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概要
携帯電話系システムにおける通信量の爆発的な増加に対応するため、周波数分割複信(FDD)方式と時分割複信(TDD)方式
の両方式に対応した可搬型基地局と端末を状況に応じて高度に活用することにより、基地局間の周波数干渉による通信ス
ループット減少を軽減し、携帯電話ネットワーク全体の通信容量を増大させ、周波数の有効利用を図る技術の研究開発を
実施した。

Abstract

To accommodate the explosive increasing traffic of the mobile systems, we study an efficient frequency-use
technology on portable base stations and terminals supporting both of Frequency Division Duplex (FDD) and Time
Division Duplex (TDD) methods. The technology mitigates interferences among base stations, and hence it improves
the throughput of each base station and total capacity of the whole system.

１．まえがき
移動通信分野における通信量の爆発的な増加への対応
や、娯楽・教育・医療・生産・物流・交通等の多様な分野
における電波を利用した新サービス・新ビジネスの創出等、
電波利用ニーズの拡大・多様化が急速に進展している。そ
れらに対応し、電波の有効利用の一層の促進を図る必要が
あり、有限希少な電波を空間的・時間的にさらに高密度に
利用することが重要になってくる。
携帯電話システムについては、既に UHF 帯の周波数帯
において割当てがあり、今後、さらにいくつかの周波数帯
において追加の割当てが予定されているが、現在の技術で
は追加の割当てを行ったとしても予測されている通信量
の爆発的な増加には対応できない状況である。
これらの状況を踏まえ、特に携帯電話システムにおいて、
ネットワーク容量の増大を図るための手段として、従来の
周波数分割複信（FDD）方式に加えより柔軟に送受信に周
波数を割り当てられる時分割複信（TDD）方式も用いるこ
とができる可搬型基地局を導入することにより、FDD 方式
用の帯域を確保できない場合には優先度に応じて TDD 方
式を利用して通信を行い、FDD 方式用の帯域を確保できた
場合には FDD 方式を用いて通信を行う等、TDD 方式と FDD
方式を共存させること等が求められる。また、緊急災害時
等においては、FDD 方式と TDD 方式の両方式を適用可能な
可搬型基地局を導入することにより、通信ネットワークの
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迅速な復旧・再構築にも寄与することが見込まれる。
本研究開発では、可搬型基地局や端末が連携して、空き
周波数・干渉量等を検知し、通信距離や優先度に応じて
FDD 方式と TDD 方式を使い分ける技術について検討を行
った。
複信方式の柔軟な切り替え、共存を可能とするためのハ
ードウェア技術として、既存基地局との間で周波数干渉を
減らしつつ、利用者が所望するスループットを実現できる
可搬型基地局用再構築可能無線機構成技術と、端末側無線
機構成技術の開発を並行して実施した。プロトタイプの開
発を行い、実環境における性能評価当を実施し、その有効
性を確認した。
また、周波数やシステムのマネジメント技術として、複
数の周波数帯を動的に利用し、必要に応じ周波数・送信電
力・無線アクセス方式等の無線パラメータを動的に再構築
する無線パラメータ動的再構築技術を開発すると共に、既
存基地局によるネットワークと可搬型基地局によるネッ
トワークが連携し共存するために求められるアーキテク
チャの設計や技術開発を行い、ハードウェアと組み合わせ
ることでネットワーク全体の周波数の利用効率の一層の
向上を可能とした。
本技術の適用先は特に周波数帯を限定したものではな
いが、ハードウェアの試作のターゲットとして UHF 帯の地
上波テレビ放送帯域(470-710MHz)のホワイトスペースの
活用を想定した。図 1-1 に、想定される利用形態を示す。
商用の携帯電話システムと同方式となる LTE(Long Term
Evolution)方式を UHF 帯に導入することで、比較的安価な
機器導入の可能性を示したことと、LTE-Advanced におい
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図 1-1 複数周波数帯の利用形態
て標準化が進められているキャリアアグリゲーション方
式を適用することにより、UHF 帯が商用帯のオフロード先
として活用できることが期待できる。

２．研究内容及び成果
2.1 ハードウェア技術の開発
ハードウェア技術として、FDD 方式と TDD 方式の両方式
を適用可能な可搬型基地局の開発を進めると共に、それに
接続可能な端末を開発した。
まず、キャリアセンス、周波数の利用状況の特徴抽出等
を行うことにより、周囲の電波環境及び無線局情報を取得
し、様々な周波数帯において利用可能とすることで、利用
者が所望するスループットを実現できる可搬型基地局用
再構築可能無線機構成技術を開発した。可搬型基地局にあ
たっては、図 1-1 に示したように、上り・下りのペア周波
数が確保できる場合には FDD 方式を選択し、単一の空き周
波数しか確保できない場合には TDD 方式で通信できるよ
うにするための技術を開発し、2.2.1 節で述べる無線パラ
メータ動的再構築技術と連携し、可搬型基地局を周波数の
利用状況に応じて適切に配置することで、隙間帯域を効率
的に利用できる可搬型基地局を実現した。
また、ターゲットである 470-710MHz 帯において可搬型
基地局と FDD 方式及び TDD 方式のいずれでも接続するこ
とができ、かつ、既存基地局(3G/FDD-LTE 等)とも接続可
能な端末を開発した。
利用可能となる周波数帯域は、場所によってテレビ放送
帯の利用状況が異なることと、制度化される際に定められ
る共用条件(干渉レベルやスペクトルマスクなど)により
決定されることになるため、現時点での日本における利用
可能性を一概に述べることは難しいが、後述する英国で実
施した実験の際には FDD 方式により上りと下りにそれぞ
れ 20MHz(8MHz/ch×3ch を 2 組)を割り当てて運用が可能で
あるなど、30MHz 以上の帯域幅で利用が可能な状況であっ
た。

2.1.1 可搬型基地局用再構築可能無線機構成技術
FDD/TDD デュアルモード対応可搬型 WS LTE 基地局
2.6GHz 帯の Band7 および Band38 に対応した商用 LTE デ
バイスを用い、この LTE 信号を 2.1.2 節で述べる UHF コン
バータにて周波数変換することで、TVWS での LTE システ
ムを実現可能とした FDD/TDD デュアルモード対応周波数
共用 LTE 基地局 試作機を開発した。図 2.1.1-1 にその外
観を、また表 2.1.1-1 にその無線仕様を示す。 本装置は、
元のデバイスがサポートする 2.6GHz 帯(Band7)と UHF 帯を
任意に切り替え可能で、通信周波数、帯域幅、送信電力、
デュプレクスモード、TDD DL/UL 比率など各種無線パラメ
ータを動的に再構成可能とした。
FDD モードについては、上りと下りに任意の 2 チャネル
の利用を実現するために周波数可変デュプレクサを設計、
実装した。その結果、50dB 以上の送受信間アイソレーシ
ョンを実現するなど、表 2.1.1-2 に示すような特性を実現
し、送信／受信のチャネル間隔が 80MHz 以上の条件におい
て、本基地局が FDD モードで運用可能であることが確認で
きた。

図 2.1.1-1 可搬型基地局外観
(サイズ：170(W)×420(L)×300(H)mm3)
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表 2.1.1-1 TVWS LTE システムの無線仕様

表 2.1.1-2 周波数可変デュプレクサの基本特性

パラメータ条件の取得などの手順や、優先利用者による
TV 帯使用状況に応じた運用ルールが規定)に準じて実験
を行い、その動作も評価対象となった。例えば、使用状況
に 応 じ て リ モ ー ト か ら 運 用 を 停 止 可 能 と す る ” kill
switch”機能の実装などについても試験が行われた。
ロ ン ド ン 市 街 の KCL デ ン マ ー ク ヒ ル キ ャ ン パ ス ( 図
2.1.1-4)にて実験を実施し、FDD モードでは DL 時に最大
45.4 Mbps、TDD モードでは DL 時に最大 19.5 Mbps を達成
した。これは、サブフレーム当たり約 4Mbps（両モード）
に相当する。
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フェムトセル型基地局
さらに、本基地局の小型化を目指した周波数共用フェム
トセル小型 LTE 基地局を開発した。図 2.1.1-2 にその外観
を示す。対応方式を TDD 方式のみとすることで機器の簡易
化を計り、大きさを 82%減で実現した。また、ハンドオー
バにも対応した。
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図 2.1.1-2 フェムトセル型基地局概観
(サイズ：230(W)×280(L)×60(D)mm3)

英国 Ofcom トライアル
基地局の性能評価を実施するために、国内において実験
試験局免許を取得し評価を実施するとともに、海外におけ
る実験も行っている。詳細は 3.2 節に記載するが、英国
Ofcom(情報通信庁)が主催したホワイトスペース通信試験
（パイロット）にて、本装置と他案件(「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」、平成 23 年度～平成
25 年度受託)にて開発したデータベースを持参して実験
を行った。その構成を図 2.1.1-3 に示す。
本実験に参加するにあたり、開発した基地局をベースに、
Ofcom により提示された無線機性能に準拠したシステム
を開発した。チャネル制御は英国 DTT の仕様に、無線機性
能は英国 Ofcom が指定する ETSI 規格(最大出力レベル、TV
帯域内および帯域外不要発射、送信相互変調ひずみ、受信
時スプリアス発射などを規定) にそれぞれ準拠した。TV
帯域内不要輻射は、ETSI 規格におけるデバイスクラスと
して”Class 5”に対応した。
同様に、Ofcom の運用ルール(WSDB アクセス方法、無線

King’s College London (KCL),
Denmark Hill Campus
図 2.1.1-4 実験時の機器配置
2.1.2 端末側無線機構成技術
USB 接続型 LTE 端末
商用 LTE デバイスに UHF コンバータを接続することで、
周波数変換方式により UHF 帯に対応可能とした FDD/TDD
対応周波数共用 USB 接続型 LTE 端末 試作機を開発した。
外観を図 2.1.2-1 に示す。
図 2.1.2-2 に示すように、既存の 2.6GHz 帯 LTE 端末の送
受信信号を UHF 帯にダウンコンバートするよう構成し、
TDD モード時の送受切替タイミングは、商用 LTE デバイス
のタイミングと同期して切り替絵を実施している。USB イ
ンタフェースを具備し、PC などに接続して使用すること
を想定している。接続している PC から、無線パラメータ
電波資源拡大のための研究開発
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表 2.1.2-1 端末側無線機の高周波基礎特性

を動的に再構成可能である。
本装置についてコミュニケーションテスタによる高周
波特性の評価を実施した。FDD/TDD 両モードでの 2.6GHz
および UHF 帯(473MHz, 572MHz, 767MHz)での基礎特性を表
2.1.2-1 に示す。

用

図 2.1.2-3 TVWS LTE 対応スマートフォン試作機
表 2.1.2-2 TVWS LTE 対応スマートフォンの無線仕様

項目

図 2.1.2-1 端末側無線機外観
(サイズ：84(W)×133(L)×30(D)mm3)
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図 2.1.2-2 周波数変換による TVWS LTE システムの概要
スマートフォン型 LTE 端末
合わせて、TDD 対応周波数共用 スマートフォン型 LTE
端末 試作機を開発した。その外観を図 2.1.2-3 に、無線
仕様を表 2.1.2-2 に示す。本端末も、2.6GHz 帯に対応し
たスマートフォンをベースに、周波数変換技術により
TVWS での通信を実現した。LTE 基本機能や、サイズ、重量
などの物理的仕様も市販のスマートフォンとほぼ同等で
ある。TVWS 用アンテナは、ベースとしたスマートフォン
が有していたワンセグ視聴用内蔵アンテナを使用し、サブ
アンテナを SMA I/F により外付け可能としている。
本機は、商用バンドである Band 1 (FDD) と、TVWS (TDD)
が利用可能であり、WS データベースへのアクセスにより、
商用バンドと TVWS を切り替えつつ通信可能な機能を実装
している。なお、両バンドとも、ダイバーシティ受信が可
能である。

対応周波数
帯域幅
送信パワー
変調方式
複信方式
多重方式

仕様
UHF : 470−710 MHz (TVWS)
Band 1 : 1,920−1,980 MHz (uplink) /
2,110−2,170 MHz (downlink)
5, 10, 20 MHz
Up to 20 dBm
BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
BPSK : 制御チャネル
64QAM : ダウンリンクデータチャネル
UHF : TDD
Band 1 : FDD
OFDMA (downlink)
SC-FDMA (uplink)

TVWS 利用のモバイルルータ
他にも、TVWS を WAN として利用可能なモバイルルータ
も開発した。商用 LTE 回線も WAN として利用でき、商用回
線の回線品質に応じて TVWS にオフロード可能である。
2.2 マネジメント技術の開発
マネジメント技術として、無線パラメータ動的再構築技
術、基地局間トラヒック最適制御技術、無線パラメータ管
理プラットフォーム技術の 3 つについて検討を実施した。
無線パラメータ動的再構築技術では、可搬型基地局を、
様々な周波数帯において FDD 方式と TDD 方式の両方に対応
できるよう、基地局間の周波数干渉量、周波数の利用状況
やユーザの要求条件（伝送速度、レイテンシー等）、ユー
ザ数等に応じて、周波数、送信電力等の無線パラメータを
管理するための技術の研究開発を実施した。
基地局間トラヒック最適制御技術では、様々な周波数帯
電波資源拡大のための研究開発
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において FDD 及び TDD の両方式に対応できる可搬型基地
局と既存基地局により構成されたネットワークにおいて、
それぞれの基地局における周波数管理、送信パワー管理、
干渉制御、トラヒック量制御等を基地局間の連携を行い、
ネットワーク全体として周波数利用効率を向上させる方
式の検討を実施した。
無線パラメータ管理プラットフォーム技術では、複数周
波数の動的利用を実現するために、可搬型基地局等の無線
パラメータと、基地局間の干渉状況やネットワーク全体の
通信容量の関係等の情報のデータベースを構築し、当該情
報の蓄積・利用技術の実現方式として、ネットワーク分散
型の高信頼性・高可用性を実現する手法の検討を実施した。
制御方式については、IEEE 1900.4 制御方式に基づいた
ホワイトスペース LTE のためのアーキテクチャの検討を
行った。ホワイトスペース基地局の運用モデル毎に、3GPP
コアネットワークに対する 3 つの基地局の接続配置方式
を定義し、それに基づいて試作無線装置の制御・運用を行
った。また、LTE 方式の FDD/TDD の併用、特に基地局毎に
TDD の上下送信比率の動的最適化を図った通信速度の最
適化について方式検討・提案を行い、ある条件下では導入
前と比べて、同一域幅においても 2 倍のトラフィック量を
収容可能であることが確認できたと共に、MAC 層のスケジ
ューラを改良することで、TDD 非対称設定時に問題となり
やすい通信遅延時間の低減が行えることも確認できた。
加えて、基地局や端末の無線パラメータを管理するプラ
ットフォームのアーキテクチャを策定し、FDD/TDD の動的
切替や TDD の上下送信比率の動的制御の契機となるトラ
ヒック予測方式を開発した。また、データ整合性を担保し
たキャッシュ方式を開発し、3 百万台規模の端末情報を収
容可能なサーバ 10 台規模の無線パラメータ管理プラット
フォームの試作装置を設計・開発して、性能・信頼性やス
ケーラビリティ等を評価し、米国での基準値（1 秒）を大
幅に下回る 300ms という応答性能を達成した。さらに、本
試作装置と可搬型基地局試作装置を結合した総合評価を
行い、基地局から報告されたトラヒックに基づいて将来の
トラヒックを予測し、TDD の上下送信比率を動的制御する
連携動作を確認した。
2.2.1 無線パラメータ動的再構築技術の開発
FDD/TDD の両方式に対応した基地局制御アルゴリズム
FDD/TDD の両方式に対応した、基地局を制御するための
アルゴリズムを開発した。TD-LTE では、図 2.2.1-1 に例
示するように上りと下りのサブフレーム構成が数種類か
ら選択でき、それに合わせて各基地局の上りと下りの論理
最大スループットが変動する。
そこで、さまざまな状況(各基地局へのユーザ数、トラ
フィック量(上り/下り)およびアプリケーションの種類
等)下でのスループットデータをシミュレーションにより
取得した(表 2.2.1-1 にその一例を示す)。それに基づいた
可搬型基地局の複信方式、TDD サブフレーム構成を決定す
るアルゴリズムを設計した。

表 2.2.1-1 FDD/TDD 時におけるピークレートの比較

複数基地局の協調制御による最適化手法
前述の手法がそれぞれの基地局の設定を最適化するこ
とを目的としているのに対し、図 2.2.1-2 に示すように、
複数の基地局に異なる複信方式、TDD サブフレーム構成を
設定し、端末も自らの要求する通信トラヒックの性質に合
わせて接続先を切り替えることによる全体最適を目指す
手法を開発した。最適化の基本的なアプローチとしては、
通信要求の近いユーザを同一の基地局に接続するように
し、図 2.2.1-3 に示すように、各基地局に接続する端末の
要求トラフィックの総和の比率がもっとも近くなるよう
な複信方式、TDD サブフレーム構成を設定する。
提案手法について、計算機シミュレーションによる評価
を実施した。
その結果を図 2.2.1-4 及び表 2.2.1-2 に示す。

図 2.2.1-3 TDD 送信比率最適化手法の概念図

図 2.2.1-4 上下送信比率設定とトラフィック量の評価

図 2.2.1-1 TD-LTE 規格におけるサブフレーム構成
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図 2.2.1-2 基地局・端末の各パラメータの一括最適化
表 2.2.1-2 ピークレートの比較例

2.2.2 基地局間トラヒック最適制御技術
LTE 対応ホワイトスペース利用アーキテクチャ
IEEE 1900.4a 方式に基づいた、LTE 対応ホワイトスペー
ス利用アーキテクチャの検討を実施した。そのアーキテク
チャを図 2.2.2-1 に、また各エンティティが有すべき機能
を表 2.2.2-1 に示す。図 2.2.2-1 (i)の 3 つの接続点候補
は、どのように基地局を運用するかによって異なる。通信
事業者が設置することを想定する場合は、商用バンドとの
連携を行う場合は(a)に、単独の基地局として配する場合
は(b)とすることが適当である。一方、現在の無線 LAN 基
地局のように、自営網に近い形での運用を想定する場合は
(c)の形態となる。
本アーキテクチャは、一次利用者(地上波テレビ放送)
の保護に加え、同帯域を別方式にて共用するユーザとの共
存も考慮している。
本アーキテクチャに準拠したインタフェース、情報交換
プロトコルの設計を行い、2.1 節にて述べたハードウェア
の試作装置に実装した。

(i) 基地局の接続配置地点の 3 候補

(ii) IEEE 1900.4 に基づいた制御フレームワーク
図 2.2.2-1 LTE 対応ホワイトスペース利用アーキテクチャ
表 2.2.2-1 各エンティティが有すべき機能

無線リソース管理・スケジューラの挙動に関する検討
2.2.1 節に記載した最適化手法に対応した、LTE のリソ
ースブロック割り当てスケジューリング方式について、
Proportional Fair 方式をベースとした改良方式の検討を
行った。
まず、BSR(Buffer Status Report)を拡張し、各端末が
報告する送信したいデータ量を考慮したリソース配分の
傾斜割り当てを実施するように改変を行った。次に、リア
ルタイム通信のトラフィックの遅延低下を念頭に、VoIP 1
パケット分程度のリソース(160Byte 程度)を多めに BSR に
マージン量を上乗せして通知するようにした。その結果、
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(i) TDD-1(↑:↓=1:1)の場合

(ii) TDD-5(↑:↓=1:8)の場合
図 2.2.2-3 スケジューラ改良によるスループットの改善

図 2.2.2-4 スケジューラ改良による VoIP 遅延時間の改善
まだリソースブロックが残っている場合には、オリジナル
の Proportional Fair 方式に基づき各端末に分配し、ベス
トエフォートトラフィックのスループットの改善を図っ
た。
本方式について、図 2.2.2-2 の環境で、表 2.2.2-2 の諸
元にて計算機シミュレーションを実施した。その結果を図
2.2.2-3、2.2.2-4 に示す。結果より、ダウンロードユー
ザと VoIP ユーザが混在する環境で特性が大きく改善が見
られた。シミュレーション条件次第ではあるが、想定環境
においてはスループットは 1.8 倍程度向上し、
遅延は 10ms
以上短縮した。

2.2.3 無線パラメータ管理プラットフォーム技術の開発
無線パラメータ管理プラットフォームのアーキテクチャ
まず、基地局と無線パラメータ管理プラットフォームと
の接続インタフェースを規定した。3GPP 国際標準である
X2AP プロトコルや RRC プロトコルに基づいた、基地局、
セル、端末単位の情報を蓄積するためのインタフェース、
地理的な範囲内に含まれるセルと基地局の情報を取得可
能な応答インタフェース、および、履歴を含む情報を取得
可能な応答インタフェースを規定した。利用周波数帯の地
域分散を考慮し、分散型アーキテクチャを策定した。
次に、無線パラメータ管理プラットフォームに求められ
る機能要件、非機能要件を明確化した。米国でのホワイト
スペース DB の基準値も参考にして、管理するデータの更
新頻度等に基づいて、
「基地局等の最短 1 秒単位の情報を
蓄積でき、1 秒以下で応答できること」等の性能や信頼性、
可用性を含む機能要件、非機能要件を規定した。無線パラ
メータ管理プラットフォームのアーキテクチャと主な機
能要件、非機能要件を図 2.2.3-1 に示す。

図 2.2.2-2 想定環境

複数周波数帯の動的利用のためのトラヒック予測方式
FDD/TDD の動的切替や TDD の上下送信比率の動的制御の
契機となる将来のトラヒックを、線形回帰を用いて予測す
る方式を開発した。一般にトラヒックは曜日や時刻、基地
局設置場所に依存した変化パターンを示すことから、機械
学習を用いて、周波数帯域、平日・休日、上り・下りごと
に予測モデルを作成し、最大 24 時間後までのトラヒック
を予測する方式を考案した。

表 2.2.2-2 シミュレーション諸元
送信電力
帯域幅
中心周波数
TDD設定
上り・下り比率設定
パスロス
フェージング

100mW(eNB, UEとも)
5MHz
647MHz
#1: 上り4:下り4:特殊2,
#5: 上り1:下り8:特殊1
TwoRay
Rayleigh (1.11m/s)
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図 2.2.3-1 無線パラメータ管理プラットフォームのアーキテクチャと主な要件

図 2.2.3-2 類似パターンマッチングと線形回帰を組合せたトラヒック予測方式

図 2.2.3-3 トラヒック予測の例
本トラヒック予測方式について、情報通信白書のトラヒ
ックデータを用いて評価したところ、高い予測精度が得ら
れたが、急激なトラヒック変動には追随できないという課
題があった。そこで、上記トラヒック予測方式を、類似パ
ターンマッチングと線形回帰を組合せて改良した方式を
考案した。
改良方式は、図 2.2.3-2 に示す通り、直近のトラヒック
パターンに最も類似した過去のトラヒックパターンに対
し、補正をかけて最大 24 時間後までのトラヒックを予測
するものである。情報通信白書のトラヒックデータを用い
て評価した結果、図 2.2.3-3 に示す通り、急激なトラヒッ
ク変動にも追随できており、予測誤差の半減を達成した。

データ整合性を担保したキャッシュ方式
データ整合性を保ちつつ、キャッシュによる高速化を実
現する方式を開発した。検索性能を向上させるためにキャ
ッシュは有効な手段であるが、無線パラメータ管理プラッ
トフォームのような分散データベースでは、障害時等にデ
ータに不整合が生じるという課題がある。そこで、セル毎
に蓄積／応答すべき無線パラメータ管理プラットフォー
ムのノードを管理するキャッシュデータ管理装置により、
データ整合性を保ちつつ、キャッシュによる高速化を実現
する方式を考案した。
本キャッシュ方式による効果を図 2.2.3-4 に示す。デー
タ蓄積時にキャッシュ書き込みのオーバヘッドが見られ
るが、応答時間は 1/5 に減少している。特にトラヒック予
測では過去データの参照が頻繁に発生するため、キャッシ
ュによる応答時間短縮の効果は大きい。
電波資源拡大のための研究開発
第８回成果発表会（平成 27 年）

ムの標準化を行っている 3GPP では、5GHz 帯の無線 LAN 等
が運用されている ISM 帯にて LTE を運用する方式として、
LAA(License Assisted Access)が規格として策定が進めら
れている。これらの技術はいずれも、本技術で開発した技
術として同等のものが用いられており、本研究開発の成果
を要素技術として適用可能であると考えている。

４．むすび
図 2.2.3-4 キャッシュによる高速化
さらに、インタフェースのシンプル化やセキュリティ向
上を実現するため、キャッシュデータ管理装置とパラメー
タ管理ＤＢへの問合せを代理で行なうプロキシ装置を開
発した。3 百万台の端末情報を収容可能なサーバ 10 台規
模の無線パラメータ管理プラットフォームの試作装置を
設計・開発して、障害発生時、障害復旧時、および動的に
ノード（DB サーバ）の追加・削除を行った際のデータ整
合性・性能変動等の特性について評価を行った。その結果、
米国での基準値（1 秒）を大幅に下回る 300ms という応答
性能を達成した。
さらに、上記試作装置と可搬型基地局試作装置等を結合
した総合評価を行い、基地局から報告されたトラヒックに
基づいて将来のトラヒックを予測し、TDD の上下送信比率
を動的制御する連携動作を確認した。

３．今後の研究成果の展開
ITU-R WP5A に日本代表団の一員として参加し、進めら
れてきたコグニティブ無線システム(CRS)の技術レポート
の作成の議論に参加してきた。本レポートの作成は 8 年間
続けられており、受託機関の 1 つである情報通信研究機構
が、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」の研究開発の成果を寄書と
して入力してきた経緯がある。本研究開発の成果の情報提
供を行いつつ、総務省や他の日本代表団参加社と連携し、
日本における今後のホワイトスペースの利活用に支障が
生じないよう議論を進める等の貢献を行った。
本研究開発においては地上波テレビ放送帯である UHF
帯を対象に技術開発を行っているが、テレビ放送の周波
数・方式は各国において異なるため、特に周波数の共用に
おいては各国の事情を考慮した制度化が求められる。本研
究開発における試作機では、実験局免許を取得し国内の複
数地点で検証を進めたが、合わせて英国 Ofcom により実施
されたホワイトスペース制度の枠組みを検証することを
目的に実施された実証試験に参加し、都市部におけるホワ
イトスペースの利活用について検証を行った。本成果は、
英国でのホワイトスペース通信規格の策定に貢献すると
共に、将来、日本における TV ホワイトスペースのブロー
ドバンド通信制度検討する場合には重要な基礎データと
なる。
現在の携帯電話規格では TV ホワイトスペース帯を活用
した通信方式については規格策定に至っていない。しかし
ながら、現在各地域にて別帯域を対象として複数の検討が
行われている共用周波数帯における LTE 方式が検討され
ている。例えば、欧州では 2.3-2.4GHz 帯で運用されてい
る PMSE サービスと周波数を共用した LTE 方式が”Licensed
Shared Access (LSA)”あるいは”Authorized Shared Access
(ASA)”方式として、また米国では海洋レーダー等に用い
られている 3.5GHz 帯の共用を想定した Spectrum Access
System(SAS)がそれぞれ検討されている。携帯電話システ

本稿では、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おける成果について述べた。携帯電話
系システムにおける通信量の爆発的な増加に対応するた
め、周波数分割複信(FDD)方式と時分割複信(TDD)方式の両
方式に対応した可搬型基地局と端末を状況に応じて高度
に活用することにより、基地局間の周波数干渉による通信
スループット減少を軽減し、携帯電話ネットワーク全体の
通信容量を増大させ、周波数の有効利用を図る技術の研究
開発を実施した。
開発したハードウェア技術により、英国で実施した実験
の 際 に は FDD 方 式 に よ り 上 り と 下 り に そ れ ぞ れ
20MHz(8MHz/ch×3ch を 2 組)を割り当てて運用が可能であ
るなど、30MHz 以上の帯域幅で利用が可能な状況が確認で
きた。また、マネジメント技術の成果により、ある条件下
ではスループットが 1.8 倍程度向上し、遅延は 10ms 以上
短縮するなど、その有効性が確認された。
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。
また、Licensed Shared Access (LSA)や Spectrum Access
System(SAS)、LAA(License Assisted Access)といった、
別帯域を対象として周波数共用技術の LTE 方式への導入
が検討されはじめている。また第 5 世代移動通信システム
(5G)においても、周波数共用技術が検討されるなどしてお
り、本研究開発の成果を要素技術として適用可能であると
考えられることから、これらの活動にも適宜入力を行って
行きたい。
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