ 受信調査３（その１）の飛行ルート 

 

（５）フライトプラン 

飛行航路を７つの区間に分け、フライトプラン（上昇、巡航、下降等）を下記のとお

り設定した。 

 

① 北九州→羽田 

通常の福岡・羽田便と同様に飛行する。ただし、羽田空港付近で下降しない。（上昇

→巡航） 

② 羽田→米子 

羽田・金浦（韓国）便と同様に飛行する。ただし、高度は巡航のまま。（巡航） 

③ 米子→関空 

通常のヨーロッパ・関空便と同様に飛行する。ただし、関西空港付近では下降しな
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い。（巡航） 

④ 関空→宮津 

通常の関空・ヨーロッパ便と同様に飛行する。ただし、高度は巡航のまま。（巡航） 

⑤ 宮津→福岡 

通常の羽田・福岡便と同様に飛行する。ただし、福岡空港付近で下降しない。（巡航） 

⑥ 福岡→鹿児島 

通常の福岡・那覇便と同様に飛行する。ただし、高度は巡航のまま。（巡航） 

⑦ 鹿児島→大分→北九州 

大分までは巡航、大分より適宜着陸のため、下降する。（下降→着陸） 

 

（６）飛行高度プラン 

飛行前に設定した高度プランを図３．２－１３２に示す。基本的に、西方向は

36,000ft、東方向は 37,000ft とした。 

 

 
図３．２－１３２ 飛行高度プラン 
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３．２．３．２．２ 受信調査３（その１）の結果 

（１）受信調査３（その１）の飛行結果 

1)  受信調査３（その１）における飛行航路 

受信調査３（その１）にて実際に飛行した際の飛行航路の軌跡について、全体図を

図３．２－１３３に、関東拡大図を図３．２－１３４に、関西拡大図を図３．２－１

３５に、九州拡大図を図３．２－１３６に黄色線にて示す。なお、当該測定データは

機内に持ち込んだ GSP 受信機から得られたものである。 

 

 

図３．２－１３３ 受信調査３（その１）における飛行航路軌跡（全体図） 
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図３．２－１３４ 受信調査３（その１）における飛行航路軌跡（関東拡大図） 

 

 

図３．２－１３５ 受信調査３（その１）における飛行航路軌跡（関西拡大図） 
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図３．２－１３６ 受信調査３（その１）における飛行航路軌跡（九州拡大図） 

2)  受信調査３（その１）における飛行高度 

受信調査３（その１）にて実際に飛行した際の飛行高度を図３．２－１３７に示す。

なお、当該測定データは機内に持ち込んだ GSP 受信機から得られたものである。こ

こで、横軸は時刻、縦軸は高度（m）を表す。 

 

 

図３．２－１３７ 受信調査３（その１）における飛行高度 
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3)  受信調査３（その１）における飛行速度 

受信調査３（その１）にて実際に飛行した際の飛行速度を図３．２－１３８０に示

す。また、代表的な通過地点の地名も併せて記す。なお、当該測定データは機内に持

ち込んだ GSP 受信機から得られたものである。ここで、横軸は時刻、縦軸は速度

（km/h）を表す。 

 

図３．２－１３８ 受信調査３（その１）における飛行速度 

 



 ‐161‐

（２）NTT ドコモに関する測定結果 

受信調査３（その１）で、飛行航路を①から⑦の７区間に分けて 2GHz 帯及び

800MHz 帯の RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。また、⑤において、左右の窓の

比較測定を行った。 

 

① 北九州→羽田における測定 

北九州→羽田における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１３９に、800MHz 帯の

測定結果を図３．２－１４０に示す。 

 

図３．２－１３９ 北九州→羽田における 2GHz 帯の測定結果 

 

北九州→羽田 
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図３．２－１４０ 北九州→羽田における 800MHz 帯の測定結果 

 

北九州→羽田 
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② 羽田→米子における測定 

羽田→米子における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１４１に、800MHz 帯の測

定結果を図３．２－１４２に示す。 

 

 

図３．２－１４１ 羽田→米子における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１４２ 羽田→米子における 800MHz 帯の測定結果 

羽田→米子 

羽田→米子 
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③ 米子→関空における測定 

米子→関空における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１４３に、800MHz 帯の測

定結果を図３．２－１４４に示す。 

 

 

図３．２－１４３ 米子→関空における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１４４ 米子→関空における 800MHz 帯の測定結果 

米子→関空 

米子→関空 
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④ 関空→宮津における測定 

関空→宮津における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１４５に、800MHz 帯の測

定結果を図３．２－１４６に示す。 

 

 

図３．２－１４５ 関空→宮津における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１４６ 関空→宮津における 800MHz 帯の測定結果 

関空→宮津 

関空→宮津 
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⑤ 宮津→福岡における測定 

宮津→福岡における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１４７に、800MHz 帯の測

定結果を図３．２－１４８に示す。 

 

 

図３．２－１４７ 宮津→福岡における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１４８ 宮津→福岡における 800MHz 帯の測定結果 

宮津→福岡 

宮津→福岡 
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⑥ 福岡→鹿児島における測定 

福岡→鹿児島における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１４９に、800MHz 帯の

測定結果を図３．２－１５０に示す。 

 

 

図３．２－１４９ 福岡→鹿児島における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１５０ 福岡→鹿児島における 800MHz の測定結果 

福岡→鹿児島 

福岡→鹿児島 
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⑦ 鹿児島→大分→北九州における測定 

鹿児島→大分→北九州における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１５１に、

800MHz 帯の測定結果を図３．２－１５２に示す。 

 

 

図３．２－１５１ 鹿児島→大分→北九州における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１５２ 鹿児島→大分→北九州における 800MHz 帯の測定結果 

鹿児島→大分→北九州 

鹿児島→大分→北九州 
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⑧ 宮津→福岡における左右の窓の比較測定 

宮津→福岡において、左右の窓の比較測定を行った。 

左右の窓に配置したアンテナ位置を図３．２－１５３に、宮津→福岡の飛行ルー

トを図３．２－１５４に、左右の窓の比較における 2GHz 帯の測定結果を図３．２

－１５５に、800MHz 帯の測定結果を図３．２－１５６に示す。 

 

 
図３．２－１５３ 左右の窓に配置したアンテナ位置 

 

図３．２－１５４ 宮津→福岡の飛行ルート 

福岡 

宮津 

左側

右側
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図３．２－１５５ 左右の窓の比較における 2GHz 帯の測定結果 

 

図３．２－１５６ 左右の窓の比較における 800MGHz 帯の測定結果 
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（３）ソフトバンクモバイルに関する測定結果 

受信調査３（その１）で、飛行航路を①から③の３区間に分けて 2162.4MHz 及び

2167.4MHz の RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。 

 

① 北九州→羽田における測定 

北九州→羽田を飛行して測定した。このときの速度は 1,000km/h、高度は 11,200

ｍであった。 

北九州→羽田における 2162.4MHzの測定結果を図３．２－１５７に、2167.4MHz

の測定結果を図３．２－１５８に示す。 

 

図３．２－１５７ 北九州→羽田における 2162.4MHz の測定結果 
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図３．２－１５８ 北九州→羽田における 2167.4MHz の測定結果 

 

② 羽田→松江における測定 

羽田→松江を飛行して測定した。このときの速度は 640km/h、高度は 11,200ｍ

であった。 

羽田→松江における 2162.4MHz の測定結果を図３．２－１５９に、2167.4MHz

の測定結果を図３．２－１６０に示す。 
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図３．２－１５９ 羽田→松江における 2162.4MHz の測定結果 

 

図３．２－１６０ 羽田→松江における 2167.4MHz の測定結果 
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③ 松江→北九州における測定 

松江→北九州を飛行して測定した。このときの速度は可変、高度は 11,200ｍであ

った。 

松江→北九州における 2162.4MHzの測定結果を図３．２－１６１に、2167.4MHz

の測定結果を図３．２－１６２に示す。 

 

図３．２－１６１ 松江→北九州における 2162.4MHz の測定結果 
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図３．２－１６２ 松江→北九州における 2167.4MHz の測定結果 
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（４）イーモバイルに関する測定結果 

受信調査３（その１）で、RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。 

この測定結果を図３．２－１６３に示す。 

 

図３．２－１６３ 受信調査３（その１）の測定結果 
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（５）KDDI に関する測定結果 

受信調査３（その１）で、飛行航路を①から⑥の 6 区間に分けて 800MHz 帯につい

て測定を行った。なお、飛行高度は 36,000～37,000ft であった。 

 

① TAE→FLUTE における測定 

北九州を離陸したのち、TAE→FLUTE における測定結果を図３．２－１６４に

示す。 

 
図３．２－１６４ TAE→FLUTE における測定結果 
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② VIOLA→羽田→KOSYU における測定 

VIOLA→羽田→KOSYU における測定結果を図３．２－１６５に示す。 

なお、FLUTE→VIOLA 間は、電源装置故障のため、測定できなかった。 

 
図３．２－１６５ VIOLA→羽田→KOSYU における測定結果 

 

③ KOSYU→YME における測定 

KOSYU→YME における測定結果を図３．２－１６６に示す。 

 
図３．２－１６６ KOSYU→YME における測定結果 
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④ YME→米子→関空→OKC における測定 

YME→米子→関空→OKC における測定結果を図３．２－１６７に示す。 

 
図３．２－１６７ YME→米子→関空→OKC における測定結果 

 

⑤ OKC→福岡→HKC における測定 

OKC→福岡→HKC における測定結果を図３．２－１６８に示す。 

 
図３．２－１６８ OKC→福岡→HKC における測定結果 
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⑥ HKC→IWC における測定 

HKC→IWC における測定結果を図３．２－１６９に示す。 

 
図３．２－１６９ HKC→IWC における測定結果 

 

（６）ウィルコムに関する測定結果 

受信調査３（その１）において、PHS 基地局の電波は全ての飛行航路において受信

しなかった。 
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３．２．３．３ 受信調査３（その２） 

３．２．３．３．１ 受信調査３（その２）の概要 

（１）実施概要 

実施概要を下記に示す。 

・ 使用空港：羽田空港 

・ 使用航空機の型名：ボーイング社 Boeing 777-200 

・ 使用航空機の座席数：405 席 

・ 飛行日時：平成 20 年 11 月 28 日（金） 

・ 離発着時刻：離陸 00：12、着陸 05：15 

 

（２）測定系 

測定系は、受信調査３（その１）と同じ測定系を使用した。なお、測定系は携帯事

業者別に 1 系統から 3 系統を用いた。 

 

（３）測定装置及びアンテナの設置 

測定装置及びアンテナの設置位置を図３．２－１７０に示す。 
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図３．２－１７０ 測定装置及びアンテナの設置位置 

 

（４）飛行ルート 

受信調査３（その２）にて計画した飛行ルートについて、山形から XMC、さらに

は SHTLE から羽田空港着陸までの飛行ルートを図３．２－１７１に、羽田離陸から

山形までの飛行ルートを図３．２－１７２に、XMC から SHTLE までの飛行ルート

を図３．２－１７３に示す。なお、飛行は夜間のため、夜間飛行可能な飛行ルートを

選択した。 
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図３．２－１７１ 飛行ルート（中部国際空港以降を除く） 
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図３．２－１７２ 飛行ルート（羽田離陸から山形まで） 

 

 

図３．２－１７３ 飛行ルート（中部国際空港周辺） 
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（５）フライトプラン 

飛行航路を８つの区間に分け、フライトプラン（上昇、巡航、下降等）を下記のと

おり設定した。 

① 羽田→新千歳  

羽田から館山、御宿、銚子、大子、山形（新千歳の深夜飛行ルート。）を経由して新

千歳空港に飛行。 

ただし、巡航のまま新千歳空港上空を通過。 （上昇→巡航） 

② 新千歳→成田 

新千歳→羽田便のフライト及びヨーロッパ→成田便のフライトに準じるルートであ

り、通常の新千歳→成田便と同様に飛行。ただし、巡航のまま成田空港付近を通過。

（巡航） 

③ 成田→新潟 

通常の成田→ヨーロッパ便と同様に飛行。（巡航） 

④ 新潟→中部 

通常のヨーロッパ→中部便と同様に飛行。（巡航） 

⑤ 中部→関空 

通常の羽田→関空便と同様に飛行。ただし、巡航のまま関西国際空港上空を通過。 

⑥ 関空→XMC 

関西国際空港から、通常の関空→羽田便と同様に巡航のまま飛行。また、XMC で

ターンする。 

⑦ XMC→伊丹 

通常の羽田→伊丹便と同様に飛行。ただし、巡航のまま伊丹空港上空を通過。 

⑧ 伊丹→羽田 

通常の伊丹→羽田便と同様に飛行する。（巡航→下降） 
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（６）飛行高度プラン 

飛行前に設定した高度プランを図３．２－１７４に示す。基本的に、西方向は

36,000ft、東方向は 37,000ft とした。 

 

 

図３．２－１７４ 飛行高度プラン 
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３．２．３．３．２ 受信調査３（その２）の結果 

（１）受信調査３（その２）の飛行結果 

1)  受信調査３（その２）における飛行航路 

受信調査３（その２）にて実際に飛行した際の飛行航路の軌跡について、全体図を

図３．２－１７５に、関東拡大図を図３．２－１７６に、東北拡大図を図３．２－１

７７に、関西拡大図を図３．２－１７８に示す。また、受信調査３（その２）と受信

調査２との比較を図３．２－１７９に示す。なお、当該測定データは機内に持ち込ん

だ GSP 受信機から得られたものである。 

 

 

図３．２－１７５ 受信調査３（その２）における飛行航路軌跡（全体図） 
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図３．２－１７６ 受信調査３（その２）における飛行航路軌跡（関東拡大図） 

 

図３．２－１７７ 受信調査３（その２）における飛行航路軌跡（東北拡大図） 
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図３．２－１７８ 受信調査３（その２）における飛行航路軌跡（関西拡大図） 

 

図３．２－１７９ 受信調査３（その２）（緑線）と受信調査２（白線）との比較 
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2)  受信調査３（その２）における飛行高度 

受信調査３（その２）にて実際に飛行した際の飛行高度を図３．２－１８０に示す。

なお、当該測定データは機内に持ち込んだ GSP 受信機から得られたものである。こ

こで、横軸は時刻、縦軸は高度（m）を表す。 

図３．２－１８０ 受信調査３（その２）における飛行高度 
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3)  受信調査３（その２）における飛行速度 

受信調査３（その２）にて実際に飛行した際の飛行速度を図３．２－１８１に示す。

また、代表的な通過地点の地名も併せて記す。なお、当該測定データは機内に持ち込

んだ GSP 受信機から得られたものである。 

ここで、横軸は時刻、縦軸は速度（km/h）を表す。 

 

図３．２－１８１ 受信調査３（その２）における飛行速度 
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（２）NTT ドコモに関する測定結果 

受信調査３（その２）で、飛行航路を①から⑧の 8 つの区間に分けて 2GHz 帯及び

800MHz 帯の RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。 

また、④において、左右の窓の比較測定を行った。 

 

① 羽田→新千歳における測定 

羽田→新千歳における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１８２に、800MHz 帯の

測定結果を図３．２－１８３に示す。 

 

図３．２－１８２ 羽田→新千歳における 2GHz 帯の測定結果 

 

羽田→新千歳 
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図３．２－１８３ 羽田→新千歳における 800MHz 帯の測定結果 

 

羽田→新千歳 
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② 新千歳→成田における測定 

新千歳→成田における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１８４に、800MHz 帯の

測定結果を図３．２－１８５に示す。 

図３．２－１８４ 新千歳→成田における 2GHz 帯の測定結果 

図３．２－１８５ 新千歳→成田における 800MHz 帯の測定結果 

新千歳→成田 

新千歳→成田 
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③ 成田→新潟における測定 

成田→新潟における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１８６に、800MHz 帯の測

定結果を図３．２－１８７に示す。 

 

 

図３．２－１８６ 成田→新潟における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１８７ 成田→新潟における 800MHz 帯の測定結果 

成田→新潟 

成田→新潟 
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④ 新潟→中部における測定 

新潟→中部における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１８８に、800MHz 帯の測

定結果を図３．２－１８９に示す。 

 

 

図３．２－１８８ 新潟→中部における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１８９ 新潟→中部における 800MHz 帯の測定結果 

新潟→中部 

新潟→中部 
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⑤ 中部→関空における測定 

中部→関空における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１９０に、800MHz 帯の測

定結果を図３．２－１９１に示す。 

 

 

図３．２－１９０ 中部→関空における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１９１ 中部→関空における 800MHz 帯の測定結果 

中部→関空 

中部→関空 
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⑥ 関空→XMC における測定 

関空→XMC における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１９２に、800MHz 帯の

測定結果を図３．２－１９３に示す。 

 

 

図３．２－１９２ 関空→XMC における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１９３ 関空→XMC おける 800MHz 帯の測定結果 

関空→XMC 

関空→XMC 
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⑦ XMC→伊丹における測定 

XMC→伊丹における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１９４に、800MHz 帯の

測定結果を図３．２－１９５に示す。 

 

 

図３．２－１９４ XMC→伊丹における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１９５ XMC→伊丹における 800MHz 帯の測定結果 

XMC→伊丹 

XMC→伊丹 
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⑧ 伊丹→羽田における測定 

伊丹→羽田における 2GHz 帯の測定結果を図３．２－１９６に、800MHz 帯の測

定結果を図３．２－１９７に示す。 

 

 

図３．２－１９６ 伊丹→羽田における 2GHz 帯の測定結果 

 

 

図３．２－１９７ 伊丹→羽田における 800MHz 帯の測定結果 

伊丹→羽田 

伊丹→羽田 
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⑨ 新潟→中部における左右の窓の比較測定 

新潟→中部において、左右の窓の比較測定を行った。 

左右の窓に配置したアンテナ位置を図３．２－１９８に、新潟→中部の飛行ルー

トを図３．２－１９９に、左右の窓の比較における 2GHz 帯の測定結果を図３．２

－２００に、800MHz 帯の測定結果を図３．２－２０１に示す。 

 

図３．２－１９８ 新潟→中部における左右の窓に配置したアンテナ位置 

 

図３．２－１９９ 新潟→中部の飛行ルート 
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中部

左側
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図３．２－２００ 左右の窓の比較における 2GHz 帯の測定結果 

 

図３．２－２０１ 左右の窓の比較における 800MHz 帯の測定結果 

 

新潟→中部 

新潟→中部 
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（３）ソフトバンクモバイルに関する測定結果 

受信調査 3（その２）で、飛行航路を①から⑤の５つ区間に分けて 2162.4MHz

及び 2167.4MHz の RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。 

 

① 羽田→新千歳における測定 

羽田→新千歳を飛行して測定した。このときの速度は 1,000km/h、高度は 11,500

ｍであった。羽田→新千歳における 2162.4MHz の測定結果を図３．２－２０２に、

2167.4MHz の測定結果を図３．２－２０３に示す。 

 

 

図３．２－２０２ 羽田→新千歳における 2162.4MHz の測定結果 
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図３．２－２０３ 羽田→新千歳における 2167.4MHz の測定結果 
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② 新千歳→成田における測定 

新千歳→成田を飛行して測定した。このときの速度は 650km/h、高度は 11,500

ｍであった。新千歳→成田における 2162.4MHz の測定結果を図３．２－２０４に、

2167.4MHz の測定結果を図３．２－２０５に示す。 

 

 

図３．２－２０４ 新千歳→成田における 2162.4MHz の測定結果 

 

 

図３．２－２０５ 新千歳→成田における 2167.4MHz の測定結果 
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③ 成田→新潟における測定 

成田→新潟を飛行して測定した。このときの速度は 730～930km/h の可変、高度

は 11,500ｍであった。成田→新潟における 2162.4MHz の測定結果を図３．２－２

０６に、2167.4MHz の測定結果を図３．２－２０７に示す。 

 

 

図３．２－２０６ 成田→新潟における 2162.4MHz の測定結果 

 

 

図３．２－２０７ 成田→新潟における 2167.4MHz の測定結果 
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④ 新潟→名古屋における測定 

新潟→名古屋を飛行して測定した。このときの速度は 630km/h、高度は 11,500

ｍであった。新潟→名古屋における 2162.4MHz の測定結果を図３．２－２０８に、

2167.4MHz の測定結果を図３．２－２０９に示す。 

 

 

図３．２－２０８ 新潟→名古屋における 2162.4MHz の測定結果 

 

 

図３．２－２０９ 新潟→名古屋における 2167.4MHz の測定結果 
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⑤ 名古屋→羽田における測定 

名古屋→羽田を飛行して測定した。このときの速度は可変、高度は 11,500ｍであ

った。名古屋→羽田における 2162.4MHz の測定結果を図３．２－２１０に、

2167.4MHz の測定結果を図３．２－２１１に示す。 

 

 

図３．２－２１０ 名古屋→羽田における 2162.4MHz の測定結果 

 

 

図３．２－２１１ 名古屋→羽田における 2167.4MHz の測定結果 
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（４）イーモバイルに関する測定結果 

受信調査３（その２）で、RSCP[dBm]と Ec/No[dB]を測定した。当該測定結果を

図３．２－２１２に示す。 

 

図３．２－２１２ 受信調査３（その２）の測定結果 

 

次に、受信調査３（その１）の測定値と受信調査３（その２）の測定値を合成した

結果を図３．２－２１３に示す。 

これらの測定結果から、10,000ft と 37,000ft における RSCPの中央値の差（12.1dB）

は、自由空間伝搬損失の差「20Log10(37,000/10,000)=11.3dB」にほぼ等しいことが

分かった。 
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図３．２－２１３ 受信調査３（その１）と受信調査３（その２）の測定値の合成結果 
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（５）KDDI に関する測定結果 

受信調査 3（その２）で、飛行航路を①から⑥の 6 つの区間に分けて 800MHz 帯に

ついて測定を行った。なお、飛行高度は 36,000～37,000ft であった。 

 

① 羽田→新千歳における測定 

羽田を離陸したのち、OJC→新千歳における測定結果を図３．２－２１４に示す。 

図３．２－２１４ OJC→新千歳における測定結果 
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② 新千歳→GOC における測定 

新千歳→GOC における測定結果を図３．２－２１５に示す。 

図３．２－２１５ 新千歳→GOC における測定結果 

 

③ GOC→成田→GTC→中部における測定 

GOC→成田→GTC→中部における測定結果を図３．２－２１６に示す。 

図３．２－２１６ GOC→成田→GTC→中部における測定結果 
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④ 中部→XMC→関空→XMC における測定 

中部→XMC→関空→XMC における測定結果を図３．２－２１７に示す。 

図３．２－２１７ 中部→XMC→関空→XMC における測定結果 

 

⑤ XMC→伊丹→SHTLE における測定 

XMC→伊丹→SHTLE における測定結果を図３．２－２１８に示す。 

図３．２－２１８ XMC→伊丹→SHTLE における測定結果 
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⑥ SHTLE→XAC における測定 

SHTLE→XAC における測定結果を図３．２－２１９に示す。 

図３．２－２１９ SHTLE→XAC における測定結果 

 

（６）ウィルコムに関する測定結果 

受信調査３（その２）において、PHS 基地局の電波は全ての飛行航路において受信

しなかった。 
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３．２．４ 受信調査のまとめ 

受信調査２及び３の結果をまとめたところ、表３．２－７に示す。本表では、接続可能

性があるものを○、接続可能性がなかったものを×と記載している。なお、受信調査１に

ついては、受信調査２及び３の事前検討の意味合いが強いため、表からは省いているが、

いずれの条件でも接続可能性があった。 

表３．２－７ 受信調査結果まとめ 

 ルート 高度 
m 
 

速度

km/h
ドコモ ソフトバン

クモバイル

イーモ

バイル 
KDDI ウィル

コム 
W-CDMA W-CDMA W-CDMA CDMA1X PHS 

2GHz
帯 

800M
Hz 帯

2162.4
MHz

2167.4
MHz

1,800 
MHz 帯 

800M
Hz 帯 

1,900
MHz 帯

受信調査 2 A 2000 
3000 
4000 

330 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

B 商用 商用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

3000 
5000 

390
550 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

B+C 商用 商用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
C 商用 商用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

5000 390
550 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

D 5000 700 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

受信調査 3 
 
その 1 

北九州

離発着

11,000 商用

650 
～ 

1,050

○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

受信調査 3 
 
その 2 

羽田離

発着 
11,000 商用

650 
～ 

1,200

○ ○ ○ ○ ○ ○ × 
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３．３ 機内携帯電話システムそのものから発射される電波の機外漏洩による地上側の携

帯電話等の無線システムへ与える影響 

機内携帯電話システムそのものから発射される電波については、機内携帯電話システム

との通信を行うために発射されるものであるが、当該電波の一部は機体から漏洩し、地上

側の携帯電話等の無線システムに対し影響を及ぼす可能性がある。 

機内基地局については、アンテナとして漏洩同軸ケーブルを用いており、機体の構造に

より、その本数や配置が異なる。例えば通路が一本の機体においては通路上の天井に一本

設置されており、その長さは客室の先頭から後方までである。他方、通路が二本の機体に

おいては、それぞれの通路上に一本ずつ設置されており、合計二本が機内に設置されてい

る。なお、その長さは同様に客室の先頭から後方までである。 

また、機内基地局が飛行中に利用された場合、平成 19 年度の機外漏洩電波の伝搬特性

に関するシミュレーション結果や実測の結果を踏まえると、機体構造による電波の減衰が

10～20dB 程度あり、機体構造により、機外漏洩電波は異なる。 

航空機の機体構造は、航空機の型式（例 A320、B777-200）に依存する部分と航空会社

に依存する部分とが存在する。例えば窓の位置や胴体の構造等については型式に依存する

が、客室内のシートアレンジ（座席の形状、材質、配置等）については航空会社に依存す

る。平成 19 年度の機外漏洩電波の伝搬特性に関するシミュレーション結果や実測の結果

については、B777-200 にて実施したものであり、シートアレンジについては、実測を行

った機体を踏まえてシミュレーションを行っている、シミュレーション結果と実測の結果

を踏まえると、シートアレンジが異なるだけで、機外漏洩電波特性が異なることが類推さ

れる。つまり、型式別だけではなく、シートアレンジの違いだけでも機外漏洩の影響が異

なることとなるため、定まった値というものを得ることは困難である。 

ただし、何れにせよ機内携帯電話システムそのものから発射された電波は、程度の違い

はあるものの機外に漏洩することは確実であり、当該漏洩電波については機内で発射され

る電波の周波数帯に依って地上携帯電話基地局又は地上移動局、あるいはその双方に影響

を与え、その強度が強い場合、地上携帯電話ネットワークにおいて、通話しづらくなる等

の影響が出ることが検討の結果判明した。 

また、測定機器を機内に持ち込んだ航空機において、機内における地上側の基地局から

の電波強度を測定したところ、前述のとおり、低高度から高高度まで、飛行機の飛行速度

にも依存せず、地上基地局が発射する電波を受信している。電波の可逆性を考慮すると、
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これは、機内基地局が発射する電波が地上携帯電話ネットワークでも十分受信できること

を示している。 

このため、地上携帯電話ネットワークに影響を与えないためには、機内基地局の発射

する電波の機外漏洩したものが、地上に到達する際、地上携帯電話基地局、地上移動局

の許容干渉量を下回るものでなければならないとの結論となった。 

 

３．４ 共用条件 

機内携帯電話システムと、地上携帯電話ネットワークとの共用条件について検討を行う

必要があるが、この検討については、第５章にて機内持込移動局と地上側の携帯電話基地

局及び移動局との共用条件と合わせ、検討することとする。 
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第４章 機内持込移動局から発射される電波の機外漏洩による 

地上側の携帯電話等の無線システムへ与える影響の調査検討 

 

４．１ 調査検討の概要 

機内持込移動局は、機内携帯電話システムと接続し通信を行うが、当該通信のために発

射された電波の一部は機体から漏洩し、地上側の携帯電話等の無線システムに対し影響を

及ぼす可能性がある。また、機内持込移動局が、機内携帯電話システムではなく地上側の

基地局と直接接続する可能性があり、その場合、地上側の携帯電話等の無線システムに対

し影響を及ぼす可能性がある。このため、測定機器を機内に持ち込んだ航空機において、

機内における地上側の基地局からの電波強度を測定し、平成 19 年度の機外漏洩電波の伝搬

特性に関するシミュレーション結果等を類推した上で、機内持込移動局が地上側の基地局

と直接接続する可能性があるか否かについて調査検討を行った。 

 

４．２ 機内持込移動局から発射される電波の機外漏洩による地上側の携帯電話等の無線

システムへ与える影響 

機内持込移動局が飛行中に利用された場合、平成 19 年度の機外漏洩電波の伝搬特性に

関するシミュレーション結果や実測の結果を踏まえると、機内持込移動局を窓際で使用し

た場合、機体構造による電波の減衰が最悪の場合 0～3dB 程度と殆ど関係しないため、機内

持込移動局が発射する電波は、その大部分が機外に漏洩することとなる。当該漏洩電波に

ついては機内で発射される電波の周波数帯に依って地上携帯電話ネットワークに影響を与

える可能性があり、その強度が強い場合、地上携帯電話ネットワークにおいて、通話しづ

らくなる等の影響が出ることが検討の結果判明した。 

また、スペクトルアナライザ等を機内に持ち込んだ航空機において、機内における地上

側の基地局からの電波強度を測定したところ、第３章で示すとおり、低高度から高高度ま

で、飛行機の飛行速度にも依存せず、地上基地局が発射する電波を受信している。電波の

可逆性を考慮すると、これは、機内持込移動局が発射する電波が地上携帯基地局でも十分

受信できることを示している。 

このため、地上携帯電話ネットワークに影響を与えないためには、機内持込移動局の発

射する電波の機外漏洩したものが、地上に到達する際、地上携帯電話基地局、移動局の許

容干渉量を下回るものでなければならないとの結論となった。 
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４．３ 機内持込移動局の地上との直接接続可能性 

スペクトルアナライザ等を機内に持ち込んだ航空機において、機内における地上側の基

地局からの電波強度を測定したところ、第３章で「３．２．４ 受信調査のまとめ」に示

すように、受信調査３における PHS を除き、全ての高度及び飛行航路において、機内持

込移動局は地上側基地局と直接接続する可能性があることが分かった。 

特に、機内持込移動局については機内客室の様々な場所で利用され、特に窓際の座席に

おいて利用された場合、平成 19 年度の機外漏洩電波の伝搬特性に関するシミュレーショ

ン結果や実測の結果を踏まえると、機体構造による電波の減衰が 0～3dB 程度と、接続可

能性を大きく低減させるほどではない。 

このため、機内持込移動局が地上側の基地局と直接接続する可能性があると言える。 

一方、受信調査の結果については、当該受信調査実施時の当該飛行ルート及び高度によ

っての結果であるため、例えば将来に渡って同じ結果が得られるものではなく、他の飛行

ルートでは異なる結果が得られる可能性がある。具体的には、PHS についても同様の高度

で接続可能性がある他の飛行航路が無いとは言い切れない。このため、PHS も含めた我が

国の全ての携帯電話方式が、機内持込移動局で用いられた場合、地上携帯電話基地局との

直接接続の可能性があると言える。 

接続可能性があるということは、我が国領空内で機内携帯電話システムを運用する際、

制御電波は我が国で用いられている携帯電話方式及び当該方式の周波数帯に対応させなけ

ればならないこととなる。 

 

４．４ 共用条件 

制御電波については、我が国で用いられている携帯電話方式及び当該方式の周波数帯に

対応させなければならないこととなったため、当該制御電波と、地上の携帯電話基地局及

び地上の移動局との共用条件について検討を行う必要がある。また、機内持込移動局と、

地上の携帯電話基地局及び地上の移動局との共用条件についても行う必要がある。 

これらについては、第５章に、機内基地局と、地上の携帯電話基地局及び地上の移動局

との共用条件と合わせ、検討することとする。 
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第５章 共用条件検討（基礎検討） 

 

５．１ 被干渉及び与干渉 

共用検討を行うに当たり、まず与干渉側を定める必要があるが、機内携帯電話システム

では、機内基地局から発射される電波、機内持込移動局から発射される電波、制御電波の

それぞれの機外漏洩が与干渉となる。 

他方、被干渉については我が国で現在用いられている携帯電話方式全てに加え、利用開

始時期が近い次世代 PHS と WiMAX とする。これは、次世代 PHS と WiMAX については、

現時点で運用されていないシステムであり、受信調査について対象となりえない。このた

め、制御電波が両システムについて必要であるか否かは確認ができないが、他のシステム

の受信結果を踏まえると、当該システムでも制御電波が必要となると考えられるため、共

用検討の被干渉に含めている。 

与干渉と被干渉の関係について、機内携帯電話システムが GSM1800 方式に対応した場

合の、与干渉（具体的には機内基地局、機内 NCU 及び機内持込移動局）と被干渉（地上基

地局及び地上移動局）を図５．１－１に示す。 

 

図５．１－１ 機内携帯電話システムが GSM1800 方式の場合の被干渉と与干渉 
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５．２ 共用検討の進め方 

共用検討では、被干渉側の特性（許容干渉レベル、空中線利得、給電線利得）、自由空間

電波伝搬損失を基本としてまず許容 e.i.r.p.を算出することとする。 

次に、複数機体の影響と被干渉側が基地局の場合はアンテナパタンを考慮して許容 e.i.r.p.

を算出することとする。 

なお、共用検討では、まず被干渉側別（移動局及び基地局）に検討を行い、最終的に与

干渉別に分類して与干渉側の許容 e.i.r.p.を導くこととする。 
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５．３ 干渉レベルと自由空間電波伝搬損失 

被干渉側の干渉レベルは、次の式で算出できる。 

（EIRP＝Equivalent Isotropic Radiation Power） 

P 地上移動局= EIRP 機内基地局– L 機体– L 伝搬+ G 地上移動局 

P 地上基地局 = EIRP 機内持込移動局– L 機体– L 伝搬+ G 地上基地局 

ここで、 

P 地上移動局、 P 地上基地局 ：それぞれ地上移動局、基地局における干渉電力[dBm] 

EIRP 機内基地局、EIRP 機内持込移動局：それぞれ機内基地局、機内持込移動局の 

e.i.r.p.[dBm] 

G 地上移動局、G 地上基地局 ：それぞれ地上移動局、基地局のアンテナ利得[dBi] 

L 機体    ：機体による損失[dB] 

L 伝搬    ：伝搬損失[dB] 

また、自由空間伝搬損失は次の式で算出できる。 

L 伝搬= 20・log10（4πd/λ) 

= 32.44 + 20・log10(f) + 20・log10(D) 

ここで、 

λ：波長 [m] d：送受信点間の距離 [m]  D：送受信点間の距離 [km] 

f：周波数 [MHz] 

 

また、干渉検討を行うにあたり、以下を前提条件とした。 

・ 干渉検討に用いる基地局及び移動局の各種スペックについては、総務省情報通信審議

会にて用いられている値を利用した。 

・ 移動局のアンテナについて、人体吸収損失については期待できない（0dB）とした。 

・ 機体による減衰効果については期待できない（0dB）とした。 

干渉計算については、3,000m から 10,000m の 1,000m 刻みで行うとした。（これは干渉計

算の前提であり、高度 11,000m 以上の共用条件値が不要と意味するものではない。同様の

計算を行えば 11,000m 以上の値も算出可能である。） 
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５．４ 被干渉側が地上移動局の場合に電波伝搬減衰のみ考慮した場合の機内携帯電話シ

ステムに許容される送信電力 

地上移動局の利得・損失合計計算結果を表５．４－１に、被干渉側が地上移動局の場合

の電波伝搬損失計算結果を表５．４－２に、表５．４－１及び表５．４－２により導かれ

る、電波伝搬減衰のみ考慮した場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p）

を表５．４－３に示す。 

なお、本結果は途中生成物のため本報告書の結論ではない。最終的な結論を得るために

は、後述する複数機体の影響について別途考慮が必要である。 

 

５．５ 被干渉側が地上基地局の場合に電波伝搬減衰のみ考慮した場合の機内携帯電話シ

ステムに許容される送信電力 

地上基地局の利得・損失合計計算結果を表５．５－１に、被干渉側が地上基地局の場合

の電波伝搬損失計算結果を表５．５－２に、表５．５－１及び表５．５－２により導かれ

る、電波伝搬減衰のみ考慮した場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p）

を表５．５－３に示す。 

なお、本結果は途中生成物のため本報告書の結論ではない。最終的な結論を得るために

は、後述する複数機体の影響及び基地局アンテナパタンについて別途考慮が必要である。 
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表５．４－１ 地上移動局の利得・損失合計計算結果 

周波数帯（Hz） 800MHz 帯 1.5GHz 帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2GHz 帯 2.5GHz 帯 

システム W-CDMA PDC CDMA2000 PDC W-CDMA PHS W-CDMA CDMA2000
WIMAX、 
次世代 PHS 

移動局許容干渉レベ

ル(dBm/200kHz) 
-118  -99 -118  -99 -118 -132 -118 -118 -119 

移動局空中線利得

(dBi) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

移動局給電線損失

(dB) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人体損失(dB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
利得・損失合計(dB) -118 -99 -118 -99 -118 -132 -118 -118 -119 

表５．４－２ 被干渉側が地上移動局の場合の電波伝搬損失計算結果 

被干渉周波数帯 800MHz 帯 1.5GHz 帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2GHz 帯 2.5GHz 帯 

被干渉システム W-CDMA PDC CDMA2000 PDC W-CDMA PHS W-CDMA CDMA2000
WIMAX、 
次世代 PHS 

被干渉周波数（MHz） 875 810 843 1,477 1,844 1,884 2,130 2,110 2,545 
波長（λ）(m) 0.343 0.370 0.356 0.203 0.163 0.159 0.141 0.142 0.118 

高度 
（m）

3,000 100.8 100.1 100.5 105.4 107.3 107.5 108.5 108.5 110.1
4,000 103.3 102.6 103.0 107.9 109.8 110.0 111.0 111.0 112.6
5,000 105.3 104.6 104.9 109.8 111.7 111.9 113.0 112.9 114.5
6,000 106.8 106.2 106.5 111.4 113.3 113.5 114.6 114.5 116.1
7,000 108.2 107.5 107.9 112.7 114.7 114.8 115.9 115.8 117.5
8,000 109.3 108.7 109.0 113.9 115.8 116.0 117.1 117.0 118.6
9,000 110.4 109.7 110.0 114.9 116.8 117.0 118.1 118.0 119.6

10,000 111.3 110.6 111.0 115.8 117.8 117.9 119.0 118.9 120.6
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表５．４－３ 被干渉が地上移動局の場合の、電波伝搬減衰のみ考慮した場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力 

与干渉システム

機内 
基地局 

① 

NCU 
③-1 及び③-2 

被干渉周波数帯 1.7GHz 帯 800MHz 帯 1.5GHz 帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2GHz 帯 2.5G 帯 

被干渉システム W-CDMA W-CDMA PDC cdma 
2000 PDC W-CDMA PHS W-CDMA cdma 

2000 
WIMAX、 
次世代 PHS 

高度

（m） 

3,000 -10.7 -17.2 1.1 -17.5 6.4 -10.7 -24.5 -9.5 -9.5 -8.9 

4,000 -8.2 -14.7 3.6 -15.0 8.9 -8.2 -22.0 -7.0 -7.0 -6.4 

5,000 -6.3 -12.7 5.6 -13.1 10.8 -6.3 -20.1 -5.0 -5.1 -4.5 

6,000 -4.7 -11.2 7.2 -11.5 12.4 -4.7 -18.5 -3.4 -3.5 -2.9 

7,000 -3.3 -9.8 8.5 -10.1 13.7 -3.3 -17.2 -2.1 -2.2 -1.5 

8,000 -2.2 -8.7 9.7 -9.0 14.9 -2.2 -16.0 -0.9 -1.0 -0.4 

9,000 -1.2 -7.6 10.7 -8.0 15.9 -1.2 -15.0 0.1 0.0 0.6 

10,000 -0.2 -6.7 11.6 -7.0 16.8 -0.2 -14.1 1.0 0.9 1.6 
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表５．５－１ 地上基地局の利得・損失合計計算結果 

周波数帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2.5GHz 帯 
システム W-CDMA PHS WIMAX 次世代 PHS 

移動局許容干渉レベル(dBm/200kHz) -126  -134 -121  -121 
移動局空中線利得(dBi) 17 16 17 12 
移動局給電線損失(dB) 50 0 5 2 

人体損失(dB) 0 0 0 0 
利得・損失合計(dB) -138 -150 -133 -131 

表５．５－２ 被干渉側が地上基地局の場合の電波伝搬損失計算結果 

与干渉システム 
機内持込移動局

② 
NCU 
③-３ 

被干渉周波数帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2GHz 帯 
被干渉システム W-CDMA PHS WiMAX 次世代 PHS 
被干渉システム周波数（MHz） 1,749 1,884 2,582 2,545 
波長（λ）(m) 0.172 0.159 0.116 0.118 

高度（m） 

3,000 106.8 107.5 110.2 110.1
4,000 109.3 110.0 112.7 112.6
5,000 111.3 111.9 114.7 114.5
6,000 112.9 113.5 116.2 116.1
7,000 114.2 114.8 117.6 117.5
8,000 115.4 116.0 118.7 118.6
9,000 116.4 117.0 119.8 119.6
10,000 117.3 117.9 120.7 120.6
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表５．５－３ 被干渉が地上基地局の場合に、電波伝搬減衰のみ考慮した場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力 

与干渉システム 
機内持込移動局

② 
NCU 
③-３ 

被干渉周波数帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2.5GHz 帯 

被干渉システム W-CDMA PHS WIMAX 次世代 PHS 

高度

（m）

3,000  -31.2 -42.5 -22.8 -20.9 

4,000  -28.7 -40.0 -20.3 -18.4 

5,000  -26.7 -38.1 -18.3 -16.5 

6,000  -25.1 -36.5 -16.8 -14.9 

7,000  -23.8 -35.2 -15.4 -13.5 

8,000  -22.6 -34.0 -14.3 -12.4 
9,000 -21.6 -33.0 -13.2 -11.4
10,000 -20.7 -32.1 -12.3 -10.4
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第６章 被干渉側が地上移動局の場合の共用条件検討 

 

６．１ モデル別干渉増加 

航空機の飛行ルートや携帯電話ネットワークは固定されたものではなく、変更される可

能性があるものである。このため、複数機体の影響については、モデル化して検討するこ

ととした。 

検討会では複数のモデルを考え、その妥当性を現状の飛行機の飛行状況と照らし合わせ

つつ検討したところ、最終的に共用条件を得るために用いたモデルは以下のとおり。 

モデル１－２：複数機体が傾きを持って一列に並んでいる場合 

モデル２  ：複数の層で複数機体が飛行している場合 

 

６．１．１ 複数機体が水平一列に並んでいる場合（モデル１－１）の干渉増加 

複数機体が一列に並んで飛行している場合をイメージしてモデルを作成した。モデルで

は、当該列が水平の場合（モデル１－１）と、傾きがある場合（モデル１－２）の二つに

分けて検討した。最終的には６．１－２に示すモデル１－２を共用検討に用いるが、モデ

ル１－２はモデル１－１を基本としているため、概要を始めに説明する。 

大地を平面であると仮定し、ある機体の前後に L [km]づつ離れて、同一進行方向へ複数

機体が飛行している場合を試算した。同一進行方向へ複数機体が飛行しているモデル（モ

デル１－１）を図６．１－１（図では一例として前後に各２機を記述している）に示す。 

 

図６．１－１ 同一進行方向へ複数機体が飛行しているモデル（モデル１－１） 
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機体間隔 L を 5NM、10NM、25NM、50NM（1 NM(Nautical Mile) = 1.852 km）に変

化させて計算し、横軸を前後それぞれの機体数、縦軸を増加干渉量としてグラフ化した。

機体間隔 5NM の場合の計算結果を図６．１－２に、10NM の場合の計算結果を図６．１

－３に、25NM の場合の計算結果を図６．１－４に、50NM の場合の計算結果を図６．１

－５に示す。 

なお、ここで、縦軸は、真上に 1 機の場合の干渉を基準とした相対値であり、例えば、

5,000m のグラフは、真上 5,000m に 1 機ある場合との比較値である。また、横軸で「10」

の場合は、真上 1 機とその前方 10 機、後方 10 機の合計 21 機が飛行している場合の干渉

を合計している。 
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図６．１－２ 機体間隔 5NM の場合の計算結果 

 

図６．１－３ 機体間隔 10NM の場合の計算結果 
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図６．１－４ 機体間隔 25NM の場合の計算結果 

 

図６．１－５ 機体間隔 50NM の場合の計算結果 
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６．１．２ 複数機体が傾きを持って一列に並んでいる場合（モデル１－２）の干渉増加 

大地を平面であると仮定し、ある機体の前後に L [km]ずつ離れて、同一進行方向へ複数

機体が飛行している場合（モデル１－２）を試算した。ただし、モデル１－１との違いは、

降下時を想定しているおり、降下角度を 3 度としている。降下角度 3 度で複数機体が飛行

しているモデルを図６．１－６（図では一例として前後に各２機を記述している）に示す。 

なお、降下角度については、航空機の着陸時進入角度が 3 度であるため、3 度としてい

る。 

 

図６．１－６ 降下角度 3 度で複数機体が飛行しているモデル（モデル１－２） 

機体間隔 L を 5NM、10NM、25NM、50NM に変化させて計算し、横軸を前後それぞ

れの機体数、縦軸を増加干渉量としてグラフ化した。機体間隔 5NM の場合の計算結果を

図６．１－７に、10NM の場合の計算結果を図６．１－８に、25NM の場合の計算結果を

図６．１－９に、50NM の場合の計算結果を図６．１－１０に示す。 
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図６．１－７ 降下角度 3 度で機体間隔 5NM の場合の計算結果 

 

図６．１－８ 降下角度 3 度で機体間隔 10NM の場合の計算結果 
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図６．１－９ 降下角度 3 度で機体間隔 25NM の場合の計算結果 

 

図６．１－１０ 降下角度 3 度で機体間隔 50NM の場合の計算結果 
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６．１．３ 複数の層で複数機体が飛行している場合（モデル２）の干渉増加 

真上に一機の機体が存在し、その前後に機体が存在し、かつ当該列の左右に平行に飛行

航路が存在し一層を形成し、その層の上に同様の層が一層存在する場合（三列二層）につ

いて計算し、真上に一機存在する場合と比較してどの程度干渉が増加するか検討した。な

お、層の間隔については、5,000ft と 10,000ft の二つで検討した。当該モデル（モデル２）

を図６．１－１１に示す。なお、本モデルでは航路間隔 L は 25km、機体間隔は 20NM と

して計算した。 

 

図６．１－１１ 三列二層モデル（モデル２） 

 

高度差 5,000ft（35,000ft と 40,000ft）の場合の計算結果を図６．１－１２に、高度差

10,000ft（30,000ft と 40,000ft）の場合の計算結果を図６．１－１３に示す。 
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図６．１－１２ モデル２における高度間隔 5,000ft の計算結果 

 

図６．１－１３ モデル２における高度間隔 10,000ft の計算結果 
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６．２ 複数機体による干渉増加量 

６．２．１ 航空機の飛行に関する現状分析 

機内携帯電話システムが多数の機体に導入された場合、複数の機体が干渉源となり、機

体１機の場合よりも、より強い干渉を地上携帯電話ネットワークに与える可能性がある。

このため、航空機の飛行に関する現状分析を行った。 

 

（１）飛行間隔 

計器飛行（レーダー誘導）における航空機間隔は、 

・レーダーサイトから 40NM 以内の空域・・・・3NM 

・レーダーサイトから 40NM 以遠の空域・・・・5NM 

である。これを踏まえると、最短間隔は以下のとおりとなる。 

① 離発着時 ・・・3NM 間隔 

② 上昇・下降時 ・・・5NM 間隔 

③ 巡航時 ・・・5NM 間隔 

  

 これを踏まえ、例えば 半径 20km 範囲での航空機数を単純計算すると、 

  ① 離発着時  ・・・9 機程度（自機、前方 4 機、後方 4 機） 

  ② 上昇・下降時・・・5 機程度（自機、前方 2 機、後方 2 機） 

 

となる。他方、巡航時については、FL290 から FL410 の各高度に 5 機まで存在で

きるため、最大で 13×5=65 機が存在するものの、実際は各高度に 2 機程度=26 機が

妥当な最大値と考えられる。（注：FL = Flight Level（気圧高度） 例 FL290 = 

29,000ft） 
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（２）日本の代表的な混雑点 

我が国の空域について、東海道を中心に記載したところ、図６．２－１のとおり。図

では、赤線は羽田発、青線は羽田着を意味している。特に伊豆大島については、羽田着

陸便が通過するメインゲートウェイであり、また、河和については、巡航状態の航空機

が東行き、西行き共に存在し、特に西行きについてはほぼ平行に三本の主要航空路が存

在している。 

 このため、本検討会では、伊豆大島上空と河和上空を我が国の代表的な混雑点とし、

共用検討の際に活用することとする。なお、伊豆大島上空での飛行の実態は飛行間隔

5NM～10NM、飛行高度は 16,000ft 程度であり、同様に河和上空については飛行間隔

20NM、隣接する航空路と航路間隔は 25km、高度と高度間隔については 

・高度 30,000ft と 40,000ft（高度間隔 10,000ft） 

・高度 35,000ft と 40,000ft（高度間隔 5,000ft） 

である。 

 

図６．２－１ 東海道を中心とした飛行航路 
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（３）代表的混雑場所のモデルへの適用 

我が国において狭い空域に多数の飛行機が密集している代表的な混雑場所として、伊

豆大島上空及び名古屋近辺の河和上空を選択することとした。 

これら代表的な混雑場所について、検討したモデルの適用を検討した結果、伊豆大島

上空をイメージした場合、羽田空港へ降下する途中の航空機で密集しているため、モデ

ル１－２に適用することが適当であり、また、河和上空をイメージした場合、巡航中の

航空機で密集しているため、モデル２に適用することが適当であるとの結論に至った。

それぞれについて具体的な値を条件として与えると以下のとおり。 

 

【A 伊豆大島上空をイメージ】 

・高度：16,000ft 程度 

・飛行間隔：5～10NM 

・複数機体を考慮する空の範囲：伊豆大島付近の現状を踏まえ、中心機体を中心

として半径 100km。これは、グラフで値を見る場合、飛行間隔が 5NM の場

合はグラフで横軸が 10、10NM の場合は横軸が 5 の値となる。 

 

【B 河和上空をイメージ】 

・高度：30,000ft（高度間隔 10,000ft）と 35,000ft（高度間隔 5,000ft） 

・飛行間隔：20NM 

・航路間隔：25km 

・複数機体を考慮する空の範囲：河和付近の現状を踏まえ、中心機体を中心とし

て半径 200km。これは、グラフで値を見る場合は、飛行間隔が 20NM の場合

に横軸が 5 の値となる。 
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６．２．２代表的混雑場所を考慮した複数機体による干渉増加量 

（１）代表的混雑場所を考慮した干渉増加量 

代表的混雑場所を考慮し、グラフから読み取った複数機体による干渉増加量を表６．

２－１に示す。 

表６．２－１ 複数機体による干渉増加量 

  
A 伊豆大島イメージ(dB) B 河和イメージ(dB) 
飛行間隔 

5NM 
飛行間隔 

10NM 
高度間隔 
5,000ft 

高度間隔 
10,000ft 

高度 
（m） 

3,000  1.1 0.3 2.0 1.5 
4,000  1.8 0.5 2.5 2.0 
5,000  2.4 0.8 3.0 2.5 
6,000  3.1 1.1 3.5 3.1 
7,000  3.7 1.4 3.9 3.6 
8,000  4.1 1.7 4.4 4.1 
9,000  4.6 2.0 4.8 4.5 
10,000  5.0 2.3 5.2 5.0 

 

（２）考察 

【A 伊豆大島上空をイメージ】については低高度を前提としたものであるため、低高

度においてより現実に適合しており、また、【B 河和上空をイメージ】については高高

度を前提としたものであるため、高高度に適用することがより現実に適合している。 

このため、 

3,000m から 7,000m については【A 伊豆大島上空をイメージ】 

8,000m から 10,000m については【B 河和上空をイメージ】 

を適用することとし、飛行間隔に依らず、複数機体による最悪の干渉増加を与えるも

のを表６．２－２に、最小限の干渉増加を与えるものを表６．２－３に示す。 
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表６．２－２ 複数機体による干渉増加量（最悪値） 

  複数機体による増加干渉量（dB） 

高度（m） 

3,000 1.1
4,000 1.8
5,000 2.4
6,000 3.1
7,000 3.7
8,000 4.4
9,000 4.8

10,000 5.2

 

表６．２－３ 複数機体による干渉増加量（最小値） 

  複数機体による増加干渉量（dB） 

高度（m）

3,000 0.3
4,000 0.5
5,000 0.8
6,000 1.1
7,000 1.4
8,000 4.1
9,000 4.5

10,000 5.0

 

 

６．３ 複数機体の影響を考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力 

（１）複数機体の影響（最悪値）を考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力 

第５章の「５．４ 被干渉側が地上移動局の場合の電波伝搬減衰のみ考慮した場合」

の表に、表６．２－２の複数機体による干渉増加値（最悪値）を加えると、複数機体の

影響（最悪値）を考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力が求まる。結果

を表６．３－１に示す。 

 

（２）複数機体の影響（最小値）を考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力 

第５章の「５．４ 被干渉側が地上移動局の場合の電波伝搬減衰のみ考慮した場合」

の表に、表６．２－３の複数機体による干渉増加値（最小値）を加えると、複数機体の

影響（最小値）を考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力が求まる。結果

を表６．３－２に示す。 
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表６．３－１ 複数機体の影響（最悪値）を考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p：dBm/200kHz） 

与干渉システム

機内 
基地局 

① 

NCU 
③-1 及び③-2 

被干渉周波数帯

 
1.7 

GHz 帯 800MHz 帯 
1.5

GHz 帯
1.7 

GHz 帯 
1.8

GHz 帯
2GHz 帯 2.5GHz 帯 

被干渉システム W-CDMA W-CDMA PDC cdma 
2000 PDC W-CDMA PHS W-CDMA cdma 

2000 
WIMAX、 
次世代 PHS 

高度

（m） 

3,000 -11.8 -18.3 0.0 -18.6 5.3 -11.8 -25.6 -10.6 -10.6 -10.0 

4,000 -10.0 -16.5 1.8 -16.8 7.1 -10.0 -23.8 -8.8 -8.8 -8.2 

5,000 -8.7 -15.1 3.2 -15.5 8.4 -8.7 -22.5 -7.4 -7.5 -6.9 

6,000 -7.8 -14.3 4.1 -14.6 9.3 -7.8 -21.6 -6.5 -6.6 -6.0 

7,000 -7.0 -13.5 4.8 -13.8 10.0 -7.0 -20.9 -5.8 -5.9 -5.2 

8,000 -6.6 -13.1 5.3 -13.4 10.5 -6.6 -20.4 -5.3 -5.4 -4.8 

9,000 -6.0 -12.4 5.9 -12.8 11.1 -6.0 -19.8 -4.7 -4.8 -4.2 

10,000 -5.4 -11.9 6.4 -12.2 11.6 -5.4 -19.3 -4.2 -4.3 -3.6 
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表６．３－２ 複数機体の影響（最小値）を考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p：dBm/200kHz） 

与干渉システム
機内 

基地局① 
NCU 

③-1 及び③-2 

被干渉周波数帯
1.7 

GHz 帯 800MHz 帯 
1.5

GHz 帯
1.7 

GHz 帯 
1.8

GHz 帯
2GHz 帯 2.5GHz 帯 

被干渉システム W-CDMA W-CDMA PDC cdma 
2000 

PDC W-CDMA PHS W-CDMA cdma 
2000 

WIMAX、 
次世代 PHS 

高度

（m） 

3,000 -11.0 -17.5 0.8 -17.8 6.1 -11.0 -24.8 -9.8 -9.8 -9.2 

4,000 -8.7 -15.2 3.1 -15.5 8.4 -8.7 -22.5 -7.5 -7.5 -6.9 

5,000 -7.1 -13.5 4.8 -13.9 10.0 -7.1 -20.9 -5.8 -5.9 -5.3 

6,000 -5.8 -12.3 6.1 -12.6 11.3 -5.8 -19.6 -4.5 -4.6 -4.0 

7,000 -4.7 -11.2 7.1 -11.5 12.3 -4.7 -18.6 -3.5 -3.6 -2.9 

8,000 -6.3 -12.8 5.6 -13.1 10.8 -6.3 -20.1 -5.0 -5.1 -4.5 

9,000 -5.7 -12.1 6.2 -12.5 11.4 -5.7 -19.5 -4.4 -4.5 -3.9 

10,000 -5.2 -11.7 6.6 -12.0 11.8 -5.2 -19.1 -4.0 -4.1 -3.4 
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６．４ まとめ 

本章では、被干渉側が地上移動局の場合の共用条件を検討するため、機内携帯電話シ

ステムが搭載された機体が複数存在する場合の影響について検討した。当該影響を検討

するに当たり、複数のモデルを検討すると共に我が国における航空機の飛行に関して現

状分析を行い、最も混雑している場所として伊豆大島上空と河和上空を選択し、それぞ

れに適当なモデルを用い、複数機体による干渉増加量を計算した。 

また、当該干渉増加量については、最悪値（最大値）と最小値を計算により導いてお

り、これらの値については、最終的な共用検討条件を検討する際に用いられるものであ

る。 
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第７章 被干渉側が地上基地局の場合の共用条件検討 

 

７．１ 基地局アンテナパタンの考慮 

被干渉側が地上基地局の場合の共用条件を検討するためには、第５章の「５．５ 被干

渉側が地上基地局の場合の電波伝搬減衰のみ考慮した場合」がアンテナパタンを全く考慮

していない表であるため、基地局のアンテナパタンを必ず検討する必要がある。 

他方、アンテナパタンを検討することは、すなわち指向性を考慮することであり、大地

の反射が影響する可能性が出てくる。まず、基地局アンテナ仰角（Elevation Angle）と航

空機の関係を図７．１－１に示す。ここで、水平方向の仰角は 0 度、真上方向の仰角は 90

度となる。 

図７．１－１ 基地局アンテナ仰角（Elevation Angle）と航空機の関係 

 

なお、本検討で用いる基地局アンテナパタンについては、検討の結果、以下の 3 つとし

た。 

・代表的な基地局アンテナパタン（W-CDMA のアンテナパタンを用いたもの） 

・PHS 基地局アンテナパタン 

・WiMAX 及び次世代 PHS 基地局アンテナパタン 
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７．１．１ 代表的な基地局のアンテナパタンを用いた場合の干渉増加 

（１）検討に用いるアンテナパタン 

地上携帯電話ネットワークと他のシステムとの干渉を検討する場合は、大地方向のア

ンテナパタンが用いられるが、航空機との干渉を検討する場合は、天空方向の仰角を検

討する必要がある。このため、天空方向のアンテナパタンの入手を試みたところ、結論

として適当なものは「ITU-R F.1336-2」で規定されているアンテナパタンであることが

判明し、使用することとした。 

具体的には、当該勧告の 3.1 から 3.1.1.2 における計算式にて improved side-lobe 

performance （k=0）としたものを用いる。なお、ヨーロッパにおける機内携帯電話シ

ステムの検討において、ECC Doc 93 でも同じ「3.1」の式を使用しているが、一方で、

ECC REPORT 93 の SEAMCAT シミュレーションでは、よりサイドローブの低い「3.2」

の式を使っていると考えられる。 

ここで、当該勧告の式を用い、半値幅 7 度の場合の垂直面内指向性の計算結果を図７．

１－２に、半値幅 90 度の場合の水平面内指向性の計算結果を図７．１－３に示す。 

 

図７．１－２ 半値幅 7 度の場合の垂直面内指向性の計算結果 
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図７．１－３ 半値幅 90 度の場合の水平面内指向性の計算結果 

 

（２）干渉計算の前提条件 

以下のとおりとした。 

・航空機と基地局の間の伝搬は自由空間伝搬損失式（周波数 2,110MHz）で計算した。 

・大地は球面とした。（等価地球半径 8,500km） 

・大地反射を考慮しない場合と考慮する場合のそれぞれで計算した。（反射による減衰

は、反射角によらず一定とし、0dB と 3dB のそれぞれで計算した） 

・干渉検討に用いる基地局のシステムスペックについては、総務省情報通信審議会に 

 て用いられる値を利用した。具体的には以下のとおり。 

 ・基地地局アンテナ高は 40m。 

 ・基地局アンテナのチルト角については、郊外が 2.5 度、都市部が 6.5 度。 

 

なお、参考のため、基地局アンテナのチルト角が 0 度の場合も試算した。 
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（３）検討したケース 

次に検討したケース及び図番号を表７．１－１に示す。 

 

表７．１－１ 検討したケース一覧 

ケース 大地反射 チルト角（度） 反射波の 
減衰 

図番号 図番号 
（規格化） 

1 無し 0 - 図７．１－４ 図７．１－５

2 無し 2.5 - 図７．１－６ 図７．１－７

3 無し 6.5 - 図７．１－８ 図７．１－９

4 有り 0 なし 図７．１－１０ 図７．１－１１

5 有り 0 あり 図７．１－１２ 図７．１－１３

6 有り 2.5 なし 図７．１－１４ 図７．１－１５

7 有り 2.5 あり 図７．１－１６ 図７．１－１７

8 有り 6.5 なし 図７．１－１８ 図７．１－１９

9 有り 6.5 あり 図７．１－２０ 図７．１－２１

 

なお、いずれのケースでも、真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算を行

っている。この規格化された値がアンテナパタンを考慮した干渉増加量そのものとなる。 
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ケース１） チルト角 0 度（水平方向）の場合 

チルト角 0 度（水平方向）の場合の伝搬損失計算結果を図７．１－４に、真上（高度）

の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果を図７．１－５に示す。 

 

図７．１－４ チルト角 0 度（水平方向）の場合の伝搬損失計算結果 

 

図７．１－５ チルト角 0 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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ケース２） チルト角 2.5 度の場合 

チルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果を図７．１－６に、真上（高度）の自由空間

伝搬損失で規格化した計算結果を図７．１－７に示す。 

 

図７．１－６ チルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

図７．１－７ チルト角 2.5 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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ケース３） チルト角 6.5 度の場合 

チルト角 6.5 度の場合の伝搬損失計算結果を図７．１－８に、真上（高度）の自由空間

伝搬損失で規格化した計算結果を図７．１－９に示す。 

 

図７．１－８ チルト角 6.5 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

図７．１－９ チルト角 6.5 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 



 

 ‐252‐

ケース４） 反射減衰なしでチルト角 0 度（水平方向）の場合 

反射減衰なしでチルト角 0 度（水平方向）の場合の伝搬損失計算結果を図７．１－１

０に、反射減衰なしで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果を図７．

１－１１に示す。 

図７．１－１０ 反射減衰なしでチルト角 0 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

図７．１－１１ 反射減衰なしで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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ケース５） 反射減衰ありでチルト角 0 度（水平方向）の場合 

反射減衰ありでチルト角 0 度の場合の伝搬損失計算結果を図７．１－１２に、反射減

衰ありで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した場合の計算結果を図７．１－１

３に示す。ここで、反射による減衰は 3dB とした。 

 

図７．１－１２ 反射減衰ありでチルト角 0 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

 
図７．１－１３ 反射減衰ありで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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ケース６） 反射減衰なしでチルト角 2.5 度の場合 

反射減衰なしでチルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果を図７．１－１４に、反射減

衰なしで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した場合の計算結果を図７．１－１

５に示す。 

図７．１－１４ 反射減衰なしでチルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果 

図７．１－１５ 反射減衰なしで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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ケース７） 反射減衰ありでチルト角 2.5 度の場合 

反射減衰ありでチルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果を図７．１－１６に、反射減

衰ありで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した場合の計算結果を図７．１－１

７に示す。ここで、反射による減衰は 3dB とした。 

 

図７．１－１６ 反射減衰ありでチルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

図７．１－１７ 反射減衰なしで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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ケース８） 反射減衰なしでチルト角 6.5 度の場合 

反射減衰なしでチルト角 6.5 度の場合の伝搬損失計算結果を図７．１－１８に、反射減

衰なしで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した場合の計算結果を図７．１－１

９に示す。 

図７．１－１８ 反射減衰ありでチルト角 6.5 度の場合の伝搬損失計算結果 

図７．１－１９ 反射減衰なしで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 



 

 ‐257‐

ケース９） 反射減衰ありでチルト角 6.5 度の場合 

反射減衰ありでチルト角 6.5 度の場合の伝搬損失計算結果を図７．１－２０に、反射減

衰ありで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した場合の計算結果を図７．１－２

１に示す。ここで、反射による減衰は 3dB とした。 

 

図７．１－２０ 反射減衰ありでチルト角 6.5 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

図７．１－２１ 反射減衰なしで真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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（４） 干渉増加量一覧 

干渉増加量についてケース１からケース９までの結果をピーク値について整理したと

ころ、表７．１－２に示す。 

 

表７．１－２ 携帯基地局アンテナパタンによる干渉増加量 

大地反射 
チルト

角 
反射波の

減衰 
ケース

No 
低仰角におけるピーク 高仰角におけるピーク

（θ=5～8 度） （θ=45 度） 

無し 
0 度 - 1 -26.0  -27.0  

2.5 度 - 2 -31.5  -27.5  
6.5 度 - 3 - -28.0  

有り 

0 度 
無し 4 -23.0  -24.0  
有り 5 -24.5  -25.5  

2.5 度 
無し 6 -22.0  -24.0  
有り 7 -24.5  -25.5  

6.5 度 
無し 8 -17.0  -24.0  
有り 9 -20.0  -25.5  

 

この表で、例えば「-24 dB」とは、機体が基地局の真上にあり、かつ基地局アンテナ

の指向方向が機体方向を向いている場合と比較して、24dB だけ伝搬損失が大きいことを

示す。この場合、干渉源の電力としては「24dB 大きくてもよい」こととなるため、許容

電力の一覧表上の算術処理としては、「-24dB」を差し引く操作となる。 

 

（５） 干渉検討に用いる値 

一般的に基地局から低仰角方向に航空機が直接見え、かつ、電波が到達するとは考え

にくいため、低仰角ではなく、高仰角におけるピーク値を採用することとする。また、

大地反射の影響も結果に影響していることを踏まえ、大地反射の影響がある場合を採用

することとし、特に反射減衰がある場合が一般的なため、反射減衰がある場合を採用す

ることとする。 

このため、結論として、チルト角は 2.5 度及び 6.5 度の何れについても、干渉増加量と

しては「-25.5dB」を採用することとする。 
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７．１．２ PHS 基地局のアンテナパタンを用いた場合の干渉増加 

（１）検討に用いるアンテナパタン 

PHS 基地局アンテナパタンについては、総務省情報通信審議会にて用いられている

ものを用いることとした。 

 

（２）干渉計算の前提条件 

以下のとおりとした。 

・航空機と基地局の間の伝搬は自由空間伝搬損失式（周波数 1,880MHz）で計算した。 

・大地は球面とした。（等価地球半径 8,500km） 

・大地反射を考慮しない場合と考慮する場合のそれぞれで計算した。（反射による減衰

は、反射角によらず一定とし、0dB と 3dB のそれぞれで計算した） 

・干渉検討に用いる基地局のシステムスペックについては、総務省情報通信審議会に 

 て用いられる値を利用した。具体的には以下のとおり。 

 ・基地局アンテナ高は 40m。 

 ・基地局アンテナのチルト角については 5 度。 

なお、他との比較検討の観点から、基地局アンテナのチルト角については 0 度及び

2.5 度の場合も計算した。 

 

（３）検討したケース 

次に検討したケース及び図番号を表７．１－３に示す。 

表７．１－３ 検討したケース一覧 

ケース 大地反射 チルト角 
（度） 

反射波の 
減衰 

図番号 
（規格化） 

図番号 
（規格化） 

1 無し 0 - 図７．１－２２ 図７．１－２３

2 無し 2.5 - 図７．１－２４ 図７．１－２５

3 無し 5 - 図７．１－２６ 図７．１－２７

4 有り 0 なし 図７．１－２８ 図７．１－２９

5 有り 0 あり 図７．１－３０ 図７．１－３１

6 有り 2.5 なし 図７．１－３２ 図７．１－３３

7 有り 2.5 あり 図７．１－３４ 図７．１－３５

8 有り 5 なし 図７．１－３６ 図７．１－３７

9 有り 5 あり 図７．１－３８ 図７．１－３９

なお、いずれのケースでも、真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算を行っ

ている。この規格化された値がアンテナパタンを考慮した干渉増加量そのものとなる。 
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ケース 1）チルト角 0 度（水平方向）の場合 

大地反射を考慮しないチルト角 0 度（水平方向）の場合の伝搬損失計算結果を図７．

１－２２に、真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果を図７．１－２３

に示す。 

図７．１－２２ 大地反射を考慮しないチルト角 0 度（水平方向）の場合の伝搬損失計算結果 

図７．１－２３ チルト角 0 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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ケース２）チルト角 2.5 度の場合 

大地反射を考慮しないチルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果を図７．１－２４に、

真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果を図７．１－２５に示す。 

図７．１－２４ チルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

図７．１－２５ チルト角 2.5 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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ケース３）チルト角 5 度の場合 

大地反射を考慮しないチルト角 5 度の場合の伝搬損失計算結果を図７．１－２６に、

真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果を図７．１－２７に示す。 

図７．１－２６ チルト角 5 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

図７．１－２７ チルト角 5 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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ケース４）反射減衰なしの大地反射を考慮したチルト角 0 度（水平方向）の場合 

反射減衰なしの大地反射を考慮したチルト角 0 度（水平方向）の場合の伝搬損失計算

結果を図７．１－２８に、真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果を図

７．１－２９に示す。 

図７．１－２８ 反射減衰なしのチルト角 0 度（水平方向）の場合の伝搬損失計算結果 

 

図７．１－２９ 反射減衰なしのチルト角 0 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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ケース５）反射減衰ありの大地反射を考慮したチルト角 0 度（水平方向）の場合 

反射減衰あり（3dB）の大地反射を考慮したチルト角 0 度（水平方向）の場合の伝搬損

失計算結果を図７．１－３０に、真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結

果を図７．１－３１に示す。 

図７．１－３０ 反射減衰ありのチルト角 0 度（水平方向）の場合の伝搬損失計算結果 

 

 図７．１－３１ 反射減衰ありのチルト角 0 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果 
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ケース６）反射減衰なしの大地反射を考慮したチルト角 2.5 度の場合 

反射減衰なしの大地反射を考慮したチルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果を図７．

１－３２に、真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果を図７．１－３３

に示す。 

図７．１－３２ 反射減衰なしのチルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

 図７．１－３３ 反射減衰なしのチルト角 2.5 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果



 

 ‐266‐

ケース７）反射減衰ありの大地反射を考慮したチルト角 2.5 度の場合 

反射減衰あり（3dB）の大地反射を考慮したチルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果

を図７．１－３４に、真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果を図７．

１－３５に示す。 

図７．１－３４ 反射減衰ありのチルト角 2.5 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

 図７．１－３５ 反射減衰ありのチルト角 2.5 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果
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ケース８）反射減衰なしの大地反射を考慮したチルト角 5 度の場合 

反射減衰なしの大地反射を考慮したチルト角 5 度の場合の伝搬損失計算結果を図７．

１－３６に、真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果を図７．１－３７

に示す。 

図７．１－３６ 反射減衰なしのチルト角 5 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

 図７．１－３７ 反射減衰なしのチルト角 5 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果
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ケース９）反射減衰ありの大地反射を考慮したチルト角 5 度の場合 

反射減衰あり（3dB）の大地反射を考慮したチルト角 5 度の場合の伝搬損失計算結果を

図７．１－３８に、真上（高度）の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果を図７．１

－３９に示す。 

図７．１－３８ 反射減衰ありのチルト角 5 度の場合の伝搬損失計算結果 

 

 図７．１－３９ 反射減衰ありのチルト角 5 度で真上の自由空間伝搬損失で規格化した計算結果
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（４） 干渉増加量一覧 

干渉増加量についてケース１からケース９までの結果をピーク値について整理したと

ころ、表７．１－４に示す。 

表７．１－４ PHS 基地局アンテナパタンによる干渉増加量 

チルト角 反射なし 
（dB） 

反射有り（dB） 

反射減衰なし 反射減衰有り 

0 度 -19.5 -16.5 -18.0 

2.5 度 -19.5 -17.0 -18.5 

5 度 -19.5 -16.5 -19.0 

 

この表で、例えば「-17 dB」とは、機体が基地局の真上にあり、かつ基地局アンテナ

の指向方向が機体方向を向いている場合と比較して、17dB だけ伝搬損失が大きいことを

示す。この場合、干渉源の電力としては「17dB 大きくてもよい」こととなるため、許容

電力の一覧表上の算術処理としては、「-17dB」を差し引く操作となる。 

 

（５） 干渉検討に用いる値 

一般的に基地局から低仰角方向に航空機が直接見え、かつ、電波が到達するとは考え

にくいため、低仰角ではなく、高仰角におけるピーク値を採用することとする。また、

大地反射の影響も結果に影響していることを踏まえ、大地反射の影響がある場合を採用

することとし、特に反射減衰がある場合が一般的なため、反射減衰がある場合を採用す

ることとする。 

このため、結論として、チルト角 2.5 度に対し、反射波減衰有りの場合の値である

「-18.5dB」を、チルト角 5 度に対し、反射波減衰有りの場合の値である「-19.0dB」を

干渉増加量としてそれぞれ採用することとする。 
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７．１．３ WiMAX 及び次世代 PHS 基地局のアンテナパタンを用いた場合の干渉増加 

７．１．１節で用いた代表的な基地局アンテナパタンと、WiMAX 及び次世代 PHS のア

ンテナパタンは類似しており、7 度であった垂直面内の半値幅（図７．１－２）を 5.4 度に

したものとほぼ同じである。WiMAX 及び次世代 PHS 基地局のアンテナパタンを図７．１

－４０に示す。 

 

図７．１－４０ WiMAX 及び次世代 PHS 基地局のアンテナパタン 

 

WiMAX基地局のアンテナパタン 

次世代PHS基地局のアンテナパタン 
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このため、７．１．１節で用いた代表的な基地局アンテナパタンを導出した式に対し、7

度程度であった垂直面内の半値幅を 5.4 度程度にして計算を行い、７．１．１節で導いた代

表的な基地局アンテナにおける伝搬損失計算を真上(高度)の自由空間伝搬損失で規格化し

た計算結果と比較を行った。それぞれチルト角 0、2.5、6.5 度に対し、図７．１－４１から

図７．１－４３に結果を示す。 

 

図７．１－４１ チルト角 0 度の場合の比較 

 

1.7dBの差
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図７．１－４２ チルト角 2.5 度の場合の比較 

 

図７．１－４３ チルト角 6.5 度の場合の比較 

 

1.7dBの差 

1.7dBの差
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結果を７．１．１節で導いた代表的な基地局アンテナにおける干渉増加量と比較すると、

低仰角を除き、ほぼ全体的に 1.7dB 程度シフトした計算結果が得られた。このため、WiMAX

と次世代 PHS については、基地局アンテナパタンが関係する計算については、干渉検討に

用いる値として、７．１．１節で導いた代表的な基地局アンテナ値から 1.7dB 少ない値を

採用することとする。 
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７．２ 複数機体の影響による干渉増加 

７．２．１ 代表的な基地局アンテナパタンを用いた場合の干渉増加量 

被干渉側が基地局である場合、複数機体の影響を考慮する場合にも基地局アンテナパタ

ンを考慮する必要がある。このため、基本的には被干渉側が移動局であった場合と同様の

条件で、複数機体の影響について検討を行うこととするが、「７．１ 基地局アンテナパタ

ンの考慮」で考慮したのと同様に大地については球面とした。 

また、基地局の航空機方向への仰角については、被干渉が移動局の場合の結果を踏まえ、

最大の干渉増加を与える 45 度として計算した。さらに検討するモデルについても被干渉が

移動局の場合と同様としモデル１－１とモデル２を用い、同様の計算を行った。 

なお、球面大地にてモデル１－１を表現すると図７．２－１となる。 

 

図７．２－１ 球面大地にてモデル１－１を表現した場合 
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さらに、球面大地で検討する場合の留意点を述べる。基地局アンテナと飛行機の位置関

係については、図７．２－２に示すとおり、地表から一定の高度を保ったまま飛行してい

る航空機であっても、基地局から非常に低仰角あるいはマイナスの仰角の方向に機体が存

在する場合がある。他方、基地局から低仰角あるいはマイナスの仰角方向には、一般的に

はビルや山などの遮蔽物が存在するため、航空機に搭載された機内携帯電話システムから

の電波が干渉波として到達することは考えにくい。 

よって、以降の検討では、複数機体を考慮する場合、基地局から見た仰角 10 度以上に入

る範囲の複数機体のみを対象とすることとする。（ケース１～９）なお、参考までに、仰角

0度以上に入る範囲の複数機体を対象とした試算も行った。（ケース参考１～１２） 

 

図７．２－２ 基地局アンテナと飛行機の位置関係を表す図 
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（１）複数機体が一列に並んでいる場合（モデル１－１）の干渉増加 

地上基地局の真上に１機の９航空機が存在する場合と比較して，複数機体が存在する

ことによりどの程度干渉が増大するかを下記の条件で計算した。 

 

1) 仰角 10 度以上に入る範囲の複数機体を対象とした干渉増加量 

仰角 10 度以上に入る範囲の複数機体を対象とし、基地局アンテナチルト角を 0 度、2.5

度、6.5 度に、機体間隔 L を 5NM、10NM、25NM に変化させて計算し、横軸を前後そ

れぞれの機体数、縦軸を増加干渉量としてグラフ化した。検討したケース及び図番号は

表７．２－１のとおり。 

表７．２－１ モデル１－１に対して検討したケース一覧 

ケース チルト角（度） 機体間隔（NM） 図番号 
1 0 5 図７．２－３ 
2 0 10 図７．２－４ 
3 0 25 図７．２－５ 
4 2.5 5 図７．２－６ 
5 2.5 10 図７．２－７ 
6 2.5 25 図７．２－８ 
7 6.5 5 図７．２－９ 
8 6.5 10 図７．２－１０ 
9 6.5 25 図７．２－１１ 

 

なお、いずれのグラフでも縦軸は、真上に 1 機の場合の干渉を基準とした相対値であ

り、例えば、5,000m のグラフは、真上 5,000m に 1 機ある場合との比較値である。また、

横軸で「10」の場合は、真上 1 機とその前方 10 機、後方 10 機の合計 21 機が飛行して

いる場合の干渉を合計している。 
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図７．２－３ ケース１：機体間隔 5NM、チルト角 0 度の場合の計算結果 

 

図７．２－４ ケース２：機体間隔 10NM、チルト角 0 度の場合の計算結果 
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図７．２－５ ケース３：機体間隔 25NM、チルト角 0 度の場合の計算結果 

 

図７．２－６ ケース４：機体間隔 5NM、チルト角 2.5 度の場合の計算結果 
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図７．２－７ ケース５：機体間隔 10NM、チルト角 2.5 度の場合の計算結果 

 

図７．２－８ ケース６：機体間隔 25NM、チルト角 2.5 度の場合の計算結果 
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図７．２－９ ケース７：機体間隔 5NM、チルト角 6.5 度の場合の計算結果 

 

図７．２－１０ ケース８：機体間隔 10NM、チルト角 6.5 度の場合の計算結果 
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図７．２－１１ ケース９：機体間隔 25NM、チルト角 6.5 度の場合の計算結果 
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2) 仰角 0 度以上に入る範囲の複数機体を対象とした干渉増加量（参考） 

参考までに、仰角 0 度以上に入る範囲の複数機体を対象とし、基地局アンテナチルト

角を 0 度、2.5 度、6.5 度に、機体間隔 L を 5NM、10NM、25NM、50NM に変化させて

試算し、横軸を前後それぞれの機体数、縦軸を増加干渉量としてグラフ化した。検討し

たケース及び図番号は表７．２－２のとおり。 

 

表７．２－２ モデル１－１に対して検討したケース一覧（参考） 

ケース チルト角（度） 機体間隔（NM） 図番号 
参考 1 0 5 図７．２－１２ 
参考 2 0 10 図７．２－１３ 
参考 3 0 25 図７．２－１４ 
参考 4 0 50 図７．２－１５ 
参考 5 2.5 5 図７．２－１６ 
参考 6 2.5 10 図７．２－１７ 
参考 7 2.5 25 図７．２－１８ 
参考 8 2.5 50 図７．２－１９ 
参考 9 6.5 5 図７．２－２０ 
参考 10 6.5 10 図７．２－２１ 
参考 11 6.5 25 図７．２－２２ 
参考 12 6.5 50 図７．２－２３ 

 

なお、いずれのグラフでも縦軸は、真上に 1 機の場合の干渉を基準とした相対値であ

り、例えば、5,000m のグラフは、真上 5,000m に 1 機ある場合との比較値である。また、

横軸で「10」の場合は、真上 1 機とその前方 10 機、後方 10 機の合計 21 機が飛行して

いる場合の干渉を合計している。 
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図７．２－１２ ケース参考１：機体間隔 5NM、チルト角 0 度の場合の計算結果 

 

図７．２－１３ ケース参考２：機体間隔 10NM、チルト角 0 度の場合の計算結果 
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図７．２－１４ ケース参考３：機体間隔 25NM、チルト角 0 度の場合の計算結果 

 

図７．２－１５ ケース参考４：機体間隔 50NM、チルト角 0 度の場合の計算結果 
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図７．２－１６ ケース参考５：機体間隔 5NM、チルト角 2.5 度の場合の計算結果 

 

図７．２－１７ ケース参考６：機体間隔 10NM、チルト角 2.5 度の場合の計算結果 
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図７．２－１８ ケース参考７：機体間隔 25NM、チルト角 2.5 度の場合の計算結果 

 

図７．２－１９ ケース参考８：機体間隔 50NM、チルト角 2.5 度の場合の計算結果 
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図７．２－２０ ケース参考９：機体間隔 5NM、チルト角 6.5 度の場合の計算結果 

 

図７．２－２１ ケース参考１０：機体間隔 10NM、チルト角 6.5 度の場合の計算結果 
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図７．２－２２ ケース参考１１：機体間隔 25NM、チルト角 6.5 度の場合の計算結果 

 

図７．２－２３ ケース参考１２：機体間隔 50NM、チルト角 6.5 度の場合の計算結果 

 

また、参考までに、高度が 5,000m、機体間隔 L が 5NM、10NM、25NM、50NM の

場合の 仰角の変化と Azimuth angle の変化を試算した。仰角の変化を図７．２－２４に、
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Azimuth angle の変化を図７．２－２５に示す。 

図７．２－２４ 高度 5,000m における仰角の変化 

 

図７．２－２５ 高度 5,000m における Azimuth angle の変化 
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（２）複数の層で複数機体が飛行している場合（モデル２） 

３列２層に複数機体が存在する場合の干渉を考慮した場合に，地上基地局の真上に航

空機が１機存在する場合と比較して，どの程度干渉が増大するかを下記の条件で、高度

をパラメータとして計算した。 

 

1) 仰角 10 度以上に入る範囲の複数機体を対象とした干渉増加量 

仰角 10 度以上に入る範囲の複数機体を対象とし、基地局アンテナチルト角を 0 度、2.5

度、6.5 度に、高度間隔を 5,000ft、10,000ft に変化させて計算し、横軸を前後それぞれ

の機体数、縦軸を増加干渉量としてグラフ化した。検討したケース及び図番号は表７．

２－３のとおり。 

表７．２－３ モデル２に対して検討したケース一覧 

ケース チルト角（度） 高度間隔（ft） 図番号 
10 0 5,000 図７．２－２６ 
11 2.5 5,000 図７．２－２７ 
12 6.5 5,000 図７．２－２８ 
13 0 10,000 図７．２－２９ 
14 2.5 10,000 図７．２－３０ 
15 6.5 10,000 図７．２－３１ 

 

なお、いずれのグラフでも縦軸は、真上に 1 機の場合の干渉を基準とした相対値であ

り、例えば、5,000m のグラフは、真上 5,000m に 1 機ある場合との比較値である。また、

横軸で「10」の場合は、真上 1 機とその前方 10 機、後方 10 機の合計 21 機、それが 6

層分で 126 機が飛行している場合の干渉を合計している。 
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図７．２－２６ ケース１０：高度間隔 5,000ft、チルト角 0 度の場合の計算結果 

 

図７．２－２７ ケース１１：高度間隔 5,000ft、チルト角 2.5 度の場合の計算結果 
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図７．２－２８ ケース１２：高度間隔 5,000ft、チルト角 6 度の場合の計算結果 

 

図７．２－２９ ケース１３：高度間隔 10,000ft、チルト角 0 度の場合の計算結果 
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図７．２－３０ ケース１４：高度間隔 105,000ft、チルト角 2.5 度の場合の計算結果 

 

図７．２－３１ ケース１５：高度間隔 10,000ft、チルト角 6 度の場合の計算結果 
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2) 仰角 0 度以上に入る範囲の複数機体を対象とした干渉増加量（参考） 

参考までに、仰角 0 度以上に入る範囲の複数機体を対象とし、基地局アンテナチルト

角を 0 度、2.5 度、6.5 度に、高度間隔を 5,000ft、10,000ft に変化させて試算し、横軸を

前後それぞれの機体数、縦軸を増加干渉量としてグラフ化した。検討したケース及び図

番号は表７．２－４のとおり。 

表７．２－４ モデル２に対して検討したケース一覧（参考） 

ケース チルト角（度） 高度間隔（ft） 図番号 
参考 13 0 5,000 図７．２－３２ 
参考 14 2.5 5,000 図７．２－３３ 
参考 15 6.5 5,000 図７．２－３４ 
参考 16 0 10,000 図７．２－３５ 
参考 17 2.5 10,000 図７．２－３６ 
参考 18 6.5 10,000 図７．２－３７ 

 

なお、いずれのグラフでも縦軸は、真上に 1 機の場合の干渉を基準とした相対値であ

り、例えば、5,000m のグラフは、真上 5,000m に 1 機ある場合との比較値である。また、

横軸で「10」の場合は、真上 1 機とその前方 10 機、後方 10 機の合計 21 機、それが 6

層分で 126 機が飛行している場合の干渉を合計している。 
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図７．２－３２ ケース参考１３：高度間隔 5,000ft、チルト角 0 度の場合の計算結果 

 

図７．２－３３ ケース参考１４：高度間隔 5,000ft、チルト角 2.5 度の場合の計算結果 
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図７．２－３４ ケース参考１５：高度間隔 5,000ft、チルト角 6 度の場合の計算結果 

 

図７．２－３５ ケース参考１６：高度間隔 10,000ft、チルト角 0 度の場合の計算結果 

 



 

 ‐297‐

図７．２－３６ ケース参考１７：高度間隔 10,000ft、チルト角 2.5 度の場合の計算結果 

 

図７．２－３７ ケース参考１８：高度間隔 10,000ft、チルト角 6 度の場合の計算結果 
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（３）まとめ 

モデル１－１（１列１層）について、グラフの結果を読み取り干渉増加量を整理した

ところ、表７．２－５に示す。 

 

表７．２－５ モデル１－１におけるケースごとの干渉増加量（dB） 

チルト角 0 度 2.5 度 6.5 度 
機体間隔 5NM 10NM 5NM 10NM 5NM 10NM 
ケース No. 1 2 4 5 7 8 

高度（m） 

3,000 2.5  0.0 2.4 0.0 2.8  0.0 
4,000 2.9  0.0 2.8 0.0 3.1  0.0 
5,000 4.4  2.2 4.4 2.2 4.7  2.6 
6,000 4.8  2.5 4.7 2.5 5.0  2.8 
7,000 5.8  2.7 5.8 2.7 6.1  3.0 
8,000 6.1  2.9 6.1 2.9 6.4  3.1 
9,000 6.3  3.1 6.3 3.0 6.5  3.2 
10,000 7.1  4.5 7.1 4.4 7.4  4.8 

 

次に、モデル２（３列２層）について、グラフの結果を読み取り干渉増加量を整理し

たところ、表７．２－６に示す。 

 

表７．２－６ モデル２におけるケースごとの干渉増加量（dB） 

チルト角 0 度 2.5 度 6.5 度 
機体間隔 5NM 10NM 5NM 10NM 5NM 10NM 
ケース No. 1 2 4 5 7 8 

高度（m） 

3,000 1.5  0.9 1.6 0.9 1.6  0.9 
4,000 1.8  1.8 1.8 1.8 1.8  3.1 
5,000 2.0  2.1 2.0 2.1 2.0  3.2 
6,000 3.1  3.0 3.1 3.0 4.6  3.6 
7,000 3.3  3.3 3.3 3.3 5.1  3.7 
8,000 5.1  4.9 5.1 4.9 7.0  7.0 
9,000 5.7  5.8 5.7 5.8 7.4  7.5 
10,000 6.9  7.0 6.9 7.0 7.7  8.0 
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被干渉が移動局の場合と同様に、モデル１－１（１列１層）については低高度におい

てより現実に適合しており、また、モデル２（３列２層）については高高度において現

実に適合している。このため、 

・3,000m から 7,000m についてはモデル１－１を適用した場合の値 

・8,000m から 10,000m についてはモデル２を適用した場合の値 

を適用することとした。それぞれチルト角（2.5 度及び 6.5 度）ごとに、最悪値（最大値）

と最小値をまとめたところ、表７．２－７及び表７．２－８に示す。 

 

表７．２－７ 複数機体による干渉増加量（最悪値） 

   
チルト角 

2.5 度 6.5 度 

高度（m）

3,000 2.4 2.8
4,000 2.8 3.1
5,000 4.4 4.7
6,000 4.7 5.0
7,000 5.8 6.1
8,000 5.1 7.0
9,000 5.8 7.5
10,000 7.0 8.0

  

表７．２－８ 複数機体による干渉増加量（最小値） 

  
チルト角 

2.5 度 6.5 度 

高度（m） 

3,000 0.0 0.0 
4,000 0.0 0.0 
5,000 2.2 2.6 
6,000 2.5 2.8 
7,000 2.7 3.0 
8,000 4.9 7.0 
9,000 5.7 7.4 
10,000 6.9 7.7 
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７．２．２ PHS 基地局アンテナパタンを用いた場合の干渉増加量 

被干渉側が PHS 基地局である場合、複数機体の影響を考慮する場合にも基地局アンテナ

パタンを考慮する必要がある。このため、基本的には被干渉側が移動局であった場合と同

様の条件で、複数機体の影響について検討を行うこととするが、「７．１ 基地局アンテナ

パタンの考慮」で考慮したのと同様に大地については球面とした。干渉検討に用いる PHS

基地局のシステムスペックについては、総務省情報通信審議会にて用いられる値を利用し

た。（基地局アンテナ高：40m、基地局アンテナのチルト角は 5 度）なお、携帯基地局との

比較のため、PHS 基地局アンテナのチルト角については、0 度及び 2.5 度の場合も計算し

た。 

また、７．１．２に示したとおり、PHS 基地局についてはアンテナパタンを考慮した干

渉増加量は、仰角に対し複数のピーク値が存在する。反射減衰有りの場合に、仰角 10 度以

上でピーク値を分析すると、概ね仰角 85 度あたりにピークがあるが、他方で 20 度～30 度

のピーク値も比較的高いため、仰角 25 度～30 度及び 85 度のケースに分けて検討を行う。 

 

（１）水平飛行における複数機体による影響（モデル１－１） 

水平飛行における複数機体からの干渉を考慮した場合に，真上の１機の場合と比較し

て，どの程度干渉が増大するかを下記の条件で、高度をパラメータとして計算した。 

 

1) 仰角 10 度以上に入る範囲の複数機体を対象とした干渉増加量 

仰角 10 度以上に入る範囲の複数機体を対象とし、基地局アンテナチルト角を 0 度、2.5

度、5 度に、機体間隔 L を 5NM、10NM、25NM に、仰角を 30 度、85 度に変化させて

計算し、横軸を前後それぞれの機体数、縦軸を増加干渉量としてグラフ化した。 

検討したケースは下記のとおりである。 

ケース A１：チルト角 0 度、機体間隔 5NM、仰角 30 度 

ケース A２：チルト角 0 度、機体間隔 5NM、仰角 85 度 

ケース A３：チルト角 2.5 度、機体間隔 5NM、仰角 30 度 

ケース A４：チルト角 2.5 度、機体間隔 5NM、仰角 85 度 

ケース A５：チルト角 5 度、機体間隔 5NM、仰角 25 度 

ケース A６：チルト角 5 度、機体間隔 5NM、仰角 85 度 

ケース A７：チルト角 0 度、機体間隔 10NM、仰角 30 度 
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ケース A８：チルト角 0 度、機体間隔 10NM、仰角 85 度 

ケース A９：チルト角 2.5 度、機体間隔 10NM、仰角 30 度 

ケース A１０：チルト角 2.5 度、機体間隔 10NM、仰角 85 度 

ケース A１１：チルト角 5 度、機体間隔 10NM、仰角 25 度 

ケース A１２：チルト角 5 度、機体間隔 10NM、仰角 85 度 

ケース A１３：チルト角 0 度、機体間隔 25NM、仰角 30 度 

ケース A１４：チルト角 0 度、機体間隔 25NM、仰角 85 度 

ケース A１５：チルト角 2.5 度、機体間隔 25NM、仰角 30 度 

ケース A１６：チルト角 2.5 度、機体間隔 25NM、仰角 85 度 

ケース A１７：チルト角 5 度、機体間隔 25NM、仰角 25 度 

ケース A１８：チルト角 5 度、機体間隔 25NM、仰角 85 度 

 

ケース A１からケース A１８の場合の計算結果をそれぞれ図７．２－３８から図７．２

－５５に示す。 

ここで、縦軸は、真上に 1 機の場合の干渉を基準とした相対値であり、例えば、5,000m

のグラフは、真上 5,000m に 1 機ある場合との比較値である。 

また、横軸で「10」の場合は、真上 1 機とその前方 10 機、後方 10 機の合計 21 機が

飛行している場合の干渉を合計している。 
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図７．２－３８ ケース A１：チルト角 0 度、機体間隔 5NM、仰角 30 度の場合の計算結果 

 

図７．２－３９ ケース A２：チルト角 0 度、機体間隔 5NM、仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－４０ ケース A３：チルト角 2.5 度、機体間隔 5NM、仰角 30 度の場合の計算結果 

 

図７．２－４１ ケース A４：チルト角 2.5 度、機体間隔 5NM、仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－４２ ケース A５：チルト角 5 度、機体間隔 5NM、仰角 30 度の場合の計算結果 

 

図７．２－４３ ケース A６：チルト角 5 度、機体間隔 5NM、仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－４４ ケース A７：チルト角 0 度、機体間隔 10NM、仰角 30 度の場合の計算結果 

 

図７．２－４５ ケース A８：チルト角 0 度、機体間隔 10NM、仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－４６ ケース A９：チルト角 2.5 度、機体間隔 10NM、仰角 30 度の場合の計算結果 

 

図７．２－４７ ケース A１０：チルト角 2.5 度、機体間隔 10NM、仰角 85 度の場合の計算結果
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図７．２－４８ ケース A１１：チルト角 5 度、機体間隔 10NM、仰角 25 度の場合の計算結果 

 

図７．２－４９ ケース A１２：チルト角 5 度、機体間隔 10NM、仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－５０ ケース A１３：チルト角 0 度、機体間隔 25NM、仰角 30 度の場合の計算結果 

 

図７．２－５１ ケース A１４：チルト角 0 度、機体間隔 25NM、仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－５２ ケース A１５：チルト角 2.5 度、機体間隔 25NM、仰角 30 度の場合の計算結果

 

図７．２－５３ ケース A１６：チルト角 2.5 度、機体間隔 25NM、仰角 85 度の場合の計算結果
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図７．２－５４ ケース A１７：チルト角 5 度、機体間隔 25NM、仰角 25 度の場合の計算結果 

 

図７．２－５５ ケース A１８：チルト角 5 度、機体間隔 25NM、仰角 85 度の場合の計算結果 
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2) 仰角 0 度以上に入る範囲の複数機体を対象とした干渉増加量（参考） 

参考までに、仰角 0 度以上に入る範囲の複数機体を対象とし、基地局アンテナチルト

角を 0 度、2.5 度、5 度に、機体間隔 L を 5NM、10NM、25NM に、仰角を 30 度、85

度に変化させて計算し、横軸を前後それぞれの機体数、縦軸を増加干渉量としてグラフ

化した。 

検討したケースは下記のとおりである。 

ケース参考 A１：チルト角 0 度、機体間隔 5NM、仰角 30 度 

ケース参考 A２：チルト角 0 度、機体間隔 5NM、仰角 85 度 

ケース参考 A３：チルト角 2.5 度、機体間隔 5NM、仰角 30 度 

ケース参考 A４：チルト角 2.5 度、機体間隔 5NM、仰角 85 度 

ケース参考 A５：チルト角 5 度、機体間隔 5NM、仰角 25 度 

ケース参考 A６：チルト角 5 度、機体間隔 5NM、仰角 85 度 

ケース参考 A７：チルト角 0 度、機体間隔 10NM、仰角 30 度 

ケース参考 A８：チルト角 0 度、機体間隔 10NM、仰角 85 度 

ケース参考 A９：チルト角 2.5 度、機体間隔 10NM、仰角 30 度 

ケース参考 A１０：チルト角 2.5 度、機体間隔 10NM、仰角 85 度 

ケース参考 A１１：チルト角 5 度、機体間隔 10NM、仰角 25 度 

ケース参考 A１２：チルト角 5 度、機体間隔 10NM、仰角 85 度 

 

ケース参考 A１からケース参考 A１２の計算結果をそれぞれ図７．２－５６から図７．

２－６７に示す。 

ここで、縦軸は、真上に 1 機の場合の干渉を基準とした相対値であり、例えば、5,000m

のグラフは、真上 5,000m に 1 機ある場合との比較値である。 

また、横軸で「10」の場合は、真上 1 機とその前方 10 機、後方 10 機の合計 21 機が

飛行している場合の干渉を合計している。 

 



 

 ‐312‐

図７．２－５６ ケース参考 A１：チルト角 0 度、機体間隔 5NM、仰角 30 度の場合の計算結果

 

図７．２－５７ ケース参考 A２：チルト角 0 度、機体間隔 5NM、仰角 30 度の場合の計算結果
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図７．２－５８ ケース参考 A３：チルト角 2.5 度、機体間隔 5NM、仰角 30 度の場合の 
計算結果 

 

図７．２－５９ ケース参考 A４：チルト角 2.5 度、機体間隔 5NM、仰角 30 度の場合の 
計算結果 
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図７．２－６０ ケース参考 A５：チルト角 5 度、機体間隔 5NM、仰角 25 度の場合の計算結果

 

図７．２－６１ ケース参考 A６：チルト角 5 度、機体間隔 5NM、仰角 85 度の場合の計算結果
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図７．２－６２ ケース参考 A７：チルト角 0 度、機体間隔 10NM、仰角 30 度の場合の計算結果

 

図７．２－６３ ケース参考 A８：チルト角 0 度、機体間隔 10NM、仰角 85 度の場合の計算結果
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図７．２－６４ ケース参考 A９：チルト角 2.5 度、機体間隔 10NM、仰角 30 度の場合の 

計算結果 

 

 
図７．２－６５ ケース参考 A１０：チルト角 2.5 度、機体間隔 10NM、仰角 30 度の場合の 

計算結果 
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図７．２－６６ ケース参考 A１１：チルト角 5 度、機体間隔 10NM、仰角 25 度の場合の 

計算結果 

 

 
図７．２－６７ ケース参考 A１２：チルト角 5 度、機体間隔 10NM、仰角 85 度の場合の 

計算結果 
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（２）複数の層で複数機体が飛行している場合（モデル２） 

3列2層における複数機体からの干渉を考慮した場合に、真上の１機の場合と比較して、

どの程度干渉が増大するかを下記の条件で、高度をパラメータとして計算した。 

 

1) 仰角 10 度以上に入る範囲の複数機体を対象とした干渉増加量 

仰角 10 度以上に入る範囲の複数機体を対象とし、基地局アンテナチルト角を 0 度、2.5

度、5 度に、高度間隔を 5,000ft、10,000ft に、仰角を 25 度又は 30 度、85 度に変化させ

て計算し、横軸を前後それぞれの機体数、縦軸を増加干渉量としてグラフ化した。 

検討したケースは下記のとおりである。 

ケース B１：チルト角 0 度、高度間隔 5,000ft、仰角 30 度 

ケース B２：チルト角 0 度、高度間隔 5,000ft、仰角 85 度 

ケース B３：チルト角 2.5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 30 度 

ケース B４：チルト角 2.5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 85 度 

ケース B５：チルト角 5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 25 度 

ケース B６：チルト角 5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 85 度 

ケース B７：チルト角 0 度、高度間隔 10,000ft、仰角 30 度 

ケース B８：チルト角 0 度、高度間隔 10,000ft、仰角 85 度 

ケース B９：チルト角 2.5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 30 度 

ケース B１０：チルト角 2.5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 85 度 

ケース B１１：チルト角 5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 25 度 

ケース B１２：チルト角 5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 85 度 

 

ケース B１からケース B１２までの計算結果を図７．２－６８から図７．２－７９に示

す。 

ここで、縦軸は、真上に 1 機の場合の干渉を基準とした相対値であり、例えば、5,000m

のグラフは、真上 5,000m に 1 機ある場合との比較値である。 

また、横軸で「10」の場合は、真上 1 機とその前方 10 機、後方 10 機の合計 21 機が

飛行している場合の干渉を合計している。 
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図７．２－６８ ケース B１：チルト角 0 度、高度間隔 5,000ft、仰角 30 度の場合の計算結果 

 

図７．２－６９ ケース B２：チルト角 0 度、高度間隔 5,000ft、仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－７０ ケース B３：チルト角 2.5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 30 度の場合の計算結果

 

図７．２－７１ ケース B４：チルト角 2.5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 85 度の場合の計算結果
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図７．２－７２ ケース B５：チルト角 5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 25 度の場合の計算結果 

 

図７．２－７３ ケース B６：チルト角 5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－７４ ケース B７：チルト角 0 度、高度間隔 10,000ft、仰角 30 度の場合の計算結果 

 

図７．２－７５ ケース B８：チルト角 0 度、高度間隔 10,000ft、仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－７６ ケース B９：チルト角 2.5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 30 度の場合の計算結果

 

図７．２－７７ ケース B１０：チルト角 2.5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 85 度の場合の 
計算結果 
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図７．２－７８ ケース B１１：チルト角 5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 30 度の場合の 
計算結果 

 

図７．２－７９ ケース B１２：チルト角 5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 85 度の場合の計算結果
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2) 仰角 0 度以上に入る範囲の複数機体を対象とした干渉増加量（参考） 

参考までに、仰角 0 度以上に入る範囲の複数機体を対象とし、基地局アンテナチルト

角を 0 度、2.5 度、6.5 度に、高度間隔を 5,000ft、10,000ft に、仰角を 25 度又は 30 度、

85 度に変化させて計算し、横軸を前後それぞれの機体数、縦軸を増加干渉量としてグラ

フ化した。 

検討したケースは下記のとおりである。 

ケース参考 B１：チルト角 0 度、高度間隔 5,000ft、仰角 30 度 

ケース参考 B２：チルト角 0 度、高度間隔 5,000ft、仰角 85 度 

ケース参考 B３：チルト角 2.5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 30 度 

ケース参考 B４：チルト角 2.5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 85 度 

ケース参考 B５：チルト角 5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 25 度 

ケース参考 B６：チルト角 5 度、高度間隔 5,000ft、仰角 85 度 

ケース参考 B７：チルト角 0 度、高度間隔 10,000ft、仰角 30 度 

ケース参考 B８：チルト角 0 度、高度間隔 10,000ft、仰角 85 度 

ケース参考 B９：チルト角 2.5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 30 度 

ケース参考 B１０：チルト角 2.5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 85 度 

ケース参考 B１１：チルト角 5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 25 度 

ケース参考 B１２：チルト角 5 度、高度間隔 10,000ft、仰角 85 度 

 

ケース参考 B１からケース B１２の場合の計算結果を図７．２－８０から図７．２－９

１に示す。 

ここで、縦軸は、真上に 1 機の場合の干渉を基準とした相対値であり、例えば、5,000m

のグラフは、真上 5,000m に 1 機ある場合との比較値である。 

また、横軸で「10」の場合は、真上 1 機とその前方 10 機、後方 10 機の合計 21 機が

飛行している場合の干渉を合計している。 
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図７．２－８０ ケース参考 B１：チルト角 0 度、高度間隔 5,000ft、 
仰角 30 度の場合の計算結果 

 

図７．２－８１ ケース参考 B２：チルト角 0 度、高度間隔 5,000ft、 
仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－８２ ケース参考 B３：チルト角 2.5 度、高度間隔 5,000ft、 
仰角 30 度の場合の計算結果 

 

図７．２－８３ ケース参考 B４：チルト角 2.5 度、高度間隔 5,000ft、 
仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－８４ ケース参考 B５：チルト角 5 度、高度間隔 5,000ft、 
仰角 25 度の場合の計算結果 

 

図７．２－８５ ケース参考 B６：チルト角 5 度、高度間隔 5,000ft、 
仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－８６ ケース参考 B７：チルト角 0 度、高度間隔 10,000ft、 
仰角 30 度の場合の計算結果 

 

図７．２－８７ ケース参考 B８：チルト角 0 度、高度間隔 10,000ft、 
仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－８８ ケース参考 B９：チルト角 2.5 度、高度間隔 5,000ft、 
仰角 30 度の場合の計算結果 

 

 

図７．２－８９ ケース参考 B１０：チルト角 2.5 度、高度間隔 10,000ft、 
仰角 85 度の場合の計算結果 
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図７．２－９０ ケース参考 B１１：チルト角 5 度、高度間隔 10,000ft、 
仰角 25 度の場合の計算結果 

 

図７．２－９１ ケース参考 B１２：チルト角 5 度、高度間隔 10,000ft、 
仰角 85 度の場合の計算結果 
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（３）まとめ 

PHS 基地局へのモデル１－１（１列１層）について、グラフの結果を読み取り干渉増

加量を整理したところ、表７．２－９に示す。 

 

表７．２－９ モデル１－１におけるケースごとの干渉増加量（dB） 

機体間隔 5NM 10NM 
チルト角 0.0 度 2.5 度 5.0 度 0.0 度 2.5 度 5.0 度 
仰角 30 度 85 度 30 度 85 度 25 度 85 度 30 度 85 度 30 度 85 度 25 度 85 度

ケース No. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

高度 
(m) 

3,000 0.6 0.3 0.7 0.3 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4,000 1.1 0.6 1.8 0.7 2.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5,000 2.2 0.9 2.7 0.7 3.2 0.8 0.6 0.3 0.8 0.3 1.5 0.4
6,000 2.7 0.9 2.0 0.9 3.4 1.1 0.7 0.3 0.8 0.3 1.7 0.5
7,000 3.0 1.4 3.5 1.4 4.5 1.3 0.9 0.4 1.3 0.5 2.1 0.5
8,000 3.0 1.6 4.3 1.4 5.4 1.2 1.1 0.6 1.8 0.7 2.2 0.4
9,000 3.4 1.4 4.6 1.4 5.3 2.1 1.4 1.0 2.4 0.7 2.3 1.1
10,000 4.4 1.5 5.2 1.4 5.7 1.7 2.2 0.9 2.9 0.7 3.2 0.9

 

次に、モデル２（３列２層）について、グラフの結果を読み取り干渉増加量を整理し

たところ、表７．２－１０に示す。 

 

表７．２－１０ モデル２におけるケースごとの干渉増加量（dB） 

高度間隔 5,000ft 10,000ft 
チルト角 0.0 度 2.5 度 5.0 度 0.0 度 2.5 度 5.0 度 
仰角 30 度 85 度 30 度 85 度 25 度 85 度 30 度 85 度 30 度 85 度 25 度 85 度

ケース No. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12

高度

(m) 

3,000 0.7 1.6  0.5  1.6 1.8 1.6 0.4 1.2 0.5  1.2  0.5 1.4 
4,000 0.9 1.9  1.1  1.8 1.5 1.8 0.3 1.5 0.5  1.5  0.7 1.6 
5,000 0.8 2.4  1.5  2.4 1.2 2.7 0.8 1.8 1.1  1.8  2.3 2.0 
6,000 0.7 2.6  1.8  2.6 1.0 2.9 1.3 2.1 1.2  2.2  2.7 2.4 
7,000 1.6 3.4  2.7  3.4 1.2 4.0 1.6 3.1 1.8  3.3  3.1 3.5 
8,000 2.1 3.6  3.1  3.8 3.7 4.3 1.7 3.5 2.1  3.7  3.1 4.0 
9,000 3.3 4.1  4.0  4.5 4.1 4.5 2.5 4.1 3.5  4.0  3.2 4.5 

10,000 3.8 4.7  4.4  4.9 6.1 4.8 3.4 4.3 4.6  4.2  5.5 4.6 
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被干渉が移動局の場合と同様に、モデル１－１については低高度においてより現実に

適合しており、また、モデル２については高高度においてよりに適用することがより現

実に適合している。このため、 

・3,000m から 7,000m についてはモデル１－１を適用した場合の値 

・8,000m から 10,000m についてはモデル２を適用した場合の値 

を適用することとした。それぞれチルト角及び仰角ごとに、最悪値（最大値）と最小

値をまとめところ、PHS 基地局への複数機体による干渉増加量（最悪値）を表７．２－

１１に、干渉増加量（最小値）を表７．２－１２に示す。 

 

表７．２－１１ PHS 基地局への複数機体による干渉増加量（最悪値）（dB） 

チルト角 2.5 度 5.0 度 
仰角 30 度 85 度 25 度 85 度 

高度（m）

3,000 0.7 0.3 1.6 0.5 
4,000 1.8 0.7 2.2 0.4 
5,000 2.7 0.7 3.2 0.8 
6,000 2.0 0.9 3.4 1.1 
7,000 3.5 1.4 4.5 1.3 
8,000 3.1 3.8 3.7 4.3 
9,000 4.0 4.5 4.1 4.5 
10,000 4.6 4.9 6.1 4.8 

 

表７．２－１２ PHS 基地局への複数機体による干渉増加量（最小値）（dB） 

チルト角 2.5 度 5.0 度 
仰角 30 度 85 度 25 度 85 度 

高度

（m） 

3,000 0.0 0.0 0.0 0.0 
4,000 0.0 0.0 0.0 0.0 
5,000 0.8 0.3 1.5 0.4 
6,000 0.8 0.3 1.7 0.5 
7,000 1.3 0.5 2.1 0.5 
8,000 2.1 3.7 3.1 4.0 
9,000 3.5 4.0 3.2 4.5 
10,000 4.4 4.2 5.5 4.6 

 

さらに、この表それぞれについてチルト角ごとにまとめたところ、チルト角ごとの PHS

基地局への複数機体による干渉増加量（最悪値）を表７．２－１３に、干渉増加量（最

小値）を表７．２－１４に示す。 
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表７．２－１３ チルト角ごとの PHS 基地局への複数機体による干渉増加量（最悪値）

（dB） 

チルト角 2.5 度 5.0 度 

高度（m） 

3,000 0.7 1.6
4,000 1.8 2.2
5,000 2.7 3.2
6,000 2.0 3.4
7,000 3.5 4.5
8,000 3.8 4.3
9,000 4.5 4.5

10,000 4.9 6.1

 

表７．２－１４ チルト角ごとの PHS 基地局への複数機体による干渉増加量（最小値）

（dB） 

チルト角 2.5 度 5.0 度 

高度（m） 

3,000 0.0 0.0
4,000 0.0 0.0
5,000 0.3 0.4
6,000 0.3 0.5
7,000 0.5 0.5
8,000 2.1 3.1
9,000 3.5 3.2
10,000 4.2 4.6
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７．２．３ WiMAX 及び次世代 PHS 基地局アンテナパタンを用いた場合の干渉増加量 

WiMAX 及び次世代 PHS 基地局のアンテナパタンの考慮については７．１．３と同様に

「７．１．１ 代表的な基地局アンテナパタンを用いた場合の干渉増加量」から 1.7dB 一

律減らした値を用いることとする。 
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７．３ 基地局アンテナパタンのみ考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力 

（１）概要 

被干渉側が携帯基地局の場合、７．１の検討結果より、アンテナパタンを考慮した干

渉量は、 

・チルト角が 2.5 度：-25.5dB の増加 

・チルト角が 6.5 度：-25.5dB の増加 

であった。 

他方で、被干渉側が PHS 基地局の場合、７．２の検討結果から、アンテナパタンを考

慮した干渉量は、 

・チルト角が 2.5 度：-18.5dB の増加 

・チルト角が 5.0 度：-19.0dB の増加 

であった。 

基地局アンテナパタンのみ考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力

（e.i.r.p）をチルト角ごとに算出するためには、「７．１．１ 代表的な基地局アンテナ

パタンを用いた場合の干渉増加量」にこれらの増加量を加えることとなる。チルト角 2.5

度の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力を表７．３－１に、チルト角 6.5

度（PHS は 5 度）の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力を表７．３－２

に示す。 

 
表７．３－１ チルト角 2.5 度の場合の 

機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p：dBm/200kHz） 

与干渉システム 
機内持込

移動局 
② 

NCU 
③-3 

被干渉周波数帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2.5GHz 帯 

被干渉システム W-CDMA PHS WiMAX
次世代 
PHS 

高度

（m）

3,000 -5.7 -24.0 4.4 6.3 
4,000 -3.2 -21.5 6.9 8.8 
5,000 -1.2 -19.6 8.9 10.7 
6,000 0.4 -18.0 10.4 12.3 
7,000 1.7 -16.7 11.8 13.7 
8,000 2.9 -15.5 12.9 14.8 
9,000 3.9 -14.5 14.0 15.8 
10,000 4.8 -13.6 14.9 16.8 
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表７．３－２ チルト角 6.5 度（PHS は 5 度）の場合の 
機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p：dBm/200kHz） 

与干渉システム 
機内持込 
移動局 

② 

NCU 
③-3 

被干渉周波数帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2.5GHz 帯 
被干渉システム W-CDMA PHS WiMAX 次世代 PHS 

高度

（m） 

3,000 -5.7 -23.5 4.4 6.3 
4,000 -3.2 -21.0 6.9 8.8 
5,000 -1.2 -19.1 8.9 10.7 
6,000 0.4 -17.5 10.4 12.3 
7,000 1.7 -16.2 11.8 13.7 
8,000 2.9 -15.0 12.9 14.8 
9,000 3.9 -14.0 14.0 15.8 
10,000 4.8 -13.1 14.9 16.8 
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７．４ 複数機体の影響も考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力 

（１）複数機体の影響を最も強く受ける場合の機内携帯電話システムに許容される送信電

力 

複数機体の影響について、その影響を最も強く受ける場合について、最悪値（最大値）

を用いてチルト角ごとに検討した。また、2 つのチルト角ごとの結果の中からさらに影響

の強い値を選択し、最終的な表を作成した。 

チルト角 2.5 度の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力を表７．４－１に、

チルト角 6.5 度の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力を表７．４－２に、

最悪値の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力を表７．４－３に示す。 

 

表７．４－１ チルト角 2.5 度の場合の 
機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p：dBm/200kHz） 

与干渉システム 
機内持込 
移動局 
② 

NCU 
③-3 

被干渉周波数帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2.5GHz 帯 
被干渉システム W-CDMA PHS WiMAX 次世代 PHS 

高度

（m） 

3,000 -8.1 -24.7 2.0 3.9 
4,000 -6.0 -23.3 4.1 6.0 
5,000 -5.6 -22.3 4.5 6.3 
6,000 -4.3 -20.0 5.7 7.6 
7,000 -4.1 -20.2 6.0 7.9 
8,000 -2.2 -19.3 7.8 9.7 
9,000 -1.9 -19.0 8.2 10.0 

10,000 -2.2 -18.5 7.9 9.8 
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表７．４－２ チルト角 6.5 度（PHS は 5 度）の場合の 
機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p：dBm/200kHz） 

与干渉システム 
機内持込 
移動局 
② 

NCU 
③-3 

被干渉周波数帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2.5GHz 帯 
被干渉システム W-CDMA PHS WiMAX 次世代 PHS 

高度（m）

3,000 -8.5 -25.1 1.6 3.5 
4,000 -6.3 -23.2 3.8 5.7 
5,000 -5.9 -22.3 4.2 6.0 
6,000 -4.6 -20.9 5.4 7.3 
7,000 -4.4 -20.7 5.7 7.6 
8,000 -4.1 -19.3 5.9 7.8 
9,000 -3.6 -18.5 6.5 8.3 

10,000 -3.2 -19.2 6.9 8.8 

 
 

表７．４－３ 複数機体の影響を最も強く受ける場合の機内携帯電話システムに許容され

る送信電力（e.i.r.p：dBm/200kHz） 

与干渉システム 
機内持込 
移動局 
② 

NCU 
③-3 

被干渉周波数帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2.5GHz 帯 
被干渉システム W-CDMA PHS WiMAX 次世代 PHS 

高度 
（m） 

3,000 -8.5 -25.1 1.6 3.5 
4,000 -6.3 -23.3 3.8 5.7 
5,000 -5.9 -22.3 4.2 6.0 
6,000 -4.6 -20.9 5.4 7.3 
7,000 -4.4 -20.7 5.7 7.6 
8,000 -4.1 -19.3 5.9 7.8 
9,000 -3.6 -19.0 6.5 8.3 

10,000 -3.2 -19.2 6.9 8.8 
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（２）複数機体の影響を最も弱く受ける場合の機内携帯電話システムに許容される送信電

力 

複数機体の影響について、その影響を最も弱く受ける場合について、最小値を用いて

チルト角ごとに検討した。また、2 つのチルト角ごとの結果の中からさらに影響の強い値

を選択し、最終的な表を作成した。 

チルト角 2.5 度の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力を表７．４－４に、

チルト角 6.5 度の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力を表７．４－５に、

最小値の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力を表７．４－６に示す。 

 

表７．４－４ チルト角 2.5 度の場合の 
機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p：dBm/200kHz） 

与干渉システム 
機内持込 
移動局 
② 

NCU 
③-3 

被干渉周波数帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2.5GHz 帯 
被干渉システム W-CDMA PHS WiMAX 次世代 PHS 

高度（m）

3,000 -5.7 -24.0 4.4 6.3 
4,000 -3.2 -21.5 6.9 8.8 
5,000 -3.4 -19.9 6.7 8.5 
6,000 -2.1 -18.3 7.9 9.8 
7,000 -1.0 -17.2 9.1 11.0 
8,000 -2.0 -17.6 8.0 9.9 
9,000 -1.8 -18.0 8.3 10.1 
10,000 -2.1 -17.8 8.0 9.9 
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表７．４－５ チルト角 6.5 度（PHS は 5 度）の場合の 
機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p：dBm/200kHz） 

与干渉システム 
機内持込 
移動局 
② 

NCU 
③-3 

被干渉周波数帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2.5GHz 帯 
被干渉システム W-CDMA PHS WiMAX 次世代 PHS 

高度（m）

3,000 -5.7 -23.5 4.4 6.3 
4,000 -3.2 -21.0 6.9 8.8 
5,000 -3.8 -19.5 6.3 8.1 
6,000 -2.4 -18.0 7.6 9.5 
7,000 -1.3 -16.7 8.8 10.7 
8,000 -4.1 -18.1 5.9 7.8 
9,000 -3.5 -17.2 6.6 8.4 

10,000 -2.9 -17.7 7.2 9.1 

 

表７．４－５ 複数機体の影響を最も弱く受ける場合の 
機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p：dBm/200kHz） 

与干渉システム 
機内持込 
移動局 
② 

NCU 
③-3 

被干渉周波数帯 
 

1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 2.5GHz 帯 

被干渉システム W-CDMA PHS WiMAX
次世代 
PHS 

高度 
（m） 

3,000 -5.7 -23.5 4.4 6.3  
4,000 -3.2 -21.0 6.9 8.8  
5,000 -3.4 -19.5 6.7 8.5  
6,000 -2.1 -18.0 7.9 9.8  
7,000 -1.0 -16.7 9.1 11.0  
8,000 -2.0 -17.6 8.0 9.9  
9,000 -1.8 -17.2 8.3 10.1  

10,000 -2.1 -17.7 8.0 9.9  
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７．５ まとめ 

本章では、被干渉側が地上基地局の場合の共用条件を検討するため、機内携帯電話シス

テムが搭載された機体が複数存在する場合の影響について検討した。当該影響を検討する

に当たり、被干渉側が地上移動局と同様に、複数機体による干渉増加量を計算した。当該

干渉増加量については、最悪値（最大値）と最小値を計算により導いている。 

また、基地アンテナパタンのみ考慮し、複数機体の影響を一切考慮しない場合の干渉増

加量についても計算により導いている。これらの値については、最終的な共用検討条件を

検討する際に用いられるものである。 
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第８章 GSM 方式について 

 

８．１ GSM 方式の概要 

GSM とは Global System for Mobile Communications の略であり、世界各国で用いられ

ている携帯電話の方式である。主に 850MHz 帯、900MHz 帯、1800MHz 帯、1900MHz

帯で用いられており、それぞれ GSM850、GSM900、GSM1800、GSM1900 と呼ばれてい

る。（GSM1800 は DCS1800、GSM1900 は PCS1900 とも呼ばれるが、混乱を避けけるた

め、本報告書では GSM1800 及び GSM1900 の名称を用いる。） 

元々の規格は 900MHz 帯からスタートしたが、利用者の拡大による周波数ひっ迫のため、

他の周波数帯に利用が拡大していったという経緯がある。大きく GSM900 と GSM1800 が

欧州やアジア諸国で、GSM850 と GSM1900 が米国を中心として利用されている。 

 移動局側は、これら 4 つのバンド（周波数帯）すべてに対応したもの（クワットバンド

機）、900、1800 及び 1900MHz 帯の 3 つのバンドに対応したもの（トライバンド機）、900

及び 1800MHz の 2 つのバンドに対応したもの（デュアルバンド機）が存在するため、移

動局側が多くの周波数帯に対応したものであれば、より多くの地域・国々で利用すること

が可能である。ヨーロッパではデュアルバンド機は一般的であり、トライバンドやクワッ

ドバンド、さらには W-CDMA にも対応した移動局も販売されている。 
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８．２ 機内携帯電話システムとの関わり 

 機内携帯電話システムは、ヨーロッパで開発及び標準化がスタートした関係上、GSM 方

式を採用している。 

 また、機内携帯電話システムの方式は GSM1800 のみとなっているが、ヨーロッパでは

移動局についてはデュアルバンド機が一般的であること、また、GSM900 と GSM1900 の

片方だけ対応させれば機内で通話が可能であること、さらには、ヨーロッパでの標準化の

際に、900MHz については、地上携帯電話ネットワークとの共用が困難であることが判明

したため、900MHz より自由空間電波伝搬の減衰が大きい周波数である 1800MHz のみ利

用できることとなったためである。また、ヨーロッパの規格であるため、1900MHz につい

ては規定されていない。特に 1900MHz 帯の利用がされている米国では機内携帯電話システ

ムが認められていないため、現在のところ 1900MHz 帯については機内では利用されていな

いが、機内携帯電話システムの会社のひとつである OnAir 社では既に機内携帯電話システ

ムについて 1900MHz に対応したものも開発している。 

機内携帯電話システムの機内基地局はピコセルと呼ばれる小型の GSM 基地局であり、機

内基地局と接続する機内持込移動局の方式は GSM1800 に対応したものであれば、接続す

ることが可能である。 
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８．３ GSM1800 及び GSM1900 の諸元 

以下、GSM の一般的に緒元を記載する。なお、これらについては標準化ドキュメントで

ある「3GPP TS 05.05」及び「EN 302 480」を中心として作成した。 

 

（１）周波数帯、キャリア間隔、キャリア数 

【GSM1800】 

利用周波数帯は以下のとおりであり、上りと下りに分かれており、上下95MHzの差が

ある。 

- 1 710 MHz to 1 785 MHz: mobile transmit, base receive; 

- 1 805 MHz to 1 880 MHz: base transmit, mobile receive. 

  また、キャリア間隔は 200kHz であり、75MHz の帯域の中に 375 チャンネルが存在。 

 

【GSM1900】 

利用周波数帯は以下のとおりであり、上りと下りに分かれており、上下80MHzの差が

ある。 

- 1 850 MHz to 1 910 MHz: mobile transmit, base receive; 

- 1 930 MHz to 1 990 MHz base transmit, mobile receive. 

  キャリア間隔は 200kHz であり、60MHz の帯域の中に 300 チャンネルが存在する。 

 

（２）変調方式、通信方式、多元接続方式 

 GSM1800 及び GSM1900 について、以下のとおり。 

 

変調方式   GMSK 及び 8-PSK（音声・データ通信）、 

16QAM 及び 32QAM（データ通信） 

通信方式   FDD（周波数分割複信） 

多元接続方式 TDMA（Time Division Multiple Access） 

FDMA（Frequency Division Multiple Access） 
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（３）空中線電力 

 【移動局】 

表８．３－１ GMSK 変調の場合 

Power DCS 1 800 PCS 1 900  Tolerance (dB) 

class Nominal Maximum 

output 

Nominal Maximum 

output 

for conditions 

 power power normal extreme 

1 1 W (30 dBm) 1 W (30 dBm) ±2 ±2,5 

2 0,25 W (24 dBm) 0,25 W (24 dBm) ±2 ±2,5 

3 4 W (36 dBm) 2 W (33 dBm) ±2 ±2,5 

 

表８．３－２ 8-PSK 変調の場合 

Power DCS 1 800 PCS 1 900 DCS 1 800 & PCS 1 900  

class Nominal 

Maximum output

Nominal 

Maximum output

Tolerance (dB)  

for conditions  

 power power normal extreme 

E1 30 dBm  30 dBm  ±2 ±2,5 

E2 26 dBm  26 dBm  -4/+3 -4,5/+4 

E3 22 dBm  22 dBm  3 4 
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【一般的な基地局】 

表８．３－３ 一般的な基地局の場合 

DCS 1 800 & PCS 1 900 & MXM 1900

 

TRX Maximum 

power class output power 

1 20 ～ 40 W 

2 10 ～ 20 W 

3 5 ～ 10 W 

4 2,5 ～ 5 W 

 

【マイクロセル及びピコセル基地局の場合】 

表８．３－４ マイクロセル及びピコセル基地局の場合 

DCS 1 800 & PCS 1 900 & MXM 1900 micro and 

pico-BTS 

TRX power 

class 

Maximum output power 

Micro  

M1 27 ～ 32 dBm    

M2 22 ～ 27 dBm    

M3 17 ～ 22 dBm    

Pico  

P1 16 ～ 23 dBm    
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（４）スペクトラムマスク 

 1) GSM1800 方式 

【移動局】 

表８．３－５ GSM1800 方式の移動局の場合 

（単位 dB） 

 100 kHz 200 kHz 250 kHz 400 kHz 600～ 1 800～ 6 000 kHz～ 

     1 800 kHz 6 000 kHz  

 36 dBm +0,5 -30 -33 -60 -60 -71 -79 

34 dBm +0,5 -30 -33 -60 -60 -69 -77 

32 dBm +0,5 -30 -33 -60 -60 -67 -75 

30 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -65 -73 

28 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -63 -71 

26 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -61 -69 

 24 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -59 -67 

NOTE: * For equipment supporting 8-PSK, the requirement for 8-PSK modulation is -54 dB. 

 

【一般的な基地局】 

表８．３－６ GSM1800 方式の一般的な基地局の場合 

（単位 dB） 

 100 kHz 200 kHz 250 kHz 400 kHz 600～ 1 200～ 1800～ 6 000kHz

     1 200 kHz 1800 kHz 6 000kHz ～ 

 43 dBm +0,5 -30 -33 -60* -70 -73 -75 -80 

41 dBm +0,5 -30 -33 -60* -68 -71 -73 -80 

39 dBm +0,5 -30 -33 -60* -66 -69 -71 -80 

37 dBm +0,5 -30 -33 -60* -64 -67 -69 -80 

35 dBm +0,5 -30 -33 -60* -62 -65 -67 -80 

 33 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -63 -65 -80 

NOTE: * For equipment supporting 8-PSK, the requirement for 8-PSK modulation is -56 dB. 
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【マイクロセル基地局】 

表８．３－７ GSM1800 方式のマイクロセル基地局の場合 

（単位 dB） 

 100 kHz 200 kHz 250 kHz 400 kHz 600～ 1 200～ 1800kHz 

     1 200 kHz 1800 kHz ～ 

35 dBm +0,5 -30 -33 -60* -62 -65 -76 

 33 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -63 -76 

NOTE: * For equipment supporting 8-PSK, the requirement for 8-PSK modulation is -56 dB. 

 

【ピコセル基地局】 

表８．３－８ GSM1800 方式のピコセル基地局の場合 

（単位 dB） 

 100 kHz 200 kHz 250 kHz 400 kHz 600～ 1 200～ 1 800～ 6 000kHz

     1 200 kHz 1800 kHz 6 000kHz ～ 

 23 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -63 -76 -80 

NOTE: * For equipment supporting 8-PSK, the requirement for 8-PSK modulation is -56 dB. 
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 2) GSM1900 方式 

【移動局】 

表８．３－９ GSM1900 方式の移動局の場合 

（単位 dB） 

 100 kHz 200 kHz 250 kHz 400 kHz 600～ 1 200～ 1 800～ 6 000 kHz

     1 200 kHz 1 800 kHz 6 000 kHz ～ 

 33 dBm +0,5 -30 -33 -60 -60 -60 -68 -76 

32 dBm +0,5 -30 -33 -60 -60 -60 -67 -75 

30 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -60 -65 -73 

28 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -60 -63 -71 

26 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -60 -61 -69 

 24 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -60 -59 -67 

NOTE: * For equipment supporting 8-PSK, the requirement for 8-PSK modulation is -54 dB. 

 

【一般的な基地局】 

表８．３－１０ GSM1900 方式の一般的な基地局 

（単位 dB） 

 100 kHz 200 kHz 250 kHz 400 kHz 600～ 1 200～ 1 800～ 6 000 kHz

     1 200 kHz 1 800 kHz 6 000 kHz ～ 

 43 dBm +0,5 -30 -33 -60* -70 -73 -75 -80 

41 dBm +0,5 -30 -33 -60* -68 -71 -73 -80 

39 dBm +0,5 -30 -33 -60* -66 -69 -71 -80 

37 dBm +0,5 -30 -33 -60* -64 -67 -69 -80 

35 dBm +0,5 -30 -33 -60* -62 -65 -67 -80 

 33 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -63 -65 -80 

NOTE: * For equipment supporting 8-PSK, the requirement for 8-PSK modulation is -56 dB. 
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【マイクロセル基地局】 

表８．３－１１ GSM1900 方式のマイクロセル基地局の場合 

（単位 dB） 

 100 kHz 200 kHz 250 kHz 400 kHz 600～ 1 200～ 1 800 kHz

     1 200 kHz 1 800 kHz ～ 

35 dBm +0,5 -30 -33 -60* -62 -65 -76 

 33 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -63 -76 

NOTE: * For equipment supporting 8-PSK, the requirement for 8-PSK modulation is -56 dB. 

 

【ピコセル基地局】 

表８．３－１２ GSM1900 方式のピコセル基地局の場合 

（単位 dB） 

 100 kHz 200 kHz 250 kHz 400 kHz 600～ 1 200～ 1 800 kHz 

     1 200 kHz 1 800 kHz ～ 

 23 dBm +0,5 -30 -33 -60* -60 -63 -76 

NOTE: * For equipment supporting 8-PSK, the requirement for 8-PSK modulation is -56 dB. 

 



 ‐352‐

（５）スプリアス許容値 

 【基地局】 

○バンド内における許容値 -36 dBm 

○受信周波数帯における許容値 

表８．３－１３ 基地局の受信周波数帯帯における許容値 

 DCS 1800 & PCS 1900 & MXM 1900 

(dBm) 

Normal BTS -98 

Micro BTS M1 -96 

Micro BTS M2 -91 

Micro BTS M3 

Pico BTS P1 

-86 

-80 

○その他の周波数帯における許容値 

-  250 nW (-36 dBm) in the frequency band 9 kHz to 1 GHz; 

- 1 µW (-30 dBm) in the frequency band 1 GHz to 12.75 GHz. 

 

【移動局】 

○バンド内における許容値 -36 dBm 

○その他の周波数帯における許容値 

-  250 nW (-36 dBm) in the frequency band 9 kHz to 1 GHz; 

- 1 µW (-30 dBm) in the frequency band 1 GHz to 12, 75 GHz. 
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８．４ GSM 方式の特徴を踏まえた共用条件検討 

８．４．１ 機内基地局及び機内持込移動局の周波数の利用と複数機体影響との関係 

機内携帯電話システム機内携帯電話システムが GSM1800 方式に対応したものである場

合、実際の利用周波数の例を図８．４－１に示す。 

 

図８．４－１ 実際の利用周波数の例 

 

基地局側及び移動局側は、95MHz 間隔でそれぞれ１つのキャリアが存在し、この間隔は

広げる、あるいは狭めることはできない。これは、基地局のキャリア周波数帯が決まれば、

単純にその 95MHz 下の周波数帯が機内持込移動局のキャリアが用いる周波数帯となるた

めである。 

 

 ↓

1805 1880

機内基地局 

 ↑ 

1710 1785 

機内持込移動局 

 
1825 

機内基地局 

 
1730 

機内持込移動局 

【周波数帯域】 【実際の利用例】 

GSM1800 
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1) 航空機 A と航空機 B に機内携帯電話システムが搭載された例 

航空機 A と航空機 B に機内携帯電話システムが搭載された場合、用いる周波数が異な

る場合と同じ場合の２つのケースが考えられる。航空機 A と航空機 B で用いる周波数が

同じ場合（ケース①）と異なる場合（ケース②）の例を図８．４－２に示す。 

 

  

図８．４－２ 航空機 A と航空機 B で用いる周波数が同じ場合（ケース①）と 
異なる場合（ケース②）の例 

 

ケース① 航空機 A と航空機 B で用いる周波数が異なる場合 

このケースでは、用いる周波数が異なるため、同一周波数における複数機

体による干渉増加は発生しない。 

 

ケース② 航空機 A と航空機 B で用いる周波数が同じ場合 

このケースでは、用いる周波数が同じであるため、当該周波数における複

数機体による干渉増加は発生する。 
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機内持込移動局 

【航空機A】 

 

1845 

機内基地局 

 

1740 

機内持込移動局 

【航空機B】 

ケース① 

 

1825 

機内基地局 

 

1730

機内持込移動局 

【航空機A】

 

1825 

機内基地局 

 

1730 

機内持込移動局 

【航空機B】

ケース② 
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８．４．２ 複数の機内持込移動局が同時に用いられた場合の干渉増加 

機内携帯電話システムでは、複数の機内持込移動局を同時に利用可能である。この場合

は、GSM で用いられている方式に則り、時分割及び周波数分割を行うことにより、多元ア

クセスを実現している。このため、ある特定のタイミングで同一周波数を用いた複数の通

信は発生しないため、仮に複数の機内持込移動局が存在する場合でも、干渉は増加しない。

また、機内基地局を機内に複数設置する場合は、それぞれの基地局が異なるチャネルを利

用することとなるため、この場合でも干渉は増加しない。よって、機内にて機内持込移動

局が複数同時に利用されたとしても、干渉は増加しない。 

なお、参考までに GSM の無線フレーム構成を図８．４－３に示す。 

 

 

20
0 

kH
z

図８．４－３ GSM の無線フレーム構成 
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８．５ 機内携帯電話システムが GSM1900 方式の場合の共用検討 

機内携帯電話システムが GSM1900 方式の場合の与干渉、被干渉の関係について図８．

５－１に示す。以降、被干渉側が地上移動局と地上携帯基地局に分けて検討を行う。 

 

 

 

図８．５－１ 機内携帯電話システムが GSM1900 方式の場合の与干渉、被干渉の関係 
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８．５．１ 地上移動局が被干渉の場合 

機内携帯電話システムが GSM1800 の場合の６．３節と同様に、被干渉側が地上移動局

の場合の共用条件を検討した。 

まず、地上移動局の利得・損失合計計算結果を表８．５－１に、被干渉側が地上移動局

の場合の電波伝搬損失結果を表８．５－２に、表８．５－１及び表８．５－２により導か

れる、電波伝搬減衰のみ考慮した場合の機内携帯電話システム（機内持込移動局）に許容

される送信電力を表８．５－３に示す。 

 

表８．５－１ 地上移動局の利得・損失合計計算結果 

周波数帯 1.7GHz 1.8GHz 

システム W-CDMA PHS 

移動局許容干渉レベル

(dBm/200kHz) 
-118 -132 

移動局空中線利得(dBi) 0 0 

移動局給電線損失(dB) 0 0 

人体損失(dB) 0 0 

利得・損失合計(dB) -118 -132 
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表８．５－２ 被干渉側が地上移動局の場合の電波伝搬損失結果 

被干渉周波数帯 1.7GHz 帯 1.8GHz 帯 

被干渉システム W-CDMA PHS 

被干渉周波数 1,844MHz 1,884MHz 

波長（λ）(m) 0.163 0.159 

高度（m） 

3,000 107.3 107.5 

4,000 109.8 110.0 

5,000 111.7 111.9 

6,000 113.3 113.5 

7,000 114.7 114.8 

8,000 115.8 116.0 

9,000 116.8 117.0 

10,000 117.8 117.9 

 
表８．５－３ 被干渉側が地上移動局の場合に、電波伝搬減衰のみ考慮した場合の 

機内携帯電話システム（機内持込移動局）に許容される送信電力（e.i.r.p.：dBm/200kHz） 
 

与干渉システム 
機内持込移動局 

⑤－１ 

被干渉周波数帯 1850-1879.9MHz 1884.5-1910MHz 

被干渉システム W-CDMA PHS 

高度（m） 

3,000 -10.7  -24.5  

4,000 -8.2  -22.0  

5,000 -6.3  -20.1  

6,000 -4.7  -18.5  

7,000 -3.3  -17.2  

8,000 -2.2  -16.0  

9,000 -1.2  -15.0  

10,000 -0.2  -14.1  
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（１）複数機体の影響を最も強く受ける場合の機内携帯電話システムに許容される送信電

力 

６．２．２節で検討した複数機体による干渉増加量（最悪値）を表８．５－４に示す。 

 

表８．５－４ 複数機体による干渉増加量（最悪値） 

  複数機体による増加干渉量（dB） 

高度 

（m） 

3,000 1.1 

4,000 1.8 

5,000 2.4 

6,000 3.1 

7,000 3.7 

8,000 4.4 

9,000 4.8 

10,000 5.2 

 

表８．５－３に表８．５－４の値を加えると、複数機体の影響を最も強く受ける場合

の機内携帯電話システム（機内持込移動局）に許容される送信電力が求まる。結果を表

８．５－５に示す。 
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表８．５－５ 複数機体の影響を最も強く受ける場合の機内携帯電話システム 
（機内持込移動局）に許容される送信電力（e.i.r.p.：dBm/200kHz） 

 

与干渉システム 
機内持込移動局 

⑤－１ 

被干渉周波数帯 1850-1879.9MHz 1884.5-1910MHz 

被干渉システム W-CDMA PHS 

高度

（m） 

3,000 -11.8  -25.6  

4,000 -10.0 -23.8  

5,000 -8.7 -22.5 

6,000 -7.8  -21.6  

7,000 -7.0  -20.9  

8,000 -6.6  -20.4 

9,000 -6.0 -19.8  

10,000 -5.4 -19.3  

 

（２）複数機体の影響を最も弱く受ける場合の機内携帯電話システム（機内持込移動局）

に許容される送信電力 

６．２．２節で検討した複数機体による干渉増加量（最小値）を表８．５－６に示す。 

 

表８．５－６ 複数機体による干渉増加量（最小値） 

  複数機体による増加干渉量（dB）

高度 

（m） 

3,000 0.3 

4,000 0.5 

5,000 0.8 

6,000 1.1 

7,000 1.4 

8,000 4.1 

9,000 4.5 

10,000 5.0 
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表８．５－３に表８．５－６の値を加えると、複数機体の影響を最も弱く受ける場合

の機内携帯電話システムに許容される送信電力が求まる。結果を表８．５－７に示す。 

 
表８．５－７ 複数機体の影響を最も弱く受ける場合の機内携帯電話システム 

（機内持込移動局）に許容される送信電力（e.i.r.p.：dBm/200kHz） 
 

与干渉システム 
機内持込移動局 

⑤－１ 

被干渉周波数帯 1850-1879.9MHz 1884.5-1910MHz 

被干渉システム W-CDMA PHS 

高度

（m） 

3,000 -11.0  -24.8  

4,000 -8.7  -22.5  

5,000 -7.1  -20.9  

6,000 -5.8 -19.6  

7,000 -4.7  -18.6 

8,000 -6.3 -20.1 

9,000 -5.7 -19.5 

10,000 -5.2 -19.1  
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８．５．２ 地上携帯基地局が被干渉の場合 

機内携帯電話システムが GSM1800 の場合の７．３節と同様に、被干渉側が地上携帯基

地局の場合の共用条件を検討した。 

まず、地上携帯基地局の利得・損失合計計算結果を表８．５－８に、被干渉側が地上携

帯基地局の場合の電波伝搬損失結果を表８．５－９に、表８．５－８と表８．５－９によ

り導かれる、電波伝搬減衰のみ考慮した場合の機内携帯電話システムに許容される送信電

力を表８．５－１０に示す。 

 

表８．５－８ 地上携帯基地局の利得・損失合計計算結果 

周波数帯 2GHz 帯 1.8GHz 帯 

システム W-CDMA cdma2000 PHS 

移動局許容干渉レベル 

(dBm/200kHz) 
-126 -126 -134 

移動局空中線利得(dBi) 17 17 16 

移動局給電線損失(dB) 5 5 0 

人体損失(dB) 0 0 0 

利得・損失合計(dB) -138 -138 -150 
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表８．５－９ 被干渉側が地上携帯基地局の場合の電波伝搬損失結果（dB） 
 

与干渉システム 
機内基地局 

④ 

機内持込 
移動局 
⑤－２ 

被干渉周波数帯 2GHz 帯 1.8GHz 帯 

被干渉システム W-CDMA cdma2000 PHS 

被干渉システム周波数 1,940MHz 1,920MHz 1,884MHz 

波長（λ）(m) 0.155 0.156 0.159 

高度（m）

3,000  107.7 107.6 107.5 

4,000  110.2 110.1 110.0 

5,000  112.2 112.1 111.9 

6,000  113.8 113.7 113.5 

7,000  115.1 115.0 114.8 

8,000  116.3 116.2 116.0 

9,000  117.3 117.2 117.0 

10,000  118.2 118.1 117.9 

表８．５－１０ 被干渉側が地上携帯基地局の場合に電波伝搬減衰のみ考慮した場合の 
機内携帯電話システム（機内持込移動局及び機内基地局）に許容される送信電力 

 

与干渉システム 
機内基地局 

④ 

機内持込移動局 

 ⑤-２ 

被干渉周波数帯 1930-1940MHz 1940-1980MHz 1.8GHz 帯 

被干渉システム cdma2000 W-CDMA PHS 

高度（m）

3,000  -30.4 -30.3 -42.5 

4,000  -27.9 -27.8 -40.0 

5,000  -25.9 -25.8 -38.1 

6,000  -24.3 -24.2 -36.5 

7,000  -23.0 -22.9 -35.2 

8,000  -21.8 -21.7 -34.0 

9,000  -20.8 -20.7 -33.0 

10,000  -19.9 -19.8 -32.1 
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（１）基地局アンテナパタンのみ考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力 

被干渉側が携帯基地局の場合、７．１の検討結果から、アンテナパタンを考慮した干

渉量は、 

・チルト角が 2.5 度： 25.5dB の増加 

・チルト角が 6.5 度： 25.5dB の増加 

であった。 

他方で、被干渉側が PHS 基地局の場合、７．２の検討結果から、アンテナパタンを考

慮した干渉量は、 

・チルト角が 2.5 度： 18.5dB の増加 

・チルト角が 5.0 度： 19.0dB の増加 

であった。 

 

基地局アンテナパタンのみ考慮した機内携帯電話システムに許容される送信電力

（e.i.r.p.）をチルト角ごとに算出するためには、表８．５－１０にこれらの増加量を加え

ることとなる与干渉が機内基地局の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力

を表８．５－１１に、与干渉が機内持込移動局の場合の機内携帯電話システムに許容さ

れる送信電力を表８．５－１２に示す。 
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表８．５－１１ 与干渉が機内基地局④の場合の 
機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p.：dBm/200kHz） 

 

与干渉システム 機内基地局 
④ 

被干渉周波数帯 1930-1940MHz 1940-1980MHz 
被干渉システム cdma2000 W-CDMA

高度 

（m） 

3,000 -4.9  -4.8  

4,000 -2.4  -2.3  

5,000 -0.4  -0.3  

6,000 1.2  1.3  

7,000 2.5  2.6  

8,000 3.7  3.8  

9,000 4.7  4.8  

10,000 5.6  5.7  

 
表８．５－１２ 与干渉が機内持込移動局⑤－２の場合の 

機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p.：dBm/200kHz） 
 

与干渉システム 機内持込移動局
⑤-２ 

被干渉周波数帯 1.8GHz 帯
被干渉システム PHS

チルト角 2.5 度 5 度 最悪値 

高度 

（m） 

3,000 -24.0  -23.5 -24.0  

4,000 -21.5  -21.0 -21.5  

5,000 -19.6  -19.1 -19.6  

6,000 -18.0  -17.5 -18.0  

7,000 -16.7  -16.2 -16.7  

8,000 -15.5  -15.0 -15.5  

9,000 -14.5  -14.0 -14.5  

10,000 -13.6  -13.1 -13.6  
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（２）複数機体の影響を最も強く受ける場合の機内携帯電話システムに許容される送信電

力 

複数機体の影響について、その影響を最も強く受ける場合について、最悪値（最大値）

を用いてチルト角ごとに検討した。また、2 つのチルト角ごとの結果の中からさらに影響

の強い値を選択し、最終的な最悪値の場合の表を作成した。 

７．２節で検討した地上携帯基地局への複数機体による干渉増加量（最悪値）を表８．

５－１３に、地上 PHS 基地局への複数機体による干渉増加量（最悪値）を表８．５－１

４に示す。 

 

表８．５－１３ 地上携帯基地局への複数機体による干渉増加量（最悪値） 

   
チルト角 

2.5 度 6.5 度 

高度（m） 

3,000  2.4 2.8 

4,000  2.8 3.1 

5,000  4.4 4.7 

6,000  4.7 5.0 

7,000  5.8 6.1 

8,000  5.1 7.0 

9,000  5.8 7.5 

10,000 7.0 8.0 
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表８．５－１４ 地上 PHS 基地局への複数機体による干渉増加量（最悪値） 

チルト角 2.5 度 5.0 度 

高度（m） 

3,000 0.7 1.6 

4,000 1.8 2.2 

5,000 2.7 3.2 

6,000 2.0 3.4 

7,000 3.5 4.5 

8,000 3.8 4.3 

9,000 4.5 4.5 

10,000 4.9 6.1 

 

表８．５－１１に、表８．５－１３及び表８．５－１４の値を加えることにより、チ

ルト角 2.5 度の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力の表を作成したとこ

ろ、表８．５－１５に示す。 

また、表８．５－１２に、表８．５－１３及び表８．５－１４を加えることにより、

チルト角 6.5 度（PHS は 5 度）の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力の

表を作成したところ、表８．５－１６に示す。 

さらに、2 つのチルト角ごとの結果の中からさらに影響の強い値を選択し、最終的な最

悪値の場合の表を作成したところ、表８．５－１７に示す。 
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表８．５－１５ チルト角 2.5 度の場合の 
機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p.：dBm/200kHz） 
（与干渉システム：左側は機内基地局④、右側は機内持込移動局⑤-２） 

 

与干渉システム 機内基地局 
④ 

被干渉周波数帯 1930-1940 MHz 1940-1980 MHz
被干渉システム cdma2000 W-CDMA

高度 

（m） 

3,000 -7.3  -7.2  

4,000 -5.2  -5.1  

5,000 -4.8  -4.7  

6,000 -3.5  -3.4  

7,000 -3.3  -3.2  

8,000 -1.4  -1.3  

9,000 -1.1  -1.0  

10,000 -1.4  -1.3  
 

与干渉システム 機内持込移動局
⑤-２ 

被干渉周波数帯 1.8G Hz帯
被干渉システム PHS 

高度

（m）

3,000 -24.7 

4,000 -23.3 

5,000 -22.3 

6,000 -20.0 

7,000 -20.2 

8,000 -19.3 

9,000 -19.0 

10,000 -18.5 
 

 
表８．５－１６ チルト角 6.5 度（PHS は 5 度）の場合の 

機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p.：dBm/200kHz） 
（与干渉システム：左側は機内基地局④、右側は機内持込移動局⑤-２） 

 

与干渉システム 機内基地局 
④ 

被干渉周波数帯 1930-1940MHz 1940-1980MHz
被干渉システム cdma2000 W-CDMA

高度 

（m） 

3,000 -7.7  -7.6  

4,000 -5.5  -5.4  

5,000 -5.1  -5.0  

6,000 -3.8  -3.7  

7,000 -3.6  -3.5  

8,000 -3.3  -3.2  

9,000 -2.8  -2.7  

10,000 -2.4  -2.3  
 

与干渉システム 機内持込移動局
⑤-２ 

被干渉周波数帯 1.8GHz 帯
被干渉システム PHS 

高度

（m）

3,000 -25.1 

4,000 -23.2 

5,000 -22.3 

6,000 -20.9 

7,000 -20.7 

8,000 -19.3 

9,000 -18.5 

10,000 -19.2 
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表８．５－１７ 複数機体の影響を最も強く受ける場合の 
機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p.：dBm/200kHz） 
（与干渉システム：左側は機内基地局④、右側は機内持込移動局⑤-２） 

 

与干渉システム 
機内基地局 

④ 

被干渉周波数帯 1930-1940MHz 1940-1980MHz

被干渉システム cdma2000 W-CDMA 

高度 

（m） 

3,000 -7.7 -7.6 

4,000 -5.5 -5.4 

5,000 -5.1 -5.0 

6,000 -3.8 -3.7 

7,000 -3.6 -3.5 

8,000 -3.3 -3.2 

9,000 -2.8 -2.7 

10,000 -2.4 -2.3 
 

与干渉システム 
機内持込移動局

⑤-２ 

被干渉周波数帯 1.8GHz 帯 

被干渉システム PHS 

高度

（m）

3,000 -25.1 

4,000 -23.3 

5,000 -22.3 

6,000 -20.9 

7,000 -20.7 

8,000 -19.3 

9,000 -19.0 

10,000 -19.2 
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（３）複数機体の影響を最も弱く受ける場合の機内携帯電話システムに許容される送信電

力 

複数機体の影響について、その影響を最も弱く受ける場合について、最小値を用いて

チルト角ごとに検討した。また、2 つのチルト角ごとの結果の中からさらに影響の強い値

を選択し、最終的な表を作成した。 

７．２節で検討した地上携帯基地局への複数機体による干渉増加量（最小値）を表８．

５－１８に、地上 PHS 基地局への複数機体による干渉増加量（最小値）を表８．５－１

９に示す。 

 

表８．５－１８ 地上携帯基地局への複数機体による干渉増加量（最小値） 

  
チルト角 

2.5 度 6.5 度 

高度（m） 

3,000  0.0  0.0  

4,000  0.0  0.0  

5,000  2.2  2.6  

6,000  2.5  2.8  

7,000  2.7  3.0  

8,000  4.9  7.0  

9,000  5.7  7.4  

10,000 6.9  7.7  
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表８．５－１９ 地上 PHS 基地局への複数機体による干渉増加量（最小値） 

チルト角 2.5 度 5.0 度 

高度（m） 

3,000 0.0 0.0 

4,000 0.0 0.0 

5,000 0.3 0.4 

6,000 0.3 0.5 

7,000 0.5 0.5 

8,000 2.1 3.1 

9,000 3.5 3.2 

10,000 4.2 4.6 

 

表８．５－１１に、表８．５－１８及び表８．５－１９の値を加えることにより、チ

ルト角 2.5 度の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電力の表を作成したとこ

ろ、表８．５－２０に示す。 

また、表８．５－１２に、表８．５－１８及び表８．５－１９の値を加えることによ

り、チルト角 6.5 度（PHS は 5 度）の場合の機内携帯電話システムに許容される送信電

力の表を作成したところ、表８．５－２１に示す。 

さらに、2 つのチルト角ごとの結果の中からさらに影響の強い値を選択し、最終的な最

小値の場合の表を作成したところ、表８．５－２２に示す。 
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表８．５－２０ チルト角 2.5 度の場合の 
機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p.：dBm/200kHz） 
（与干渉システム：左側は機内基地局④、右側は機内持込移動局⑤-２） 

 

与干渉システム 機内基地局 
④ 

被干渉周波数帯 1930-1940MHz 1940-1980MHz
被干渉システム cdma2000 W-CDMA

高度 

（m） 

3,000 -4.9  -4.8  

4,000 -2.4  -2.3  

5,000 -2.6  -2.5  

6,000 -1.3  -1.2  

7,000 -0.2  -0.1  

8,000 -1.2  -1.1  

9,000 -1.0  -0.9  

10,000 -1.3  -1.2  
 

与干渉システム 機内持込移動局
⑤-２ 

被干渉周波数帯 1.8GHz 帯
被干渉システム PHS

高度

（m）

3,000 -24.0  

4,000 -21.5  

5,000 -19.9  

6,000 -18.3  

7,000 -17.2  

8,000 -17.6  

9,000 -18.0  

10,000 -17.8  
 

 
表８．５－２１ チルト角 6.5 度（PHS は 5 度）の場合の 

機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p.：dBm/200kHz） 
（与干渉システム：左側は機内基地局④、右側は機内持込移動局⑤-２） 

 

与干渉システム 機内基地局 
④ 

被干渉周波数帯 1930-1940MHz 1940-1980MHz
被干渉システム cdma2000 W-CDMA 

高度 

（m） 

3,000 -4.9  -4.8  

4,000 -2.4  -2.3  

5,000 -3.0 -2.9 

6,000 -1.6  -1.5 

7,000 -0.5 -0.4 

8,000 -3.3 -3.2  

9,000 -2.7  -2.6  

10,000 -2.1 -2.0  
 

与干渉システム 機内持込移動局
⑤-２ 

被干渉周波数帯 1.8GHz 帯

被干渉システム PHS 

高度 

（m） 

3,000 -23.5  

4,000 -21.0  

5,000 -19.5  

6,000 -18.0  

7,000 -16.7  

8,000 -18.1  

9,000 -17.2  

10,000 -17.7  
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表８．５－２２ 複数機体の影響を最も弱く受ける場合の 
機内携帯電話システムに許容される送信電力（e.i.r.p.：dBm/200kHz） 
（与干渉システム：左側は機内基地局④、右側は機内持込移動局⑤-２） 

 

与干渉システム 
機内基地局 

④ 

被干渉周波数帯 1930-1940MHz 1940-1980MHz

被干渉システム cdma2000 W-CDMA 

高度 

（m） 

3,000 -4.9 -4.8 

4,000 -2.4 -2.3 

5,000 -2.6 -2.5 

6,000 -1.3 -1.2 

7,000 -0.2 -0.1 

8,000 -1.2 -1.1 

9,000 -1.0 -0.9 

10,000 -1.3 -1.2 
 

与干渉システム 
機内持込移動局

⑤-２ 

被干渉周波数帯 1.8GHz 帯 

被干渉システム PHS 

高度 

（m）

3,000 -23.5 

4,000 -21.0 

5,000 -19.5 

6,000 -18.0 

7,000 -16.7 

8,000 -17.6 

9,000 -17.2 

10,000 -17.7 
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第９章 ケース別共用条件と採用する共用条件 

 

９．１ 共用条件のケース分け 

（１）ケース分け及びその考え方 

機内携帯電話システム（機内持込移動局を含む）と、地上携帯ネットワークとの共用

検討について、以下の３つに分けて検討を行うこととする。 

A 複数機体の影響を考慮しないケース 

B 複数機体の影響を考慮するケース 

B1・・・複数機体の影響を最も強く受けるケース 

B2・・・複数機体の影響を最も弱く受けるケース 

 

３つに分けて検討を行った理由を述べる。 

機内基地局及び機内持込移動局については、GSM1800 或いは GSM1900 方式である

ため、ある帯域の中のある特定の周波数にキャリアを立てて通信を行うものである。空

中に複数の機内携帯電話システムが搭載された航空機が存在する場合、それぞれの機内

基地局が異なるキャリアを用いるのであれば、電波は重ならないこととなるため、複数

機体の影響は考慮しなくて良いこととなる。なお、機内持込移動局についても、機内基

地局キャリアの 95MHz 下のキャリアを用いて通信を行うため、同様に複数機体の影響

を考慮しなくて良いこととなる。（ケース A に該当） 

他方、全ての機内携帯電話システムに対して、全く同一のキャリアが割り当てられた

場合は、複数機体の影響を考慮する必要があり、その場合、複数機体の影響を最も強く

受けると考えられる。（ケース B1 に該当）。 

ただし、例えばある程度異なるキャリアが異なる機内携帯電話システムに割り当てら

れる場合は、複数機体の影響についてはケース B1 ほどではないものの、全く考慮しな

いケース A よりはあると考えられる。この場合の影響については、どの程度の数の機内

基地局が同一キャリアを用いるか、さらにはその位置、高度等に依存し、様々な結果が

考えられる。このため、干渉の影響度合いについて一概に言えるものではないが、複数

機体の影響を最も弱く受けるケース（ケース B2）を準用することとする。 
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（２）ケース分けの際に用いるデータについて 

ケース分けにあたり、これまで被干渉側でまとめていた共用値を、与干渉側でまとめ

る必要がある。特に、与干渉側でまとめた場合、TDD 方式である PHS、WiMAX 及び

次世代 PHS については基地局側と移動局側のそれぞれに許容値が存在しているため、

この場合は、その中から最も厳しいものを選択する必要がある。 

 

 

図９．１－１ 被干渉と与干渉の関係まとめ 

 

図９．１－１に被干渉と与干渉の関係をまとめたが、⑤－１の PHS 移動局と⑤－２の

PHS 基地局が、機内持込移動局（GSM1900 方式）の二つが与干渉となるため、⑤－１の

PHS 移動局と⑤－２の PHS 基地局の制限値を比較し、最も厳しい値を用いることとなる。

同様に NCU の制限値を検討するため、③－２と③－３についても比較し、最も厳しい値

を用いることとなる。 

なお、以降の全ての制限値については 11,000m 以上については算出していないが、他の

高度と同様な考え方及び計算方法にて算出可能である。 
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（３）与干渉及び被干渉の周波数帯について 

  機内基地局が GSM1800 方式の場合、機内基地局及び機内持込移動局と、それぞれの

被干渉との周波数帯については、以下の図に示すとおり。 

 

図９．１－２ 機内基地局が GSM1800 方式の場合 

 

図９．１－３ 機内持込移動局が GSM1800 方式の場合 

 

また、機内基地局が GSM1900 方式の場合、機内基地局及び機内持込移動局と、それぞ

れの被干渉との周波数帯については、以下の図に示すとおり。 
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図９．１－４ 機内持込移動局が GSM1900 方式の場合 

 

 

図９．１－５ 機内持込移動局が GSM1900 方式の場合 
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９．２ 複数機体の影響を考慮しないケース（ケース A） 

複数機体の影響を考慮しないケース A において、機内携帯電話システムの NCU、

GSM1800 方式の場合の機内携帯電話システム基地局、GSM1800 方式の場合の機内持込

移動局、GSM1900 方式の場合の機内携帯電話システム基地局及び GSM1900 方式の場合

の機内持込移動局の５つに分けて、許容される e.i.r.p. [ dBm/200kHz ]を策定した。 

 

（１）機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p. 

機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p.について、 

・PHS、WiMAX、次世代 PHS 以外が対象となる部分については、複数機体の影響

を考慮していない③－１と③－２の値 

・PHS、WiMAX、次世代 PHS が対象となる部分については、複数機体の影響を考

慮していない③－３と③－２の値を比較し、厳しい値 

を用いて、機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p.を策定したところ、表

９．２－１に示す。 

 

表９．２－１ 機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 800MHz 帯 
1.5 

GHz 帯

1.7 

GHz 帯

1.8 

GHz 帯
2GHz 帯 

2.5 

GHz 帯 

システム W- 
CDMA PDC CDMA

2000 PDC W-
CDMA PHS W- 

CDMA 
CDMA 
2000 

WIMAX、
次世代 PHS

高度 

（m） 

3,000  -17.2 1.1  -17.5 6.4 -10.7 -24.5 -9.5  -9.5  -8.9  

4,000  -14.7 3.6  -15.0 8.9 -8.2 -22.0 -7.0  -7.0  -6.4  

5,000  -12.7 5.6  -13.1 10.8 -6.3 -20.1 -5.0  -5.1  -4.5  

6,000  -11.2 7.2  -11.5 12.4 -4.7 -18.5 -3.4  -3.5  -2.9  

7,000  -9.8 8.5  -10.1 13.7 -3.3 -17.2 -2.1  -2.2  -1.5  

8,000  -8.7 9.7  -9.0 14.9 -2.2 -16.0 -0.9  -1.0  -0.4  

9,000  -7.6 10.7  -8.0 15.9 -1.2 -15.0 0.1  0.0  0.6  

10,000 -6.7 11.6  -7.0 16.8 -0.2 -14.1 1.0  0.9  1.6  
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参考として、機内携帯電話システムの NCU について、ヨーロッパでの制限値と本検

討会での制限値を比較した。ヨーロッパでの NCU の許容 e.i.r.p.を表９．２－２に、本

検討会で策定した NCU の許容 e.i.r.p.（表９．２－１から抜粋して作成）を表９．２－

３に示す。 

両者を比較すると、概ね 2dB 程度、ヨーロッパでの制限値よりも、より強い制御電波

の発射を許容している値となっていることが分かる。 

 

表９．２－２ ヨーロッパでの NCU の許容 e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

種類 GSM W-CDMA  

周波数帯 900MHz 帯 1.8GHz 帯 2GHz 帯 

高度（m）

3,000  -19.0  -13.0  -11.8  

4,000  -16.5  -10.5  -9.3  

5,000  -14.5  -8.5  -7.4  

6,000  -12.9  -6.9  -5.8  

7,000  -11.6  -5.6  -4.5  

8,000  -10.5  -4.4  -3.3  

 

 

表９．２－３ 本検討会で策定した NCU の許容 e.i.r.p. [dBm/200kHz ]  

種類 W-CDMA  W-CDMA  W-CDMA  

周波数帯 800MHz 帯 1.7GHz 帯 2GHz 帯 

高度（m）

3,000  -17.2  -10.7  -9.5  

4,000  -14.7  -8.2  -7.0  

5,000  -12.7  -6.3  -5.0  

6,000  -11.2  -4.7  -3.4  

7,000  -9.8  -3.3  -2.1  

8,000  -8.7  -2.2  -0.9  

比較 比較 
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（２）機内携帯電話システムの基地局（GSM1800 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1800 方式の場合で、機内携帯電話システムの基地局に許容される e.i.r.p.につい

て、次の値を用いて策定したところ、表９．２－４に示す。 

・ GSM1800 方式の機内携帯電話システムの基地局の周波数帯（1,805-1,880MHz）

のうち、1.7GHz 帯 W-CDMA と重なる周波数帯（具体的には 1,844.9-1,879.9）

については、複数機体の影響を考慮していない 1.7GHz 帯 W-CDMA 移動局が

被干渉の場合①とする。 

・ 上記以外の周波数帯については、ECC レポート（ECC/DEC/(06/07))）の制限

値とする。ただし、9,000m 以上の高さについて、制限値が規定されていないた

め、同レポートの制限値の算出過程を分析して算出した値を用いる。 

 

表９．２－４ 機内携帯電話システムの基地局（GSM1800 方式の場合）に 
許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,805-1,844.9MHz 1,844.9-1879.9MHz 1,879.9-1,880MHz

高度（m） 

3,000  -13.0  -10.7  -13.0  

4,000  -10.5  -8.2  -10.5  

5,000  -8.5  -6.3  -8.5  

6,000  -6.9  -4.7  -6.9  

7,000  -5.6  -3.3  -5.6  

8,000  -4.4  -2.2  -4.4  

9,000  -3.4  -1.2  -3.4  

10,000 -2.5  -0.2  -2.5  
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（３）機内持込移動局（GSM1800 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1800 方式の場合で、機内持込移動局に許容される e.i.r.p.について、次の値を用

いて策定したところ、表９．２－５に示す。 

・ GSM1800 方式の機内携帯電話システムの移動局の周波数帯（1,710-1,785MHz）

の う ち 、 1.7GHz 帯 W-CDMA と 重 な る 周 波 数 帯 （ 具 体 的 に は

1,749.9-1,784.9MHz）については、複数機体の影響を考慮していない 1.7GHz

帯 W-CDMA 基地局が被干渉の場合②とする。 

・ 上記以外の周波数帯については、ECC レポート（ECC/DEC/(06/07))）の制限

値とする。ただし、9,000m 以上の高さについて、制限値が規定されていないた

め、同レポートの制限値の算出過程を分析して算出した値を用いる。 

 

表９．２－５ 機内持込移動局（GSM1800 方式の場合）に 

許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,710-1,749.9MHz 1,749.9-1,784.9MHz 1,784.9-1,785MHz

高度（m） 

3,000  -3.3  -5.7  -3.3  

4,000  -1.1  -3.2  -1.1  

5,000  0.5  -1.2  0.5  

6,000  1.8  0.4  1.8  

7,000  2.9  1.7  2.9  

8,000  3.8  2.9  3.8  

9,000  4.6  3.9  4.6  

10,000 5.3  4.8  5.3  
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（４）機内携帯電話システムの基地局（GSM1900 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1900 方式の場合で、機内携帯電話システムの基地局に許容される e.i.r.p.につい

て、複数機体の影響を考慮していない 2G 帯 W-CDMA 及び cdma2000 基地局が被干渉

の場合④を用いて策定したところ、表９．２－６に示す。 

 

表９．２－６ 機内携帯電話システムの基地局（GSM1900 方式の場合）に 
許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,930-1,940 MHz 1,940-1,980 MHz 

高度（m） 

3,000  -4.9  -4.8  

4,000  -2.4  -2.3  

5,000  -0.4  -0.3  

6,000  1.2  1.3  

7,000  2.5  2.6  

8,000  3.7  3.8  

9,000  4.7  4.8  

10,000 5.6  5.7  
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（５）機内持込移動局（GSM1900 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1900 方式の場合で、機内持込移動局に許容される e.i.r.p.について、 

・ 被干渉が 1.7G 帯 W-CDMA 移動局となる部分については複数機体の影響を考

慮していない⑤－１の値 

・ 被干渉が PHS の周波数帯については、複数機体の影響を考慮していない⑤－

１と⑤－２の値を比較し、厳しい値 

を用いて、機内持込移動局（GSM1900 方式の場合）に許容される e.i.r.p.を策定した

ところ、表９．２－７に示す。 

 

表９．２－７ 機内持込移動局（GSM1900 方式の場合）に 
許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,850-1,879.9 MHz 1,884.5-1,910 MHz 

高度（m） 

3,000  -10.7  -24.5  

4,000  -8.2  -22.0  

5,000  -6.3  -20.1  

6,000  -4.7  -18.5  

7,000  -3.3  -17.2  

8,000  -2.2  -16.0  

9,000  -1.2  -15.0  

10,000 -0.2  -14.1  
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９．３ 複数機体の影響を最も強く受けるケース（ケース B1） 

複数機体の影響を最も強く受けるケース（ケース B1）において、ケース A と同様に、

機内携帯電話システムの NCU、GSM1800 方式の場合の機内携帯電話システム基地局、

GSM1800 方式の場合の機内持込移動局、GSM1900 方式の場合の機内携帯電話システム

基地局及び GSM1900 方式の場合の機内持込移動局の５つに分けて、許容される e.i.r.p. 

[ dBm/200kHz ]を策定した。 

 

（１）機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p. 

機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p.について、 

・ PHS、WiMAX、次世代 PHS 以外が対象となる部分については、複数機体の影

響を最も強く受ける場合の③－１と③－２の値 

・ PHS、WiMAX、次世代 PHS が対象となる部分については、複数機体の影響を

最も強く受ける場合の③－３と③－２と値を比較し、厳しい値 

を用いて、機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p.を策定したところ、  

表９．３－１に示す。 

 

表９．３－１ 機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 800MHz 帯 
1.5 

GHz帯

1.7 

GHz 帯

1.8 

GHz 帯
2GHz 帯 

2.5 

GHz 帯

システム W- 
CDMA PDC CDMA

2000 PDC W- 
CDMA PHS W- 

CDMA 
CDMA 
2000 

WIMAX
次世代
PHS 

高度 

（m） 

3,000  -18.3  0.0  -18.6 5.3 -11.8 -25.6 -10.6  -10.6  -10.0 

4,000  -16.5  1.8  -16.8 7.1 -10.0 -23.8 -8.8  -8.8  -8.2  

5,000  -15.1  3.2  -15.5 8.4 -8.7 -22.5 -7.4  -7.5  -6.9  

6,000  -14.3  4.1  -14.6 9.3 -7.8 -21.6 -6.5  -6.6  -6.0  

7,000  -13.5  4.8  -13.8 10.0 -7.0 -20.9 -5.8  -5.9  -5.2  

8,000  -13.1  5.3  -13.4 10.5 -6.6 -20.4 -5.3  -5.4  -4.8  

9,000  -12.4  5.9  -12.8 11.1 -6.0 -19.8 -4.7  -4.8  -4.2  

10000 -11.9  6.4  -12.2 11.6 -5.4 -19.3 -4.2  -4.3  -3.6  
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参考として、機内携帯電話システムの NCU について、ヨーロッパでの制限値と本検

討会での制限値を比較した。ヨーロッパでの NCU の許容 e.i.r.p.を表９．３－２に、本

検討会で策定した NCU の許容 e.i.r.p.（表９．３－１から抜粋して作成）を表９．３－

３に示す。 

両者を比較すると、3,000m 及び 4,000m では本検討会での制限値がヨーロッパでの

制限値よりも、より強い制御電波の発射を許容している半面、6,000m 以降ではヨーロ

ッパでの制限値よりも、より弱い制御電波の発射しか許容しない値となっている。両者

の差は、高度が高くなるに連れて増しており、最大で 2dB 程度の差となった。 

 

表９．３－２ ヨーロッパでの NCU の許容 e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

種類 GSM W-CDMA  

周波数帯 900MHz 帯 1.8GHz 帯 2GHz 帯 

高度（m）

3,000  -19.0  -13.0  -11.8  

4,000  -16.5  -10.5  -9.3  

5,000  -14.5  -8.5  -7.4  

6,000  -12.9  -6.9  -5.8  

7,000  -11.6  -5.6  -4.5  

8,000  -10.5  -4.4  -3.3  

 

 

表９．３－３ 本検討会で策定した NCU の許容 e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

種類 W-CDMA  W-CDMA  W-CDMA  

周波数帯 800MHz 帯 1.7GHz 帯 2GHz 帯 

高度（m）

3,000  -18.3  -11.8 -10.6 

4,000  -16.5  -10.0 -8.8 

5,000  -15.1  -8.7 -7.4 

6,000  -14.3  -7.8 -6.5 

7,000  -13.5 -7.0 -5.8 

8,000  -13.1  -6.6 -5.3 

比較 比較 
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（２）機内携帯電話システムの基地局（GSM1800 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1800 方式の場合で、機内携帯電話システムの基地局に許容される e.i.r.p.につい

て、次の値を用いて策定したところ、表９．３－４に示す。 

・ GSM1800 方式の機内携帯電話システムの基地局の周波数帯（1,805-1,880MHz）

のうち、1.7GHz 帯 W-CDMA と重なる周波数帯（具体的には 1,844.9-1,879.9）

については、複数機体の影響を最も強く受ける場合の 1.7GHz 帯 W-CDMA 移

動局が被干渉の場合①とする。 

・ 上記以外の周波数帯については、ECC レポート（ECC/DEC/(06/07))）の制限

値とする。ただし、9,000m 以上の高さについて、制限値が規定されていない

ため、同レポートの制限値の算出過程を分析して算出した値を用いる。 

 

表９．３－４ 機内携帯電話システムの基地局（GSM1800 方式の場合）に 
許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,805-1,844.9MHz 1,844.9-1,879.9MHz 1,879.9-1,880MHz

高度（m） 

3,000 -13.0  -11.8  -13.0  

4,000 -10.5  -10.0 -10.5  

5,000 -8.5  -8.7  -8.5  

6,000 -6.9  -7.8  -6.9  

7,000 -5.6  -7.0  -5.6  

8,000 -4.4  -6.6  -4.4  

9,000 -3.4  -6.0 -3.4  

10,000 -2.5  -5.4  -2.5  
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（３）機内持込移動局（GSM1800 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1800 方式の場合で、機内持込移動局に許容される e.i.r.p.について、次の値を用

いて策定したところ、表９．３－５に示す。 

・ GSM1800 方式の機内携帯電話システムの移動局の周波数帯（1,710-1,785MHz）

の う ち 、 1.7GHz 帯 W-CDMA と 重 な る 周 波 数 帯 （ 具 体 的 に は

1,749.9-1,784.9MHz）については、複数機体の影響を最も強く受ける場合の

1.7GHz 帯 W-CDMA 基地局が被干渉の場合②とする。 

・ 上記以外の周波数帯については、ECC レポート（ECC/DEC/(06/07))）の制限

値とする。ただし、9,000m 以上の高さについて、制限値が規定されていないた

め、同レポートの制限値の算出過程を分析して算出した値を用いる。 

 

表９．３－５ 機内持込移動局（GSM1800 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 
[dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,710-1,749.9MHz 1,749.9-1,784.9MHz 1,784.9-1,785MHz

高度（m） 

3,000  -3.3  -8.5 -3.3  

4,000  -1.1  -6.3  -1.1  

5,000  0.5  -5.9  0.5  

6,000  1.8  -4.6 1.8  

7,000  2.9  -4.4 2.9  

8,000  3.8  -4.1 3.8  

9,000  4.6  -3.6 4.6  

10,000 5.3  -3.2 5.3  
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（４）機内携帯電話システムの基地局（GSM1900 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1900 方式の場合で、機内携帯電話システムの基地局に許容される e.i.r.p.につい

て、複数機体の影響を最も強く受ける場合の 2G 帯 W-CDMA 及び cdma2000 基地局が

被干渉の場合④を用いて策定したところ、表９．３－６に示す。 

 

表９．３－６ 機内携帯電話システムの基地局（GSM1900 方式の場合）に 
許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,930-1,940MHz 1,940-1,990MHz 

高度（m） 

3,000  -7.7  -7.6  

4,000  -5.5  -5.4  

5,000  -5.1  -5.0  

6,000  -3.8  -3.7  

7,000  -3.6  -3.5  

8,000  -3.3  -3.2  

9,000  -2.8  -2.7  

10,000 -2.4  -2.3  
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（５）機内持込移動局（GSM1900 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1900 方式の場合で、機内持込移動局に許容される e.i.r.p.について、 

・ 被干渉が 1.7G 帯 W-CDMA 移動局となる部分については複数機体の影響を最

も強く受ける場合の⑤－１の値 

・ 被干渉が PHS の周波数帯については、複数機体の影響を最も強く受ける場合

の⑤－１と⑤－２の値を比較し、厳しい値 

を用いて、機内持込移動局（GSM1900 方式の場合）に許容される e.i.r.p.を策定した

ところ、表９．３－７に示す。 

 

表９．３－７ 機内持込移動局（GSM1900 方式の場合）に 

許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,850-1,879.9MHz 1,884.5-1,910MHz 

高度（m） 

3,000  -11.8  -25.6  

4,000  -10.0  -23.8  

5,000  -8.7  -22.5  

6,000  -7.8  -21.6  

7,000  -7.0  -20.9  

8,000  -6.6  -20.4  

9,000  -6.0  -19.8  

10,000 -5.4  -19.3  
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９．４ 複数機体の影響を最も弱く受けるケース（ケース B2） 

複数機体の影響を最も弱く受けるケース（ケース B2）について、ケース A と同様に、

機内携帯電話システムの NCU、GSM1800 方式の場合の機内携帯電話システム基地局、

GSM1800 方式の場合の機内持込移動局、GSM1900 方式の場合の機内携帯電話システム

基地局及び GSM1900 方式の場合の機内持込移動局の５つに分けて、許容される e.i.r.p. 

[ dBm/200kHz ]を策定した。 

 

（１）機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p. 

機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p.について、 

・PHS、WiMAX、次世代 PHS 以外が対象となる部分については、複数機体の影響

を最も弱く受ける場合の③－１と③－２の値 

・PHS、WiMAX、次世代 PHS が対象となる部分については、複数機体の影響を最

も弱く受ける場合の③－３と③－２と値を比較し、厳しい値 

を用いて、機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p.を策定したところ、 

表９．４－１に示す。 

 

表９．４－１ 機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 800MHz 帯 
1.5 

GHz 帯

1.7 

GHz 帯

1.8 

GHz帯
2GHz 帯 

2.5 

GHz 帯 

システム W- 
CDMA PDC CDMA

2000 PDC W- 
CDMA PHS W- 

CDMA 
CDMA 
2000 

WIMAX
次世代 
PHS 

高度 

（m） 

3,000  -17.5  0.8  -17.8 6.1 -11.0 -24.8 -9.8  -9.8  -9.2  

4,000  -15.2  3.1  -15.5 8.4 -8.7 -22.5 -7.5  -7.5  -6.9  

5,000  -13.5  4.8  -13.9 10.0 -7.1 -20.9 -5.8  -5.9  -5.3  

6,000  -12.3  6.1  -12.6 11.3 -5.8 -19.6 -4.5  -4.6  -4.0  

7,000  -11.2  7.1  -11.5 12.3 -4.7 -18.6 -3.5  -3.6  -2.9  

8,000  -12.8  5.6  -13.1 10.8 -6.3 -20.1 -5.0  -5.1  -4.5  

9,000  -12.1  6.2  -12.5 11.4 -5.7 -19.5 -4.4  -4.5  -3.9  

10,000 -11.7  6.6  -12.0 11.8 -5.2 -19.1 -4.0  -4.1  -3.4  
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参考までに、機内携帯電話システムの NCU について、ヨーロッパでの制限値と本検討

会での制限値を比較した。ヨーロッパでの NCU の許容 e.i.r.p.を表９．４－２に、本検討

会で策定した NCU の許容 e.i.r.p.（表９．４－１から抜粋）を表９．４－３に示す。 

両者を比較すると、B1 と同様の傾向が表れている。 

 

表９．４－２ ヨーロッパでの NCU の許容 e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

種類 GSM W-CDMA  

周波数帯 900MHz 帯 1.8GHz 帯 2GHz 帯 

高度（m）

3,000  -19.0  -13.0  -11.8  

4,000  -16.5  -10.5  -9.3  

5,000  -14.5  -8.5  -7.4  

6,000  -12.9  -6.9  -5.8  

7,000  -11.6  -5.6  -4.5  

8,000  -10.5  -4.4  -3.3  

 

 

表９．４－３ 本検討会での NCU の許容 e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

種類 W-CDMA  W-CDMA  W-CDMA  

周波数帯 800MHz 帯 1.7GHz 帯 2GHz 帯 

高度（m）

3,000  -17.5  -11.0 -9.8 

4,000  -15.2  -8.7 -7.5 

5,000  -13.5  -7.1 -5.8 

6,000  -12.3 -5.8 -4.5 

7,000  -11.2  -4.7 -3.5 

8,000  -12.8  -6.3 -5.0 

 

比較 比較 
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（２）機内携帯電話システムの基地局（GSM1800 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1800 方式の場合で、機内携帯電話システムの基地局に許容される e.i.r.p.につい

て、次の値を用いて策定したところ、表９．４－４に示す。 

・ GSM1800 方式の機内携帯電話システムの基地局の周波数帯（1,805-1,880MHz）

のうち、1.7GHz 帯 W-CDMA と重なる周波数帯（具体的には 1,844.9-1,879.9）

については、複数機体の影響を最も弱く受ける場合の 1.7GHz 帯 W-CDMA 移

動局が被干渉の場合①とする。 

・ 上記以外の周波数帯については、ECC レポート（ECC/DEC/(06/07))）の制限

値とする。ただし、9,000m 以上の高さについて、制限値が規定されていない

ため、同レポートの制限値の算出過程を分析して算出した値を用いる。 

 

表９．４－４ 機内携帯電話システムの基地局（GSM1800 方式の場合）に 
許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,805-1,844.9MHz 1,844.9-1,879.9MHz 1,879.9-1,880MHz

高度（m） 

3,000  -13.0  -11.0  -13.0  

4,000  -10.5  -8.7 -10.5  

5,000  -8.5  -7.1  -8.5  

6,000  -6.9  -5.8  -6.9  

7,000  -5.6  -4.7 -5.6  

8,000  -4.4  -6.3  -4.4  

9,000  -3.4  -5.7 -3.4  

10,000 -2.5  -5.2  -2.5  
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（３）機内持込移動局（GSM1800 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1800 方式の場合で、機内持込移動局に許容される e.i.r.p.について、次の値を用

いて策定したところ、表９．４－５に示す。 

・ GSM1800 方式の機内携帯電話システムの移動局の周波数帯（1,710-1,785MHz）

の う ち 、 1.7GHz 帯 W-CDMA と 重 な る 周 波 数 帯 （ 具 体 的 に は

1,749.9-1,784.9MHz）については、複数機体の影響を最も弱く受ける場合の

1.7GHz 帯 W-CDMA 基地局が被干渉の場合②とする。 

・ 上記以外の周波数帯については、ECC レポート（ECC/DEC/(06/07))）の制限

値とする。ただし、9,000m 以上の高さについて、制限値が規定されていないた

め、同レポートの制限値の算出過程を分析して算出した値を用いる。 

 

表９．４－５ 機内持込移動局（GSM1800 方式の場合）に 
許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,710-1,749.9MHz 1,749.9-1,784.9MHz 1,784.9-1,785MHz

高度（m） 

3,000  -3.3  -5.7 -3.3  

4,000  -1.1  -3.2  -1.1  

5,000  0.5  -3.4  0.5  

6,000  1.8  -2.1 1.8  

7,000  2.9  -1.0 2.9  

8,000  3.8  -2.0 3.8  

9,000  4.6 -1.8 4.6 

10,000 5.3  -2.1 5.3 
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（４）機内携帯電話システムの基地局（GSM1900 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1900 方式の場合で、機内携帯電話システムの基地局に許容される e.i.r.p.につい

て、複数機体の影響を最も弱く受ける場合の 2G 帯 W-CDMA 及び cdma2000 基地局が

被干渉の場合④を用いて策定したところ、表９．４－６に示す。 

 
表９．４－６ 機内携帯電話システムの基地局（GSM1900 方式の場合）に 

許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,930-1,940MHz 1,940-1,980MHz 

高度（m） 

3,000  -4.9  -4.8  

4,000  -2.4  -2.3  

5,000  -2.6  -2.5  

6,000  -1.3  -1.2  

7,000  -0.2  -0.1  

8,000  -1.2  -1.1  

9,000  -1.0  -0.9  

10,000  -1.3  -1.2  
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（５）機内持込移動局（GSM1900 方式の場合）に許容される e.i.r.p. 

GSM1900 方式の場合で、機内持込移動局に許容される e.i.r.p.について、 

・ 被干渉が 1.7G 帯 W-CDMA 移動局となる部分については複数機体の影響を最

も弱く受ける場合の⑤－１の値 

・ 被干渉が PHS の周波数帯については、複数機体の影響を最も弱く受ける場合

の⑤－１と⑤－２の値を比較し、厳しい値 

を用いて、機内持込移動局（GSM1900 方式の場合）に許容される e.i.r.p.を策定した

ところ、表９．４－７に示す。 

 

表９．４－７ 機内持込移動局（GSM1900 方式の場合）に 
許容される e.i.r.p. [dBm/200kHz ] 

周波数帯 1,850-1,879.9MHz 1,884.5-1,910MHz 

高度（m） 

3,000  -11.0  -24.8  

4,000  -8.7  -22.5  

5,000  -7.1  -20.9  

6,000  -5.8  -19.6  

7,000  -4.7  -18.6  

8,000  -6.3  -20.1  

9,000  -5.7  -19.5  

10,000 -5.2  -19.1  
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９．５ 全ケース一覧及び考察 

ケース A、ケース B2 及びケース B1 について、結果を一覧表に取りまとめたところ、

表９．５－１、表９．５－２及び表９．５－３に示す。 

また、ケース A とケース B2 の差を表９．５－４に、ケース B2 とケース B1 の差を表

９．５－５に、ケース A とケース B1 の差を表９．５－６に示す。 

ケース A とケース B2 を比較すると、7,000m 程度までであれば、その差は 1dB 程度で

あるが、8,000m を超えた場合は 4dB と大きな差が発生している。これは複数機体の影響

（ケース２）を考慮したためである。この傾向は全般的に言える。この結果を踏まえると、

複数機体の影響は低高度ではなく、高高度の場合、より強く干渉を増加させると言える。 

次に、ケース B1 と B2 を比較する。いずれも複数機体の影響を考慮しているが、複数

機体の影響を最も強く受ける場合か、最も小さく受ける場合か、という点のみが異なって

いる。しかしながら、表８．５－５を見ると、機内基地局が GSM1900 方式の場合を除き、

最大でもその差は 2dB 程度に留まっている。これを踏まえると、現実的な条件（飛行間隔、

飛行高度間隔、空路の層等）を踏まえて検討する限り、複数機体の存在によって限りなく

干渉が増えることはない、ということとなる。 

 最後に、ケース A と B1 を比較する。それぞれの値の差が大きく、特に高度が上昇する

につれ、複数機体の影響による干渉が増加することとなり、高度 10,000m では 5dB 以上

の差が出ている。やはり、複数機体による干渉増加は高度に影響すると言える。 
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表９．５－１ 複数機体の影響を考慮しない場合（ケース A）の結果一覧 

種類 機内 
基地局 

機内持込

移動局 
機内基地局 機内持込移動局 NCU 

周波数帯 1,844.9-
1,879.9 
MHz 

1,749.9- 
1,784.9 
MHz 

1,930- 
1,940
MHz 

1,940-
1,990
MHz

1,850-
1,879.9
MHz 

1,884.5-
1,910 
MHz 

800ＭHz 帯 
 

1.5 
GHz 帯

1.7 
GHz 帯

1.8 
GHz 帯

2GHz 帯 2.5 
GHz 帯 

方式 GSM1800 GSM1900 GSM1900 W- 
CDMA

PDC cdma
2000

PDC W- 
CDMA

PHS
 

W- 
CDMA

cdma
2000

WiMAX、 
次世代 PHS

高度 

(m) 

3,000 -10.7  -5.7  -4.9 -4.8 -10.7 -24.5 -17.2 1.1  -17.5 6.4  -10.7 -24.5 -9.5 -9.5 -8.9  

4,000 -8.2  -3.2  -2.4 -2.3 -8.2  -22.0 -14.7 3.6  -15.0 8.9  -8.2 -22.0 -7.0 -7.0 -6.4  

5,000 -6.3  -1.2  -0.4 -0.3 -6.3  -20.1 -12.7 5.6  -13.1 10.8 -6.3 -20.1 -5.0 -5.1 -4.5  

6,000 -4.7  0.4  1.2 1.3 -4.7  -18.5 -11.2 7.2  -11.5 12.4 -4.7 -18.5 -3.4 -3.5 -2.9  

7,000 -3.3  1.7  2.5 2.6 -3.3  -17.2 -9.8 8.5  -10.1 13.7 -3.3 -17.2 -2.1 -2.2 -1.5  

8,000 -2.2  2.9  3.7 3.8 -2.2  -16.0 -8.7 9.7  -9.0 14.9 -2.2 -16.0 -0.9 -1.0 -0.4  

9,000 -1.2  3.9  4.7 4.8 -1.2  -15.0 -7.6 10.7  -8.0 15.9 -1.2 -15.0 0.1 0.0 0.6  

10,000 -0.2  4.8  5.6 5.7 -0.2  -14.1 -6.7 11.6  -7.0 16.8 -0.2 -14.1 1.0 0.9 1.6  
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表９．５－２ 複数機体の影響を最も弱く受ける場合（ケース B2）の結果一覧 

種類 機内 
基地局 

機内持込

移動局 
機内基地局 機内持込移動局 NCU 

周波数帯 1,844.9- 
1,879.9 
MHz 

1,749.9- 
1,784.9 
MHz 

1,930- 
1,940 
MHz 

1,940-
1,990
MHz

1,850-
1,879.9
MHz 

1,884.5-
1,910 
MHz 

800ＭHz 帯 
 

1.5 
GHz 帯

1.7 
GHz 帯

1.8 
GHz 帯

2GHz 帯 2.5 
GHz 帯 

方式 GSM1800 
 

GSM1900 GSM1900 W- 
CDMA

PDC cdma
2000

PDC W- 
CDMA

PHS
 

W- 
CDMA

cdma
2000

WiMAX、 
次世代 PHS

高度 

(m) 

3,000 -11.0  -5.7 -4.9 -4.8 -11.0 -24.8 -17.5 0.8  -17.8 6.1  -11.0 -24.8 -9.8 -9.8 -9.2  

4,000 -8.7 -3.2  -2.4 -2.3 -8.7  -22.5 -15.2 3.1  -15.5 8.4  -8.7 -22.5 -7.5 -7.5 -6.9  

5,000 -7.1  -3.4  -2.6 -2.5 -7.1  -20.9 -13.5 4.8  -13.9 10.0 -7.1 -20.9 -5.8 -5.9 -5.3  

6,000 -5.8  -2.1 -1.3 -1.2 -5.8  -19.6 -12.3 6.1  -12.6 11.3 -5.8 -19.6 -4.5 -4.6 -4.0  

7,000 -4.7 -1.0 -0.2 -0.1 -4.7  -18.6 -11.2 7.1  -11.5 12.3 -4.7 -18.6 -3.5 -3.6 -2.9  

8,000 -6.3  -2.0 -1.2 -1.1 -6.3  -20.1 -12.8 5.6  -13.1 10.8 -6.3 -20.1 -5.0 -5.1 -4.5  

9,000 -5.7 -1.8 -1.0 -0.9 -5.7  -19.5 -12.1 6.2  -12.5 11.4 -5.7 -19.5 -4.4 -4.5 -3.9  

10,000 -5.2  -2.1 -1.3 -1.2 -5.2  -19.1 -11.7 6.6  -12.0 11.8 -5.2 -19.1 -4.0 -4.1 -3.4  
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表９．５－３ 複数機体の影響を最も強く受ける場合（ケース B1）の結果一覧 

種類 機内 
基地局 

機内持込

移動局 
機内基地局 機内持込移動局 NCU 

周波数帯 1,844.9-
1,879.9 
MHz 

1,749.9-
1,784.9 
MHz 

1,930-
1,940
MHz

1,940-
1,990
MHz

1,850-
1,879.9
MHz 

1,884.5-
1,910
MHz 

800ＭHz 帯 
 

1.5 
GHz 帯

1.7 
GHz 帯

1.8 
GHz 帯

2GHz 帯 2.5 
GHz 帯 

方式 GSM1800 GSM1900 GSM1900 W- 
CDMA

PDC cdma
2000

PDC W- 
CDMA

PHS
 

W- 
CDMA

cdma
2000

WiMAX、 
次世代 PHS 

高度 

(m) 

3,000 -11.8  -8.5 -7.7 -7.6 -11.8 -25.6 -18.3 0.0  -18.6 5.3  -11.8 -25.6 -10.6 -10.6 -10.0  

4,000 -10.0 -6.3  -5.5 -5.4 -10.0 -23.8 -16.5 1.8  -16.8 7.1  -10.0 -23.8 -8.8 -8.8 -8.2  

5,000 -8.7  -5.9  -5.1 -5.0 -8.7  -22.5 -15.1 3.2  -15.5 8.4  -8.7 -22.5 -7.4 -7.5 -6.9  

6,000 -7.8  -4.6 -3.8 -3.7 -7.8  -21.6 -14.3 4.1  -14.6 9.3  -7.8 -21.6 -6.5 -6.6 -6.0  

7,000 -7.0  -4.4 -3.6 -3.5 -7.0  -20.9 -13.5 4.8  -13.8 10.0 -7.0 -20.9 -5.8 -5.9 -5.2  

8,000 -6.6  -4.1 -3.3 -3.2 -6.6  -20.4 -13.1 5.3  -13.4 10.5 -6.6 -20.4 -5.3 -5.4 -4.8  

9,000 -6.0 -3.6 -2.8 -2.7 -6.0  -19.8 -12.4 5.9  -12.8 11.1 -6.0 -19.8 -4.7 -4.8 -4.2  

10,000 -5.4  -3.2 -2.4 -2.3 -5.4  -19.3 -11.9 6.4  -12.2 11.6 -5.4 -19.3 -4.2 -4.3 -3.6  
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表９．５－４ ケース A とケース B2 の差 

種類 機内 
基地
局 

機内持込 
移動局 

機内基地局 機内持込移動局 NCU

周波数帯
 

1,844.9-
1,879.9 
MHz 

1,749.9- 
1,784.9 
MHz 

1,930-
1,940
MHz 

1,940-
1,990
MHz

1,850-
1,879.9
MHz 

1,884.5-
1,910
MHz 

800ＭHz 帯 
 

1.5
GHz
帯 

1.7
GHz
帯 

1.8
GHz 帯

2GHz 帯 2.5GHz
帯 

方式 GSM1800 GSM1900 GSM1900 W-
CDMA

PDC cdma
2000 

PDC W-
CDMA

PHS
 

W-
CDMA

cdma
2000 

WiMAX、 
次世代
PHS 

高度 
(m) 

3,000 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
4,000 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
5,000 0.8 2.2 2.2 2.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
6,000 1.1 2.5 2.5 2.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
7,000 1.4 2.7 2.7 2.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
8,000 4.1 4.9 4.9 4.9 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 
9,000 4.5 5.7 5.7 5.7 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

10,000 5.0 6.9 6.9 6.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
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表９．５－５ ケース B2 とケース B1 の差 

種類 機内 
基地
局 

機内持込 
移動局 

機内基地局 機内持込移動局 NCU

周波数帯 1,844.9-
1,879.9 
MHz 

1,749.9- 
1,784.9 
MHz 

1,930-
1,940
MHz 

1,940-
1,990
MHz

1,850-
1,879.9 
MHz 

1,884.5-
1,910
MHz 

800ＭHz 帯 
 

1.5
GHz
帯 

1.7
GHz
帯 

1.8
GHz 帯

2GHz 帯 2.5GHz帯 

方式 GSM1800 GSM1900 W-
CDMA

PDC cdma 
2000

PDC W-
CDMA

PHS
 

W-
CDMA

cdma
2000 

WiMAX、 
次世代 PHS 

高度 
(m) 

3,000 0.8 2.8 2.8 2.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
4,000 1.3 3.1 3.1 3.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 
5,000 1.6 2.5 2.5 2.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
6,000 2.0 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
7,000 2.3 3.4 3.4 3.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 
8,000 0.3 2.1 2.1 2.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
9,000 0.3 1.8 1.8 1.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

10,000 0.2 1.1 1.1 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
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表９．５－６ ケース A とケース B1 の差 

種類 機内 
基地局 

機内持込 
移動局 

機内基地局 機内持込
移動局 

NCU

周波数帯 1,844.9- 
1,879.9 
MHz 

1,749.9- 
1,784.9 
MHz 

1,930-
1,940
MHz

1,940-
1,990
MHz

1,850-
1,879.9
MHz 

1,884.5-
1,910
MHz 

800ＭHz 帯 1.5
GHz
帯 

1.7
GHz
帯 

1.8
GHz 帯

2GHz 帯 2.5GH
z 帯 

方式 GSM1800 GSM1900 W-
CDMA

PDC cdma
2000 

PDC W-
CDMA

PHS
 

W-
CDMA

cdma
2000 

WiMAX 
次世代
PHS 

高度 
(m) 

3,000 1.1 2.8 2.8 2.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
4,000 1.8 3.1 3.1 3.1 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 
5,000 2.4 4.7 4.7 4.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
6,000 3.1 5.0 5.0 5.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 
7,000 3.7 6.1 6.1 6.1 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 
8,000 4.4 7.0 7.0 7.0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 
9,000 4.8 7.5 7.5 7.5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 

10,000 5.2 8.0 8.0 8.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 
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９．６ 採用する共用条件ケース 

下記の理由により、全ての場合に B１の値を機内携帯電話システムと地上携帯ネットワ

ークとの共用条件として採用する。 

 

① 機内基地局及び機内持込移動局 

周波数割当による干渉低減を考慮しないのであれば、複数機体による干渉増加が

必ず発生する。このため、複数機体のケースの最悪値を取ることが適当なため、B1

を適用する。 

 

② 制御電波 

帯域内全体に制御電波が発射されるため、複数機体による干渉増加が必ず発生す 

る。このため、複数機体のケースの最悪値を取ることが適当なため、B1 を適用す

る。 
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第１０章 技術的条件 

 

１０．１ 機内携帯電話システム用周波数帯の検討 

 機内携帯電話システムの技術的条件について検討したところ、ポイントについて以下

に記す。 

（１）機内基地局及び機内持込移動局で用いられる周波数帯 

機内携帯電話システムで用いられている方式は、現時点で利用可能なものは

GSM1800 方式或いは GSM1900 方式であり、現状では GSM1800 方式のみが運用され

ていると考えられる。GSM1800 方式であれば、機内基地局から発射される電波につい

ては 1805-1880MHz の中から一つのチャネルを用いており、当該チャネルの 95MHz

下のチャネルを機内持込移動局から機内基地局への通信に用いる。 
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（２）制御電波 

制御電波については、受信調査の結果を踏まえると、前述のとおり、我が国の全ての

携帯電話方式に対応させる必要がある。 

他方、携帯電話ネットワークについては FDD 方式（周波数分割複信（Frequency 

Division Duplex）と呼ばれる、送信と受信とに別の周波数を割り当てる方式と、TDD

方式（時分割複信: Time Division Duplex）と呼ばれる、送信・受信を時間ごとに切り

替える方式の２方式が存在する。TDD 方式に該当するものは、PHS、次世代 PHS 及び

WiMAX であり、その他については FDD 方式である。 

機内携帯電話システムの制御電波については、地上携帯電話ネットワークの基地局と

同じ帯域に発射する必要があるため、FDD 方式については、地上の携帯電話ネットワー

ク基地局の発射する電波の周波数帯を、TDD 方式については、地上の携帯電話ネットワ

ーク基地局の発射する電波の帯域と、地上の携帯電話ネットワークに接続する移動局の

発射する電波の帯域は同一であるため、TDD 方式の携帯電話ネットワークに割り当てら

れている周波数帯に発射させる必要がある。 

 

（３）PHS 用制御電波 

機内携帯電話システムの制御電波については、移動局を制御するものである。他方、

PHS については、基地局は制御チャネル（CCH）にて移動局を制御している。このた

め、PHS については、制御電波は PHS の全ての帯域に発射する必要はなく、制御チャ

ネルのみに発射されれば制御可能となる。 

制御チャネルの周波数を下記に示す。 

① 2012 年 5 月までの現状の制御チャネル：1916.75、1917.35、1917.95MHz 

② 2012 年 5 月までの現状の予備制御チャネル：1916.15MHz 

③ 2012 年 6 月以降の制御チャネル：1906.55、1907.15、1907.75MHz 

なお、周波数帯で表現した制御チャネルを図１０．１－２に示す。 
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図１０．１－２ 周波数帯で表現した PHS の制御チャネル 

 

②の制御チャネルについては、利用される頻度は少ないため、制御電波の対象とする

必要性は低いと考えられる。他方、PHS のチャネルについては帯域幅が 300kHz と狭い

ため、機内携帯電話システムが 300kHz 単位で制御電波を発射できないと対応できない

可能性も出てくると考えられる。 

また、制御チャネル間には、制御チャネルどうしの干渉を避けるため、1 チャネル分

が、ガードバンドとしてそれぞれ確保されているが、当該チャネルに対し、他の制御チ

ャネルに対して発射する同種・同強度の制御電波を発射したとしても、他のチャネルに

発生する事象と異なるような特別な事象は発生しないと考えられる。 

結論として、PHS に対する制御電波については、制御チャネルのみを対象とした場合

（パターン１）と、ガードバンドとして確保されているチャネルも含め対象とする場合

（パターン２）のいずれの場合もあり得ると結論する。それぞれのパターンについて、

図１０．１－３に示す。 
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図１０．１－３ ２つのパターンの PHS 用制御電波 
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（４）周波数帯まとめ 

我が国で機内携帯電話システムを使用する場合の、機内携帯電話システムの制御電波

の周波数帯域を、機内携帯電話システムで使用する周波数帯域及び我が国の携帯電話等

の周波数帯域と合わせて一覧にまとめたところ、800MHz 帯、1.5GHz 帯、1.7GHz 帯

及び PHS 帯域、2GHz 帯及び PHS 制御チャンネル帯域について、それぞれ図１０．１

－４から図１０．１－８にそれぞれ示す。 

 

 

図１０．１－４ 800MHz 帯 
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図１０．１－５ 1.5GHz 帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本国内の制御電波周波数帯域



 ‐410‐

 

図１０．１－６ 1. 7GHz 帯及び PHS 帯域 
（注 PHS については、後述するパターン２を例示として用いて記載している） 
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図１０．１－７ 2GHz 帯 
 

図１０．１－８ PHS 制御チャンネル帯域 
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１０．２ 機内携帯電話システムの技術的条件の検討 

 機内携帯電話システムの技術的条件について検討したところ、主要ポイントについて

以下に記す。 

（１）制御電波の必要性 

制御電波については、機内持込移動局を制御する電波であり、当該電波により、機内

持込移動局が機内携帯電話システムの基地局と接続し、他方で、地上の携帯電話ネット

ワークの基地局との直接接続を防止するものである。 

機内持込移動局が直接地上基地局と接続した場合の影響については前述のとおり、地

上携帯ネットワークへの影響を与えるため、当該直接接続については阻止されなければ

ならない。 

このため、制御電波については我が国へ機内携帯電話システムを導入する際に、必須

であり、当該制御電波を発射する装置を具備する必要がある。 

 

（２）制御電波の有効性 

制御電波の有効性については、機内携帯電話システムの提供会社 2 社に対し現地ヒア

リング調査を行うと共に、制御電波が機内持込移動局を制御するという機能について確

認したところ、その有効性を確認した。なお、当該有効性の確認については、ヨーロッ

パの地上携帯電話ネットワークのうち 2GHz 帯 W-CDMA 帯を対象としたものである。 

当該制御電波については、OnAir 社については、ホワイトノイズ、Aeromobile 社に

ついては短時間に周波数をスイープさせる「のこぎり波」であり、FM 変調方式である。

当該方式の性質と、ヨーロッパでの 2GHz 帯 W-CDMA 方式への有効性を踏まえ、我が

国の携帯電話方式への有効性について検討したところ、PDC、W-CDMA、cdma2000

及び PHS については、有効性があるとの結論となった。他方、次世代 PHS 及び WiMAX

については、変調方式が OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing：直交

周波数分割多重方式）であり変調方式と異なっている。このため、有効性について検討

したところ、その有効性については期待できると考えられるものの、実際の運用にあた

り確認する必要があるとの結論となった。 

なお、我が国向けの機内携帯電話システムの制御電波が、我が国方式の移動局に対し

て実際に有効となることを担保するための必要な諸元等（例 制御電波の強度）につい

ては、我が国向けの制御電波が、現在の制御電波であるホワイトノイズや、FM 変調波
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を用いるか否かが今後の技術開発に依存するため、現時点では詳細を規定しないとの結

論となった。 

 

（３）最低運用高度 

ヨーロッパで標準化された機内携帯電話システムの 低運用高度については 3,000m

である。このため、共用条件についても 3,000m から規定されている。本 低運用高度

について検討した結果、ヨーロッパと異なる高度を 低運用高度として設定する理由は

見当たらず、また、国際的な流れとして当該 低運用高度は 3,000m としていることが

調査結果により判明していることも踏まえ、我が国においても、 低運用高度について

は 3,000m とする。 

ただし、本 低運用高度については、機内携帯電話システムの運用が「可能」か「可

能でないか」の境目であることしか意味しない。実際に、我が国領空において機内携帯

電話システムを運用させるためには、 

 ・我が国の携帯電話方式に対応させた制御電波を発射 

 ・制御電波において機内持込移動局が制御される 

ということが必ず必要となり、我が国向けの制御電波が「機内携帯電話システムの

NCU に許容される e.i.r.p.」の電波強度の範囲にある制御電波にて有効であるか否かに

ついては今後の技術開発に依存する。よって、技術開発の結果に依っては、例えば

3,000m では「機内携帯電話システムの NCU に許容される e.i.r.p.」の電波強度の範囲

で有効性が担保できないため、3,000m では運用できない、という状態が起こり得る可

能性がある。このため、「 低運用高度」とは、実際の運用にあたり、3,000m から運用

が確実であることを担保したものではなく、「制御電波が有効であれば可能」という前提

条件がつくものである。 

 

（４）地上高 

1) 高度関連の言葉の定義 

① 高度…航空機における高度は、飛行場所の大気圧を高度に換算した気圧高度であ

り、海面や地表面からの高度ではない。また、気圧の変動により、同一飛

行場所でも異なる高度を示す。 

② 標高…水準点を元に算出される陸地の高さ。我が国では日本水準原点（東京都千
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代田区）が基準となる。なお、日本水準原点は東京湾平均海面より24.414m

の高さである。 

③ 海抜… 寄りの平均海面を 0m とした陸地の高さである。 

④ 地上高…地上に存在する物体における、地表面からの垂直距離である。 

 

2) 機内携帯電話システムにおける高度 

ヨーロッパにおける制限値は、above ground level と、地表面からの高さで制限値

が規定されている。これは、被干渉側の携帯電話基地局及び移動局が地表に存在する

ため、気圧高度で制限を定めても意味がないためと思われる。 

 

3) 我が国における考え方 

・被干渉側の携帯電話基地局については、山頂に設置される場合もあるため、制限値

については気圧高度ではなく、地上高で規定することが適当である。 

・しかし、地上高については、航空機に通常搭載されている機器では測定できないた

め、機内携帯電話システムが、飛行場所の地上高を把握する必要がある。 

・なお、基地局アンテナの地上高は 40m（干渉計算に用いる値）と、航空機の高度と

比較すると、相対的に小さいため、地表面に存在（地上高 0m）と見なして差し支

えない。 

 

（５）機内携帯電話システムの挙動確認必要性 

機内携帯電話システムについては、制御電波が地上高における 大制限値以下で機内

持込移動局を制御できてこそ、初めて運用する環境が整う。このため、運用の前提であ

る機内携帯電話システムの挙動を確認した上で運用を行うことが必要である。 

他方、機内持込移動局の利用については、客室にて旅客が行うものであり、客室内の

状況については、機長等によりコックピットで把握されるものではなく、客室において

客室乗務員によって行われるものである。 

このため、コックピットだけではなく、客室においても機内携帯電話システムの、制

御電波の動作を含めた挙動確認を行う必要があり、そのために必要な機能を客室内に具

備させる必要がある。 
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（６）機内持込移動局の一局当たりの出力制限 

ヨーロッパにおける機内持込移動局の一局当たりの出力は 大 0dBm/200kHz として

規定されている。本出力制限値について検討した結果、１局当たりの出力としては十分

低いものであることが判明した。また、我が国においても、一局当たりの機内持込移動

局の制限値を設定することは適当との結論となったため、同じ値を制限値とし、同様の

制限を付すこととした。 

 

（７）機内持込移動局の運用制限 

機内持込移動局については、制御電波により制御されている条件でのみ運用されてい

る必要がある。制御電波により制御がなされていない場合、機内持込移動局は機内携帯

電話システムの基地局に接続できないことや、地上携帯ネットワークの基地局に接続さ

れてしまう可能性がある。 

また、機内持込移動局については、通話やメール等のデータ通信が行われている際だ

けではなく、その主電源が投入されている限り、当該状況が起こり得る。このため、機

内持込移動局については、制御電波が発射されている場合に限り、主電源を入れること

を許可する等の制限が必要である。 

ただし、我が国の電波法については我が国領空で適用されるものである。このため、

機内持込移動局の運用制限については、領空内に限られるものとなる。 
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１０．３ 機内携帯電話システムの技術的条件 

機内で利用する無線設備については、次の条件を満足すること。 

 

（１）機内携帯電話システム全体 

・機内持込移動局を制御電波によって制御できる機能を有すること。 

・運用可能な高度は地上高 3,000m 以上とする。なお、地上高とは機内携帯電話システ

ムを搭載した航空機の対地高度とする。 

・地上高を測定できる機能を有すること。 

・客室内で機内携帯電話システムの動作を確認できる機能を有すること。 

 

（２）機内携帯電話システムの機内基地局 

・国際的に標準化されている GSM1800 又は GSM1900 方式の技術基準のうち、基地局

がピコセルに該当する場合の技術基準を満足すること。 

・周波数帯については GSM1800 方式の場合は 1805-1880MHz の中から選択すること

とする。ただし、干渉低減の観点から、1805-1844.9MHz に限定することが望ましい。

また、GSM1900 方式の場合は 1930-1990MHz の中から選択することとする。 

・地上の携帯電話ネットワークと共用するため、出力（許容される e.i.r.p. 

[dBm/200kHz ]）は以下の表の値を 大値とする。 

 

システム GSM1800
周波数帯 1,805-1,844.9MHz 1,844.9-1,879.9MHz 1,879.9-1,880MHz

高度 
(m) 

3,000 -13.0 -11.8 -13.0 
4,000 -10.5 -10.0 -10.5 
5,000 -8.5 -8.7 -8.5 
6,000 -6.9 -7.8 -6.9 
7,000 -5.6 -7.0 -5.6 
8,000 -4.4 -6.6 -4.4 
9,000 -3.4 -6.0 -3.4 

10,000 -2.5 -5.4 -2.5 

     注 単位: dBm/200kHz 
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システム GSM1900
周波数帯 1,930-1,940MHz 1,940-1,980MHz 

高度 
(m) 

3,000 -7.7 -7.6 
4,000 -5.5 -5.4 
5,000 -5.1 -5.0 
6,000 -3.8 -3.7 
7,000 -3.6 -3.5 
8,000 -3.3 -3.2 
9,000 -2.8 -2.7 

10,000 -2.4 -2.3 

注 単位: dBm/200kHz 

 

（３）機内携帯電話システムの制御電波発射設備 

・我が国の地上携帯電話ネットワークに対応した制御電波とすること。 

・制御電波により、機内持込移動局が地上の携帯電話ネットワークと直接接続しないよ

う、制御すること。 

・変調方式等については、機内持込移動局の制御が可能なのであれば、問わない。また、

占有する電波の範囲についても、変調方式に依存するため、問わない。 

・不要発射は、制御を行う周波数の範囲以外は、既存の規定によること。 

・周波数帯は我が国で用いられている全ての携帯電話方式に対し、FDD については基地

局周波数帯を、TDD について全ての周波数帯とすること。ただし、PHS については

2012 年 5 月までは 1916-1918.1MHz 或いはその一部である 1916-1916.3MHz、

1916.6-1916.9MHz、1917.2-1917.5MHz、1917.8-1918.1MHz の 4 周波数帯全てを、

2012 年 6 月以降については、1906.4-1907.9MHz 或いはその一部である

1906.4-1906.7MHz、1907-1907.3MHz、1907.6-1907.9の3周波数帯全てとすること。 

・地上の携帯電話ネットワークと共用するため、出力（許容される e.i.r.p. 

[dBm/200kHz ]）は以下を 大値とする。 
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周波数帯 800MHz 帯 1.5GHz 帯 1.7GHz 帯 

対象システム W-CDMA PDC cdma
2000 PDC W-CDMA 

高度 
（m） 

3,000  -18.3  0.0 -18.6 5.3 -11.8  
4,000  -16.5  1.8 -16.8 7.1 -10.0  
5,000  -15.1  3.2 -15.5 8.4 -8.7  
6,000  -14.3  4.1 -14.6 9.3 -7.8  
7,000  -13.5  4.8 -13.8 10.0 -7.0  
8,000  -13.1  5.3 -13.4 10.5 -6.6  
9,000  -12.4  5.9 -12.8 11.1 -6.0  

10,000 -11.9  6.4 -12.2 11.6 -5.4  

注 単位: dBm/200kHz 

 

周波数帯 1.8GHz 帯 2GHz 帯 2.5GHz 帯 

対象システム PHS W-CDMA cdma
2000 

WIMAX 
次世代 PHS 

高度 
（m） 

3,000  -25.6  -10.6 -10.6 -10.0  
4,000  -23.8  -8.8 -8.8 -8.2  
5,000  -22.5  -7.4 -7.5 -6.9  
6,000  -21.6  -6.5 -6.6 -6.0  
7,000  -20.9  -5.8 -5.9 -5.2  
8,000  -20.4  -5.3 -5.4 -4.8  
9,000  -19.8  -4.7 -4.8 -4.2  

10,000 -19.3  -4.2 -4.3 -3.6  

注 単位: dBm/200kHz 

 

（４）機内持込移動局 

・国際的に標準化されている GSM1800 又は GSM1900 方式の技術基準を満足すること。 

・周波数帯については GSM1800 方式の場合は 1710-1785MHz の中から選択すること

とする。ただし、干渉低減の観点から、1710-1749.9MHz の中から選択することが望

ましい。また、GSM1900方式の場合は1850-1910MHzの中から選択することとする。 

・出力は 大 0dBm/200kHz までとする。 

・機内持込移動局は、我が国領空において、機内携帯電話システムが搭載された航空機

内で、我が国の携帯電話ネットワークに対応した制御電波が発射されている場合にの

み運用すること。 

・地上の携帯電話ネットワークと共用するため、出力（許容される e.i.r.p. 

[dBm/200kHz ]）は一局あたり以下を 大値とする。 
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システム GSM1800
周波数帯 1,710-1,749.9MHz 1,749.9-1,784.9MHz 1,784.9-1,785MHz 

高度 
(m) 

3,000 -3.3 -8.5 -3.3  
4,000 -1.1 -6.3 -1.1  
5,000 0.5 -5.9 0.5  
6,000 1.8 -4.6 1.8  
7,000 2.9 -4.4 2.9  
8,000 3.8 -4.1 3.8  
9,000 4.6 -3.6 4.6  

10,000 5.3 -3.2 5.3  

注 単位: dBm/200kHz 

 

システム GSM1900
周波数帯 1,850-1,879.9MHz 1,884.5-1,910MHz 

高度 
(m) 

3,000 -11.8 -25.6  
4,000 -10.0 -23.8  
5,000 -8.7 -22.5  
6,000 -7.8 -21.6  
7,000 -7.0 -20.9  
8,000 -6.6 -20.4  
9,000 -6.0 -19.8  

10,000 -5.4 -19.3  

注 単位: dBm/200kHz 
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第１１章 機内携帯電話システムの運用イメージ 

 

１１．１ 運用イメージ作成の趣旨 

機内携帯電話システムが正しく動作するためには、次の項目が適切に運用される必要が

ある。 

・機内携帯電話システムの動作 on/off 

・機内持込移動局の電源 on/off 

・客室内における乗客への指示と確認 

 

これは、適切に運用されない場合、機内持込移動局が地上の携帯電話基地局と直接接続

する可能性があり、その結果、携帯電話ネットワークに影響を与える可能性があるためで

ある。このため、運用が適切に行われる必要があり、その具体的な例が必要と考えられる。

本報告書で規定した制限値や運用条件等、さらにはその設定にかかる考え方を踏まえ、一

般的な例として運用イメージを示すこととする。なお、このイメージは例示であり、実際

の運用に当たっては、個別の事情を踏まえ、適切に変更されるものである。 

 

１１．２ 機内持込電子機器の利用イメージ 

機内携帯電話システムの運用イメージについて検討するにあたり、まず、現状の航空機

における機内持込電子機器の利用についてまとめることとした。航空機搭乗から巡航まで

の機内持込電子機器の利用イメージを図１１．２－１に、巡航から航空機降機までの機内

持込電子機器の利用イメージを図１１．２－２に示す。なお、時刻についてはイメージを

掴むための参考値（羽田 12:00 発、伊丹 13:10 着を仮定）である。また、シートベルトサ

イン on、off については、電子機器利用可否と連動しておらず、あくまで例であり、実際

の飛行にあたって揺れが予想される場合は、飛行中何時でも on となる。 
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図１１．２－１ 搭乗から巡航までの機内持込電子機器利用イメージ 

 

図１１．２－２ 巡航から降機までの機内持込電子機器利用イメージ 

 

この場合の機内持込電子機器の利用可能時間を表１１．２－１に示す。 
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表１１．２－１ 機内持込電子機器の利用可能時間 

時刻 状況 シートベルト着用 機内持込電子機器 

11:40 搭乗開始 - 利用不可 

12:00 出発時刻 着用 

12:15 離陸開始 

12:20 電子機器利用可の 
アナウンス 

利用可 
（30 分程度） 

（12:20） シートベルトサイン

off 
着用しなくても可 
（20 分間程度） 

12:40 シートベルトサイン

on 
12:50 電子機器利用不可の

アナウンス 
着用 

13:03 着陸 利用不可 

13:08 停止 

13:10 到着時刻 -

 降機 - - 

 

なお、参考までに、代表的な国内フライトの飛行時間を航空会社の時刻表より調べて、

まとめたところ、表１１．２－２に示す。 

 

表１１．２－２ 代表的な国内フライトの飛行時間 

フライト 飛行時間 
（時刻表における到着時刻から出発

時刻を差し引いた時間） 
東京・大阪（伊丹） 東京→大阪（伊丹） 1 時間 10 分 

大阪（伊丹）→東京 1 時間 5 分 

東京・大阪（関西） 東京→大阪（関西） 1 時間 20 分 

大阪（関西）→東京 1 時間 10 分 

東京・福岡 東京→福岡 1 時間 55 分 

福岡→東京 1 時間 30 分 

東京・千歳 東京→千歳 1 時間 35 分 

千歳→東京 1 時間 35 分 

東京・那覇 東京→那覇 2 時間 50 分 

那覇→東京 2 時間 10 分 
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１１．３ 機内持込移動局の利用イメージ運用例 

機内持込移動局の利用イメージについて、電子機器利用の運用に付け加える形で検討を

行ったところ、航空機搭乗から巡航までの運用例を図１１．３－１に、巡航から航空機降

機までの運用例を図１１．３－２に示す。なお、時刻についてはイメージを掴むための参

考値（羽田 12:00 発、伊丹 13:10 着を仮定）である。また、シートベルトサイン on、off

については、電子機器利用可否や機内携帯電話システム利用可否と連動しておらず、あく

まで例であり、実際の飛行にあたって揺れが予想される場合は、飛行中何時でも on とな

る。 

 

図１１．３－１ 搭乗から巡航までの機内持込移動局の利用イメージ 
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図１１．３－２ 巡航から降機までの機内持込移動局の利用イメージ 

 



 ‐425‐

この場合の、機内持込移動局の利用可能時間を、機内持込電子機器の利用可能時間と共

に表１１．３－１に示す。 

 

表１１．３－１ 携帯持込移動局の利用可能時間 

時刻 状況 シートベルト着用 機内持込電子

機器 
機内持込 
移動局 

11:40 搭乗（旅客は機内） - 利用不可 利用不可 
12:00 出発時刻 着用 
12:15 離陸開始 
12:20 電子機器利用可のア

ナウンス 
利用可 
（30 分程度） 

（12:20） シートベルトサイン

off 
12:21 機内携帯電話システ

ムのスイッチ on 
12:25 携帯持込移動局利用

可のアナウンス 
利用可 
（22 分程度）

12:40 シートベルトサイン

on 
着用しなくても可 
（20 分間程度） 

12:47 
（着陸 11 分前）

機内持込移動局利用

不可のアナウンス 
12:50 電子機器利用不可の

アナウンス 
利用不可 

12:58 
（着陸 5 分前）

機内携帯電話システ

ムのスイッチ off 
利用不可 

13:03 着陸 着用 
13:08 停止 
13:10 到着時刻 -

 - 降機（旅客は機内） -

 

なお、参考までに、代表的な国内フライトにおける、機内持込移動局の利用可能時間の

概算値を表１１．３－２に示す。なお、この表では、機内携帯電話システムの最低運用高

度を、機内携帯電話システムが利用可能な最も低い高度である 3,000m として運用した場

合の例であり、例えば航空会社が独自の判断として、機内持込移動局の利用可能高度を

3,000m より高く設定した場合、利用時間はその分短くなる。例えば 5,000m に定めた場

合は、離陸時に２分、着陸時に３分程度、利用可能時間が短くなるため、全体として利用

可能時間は５分程度短くなると考えられる。 
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表１１．３－２ 代表的な国内フライトにおける 

機内持込移動局の利用可能時間の概算値 

フライト 飛行時間 
（時刻表における到着時刻か

ら出発時刻を差し引いた時間）

機内持込移動局の

利用可能時間 

東京・大阪

（伊丹） 
東京→大阪（伊丹） 1 時間 10 分 22 分間 

大阪（伊丹）→東京 1 時間 5 分 17 分間 

東京・大阪

（関西） 
東京→大阪（関西） 1 時間 20 分 32 分間 

大阪（関西）→東京 1 時間 10 分 22 分間 

東京・福岡 東京→福岡 1 時間 55 分 1 時間と 7 分

福岡→東京 1 時間 30 分 42 分間 

東京・新千歳 東京→新千歳 1 時間 35 分 47 分間 

新千歳→東京 1 時間 35 分 47 分間 

東京・那覇 東京→那覇 2 時間 50 分 2 時間と 2 分

那覇→東京 2 時間 10 分 1 時間と 22 分
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１１．４ 機内携帯電話システムの運用時の留意点 

我が国において機内携帯電話システムが導入された場合の、機内基地局、制御電波及び

機内持込移動局の運用時の留意点等を表１１．４－１に示す。 

 

表１１．４－１ 制限高度に係る運用に関する留意点等 

  制限高度未満 
 

制限高度以上 留意点 

機内 
基地局 

利用不可 動作可能 制限高度未満では機内基地局が作動を停止

し、電波が発射されていないことを（客室

乗務員が）確認すること。 
制御電波 発射不可 我が国の携帯電話

方式全ての周波数

帯に対して制御電

波を発射 

制限高度未満で制御電波が発射されていな

いことを（客室乗務員が）確認すること。

機内持込

移動局 
利用不可 我が国の携帯電話

方式全ての周波数

帯に対した制御電

波が発射されてい

る場合に限り、動作

可能。 
 

航空機内における制限高度未満での利用不

可（すなわち機内持込移動局の主電源 off）
については、 
 
①旅客が、機内持込移動局の主電源を off
とする動作を行うために必要かつ十分な時

間を確保した上で、客室乗務員が機内持込

移動局の主電源を off する旨アナウンスを

行うこと。 
 なお、十分な時間の定義については、航

空会社個別の判断（飛行航路にも依存）と

するが、航空機が制限高度を超える直前や

超えた後にアナウンスすることが決して起

こらないよう留意すること。 
 
②①に加え、客室乗務員が、機内持込移動

局の主電源が off となっていることを確認

すること。なお、具体的な確認方法につい

ては、航空会社にて個別に検討し、実施す

ること。 
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１１．５ 機内でのアナウンス例 

飛行状況に応じた搭乗から巡航までの機内でのアナウンス例を表１１．５－１に、巡航

から降機までの機内でのアナウンス例を表１１．５－２に示す。なお、高度は航空機搭載

航法計器の示す気圧高度を指すが、表に記載した値はあくまで参考値である。 

 

表１１．５－１ 飛行状況に応じた搭乗から巡航までの機内でのアナウンス例 

飛行 
状況 

高度 地上高 機内携帯電話

システム 
客室乗務員アナウンス 機内持込 

移動局 
離陸   0m - 離陸時は全ての電子機器

の電源を off として下さ

い。 

- 

上昇 10,000ft   - 電波を出さない電子機器

の電源 on が可能です。な

お、機内持込移動局のよう

な電波を出す電子機器の

電源は引き続き off です。 

- 

  3,000m 電源 on 電波を出す電子機器のう

ち、機内持込移動局の電源

のみ on 可能です。その他

の電波を出す電子機器は

利用不可です。 

- 

巡航 35,000ft   （動作中） - （動作中） 

 

表１１．５－２ 巡航から降機までの機内でのアナウンス例 

飛行 
状況 

高度 地上高 機内携帯電話 
システム 

客室乗務員 
アナウンス 

機内持込 
移動局 

巡航 36,000ft   （動作中） - - 

下降 23,000ft   （動作中） 機内持込移動局の主電

源は offにして下さい。 
電源 off 開始 

    （動作中） - 全ての携帯の 
電源 off 

    （動作中） （客室乗務員による、

切り忘れの確認） 
- 

16,000ft   全ての電子機器の電源

を off して下さい。 
- 

  3,000m 電源 off   

着陸   0m - 当機を降りるまで、全

ての電子機器の電源を

off として下さい。 

- 
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１１．６ 国際線における機内携帯電話システムの運用 

わが国において、機内携帯電話システムが導入された場合の、国際線における運用(電波

発射)を表１１．６－１に示す。なお、表では機内携帯電話システムの方式は GSM1800

として記載している。 

 

表１１．６－１ 国際線における運用(電波発射) 

  我が国の領空内 公海上 他国の領空内 

機内携帯電話 
システムが 

認められた国 

機内携帯電話 
システムが 

認められていない

国 
機内基地

局電波 
GSM1800MHz
帯での利用（電

波発射）に限る 

（特に制限はない

ものの、現状では

GSM1800 方式の

みシステムが対応

しているため、

GSM1800 方式が

用いる電波が発

射） 

GSM1800 方 式

に限る 
発射不可（→運用

できない） 

制御電波 我が国の携帯電

話方式全てに対

応する必要あり 

不要 当該国の携帯電

話方式に対応す

る必要あり。（対

応していない場

合、運用不可） 

制御電波の発射不

可（→運用できな

い） 

機内持込

移動局 
GSM1800MHz
帯での利用（電

波発射）に限る 

（特に制限はない

ものの、現状では

GSM1800 方式の

みシステムが対応

しているため、

GSM1800 方式が

用いる電波が発

射） 

GSM1800 方 式

に限る 
発射不可（→運用

できない） 
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機内携帯電話システムと地上携帯ネットワークとの共用に関する調査検討会 

設 置 要 綱  

平成２０年６月２５日 

社団法人電波産業会 

１ 名  称 

本会は、機内携帯電話システムと地上携帯ネットワークとの共用に関する調査検討会

（以下「調査検討会」という。）と称する。 

 

２ 目  的 

欧州及び米国では既に航空機内で携帯電話等の無線通信システム（以下「機内携帯電

話システム」という。）の技術開発を終え、欧州においては乗客向けのサービスが開始さ

れたところである。 

今後それらの外国エアラインにて運行される航空機が我が国に飛来することが予想さ

れ、かつ、我が国のエアラインによる機内携帯電話システム搭載機の運航も期待されて

いる。 

しかしながら、機内携帯電話システムは我が国における周波数環境を踏まえて開発さ

れたものではないため、我が国で当該システムの導入を実現するためには、地上側の無

線システムとの周波数共用条件等を検討する必要がある。 

このため、本調査検討では、機内携帯電話システム及び機内に持ち込まれた携帯電話

端末による機外への漏洩電波が地上側の携帯電話等の無線システムへ与える影響を調査

することにより、機内携帯電話の利用について、電波の有効利用に資する技術的条件を

検討することを目的とする。 

 

３ 調査検討項目 

次に掲げる項目について調査検討を行い、その結果を取りまとめる。 

（１）諸外国動向調査 

ア 制度整備状況 

国際機関、欧米主要諸国、アジア主要諸国等について、機内携帯電話システムの

電波法制及び航空法制に係る制度整備状況等を調査する。 

イ 運用状況 

実際にサービスを開始した機内携帯電話システム搭載機における許認可手続を含

む運用状況等を調査する。 

（２）機内携帯電話システムそのものから発射される電波の機外漏洩による地上側の携帯

電話等の無線システムへ与える影響の調査検討 

機内携帯電話システムそのものから発射される電波については、機内での携帯電話

利用を可能とするために機内で発射されるものであるが、当該電波の一部は機体から

漏洩し、地上側の携帯電話等の無線システムに対し影響を及ぼす可能性がある。 

このため、スペクトルアナライザ等を機内に持ち込んだ航空機において、機内にお
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ける地上側の携帯電話等の無線システムからの電波強度を測定し、平成 19 年度の機外

漏洩電波の伝搬特性に関するシミュレーション結果等を類推した上で、共用条件につ

いて調査検討を行う。 

（３）機内に持ち込まれた携帯電話端末から発射される電波の機外漏洩による地上側の携

帯電話等の無線システムへ与える影響の調査検討 

 機内に持ち込まれた携帯電話端末は、機内携帯電話システムと接続し通信を行うが、

当該通信のために発射された電波の一部は機体から漏洩し、地上側の携帯電話等の無

線システムに対し影響を及ぼす可能性がある。 

 また、機内に持ち込まれた携帯電話端末が、機内携帯電話システムではなく、誤っ

て地上側の基地局と接続する可能性があり、その場合、地上側の携帯電話等の無線シ

ステムに対し影響を及ぼす可能性がある。 

 このため、スペクトルアナライザ等を機内に持ち込んだ航空機において、機内にお

ける地上側の基地局からの電波強度を測定し、平成 19 年度の機外漏洩電波の伝搬特性

に関するシミュレーション結果等を類推した上で、機内に持ち込まれた携帯電話端末

が、誤って地上側の基地局と接続する可能性があるか否かについて調査検討を行う。

また、接続の可能性がある場合は、共用条件について調査検討を行う。 

（４）技術的条件の検討 

 上記（１）、（２）及び（３）を踏まえた上で、地上側の携帯電話等無線システムと

の周波数共用が可能な、無線設備としての機内携帯電話システムの技術的条件につい

て検討する。 

 

４ 構  成 

（１）調査検討会は、主査、副主査、委員及びオブザーバで構成し、その構成員は別紙

のとおりとする。 

（２）調査検討会は必要に応じて作業班を置くことができ、その構成員は調査検討会に

おいて定める。 

 

５ 運  営 

（１）調査検討会は、主査が招集し、主宰する。 

（２）その他調査検討会の運営に関する事項は、調査検討会において定める。 

 

６ 設置期間等 

（１）調査検討会は、社団法人電波産業会に設置する。 

（２）調査検討会は、設置の日から調査検討会で定める日までの間（平成２１年３月２

３日を限度とする。）設置する。 

 

７ 事 務 局 

調査検討会の事務局は、社団法人電波産業会が行う。 
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８ そ の 他 

（１）調査検討会における調査検討事項に関する成果を公表する場合には、原則として

社団法人電波産業会及び総務省の承認を得るものとする。 

（２）調査検討会の報告書に関する全ての著作権は、総務省に帰属する。 
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機内携帯電話システムと地上携帯ネットワークとの共用に関する調査検討会 

構成員名簿 

  

  （会社／機関名五十音順、敬称略） 

 氏    名 所    属 ・ 役    職 

主 査 福 地  一 首都大学東京 システムデザイン研究科 教授 

副主査 石川 義裕 株式会社 NTT ドコモ 無線アクセス開発部 担当部長 

委 員 平田 俊清 
RA エンジニアリングハウス 航空電子システム＆EMC 研
究所 代表者 

委 員 三橋 浩二 イー・モバイル株式会社 技術本部 技術企画部 部長 

委 員 矢野 陽一 
株式会社ウィルコム ネットワーク技術本部 電波企画部
長 

委 員 石田 和人 クアルコムジャパン株式会社 標準化部長 

委 員 中 川  篤 
KDDI 株式会社 技術渉外室 電波部 企画・制度グループ
リーダー 課長 

委 員 渡邉又十郎 
株式会社スターフライヤー 顧問 
（平成２０年１０月３１日まで） 

委 員 木原 政則 
株式会社スターフライヤー 整備本部 技術部 技術部長 
（平成２０年１１月１日から） 

委 員 浪本 敏弘 全日本空輸株式会社 IT 推進室 担当部長 

委 員 南園 健一 
ソフトバンクモバイル株式会社 技術総合研究室 テクノ
ロジー開発センター 担当部長 

委 員 米本 成人 
独立行政法人電子航法研究所 機上等技術領域 主任研究
員 

委 員 南  正 輝 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 

委 員 上 野  誠 
株式会社日本航空インターナショナル IT センター マネ
ジャー 

委 員 甲田 正夫 
財団法人マルチメディア振興センター 電波利用調査部
研究主幹 

   

オブザーバ 佐渡山安好 
総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課 課長
補佐 

オブザーバ 馬場 秀樹 
総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課 航空
係長（平成２０年７月３日まで） 

オブザーバ 竹下 文人 
総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課 航空
係長（平成２０年７月４日から） 

別 紙 
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オブザーバ 梶 原  亮 
総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課 航空
係（平成２０年７月３日まで） 

オブザーバ 柏崎 幹夫 
総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課 航空
係（平成２０年７月４日から） 

オブザーバ 工 藤  篤 
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 第二技術
係長（平成２０年７月３日まで） 

オブザーバ 遠藤 鉄裕 
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 第二技術
係長（平成２０年７月４日から） 

オブザーバ 井口 克也 
国土交通省 航空局 管制保安部 管制技術課 管制技術
調査官 

オブザーバ 立本 敏郎 
国土交通省 航空局 監理部 航空安全推進課 航空保安
対策室 調査係長（平成２０年９月３０日まで） 

オブザーバ 林田 智之 
国土交通省 航空局 監理部 航空安全推進課 航空保安
対策室 調査係長（平成２０年１０月１日から） 

   

事務局 五十嵐喜良 社団法人電波産業会 研究開発本部 開発センター長 

事務局 城 戸  賛 
社団法人電波産業会 研究開発本部 航空海上通信グルー
プ 担当部長 

事務局 流田俊一郎 
社団法人電波産業会 研究開発本部 開発センター  
主任研究員 
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機内携帯電話システムと地上携帯ネットワークとの共用に関する調査検討会 

作業班の設置について 

 

１ 設置 

機内帯電話システムと地上携帯ネットワークとの共用に関する調査検討会設置要綱

４（２）の規定に基づき、作業班を設置する。 

 

２ 審議事項 

次に掲げる項目について調査検討を行い、調査検討会にその結果を報告する。また、

報告書等の原案を作成する。 

（１）諸外国動向調査 

（２）機内携帯電話システムそのものから発射される電波の機外漏洩による地上側の携

帯電話等の無線システムへ与える影響の調査検討 

（３）機内に持ち込まれた携帯電話端末から発射される電波の機外漏洩による地上側の

携帯電話等の無線システムへ与える影響の調査検討 

（４）技術的条件の検討 

 

３ 構成 

作業班は、主任、副主任、委員及びオブザーバで構成し、その構成員は別紙のとおり

とする。 

 

４ 運営 

（１）作業班は、主任が招集し、主宰する。 

（２）作業班の運営に関する事項は、作業班において定める。 

 

５ 設置期間 

作業班は、設置の日から調査検討会で定める日までの間設置する。 

 

６ 事務局 

   作業班の事務局は、社団法人電波産業会に置く。 

 

７ その他 

（１）作業班における調査検討事項に関する成果を公表する場合には、原則として社団

法人電波産業会及び総務省の承認を得るものとする。 

（２）調査検討会の報告書に関する全ての著作権は、総務省に帰属することを踏まえ、

作業班は報告書等の原案を作成するものとする。 
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航空機内携帯電話システムと地上携帯ネットワークとの共用に関する調査検討会 
作業班構成員名簿 

   （会社／機関名五十音順、敬称略） 

 氏    名 所    属 ・ 役    職 

主 任 石川 義裕 株式会社 NTT ドコモ 無線アクセス開発部 担当部長 

副主任 伊藤 達郎 
全日本空輸株式会社 整備本部 技術部 技術開発チーム
リーダー 

副主任 南園 健一 
ソフトバンクモバイル株式会社 技術総合研究室 テクノ
ロジー開発センター 担当部長 

委 員 早川 幸一 
イー・モバイル株式会社 技術本部 技術企画部 技術企画
グループ 課長代理 

委 員 川﨑  龍 
株式会社ウィルコム ネットワーク技術本部 電波企画部
係長 

委 員 
ランス  

ガトリング 
SITA Japan Vice President 

委 員 石田 和人 クアルコムジャパン株式会社 標準化部長 

委 員 小田 成司 
KDDI 株式会社 技術渉外室 電波部 企画・制度グループ
課長補佐 

委 員 大橋 淳一 株式会社サムウエイ 営業技術部 取締役部長 

委 員 渡邉又十郎 
株式会社スターフライヤー 顧問 
（平成２０年１０月３１日まで） 

委 員 木原 政則 
株式会社スターフライヤー 整備本部 技術部 技術部長 
（平成２０年１１月１日から） 

委 員 河村 暁子 独立行政法人電子航法研究所 機上等技術領域 研究員 

委 員 浜田 俊邦 
株式会社日本航空インターナショナル 整備本部 技術部
電装・客室仕様グループ 課長補佐 

委 員 九村 正行 
日本電気株式会社 モバイルネットワーク事業本部 モバ
イル RAN 事業部 技術マネージャー 

委 員 河合 和哉 
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社 技
術渉外グループ 技術渉外チーム チームリーダー 

   

オブザーバ 佐渡山安好 
総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課 課長
補佐 

オブザーバ 馬場 秀樹 
総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課 航空
係長（平成２０年７月３日まで） 

オブザーバ 竹下 文人 
総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課 航空
係長（平成２０年７月４日から） 

オブザーバ 梶 原  亮 
総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課 航空
係（平成２０年７月３日まで） 

オブザーバ 柏崎 幹夫 
総務省 総合通信基盤局 電波部 衛星移動通信課 航空
係（平成２０年７月４日から） 

別 紙 
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オブザーバ 工 藤  篤 
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 第二技術
係長（平成２０年７月３日まで） 

オブザーバ 遠藤 鉄裕 
総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 第二技術
係長（平成２０年７月４日から） 

   

事務局 五十嵐喜良 社団法人電波産業会 研究開発本部 開発センター長 

事務局 城 戸  賛 
社団法人電波産業会 研究開発本部 航空海上通信グルー
プ 担当部長 

事務局 流田俊一郎 
社団法人電波産業会 研究開発本部 開発センター 主任
研究員 
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略語一覧 

 

略語 正式名称 日本語名称 

ACU Antenna Coupler Unit アンテナ共用器（EC/ETSI） 

Aerial Combiner Unit アンテナ共用器 

（AeroMobile 社） 

APT Asia Pacific Telecommunication Union アジア・太平洋電気通信共同体

ARIB Association of Radio Industries and 

 Businesses 

社団法人電波産業会 

ATG Air-to-Ground Service 飛行機内に設置した基地局と

地上間の通信に使用する米国

のサービス 

AWF APF Wireless Forum APT 無線フォーラム 

CAA Civil Aviation Authority  英国の航空局 

CBB Connection By Boeing ボーイング社の機内インター

ネットサービス 

CEPT Council of European Posts and Telegraphs 欧州郵便電気通信主管庁会議 

CRFMU Cellphone Radio Frequency Management 

Unit 

セルラー周波数管理器 

（AeroMobile 社） 

DoC Declaration of Conformity 機器認証の自己適合宣言 

EASA European Aviation Safety Agency 欧州航空安全庁 

ECC Electronic Communications Committee 電気通信委員会 

Ec/No Ratio of Energy per Chip to the Noise 

Spectrum Density 

希望変調信号電力と雑音の比 

EIRP Equivalent Isotropic Radiation Power 実効輻射電力 

ETSI European Telecommunications Standards 

Institute 

欧州電気通信標準化機構 

EU European Union 欧州連合 

EUROCAE EURopean Organization for Civil Aviation 

Equipment 

欧州民間航空装置機関 

FAA Federal Aviation Administration 米国の連邦航空局 

GPS Global Positioning System 全地球測位システム 

GPRS General Packet Radio Service GSMの無線パケットサービス

GSM Global System for Mobile 

 Communications 

欧州で開発された携帯電話方

式 
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GSMOBA GSM Onboard Aircraft MCA 機内装置 

ICAO International Civil Aviation Organization 国際民間航空機関 

ICS Inflight Communications Service 機内携帯電話サービス 

（OnAir 社） 

IMPS Inflight Mobile Phone Service 機内携帯電話サービス 

（AeroMobile 社） 

LAN Local Area Network 構内情報通信網 

MCA Mobile Communication services on 

Aircraft 

機内携帯電話サービス 

MRA Mutual Recognition of Agreement 相互承認協定 

MSP MCA Service Provider MCA サービスプロバイダ 

NCU Network Control Unit ネットワーク制御器 

NM Nautical Mile 海里（1 NM=1,852m） 

OBTS Onboard Base Transceiver Station  機内基地局 

PDA Personal Digital Assistance 携帯情報端末 

PED Portable Electronic Devices 携帯電子機器 

PH Passenger Handset 機内持ち込み携帯電話 

PHS Personal Handy Phone System 簡易型携帯電話システム 

RNAV aRea NAVigation  広域航法 

RSCP Received Signal Code Power 希望波受信電力 

RSSI Received Signal Strength Indicator 希受信電力 

RTCA Radio Technical Commission for   

Aeronautic 

米国の航空無線技術委員 

SMS Short Message Service ショートメッセージサービス 

TFTS Terrestrial Flight Telecommunications 

System 

欧州で開発された座席端末型

の航空機用電話システム 

W-CDMA Wide-band Code Division Multiple Access 広帯域符号分割多元接続 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave 

Access 

高速の無線 LAN 

 




