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概要
伝搬特性が優れている 6GHz 以下の帯域はすでに稠密に利用されており、電波をより有効かつ効率的に活用するための
一技術としてホワイトスペース通信技術の活用が期待されている。本研究開発では、既に割当て済みの周波数における「空
間的」、
「時間的」
、
「技術的」に利用可能な周波数帯であるホワイトスペースをワイヤレスブロードバンドに活用し、既存
業務への影響を回避しつつ柔軟かつ高度に周波数を活用するための技術の確立を目指し、(ア)リアルタイムセンシング技
術、(イ)動的周波数管理技術、(ウ)ダイナミックスペクトルアクセス技術の研究開発を行った。
その結果、世界に先駆けてホワイトスペースを活用したブロードバンドアクセスに必要な技術の開発と世界初のホワイ
トスペース無線 LAN システムの試作に成功するなど、当初の目標以上の成果を収めた。また、研究成果を IEEE 802.11af、
802.15.4m、802.22 等の標準化団体に提案し、標準規格として採用されている。

Abstract
Under 6GHz bands has already been utilized densely, which provides suitable propagation characteristic, white
space communication technology is expected as a technic for utilizing the radio waves more effectively and efficiently.
In this R&D project, we aim to utilize available frequency bands in a citain time at a certain location, e. g. white
space, for broadband access systems. We studied (i) real-time sensing technic, (ii) dynamic spectrum management
technology and (iii) dynamic spectrum access technology.
As a result, we have achieved more than that we originally expected. We successfully developped the technologies
required for bloadband access systems utilizing white space, and prototyping of the world's first white space wireless
LAN system. In addition, we made proposals based on our research results to several standardization groups, e. g.
IEEE 802.11af, 802.15.4m and 802.22 has been adopted.

１．まえがき
本研究開発では、ホワイトスペースを柔軟かつ高度に活
用しブロードバンドアクセスへの利用を可能とするため
の技術として、広帯域に渡り既存業務の使用周波数、電波
の強度といった電波の発射情報や、そのキャリア情報等の
電波の特徴の情報を実時間で把握する(ア)リアルタイム
センシング技術、またホワイトスペースの利用に必要な情
報(既知の無線局情報や、周波数割当て情報、地理的情報)
を管理すると共にセンシング情報を蓄積し、これらの情報
を分析・解析してホワイトスペースとしての利用条件等を
a) 現在、京都大学大学院情報学研究科(Graduate
School of Informatics, Kyoto University)
b) 現在、ワイヤレスデザイン(Wireless Design Inc.)

導き出すための(イ)動的周波数管理技術、そしてその利用
条件に基づき、動的な周波数切替え、送信電力制御等の無
線システム制御、マルチバンド利用における干渉抑圧と受
信時の信号分離等を行い、既存業務への影響を十分回避し
つつ柔軟な電波利用を可能とする(ウ)ダイナミックスペ
クトルアクセス技術の周波数高度利用技術の基盤技術の
3 課題について研究開発を行った。
ホワイトスペース通信を実現するために、これらの 3
研究課題の成果を統合的に動作させたブロードバンドア
クセスの適用実証を行うと共に、技術の国際標準化に向け
た取り組みを行ったので報告する。

２．研究内容及び成果
2.1 リアルタイムセンシング技術の開発
ホワイトスペースの利活用において、無線機の雑音レベ
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ルより 10-15dB も低い信号レベルの既存業務の信号を検
出が要求される。このような既存業務の電波の利用状況等
の電波環境を把握し、既存業務に影響を与えないようにホ
ワイトスペース利用システムを運用するためには、広帯域
で既存業務の使用周波数、電波の強度といった電波の発射
情報を把握するだけではなく、そのキャリア情報等の電波
の特徴の情報を抽出し、これらの情報を活用することによ
り、より高精度なシステム制御を可能とするようなセンシ
ング情報を得る必要がある。また、センシングに要する時
間については、既存業務の運用状況を把握し、且つ運用に
影響を及ぼさない程度のリアルタイム性が必要である。
そこで、以下の 3 つのサブテーマに分けて検討を行った。

実施した。470-770MHz 帯で動作するプロトタイプを試作
し、1ch あたりのセンシング時間 0.6 秒で、検出確率 90%・
誤検出確率 1%未満で-114dBm/6MHz の信号を検出可能なこ
とを確認した(図 2.1.1-2)。

2.1.1 高速、低消費電力ホワイトスペースセンシング技
術
実時間で電波の利用情報の特徴抽出を行い、既存システ
ムが使用されていないことを確認可能な高精度センシン
グ技術/特徴抽出技術と、特殊な高周波部を開発すること
なく１秒未満のセンシング時間を実現するため高速処理
技術の開発を行った。また、これらのセンシング技術を支
えるハードウェアとして、高比帯域アンテナの開発を行っ
た。
① 高精度センシング技術
高精度センシングアルゴリズムを開発し、センシング装
置を試作、評価した。高精度アルゴリズムとして、デジタ
ルテレビ放送信号の特徴であるパイロットの
sub-carrier の周期的を活用したスライディング相関を
利用した方式を開発した。また、本方式に基づいたセンシ
ング装置を開発し(図 2.1.1-1)、シンガポールでのトライ
アルにて評価し、要求性能の達成を確認した。
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図 2.1.1-2 低演算量・低消費電力センシング
プロトタイプ(上)と性能評価(下)
③

UHF 帯高比帯域アンテナ技術
比帯域が 100%以上となる、TV ホワイトスペース通信の
ための UHF 帯広帯域 L 型モノポールアンテナを設計・試作
した (図 2.1.1-3)。
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図 2.1.1-2 L 型モノポールアンテナ試作(上)と
特性評価(下)
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出来た。
2.1.2 分散協調センシング技術
微弱電波を高精度に検出するために、複数のセンシング
機器が協調動作し、電波情報の抽出を行う分散協調センシ
ング技術の研究開発を行った。ホワイトスペースの利用に
おいては極めて低いレベルの既存無線システム信号の検
出を行う必要がある。しかし実際に市場に流通している比
較的簡易なハードウェアでは極めて難しいのが現状であ
る。本研究では複数の機器のセンシング結果を協調させる
ことでこの課題の克服を図った。具体的には
 微弱な電波情報を効率よく短時間で抽出し、周波数(チ
ャネル)の状況の把握を行う技術
 センシング機器で抽出した間電波情報を効率良く交換
するための通信技術及び協調動作技術
の検討に取り組んだ。いかに主な検討項目と成果を示す。

図 2.1.2−1 微弱信号レベル推定の概念

外部系統なし

①

分散協調センシングを用いた低レベル信号推定
簡易なスペクトルセンサには測定可能な下限値があり、
それ以下のレベルは測定ができない。本研究では、スペク
トルセンサからの出力が雑音等によってばらつくことに
着目し、検出限界以下にセンサ端末のヒストグラムのピー
クがある場合に多数のセンサ端末の出力を正規分布と仮
定し、検出限界以下のレベルを推定する方法を開発した。
図 2.1.2−1 の概念図で示すように、センシング出力レベル
に対する上側累積分布をもとめ、それを元に検出レベルを
正規分布とみなし、分散と平均値を推定することで、検出
限界以下の信号推定が可能なことがわかった。
②

分散協調センシングのための通信プロトコル
協調センシングでは複数のスペクトルセンサを協調さ
せる必要があり、そのためのセンシング結果を収集する方
法、通信プロトコルの検討を行った。本研究では
IEEE802.15.4g に基づく通信プロトコルを想定し、セン
シング結果を収集する通信が通常の通信に与える影響に
ついて図 2.1.2−2 の条件を考慮した IEEE802.15.4g に基
づく通信プロトコルシミュレータを作成し、シミュレーシ
ョンにより検討を行った。その結果より 100[octet]のパケ
ットを想定したセンシング結果の報告では、４台までの端
末であれば、センシング結果の報告失敗率を１％以下に抑
えることが可能なことがわかった。
③
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図 2.1.2-3 分散協調センシング検証システム
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分散協調センシング検証システムによる実験
開発したスペクトルセンシング手法、協調通信を検証す
るためのシステムを用い、複数の端末による協調センシン
グによる TV チャネルにおける信号の検出・推定の実験を
行なった。図 2.1.2−3 に実験の様子、及び図 2.1.2−4 に結
果の一例を示す。実験を行った新潟大学（新潟市）で地上
波 TV 放送における 13ch（新潟市で利用されている TV チ
ャネル）及び 14ch（新潟市で利用されていない TV チャネ
ル）における受信信号強度の推定を行なった結果を示す。
13ch においては、センサの検出可能レベル（本実験にお
けるセンサの検出限界は-82[dBm]）以上の信号がほぼ１０
０％となり、各検出サンプルを用いた平均 RSSI は約
-77.62[dBm]となった。一方 14ch の場合、各センサが検出
可能なレベル以上の検出結果を得る確率は全体の約 20％
程度であった。しかしながら本節で示した推定法を用いる
ことにより、推定 RSSI は約-84.90 [dBm]が得られ、ほと
んどの場合が検出限界を下回る場合でも、わずかに検出可
能なレベル以上の検出結果が得られるならば、それを利用
して受信信号のレベルを推定できる可能性を示すことが

Slotted CSMA/CA
による通信

(b) 14chにおける検出レベル（左：ヒストグラム、右：検出可能レベル以上の確 ）

図 2.1.2-4 検証結果の一例
2.1.3 リアルタイムセンシング用無線プラットフォーム
技術
ホワイトスペースの利用が十分に普及した段階では、
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いが、提案するセンシング方法を用いることでノイズフロ
アより約 25dB 低い信号まで受信レベル推定が可能であり、
目標値とした-114dBm/6MHz 以下の信号の受信レベルを推
定できることが実環境下において確認できた。
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図 2.1.3-1 提案する無線プラットフォームの概念図
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様々な無線通信方式の機器による様々な利用形態が生じ
ると考えられる。このため、1 次利用者が周波数を利用し
ていない場所・時間（ホワイトスペース）を正確に検出す
ることに加え、2 次利用者の電波が想定範囲を超えて 1 次
利用者の干渉となりうる場所まで届いていないかを速や
かに検出する必要がある。そこで、図 2.1.3-1 に示す無線
プラットフォームを考案し、試作によりその有効性を検証
した。
本無線プラットフォームは、1 次利用者や 2 次利用者の
伝搬エリアを特定するため、面的に配置された広帯域セン
シング装置（センサ）とネットワーク上のセンシングサー
バから構成され、センサとセンシングサーバは光ファイバ
等によりネットワーク経由で接続される。動作モードとし
ては、広帯域に周波数を常時センシングするモードと特定
の帯域を一時的に高感度にセンシングするモードの 2 つ
のモードを持つ。この広帯域センシングモードでは、セン
サにおいて広帯域にセンシングを行い、その波形データを
センシングサーバに伝送し、Energy detection により検
出を行う。この際に、400MHz～6GHz という広い周波数帯
域に亘る波形データを伝送するが、そのままでは数百
Gbps という非常に高速な伝送が必要となる。そこで、ス
パース性の高い電波データの圧縮・復元に適する圧縮セン
シング技術を適用したアルゴリズムを考案し、試作により
その特性を確認した。一方、高感度センシングモードでは、
2 次利用者から 2 次利用申請のあった場合、あるいは広帯
域センシングモードによる常時監視において、申請とは異
なる利用が観測された場合に、対象帯域を絞り、1 次利用
者、或いは 2 次利用者のサービスエリアの特定や 1 次利用
者の妨害となる 2 次利用局の検出を高感度に行うため、面
的に配置されたセンサからの波形データを用いてセンシ
ングサーバにて相互相関を演算することにより、高感度な
センシングを行う。相互相関を用いた検出技術としては、
2 つのアンテナで受信した波形データの相互相関を用い
て熱雑音以下の信号を検出する方法が報告されている[1]。
しかし、この方法では相互相関を計算する 2 つの受信信号
レベルが同等であるため、両信号とも熱雑音以下の受信レ
ベルの場合、どの送信局から送信された信号であるかを判
断するためには、さらなる分析処理が必要になる。これに
対し、本方式は面的に配置したセンサから伝送された信号
を用いることで Energy detection により検出される高い
レベルの信号およびそれらの信号を受信したセンサの地
理的分布から送信局を特定する。その高レベル信号を受信
したセンサを基準センサとし、送信局と対応づけられた基
準センサの波形データと観測センサにおける熱雑音以下
の波形データとの相互相関に基づいて、信号の変調方式に
影響を受けることなく様々な送信局からの到来信号の受
信レベルの推定および伝搬エリアの特定を行う[2]。
本センシング方法の有効性を確認するため、東京スカイ
ツリーから送信された地上デジタル放送 27ch(557MHz)の
電波を利用し、55km 離れた横須賀市の海抜 107m の地点に
ある地上高 48m のビルの屋上に図 2.1.3-2 に示す実験系を
構築し、図 2.1.3-3 に示す広帯域センシング装置試作機を
用いて性能評価を行った。測定対象の地上デジタル放送波
の空間伝搬の相関を低くするため、センシング装置 1 とセ
ンシング装置 2 のアンテナ間隔は 10m（約 20 波長）とし
た。基準センサと観測センサにより同一チャネルの信号を
受信し、協調センシングを行った場合と協調センシングを
適用せず観測センサ単独で受信した場合の測定結果を図
2.1.3-4 に示す。観測センサ単独ではセンサのノイズフロ
ア以下の信号に対しては正確なレベルを検知できていな

観測センサ単体
による測定値

-90

-100

-110

協調センシング
による推定値

-120

-130
-70

-80

-90

-100

-110

-120

-130

-140

入力信号レベル[dBm]

図 2.1.3-4 屋外実験における協調センシング結果
2.1.3.1 文献
[1] M.S.O. Alink et al., "Lowering the SNR Wall for
Energy Detection Using Cross-Correlation," IEEE
Trans. on Vehicular Technology, Vol. 60, No. 8,
pp. 3748-3757, Oct. 2011.
[2] 山田他，“広帯域センシング用無線プラットフォーム
における波形データの相関を用いた協調センシング
方式の一検討，”電子情報通信学会ソサイエティ大会,
B-17-20, 2013 年 9 月.
2.2 動的周波数管理技術の開発
既存業務へ影響を与えずホワイトスペース利用システ
ムを運用するためには、ホワイトスペースの利用に必要な
情報（既知の無線局情報、周波数割当て情報、地理的情報）
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を管理すると共にセンシング情報を蓄積し、これらの情報
の分析・解析を行い利用可能な周波数を割り出すと共に、
ホワイトスペースとして利用するための条件等を導き出
す技術が必要である。また、利用可能周波数や利用条件に
ついては、その精度を向上させるため、複数の管理情報か
ら分析して導き出す場合が考えられることから、動的な周
波数管理を行う機器間の協調制御を行う技術が必要であ
る。そこで、以下の 2 つのサブテーマに分けて検討を行っ
た。
2.2.1 周波数管理・解析・分析技術
ホワイトスペースを利用した通信システムでは、 2 次
利用者が既存回線を用いてホワイトスペースデータベー
スに問合せを行い、ホワイトスペースデータベースが利用
可否を判断する。ホワイトスペースデータベースによる利
用可否判断では、2 次利用者から 1 次利用者のサービス
エリアへの干渉と、2 次利用者同士の干渉とを考慮する必
要がある。筆者らは、地形遮蔽を考慮した電波伝搬シミュ
レーションによってこれら 2 つの干渉を推定し、高速に
利用可否判断を行うホワイトスペースデータベースを構
築した。
地形を考慮した電波伝搬シミュレータでは、無線局のサ
ービスエリアを推定する際に、距離減衰に加えて回折損失
を計算する。回折損失を求めるためには、送受信点間の標
高データから遮蔽点を探索する必要があり、計算時間が増
加する最大の要因となる。そのため、2 次利用者から利用
問合せを受けた場合に回折損失を計算しはじめると応答
時間が長くなり、FCC が定めるホワイトスペースの応答
時間への要件である 10 秒を超えてしまう。そのため、各
1 次利用者のサービスエリアおよび全ての地点からの干
渉量をあらかじめ計算することで、2 次利用者から 1 次利
用者への干渉量計算を高速に行う。
本ホワイトスペースデータベースは ①1 次利用者登録
時、②2 次利用者の問合せ受信時に分かれる。1 次利用者
登録時には、登録情報に含まれる使用チャネル、出力強度、
アンテナ高と、データベースが保持する標高データをもと
に、チャネル毎の 1 次利用者が生成する電界強度分布を計
算する。また、電界強度分布の解像度に合わせ、その地点
に 2 次利用者が存在したと仮定した場合に許可される出
力強度のマップ（WSmap）も作成する（図 2.2.1-1）。②2
次利用者の問合せ受信時に分かれる。1 次利用者登録時に
は、登録情報に含まれる使用チャネル、出力強度、アンテ
ナ高と、データベースが保持する標高データをもとに、チ
ャネル毎の 1 次利用者が生成する電界強度分布を計算す
る。また、電界強度分布の解像度に合わせ、その地点に 2
次利用者が存在したと仮定した場合に許可される出力強
度のマップ（WSmap）も作成する（図 2.2.1-1）。

この WSmap をチャネル毎に重ね合わせることで、エリア
における WSmap を作成することが可能となる。
この WSmap により、利用問合せを受信してから、2 次利
用者から 1 次利用者への干渉量を推定するまでの時間を
削減することができ、高速な応答が可能となる。また、標
高データをホワイトスペースデータベースのメインメモ
リに展開することで、2 次利用者同士の干渉量計算を高速
に行うことが可能となる。
評価として、地形遮蔽を考慮することにより増加するホ
ワイトスペース面積と、利用問い合わせを受信した後の干
渉量を評価した。
図 2.2.1-2 に、米国 FCC が定める、回折損失を考慮しな
い電波伝搬モデルに従い求めた、あるチャネルにおける関
西地方におけるホワイトスペースマップを示す。黒色を水
上、白色は 1 次利用者サービスエリア、濃灰色は 1 次利用
者サービスエリアではないが 2 次利用者が利用不可と判
断されるエリア、淡灰色は 2 次利用者が利用可能と判断さ
れるエリアを示す。図 2.2.1-3 に ITU-R Recommendation
P.512-12 に定められる、回折損失を考慮した電波伝搬モ
デル（Bullington モデル）に従い求めたホワイトスペー
スマップを示す。なお、1 次利用者のサービスエリアはど
ちらも Bullington モデルを用いて推定している。

図 2.2.1-2 FCC 方式に従い求めた WSmap

図 2.2.1-3 Bullington モデルに従い求めた WSmap

図 2.2.1-1 電界強度分布図（左）と WSmap（右）

図 2.2.1-2 および図 2.2.1-3 が示すように、地形遮蔽を
考慮することで、濃灰色のエリアが小さくなることが確認
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できる。
図 2.2.1-4 に、チャネル毎のホワイトスペースの面積比
を示す。図 2.2.1-4 から地形を考慮することで平均 15 チャ
ネル増加することが分かる。

た。複数の二次利用システムが共存するためのフレームワ
ークを検討し、シミュレーション及びプロトタイプによる
性能評価を実施した。本検討に基づき、IEEE 802.19.1 ワ
ーキンググループに提案を実施した。
一次利用/二次利用システム間
電波監理/共存マネージャ
（マネージャ１）

異種二次利用システム間
電波監理/共存マネージャ
(マネージャ２)

協調

同種二次利用システム間
電波監理/共存マネージャ
(マネージャ３)

協調

インターネット

一次利用システム（TV等）

多様なセンシングデバイス・
センシング方式

多様なホワイトスペースデバイス
(ホワイトスペースWLAN / SUN / WRAN)
WLAN：無線LAN
SUN ：スマートユーティリティネットワーク、センサーネットワーク
WRAN：広域無線通信システム、固定回線システム

図 2.2.1-4 チャネルごとのホワイトスペース面積

図 2.2.2-1 3 種のデータベースによる管理方式
また、図 2.2.1-5 に 2 次利用者同士の干渉量計算時間を
示す。
ここでは、問合せを行った 2 次利用者の周辺に存在する
2 次利用者の数を変えて干渉量計算時間を評価した。(i)
は 2 次利用者情報取得時間、(ii)は標高データ取得時間、
(iii)は計算時間を示す。図より、問合せを行った 2 次利
用者の周辺に 10 局の 2 次利用者が存在する場合にも 2 秒
以下に計算時間が抑えられていることが分かる。2 次利用
者は 1 次利用者と比較して出力が小さいため、干渉量計算
が必要なエリアが小さいため、干渉量計算時間が抑えられ
ている。

図 2.2.2-2 ホワイトスペースデータベース

図 2.2.1-5

2 次利用者間の干渉量計算時間

2.2.2 ネットワーク管理技術、システム間相互情報管理
技術
周波数利用状況について蓄積する分散データベースで
あるホワイトスペースデータベースアーキテクチャにつ
いて検討し、一次利用者の保護、同種二次利用者間共存、
異種二次利用者間共存の 3 種のデータベース/マネージャ
による管理方式を策定し(図 2.2.2-1)、それぞれに求めら
れる機能・情報・インタフェースを検討し、実装を行った。
開発したデータベースは、地上波テレビ放送波の情報を
収録し、米国 FCC、英国 OFCOM の規格・文書、及び郵政省
告示 640 号に基づいた放送エリアの推定、及び離隔距離を
考慮したチャネルごとの利用可否判定が可能なデータベ
ースを実装した(図 2.2.2-2)。また、2.3.2 節で述べるホ
ワイトスペース無線 LAN 装置と連携可能なインタフェー
スを具備させ、相互運用が可能であることを確認した。
また、アプリケーションや伝播距離に応じて複数のホワ
イトスペース通信規格が検討されていることを念頭に、こ
れらの異方式のデバイス間で使用可能な帯域を効率的に
共用する仕組みである相互情報管理方式について検討し

ホワイトスペースの評価方式について検討を実施した。
実測結果に基づいて、2 次利用エリア推定のための低アン
テナ高近距離伝搬モデルを検討し(図 2.2.2-3)、また建物
の侵入損・透過損を測定し、低送信アンテナ高の場合の建
物損失を含めた 2 次利用エリア推定法を開発した(図
2.2.2-4)。

送信アンテナ

伝搬利得上限

二号館１F設置時

拡張奥村・秦モデル(urban)
2波モデル
ITU-R P.1411 (lower) ITU-R P.1411 (upper)

伝搬利得下限

二号館4F設置時

ITU-R P.1411 (lower) 拡張奥村・秦モデル(urban)

二号館7F設置時

ITU-R P.1411 (lower) 拡張奥村・秦モデル(urban)

一号館7F設置時

ITU-R P.1411 (lower) 拡張奥村・秦モデル(urban)

道路上
アンテナ高(1.2m)

ITU-R P.1411 (lower) ITU-R P.1411 (upper)

図 2.2.2-3 伝送距離に対する受信電力分布測定結果(上)と
測定結果に適した伝搬モデル(下)
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の機能と複数の TRX unit を統合制御する機能を実装しス
タック構成とすることで、TRX unit を増設可能とし、3
つの TRX unit を実装した。また、本装置は PA unit を外
付けとしており、セル設計と各国の規制に合わせて適切な
送信電力とスペクトルマスクのユニットの接続が可能で
ある。

(a) MAC control
unit，TRX unit，RF
control unit．

図 2.2.2-4 木造家屋周辺での受信電力分布測定
結果(上)とモデルから推定された干渉エリア(下)

(b) TRX unit．

2.3 ダイナミックスペクトルアクセス技術の開発
既存業務に影響を与えずホワイトスペースを利用する
ためには、利用可能な周波数情報や利用条件の情報に基づ
き、ダイナミックに周波数を切替える技術、送信電力制御
等の無線システム制御技術、マルチバンド利用における干
渉抑圧技術と受信時の信号分離技術が必要である。
ブロードバンドアクセスの実現においては、ポイント・
ツー・ポイント及びポイント・ツー・マルチポイントで構
成されるネットワークに加え、メッシュネットワーク構成
による利用も想定されるため、柔軟な経路選択を行うよう
なネットワーク構成技術についても検討が必要である。ま
た、移動体間の通信やセンサーネットワークへの利用を想
定し、マルチホップでの伝送を実現するネットワーク構成
技術の検討も求められる。
そこで、以下の 2 つのサブテーマに分けて検討を行った。
2.3.1 遠距離無線伝送システムにおけるダイナミックス
ペクトルアクセス技術
ホワイトスペース（WS）利用による WRAN（Wireless
Regional Area Network）実現のための遠距離通信技術の
確立を行うことを目的とし、IEEE 802.22 の仕様をベー
スとした試作装置を開発し、実証実験を実施した。以下に
試作装置の概要、及び屋内・屋外実証実験結果を報告する。
①

試作装置の概要
図 2.3.1-1 に装置外観の写真を、図 2.3.1-2 にシステム
アーキテクチャを示す。本装置開発においては、IEEE
802.22b に提案中である複数チャネルの運用技術も実装
可能とするため、複数の PHY/MAC layer を構成可能なア
ーキテクチャとすることでフレキシビリティを確保した。
本 装 置 で は 、 IEEE 802.22 の ベ ー ス バ ン ド （ BB:
baseband）信号処理を FPGA で、MAC 層の主要な処理
を CPU で そ れ ぞ れ 実 現 し 、 無 線 周 波 数 （RF: radio
frequency）信号と BB 信号との間での周波数変換を行う
RF 部と組み合わせて、1 つの TRX（transceiver）unit
を構成している。高速・高信頼化への対応として、WS を
複数チャネル同時使用するということも考えられるため、
MAC control unit に WSDB（White Space Database）
や CM（Coexistence Manager）への接続とチャネルの状
態管理を行う SM（Spectrum Manager）や端末管理など

(c) PA unit．

図 2.3.1-1 開発した IEEE 802.22 試作機
IP network
MAC Control Unit

TCP/IP stack
Spectrum
Manager

MAC Controller

MAC
BB
RF

MAC
BB
RF

GPS
Receiver
TRX Unit

RF Control Unit
PA unit
(High Power Amplifier and Band-Pass Filter)
Antenna

図 2.3.1-2 システムアーキテクチャ
本試作装置の仕様は表 2.3.1-1 に示す通り、地上デジタ
ルテレビ放送の周波数である 470 MHz から 710 MHz
（物理チャンネル番号 13 から 52）までの帯域に対応して
おり、出力は PA unit で 1W に増幅する構成とした。また、
その他の PHY 層仕様は IEEE 802.22 に準拠している。
表 2.3.1-1 開発装置諸元
System

IEEE 802.22 PHY/MAC

Carrier frequency

470-710 MHz

Channel bandwidth
Signal bandwidth
TRX/PA unit output
Modulation
Error correcting code

6 MHz
5.6 MHz
1 mW/1W
QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Convolutional code
(coding rate: 1/2，2/3，3/4，5/6)
OFDMA
2048 point/6.86MHz

Multiple access
FFT size/clock

②

屋内実証実験
基地局と端末に接続したそれぞれの PC の間でのスル
ープット特性の実測値を図 2.3.1-3 に示す。測定条件は、
CP（Cyclic Prefix）長を有効シンボル長さの 1/4 とし、
DS（Downstream）シンボル数と US（Upstream）シン
ボル数の比は 14:12 として DS と US の伝送レートがほぼ
等配分になるように設定した場合、３チャネルを同時に運
用することにより DS 最大 26.1 Mbps、US 最大 22.2 Mbps
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Throughput [Mbps]

を実現でき、DS と US で合計 48 Mbps を伝送できる。
27.0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.0
6.0
3.0
0.0

1ch
2ch
3ch

バイスを開発し、評価を実施した(図 2.3.2-2)。テレビ帯
ホワイトスペースにおいて、IEEE802.11b/g の周波数を
UHF 帯に変換することにより通信を可能とした。
本試作装置は、世界初のホワイトスペース通信に対応し
た携帯型タブレット端末となった。
RF board
Antenna (UHF)

Baseband board

64-QAM, 16-QAM, QPSK, 64-QAM, 16-QAM, QPSK,
r=5/6
r=3/4
r=1/2
r=5/6
r=3/4
r=1/2
DS

US
CPU board

図 2.3.1-3 スループット特性
③

屋外実証実験
岩手県遠野市において屋外実験を実施した（図 2.3.1-4）。
実証実験では、基地局（BS）と端末（CPE）間でのネッ
トワークカメラ映像の伝送が可能であることを確認した。
また、(1) 12.7 km の遠距離伝送（スループット DS/US =
5.2/4.5 Mbps）、(2) 6.3 km の 2 チャネル運用による伝送
（スループット DS/US = 15.5/9 Mbps）を実証した。さ
らに中近距離無線伝送システム（IEEE802.11af）と組み
合わせたマルチホップ伝送が可能なことを確認した。

Power spectrum density [dBm/100kHz]

10

貞任高原
CPE
EIRP:3.8W

高清水高原 BS
EIRP:3.8W
CPE
EIRP:966mW

0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70

34 ch
Tx power: 10 dBm
Max hold

FCC spectrum mask (Portable device)

-80
-90
594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

Frequency [MHz]

図 2.3.2-1 ホワイトスペース無線 LAN システム
(IEEE 802.11af D5.0 準拠)試作機(上)と
送信信号スペクトラム(下)
BS
EIRP:2.9W
防災センター

図 2.3.1-4

実証実験（各拠点間の伝送速度）

2.3.2 中近距離無線伝送システムにおけるダイナミック
スペクトルアクセス技術の開発
周囲の電波環境に応じ動的に周波数を制御し、既存業務
への影響を十分回避しつつ、柔軟に電波を利用するダイナ
ミックスペクトルアクセス技術として、UHF 帯のホワイト
ス ペ ー ス で の 動 作 を 念 頭 に 、 無 線 LAN(Local Area
Network) シ ス テ ム お よ び 無 線 PAN(Personal Area
Network)システム実現に係る技術の開発を行ったので、そ
の概要を述べる。
ホワイトスペース無線 LAN の開発
ホワイトスペース無線 LAN に求められる機能について
検討し、試作機を作成した(図 2.3.2-1)。TVWS データベー
スと連係動作し、かつ複数の 11af システム(同種システ
ム)間の共存を可能とする RLSS(Registered Location
Secure Server)を実装した。本試作機は、米国 FCC のスペ
クトラムマスク規定（Portable device）をクリアしてお
り、ホワイトスペース無線 LAN 方式規格 IEEE 802.11af
のドラフト 5.0(当時最新)に準拠した世界初のシステム
として各国のメディアにも多数紹介された。
また、ホワイトスペースのセンシング機能とデータベー
スへのアクセス機能を有するタブレット型センシングデ

図 2.3.2-2 ホワイトスペース対応携帯型タブレ
ット端末試作機とホワイトスペース無線 LAN シ
ステムの連接動作

①

②

ホワイトスペース SUN の開発
ホワイトスペース SUN(Smart Utility Network)システ
ムを実現するための物理層および MAC 層の所要仕様をそ
れぞれ設計・試作実装した。
日本のホワイトスペース事情に合致した OFDM 変調を検
討し、また 6MHz 幅/8MHz 幅の両方に対応可能なように設
計した。また、省電力･高効率データ交換・中継経路制御
が可能な MAC 層仕様を検討・提案した。
これらを提案し、IEEE 802.15.4m 規格に収録された。
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Face-to-Face Meeting にて実施するなど、規格成立に大
きく貢献した。

ホワイトスペース SUN: IEEE 802.15.4m
IEEE802.15.4m において、ホワイトスペースのスペクト
ルマスクの影響等に関する技術貢献及び技術提案を行っ
た。また、ワンセグ方式のエリア放送など日本のホワイト
スペース事情に適合した NB-OFDM 方式の提案を行うな
どし、規格の策定に貢献した。

N(0.84)

図 2.3.2-3 高効率データ中継経路制御方式による
中継例(上)と性能改善評価(下)

３．今後の研究成果の展開
研究・開発した技術が活用されるためには、標準化団体
へ提案して標準規格として採択されることが望ましい。そ
うすることで、日本のみならず世界で展開できる可能性が
広がるとともに、ひいては日本企業の産業競争力の向上に
貢献できる。
① 標準化
IEEE にて、用途や伝搬距離別に複数の標準規格が検討
されている。これらの各グループに研究成果を入力し規格
に採用されたことに加え、各グループの議長やセクレタリ、
エディタ等の要職も複数務め、ホワイトスペース技術の標
準化活動の推進も図った。以下に、各グループに対する貢
献の概要を記す。

ホワイトスペース無線 MAN: IEEE 802.22 / 22b
IEEE802.22.2(IEEE802.22 機器の設置と展開に関する
勧 告 文 書 ) に お け る 技 術 条 件 の 策 定 で 貢 献 し 、 IEEE
Standard Association からその貢献を表彰された。
IEEE802.22b においては、より高速のデータ伝送を可
能にする多次元符号化変調の適用を含む PHY/MAC に関
する技術提案を行い、標準規格草案に盛り込まれた。 ま
た、標準機能の提案技術の選別基準における議論の促進に
貢献した。また、複数チャネルでの運用に関する技術提案
（国際標準提案リスト[1]）およびコメントレゾリューシ
ョンを行い、Task Group の標準化活動に積極的に寄与し
ている。

ホワイトスペース無線 LAN: IEEE 802.11af:
802.11 無線 LAN 規格を TV ホワイトスペースに拡張
対応させるためのタスクグループ af に対して、運用チャ
ネル制御方式やチャネルスケジューリング方式、屋外･屋
内チャネルモデルなど、MAC 層と PHY 層の拡張提案を
行った。合わせて、本タスクグループの副議長とセクレタ
リを務め、また本研究開発の試作装置による実機に基づい
た機能検証を、関連団体である Wi-Fi Alliance Member

② 実用化
ホワイトスペース推進会議等の国内のホワイトスペー
スに関する議論に情報提供し、議論の喚起に努めた。また、
シンガポール等での海外のホワイトスペーストライアル
への参加や、実験試験局免許を取得しての国内でフィール
ド試験を実施するなど、実環境における検証を推進してい
る。
また、遠距離伝送が可能な IEEE 802.22b 方式の試作や
複数チャネルを利用した高速化、Point-to-Multipoint 対
応による多地点通信などの技術開発に成功した。これらの
成果を海外の展示会などに出展するとともに、White
Space Alliance（WSA）へ加盟し、WS 市場、各国のプロ
ジェクト等に関する情報を入手することにより商用展開
の可能性を探っていく。
本研究開発では、地上波テレビ放送帯尾(470-710MHz)
のホワイトスペースへの適用を中心に検討してきたが、今
後は議論が活発になりつつある第 5 世代携帯電話システ
ムでの周波数管理・共用技術としての適用など、UHF 帯
以外への適用についても検討していきたい。

４．むすび
本稿では、ホワイトスペースにおける新たなブロードバ
ンドアクセスの実現に向けた周波数高度利用技術の研究
開発における成果について述べた。これらの技術を組み合
わせることで、ホワイトスペースの利用に必要な周波数状
況の把握・利用可否判断・帯域の動的活用が可能となり、
システムとして動作可能であることが検証でき、世界初の
試作システムの開発に複数成功するなど、目標以上の成果
を達成できた。また、これらの成果に基づく提案が複数の
標準規格として採用されており、成果の実用化に向けても
順調に進捗している。
ホワイトスペース通信の実用化には法制度の改正が必
要となるため、今後検討会などにて検討が行われる際には、
本研究開発で得られた知見を入力し貢献してゆきたい。
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