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概要 

 スポーツイベント等において高速移動体から撮影した高精細映像をリアルタイムで視聴するという要望が高まってい

るが、リアルタイム映像伝送用の使用が簡易で小型かつ軽量な装置は未だ存在しない。本研究は、周波数事情が逼迫した

現状を踏まえ電波資源の有効活用を目的とした研究の一環として映像無線伝送技術の確立を目指したものである。 

(a)占有周波数帯域幅狭帯域化 (b)混信回避技術の開発 (c)装置小型化 に着目し、検討結果を基に映像無線伝送装置の試

作機を製作し、「無人移動体画像伝送システム」で定義された 5.7GHz 帯の CH 幅 5MHz システムを利用することで、時速

100kmの小型移動体から映像を無線伝送出来ることを確認した。 

 

Abstract 

There is an increasing demand for real-time viewing of high-definition images taken from high-speed moving 

bodies at sports events and the like, but there are no devices that can be used easily, compact, lightweight and 

transmit real-time video. This research aims at establishment of video wireless transmission technology as a part of 

research aimed at effective utilization of radio resources based on the current situation that the frequency 

circumstances are tight. 

In the prototype of the video wireless transmission device produced on the basis of the result of examination with 

consideration focused on (a) narrowing occupied frequency bandwidth, (b) development of interference avoidance 

technology and (c) device miniaturization, We confirmed that video can be wirelessly transmitted from a compact 

moving body at a speed of 100 km by using the 5.7 GHz band CH width 5 MHz system defined in "Unmanned Mobile 

Image Transmission System". 

 

１．まえがき 

 各種スポーツの実況やドローンによる空撮等、移動体か

ら高精細な映像をリアルタイムに配信、視聴するといった

要求が高まっている。この要求に応えるべく、狭帯域で共

用の周波数を使って、限定された範囲内に伝送エリアを構

築し、フェージングやマルチパスのある環境下でも安定し

た映像伝送が可能となるシステムを検討した。 

 ドローン等移動体からの画像伝送用に「無人移動体画像

伝送システム」として、2.4GHz 及び 5.7GHz 帯周波数が

平成 28 年 8 月に制度整備され、チャンネル幅として

5MHz、10MHz、20MHz が規定されている。そこで、複

数の移動体を対象とした同時映像伝送を想定して

5.7GHz 帯におけるチャンネル幅 5MHz の帯域を使用し、

時速 100km の移動体から遅延時間 100ms 程度で映像無

線伝送を行う装置を検討した。目標仕様を表 1 に示す。 

 

２．研究内容及び成果 

２．１ 占有周波数帯幅狭帯域化の開発 

 本研究開発では、占有周波数帯域幅狭帯域化のため、 

表 1 装置目標仕様 

項 目 目 標 性 能 

使用周波数 5,650～5,755MHz 

占有周波数帯幅 4.5MHz 以下 

同時使用チャンネル 8ch〔使用 6ch＋混信回避 2ch〕以上 

伝送画質（動画） HD（2K） 

伝送遅延時間 100ms 程度 

伝送距離 
～1km 

（送信無指向性、小障害物影響下） 

送信機 移動速度 ～100km/h 程度 

送信機 容積・質量 800cc 以下 ・ 1.0kg 以下 

送信機 消費電力 20VA 以下 

その他機能 耐水性 

 

帯域利用効率やマルチパス耐性に優れる OFDM

（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）を採用

した。無線伝送距離は、競技場などでの使用を想定し、1km

とした。この場合のマルチパス（反射波）経路を最大 2km 

まで考慮し、マルチパスの干渉を軽減可能なガードインタ

ーバル長（GI 長）を確保した。また、高精細映像

（1920x1080/60i）の伝送のため、伝送レート 10Mbps 以
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上、占有帯域幅 4.5MHz 以内を確保した。移動体通信に

おいて、正規化最大ドップラー周波数（fdTs）が 1 より十

分に小さい場合にはドップラーシフトの影響は小さいこ

とが知られているが、目標仕様である時速 100km から信

号を送出する場合の fdTs は、搬送波周波数 5.7GHz、

OFDM シンボル長 217.6us で計算すると、fdTs=0.1148

となる。すなわち、本研究開発の OFDM 設計ではキャリ

ア間干渉が発生しデータエラーとなることが想定される。

この対策として、システム全体でドップラーシフトの影響

を軽減する方法を検討した。 

 以下、「２．１．１ 変調信号の仕様」と「２．１．２ 

コーデック」の研究開発より、高精細な映像品質を確保し

つつ無線伝送できるパラメータの設定を、「２．１．３ 受

信システム」の研究開発より、移動体通信において問題と

なるドップラーシフトおよびマルチパスの影響を軽減す

る方法を述べる。特に、「２．１．３ 受信システム」で

は、周波数補償技術によるドップラーシフト対策と、分散

配置受信によるマルチパス対策について述べる。 

 

２．１．１ 変調信号の仕様 

 表 2 に本研究開発の OFDM 諸元を示す。占有周波数帯

域幅は、前述の通り、「無人移動体画像伝送システム」

5.7GHz 帯のうち最も帯域幅の小さい 5MHz 幅チャンネ

ルを使用するため 4.5MHz（ガード幅 0.5MHz）とした。

変調方式（変調多値数）は回線設計より、16QAM 畳込み

符号化率 3/4 とした。映像伝送には 10Mbps 程度の伝送レ

ートを確保する必要があるため、その他のパラメータは上

記条件に従い設定した。但し、有効シンボル長 204.8us

に対して、最長遅延パスの遅れ時間である 6.66us のマル

チパスによる干渉の影響を軽減するために GI 長は GI 比

1/16 の 12.8us に設定した。パイロットキャリアも同様に

サブキャリア数の 1/16 の 57 本とした。 

 以上で決定したパラメータより、伝送レートはデータサ

ブキャリア 816 本に対し、変調多値数 4（16QAM）、シン

ボル長が 217.6us であることから、15Mbps となり、畳込

み符号化による冗長項を除くと 11.25Mbps と求まり、映

像伝送に必要な伝送レートを確保できる。また、fdTs は、

搬送波周波数 5.7GHz、時速 100km の場合、最大ドップ

ラー周波数 527.8Hz となり、fdTs=0.1148 と求まり、ド

ップラーシフトの影響が大きく、キャリア間干渉による影

響が懸念されるが、この対策については後述する。 

 

表 2 OFDM 諸元 

項目 値 

FFT ポイント数 1024 

占有帯域幅[MHz] 4.458 

キャリア間隔[kHz] 4.88 

キャリア変調 16QAM 

キ
ャ
リ
ア
数 

総数 913 

データ 816 

CP 57 

予備 39 

NULL 1 

有効シンボル長[us] 204.8 

ガードインターバル長[us] 12.8(GI 1/16) 

シンボル長[us] 217.6 

FFT 周波数[MHz] 5 

fdTs(※1) 0.1148 

伝送レート(※2)[Mbps] 11.25 

(※1)時速 100km/h (※2)符号化率 3/4 

 

 

２．１．２ コーデック 

 画像コーデックの方式としては、現時点で画質・圧縮効

率・遅延時間・消費電力のバランスが優れている H.264

方式を採用することとした。 

 コーデックの圧縮率が高いほど無線での伝送には有利

であるが、本システムでは同時に遅延時間、伝送された映

像の画質、消費電力も重要である。 

 コーデックを実装する方法として FPGA 等の主にハー

ドウェアで実装する方法や専用 LSI、DSP ベースの汎用

プロセッサ等による実装方法があり、それぞれの実装方法

に関して実際のコーデックを動作させ評価を行った。 

画質の評価方式として、映像品質主観評価法の一つであ

る二重刺激連続品質尺度法（DSCQS：Double Stimulus 

Continuous Quality Scale 評価法）により実施した。伝

送レートを 10Mbps とし、評価映像 2 種をコーデック有

り・無し交互に映像評価し採点する。その他項目を含め評

価結果を表 3 に示す。 

 

表 3 コーデックの比較評価 

項目 No.1 No.2 No.3 

実装方法 

(デバイス) 
DSP FPGA 専用 LSI 

画質評価 〇 △ 〇 

消費電力 

(エンコーダ) 
8W 20W 20W 

遅延時間 
100ms(フレーム) 

90ms(スライス) 
43ms 100ms 

 

 最も消費電力が低く、画質も良い DSP タイプのデバイ

スをベースにコーデックを製作した。 

 本システムの遅延量は 100ms を目指しており遅延時間

の低減を図ることが必要不可欠であるため、通常はビデオ

フレームごとにエンコード・デコード処理を実施するフレ

ーム単位での動作に対し、フレームを複数のスライスに分

割させて並列処理を実施する手法を採用することで低遅

延化を図った。当該処理を施した動作イメージについて、

図 1 に示す。本処理を実装することにより、DSP ベース

コーデックでの遅延時間がエンコードおよびデコードそ

れぞれにおいて 5ms ずつ短縮され、90ms へ低減した。 

 表 2 に示した OFDM 緒元による無線部とあわせ、シス

テム全体の遅延量は 96.5ms となり、目標である 100ms

程度の遅延量を満足している。 

 

 
図 1 スライス分割コーデック処理 
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２．１．３ 受信システム 

 移動体から送信した信号を受信する場合マルチパスの

影響や、ドップラーシフトの発生、運転者による電波遮断

の影響等が懸念される。その影響を軽減する為に、送信局

が移動するエリアの周辺にアンテナを分離して配置する

アンテナ分散配置受信システムを検討した。送信局の移動

方向成分をそれぞれのアンテナが別角度から受信するこ

ととなり、これらの信号をダイバーシチ受信することで安

定して受信することができ、また送信局からの伝送距離が

短い受信点ではより高いレベルで受信することが期待出

来る。 

 

 
図 2 アンテナ分散配置受信システム 

 

 分散配置受信では、競技場周辺に分散配置したアンテナ

で受信した RF 信号を低雑音増幅器で増幅し、電気－光変

換（E/O）し、それぞれの受信波を光ファイバで 1 ケ所に

集約し、光－電気変換（O/E）後、復調信号を最大比合成

（MRC :Maximal Ratio Combining）処理するダイバー

シチ受信を行う。 

 

 
図 3 分散配置受信システムブロック 

 

 試作システムでは受信アンテナは最大 4 台まで接続で

きる構成としている。 

 送信機は最大で 6 台の同時運用を想定し、RoF（Radio 

over Fiber）による非直線性歪で他チャンネルへの性能低

下を起こさない様、システムのレベル設計を行った。また、

各光ファイバ伝送での遅延差を抑える為、光ファイバ長を

揃えた運用とした。 

 図 4 に受信機の内部ブロックを示す。光ファイバで伝送

された各アンテナからの信号はそれぞれ受信機に入力さ

れ、5.7GHz 帯の RF 信号からベースバンド帯域に周波数

変換され A/D コンバータ（ADC）で取得する。 

 各受信信号は周波数補正ループで同期した後、OFDM

復調され、サブキャリア毎の最大比合成処理を行い、信号

合成する。信号合成の前には各受信系統間の遅延を補正す

るバッファを設け、懸念される遅延差を吸収している。 

 合成信号はキャリア復調後、誤り訂正を行い映像デコー

ダで復号し、映像信号を出力する。 

 

 
図 4 受信機内部ブロック 

 

 特に受信機内部ブロック中の「①周波数補償」と「②信

号合成」についての詳細を以下に述べる。 

 

①周波数補償 

 前述の通り、高速移動体から送出される信号は最大で

527.8Hz のドップラーシフトを生じる。その他、送信機と

受信機のクロック同期ずれによる周波数オフセットも発

生する。周波数オフセットによりキャリア間干渉を引き起

こしてしまうため、これらを補償する必要がある。本研究

開発では、「①－１ 周波数制御」により、OFDM サブキ

ャリア間隔以下の周波数オフセットを、「①－２ キャリ

ア補正」により、OFDM サブキャリア間隔以上の周波数

オフセットを、補償する方法について述べる。図 5 に

OFDM 復調ブロック内部における周波数補償の処理で順

を示す。前段の周波数制御では、OFDM 時間波形を用い

たガード相関結果により補償を行い、続く後段のキャリア

補正では、OFDM スペクトラム波形を用いた電力相関結

果により補償を行う。 

 

 
図 5 周波数補償処理手順 

 

①－１ 周波数制御 

 周波数制御では、受信され、直交復調した OFDM 時間

波形（IQ 信号）からガード相関を計算する。この相関係

数の虚数成分が周波数オフセットとなる。具体的には、(1)

式により求められる。この偏角θは-π～+πの範囲でない

と正しく位相を判別できない。すなわち、OFDM サブキ

ャリア間隔 f0のうち-f0/2～+f0/2 の範囲の周波数オフセッ

トを求めることができる。 

∆f =  
θ

2π
f0 (1) 

ここで、 

Δf：周波数偏差 

f0 ：サブキャリア間隔 

θ：ガード相関係数の実数と虚数の偏角 

 シミュレーションにおいて、OFDM シンボルに周波数

オフセットを与えた時のガード相関の虚数成分を算出し

た。結果を図 6 に示す。相関係数は(1)式で説明したよう

に周期的なふるまいを示す。図上部の両端矢印の範囲がサ

ブキャリア間隔で、その中心がサブキャリア中心となる。

したがって、サブキャリア中心となるように周波数引込を

すればよい。具体的には、サブキャリア間隔のうち、相関

係数が正を示す場合には左にシフトするように、相関係数
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が負を示す場合には右にシフトするように、周波数制御を

行う。しかしこの方法には問題がある。元々の周波数オフ

セットが 0Hz のサブキャリア中心の範囲内の場合には、

周波数引込により補償することができるが、それ以外（図

6 を例にすると-4.88kHz または+4.88kHz）のサブキャリ

ア中心の範囲内の場合には、そのサブキャリア中心に周波

数引込をするため、サブキャリア間隔単位の周波数オフセ

ットが生じてしまう。このため、次段にキャリア補正を設

け、サブキャリア間隔単位の周波数オフセットを補償する。 

 

 
図 6 周波数オフセット対ガード相関係数の虚数成分 

 

①－２ キャリア補正 

 キャリア補正では、フーリエ変換処理後のスペクトラム

波形から相関を計算し、サブキャリア間隔の周波数オフセ

ットを検出し、補償する。この相関計算では、スペクトラ

ム波形の有効サブキャリア周辺（数点～十数点）のキャリ

ア端同士を乗算し、電力相関を求める。図 7 に、その時の

模式図を示す。サブキャリア間隔の周波数オフセットがな

い場合には、規定の位置（Case 0）に有効サブキャリアの

端が存在するはずであるから、高い相関係数が得られる。

その他の位置（Case 1,2）においては、一端は有効サブキ

ャリアであるが、もう一端はガード区間（非有効サブキャ

リア）であるため、相関係数は低い。一方、サブキャリア

間隔の周波数オフセットがある場合には、スペクトラム波

形全体が周波数オフセットに応じた FFT ポイント数分左

右にシフトすることになるため、この相関計算をすること

により、既定の位置からどれだけシフトした位置で高い相

関係数が得られるかを観測することで、サブキャリア間隔

の周波数オフセットを検出することができる（図 7 の場合

は Case 2 となり、2 サブキャリアオフセットと分かる）。 

 

 
図 7 電力相関計算時のスペクトラム波形イメージ 

 

 シミュレーション結果を図 8 に示す。横軸はサブキャリ

ア間隔で正規化した周波数オフセット、縦軸は最大値で正

規化した相関係数である。このように、OFDM シンボル

に与えた周波数オフセットの位置で相関係数がピーク値

を示す。検出後に、周波数オフセット分だけサブキャリア

をシフトすることで、OFDM シンボルの同期が確立する。 

 

 
図 8 周波数オフセット対電力相関係数 

 

②信号合成 

 受信機は 4 本のアンテナで受信した信号を合成して復

調を行う。合成方式は最大比合成とした。最大比合成では、

受信アンテナ毎の信号をサブキャリア単位で合成し、合成

の重み付け係数に各信号のCNR（Carrier to Noise Ratio）

を用いることが一般的で、このような方法を採ることで合

成後の信号 CNR は最大となる。しかし本研究の目的にお

いては、ドップラーシフトにより受信信号の CNR に現れ

ない信号劣化が大きく懸念されることから、受信コンスタ

レーションの誤差量を基に合成係数を決定し最大比合成

を行う方法を採用した。 

 図 9 に開発した最大比合成のブロック図を示す。 

 

 
図 9 最大比合成ブロック図 

 

 各受信アンテナで受信した信号は個別に OFDM 復調を

行う。復調された信号からデータサブキャリアを抽出し、

そのサブキャリアの情報から合成係数を算出する。信号の

合成は合成係数を基に加重平均することで最大比合成出

力を得る。 
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 図 10 に示すように合成係数をデータサブキャリアの受

信コンスタレーションと基準点との距離を誤差量として

計算する。求めた OFDM 信号 1 シンボルに含まれるサブ

キャリア毎の誤差量から、相加平均と移動平均を計算し、

その値を基にサブキャリア毎の合成係数を算出する。 

 

 
図 10 合成係数の算出方法 

 

 上記信号合成ではドップラーシフトを受けたマルチパ

ス信号など受信信号のCNRに現れない受信障害が発生し

た場合、コンスタレーションの劣化に依存して重みづけす

ることで合成信号を劣化させないことが特徴となる。 

 周波数オフセットを持ったマルチパス信号を受信した

際の合成信号品質として MER（Modulation Error Ratio）

値を計算機シミュレーションした。図 9 において、入力信

号 1 に 1us の遅延と-6dB のレベル差を与えたマルチパス

信号を入力し、入力信号 2 はマルチパスを与えない信号を

入力する。入力信号 1 のマルチパス信号に周波数オフセッ

トを与え、この2つの信号の合成信号MER値を計算した。

結果を図 11 に示す。合成方法として CNR による最大比

合成（CNR-MRC）と、上記の誤差量（Error Vector）を

基にした最大比合成（EV－MRC）を比較した結果、誤差

量を利用した合成では劣化のない入力信号２を損ねるこ

となく合成結果が得られている。試作機にはこの機能を実

装して映像伝送試験を実施した。 

 

 
図 11 マルチパス周波数オフセット量対合成信号 MER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．２ 混信回避技術の開発 

 本研究開発では「無人移動体画像伝送システム」の

5MHz チャンネル間隔（5652.6MHz から 5752.5MHz ま

での 21 波）を使用する。 

無線の混信については、無線局開設の審査基準の混信保

護の項目にて「同一周波数帯の電波を使用する他の無人移

動体画像伝送システムの無線局その他の無線局との混信

防止のための運用調整に関する資料が提出されているこ

と。」と定められている。実際に運用する際にも他の無線

局との運用調整を日本無人機運行管理コンソーシアム

（JUTM）の提供する運用調整システムで管理し、運用者

同士が他の無線局の運用状況を踏まえ、調整する。以上よ

り、混信回避（被干渉および与干渉）のためにキャリアセ

ンスや Listen Before Talk（LBT）を行う必要性は低い。 

しかし、本研究開発では安定的にかつリアルタイムに映像

伝送をするという性質上、他の無線局からの干渉は避けな

ければならない。具体的に「無人移動体画像伝送システム」

の周波数帯において被干渉が予想される無線局としては、

5GHz 帯無線 LAN や各種レーダー波、アマチュア無線等

および同システムが挙げられる。 

キャリアセンスを実施する場合にはこれらの無線局か

らの干渉を回避できるような仕組みを考える必要がある。

例えば、5GHz 帯無線 LAN は無線局免許が不要で市街地

でよく使用されることが想定されるが、132/136/140ch の

3 つのチャンネルは同システムの周波数帯と重複してい

るため、この領域を避け、高い周波数帯域側から優先的に

使用し、チャンネルを割り当てていくことが望ましい。 

また、エリアの異なる地点にアンテナを複数配置する本

研究開発のシステムにおいては、アンテナごとに受信電力

は異なるため、全てのアンテナでキャリアセンスを実施し、

全ての地点で規定値以下の電界強度であることを確認し

たほうがよい。 

以上の考えに基づき、混信回避のためのキャリアセンス

の仕様と動作を次のように定めた。 

 本研究開発の混信回避は、システム運用の最初のみキャ

リアセンスを行い、運用中はリアルタイム伝送のため配置

したチャンネルを固定する。キャリアセンスは、配置した

いチャンネルの帯域に干渉する電波（妨害波）が規定電力

以下であることを確認した後、配置するかどうかを決定す

る。その時の規程電力の閾値は、無線LANシステム（IEEE 

802.11a）を参考とした。11a では、キャリアセンスに用

いる閾値電力は-62dBm で規定されている。本研究開発で

はさらにマージンを 13dB 設け、アンテナ入力電力

-75dBm に設定した。次に、キャリアセンスの動作につい

て図 12 を用いて説明する。便宜上、「無人移動体画像伝

送システム」5MHz 幅の最も高い周波数の 5752.5MHz の

チャンネルを ch21 と称し、高い周波数順に ch20,ch19,

…,とする。キャリアセンスは、映像伝送に用いる OFDM

と同じ 5MHz 幅の電力（RSSI）を測定し、判定を行う。 

 

【キャリアセンスの動作】 

 START： 

チャンネル配置もキャリアセンスも 

実施していない状態 

 

 ①RSSI 検出： 

5MHz 幅の RSSI を測定する（初期条件：ch21） 

 

 ②チャンネル割り当て： 

RSSI の測定結果が閾値電力以下であれば送受信機にそ
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のチャンネルを割り当てる（閾値電力以上であれば使用

不可と判断し、割り当てをしない） 

 

 ③チャンネル遷移： 

必要数の送受信機にチャンネル割り当てが 

完了するまでの間「②チャンネル割り当て」で判定した

チャンネルの隣々接にシフトする。 

（例：ch21→ch19→…） 

 

 ①～③を繰りかえす 

 

 END： 

 送受信機 6 台のチャンネル割り当てが完了した状態 

（妨害波なし） 

 

 
図 12 キャリアセンスの動作 

 

２．３ 装置小型化の開発 

 試作機の目標とする仕様を表 4 に示す。無人移動体画像

伝送システムの要求条件に合わせた周波数帯、帯域幅、出

力レベルとしている。また送信機は移動体への搭載、屋外

での使用を想定し防水性等級 IPX5 を設定した。 

 

表 4 送信機の仕様 

項 目 仕様 

送信周波数 5650～5755MHz 

占有周波数帯幅 4.5MHz 以下 

送信電力 23dBm ±3dB 

映像入力 
HD-SDI / 3G-SDI BNC 端子 2 系統 

（1 系統を選択） 

映像信号 
1920x1080p (60/59.94) 

1920x1080i (30/29.97) 

送信機 容積・質量 容積 800cc 以下 / 質量 1kg 以下 

送信機 消費電力 20W 以下 

電源電圧 DC+12V 

その他 防水 IPX5 

 

 製作した送信試作機の外観を図 13 に示す。 

 

 
図 13 送信機外観図 

 

 

 装置寸法は 137mm×111mm×52.2mm、容積は 794cc

また重量は 720g といずれも目標仕様を満足している。電

源は防水コネクタを使用しバッテリーより DC+12V、

1.22A で動作し消費電力 14.7W となる。 

 

２．３．１ RF 回路の小型化 

 装置小型化に際し、基板面積が大きくなる部分として

RF 回路が挙げられる。送信機の RF 回路は、中心周波数

が数十MHzもしくはベースバンド信号などの低い周波数

であるデジタル変調信号を 5.7GHz 帯の信号に周波数変

換し、所定の信号レベルに増幅する機能となる。 

 周波数変換回路は、図 14 上部に示すスーパーヘテロダ

イン方式と図 14 下部に示すダイレクトコンバージョン方

式が挙げられる。スーパーヘテロダイン方式は特性が良好

であるが回路ブロックが複雑であり回路面積的には不利

である。ダイレクトコンバージョン方式は回路ブロックが

簡単で集積化された部品も存在し小型化、消費電力の低減

が期待できるが特性の面ではスーパーヘテロダイン方式

に劣る。ダイレクトコンバージョン方式はその仕組み上、

周波数変換時にキャリア信号が漏れ出てしまい信号品質

を劣化させてしまう課題がある。 

 

 
図 14 RF 周波数変換回路の構成比較 

 

 そこで表 2 に示したように中心周波数を予め情報伝送

に使用しないように NULL キャリアとして変調信号を規

定しダイレクトコンバージョン方式のキャリア漏れが発

生しても問題とならないようにした。これにより集積化さ

れた部品の使用が可能となり機器の小型、低省電力化が図

れる。図 16 に実際の基板と周波数変換回路を集積化した

RF トランシーバ回路部分を示す。目標となる筐体サイズ

への実装が可能な基板サイズに収めることが出来ている。 

 

２．３．２ 筐体構造 

 筐体は防水構造で軽量かつ放熱の良い構造が求められ

る。防水構造で軽量を求めるとプラスチック材料が考えら

れるが、放熱が難しい。金属材料であれば熱伝導率がプラ

スチックに比べ良好な材料が選択でき筐体全体からの放

熱が期待できる。 

 防水構造とする場合、筐体と蓋を止める部分に O リン

グなどの防水用パッキンを敷き、ねじ止めによってパッキ

ンをつぶすことで水の浸入を防ぐ必要がある。しかし、パ

ッキンを入れる場合その部分の幅が必要となり材料の厚
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みを厚くするなどの対応が必要となる。これは筐体の重量

やサイズに直接影響する。 

 パッキンを入れる場合、蓋との勘合部は 7mm 程度必要

であり、アルミを削り出して筐体を製作した場合の重量試

算は 900g程度となり基板やケーブルコネクタを入れた場

合に目標仕様である 1kg をオーバーしてしまう。 

 そこで材料の厚みを極力薄くした状態でパッキンの幅

を持たせるため、厚み 1.5mm のアルミ板を折り曲げて図

15 のような構造の筐体を製作した。 

 

 
図 15 試作した筐体の防水構造 

 

 製作した筐体に基板を搭載した写真を図 16 に示す。併

せて基板上の発熱が大きい部品を示す。 

 

 
図 16 送信機内観と発熱部品の位置 

 

 容積 793cc の金属ケースに 16W の発熱体を置いた場合、

密閉ケース内の温度上昇は簡易シミュレーションによる

試算では内部ファンなしで 47.9deg、内部ファンを使用し

た場合 21.4deg となった。 

 試作機では内部ファンを使用しない方法として、発熱の

大きい部品に対して熱伝導シートを介して直接筐体ケー

スに熱を逃がし筐体全体での放熱により温度上昇を抑え

る方法を採用し実際の温度上昇を測定した。結果を図 17

に示す。結果より、ケース内温度（図 16 測定ポイントの

基板-筐体間の空間）の温度上昇は約 28deg であった。内

部ファンなしで試算した 47.9deg を大きく下回り、内部フ

ァンを使用した場合の試算値 21.4deg に近い値となって

おり放熱の効果が確認できた。また、個別の部品に関して

も外気温+40℃環境において部品ジャンクション温度を

下回ることが確認できている。 

 

 
図 17 送信機内部温度上昇測定値 

 

 最終的な送信試作機は容積 794cc、質量 720g、防水等

級 IPX5 を達成し目標仕様を満足している。 

 

２．４ フィールドにおける実証試験 

 本研究開発において、平成 28 年度および 29 年度に製

作した試作機を図 18 に示す。図 18 左上が 5.7GHz の周

波数帯を用いて映像伝送を行う無線送信機、左下が無線受

信機、右上がエリア内に分散配置される受信アンテナから

の RF 信号を光信号に変換する光送信機、右下が光受信機

である。 

 実証試験を行うにあたり、製作した送信機において、技

術基準適合証明および携帯局の無線局免許を取得した。ま

た、「無人移動体画像伝送システム」の運用にあたり、無

線局運用者同士の調整が必要となるため、運用手続きの場

を Web ページにて提供している JUTM の会員に加入し、

然るべき手続きを実施した。なお、「無人移動体画像伝送

システム」の無線局の運用には第三級陸上特殊無線技士以

上の無線従事者の資格が必要となる。 

 

 
図 18 製作した試作機一覧 

 

２．４．１ 競技用ボートからの映像伝送試験 

 公益社団法人 日本モーターボート選手会 碧南訓練

所（愛知県碧南市）において、競技用モーターボートを用

いて映像伝送試験を実施した。モーターボートに伝送映像

を撮影するカメラおよび送信機を取り付け、油ヶ淵の水上

を走行し、無線伝送を行った。伝送信号の諸元を表 5 に示

す。受信アンテナ配置を図 19 に示す。受信アンテナは利

得 11.5dBi、半値幅 28 度（面）、72 度（H 面）の指向性

を持つパッチ型アンテナを 4 本配置しダイバーシチ受信

を行う。モーターボートは 300m 間隔に置かれたブイの周

り（黒色軌跡）を走行する。走行するエリア内を常に 2

本以上の受信アンテナの半値幅内に収まるように配置し

FPGA 

電源 IC 

RFトランシーバ 高周波 

増幅器 

ケース内温度 

測定ポイント 
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ている。受信アンテナのうち受信点 1 と 3 は地上 3m の建

物屋上に、受信点 2 と 4 は地上 0m の屋外に、それぞれ

3m のアンテナポールを立て、受信アンテナを設置した。

受信アンテナで受信された RF 信号は、光送信機、光ファ

イバを通し、受信点 1 に設置された受信機ラックに集約さ

れる。受信機ラック内に納められた光受信機に光ファイバ

が接続され RF 信号に再変換され、同じく受信機ラック内

に納められたそれぞれの受信機へ受信アンテナ 4 系統の

RF 信号が入力、ダイバーシチ受信を行う。 

 

表 5 伝送信号諸元 

項目 単位 値 

周波数帯域幅 MHz 5 

有効周波数帯域幅 MHz 4.5 

送信出力 dBm 23 

中心周波数 

（チャンネル） 

MHz 5752.5 / 5742.5 / 5732.5 / 

5722.5 / 5712.5 / 5702.5 

上から順に 

送受信機 1～6 に割り当て 

変調方式 - 16QAM 

誤り訂正方式 - 畳込み－リードソロモン連接

符号 

畳込み符号化率 - 3/4 

時間インターリーブ - 0 

 

 
図 19 碧南訓練所 受信アンテナ配置 

 

 送信機やカメラは図 20 のようにモーターボートへ設置

した。 

 

 
図 20 モーターボートへの設置状況 

 

 本研究開発のシステムの最大構成である送受信機対向

6 台を用いた 6 チャンネル同時伝送（チャンネルは隣々接

配置）の場合の 1 号艇のカメラ映像から切り出したフレー

ムを図 21 に示す。この時、モーターボートは実践的なレ

ース形式（周回 3 周）で走行し、最高時速は約 80km で

あった。結果として、モーターボートが 3 周走行する間映

像にエラーは発生しなかった。 

 

 
図 21 モーターボート 1 号艇のカメラ映像 

 

２．４．２ 自動車からの映像伝送試験 

 日立オートモティブシステムズ株式会社 佐和事業所

（茨城県ひたちなか市）において、自動車を用いて映像伝

送試験を実施した。自動車に伝送映像を撮影するカメラお

よび送信機を取り付け、自動車テストコースを走行し、無

線伝送を行った。その際の受信アンテナ配置を図 22 に示

す。本試験では、ダイバーシチ受信（信号合成）の効果を

検証するため、同じ位置・高さに受信アンテナを 4 本配置

し、受信アンテナ 4 本、3 本、2 本、1 本の場合で受信特

性を測定した。測定は、自動車が受信アンテナを通過して

から見通し通信が可能な直線区間までとした。 

 

 
図 22 自動車テストコース 受信アンテナ配置 
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 送信機やアンテナは図 23 のように自動車へ設置した。 

 

 
図 23 自動車への設置状況 

 

 本研究開発の送受信機対向 1 台を用いた 1 チャンネル

伝送の場合の信号合成の特性を図 24 に示す。この時、自

動車は測定区間を時速 50km の等速で走行した。本特性

の横軸は測定時間、縦軸は受信機の MER である。MER

の測定分解能はOFDMシンボル1つにつき1点であるが、

それを 1 秒間累積加算し、平均値をとったものを本特性 1

点のプロットとした（約 6000 シンボルの MER 平均値と

なる）。特性をみると、受信アンテナ 4 本の MER 特性が

最も高く、劣化も少ない。さらに、受信アンテナ 1 本の

MER 特性と比較し、約 1dB 程度の利得向上が得られた。

測定時間 12～14 秒において、MER 特性に大きな劣化が

みられるが、これは、路面からの反射波によるフェージン

グ（大地反射）により受信電力が大きく下がるためである。

このとき、受信アンテナ 4 本と 1 本を比較すると、約 4dB

程度の利得向上が得られた。 

 以上の結果より、受信アンテナ数を増やすことで、マル

チパス環境下において、無線伝送の安定性が向上すること

を実証した。 

 

 
図 24 受信アンテナ数に対する MER 特性 

 

２．４．３ 無人ヘリからの映像伝送試験 

 ドローンや無人ヘリなどの飛行する無人移動体からの

映像伝送実験として、ヤマハ発動機株式会社のご協力によ

り無人ヘリに送信機、カメラを搭載し地上の受信点で伝送

映像を確認した。 

 使用した無人ヘリを図 25 に示す。 

 

 
図 25 無人ヘリへの設置状況 

 

 受信アンテナとして利得 11.5dBi，半値幅 28 度(E 面)、

72 度(H 面)の指向性を持つパッチ型アンテナを 4 本配置

しダイバーシチ受信を行った（図 26）。すべてのアンテナ

は仰角を水平とし、無人ヘリ飛行ルートに向けて配置して

いる。 

 

 
図 26 受信アンテナの設置状況 

 

 表 6 に本システムの回線設計を示す。 

 送信機出力+23dBm に対しアンテナ利得、ケーブル損

失、機器雑音を考慮し、伝送距離 1km の場合の伝送マー

ジンは 8dB 程度となっており伝送可能な距離と判断して

いる。 

 

表 6 映像伝送システムの回線設計値 

No 項目 値 

1 送信周波数 f[MHｚ] 5750 

2 送信出力 W[dBm] 23.0  

3 送信アンテナ利得 Gr[dBi] 5 

4 送信給電線損失 Lt[dB]  0.9 

5 実行放射電力（WGt/Lt）[dBm] 27.1  

6 伝送距離 d[km] 1 

7 自由空間伝搬損失[dB] 107.7  

8 フェージングマージン[dB]  9 

9 受信アンテナ利得 Gt[dBi] 11.5 

10 受信給電線損失 Lr[dB] 1.8 

11 受信電力 Ci[dBm] -79.8  

12 標準温度 T0[dBK] 24.8 

13 信号帯域幅 B[MHz] 4.5 

14 受信機雑音指数 F[dB] 4 

15 受信機 C/N[dB] 23.4  

16 所要 C/N[dB] 15 

17 伝送マージン[dB] 8.4 

送信機 

カメラ 

アンテナ 1 

アンテナ 2 アンテナ 3 

アンテナ 4 
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 実験は海岸に沿って高度 100m、約 2km 先の地点まで

無人ヘリを飛行させ伝送試験を行った。 

 無人ヘリが、受信点付近より離陸し、約 2km 先の地点

まで飛行する往路について、受信点にある各アンテナでの

受信レベルの時間変化を図 27 に、受信信号を復調し BER

を測定した結果を図 28 に示す。受信結果より時間約 450

秒の地点で受信アンテナから約 1.7km の距離であった。 

 

 
図 27 各受信アンテナでの受信レベルの変化 

 

 
図 28 受信信号の BER 測定結果 

 

 移動距離に応じてレベルの低下が見られ、受信アンテナ

が同じ位置に配置されていることから、受信レベルの時間

変化は 4 本のアンテナで同じ傾向を示している。フェージ

ングによるレベル低下も同じように発生しエラーの発生

が見られたが、BER 測定結果より誤りが訂正しきれなく

なる 1×10-4を超えるエラーは無く正しく伝送できている

ことが確認できた。結果として、1km 以上の伝送が可能

であることが実証された。 

 

３．今後の研究成果の展開 
 高品質映像のリアルタイム伝送できる小型無線設備は、

スポーツの分野のみならず、安心・安全分野、建設・土木

分野、また大規模災害時の状況把握等々、幅広い分野での

利用が期待されている。今後は、本研究で得られた技術を

広く紹介していくと共に、本技術を活用した製品・システ

ムの実用化に貢献していく考えである。 

 

４．むすび 

 本稿では、小型高速移動体からの大容量高精細映像リア

ルタイム無線伝送技術の研究開発の成果について述べた。

本研究を反映させた評価機において時速 100km の移動体

からの 2K のリアルタイム映像を 4.5MHz の占有帯域で

1km 以上の伝送エリアに伝送可能な事を検証。制度化さ

れた「無人移動体画像伝送システム」の 5.7GHz チャン

ネル間隔 5MHz を使用し、複数の映像をリアルタイムに

同時伝送可能な方式を確立することが出来た。 
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