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概要
本研究開発は、周波数帯において周波数軸上に細切れで存在する複数の空き周波数帯域を有効に活用することを目的と
している。このために、複数の空き周波数帯域に対する OFDM サブキャリアの任意な構成及び配置する技術、OFDM サ
ブキャリアの受信時に他の既存システムからの干渉影響を低減する技術、隣接する他の既存システムへの影響を与えずに
使用可能帯域を拡大する技術、空き周波数帯域を精度の良く検出する技術といった、基盤となる技術を確立した。また、
ITU-R 及び 3GPP で国際標準化活動を行い、本研究開発の知見が Report ITU-R M.2330 に反映された。

Abstract

The purpose of this research and development utilizes multiples of unused frequency bandwidths which are
fragmented in frequency bands. For this, we developed base technologies such as the OFDM subcarriers framing
technology for multiple unused frequency bandwidths, the technology of decreasing interference from existed radio
systems, the technology of increasing available bandwidths without any effects of neighbor radio systems, and the
technology of extremely precise of detecting unused frequency bandwidth. The international tantalization activities
in ITU-R and 3GPP had been performed, and our knowledge had been reflected to Report ITU-R M.2330.

１．まえがき

「 広 帯 域 離 散 OFDM (WNC-OFDM: Wideband
Non-Contiguous Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) 技術の研究開発」では、広い周波数帯域に
わたり細切れに存在する空き周波数帯の中から今後の移
動通信システムで必要であると想定される 20MHz 以上
の帯域を利用可能とし、スマートフォンを始めとする高機
能移動通信端末の普及に伴う移動通信システムの爆発的
なトラヒック量の増大に対応することを目的とした。この
目的のために、次の 4 課題の研究開発を行った。
 課題ア：広帯域離散 OFDM サブキャリア構成技術
幅広い周波数に細切れで存在する空き周波数帯域に
OFDM サブキャリアを任意に生成・配置し、無線通信
路を形成可能にする技術を研究開発した。また、無線
品質を考慮して、変調方式を適応的に制御することで、
既存の移動通信システムと同等の伝送品質を確保する
ための技術の研究開発も行った。
 課題イ：広帯域離散 OFDM 干渉低減技術
細切れの空き周波数帯に配置された OFDM サブキャ
リア群と、その間に存在する既存システムからの干渉
を低減するための技術の研究開発を行った。
 課題ウ：ガードバンド幅削減による利用可能帯域拡大
技術
個々の空き周波数帯域は小さいことを想定し、それら



を極限まで活用するために、ガードバンド幅を削減し
つつ、既存システムへの影響となる帯域外漏洩電力を
抑圧するための技術を研究開発した。
課題エ：既存システムに対する影響評価技術
空き周波数帯としては、既存の周波数割当における隙
間の活用の他に、時間や場所で利用されていない周波
数帯の活用が考えられる。後者を実現するために必要
となる、既存システムに有害な干渉を与えていないか
を評価するための技術を研究開発した。

これらの研究開発により得られた成果については、国内
外での学術会議での発表、特許出願を行った。また、課題
アからエの連携を含めた実用化イメージの検討、国際標準
化活動 (ITU-R 及び 3GPP) を行った。本稿では、研究開
発の内容、実用化イメージ、国際標準化活動に関する取り
組みについて報告する。

２．研究内容及び成果
2.1. 広帯域離散 OFDM サブキャリア構成技術

課題アとなる本技術では、図 1 に示すような幅広い周波
数帯の細切れの周波数に OFDM 信号を配置した通信を可
能にするため、OFDM サブキャリアの生成・配置技術 (課
題ア-1)、適応変調等の制御技術 (課題ア-2) に分けて、技
術の確立を行った。

a) 研究分担者当時の所属で記載
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2.1.1.

OFDM サブキャリアの生成・配置技術

課題ア-1 となる本技術では、OFDM サブキャリアを生
成し、それを細切れの空き周波数帯域に配置して通信でき
ることを確認するため、送受信装置を設計・開発した(図
2)。開発した送受信装置は 170MHz から 1GHz 帯という
幅広い帯域に、現実的なサイズ及びコストで対応すること
を目的として、帯域の任意の場所を中心周波数とした
122.88MHz 幅をサポートし、うち合計 9MHz の帯域を利
用して通信が可能な無線ユニット(RF-Unit)を 4 個利用し
て実装されている(図 3)。4 個の無線ユニットを利用する
ことで合計 36MHz 幅の WNC-OFDM 技術による通信が
可能である。この構成により、時間帯や場所によって異な
る空きが発生している周波数帯に柔軟に対応することが
可能となる(図 4)。
当初の研究開発計画では、有線及び電波暗室での性能評
価を実施することにしていたが、近畿総合通信局殿のご協
力もあり、特定実験試験局免許により実際に電波を発射し
てのフィールド実験による通信性能評価を行った。実験は、
前述の送受信装置にアンプやスプリアス抑制等のフィー
ルド実験及び無線免許取得に必要な機能の追加を行った
装置で、270MHz から 430MHz 帯の合計 2MHz 幅を用い
て行った。環境としては、①電波暗室、②屋内廊下(見通
し(LOS)及び見通し外(NLOS))、③屋外駐車場 (図 5) の 3
種類とした。通信性能指標のとしては BER (Bit Error

Rate) を用いた。それぞれの環境で測定した BER の結果
を有線接続環境と比較した結果を図 6 から図 8 に示す。
これらの結果では、有線接続環境と比較して最大 10dB 程
度の性能劣化が見られた。原因を調べるため、受信信号ロ
グから周波数毎の伝搬路品質の解析を行い、性能劣化の要
因が移動通信システムで一般的に発生する周波数選択性
フェージング(マルチパスに起因)および外来干渉による
ものと特定した。このことから、WNC-OFDM 技術で、
実際の電波を発射しての通信が可能なことを確認した。
WNC-OFDM 技術を実際に運用するには、端末向けに
広帯域に対応した小型のアンテナが必要になる。そこで、
タブレットサイズの端末筐体に搭載可能な小型でかつ広
帯域に対応したアンテナを検討した。低い周波数帯域に関
しては、電波伝搬損失が小さいことに着目し、アンテナ利
得の所要性能を低く設定することとした。これにより、バ
イコニカルアンテナと比較して体積が 1/200 以下である
アンテナ (図 9) を実現することができた。バイコニカル
アンテナとアンテナの性能を評価し、WNC-OFDM の適
用先として想定される半径数百 m の範囲であれば、問題
ない性能を達成した(図 10)。さらに、他のアプローチのア
ンテナに関する調査及び検討を行い、350MHz から 1GHz
で性能を発揮することを確認したが、低い周波数帯には対
応できないため、利用する周波数帯に応じた検討が必要な
ことを把握した。
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図 3 送受信装置の回路図
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最初に、WNC-OFDM 技術での適応変調の有効性を確
認するため、送受信装置とフェージングシミュレータを使
用して、適応変調の有無での BLER を測定した(図 11)。
適応変調ありのときには、平均 SNR が 8dB 以上のときに
ほぼ一定の BLER (5.0e-3 から 1.2e-2)を達成できており、
その変動幅は MCS10 固定時の BLER 特性に換算すると、
平均 SNR の 1dB の変動に相当する幅より狭い。これによ
り、適応変調により、通信性能劣化の 5dB 以下に抑制可
能なことを確認した。
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次に、適応変調制御では、制御方式と制御に必要になる
情報、特に多数の周波数帯毎の無線品質情報の通知方法が
課題となる。そこで、適応変調制御方式として、
Independent Mapping (IndMap)と Diversity Mapping
(DivMap)の 2 種類の方式 (図 12) を用いた場合に、無線
品質情報の通知量の増大による遅延(制御遅延)の影響を
評価した。ここで、IndMap は、周波数帯毎の無線品質に
応じた個別の適応変調制御を行い、周波数帯毎個別に周波
数利用効率を最大化する方式である。また、DivMap は全
周波数帯で共通の適応変調制御を行い、周波数ダイバーシ
チでエラー低減を図る方式である。
前述の方式の性能を、周波数帯、端末移動速度、制御
遅延の組み合わせで、計算機シミュレーションにより評価
した。図 13 は制御遅延と端末移動速度の関係を示してお
り、高速移動時に周波数ダイバーシチ効果が見られるが、
全体的には方式による差はほぼなかった。しかし、制御遅
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実用化に向けた検討として、システムレベルの模擬が
可 能 な 計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で あ る SLS (System
Level Simulator) を開発し、性能評価を行った。SLS で
は、様々な既存通信システムの利用状況シナリオ(周波数、
地理的位置等)、既存通信システムに対する漏洩電力規定
およびそれを順守するための帯域制限技術、既存通信シス
テムからの被干渉影響等の条件を考慮した評価を行うこ
とができる。評価の一例として、図 14 のように配置する
サブキャリアの総数を一定(合計で 36MHz)として、一か
所に配置するサブキャリア数を変えたシナリオによる計
算機シミュレーションを実施した。環境としては、1km
四方に既存システム基地局(17 局)、WNC-OFDM 基地局
(1 局)、WNC-OFDM 端末(100 台)を配置している。シミ
ュレーション結果から作成した、システムスループット分
布を図 15 に示す。この結果では、最もまとまった空き帯
域が確保できる状況であるシナリオ 1 が、空き周波数帯域
に対するガードバンド幅の割合が小さくなるため、最も高
いスループット(平均で約 26Mbps)を達成できることが示
された。
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制御遅延に着目したシミュレーション結果

延 (無線品質の通知に要する時間を含む) が生じること
で、移動速度が多くなるほど、スループットへの影響が大
きくなることを把握した。加えて、シミュレーション結果
の全体から、周波数帯毎に伝搬ロスが異なることで MCS
分布が変化するため、それぞれで送信電力制御が必要にな
ることを把握した。このように、WNC-OFDM 技術では
多数の周波数帯を同時に利用することから、無線品質の通
知量が多くなるため、制御遅延は生じやすくなる。この解
決策として、無線品質の通知方法を工夫することで、制御
遅延を減少させる方法を考案し、特許化した。
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広帯域離散 OFDM 干渉低減技術

WNC-OFDM 技術では、細切れの幅広い周波数に配置
された OFDM 信号を、広い帯域幅の無線回路を用いて一
括で受信するため、他システムの信号も受信無線回路に混
入することが避けられない(図 16)。さらに、OFDM 信号
は離散的に配置されているため、既存無線システムのよう
に RF フィルタで他システムからの干渉の影響を抑制す
ることも困難である。課題イである本技術では、他システ
ム信号からの被干渉影響を低減するため、その影響の把握、
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h

RFフィルタ及びガードバンドで被干渉や与干渉影響を抑制

(復調信号振幅
のヒストグラム)

ガードバンド
RFフィルタ

f
他無線システム信号

受信回路帯域幅
既存無線システム信号

(a) AWGN 干渉の場合

(b) WNC-OFDMシステム
•
•

受信回路帯域幅に他システム信号が混入
干渉抑制のためのRFフィルタ及びガードバンドの適用が困難

h
(復調信号振幅
のヒストグラム)

細かいRFフィルタの実現が困難

f
受信回路
帯域幅

他無線システム信号
WNC-OFDM
システム信号

図 16

ガードバンドを設けると
信号のための周波数が
無くなる

(b) 無変調信号干渉の場合
図 18 様々な被干渉影響下における
受信 FFT 後信号ヒストグラム

WNC-OFDM システムでの被干渉影響
1.0E+00

ガウス雑音
(AWGN)

同期
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無変調
信号(CW)

グラフ形状
横: BER
縦：DUR

BLER
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GB: 720kHz
1.0E-01

直線形状で、BERが1e-3以
下で急激にDURが減少
グラフ傾き(AWGN比)
BERが10倍になるDUR幅
(AWGN比)

図 17

緩やか

緩やか

10dB

20dB

被干渉影響の評価結果

及び解決策の検討を行った。
被干渉影響の定量的把握として、実験装置を使用した有
線接続実験及びリンクレベルシミュレータを使用したシ
ミュレーションにより、様々な種別の他システム信号から
の被干渉影響を定量的に評価した。この結果、干渉源 (＝
他システム信号) が同期 OFDM 信号および無変調信号に
おいては、通信性能である BER と DUR( Desired to
Undesired signal power Ratio、希望信号対干渉信号電力
比) のグラフ形状が一般的な白色ガウス性の干渉が重畳
された環境とは大きく異なることを把握した(図 17)。この
違いは、受信 FFT(Fast Fourier Transform、高速フーリ
エ変換)後における干渉成分の振幅の分布形状の違いが原
因であると推測した。その妥当性を確認するため、FFT
後における干渉成分の振幅分布のヒストグラム (図 18)
による特徴の比較及び理論計算を行い、推測した原因が発
生することを把握した。
前述した影響の把握結果を元に、解決策として、受信機
側での白色化フィルタの適用を検討した。白色化フィルタ
により、周波数軸上で隣接する既存システムの信号からの
被干渉影響 (有色性の信号) を軽減することが可能とな
る。ガードバンド幅 (片側) を 0kHz (Senario1) から
720kHz (Scenario5) まで変化させた計算機シミュレーシ

フィルタなし
フィルタあり

Scenario4
GB: 540kHz

Scenario1
GB: 0kHz

Scenario3
GB: 360kHz

Scenario2
GB: 180kHz

1.0E-02
-35 -33 -31 -29 -27 -25 -23 -21 -19 -17 -15
DUR[dB]
※ GB: ガードバンド

図 19 白色化フィルタ評価結果

ョンによる性能評価の結果、BLER(BLock Error Ratio)
を 10%以下にする所要 DUR は、白色化フィルタを適用時
の QPSK 変調のとき約-25dB となり、適用しない場合に
比べて約 2.5dB の改善を確認した(図 19)。また、ガード
バンド幅が極端に小さい環境 (図 19 における Scenario1)、
および有色の干渉が存在しない環境では、白色化フィルタ
の効果が小さく、これらを除く環境が白色化フィルタを適
用すべき範囲であることを確認した。さらに、他の無線シ
ステムが多数存在するような環境での被干渉影響の評価
を SLS で行い、SINR で 1 から 2dB 程度の劣化が発生す
ることを把握した。

2.3. ガードバンド幅削減による利用可能帯域拡大
技術

WNC-OFDM 技術では、図 16 に示すように、他システ
ム信号の極小の隙間に自らの OFDM 信号を配置するため、
ガードバンド幅を少なくしつつ、帯域外への漏洩電力削減
を図る必要がある。この対応を行うため、無線回路でのデ
ジタル信号処理による、時間領域での窓関数の導入を検討
した。しかし、帯域外漏洩電力の抑圧効果を高めるために
窓関数を使って強く帯域制限を行った場合、隣接するシン
ボル信号同志の干渉が発生し、受信性能の劣化を招く。そ
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こで、帯域外漏洩電力抑圧と通信品質劣化抑制のバランス
を取ることを狙い、図 20 のように送信信号帯域の両端部
分サブキャリア(SC： Sub Carrier)と中央部分 SC におい
て異なる窓区間長(窓幅)の窓関数を使用する多重窓関数
法を考案した。
多重窓関数法について、計算機シミュレーションにより、
従来の単一窓関数法との性能比較を行った結果(図 21)、
BER 劣化を抑制しながら帯域外漏洩電力を抑圧できるこ
とを確認した。また、伝送サブキャリア数が多いほど多重
窓関数法の効果が高いことを把握した。さらに、帯域外漏
洩電力の 100kHz 離隔での 50dB 抑圧を実現するためには、
OFDM シンボル長の半分に及ぶ長大な窓幅(実験装置で
は 4096 サンプル)が必要であるが、この窓幅を単一窓関数
法のように全通信帯域に一様に設定すると通信品質の劣
化が著しくなる。しかし、多重窓関数法を導入した送受信
装置による性能評価の結果 (図 22) から、帯域両端部分に
4096 サンプルの窓幅を適用した多重窓関数法の BLER 特

両端のサブキャリア： 窓幅大
⇒ 帯域外漏洩電力の抑圧を図る

性は、窓関数を使用しない状況から比較して、概ね 1dB
前後の劣化となることを確認した。このことにより、多重
窓関数の導入により、ガードバンド幅を削減し、通信性能
の劣化を避けつつ、帯域外漏洩電力の抑圧を図れることを
示した。
次に、窓関数を反映したシステム性能の評価を行った。
WNC-OFDM システムにおいては、個々は狭い幅の空き
周波数帯域にできるだけ多数の OFDM サブキャリアを配
置してスループットを高める一方、帯域外漏洩電力を規定
値以下に抑圧して隣接する他無線通信システムを保護す
ることが要求される。そこで、ユースケースを想定したシ
ナリオ (図 14) を用いて、どれだけ多くのサブキャリアを
配置できるかの定量的評価を、SLS により実施した。具
体的には、窓幅の値をガードインターバル (GI: Guard
Interval) 長の 1/8、1/4、1/2 とし、電力スペクトル密度
で規定されるスペクトラム密度に収まる最大のサブキャ
リア数をシミュレーションで求めた。その合計数で評価を

単一(窓幅512)
多重(窓幅18)
多重(窓幅36)
多重(窓幅72)
多重(窓幅128)

BER

f

1.E-02

中央のサブキャリア： 窓幅小
⇒ 通信品質の確保を図る

f
多重窓関数法：
帯域外漏洩電力と通信品質のバランスを取る

1.E-03
-80

f

BLER

図 21 単一窓関数法と多重窓関数法の比較

窓関数なしと多重窓関数法につい
て、同一BLERで比較すると、平均
SNRで概ね1dBの劣化が発生

1.E-02

-40

帯域外漏洩電力[dB]

図 20 多重窓関数法の概要
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多重窓関数法で「中央」は中央部、
「両端」は両端部の窓幅を示す。
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図 22 送受信装置を用いた多重窓関数法の評価結果
2500

窓幅: 1/4GI長

2000

窓幅: 1/2GI長

1500
窓幅:
1/8GI長

1000
500
0

窓関数なし
-30

-40
-50
-60
-70
-80
-90
要求される電力スペクトラム密度(PSD) [dBm]

(b) シナリオ 3

図 23 各窓幅に対する利用可能サブキャリア数
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行った結果を図 23 に示す。空き帯域幅 (＝WNC-OFDM
信号を配置) が固まっているシナリオ 1 と、細かく分散し
ているシナリオ 3 を比較すると、後者では配置できるサブ
キャリア数は少なくなる。ただ、全体的には、窓関数を適
用することで配置するサブキャリア数を増やすことが可
能なことを確認した。

2.4.

既存システムに対する影響評価技術

空き周波数帯域として、既存の周波数割当の隙間に加え
て、時間や場所で使われていない周波数帯の共用が考えら
れる。後者の場合、異なる 2 個のシステムが周波数帯域を
共 用する こと になる ことから 、新た なシ ステム (例：
WNC-OFDM システム) が既存システムに有害な干渉を
与えず通信できるエリアを推定する必要がある。このため
に、影響評価システム (課題エ-1) と信号検出方式 (課題
エ-2) の 2 課題を設定し、その基本構成・方式を検討し、
検出特性を明らかにした。

そこで、各検出器で期待できる不検出確率に基づき、検
出結果に重み付けを行う、
「重み付け協調センシング手法」
を考案した。
具体的には、
図 24 のようなアルゴリズムで、
蓄積した Cyclic Prefix (CP) の検出結果から期待できる
不検出確率の推定を行い、低い不検出確率の結果を重視す
るようウエイトを作成し、重み付けを行う。この手法では、
ウエイトが検出対象信号の有無により重みを変えるため、
誤検出確率と不検出確率のトレードオフが改善する。
考案した重み付け協調センシング手法について、ある周
波数帯域で、既存システムと新たなシステムがランダムに
配置されている評価モデルを作成し、計算機シミュレーシ
ョンによる評価を実施した。この結果、システム全体とし
て、既存システムの信号の誤検出確率 1%以下、及び新た
なシステムの不検出確率 1%以下となることが確認した
(図 25)。このことから、考案手法により不検出確率と誤検
出確率のトレードオフを両立可能なことが示された。

2.4.2. 信号検出方式
2.4.1. 影響評価システム
空き周波数帯の利用状況に関するデータベース化が困
難な都市部近郊での周波数共用を実現するため、後述する
信号検出方式 (課題エ-2) の結果を用いることを前提に、
影響評価システムの動作に必要な手法を検討した。検討の
結果、影響評価システムは、以下の 2 個の機能を具備する
必要があることを把握した。
① 新たなシステムが送信前に空き周波数帯域にいるか
確認する機能
② 確認を誤り、既存システムに有害な干渉を与えた場
合、干渉を検出して新たなシステムを停止する機能
これらの機能において、新たなシステムから既存システ
ムへの干渉を抑えつつ、同一の周波数帯域を使って周波数
利用効率を向上させるためには、干渉を見落とす確率 (不
検出確率) を抑えると同時に、干渉がない場合に誤って干
渉を検出したと判断する確率 (誤検出確率) も低くする
必要がある。複数の検出器の結果を用いて、検出器のいず
れかが信号を検出した際にシステムとして干渉が有ると
総合的に判断する協調センシングを用いることで、不検出
確率を低減することが可能である。しかし、この時、誤検
出確率も増大してしまう。すなわち、ある不検出確率を満
たすためには誤検出確率が高くなるという課題がある。
各検出器での処理

受信信号
r1(n)
CP検出

影響評価システムでは、検出器は、既存システムと新た
なシステムの信号を同時に受信する環境、すなわち検出対
象の信号の CINR (Carrier to Interference and Noise
Ratio) が非常に悪い環境で検出する必要がある。そこで、
信号キャンセラを用いて非検出対象の信号を除去して
CINR を改善し、その後、信号キャンセラの出力に特徴検
出を施す基本方式を考案した。一般に、運用中の既存シス
テムに新たなシステムが干渉した場合、既存システムの信
号の受信電力が新たなシステムの信号の受信電力よりも
大きくなる。信号キャンセラは、この受信電力差を利用し、
受信信号を復調／再変調することで、既存の信号をキャン
セルする方式である。
基本方式で使用する特徴検出として、既知信号である
Preamble の相関を利用する手法、および OFDM 信号全
般が持つ CP の周期性を利用した手法について、以下の
検討を行った。
 信号キャンセラと Preamble 検出を併用する手法にお
いて、検出対象である新たなシステムの信号が、雑音
と既存システムの信号に埋もれている環境 (新たなシ
ステムの CNR=-19dB、CINR=-25dB 相当)で計算機シ
ミュレーションによる評価を実施した。この結果、
99.9%以上の確率で新たなシステムの信号を検出可能
なことを確認した。加えて、不検出と誤検出確率を解

受信信号
rK(n)
CP検出

検出出力
dv1(n)

検出出力
dvK(n)

サーバに集約後の処理

不検出確率
推定
推定不検出
確率Pd.e.1 (n)

不検出確率
推定
推定不検出
確率Pd.e.K (n)

ウエイト作成
各検出器に対するウエイト
[w1(n), w2(n), …, wK(n)]
重み付け処理

検出判定： dv(n)と閾値の比較

図 24 重み付け協調センシング手法
のアルゴリズム

図 25

影響評価システム全体の検出特性
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析的に導出し、計算機シミュレーション結果と一致す
ることを確認した。TV ホワイトスペースとワイヤレ
スマイクの共存要件では、雑音よりも 10dB 以上受信
電力が高い信号 (CNR=-10dB) は有害な干渉となる
ため、それよりも厳しい環境でも検出可能であること
を示した。
CP 検出では Preamble 検出と比較して検出特性が大
きく劣化する。そこで、時間方向でデータを蓄積し、
FFT するシンボル数：L や平均処理に用いる FFT 出
力数：Nav を増やして検出特性を改善する方式を考案
した。その結果、CNR=-10dB で誤検出確率 0.1%以下、
および不検出確率 0.1%以下を達成した(図 26)。加えて、
CP 検出の基本的な検出特性を解析的に導出した。

Core
Network
基地局
(既存無線
システム)

③マルチバンド・
マルチホップ

空き周波数帯域
での通信を実施

②空き周波数帯域
活用型無線システム

WiFi AP

①ローカルエリアM2M

不検出確率

図 27 実用化イメージ(通常時)
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図 26 平均する FFT 出力数に対する
CP 検出の不検出特性
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さらに、CP 検出の応用例として、異なる CP 長を割り
当てて同一周波数帯域を利用する 2 つのシステムを識別
する方式、受信器入力の C/N 推定方式、そして 2 つの無
線システムの時間同期ずれと電力比の推定方式を考案し
た。計算機シミュレーションによる評価で、システム識別
において、-20dB 程度と低い入力 C/N 値でも識別が可能
であった。また、本方式により、入力 C/N が 0dB 程度で
あっても、精度良く時間同期のずれ値を推測できることを
確認した。

３．今後の研究成果の展開
3.1. 実用化イメージ

WNC-OFDM 技術を通常時及び災害時に適用した場合
のイメージを図 27 及び図 28 に示す。①から③の詳細は
次のとおりである。
 ①ローカルエリア M2M
通常時は空き周波数帯を利用して、機器間通信(例：車、
ロボット、メータ)を行う。災害時には、災害復旧にお
ける通信、例えば災害対応ロボット間通信を実施する。
工場や町といった、数百 m 程度の範囲で、多数の端末
が相互に通信するような環境への適用が考えられる。
 ②空き周波数帯域活用型無線システム
空き周波数帯を利用して、通常時は既存無線システム
のオフロード、災害時には被災地でのインターネット
を提供するものである。
 ③マルチバンド・マルチホップ
通常時には、既存無線システムと連携して、ビルの谷
間や地下街等に対するエリア補償や、トラヒックオフ
ロード先として空き周波数帯を活用する。災害時に、
徐々に復旧する既存無線システムの基地局にエリア外
の端末から復旧した基地局への接続を行うために、空

②空き周波数帯域
活用型無線システム

①ローカルエリアM2M

※ 災害時に周波数共用条件が緩和される制度があれば、使用
可能な周波数及び帯域幅が増加する見込み

図 28 実用化イメージ(災害時)
干渉を検知した場合、次の内容を通知
• 該当周波数の利用停止
• 送信電力制限
※ 「信号検出器」機能を既存システム等に組
み込むことも可能

既存システム

信号
検出器

既存システムを保護する
ための信号検出
(課題エ)

空き周波数帯域の
利用システム
広帯域離散OFDM技術
による伝送
(課題ア～ウ)

図 29 課題間連携イメージ
き周波数帯域を活用することも想定される。
これらを実現し、空き周波数帯域を活用するには、既存
システムの保護しながらの利用の実現が重要となる。これ
は課題アから課題ウ及び課題エを連携させることで実現
できる。具体的には、図 29 のように、まず、課題エの既
存システムを保護するための信号検出で周波数が利用さ
れていないかを確認する。次に、低い周波数帯の利用状況
から、ある程度の帯域幅で存在することは少なく、細切れ
で存在すると想定される、空きが確認された周波数帯につ
いて、課題アからウの WNC-OFDM 技術により、柔軟に
利用することで可能となる。また、共用周波数帯の空き周
波数帯域の利用中に、干渉を検知したような場合は、課題
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エの信号検知器から課題アから課題ウの WNC-OFDM シ
ステムに通知をすることで、当該周波数の送信停止や電力
制御等での対応が可能となる。本内容について、課題アか
らウで実現した送受信装置と、課題エの評価影響技術を組
み合わせた環境を構築し、その有効性を確認した。

3.2. 国際標準化活動

広帯域離散 OFDM 技術を実用可能にする基礎とするた
め、ITU-R SG5 WP5A に研究期間中に合計 5 回参加し、
日本がリードしているコグニティブ無線のレポート
(Cognitive radio systems Report, CRS Report) の作成に
寄与した。CRS Report の基礎編は Report ITU-R M.2225
(2011 年)を受け、本研究開発でさらに活動を進めた結果、
応用編が 2014 年 11 月に完成し、Report ITU-R M.2330
“Cognitive radio systems in the land mobile service”
として発行された。具体的な寄与内容としては、本研究開
発で、変復調方式、スペクトル操作、センシングなどの基
礎技術を組み合わせた、バランスの良い通信システムを実
現した際に得られた、次のような知見を CRS Report に入
力した。
 全課題に関連する内容： 周波数共用のような環境
(M.2330 Section 5 等に反映)、空き周波数帯域を利用
するために必要となる情報収集や利用システム間の電
力制御等の調停方式(M.2330 Section 6 等に反映)
 課題アから課題ウに関連する内容： 空き周波数帯を利
用するシステム(M.2330 Section 6.4 や Section 7 等に
反映)
 課題エに関連する内容： 他システムに影響を与えない
ための信号検出(M.2330 Section 6.1.2 や等に反映)。
また、課題アから課題ウに関する要素技術の標準仕様化
や無線システムの実現のために、3GPP RAN Plenary(SI:
Study Item と呼ばれる議論項目を決定)及び RAN1(物理
レイヤ)に研究期間中合計 9 回参加した。当初、広帯域離
散 OFDM 技術は CA (Carrier Aggregation) 技術の発展
系と捉えることができることから、CA の仕様追加という
形での標準仕様化を進めた。しかし、3GPP での CA は特
定の周波数帯の組み合わせのみの対応となることから、こ
の方針での活動は困難であるという結論に至った。その後
も活動を続けた結果、平成 26 年度から始まった、3GPP
Rel.13 での LAA (Licensed Assisted Access) が広帯域離
散 OFDM 技術に関する標準仕様化に適したターゲットで
あることを把握した。LAA は LTE Unlicensed として
5GHz 帯における無線 LAN と LTE の共用が着目されて
いるが、制御チャネルを Licensed Band で、トラヒック
を他の Band(広帯域離散 OFDM では空き周波数帯を想
定)で通信させるというのが、広帯域離散 OFDM のコンセ
プトに合っていた。そこで、LAA の技術的議論を行うこ
とを目的に、RAN Plenary において、LAA での他システ
ムとの周波数共用に関する SI(RP-141664)や、最大 32 キ
ャリアまでの CA の制御情報拡張に関する SI(RP-142011)
に関する SI 成立をサポートした。その後、技術的な議論
が RAN1 で行われたことから、LAA における他システム
との共用条件(R1-145145)、LAA における複数周波数での
再送制御、干渉種別の切り分け(R1-150646)、LAA におけ
る干渉状況を含むチャネル品質測定機能(R1-150860)と
いう 3 本の寄与文書(うち、1 本はコソース)を入力した。
これらの項目は、LTE-Advanced の高度化として、今後、
3GPP で議論が進んでいくと想定され、これにより、広帯
域離散 OFDM の要素技術や無線システムの実現が可能に
なっていくと考えられる。

3.3. 今後の計画

平成 26 年度に研究開発が終了したところであり、
今後、
研究開発の要素技術を活用したシステムの検討、議論の推
移や動向を見ながらの国際標準化等の取り組みを行う。な
お、国際標準化に適さない内容があれば、国内標準や基準
作りの取り組みを行う。これらの取り組みを通して、平成
31 年度頃の実用化と、平成 33 年から 34 年頃の事業化を
目指す。

４．むすび

本稿では、平成 24 年度から平成 26 年度に実施した「広
帯域離散 OFDM 技術の研究開発」について、研究内容、
実用化イメージ、国際標準化活動に関する取り組みを説明
した。本研究開発の成果を用いることで、既存システムに
対する影響評価技術 (課題エ) で確立した技術である周
波数帯が他の無線システムと有害な干渉なく利用可能か
を確認し、広帯域離散 OFDM サブキャリア構成技術 (課
題ア)、広帯域離散 OFDM 干渉低減技術(課題イ)、既存シ
ステムに対する影響評価技術 (課題ウ) で確立した無線
通信方式及び基礎技術で細切れの空きが確認された周波
数帯が利用可能となる。すなわち、他システムとの周波数
共用や既存割当の隙間等で、空き周波数が細切れで存在し
ても通信への活用が可能になる。これにより、周波数利用
の効率化が図られ、移動通信システムに対する周波数のひ
っ迫を低減し、電波資源の拡大を図ることが可能になると
考えられる。
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