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概要 

本研究開発では、同一又は近傍の空域で運用される複数の無人航空機システム（Unmanned Aircraft 
Systems, UAS） が有限な周波数を効率的に利用するため、UAS の台数や周波数帯域幅等の要求に応じて動

的に割り当てを行い、複数の UAS が１の周波数を共用または連携可能な動的時間・空間資源配分技術や適応

映像処理技術を開発した。この成果により、対象周波数の共同利用が促進されると考えられる。 
 

Abstract 
We conducted research and development on communication network technologies in order to effective spectrum 

utilization of multiple unmanned aircraft systems operating simultaneously in the same airspace. In our R&D project, 
dynamic space-time resource allocation technology and adaptive video processing technology that allow multiple 
UASs to share one frequency band were developed according to the demand for the number of UASs and frequency 
bandwidth. These results would be contributed to the promotion of shared use of the target frequency band for UAS. 
 
１．まえがき 
農業、インフラ管理、災害対応などを含む様々な分野で

無人航空機システム（以下「UAS (Unmanned Aircraft 
Systems) 」という。）の利活用が急激に増加してきている。

これは「空の産業革命」とも呼ばれ、令和 5 年（2023 年）

までに生み出す市場規模は、世界で 10 兆円を超えると

いった予測も出ている。このような急速な UAS の需要

拡大の一方、その操縦等のために利用可能な周波数は有限

であり、特に上空で利用する UAS は、周波数を繰り返し

利用することが困難な場合がある。さらに、安全飛行の確

保やモニタリング等のミッション達成のための操縦者側

のペイロード用地上局（あるいは地上制御局）と無人航空

機（UA）間の UA 搭載カメラ映像の画像通信を行う場合、

画像通信は広い帯域を必要とするため、周辺空域における

UA 機数が多くなってくると、互いに混信を起こすリスク

が増大する。 
このような状況を踏まえ、本研究開発では、同一又は近

傍の空域で運用される複数の UAS が有限な周波数を効

率的に利用することで周波数のひっ迫に対応するため、同

時運用される UAS の台数や飛行経路、周波数帯域幅等

の要求に応じて時間リソース（スロット）の動的な割り当

てを行い、複数の UAS が１の周波数を共用または連携

（以下「共用等」という。）可能な動的時間・空間資源配

分技術の研究開発を実施した。なお、本研究開発技術を活

用するための周波数帯は、無人移動体画像伝送システムに

割り当てられた 2.4GHz 帯及び 5GHz 帯を主に対象とし

ている。ただし、動的時間・空間資源配分技術や映像信号

技術は、VHF 帯の狭帯域であっても実現可能なものとし

ている。図 1-1 に本研究開発の概要を示す。一つの周波数

を有効かつ効率的に利用して、3 以上の UAS の通信を可

能とする動的時間・空間資源配分技術の研究開発に取り組

み、周波数の利用効率を 3 倍とする。その実現にあたって

は、３次元空間移動体の電波伝搬特性のモデル化(課題ア)、
必要な画像品質を維持しつつも伝送容量は削減するトラ
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フィック適応映像処理技術（課題イ）、これらの技術を含

めて実現する資源割当制御アルゴリズム技術（課題ウ）、

さらに成果を具現化するために、機体の離陸重量の 10％
以下、機体で利用可能な総消費電力の 5％以下に相当する

低消費電力かつ小型な通信機器の構築等（課題エ）により

実現することとした。このような効率的な周波数の利用手

法を確立することにより、周波数の有効利用の一層の向上、

UAS の様々な分野での利用ニーズの加速化、さらには、

UAS の安定した飛行の確保に寄与することを目指した。 
以下の節では、各要素技術の内容及び成果について概説す

る。 

 
図 1-1 本研究開発概要 

 
２．研究内容及び成果 
２．１ 課題ア 三次元空間移動体の電波伝搬特性

のモデル化 
複数の UAS が同一空域を利用する場合、利用可能な周

波数帯を効率的に割当て、利用者が満足する通信品質を確

保することが求められる。そのためには、想定される利用

範囲内の電波伝搬環境の把握が不可欠であるが、電波伝搬

特性は、周辺環境（地表面がコンクリート、水面、森林、

ビル等の遮蔽物の有無）に依存するため、簡易な電波伝搬

特性のモデルによる推定が必要である。そのため、本研究

開発では、環境に応じた電波伝搬特性が簡易に推定できる

ように、三次元空間移動体の簡易な電波伝搬モデルを構築

した。そして、簡易なモデルにより、複数 UAS の上空対

地上、上空対上空間の所望信号電力及び干渉信号電力を算

出可能な電波伝搬シミュレータを構築した。 
また、三次元空間移動体の電波伝搬特性のモデルを構築

するためには、三次元空間の実測データの収集が不可欠で

あるが、三次元空間内における移動体（固定翼及び回転翼）

の移動範囲や地上制御局の設置候補点が多く、空間全体を

効率的に実測する必要があること、収集データを解析する

ために建物や土地等の膨大な周辺環境情報が必要である

こと、移動体に測定器を搭載した際のアンテナ位置や他の

搭載機器の影響が測定値に含まれてしまうこと等の課題

が想定された。そのため、本研究開発では、限られた実測

データから３次元空間全体の電波伝搬特性を推定する手

法の確立が必要になると考え、簡易な手法で空間全体を推

定する手法を検討した。 
 
２．１．１ 電波伝搬特性のモデル化 
 本研究開発では、基本環境として、鹿児島県鹿野市内の

貯水池の水面、山間部森林地域及びコンクリート製建物上

空の 3種類の環境を選定し、マルチロータ型無人航空機を

用いた 2.4GHz 及び 5.7GHz 帯の電波伝搬特性測定実験を

実施し、実測値に基づく簡易モデルを構築した。 

 
図 2−1-1 電波伝搬測定実験環境の例 

また、より実運用に近い応用環境 （例えば、テストフィ

ールドや物流応用時の飛行環境等）でのデータを収集し、

電波伝搬特性のモデルへ応用することを検討した。応用環

境としては、遠隔操縦ロボット等の試験場所として活用が

想定されている福島県南相馬市にある「福島ロボットテス

トフィールド」、港湾設備等のインフラ点検にて応用が検

討されている茨城県ひたちなか市にある「ひたちなか港湾

施設」の二箇所から、三種類（地面、コンクリート面、水

面等）の環境を選定し、電波伝搬特性を測定し、モデル化

を実施した。図 2−1-2 に福島ロボットテストフィールドに

おける 5.7GHz 帯の測定値（受信信号電力）と簡易モデル

による算出値との差分を示す。地上局と無人航空機間が遮

蔽物により完全に見通し外(Non-Line Of Sight)になると、

受信信号電力は 低受信感度になった。一方、見通しがあ

るもののフレネルゾーンに遮蔽物が存在する場合には、理

論値よりも-5〜-15dB の差が生じている。このことから、

図 2-1-2 に示すように、見通し外、見通し内に加え、見通

し内であってもフレネルゾーン範囲内であるかどうかに

よって、電波伝搬経路を Line-Of-Sight(LOS), Obstructed 
LOS(OLOS), Non-Line-Of-Sight(NLOS)に分類し、電波

伝搬モデルの伝搬損失に、これらの補正値に適用すること

でより、精度を高めることができた。 

 
図 2-1-2 見通し内/外の受信信号電力の測定値と簡易モデ

ル式との差（補正値として利用）（測定場所：福島ロボッ

トテストフィールド） 
 

図 2-1-3 に本研究開発にて開発した 2.4GHz 帯及び

5.7GHz 帯の３次元空間電波伝搬シミュレータの算出値

を可視化した画面の例を示す。また、複数 UAS が飛行す

る実証実験の機会を活用し、このシミュレータの評価実証

を実施した。その際の様子を図 2-1-4 に示す。所望信号電

力だけでなく他の UAS からの干渉信号電力を可視化表示

することで制御通信回線に関わるリスクを操縦者が把握

できることが確認された。 
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図 2−1-3 ３次元空間電波伝搬シミュレータの画面例 

 

 
図 2−1-4 複数 UAS が飛行する実証実験時に検証した電

波伝搬シミュレータの様子 

 

２．１．２ 実測値に基づく三次元空間の推定法 
図 2-1-5 に実測値に基づく三次元空間の推定法の概念

図を示す。本研究開発では、簡易に電波伝搬特性を把握す

るための要素技術として、統計的推定理論による推定法を

検討した。特に、統計的推定理論としては、圧縮センシン

グを用いて推定アルゴリズムを検討した。図 2-1-6 に観測

飛行経路と推定された三次元空間全体の電波伝搬特性（減

衰特性）の例を示す。飛行経路や観測数を調整することで、

効率的に三次元空間全体が推定可能であることを明らか

にている。 

 
図 2-1-5 実測値に基づく三次元空間の推定法の概念図 

 
２．１．３ まとめ 
 以上の結果より、課題アの目標である「３次元空間電波

伝搬モデルと電波伝搬シミュレータの構築」の達成を確認

した。また、これらの技術を実装した映像配信システムを

開発し、他の課題の成果と連携したシステム全体の実証実

験において、電波伝搬シミュレータからの算出値が活用で

きることを確認した。 
 

 
図 2-1-6 観測飛行経路と推定された三次元空間全体の電

波伝搬特性（減衰特性） 

 
２．２ 課題イ トラフィック適応映像処理技術の

開発 
 複数の UAS による周波数の共用を実現するためには、

映像のデータ量を削減する必要がある。しかし、画面全体

の画質を一律に下げてしまうと全体がぼやけた映像にな

り、監視や点検、捜索といった運用に支障をきたす。また、

無人機は上空を高速移動するため無線通信品質の変動が

大きく、無線通信品質の低下時には、映像の乱れといった

映像品質劣化が発生してしまう。 
 これらの課題を解決するため、注視領域の画質を維持し

たまま映像のビットレートを 1/3 に低減し、通信品質劣化

による映像の乱れや途切れの発生頻度（時間率）を従来の

1/10 にすることを目標に研究開発を進めた。この目標を

達成するため、通信スループット予測技術、適応レート制

御技術、適応画質 適化技術の 3 つの技術を開発した。 
 
２．２．１ 通信スループット予測技術 
 通信スループット予測技術は、過去の通信スループット

変動を入力とし、未来の通信スループットの確率分布を予

測する技術である。図 2-2-1 は、通信スループット予測技

術の説明図である。横軸（左上から右下への軸）は時間軸

であり t = 0 より左が過去、右が未来を表す。縦軸（左下

から右上への軸）は通信スループットである。本技術は、

過去の通信スループット変動から未来の通信スループッ

トの確率的拡散を予測する。図中で、t = 0 から未来へ延

びる破線は期待値、破線の上下の実線は、ある確率（例え

ばμ±3σ）で通信スループットの変動が収まるであろう

値を示している。この実線の幅は、未来の通信スループッ

ト変動が小さいと予測した場合に狭くなり、大きいと予測

した場合に広くなる。すなわち本技術は、この実線の幅を

予測するものである。 
 筆者らは以前から本技術を研究開発しており、端末が地

上にある環境（LTE や無線 LAN）で高精度に予測できる

ことを確認してきた。しかし、無人機が上空を高速移動す

る場合には精度が低下することが判明したため、精度向上

に取り組んだ。精度低下の主な原因は、通信スループット

の急激な変動である。無人機が上空を高速移動すると、通

信スループットも大きく変動する。このとき、非負の値で

ある通信スループットの予測値が負の値になり、予測精度

が低下することが分かった。そこで、通信スループットの

対数を用いて予測する方式を開発した。すなわち、過去の

通信スループットの対数に対する未来の通信スループッ

ト（の対数）を予測し、予測結果の指数を出力する。従来

は入力範囲が [0, +∞) で、出力範囲が (-∞, +∞) であった

のに対して、入力・出力ともに (-∞, +∞) になるため精度

が向上する。これにより、安定したライブ映像配信に必要

な「20 秒先まで 80%」の予測精度を達成した。 
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図 2-2-1 通信スループット予測技術 

 

２．２．２ 適応レート制御技術 
 適応レート制御技術は、通信スループット予測の結果を

もとに、配信する映像のビットレートを 適化する技術で

ある。映像ビットレートが通信スループットよりも高くな

ると、パケットの遅延増加による映像表示遅延の増加、パ

ケットロスによる映像の乱れといった品質劣化が発生す

る。そのため、映像ビットレートは通信スループットを上

回らないように設定する必要がある。本技術では、通信ス

ループットが予測の悪い側で推移しても、映像ビットレー

トが通信スループットを上回らないように制御すること

で、映像品質劣化を抑制する。 
 一定の映像ビットレートで配信する従来技術との比較

評価によって、適応レート制御技術の有効性を確認した。

評価環境は、映像配信 PC と映像受信 PC の間にネットワ

ークエミュレータを配置した構成であり、ネットワークエ

ミュレータで上空のドローンと地上局間の通信スループ

ット変動を模擬した。 
 図 2-2-2 は、適応レート制御技術を有効にした場合の評

価結果である。図の横軸は時刻、縦軸は通信スループット

と映像ビットレートであり、破線が通信スループット、実

線が映像ビットレートである。通信スループット低下時に

映像ビットレートが追従して低下していることが分かる。

映像品質劣化の可能性がある「通信スループット < 映像

ビットレート」となったのは 300 秒間のうち 6 秒間であ

った。上回った量はごくわずかであり、すぐに追従してビ

ットレートを低下させるため、映像品質の劣化は実際には

発生しなかった。 
 次に、適応レート制御を無効にして評価を実施した。適

応レート制御を有効にした場合の映像ビットレートの平

均値が 2.24 Mbps であったことから、適応レート制御を

無効にした場合のビットレートは 2.24 Mbps とした。映

像ビットレートが通信スループットを上回ったのは、300
秒間のうち 68 秒間（適応レート制御を有効にした場合の

11 倍）であった。また、映像ビットレートに対して通信ス

ループットが大きく上回る状況が長時間続くため、映像の

乱れなどの品質劣化が高頻度で発生した。 
 以上の結果から通信スループット予測技術と適応レー

ト制御技術によって「通信品質劣化による映像の乱れや途

切れの発生頻度（時間率）を従来の 1/10 にする」の達成

を確認した。 

 

 
図 2-2-2 適応レート制御技術の評価結果 

 

２．２．３ 適応画質 適化技術 
 適応画質 適化技術は、注視領域の画質を維持したまま

映像のビットレートを低減するための映像符号化技術で

ある。H.265/HEVC（High Efficiency Video Coding）の

拡張規格である SHVC（Scalable HEVC）を使用し、入力

された映像を、シーン全体の概略把握のための低解像度映

像と、注目領域の詳細把握のための高解像度映像（注目領

域のみ高画質な、メリハリ画質）の 2 つの階層に符号化す

る方式（図 2-2-3）を開発した。 
 高解像度映像をそのまま均一画質にて符号化・伝送する

従来方式との比較で、注視領域の圧縮劣化量、つまり、画

質を維持しつつビットレートを平均で 67.63%削減し、「注

視領域の画質を維持したまま映像のビットレートを 1/3
に低減」を達成した。 
 

 
図 2-2-3 適応画質 適化技術 

 

２．２．４ まとめ 
 以上の結果より、課題イの目標である「注視領域の画質

を維持したまま映像のビットレートを 1/3 に低減し、通信

品質劣化による映像の乱れや途切れの発生頻度（時間率）

を従来の 1/10 にする」の達成を確認した。また、これら

の技術を実装した映像配信システムを開発し、他の課題の

成果と連携したシステム全体の実証実験において 1 つの

周波数チャネルを用いて 3 機の無人機からの映像配信が

行えることを確認した。図 2-2-4 は、実証実験において配

信した映像をキャプチャした画像である。この実施実験で

は、画面の中心部分を注視領域としたため、中心部分が周

辺に比べて高画質になっていることが確認できる。 
 



 

 

電波資源拡大のための研究開発 

第 12 回成果発表会（2019 年）  

 
図 2-2-4 配信映像 (枠内が高画質) 

 
２．３ 課題ウ 資源割当制御アルゴリズムの開発 
複数の UAS が１つの周波数を共用して通信することを

可能とする効率的な資源割当を実現するために、位置情報

や優先度、資源要求量等に基づく資源割当制御アルゴリズ

ムの研究開発を行った。この資源割当制御アルゴリズムで

は課題イ「トラフィック適応映像処理技術の開発」の成果

を反映した実環境を想定したトラフィックモデル、さらに

は課題ア「３次元空間移動体の電波伝搬特性のモデル化」

によってモデル化された電波伝搬特性に基づき、各 UAS
の資源割当量および使用する変調方式を適切に制御可能

とする。また開発したアルゴリズムを課題エ「低消費電力・

小型化技術の開発」において開発した統合システムに組み

込み、他課題の成果物と連携して動作することを確認した。

以下に本資源割当制御アルゴリズムの概要とその性能検

証のために実施した検証実験の結果を示す。 
 

２．３．１ 資源割当制御アルゴリズムの概要 
本研究開発では資源割当を実行するための送信制御手法

として送信許可ウィンドウ内で CSMA/CA を実行する送 
信制御手法の開発を行った。その概要は図１に示すとおり

である。 
 

 
図 2-3-1 送信制御手法の概要 

 
本手法では一定周期毎に各 UAS から送信要求量や電波伝

搬環境、位置情報等を収集し、それを基に各 UAS に割り

当てる資源割当量をアルゴリズムに則り計算する。ここで

資源割当量は送信許可ウィンドウ長を制御することによ

って決定される。これにより不要な電波干渉等によるトラ

ヒックの衝突を回避しつつ、個々の UAS の送信要求量や

電波伝搬環境等に応じて適切な資源割当量を決定可能と

している。また、図 2-3-1 の様にスーパーフレームの先頭

には資源割当情報フレームが用意されており、ここで各

UAS に対する資源割当量を通知する。他方、資源要求情

報フレームでは各 UAS からの機体情報等を収集する。こ

のように本制御手法では資源割当要求情報フレームによ

って収集した情報を基に各 UAS に対する資源割当量を計

算及び決定し、次のスーパーフレームにおいて資源割当情

報を通知する。 
また、アルゴリズムの目的関数としては次の 2 点を設定し

ている。 
 (スループット/資源要求量)を 大化する資源割

当量の決定 

 高優先度 UAS に優先し資源を割当 

この計算に用いる入力パラメータとしては UAS-地上局

間のアップリンク及びダウンリンクの DU 比や機体の優

先度、資源要求量（ビットレート）、ペイロードに使用で

きる時間などがある。またスループットの計算のため

MCS テーブルを用意している。これらのパラメータから

本アルゴリズムでは各 UAS の資源割当量及び各リンクの

変調方式を決定する。 
 

２．３．２ 検証実験 
開発した資源割当制御アルゴリズムの検証のため、図

2-3-2 に示す様な通信機及び資源割当の計算を行う制御

局を開発し、実フィールドでの検証実験を行った。 

 
図 2-3-2 検証実験の様子 
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本実験では制御局１台に地上局を２台接続し、それぞれの

地上局に対し UAS からデータ送信を実行した。実験では

UAS から映像伝送を想定して一定サイズのデータパケッ

トを送信し、地上局側にてそれを受信完了するまでの遅延

時間を計測した。 
図 2-3-3 に実施した２つの実験結果を示す。１つ目の実験

では UAS と地上局１ペアを通信させ、UAS が飛行しな

がら地上局の遠方から上空を通過するよう移動した際の

通信特性の変化を測定した。図 2-3-3 の左側のグラフ示す

結果は、縦軸はデータパケットを受信完了するまでに要し

た時間、横軸は経過送信許可ウィンドウとなっており

UAS の移動による経過時間を示している。経過送信許可

ウィンドウが約８０の付近が地上局上空を通過したタイ

ミングとなっており、地上局の上空付近を通過する際に比

べて UAS が遠方にいる場合の方が通信に失敗する確率が

高いことが確認された。これは今回使用した通信機に搭載

しているアンテナが指向性を持つことに起因するものと

考えられる。図 2-3-3 の右側にその結果を示す実験では、

２ペアの UAS 及び地上局を用いて、実際に開発した送信

制御手法によって正しく資源割当が実行されることを確

認した。図からも両ペア間で交互にデータの送受信が実行

されていることを確認できる。 

 
図 2-3-3 検証実験結果 

 
以上の結果より、課題ウの目標である「３以上の UAS が

１の周波数を共用して通信することを可能とする効率的

資源割当制御アルゴリズムの実現」の達成を確認した。 
 

２．４ 課題エ 低消費電力・小型化技術の開発 
課題エでは小型UASに搭載可能なOFDM（Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing）方式、送信出力 1W の

無線機を質量 700g 以下、消費電力 25W 以下で実現する

ことを目標とした。実現のため、無線機の主要モジュール

である無線部高周波モジュールとデジタル演算処理モジ

ュールの試作機製作と単体評価を経て、3 機の UAS に搭

載するために 3 対向 6 台の実証用無線機を製作し、機能・

性能を評価した。 
また、3 機の UAS 実機を使用したフィールド実証試験

を実施した。実証用無線機及び課題アの成果である電波伝

搬シミュレータ、課題イの成果であるトラフィック適応映

像処理、課題ウの成果である資源割当アルゴリズムを統合

したフィールド実証試験システムを構築し、3 機の UAS
を適用したフィールド実証試験を実施することで、1 つの

周波数チャネルを使用して 3 機以上の UAS が使用可能で

あることを実証した。 
 

２．４．１ 実証用無線機 
 本研究開発では各 UAS に対し利用可能なチャネル配置、

周波数帯域幅及びタイムスロットを割当て、各 UAS は割

当られた資源で通信を行うようにすることで複数の UAS
で 1 の周波数を共用できるようにする。本システムにおい

て実証用無線機は UAS を構成する無人航空機及び地上局

装置の間を 2.4GHz 帯あるいは 5.7GHz 帯の周波数にて、

映像データ等を送受信する。 
本実証用無線機のアクセス方式概要を図 1 に示す。通信

方式として一般的な CSMA/CA（Carrier Sense Multiple 
Access/Collision Avoidance）に加えて、時分割多重化方式

によって、指定時間内のみ通信する制御を行う。通信に使

用する資源（割当時間）及び MCS（Modulation and 
Coding Scheme）は資源割当制御用システムからの指示に

より決定する。 

 
図 2-4-1 アクセス方式概要 

 

 実証用無線機のモジュール構成を図 2-4-2 に示す。本無

線機は各種制御及び変復調処理を行うデジタル演算処理

モジュール、無線周波数への変換を行う周波数変換回路モ

ジュール、信号増幅を行う電力増幅回路モジュール、各部

に電源を供給する電源モジュールから構成する。 
なお、2.4GHz 帯と 5.7GHz 帯の切り替えは各周波数帯

に対応する無線部高周波部モジュールを交換することで

実現した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-2 実証用無線機のモジュール構成 

  

無線特性についての主な仕様を表 2-4-1 に示す。 

 

表 2-4-1 無線特性についての主な仕様 

項目 仕様 

出力電力 2.4GHz 帯: 1W（+20 %/-80 %） 
5.7GHz 帯: 1W（+50 %/-50 %） 

周波数 2483.5MHz～2494MHz 
5650MHz～5755MHz 

占有帯域幅 2.4GHz 帯: 5MHz, 10MHz 
5.7GHz 帯: 5MHz, 10MHz, 20MHz 

 

実証用無線機の質量はアンテナを含む状態で 700g 以下

であることを確認した。また、消費電力は資源割当（3 機

に割当時間を均等配分）をした状態において 25W 以下と

なることを確認した。製作した実証用無線機の外観を図

2-4-3 に示す。 
 

 
図 2-4-3 実証用無線機の外観 
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２．４．２ フィールド実証試験 
 フィールド実証試験では 3 機の UAS 実機を使用して 1
つの周波数を使用して 3UAS が通信できることを確認す

るため、3 対向 6 台の実証用無線機と課題ア、イ、ウの成

果を統合したフィールド実証試験システムを構築した。フ

ィールド実証試験システムは、図 2-4-4 に示すとおり無人

航空機、地上局、資源割当制御用システムにより構成され

る。 

 
図 2-4-4 フィールド実証試験システムの構成 

 

無人航空機に専用ペイロードを搭載した際の外観を図

2-4-5 に示す。専用ペイロードは主にカメラ、映像処理 PC、

実証用無線機、バッテリで構成され、搭載用レールに取り

付けた後に無人航空機に搭載する構造である。 

  
図 2-4-5 専用ペイロードの搭載 

 

地上局装置は無人航空機に搭載する実証用無線機から

の映像データを受信し、映像表示端末 PC にて表示すると

ともに、資源割当制御用システムへの資源要求量と資源割

当結果を操作端末 PC（資源割当制御 API プログラム）を

介して、地上局の実証用無線機から機上の実証用無線機へ

伝送するものである。地上局装置と資源割当制御用システ

ムの外観を図 2-4-6 に示す。 
資源割当制御用システムは課題アの成果である電波伝

搬シミュレータと課題ウの成果である資源割当制御アル

ゴリズムを資源割当制御プログラムによって統合し構築

した。 
 

 
図 2-4-6 地上局装置の外観 

 

フィールド実証試験は福島ロボットテストフィールド

にて実施した。UAS3 機が飛行する様子を図 2-4-7 に、3
機のカメラ映像を各表示端末に表示した様子を図 2-4-8

に示す。 
 

 
図 2-4-7  UAS 3 機が飛行する様子 

 

 
図 2-4-8  UAS 3 機の映像表示の様子 

 

２．４．３ まとめ 
 課題エの目標である小型・低消費電力の実証用無線機を

製作し、目標仕様を満足することを確認し、また、課題ア

～エの成果を取り纏め、1 つの周波数チャネルを使用して

3 機以上の UAS が使用可能であることを実証するための

フィールド実証試験システムを構築した。フィールド実証

試験において、3 機の UAS を近傍の空域において飛行さ

せ、同一周波数を使用して 3 機の無人航空機から地上局へ

映像伝送できることを実証した。 
 

３．今後の研究成果の展開 
本研究開発にて実施した映像処理技術については、注視

領域を画面の中心部分としたが、実際の運用では無人機の

位置やカメラの向き、対象物の移動などによって変化する

ことが考えられる。今後は、注視領域を動的に変化させる

技術の研究開発を実施する計画である。同様に、トラフィ

ック適応映像処理技術は、本システムだけでなく LTE と

いった公衆網を介した映像配信でも利用可能である。今後

は、公衆網を使った広域監視事業等での実用化に向けた活

動を進める計画である。 
また、無人機市場は拡大傾向であり活用されるシーンは

多岐に渡ることから、小型無人航空機搭載用低消費電

力・小型無線装置は、用途・目的に応じた 適な出力等

のカスタマイズを検討するとともに様々な分野への適用

を検討し、低コスト化を含めて実用化につなげたいと考え

ている。 
さらに、国外では、本研究成果の製品化・実用化を目指

して、国連アジア太平洋経済社会委員会の無線グループに

て本研究成果の寄与文書を入力している。2018 年 9 月に

開催された AWG の第 24 回会合（AWG-24）(APT AWG-
24、2018 年 9 月 17〜20 日、[バンコク、タイ])では、APT 
AWG-24 にて作成中の「UAS に関する現在の周波数利用

状況および将来計画に関するアンケートの調査結果報告」

草案への追記情報として、本研究開発で実施した「同一又

は近傍の空域で運用される複数のドローンが有限な周波
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数を効率的に利用するための周波数リソース割当システ

ム」の研究開発事例を紹介し、草案に追記された。これに

より、アジア関連各国に本研究成果をアピールすることが

できたと考えられる。引き続き実用化及び国際標準化に研

究成果を貢献していく予定である 

 

４．むすび 

本研究開発では、同一又は近傍の空域で運用される複数

の無人航空機システム（Unmanned Aircraft Systems, 
UAS） が有限な周波数を効率的に利用するため、UAS の
台数や周波数帯域幅等の要求に応じて動的に割り当てを

行い、複数の UAS が１の周波数を共用または連携可能な

動的時間・空間資源配分技術や適応映像処理技術の研究開

発を実施し、実証実験により１つの周波数を３つの UAS
で共用可能であることを確認した。これらは、対象周波数

の共同利用の促進に資する技術であり、今後、ドローンが

利活用される環境に展開していく予定である。 
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