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概要
空間的・時間的に利用可能な周波数を活用して車車間通信を行う場合、高速で移動する車載通信端末が時々刻々と変化
する既存の業務に対して干渉を与えないことが必要で、そのため、「システム間動的周波数管理技術の開発」、「可搬型基
地局－二次利用システム間通信技術の開発」、「二次利用システム間通信技術の開発」、「二次利用システム（車車間通信）
によるネットワーク構築検証」の４つの研究開発の課題に取り組んだ。

Abstract

Vehicle-to-vehicle communications over spatially and/or temporally available spectrum resources should have
no harmful interference to the existing services. To that end, we have conducted research and development on the
following four problems: "technologies for dynamic spectrum management between primary and secondary user
systems, and among secondary user systems", "technologies for communication between portable base stations and
secondary user systems", "technologies for communication among secondary user systems", and "validation of
network formation using secondary user systems".

１．まえがき
昨今、自動車は運転の自動化が注目され、今後は車車間
通信の必要性が増すと考えられている。日本では車車間の
通信に 760MHz 帯が割り当てられているが、現行想定され
ている出会い頭衝突防止、右左折時衝突防止、緊急車両情
報提供等のアプリケーションを多数の車両が利用すると、
運転自動化のアプリケーションが入る余地は極めて少な
くなる。一方、特定の業務のために割り当てられている（一
次利用の）周波数を、空間的・時間的に他の業務に使うこ
と（二次利用）は世界的に検討されているが、一次利用の
業務が次々に変わる高速移動時に適した通信技術確立は
十分でない。また東日本大震災などの大規模災害時に、燃
料、道路が確保できる限り、車は自律的に活動ができたこ
とから、災害時の情報伝達に周波数の二次利用技術の適用
が期待される。
本研究開発は、周波数の一次利用者の業務への影響を回
避し、柔軟かつ高度に周波数を活用して、車車間通信が可
能となるネットワーク技術の確立を目的とする。研究課題
アでは一次利用システムと二次利用システム間の動的周
波数管理技術の開発と、動的周波数管理と連動して、複数
の自動車の位置情報から相互干渉量の推定を行う二次利
用システム間干渉推定、それにより使用周波数や出力等の
調整を動的に行う二次利用システム（車車間通信）間の動
的周波数管理技術の開発を行った。さらには、研究課題イ
では、研究課題アで開発した周波数の管理サーバと連携す
る管理サーバアクセス技術、被干渉センシング技術により
可搬型基地局と自動車間での通信を可能とする可搬型基

地局－二次利用システム間通信技術の開発を行い、研究課
題ウでは二次利用者間である車車間において研究課題ア
で開発した周波数の管理サーバと連携する管理サーバア
クセス技術、被干渉センシングにより二次利用を車車間で
実現する二次利用システム間通信技術の開発を行い、課題
エでは前記の開発した技術を用いて総合的な検証を行っ
た。

２．研究内容及び成果
２．１．システム間動的周波数管理技術の開発（研
究課題ア）
ホワイトスペースの利用においては、同帯域の一次利用
者に対して干渉を与えないことが絶対条件となる。そのた
めには、個々の場所・時間において、どの周波数帯が使用
されており、どの帯域がホワイトスペースとして利用可能
であるかを正確に把握しなくてはならない。
これまでのホワイトスペース通信技術の研究において、
端末が自らセンシングを行い使用可能帯域を発見する方
式と、ユーザの位置情報に基づいて利用可能帯域情報をネ
ットワーク側から報知される方法の両方が検討されてき
た。センシング方式は自律運用できるというメリットがあ
る反面、無線使用の検出精度が無線機の性能に依存する点
や、自らへの被干渉量はわかっても一次利用者に与える与
干渉量の推定が難しいというデメリットがある。そのため、
IEEE などで標準化が行われている通信規格の多くは後者
のアプローチを主要方式として採用し、位置情報に基づい
て利用可否を判断する周波数データベースから使用可能
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周波数帯の情報を得ることで、一次利用者への影響を回避
することを規定している。
これらの周波数把握・管理技術についてはすでに多数の
研究が進められているが、移動通信時にも適用可能とする
ためには解決すべき課題がある。１つは移動に伴い刻々と
変わる周波数情報に確実に追従できる性能が求められる
ことと、もう 1 つは周波数データベースそのものの精度を
高く保ち、移動時にも与干渉の発生回避を確実にするため
の技術の確立である。

図１ 移動体対応周波数データベースにおける移動エリアの予測

２．１．１．移動体対応電波環境データベースの構
築検討
ホワイトスペースは場所や時間によって変動するため、
移動時には場所・時間で刻々と変化するホワイトスペース
情報を得るために周波数データベースへのアクセスが頻
繁となり、そのままでの適用は難しいと考えられていた。
たとえば、米国においては 100m 移動するごとに周波数デ
ータベースにアクセスすることを求めており、時速 40km
で移動する車においてはおよそ 9 秒に 1 回のアクセスが求
められるように、速度に応じて周波数データベースへのア
クセス頻度が高くなる。よって、ユーザ数とその移動速度
に比例した周波数データベースへのアクセストラフィッ
ク量と、周波数データベースへの問い合わせと応答の時間
が問題となる。
そこで本検討においては、周波数データベースを移動体
対応させるために 2 つの改良を行った。1 つは、複数の移
動体を車群として扱い、複数の車の情報を集約してまとめ
て問い合わせ・情報提供を行うことを可能とした。2.3.1
節にて述べる車車間通信方式にて構成される車群に適応
し、車群を構成する複数の移動体からの問い合わせを集約
し、またその応答を車群内で共有可能とすることにより、
周波数データベースへのトラフィック量を大幅に軽減可
能とした。
もう 1 つは、周波数データベースへの問い合わせ時に移
動体の位置情報に加え、移動体の移動速度と方角情報を合
わせて通知するようにした。これまでの周波数データベー
スは、端末されたある特定の位置で使用可能な周波数の判
断をしていたのに対し、検討手法では図１に示すように移
動速度と方角から一定時間内に移動しうる範囲を推定し、
その範囲内で使用可能なチャネル情報をまとめて返すこ
ととした。これにより、その域内にいる限りは周波数デー
タベースへの頻繁な問い合わせが不要となることに加え、
域内で共通で使用可能な周波数を優先的に選択すること
により、周波数切り替えによる通信切断の発生が抑制可能
となった。
これらの周波数データベースへのアクセス方式は、IETF
PAWS などの標準方式が定まっている。しかし、速度や移
動方向に関するデータの送信や、利用可能エリア情報を含
む使用可能周波数情報の応答などは、これら標準方式では
定義されていないため、プロトコルの拡張を行い、実装し
た(図２)。
合わせて、異種ホワイトスペース通信方式が共存するた
めのフレームワークについても検討を行い、相互に互換性
のない方式については干渉しあわないように別周波数の
利用を促す仕組みも開発した。

図２ 移動体対応周波数データベースプロトタイプ

２．１．２．実観測を元にした電波環境データベー
ス構築の研究開発
本研究開発では、電波資源の有効利用を目的とし、移動
する多数の車両による実観測結果を元にした高精度な電
波伝搬環境データベースの構築に関する研究開発を行な
った。検討を行なった電波伝搬環境データベースの概要を
図３に示す。本電波伝搬環境データベースは、観測端末よ
り報告された膨大な瞬時観測値群を蓄積するテーブル、お
よびその観測値群から統計処理により取得した周波数ご
との空間的な平均化マップを管理するテーブルの 2 テー
ブルから構成される。周波数共用時は、二次利用者は自身
が有するセルラ回線等の無線ネットワーク接続回線を通
じて本データベースにアクセスし、二次利用者の位置情報
および統計処理されたテーブルに基づいて周辺の二次利
用可能チャネルリストを取得する。現在米国において実用
化が検討されている電波伝搬環境データベースは距離減
衰モデルに基づいて推定を行なうが、実環境との推定誤差
に起因する既存の無線システムに対する干渉を抑制する
ため、過剰な干渉マージンが必要であり、周波数利用効率
低下の原因となっていた。一方、今回検討を行なった電波
伝搬環境データベースは実観測に基づいた推定によって
このような問題を解決でき、周波数資源の利用効率向上が
期待される。
本電波伝搬環境データベースの有効性を確認するため、
5 台の車両を用いて実際の地上波デジタル放送信号を観
測し、電波伝搬環境データベースに登録する実証実験を 1
回 1 週間、合計 2 回実施した。実証実験では、図４(a)に
示すソフトウェア無線機、ノート PC を中心とした観測機
材を各車両 2 セット搭載し、埼玉県熊谷市にて全 8 チャ
ネルの観測を行なった。観測実験後、全観測値群を電気通
信大学内に設置した MySQL サーバ(図４(b))に登録し、統
計処理を行なった。従来手法である距離減衰モデルに基づ
く電波伝搬環境推定手法との比較のため、1 回目の実験の
観測結果を観測周波数ごとに平均化し、電波伝搬環境デー
タベースに登録した。473.14MHz 帯の平均受信電力値マ
ップは図５(a)の通りである。そして、2 回目の実験で観測
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した瞬時値群と 1 回目の実験で構築したデータベースに
格納された観測位置に対応する平均観測値の比較を行な
い、その誤差特性を明らかにした。今回、比較手法には日
本国内のテレビ放送のサービスエリア計算に用いられる
電波伝搬モデルである告示 640 号を使用した。図５(b)に
比較結果を示す。比較結果より、告示 640 号に基づく電
波伝搬環境推定手法は 90 %点で 40 dB 程度の誤差を示し
た。一方、構築した実観測に基づく電波環境データベース
は 90%点での誤差が 10 dB 程度であり、推定精度を約 30
dB 程度改善できることを実証した。
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２．２．可搬型基地局－二次利用システム間通信技
術の開発(研究課題イ)
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災害時など、通信手段を迅速に確保する必要がある際に、
ホワイトスペース通信の活用が期待される。広域で利用可
能とするためには、自動車等の移動体の通信にも対応し、
かつ設置・展開しやすい可搬型の基地局の実現が求められ
る。そこで本研究開発では、可搬型ホワイトスペース通信
基地局とその端末からなる、センター型車載ネットワーク
を開発した。
本研究開発にあたっては、本システムは、既存のシステ
ムと親和性が高く小さな追加コストで導入できることが
望まれる。そのため、並行して検討が行われている「複数
周波数帯の動的利用による周波数有効利用技術の研究開
発」にて開発を行っている、UHF 帯において LTE 方式に基
づいて運用可能な「ホワイトスペース LTE 方式」の無線基
地局試作装置と端末の試作装置をベースとして検討・機能
拡張を行った。
可搬型基地局は、携帯電話システムとして現在主流であ
る LTE(Long Term Evolution)方式をベースとし、これを
UHF 帯に変換しホワイトスペースで運用可能としたホワ
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イトスペース LTE 方式を採用した。フェムトセル基地局等
の既存の 2.6GHz 帯対応の無線機にコンバータを取り付け
UHF 帯に周波数変換を行うことで実現可能としているた
め、比較的安価であることに加え、基地局を小型かつ可搬
型とすることで取り回しが容易となることに特徴を有す
る。加えて、本基地局は、FDD/TDD の両複信方式に対応し
ていることで、場所によって異なる空き周波数状況に臨機
応変に対応可能というメリットがある。
一方、端末側も同様に商用の LTE 通信機器をベースに
UHF コンバータを付加することで、UHF 帯の TV ホワイトス
ペースに対応するよう改変を加えて実現している。本端末
には、2.1.1 節にて述べた移動体通信に対応した周波数デ
ータベースとの通信に対応するように、位置情報に加えて
速度や移動情報も合わせて伝えることを可能とするとと
もに、エリア情報も含めた使用可能周波数帯情報に応じて、
動作する周波数帯の選択を行うことができる。
また、スマートフォン型ホワイトスペース LTE 端末も合
わせて開発した。本端末は UHF 帯のホワイトスペース LTE
方式にて通信できることに加え、2.1GHz 帯の商用 LTE シ
ステム(Band 1)でも通信可能でありながら、商用の LTE
対応スマートフォンと同等の大きさ・消費電力で利用可能
であることに特徴を有する。

とのアクセスが確保されている限り確実な手法であるが、
車両が周波数データベースにアクセスできない環境に動
いたりするときに、補完できるようにスペクトラムセンシ
ングの機能を加える設計とした。
ⅰ）周波数データベースとの連携
海外では移動できるホワイトスペース無線機は 100m 移
動するごとに周波数データベースを参照することが必要
となっており、100km/h で車両が走行すると、周波数デー
タベースは 3.6 秒ごとに問い合わせへの応答をする必要
が生じる。個々の車両に搭載された車載無線機からの問い
合わせに対して周波数データベースは応答する必要があ
るため、周波数データベースおよび周波数データベースま
での無線/有線通信路は、多量の車両が走行する状態では、
過度のアクセスが生じることを想定する必要がある。
そこで周辺車両で自律的にスワームを形成し、その中で
代表車両を決めて代表車両だけが周波数データベースと
アクセスをして、スワームの周囲に情報を展開することに
より、周波数データベースのアクセス数を減らすことを考
案した。
スワームの形成には下記のプロセスを経ることとした。
100 ミリ秒ごと広報される 760MHz 帯の DSRC 信号に含まれ
る車両識別子、位置、速度、加速度、方向を利用して、近
隣の車両のスワームテーブルを作成、更新することにした。
次に道路に沿って速度と方向がほぼ同じ車両同士をスワ
ームメンバとした。スワームの代表車両は先頭車両を基本
とし、代表車両が周波数データベースに使用可能な周波数
を問い合わせることとした。
ただし、発見（コールドスタート）の段階では、予め定
められた数キロ×数キロ範囲の"distribution area"と呼ぶ
エリアにおいて、そのエリアの中心（あるいは中心に近い
位置）にいる車両が周波数データベースへの問い合わせを
行う。この代表車両が周波数データベースから取得した周
波 数 の 利 用 デ ー タ を 配 布 制 御 チ ャ ネ ル （ Distribution
Control Channel:DCC)を用いて周辺の車両に広報する。
スワーム形成後に、スワームの内部ではスワームに関す
る制御情報や、ルーティング用の制御情報の配布はグルー
プ制御チャネル（Group Control Channel:GCC)を用いて
行う。また、実際のデータ転送はデータ転送用のチャネル
上で行う。この 3 つの階層から成るネットワーク構成を図
7 に示す。

図６ 可搬型基地局試作装置(上左)・端末試作装置
(上右)・スマートフォン型端末試作装置(下)

２．３．二次利用システム間通信技術の開発（研究
課題ウ）
本研究課題では、二次利用者間である車車間において
2.1.1 節で開発した周波数の管理サーバと連携する管理
サーバアクセス技術、被干渉センシングにより二次利用を
車車間で実現する二次利用システム間通信技術の開発を
行った。

２．３．１協調型車車間無線ネットワーク技術の研
究開発
周波数データベースを使ってホワイトスペースを把握
することによる一次利用者の保護は、周波数データベース

図７

周波数の利用と制御プレーン／データプレーン
の関連性の概念図

DCC は、車用に割り当てられている 760MHz 帯が混雑
し、周波数データベースの情報を広報できない状況を想定
してホワイトスペース上に割り当てることにした。代表車
両は空いているホワイトスペースの中で一番長く利用で
きるチャネルを DCC に選ぶこととした。他の車両は単純
にホワイトスペースの下のチャネルから順に DCC が見つ
かるまでスキャンすることとした。この発見プロセスはコ
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ールドスタート時か、経路を新たに変えるときに行うよう
にした。また、周波数の利用データの配布は図８のような
方法を採用した。一度のデータベースへの問い合わせで、
一括して周囲の周波数の利用データを取得できるプロセ
スを採用し、代表車両は一括したデータを得た後、道路に
沿ったデータだけピックアップして、周囲の車両に配布す
るようにした。この方式により周囲の車両へ周波数の利用
データを配布する無線リソースの節約、さらにはホワイト
スペースの利用周波数を決めるときにより長く利用でき
る周波数を選ぶことができる。

てはそれぞれ 15、7、1%であった。

(a)一次利用者の検知確率

図８

３台の車両の場合のデータベースの応答範囲

GCC は、アプリケーションレベルでスワーム内の車両
同士がデータ交換のために制御信号のやり取りを行うチ
ャネルで、バーチャル・スワーム単位でホワイトスペース
の周波数選択、マルチホップの場合の経路設定の情報交換
を行うこととした。
ⅱ）スペクトラムセンシング
13 セグメントの ISDB-T を使う日本の TV の一つのセ
グメント（ワンセグ用のセグメント）を相互相関法により
観測することとした。
周波数データベースとの通信が途絶したとき、これまで
有していた周波数データベースの値を参照して空きチャ
ネルをセンシングし、センシングで確認されたチャネルの
利用を決定した。
ⅲ）開発した無線機
上記の設計に基づき、ホワイトスペース対応の無線機を
試作した。TV 帯の中で周波数の切り替えを可能とし、変
調としては OFDM 64QAM までサポート、DCC と GCC
は、ホワイトスペース上の 1 つのチャネルを共用するよう
に実装した。試作した無線機を図９に示す。

図９

開発した無線機の外観写真

試作した無線機のセンシング特性については、
-108dBm/430kHz(-111.3dBm/200kHz)の検知感度が得ら
れた。図 10(a)は車を静止した状態で車載無線機により 1
セグメント信号を観測した時の検知確率で図 10(b)はその
ときのスペクトルアナライザで観測したスペクトルであ
る。誤警報率で評価したところ、43、44、46CH におい

(b)それぞれのチャネルのスペクトル
図１０ 開発した無線機の外観写真

２．３．２車車間通信向けデータベース協調センシ
ング技術の研究開発
本研究開発では、既存の無線システムの通信状況をリア
ルタイムで把握する周波数センシング技術の高度化を目
的とし、2.1.2 節で構築した実観測に基づく電波伝搬環境
データベースに蓄積された情報を補助情報として活用す
る高精度な協調センシング手法の研究開発を行なった。車
車間通信は、走行しながら通信を行なうことから周囲の構
造物等の影響でセンシング結果に誤りが発生する可能性
がある。センシング結果の誤りは既存の無線システムへの
干渉、および二次利用機会損失を招くため、電波伝搬環境
の不確定性に依存しにくい高い検出精度が要求される。そ
こで、電波伝搬環境データベースに蓄積された平均受信電
力値を参考に、平均的に受信電力値が低い場所での瞬時観
測情報は優先度を下げ、高い場所での瞬時観測情報の優先
度を上げて最終的に通信状態を判定する重み付け協調セ
ンシングに関する検討を行なった。
理論解析では、補助情報を用いない従来の協調センシン
グ、補助情報に基づき複雑な計算を通して重み係数を最適
化する協調センシング、統計的な分散値を補助情報とする
手法、そして今回検討を行なった重み付け手法の比較を行
なった。比較結果を図 11 に示す。図は検出対象である放
送局から通信状態の判定を行なう観測端末との距離に対
する観測結果を示す。比較結果より、提案手法は非常に簡
易な重み付け手法でありながら複雑な計算に基づく最適
化手法に肉薄する既存ユーザの検出精度が達成可能であ
り、複雑な計算処理が困難である車両に適したセンシング
手法であることを確認した。
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また、2.1.2 節で行なった実証実験と並行し、本センシ
ング手法についても、従来手法と比較した有効性を確認す
るため実証実験を行なった。図 12 の観測機構成による実
証実験では、電波伝搬環境データベース構築の実証実験時
に使用した電波観測機器に加え、協調する車車間での観測
値交換機として 920MHz 特定省電力無線規格の無線通信
モジュールを使用した。また、協調センシングを行なう車
両は 5 台とし、そのうち 4 台にはモバイルルータを具備
することで電気通信大学構内に設置された電波伝搬環境
データベースへの無線アクセス機能を搭載した。残る 1
台は車載のノート PC 内に電気通信大学構内に設置した
データベースと同等のデータベースを構築し、これを用い
るものとした。実証実験エリアは熊谷中継局の放送エリア
を中心とした 35 km×40 km 程度の範囲とし、図 12(b)
に示すように 5 台の車両で隊列走行を行なうことで実施
した。図 13 は従来のセンシング手法との比較結果の一例
を示す。図 13(a)に示す評価エリアは熊谷中継局の放送エ
リア圏内である。図 13(b)中の赤で示されたエリアは、テ
レビ放送のオン/オフの基準を-95 dBm に設定した際に従
来の協調センシングではテレビ放送を検出できず、提案手
法でのみ検出できた箇所を表す。本評価エリア内において、
提案手法は単独センシングと比較してテレビ放送の検出
性能が約 22%、協調センシングと比較して約 7 %向上し
たことを確認し、提案した電波伝搬環境データベースを用
いた協調センシング手法がテレビ放送との周波数共用に
有効であることを実証した。

(b)隊列走行の様子
Wimax
(有線)

REDB

Local DB

LTE
(無線)

有線
920MHz帯を用いた情報交
換機能により各車両が観測
情報をブロードキャスト

１号車

２号車

Wimax
(無線)

LTE
(有線)

３号車

４号車

５号車

(c)各車両のデータベースアクセス手段

図１２

実証実験の概要

(a)隊列走行エリア

図１１

提案したセンシング手法の解析結果
Antenna
GPS

USRP N210
WBX
WiMAX or LTE
router

IEEE802.15.4
module
Laptop PC

(a)観測機の構成

(b)検出差分

図１３

実証実験結果の一例

２．４．二次利用システム間通信技術の開発(課題
エ)
開発した技術の有効性を確認するために 2.1.1 節で開発
した周波数データベースと、2.1.節で開発した可搬型基地
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局、二次利用システムを接続した実証実験を行った。さら
には 2.1.1 節で開発した周波数データベースと 2.3.1 節で
開発した二次利用車載無線機を接続した実車による実証
実験を行った。

２．４．１．可搬型基地局－二次利用システム間通
信技術の検証
2.2.節で述べた試作装置と 2.1.1 節で述べた周波数デー
タベースとを接続し、取得した実験局免許に基づき、横須
賀リサーチパーク(神奈川県横須賀市)及びコクヨホール
(東京都品川区)などで機能検証と性能評価を実施した。地
上波テレビ放送帯(470～710MHz)中のホワイトスペース
で動作することを確認した。
また、これらのシステムのもとで十分な通信容量を確保
するために必要な最適化手法の開発を行った。その手法の
概念図を図１４に示す。可搬型基地局と端末が複数のホワ
イトスペースを同時に運用可能である場合を想定し、提案
した最適化方式の評価を計算機シミュレーションにて実
施した。結果、想定環境にも依存するが、各基地局のパラ
メータを一定としたときに比べ、最適化手法適用時には 2
倍以上の利用率とすることが可能であることを確認した
(表１)。

図１４ 最適化手法の概念図
表１ 計算機シミュレーション結果
(想定環境: 基地局 2 台・端末 10 台)

２．４．２．二次利用システム間通信技術の検証
実証実験では、宮崎県美郷町の公道で TV 周波数帯 5 チ
ャンネルを使用できる実験試験局免許を取得し、3 台の車
両を使って行った。免許条件を次に示す。送信出力約
80mW まで、変調方式は OFDM であった。
実証実験の免許条件
TV チャネル
（13～17CH[470-500MHz]）
帯域
5.7MHz/チャネル
最大出力
79mW
変調方式
OFDM
データベースとのアクセス 3G/LTE

1 回のホップ（車間：140m）と 2 回のマルチホップ（車
列長：185m）の通信を行った時の、UDP と TCP のスル
ープットとパケットロス率を下記に示す。パケット長は
1470byte で実験した。1 回のホップではおおよそ 5Mbps
が得られた。それに対してシェアド・メディア・アクセス
となる 2 回のホップではおおよそ 2Mbps まで減少した。
表３ パケットレベルの実験結果
ｴﾝﾄﾞ・ｴﾝﾄﾞ
ｽﾙｰﾌﾟｯﾄ ﾊﾟｹｯﾄﾛｽ率
ｽﾙｰﾌﾟｯﾄ
の遅延
〔TCP〕 （%）
〔UDP〕
（ﾐﾘ秒）
（Mbps） （Mbps）
1回
ホップ
2回
ホップ

4.6

6.0

－

3.1

2.2

2.7

1

7.2

続いてアプリケーションレベルでの通信特性を評価し
た。3 台を車列にし、先頭の車に取り付けた前方向カメラ
で撮った映像を、2 回ホップの構成で転送し、最後尾の車
両で評価を行った。
（図 15）映像信号のコーデックに要す
る時間が秒オーダー（約 2 秒）かかるため、準リアルタイ
ムとなってしまったが、乱れのない映像転送が確認できた。
（図 16）
データアクセスによるホワイトスペース判定について
だが、周波数データベースへのアクセスは、コールドスタ
ート時に 3G 回線を使用した場合はコネクションのセット
アップ時間を含めて 9 秒要し、LTE の場合は 0.3 秒要し
た。また、連続したアクセスではそれぞれ 0.3 秒と 0.12
秒を要した。車が通信しているチャネルが、一次利用者に
割り当てられていないエリアから、割り当てられるエリア
に移動して行った時に通信しているチャネルの切り替え
を観測した。図 17 は、最後尾の車両に設置されたディス
プレイのリアルタイムな実験状況表示部分の拡大スナッ
プショットで、上部はデータが転送されるルート、下部は
周波数データベースとアクセスを代表して行う車が取得
したデータを地図上に表示したものである。Ch 14→Ch
16、Ch 16→Ch 15、Ch 15→Ch 16、Ch 16→Ch 14 と切
り替えるように一次利用者の周波数を割り当てたデータ
ベースを用意し、車の速度は約 40km/h で、40-50m の車
間を空けたときの切り替え時間を観測した。想定した切り
替えが発生することを確認し、その切り替え時間は走行先
で間もなく一次利用者が使用している状況になるという
ことを検知してから、最初のホップが切り替わるまで平均
で 2.69 秒、ホップ全部が切り替わるまで 2.70 秒かかった。
切り替えに要する時間は、大部分が切り替えて無線機が安
定するまでの時間であった。

表２

チャネル

図１５

実証実験の様子

実験は、まずシステムのスループットの観測を行った。
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図１６ 最後尾車両から前方向を見た様子
（モニタ画面は先頭車両の全方向カメラ動画像［右側］と、
実験状況を示すインタフェース［左側］）

図１７

実験状況を示すインタフェースの拡大図

２．５．標準化への貢献
受託機関の 1 つである NICT では、これまで自らが行
ってきた研究開発や、他の総務省「電波資源拡大のための
研究開発」を受託し実施した研究開発の成果に基づき、
IEEE でのホワイトスペース通信に関する各タスクグル
ープに対して成果を入力し、研究成果が標準規格に含まれ
るよう議論を進めるとともに、それらのグループや親組織
である委員会、ワーキンググループ等の主要役職を務め、
標準化活動の推進及び策定される規格のプロモーション
を行い、開発された技術及びホワイトスペース通信そのも
のの有効性や将来性について推進を行ってきた。また、
ITU-R WP5A におけるコグニティブ無線技術に関するグ
ループにも日本代表団として情報提供と議論参加してき
た。

３．今後の研究成果の展開
本研究開発の大きな特徴は、複数の車でスワームを形成
し密な情報交換を行い、周波数の二次利用をする技術、実
測値を用いた周波数データベースによる動的周波数管理
技術である。提案したスワームを形成し、利用するチャネ
ルについて密な情報交換をする方式は、周波数データベー
スとのアクセスがスワームの車載機の代表だけでよくな
り、無線リソースの利用効率が上がるほか、代表する車載
機がアクセスできなくなった場合も、他の車載機がアクセ

スできれば周波数データベースの情報がスワーム内で共
有でき、より安定的な周波数データベース参照となる。ま
た、センシングでチャネルを選択する状況においても、セ
ンシング情報を共有すれば空きチャネルの把握がより適
切になる。スワーム内のデータの伝送が安定的であれば、
例えば現在実用化が検討されている隊列走行において、前
方の動画像等も含む先頭車の情報を後続の車が安定して
共有できることにつながり、より安心な交通社会に寄与す
ることが期待できる。
さらに、実測値を用いた周波数データベースによる動的
周波数管理技術が実現すれば、確実な周波数共用を目指す
方式に比べマージンを適切な大きさまで小さくすること
ができ、二次利用が可能なエリアが広がり、周波数の有効
利用の拡大が期待できる。走行する車をセンサとして周波
数データベースが構築できれば、常時の個別端末における
電波測定が不要となりシステム全体の低コスト化、周波数
データベースのセミリアルタイム化が期待できる。
これらの技術について、3 年後の応用開発達成、5 年後
の技術実用化を想定している。
本研究開発の技術的な展開は、最初に実用化の可能性が
ある災害対応向けの無線機開発として、公共機関への導入
を念頭に置き、
2013 年度 ITS 世界会議に出展を実施した。
今後も展示会出展、報道発表等を用いて積極的に成果を発
信する予定である。
ホワイトスペースの利用はエリア放送や特定ラジオマ
イクなど、いくつかの用途において利用が始まっている。
車車間通信を追加するためには、既に割り当てられている
利用者との共存が前提となり、法改正が必要となるため、
まずは制度化へ働きかけを行うことを想定している。総務
省ホワイトスペース推進会議など、国内の技術基準策定や
枠組みに関する議論を行う会議へ、本研究開発で得た知見
を提供することで、国内の技術基準策定や法整備等に貢献
することを想定している。また、IEEE や ITU、3GPP な
どで関連するホワイトスペース通信や周波数共用技術に
関する技術について議論が行われており、関連する議論が
行われる際には情報提供や方式提案等を実施していくこ
とを考えている。さらには、DSA（Dynamic Spectrum
Alliance）を通じた世界的なホワイトスペース普及活動へ
の参画、災害の多いアジア各国への災害対応としてのホワ
イトスペース利用の提案活動等を行い、適用領域を国内だ
けでなく世界にも開ける活動を行う予定である。
なお、研究開発成果の中、実用化に資する部分について
は、仕様開示を希望する企業等に開示することを想定して
いる。

４．むすび
急速に進む車の運転の自動化への取り組みの中、枯渇が
予測される 760MHz 帯に加えて、新たな電波資源の拡大
が必要となりつつある。また、我が国では近い将来に大災
害が生じる可能性が高まりつつあり、それに伴い、災害時
の情報伝達の手段を拡大する必要が生じている。特定の業
務のために割り当てられている周波数を、空間的・時間的
に他の業務に使うホワイトスペース利用技術は世界的に
検討されているが、車のように高速移動を対象とした通信
技術確立は十分でない。そこで本研究開発では、そのため、
「システム間動的周波数管理技術の開発」、
「可搬型基地局
－二次利用システム間通信技術の開発」、
「二次利用システ
ム間通信技術の開発」、「二次利用システム（車車間通信）
によるネットワーク構築検証」の４つの研究開発の課題に
取り組んだ。周波数データベースと連携して複数の車でホ
電波資源拡大のための研究開発
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ワイトスペースを利用し、スワームを形成して密な情報交
換を行うことができることを示し、例えば現在実用化が検
討されている隊列走行において、前方の動画像等も含む先
頭車の情報を後続の車が安定して共有できることが可能
となり、より安心な交通社会に寄与することが期待できる
ことを示した。また、ホワイトスペースで LTE 技術に対
応した小型軽量型のスマートフォンへの適用が期待され
ることを示し、災害時の通信手段の確保だけでなく、平常
時の移動体の通信容量の拡大につながることを示した。さ
らには実測値を用いた周波数データベース実現につなが
る動的周波数管理技術により、周波数の有効利用の拡大が
期待できることを示した。走行する車をセンサとして周波
数データベースが構築できれば、個別の無線端末における
常時電波測定が不要となりシステム全体の低コスト化、周
波数データベースのセミリアルタイム化が期待できるこ
とも示した。今後、制度化の壁を乗り越えて、これらの成
果を踏まえた技術を車に搭載して、より安心・安全な社会
実現に貢献していきたいと考える。
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