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概要 

地上に設置した 90GHz 帯ミリ波無線局群を、ネットワークを介して統合制御することで列車を追尾し、基地局ハンドオー

バによるスループットを劣化させることなく、高速な通信を実現するバックホール技術を開発した。北陸新幹線において

フィールド試験を実施し、240km/h で通過する車両に対し通信途絶なく 1.5Gbps のスループットが実現可能であることを

示した。列車内において 60GHz 無線アクセスシステムの活用を検証し、遮蔽物があった場合にも高い接続性を担保できる

ことを示した。 

 

Abstract 

We developed high-speed millimeter-wave backhaul technology using 90-GHz track-side radio access units controlled 

via an optical network. The network control enabled uninterrupted communication between the track side units and 

onboard terminal in the train car. We demonstrated 1.5-Gbps throughputs from the track-side units to the onboard 

terminal travelling at 240 km/h in Hokuriku Shinkansen. We also demonstrated 60-GHz wireless access system for 

passengers onboard with high connectivity by optimization of the base station locations. 

 

１．まえがき 

現行の新幹線や、国内外で建設が進められている次世代

高速鉄道はその移動速度が 500 km/h と大きく、また、1000

人程度の乗客が一列車に集中することから、公衆網を利用

した既存の移動体通信システムでは、乗客が満足するユー

ザーあたりの回線速度を実現する事は困難な状態にある。

スマートフォンやクラウド・エッジコンピューティングが

社会基盤として益々重要性を増してくるなか、長距離を長

時間拘束されがちな高速鉄道移動中でも安定したブロー

ドバンド環境の供給は必須である。 

また、高速鉄道へ毎秒ギガビット級の高速通信を実現す

るためには、従来モバイルで用いられるマイクロ波帯に比

較して広帯域な周波数割り当てが行われているミリ波帯

の利用を検討するべきであるが、一方で周波数が高い分、

波長の逆自乗則で律せられる伝搬減衰が極めて大きい。加

えて、大気中の酸素分子・水分等に大気減衰も大きく、ミ

リ波帯だけで中・長距離の通信システムを構成するのは現

実性に欠ける。 

これらの状況を受け、高速鉄道が一定の軌道上を移動す

るという点を利用し、軌道に沿って敷設した光ファイバネ

ットワークと、指向性・広帯域性に優れたミリ波帯の電波

資源を組み合わせる事により、高速移動体に向けたブロー

ドバンド接続手段を実現するための基盤技術を確立し、周

波数ひっ迫緩和と高い周波数の利用を促進するものであ

る。 

本研究課題では、90GHz 帯のミリ波帯無線による高速移

動用バックホール技術を確立し、移動速度 200km/h 以上

の列車内に対し 1Gbps 伝送環境を実現することを目的と

して研究開発を実施した。90GHz ミリ波無線機をデバイス

から新規開発し、ファイバ無線技術を基盤とする光ネット

ワークによる無線機の最適制御と配送経路の切り替え、な

らびにそれらを統合した実環境対応システムを開発し、実



 

 

電波資源拡大のための研究開発 

第 12 回成果発表会（2019 年）  

環境フィールドにて検証試験を実施した。また、将来高速

鉄道への適用検証を行うためのシミュレーションモデル

の構築とその数値検証も合わせて実施した。 

図 1 に取り組みの概略を示す。中央制御装置でベース

バンド処理された信号を、ファイバ無線ネットワークを介

して地上無線局へ配信し、鉄道車両内の車上無線局とミリ

波無線により通信を行う方式である。ユーザが 2 次元上に

移動する一般モバイル無線とは違い、軌道上に無線覆域セ

ルを 1 次元・線形的に配置することができるため、リニア

セル方式の採用が可能である。また、上述の通り、走行す

る鉄道車両位置を中央制御装置で把握することで、ファイ

バ無線ネットワーク上に配置した光スイッチを制御し、列

車のいる地上無線局へ信号を適時配信する。あたかも、仮

想的な無線基地局が列車を追尾しながら移動するように

見えるため、車上無線局からは基地局が切り替わっていな

いように見え、つまり、基地局切り替えハンドオーバを引

き起こすことなく、常時通信することが可能になる。原理

的には超高速鉄道においても適用可能であるため、高速移

動する移動体への通信途絶のない無線通信が実現できる。 

 

 
図 1 高速鉄道向けリニアセル型ミリ波バックホールシス

テムの概略図 

 
地上・鉄道間のバックホール接続をユーザ利便性高く利

用するためには、鉄道車内での高速無線アクセスシステム

の実現も必要不可欠である。従来 Wi-Fi では帯域幅制限に

よるスループットの頭打ちだけでなく、多数ユーザの車内

集中による電波環境の劣化が更にスループットを低下さ

せる。そのため、60GHz ミリ波による無線アクセスシステ

ムの車内伝搬環境を評価し最適なアクセスポイント配置

と通信制御により高スループットの無線アクセス技術の

開発も実施した。 

 

２．研究内容及び成果 

本研究開発はその開発目的別に以下 3 つの課題に

分けられる。 

(ア) 高速移動用バックホール実現のための無線技術の開

発（担当：日立国際電気） 

広帯域ミリ波無線を実現する回路・システム技術の開発

を実施した。 

(イ) 高速移動用バックホール実現のための RoF 技術の開

発（担当：情報通信研究機構、電子航法研究所） 

ファイバ無線 RoF 技術を用いる光ネットワーク部の設

計および開発を実施した。 

(ウ) 高速鉄道環境でのシステム統合技術及び鉄道環境試

験技術の開発（担当：鉄道総合技術研究所、KDDI 総

合研究所、日立国際電気） 

高速鉄道向けフィールド統合試験を実施するための統

合技術ならびに車内ミリ波アクセスシステムの評価を実

施した。 

各課題の開発達成状況についての詳細は以下で述べる。 

 

課題ア 高速移動用バックホール実現のための無線技術

の開発 

通信信号を生成しミリ波帯へ変換するベースバンド処

理機構および RF 回路、その信号品質を評価するための評

価技術、ならびに高速で移動する鉄道車両位置を検出し適

切な配送経路を選択する制御技術についての研究開発を

実施した。概略は以下の通りである。 

 

課題アー１ 車載無線装置・線路側無線装置用の RF・BB 回

路部の研究 

90GHz 帯、特に移動サービスとして周波数割当されてい

る 92.0〜94.0 及び 94.1〜100GHz 帯において双方向通信

を行うためのベースバンド処理部および RF フロントエン

ドの開発を行った。図 2 に構成概要を示す。信号処理は

利用する FPGA および接続されるアナログ・デジタル変換

器の仕様の都合上、シンボル速度 250Mbaud とし、それを

4 波サブキャリア多重化することで送受信信号とした。中

央制御装置内および車上無線局に設置するベースバンド

処理部では、FPGA にて IQ 信号を生成し IQ ミキサにて中

心周波数 1.8 GHz、2.2 GHz、2.6 GHz、3.0 GHz の IF 信

号を生成後電力合成部にて 4 波多重化し、その後 10 GHz

の局発にて周波数アップコンバートを行い光部へ入力す

る信号を生成した。受信はその逆プロセスである。送受信

信号の帯域幅は 1.45 GHz である。RF 部は、中心周波数

12.5 GHz の４波マルチキャリア信号と、およそ 14GHz の

局発信号を 6 逓倍したものとをミリ波帯ミキサにてアッ

プコンバートを行い 90GHz 帯ミリ波信号とした。送受は周

波数分割多重化方式とし、地上無線局→車上無線局は中心

周波数 95.7 GHz、車上無線局→地上無線局は 98.5 GHz と

する構成とした。アンテナと送受信部はデュプレクサで接

続し送受同時通信を実現している。受信は送信の逆プロセ

スで IF 帯へ変換される構成である。 

 

 
図 2 （上）開発したベースバンド処理回路部と（下）RF

フロントエンド部の構成 

 

ベースバンド処理部により生成した IF 帯信号の電気ス

ペクトルを図 3 に示す。各サブキャリアの明瞭な分離が

観測され SN 比 50dB 程度確保できる構成を実現できた。

ミリ波帯でも同様であるが、計測評価機器（ミリ波帯ハ

ーモニックミキサ）の関係上 2 チャネル目と 3 チャネル

目の分離ができていない。単チャネル計測では分離でき

ているため、SN 比の劣化を抑えつつミリ波信号の生成が

実現できたといえる。特に、車上無線局→地上無線局リ

ンクでは地上無線局で受信する電力変動が大きく、光リ

ンクへそのまま導入することはダイナミックレンジの観
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点から難しい。そのため 40 dB 程度の 14 GHz 帯可変利得

増幅器を開発し、各地上無線局内の RF 部直後に実装し

た。 

 

  
図 3 （左）ベースバンド処理部で発生された IF 信号（4

波マルチキャリア信号）と（右）RF 回路を経て発生され

た 95.7 GHz ミリ波信号のスペクトル 

 
これらのベースバンド部および RF 部を集積して中央制

御装置およびトランシーバを構築した（図 4）。本研究課

題でもちいたアンテナは、伝送距離 1 kmを実現する関係

上、地上無線局側にアンテナ利得 42 dBi、車上無線局側

にアンテナ利得 35 dBiのカセグレンアンテナを用い、フ

ィールド試験に使用した。 
 

 
図 4 （左）ベースバンド処理部、IF 変換部、光変調部

からなる中央制御装置と（右）地上無線局 RF 部 

 

課題アー２ 車載無線装置・線路側無線装置用の伝送品質

評価技術の研究 

通信信号そのものの評価にはオシロスコープやスペク

トラムアナライザなどの計測装置が広く用いられ、基礎評

価などが簡便に行えるが、そのような大型機器を用いたフ

ィールド試験中の信号品質評価はスペース的にも消費電

力的にも困難である。通信システム評価においてはビット

誤り率、EVM、RSSI、スループットなどの評価軸があるが、

フィールド上でのアンテナ調整や機器調整には RSSI およ

び EVM のリアルタイム評価が欠かせない。そこで、本課題

では、光ファイバ接続された地上無線局で受信した RSSI

とベースバンド信号処理部で復調された信号 EVM を評価

するシステムを開発した。 

ベースバンド処理部を構成する FPGA 内に I および Q 信

号をモニタできる回路を設け、ギガビット・イーサネット

端子を介して制御 PC 上に表示させるものである（図 5）。

RSSI は無線局側に具備した電力受信機をデジタイズし光

デジタルリンクにて中央制御装置へ伝送している。ファイ

バ無線による通信信号送受信と、光デジタルリンクにて送

受信される地上無線局制御信号とで光ネットワークを構

成することにより、通信と制御を両立させる方式とした。

また、FPGA 内に IP 信号をカプセル化して IQ 変復調信号

とする回路を組み込むことで、制御 PC で容易に評価がで

きる基盤を確立した。ミリ波帯においても EVM、RSSI だけ

でなくスループットもリアルタイムで評価する技術を確

立した。 

 

 
図 5 伝送品質評価ソフトウェアのスクリーンショット例 

 

課題アー３ 移動アクセス制御技術に関する研究開発 

高速に移動する列車の位置を把握し、最適な経路を選択、

地上無線局から車上無線局へ信号伝送することは本研究

課題の根幹の一つである。そこで、本研究開発で開発した

無線機の最大到達距離推定を回線計算より推定した。表 1

に回線設計例を示す。課題ア−１で開発した無線機の諸元

を用いて計算したところ、最大伝搬距離はおよそ 1000m と

推定された。 

表 1 回線設計例 

No. 

送 /

受

信、

伝搬 

項 目 数 値 備 考 

1 

送 

信 

 

車 

上 

局 

 

周波数

(GHz) 
96.0   

2 
送信電力

(dBm) 
10.0  1 ｷｬﾘｱあたりの平均電力 

3 

送信ｱﾝﾃ

ﾅ･ｹﾞｲﾝ 

(dB) 

35.0  ｱﾝﾃﾅ角 0°、96.0 GHz 

4 

ｱﾝﾃﾅ･ﾚﾄﾞ

ｰﾑ損失

(dB) 

0.0  今回は未使用のため 0 dB 

5 
送信ｱﾝﾃﾅ

高 (m) 
2.9  ﾚｰﾙ面からの高さ 

6 

車両窓ｶﾞ

ﾗｽ損失

(dB) 

18.5  垂直偏波時（ 実測値 ） 

7 
実効電力 

(dBm) 
26.5  No2+No.3-No.4-No.6 

8 

伝 

搬 

最大伝搬

距離

（m） 

1020.0  

自由空間における電波伝

搬距離 

 

9 

自由空間

損失 

(dB) 

132.3  
No.8 に示す距離の自由空

間損失 

10 

大気水蒸

気損失 

(dB) 

0.51 
ITU-R P.676-10 より 

0.5dB/km at 100GHz 

11 

受 

信 

 

路 

線 

局 

ｱﾝﾃﾅ･ﾚﾄﾞ

ｰﾑ損失 

(dB) 

1.0   

12 

受信ｱﾝﾃ

ﾅ・ｹﾞｲﾝ 

(dB) 

42.0  ｱﾝﾃﾅ角 0°、96.0 GHz 

13 
受信ｱﾝﾃﾅ

高 (m) 
2.9  ﾚｰﾙ面からの高さ 

14 
受信電力 

(dBm) 
-65.3  

No.7-No.9-No.10-

No.11+No.12 

15 

所要受信

電力 

(dBm) 

-65.3  No18+No.19+No.20 
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16 

受信帯域

幅

（MHz） 

312.5  

250 MHz ｼﾝﾎﾞﾙ×ﾛｰﾙｵﾌ率

（1+0.25） 

17 
受信機 NF 

(dB) 
10.0  ﾏｰｼﾞﾝは未考慮 

18 

受信機熱

雑音 

(dBm) 

-79.1  
No.16 と No.17 より算出

される熱雑音電力  

19 
所要 C/N 

(dB) 
13.8  

・変調方式 DQPSK 

・BER = 1×10＾（-7)  

・同期検波、誤り訂正な

し 

20 

所要 C/N

ﾏｰｼﾞﾝ 

(dB) 

0.0  
ﾏｰｼﾞﾝは未考慮のため 0 

dB 

 

本結果より自由空間モデルの場合見通し内で通信を行

えば理論上 1km の伝送が可能になることが推測される。

この計算をもとにフィールド試験における地上無線局配

置を工事設計条件と勘案して設計した。 

地上側無線局を切り替える方式としてフィールド試験

用システムでは 1 対 N 双方向光スイッチを複数台同期し

て用いた。図 6 にネットワーク概念図を示す。中央制御

局と複数の地上無線局を 1:N スイッチで接続した。中央

制御局からは、送信信号、受信信号、地上→車上用光局

発信号、車上→地上用光局発信号の 4 系統があるため、

それぞれスイッチ群に接続されている。鉄道車両のいち

検出は、鉄道司令所からの情報取得が将来的に期待され

るが、本研究開発におけるフィールド試験では各地上無

線局に設置した光位置センサを用いて、鉄道の通過を検

出した。通過後に次の地上側無線局へ切り替えること

で、列車を追尾する方式とし自動切り替え・追尾型ネッ

トワークを実現した。 

 

 
図 6 光スイッチと地上無線局とのネットワーク概念図 

 
課題イ 高速移動用バックホール実現のための RoF 技術

の開発 

ミリ波無線信号を効率的に生成、配送するための光技術で

あるファイバ無線(RoF)技術を用い、高速に移動する鉄道へ適

時配信するための技術の開発を実施した。概略は以下の通り

である。 

課題イ−１ 大容量多値変復調技術の開発 

毎秒１Gbps を超える大容量ミリ波信号を、光ネットワ

ークにも親和性の高い RoF 技術を用いて発生・復調するこ

とを主眼とした。そこで、本課題では、高い周波数利用効

率を実現するため 16 値直交振幅変調(QAM)などの高次変

調を利用した。一般的に RoF や光技術では変調速度を高め

ることで大容量通信が実現可能であるが、ミリ波帯では電

波法関連法規の関係上、光技術と比較した広帯域性の確保

が困難である。また、一般的には、波長の短いミリ波伝搬

では周波数選択性フェージングが頻発することが予想さ

れるため、広帯域変調の採用も困難である。そこで、周波

数帯域幅を制限しつつ、大容量性を確保するため、ゼロガ

ードバンド方式の周波数分割多重化とその中間周波数帯

(IF)信号の光伝送およびミリ波変復調方式を検討した。 

図 7 にゼロガードバンド方式による高周波数利用効率

RoF 信号の IF スペクトル(7.5〜17.5GHz)および各成分の

復調コンスタレーション図を示す。90〜100GHz 帯の 10GHz

帯域幅にサブキャリア信号を 10 チャネル(1GHz OFDM 信

号)多重化させた。各成分はミリ波送信・受信デバイスに

合わせて適応変調を実施し、また送信側にてフェージング

補償のためのプリエンファシス処理を行うことで、帯域内

での平坦化を実現し、90GHz 帯における総チャネル容量

45Gbit/s が実現可能であることを示した。 

 

 
図 7 ゼロガードバンド方式周波数分割多重化 RoF 信号の

ミリ波伝送後受信スペクトルと 10 周波数チャネルの復調

コンスタレーション図 

 
課題イー２ 光信号配送ネットワーク技術の開発 

基地局切り替えに伴うハードハンドオーバ処理を排除

し通信途絶を極力少なくするためには、RoF ネットワーク

を介して中央制御装置から地上無線局へ、効率的に、かつ、

適時的に信号を配送する必要がある。そこで、本課題では、

光スイッチによる配送経路切り替えの検討と連携システ

ムへの適用だけでなく、波長分割多重(WDM)方式を用いた

スケーラブルな RoF ネットワークを開発した。光スイッチ

方式ではその切り替え速度が 10 ミリ秒程度以上であり、

通信するパケット間ガードタイムよりも長い場合がある。

パケット・フレームの最適化により光スイッチ方式に適応

した方法も開発可能であるが、さらに先端的開発として、

超高速波長可変レーザと静的な WDM 合分波器を組み合わ

せることで、さらなる波長チャネル(地上無線局)の高速切

り替えが可能になり、また 50 チャネル以上を 1 本の光フ

ァイバに収容可能になるため、コストメリットも高い。そ

のため本文では WDM 方式の成果について述べる。 

図 8に高速波長可変レーザから発せられる光源の IF変

調後スペクトルを示す。本課題で開発した高速波長可変レ

ーザは、発振波長は ITU-T 50GHz グリッドに準拠ており、

チャネル切替速度は 3 マイクロ秒であった。実際に 50GHz

スペースで WDM 100 チャネル発振が可能であり、100 台の

地上無線局を 1 本の光ファイバで収容することが可能で

ある。送信した IF信号を 90GHz 帯ミリ波へ変換後も 16QAM

信号が十分な品質を担保していることが確認された。その

切替速度は等長ファイバ時には 3.5 マイクロ秒であり、十

分に高速な切り替えを実現した。伝送ファイバに 2km の差

がある場合の経時変化は 14.5 マイクロ秒であり、ファイ

バ中の光速短縮率 0.67 を考慮すると妥当である。以上の

ことから、スケーラブルな光配送システムが WDM-RoF ネッ

トワークを採用することで実現可能であることを示した。 
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図 8 (上)100 チャネル光信号発生が可能な高速波長可変

レーザの光スペクトルと(下)配送経路を切り替えた際の

信号途絶時間の様子 

 
課題イー３ 光＝高周波相互変換技術の開発 

RoF ネットワークによるミリ波アクセスシステムにお

いて配送された光信号からミリ波信号へ変換する光＝高

周波変換技術は必要不可欠である。相互変換に際して、IF

信号から RF 信号へ周波数変換する方式が一般的に用いら

れているが、ミキサ・発振器などの部品点数の増加がフッ

トプリントの増大およびコストの上昇を引き起こす。また

IF 帯とはいえ広帯域な信号伝送を行うには、IF 信号のキ

ャリア周波数を高く設定する必要があり、そのため、本課

題では、広帯域な光・高周波変換技術を開発した。本文で

は、特に、IF 伝送を行わず、90GHz 帯ミリ波 RoF 信号を直

接 90GHz ミリ波帯へ高効率で変換する光変換器・ミリ波増

幅器集積モジュールを開発したので以下述べる。 

マルチキャリア方式における RoF 伝送実験構成機略図

を図 9に示す。100GHz系では、IFキャリア信号（90-100GHz）

を光信号へ直接変換できないため、２トーン信号からの

85GHz キャリア光信号を上側波帯信号と下側波帯信号に

分離し、片側のスペクトル信号に強度変調（IF=7GHz、16QAM、

OFDM、データ速度 11Gbps 信号）を行った。その後もう片

側のスペクトル信号と合波することで IF＝92GHzの 16QAM、

OFDM 信号（11Gbps）を生成した。この光信号を新規設計・

試作した 90GHz 帯集積光検出モジュールへ直接入力し、

24dBi のホーンアンテナを接続した。光ファイバー長は

RoF伝送を想定し10km、ワイヤレス伝送距離は1mとした。

受信は IF=92GHz の信号をミキサーにより 15GHz へダウン

コンバートし、オシロスコープで信号解析を行った。同図

に IF=92GHz、マルチキャリア方式による 16QAM コンスタ

レーション波形結果を示す。PD への光入力パワー+1.8dBm

以上で比較的良好な波形が観測でき、+2.8dBm 時の EVM は

13.8％であった。また入力パワー0dBm 以上において、BER

＝1×10-3 以下を確認することができた。本実験結果は

7％の FEC を考慮しエラーフリーが得られるものと推測さ

れ、統合化システム模擬実験のためのモジュール性能が確

認できた。 

 

 
図 9 開発した高効率光＝ミリ波変換試作モジュールによ

るミリ波変換システムへの適用検討 

 

課題イ−４ 光逓倍による通信技術の開発 

 光ファイバーによる長距離伝送を実現し，周波数利用

効率を向上させるため，光逓倍によるミリ波信号伝送シ

ステムを構築した。図 10 に光 2逓倍後にベクトル変調

信号を得る場合の概念図を示す。 
 

 
図 10 光 2 逓倍方式を利用したミリ波ベクトル変調信号

伝送システムの概念図 

 

 レーザー光を入力した光変調器にミリ波周波数の半分

の周波数で、振幅、位相を補正したローカル信号を入力

し、ファイバーにて伝送する。長距離伝送した後、光―

電気変換を行い所望のベクトル変調信号を得る技術を開

発し、90GHz帯にて 250Msymbol/secのレートで

64QAM信号が生成できることを実証した。 
この技術の実システムへの導入可能性を実証するた

め、日立国際電気で製造した統合システムの変調器部と

連接した基地局と路面局の送信部を試作した。図 11 に

光 2逓倍型基地局と路線局の送信機、および送信機で発

生した信号を解析する測定器の外観を示す。統合システ

ムは 94.8、95.2、95.6、96.0を中心周波数とする 4つの

QPSKサブキャリアを有する無線信号である。そこで、

ベースバンド信号の座標を 2逓倍用に変換し、各サブキ

ャリア信号を基地局で生成後、光領域で合波して路線局

側で統合システムと同様の送信と受信信号が同じ信号を

得られることを実証した。 
 図 12 に各サブキャリアのコンスタレーションを示

す。それぞれのサブキャリアで QPSKの信号が十分な変

調精度で再現できた。これにより、本光 2逓倍方式がミ

リ波バックホール統合システムに適用可能であることが

実証できた。 
 

試作モジュール 
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図 11 光逓倍型ファイバー無線を利用した統合システム

基地局外観 

 

 
図 12 光逓倍型ファイバー無線を利用した統合システム

信号測定結果 

 

課題ウ 高速鉄道環境でのシステム統合技術及び鉄道環

境試験技術の開発 

地上と 200km/h 以上の速度で走行する列車との間で

Gbps オーダーの大容量のデータ伝送を行うシステムの

設計・開発を進めるうえで、地上-車上間の電波伝搬特性

（減衰特性、フェージング等）と、無線伝送品質（ビット

誤り率等）を把握する必要があるが、これまで 90GHz 帯

における電波伝搬特性や伝送品質を鉄道環境で実測した

例は無い。また、対列車通信システムのサービスエリアは、

線路幅方向が十数m 程度であるのに対して線路方向には

数十 km～数百 km と極端に細長いため、多数の地上局が

線状に並ぶ形態となり、移動局を追跡して確実に接続する

ためのネットワーク制御技術が必要である。さらに、今後

の携帯電話・スマートフォンの進展を考えると、列車内で

も 60GHz 帯等のミリ波帯を使用した乗客への情報伝送

も普及すると考えられる。列車内空間におけるミリ波の電

波伝搬に関しては未だ本格的な検討が行われていないの

が現実であるため、実利用状態でのミリ波の伝搬現象を把

握することも必要となる。以上より、地上-車上間におけ

る対列車電波伝搬特性、列車内空間における電波伝搬特性、

さらにはネットワーク制御技術の検討を行った。 

 

課題ウー１ 対列車伝搬特性 

 対列車伝搬特性を把握するため、高速鉄道における基本

的な構造物のひとつである、両側に防音壁があり、地表面

がスラブ軌道である高架を想定した環境における電波伝

搬特性の測定を行った（図 13 上部構造図）。その結果、

平坦な高架環境における電波伝搬特性として、アンテナ高

が防音壁よりも低い方が、伝搬損が小さくなる傾向である

ことを確認した。一例として、防音壁 1.24m、アンテナ高

が 1mの条件下では、100m離隔での伝搬損が自由空間よ

りも約 10dB小さくなることが分かった（図 13）。 

 

 
図 13 高架環境における伝搬試験結果 

 

 同様に、もうひとつの高速鉄道における基本的な構造物

であるコンクリートトンネルにおける電波伝搬特性の測

定を行った。地表面が平坦なスラブ軌道と不規則なバラス

ト軌道のそれぞれにおける測定結果を比較し、どちらも伝

搬損が自由空間よりも小さく、約 1000m の距離では、スラ

ブ軌道の方がバラスト軌道よりも約 20dB 伝搬損が小さい

傾向があることが分かった（図 14）。 

 

 
図 14 トンネル環境における伝搬試験結果 

 
 新たな無線通信システムを導入する際、新造車両でない

場合には全ての車両にアンテナ設置のための改造を施す

ことが必要となるが、コストが膨大にかかることが懸念さ

れる。そこで既存車両における車上アンテナ設置箇所とし

て、運転台ガラスの内側を想定し、ガラスが 90Ghz 帯ミ

リ波の伝搬に与える影響を測定した。その結果、ガラスへ

の電波の入射角度と偏波により、その減衰量が異なること

が分かった（図 15）。特に、入射角度が小さい場合には偏

波の影響が顕著であり、入射角度が 20度においては、水

平偏波において 25dB 程度減衰する場合があることが分

かった。そのため、ガラスへの入射角度が小さい車両にお

いては、垂直偏波を使用することが望ましいといえる。 
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図 15 ガラスによる減衰特性の一例 

  
 本プロジェクトでは、最高速度約 240km/h における試

験を実施し、約 1.5Gbps での高速データ通信が可能であ

ることを実証確認している。しかし、国内においては、最

高 320km/h での新幹線の営業運転がなされている。そこ

で、高速移動時のフェージングによる影響を想定したシミ

ュレーションを実施し、より高速で走行する環境での伝送

特性を推定した（図 16）。その結果、500km/hでの走行時

においても、信号対雑音比（S/N）が 11dB以上確保でき

れば、誤り訂正を行うことで符号誤り率(BER)がエラーフ

リーとなることが確認できた。この結果より、本システム

がさらなる高速で移動する環境においても実現可能であ

ることを確認した。 

 

 
図 16 フェージングの影響を考慮した 1chあたりの BER

対 S/N 特性の例（K 値=6） 

 

以上のように、90Ghz 帯ミリ波による対列車通信システ

ムの無線回線設計に有益なデータを得ることでできたと

ともにそれらの蓄積を行った。 

 

 

課題ウー２ ユーザー向け列車内伝搬特性 

 前述した高速鉄道車両向けのギガビット級のバックホ

ール回線を活用するには、客室内で乗客向けにギガビット

級通信を提供する必要がある。このために、60GHz 帯の

ミリ波利用により、ほぼ全座席 (99%以上) で 1Gbpsを超

える伝送速度を提供して、ユーザースループットを従来

Wi-Fi 比で 50%以上の向上を目標として研究開発を実施

した。 
 60GHz帯の無線方式としては、広帯域の通信が可能で、

かつ一般的な端末等への実装を考慮して IEEE802.11ad 
(WiGig)を用いた。しかし、既に客室内で利用されている

Wi-Fi の 2.4GHz や 5GHz 帯よりも 60GHz 帯は伝搬損

失が大きく、乗客や座席等による遮蔽の影響を大きく受け

るなど、伝搬特性が大きく異なる。そこで、シミュレーシ

ョン評価と客室内測定による、60GHz 帯の客室内伝搬の

特徴の把握を行い、それに基づく客室内アクセスポイント

(AP)配置、遮蔽による WiGig 切断時の無線切替手法の検

討を行った。 
客室内 AP配置については、Wi-Fi用 AP配置のこれま

での知見は、伝搬特性が異なることから適用できないと考

えられる。そこで、客室内のミリ波の伝搬特性に影響を及

ぼす環境の変化（例：乗客や荷棚の荷物等の変化）を考慮

した、最適な AP配置場所の検討を実施した。様々な条件

でのシミュレーションを実施して、高い伝送速度が得られ

た AP配置について、高速鉄道車両の客室内で乗客や荷物

の配置を考慮した測定を行った。その結果、図 17に示す

APを通路上の天井直下に配置する方法で、全ての座席で

1Gbpsを超える伝送速度となることを確認した。 
 

 
図 17 最適な AP 配置とその際のユーザースループット 

 

WiGig の電波が人体等で遮蔽された場合、通信を維持す

るためには無線を切り替える必要がある。このために、ま

ずは高速伝送を維持するために他の WiGig AP への切替

を実施し、それが行えない場合に緊急避難的に Wi-Fi に

切り替える方針とした。本方針を実現するため、(a)適切な

切替先 WiGig APの選択法、(b) WiGigと Wi-Fiのスムー

ズな切替法を検討した。(a)については、客室内測定を通じ

て、端末と WiGig APの位置関係次第で、電波の受信強度

に関わらず通信品質が低い、すなわち信号劣化が発生して

いる WiGig APが存在することを把握した。そこで、適切

な WiGig APを選択するために、信号劣化が発生していな

いことを意味する、WiGig APが狭ビームを割り当てる率

を指標とする WiGig AP選択法を考案した。この効果を客

室内測定で評価して、受信強度のみで WiGig APを選択す

る従来法に対する考案法の効果を確認した (図 18)。(b)に
ついては、最近広く用いられている MP-TCP (MultiPath 
TCP)を採用することで、客室内実験でスムーズな切り替

えが行えることを確認した。 
 

 
図 18 WiGig AP 選択法による平均伝送速度の向上 
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前述した検討内容を全て適用し、高速鉄道車両の客室内

で総合的な実証実験を実施した。客室内の全座席を対象に、

座席テーブルに端末を配置して、図 19のような動画を用

いたアプリレベルでの測定により、1Gbps を超える伝送

速度を得られることを確認した。さらに、端末と APの間

に人が立つ、通路を人が歩く等、遮蔽環境を様々に変化さ

せても、伝送速度の低下時あるいは通信切断時に、伝送速

度が高い他の WiGig APへ切り替えて、配信動画の再生、

データ通信が継続することを確認した。また、60GHz 帯

での通信と Wi-Fi(802.11n)通信のユーザースループット

を比較して、前者が 50%以上向上することも確認した。こ

れらの結果により、ユーザーの利用環境を想定した上での

到達目標の達成を確認した。 
 

 
図 19 実験端末の画面例 

 

 

課題ウー３ ネットワーク制御 

今回の研究開発成果を統合し、実際の鉄道環境において

実証実験を行った。具体的には、北陸新幹線富山～金沢間

において時速約 240km で走行する列車と沿線に設置した

地上無線局間にて、ミリ波（90GHz 帯）無線通信システム

による毎秒 1.5Gbps のデータ伝送実験に成功した。 

 

 
 

図 20 地上無線局設置状況 

 

図 20 に示すように地上無線局を配置し、営業列車の後

部運転席に設置した車上無線局が通過する際、車上⇔地

上間で 1.5 ギガビットのデータ伝送が複数の地上無線局

にわたり維持されることを確認した。これは課題アで説

明したリニアセル方式のコンセプト実証であり、携帯電

話網の様に別の地上無線局に移行する際に、いわゆるハ

ンドオーバーが発生することが無い。新幹線や、次世代

高速鉄道の様に移動速度が早くなればなるほど、ハンド

オーバーに伴う実効的な伝送速度の低下は深刻化すると

予想される。今回、実証に成功したリニアセル方式は、

例えば東京⇛新横浜間程度の距離で一回程度のハンドオー

バーを行えば、通信が維持できる可能性があるため直線

的に高速移動する新幹線の様な移動体には適した方式で

あることを実証できた。 

 

 
図 21 地上無線局、車上無線局の位置関係 

及び車上局の配置図 

 

図 21 に走行する新幹線上の車上無線局と線路脇の電架柱

に設置した地上無線局の位置関係及び配置図を示した。 

 

車上無線局、地上無線局には、計測用端末(ノート PC)が
接続され、車両走行中には図 22のような通信状態を確

認することができる。各 CHの QPSKコンスタレーショ

ンと RSSI受信電力(4波合成値)及び各 chごとの伝送速

度も 100ms毎に計測した。 

    
図 22 地上無線局側の測定状況 

 
図 23は新幹線が地上無線局１⇛2⇛3⇛4と時速 240km/h

で移動した際の地上⇔車上間の伝送速度の変化を示して

いる。距離基準点で新幹線の後部運転席の車上無線局が

無線エリアに入ると同時に、伝送速度は 1.5Gbpsとなっ

ている。その後 200-400m区間で伝送速度が低下してい

る原因は、この範囲が駅のホームに相当しており、緩い

カーブとなっていることに起因している。カーブ区間で

は地上無線局の設置間隔を短くするか、電子制御式の指

向性可変アンテナを使用して受信電力の低下による伝送

速度の低下を抑えることが可能であるが、今回の実験で

はカーブ区間の影響を評価するために、あえて図 20の

様な配置とした。 
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図 23 新幹線通過時の伝送速度 

 

約 1.4kmの区間において、約 1.5Gbpsの伝送速度が維

持できる事を確認した。今回の実験では実装しなかったが

アンテナダイバーシティーの採用や、新幹線の前方運転

席・後方運転席の両方に車上無線局を配置して、システム

全体の伝送速度を向上させることも実現できることを検

討した。 

 

国際標準化活動の推進 

国際競争力の強化を実現するためには、本研究開発の成

果を研究期間中及び終了後、速やかに関連する国際標準化

規格・機関・団体へ提案を実施することが重要である。

2019 年の世界無線通信会議（WRC）の議題 1.11 におい

て、鉄道用路車間通信に用いる周波数調和の世界的または

地域における検討が始まった。移動業務に割当てられてい

る周波数帯において調和候補周波数帯が議論されている。

本研究開発では高速鉄道の安全運用管理のための広帯域

大容量無線伝送を目的として、90GHz 帯の利用を検討し

ている。ITU-R、APT/AWG、APT/ASTAPにおいて複数

の標準化提案を行っているが、今後も引き続き、国際標準

への提案活動を行っていく予定である。また、実用化に向

けた国際標準化を視野にいれて、ITU-R WP5A（移動通

信）において ITU-R WP5B(無線測位)、WP7C(電波天文)
および WP7D(地球探査)との周波数共用検討を推進して

いる。 

 

３．今後の研究成果の展開 

 90GHz 帯を利用した高速移動用バックホール技術に関

しては、営業中の新幹線環境を使用した基本技術の実証を

行った。今後は、今回確立した基本技術を発展させミリ波

通信と RoF 技術を活用した高速鉄道システム用の新しい

無線通信システムを実用化するため、更なる技術検討を進

めていく。また技術開発と並行し、国際電気通信連合 ITU
において周波数帯（92.0-109.5GHz）における鉄道無線応

用の国際標準化活動も推進していく。更に鉄道・航空など

インフラ向け電波システム海外展開の一環として国内外

の共同研究機関と協力し実証実験や実用化に関しても積

極的に推進していく。 

ユーザー向け列車内伝搬特性においては、高速鉄道車両

内でのミリ波の無線伝搬特性を把握し、高いユーザースル

ープットを得るためのミリ波を用いたアクセスポイント

配置や無線切替法などの成果が得られた。ミリ波帯は 5G

時代に移動体通信網や WiGig 後継(IEEE 802.11ay)等で

の活用が見込まれている。このため、高速鉄道車両内とい

った閉空間での利用時を中心に、得られた知見を適用する

等により、成果を適宜反映していく。 

 

 

４．むすび 

 今後の有効活用が期待される 90GHz帯を使用してバッ

クホール回線で車上⇔地上間を接続し、更に車内ユーザー

に対してはスマートフォンでの利用が期待される 60GHz
帯を使用した高速なWiFi伝送を行うための基盤技術を開

発した。いずれの技術も、社会のクラウド化・IoT化が進

んでいく中で需要が高まっていく事は間違いない。今回開

発した要素技術、要素技術をベースにした実証実験技術の

各成果は引き続き実用化に向けた検討を進め、社会実装に

つなげていく。 
なお、本研究開発においては運営委員を始めとした有識

者の皆様には適宜有益な助言を頂きつつ推進いたしまし

た。研究コンソーシアムとして感謝申し上げます。また、

新幹線環境における実証実験フィールドを利用させて頂

いた西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）および各種デ

ータ取得にご協力をいただきました東日本旅客鉄道株式

会社(JR 東日本)においては、貴重な環境を利用させて頂

き誠にありがとうございました。 
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