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概要
本研究開発では、OSI 階層のレイヤ 2 以下での複数の周波数帯（920 MHz 帯、2.4 GHz 帯、5 GHz 帯）の自律分散的
な同時利用の実現に向けて、過去のセンシング結果に基づいてリアルタイムに将来の無線リソースの利用状況を予測す
るセンシング技術や、その予測結果に基づき同時送信可能になるまで待つか、即座に送信するか判断する無線アクセス制
御技術、周波数ダイバーシチ効果を得るための無線フレーム同時伝送技術等の研究開発を行った。試作装置による実験な
らびに、シミュレーション評価により、これらの技術を組み合わせることで、単一帯域のみ用いる従来技術比約 2.7 倍の
面的周波数利用効率の向上を達成することを確認した。

Abstract
We have developed technologies for a wireless local area network (WLAN) system to simultaneously exploits multiple
frequency bands to improve spectral efficiency. The developed thechnologies include realtime prediction of upcoming
busy/idle duration from the past utilization of the channels, access control to properly determines how long a node
pends its transmission so as to find available multiple bands with the aid of the busy/idle prediction, radio frame
configuration across multiple bands to obtain frequency diversity gain, and so on. Through computer simulation and
experimental evaluation, we confirm that the proposed WLAN improves an area throughput performance by 2.7
times compared with conventional single-band WLAN.

１．まえがき
免許不要帯である 2.4 GHz 帯や 5 GHz 帯においては従
前からの無線 LAN（local area network）の利用の拡大に
加えて、スマートフォンの普及等を背景としたモバイルト
ラヒックのオフロードが進展しており、無線 LAN のトラ
ヒックは増加の一途にある。さらに、スマートメータやセ
ンサーネットワークといった IoT（Internet-of-things）や
M2M（machine-to-machine）の利活用が積極的に進めら
れていることから、上記の周波数帯に加えて 920 MHz 帯
についても今後周波数資源の更なる逼迫が懸念されてお
り、これらの周波数帯における無線通信システムの周波数
利用効率の向上は喫緊の課題である。
周波数利用効率を向上させる技術としては周波数の異
なる無線チャネルを束ねて同時に使用するキャリアアグ
リゲーションが実用化されているが、個々の無線システム
が独立にチャネルアクセスを行う免許不要帯においては
図 1 に示すように単一周波数帯の中でのみの実施に止ま
っている。また、異なる無線通信システムを上位レイヤか

ら制御し組み合わせることにより複数の周波数帯を利用
するヘテロジニアスネットワークが検討されているが、無
線通信システムが複数必要になることに加えて上位レイ
ヤでデータの振り分け等を処理する必要があり、瞬時的に
変動する各周波数帯の無線利用状況に応じた即時的制御
の実施は容易ではない。
そのため、本研究開発課題「複数周波数帯域の同時利用
による周波数利用効率向上技術の研究開発」では、単一の
無線通信システムにおいて OSI 階層のレイヤ 2 以下で複
数の周波数帯（920 MHz 帯、2.4 GHz 帯および 5 GHz 帯）
を柔軟に選択して同時に利用することにより、図 2 に示す
ように各周波数帯に散在する未使用の無線リソースを活
用し、従来技術と比較して周波数利用効率を 2 倍以上改善
する無線伝送技術の研究開発を行ってきた。具体的には、
下記に代表される技術等について検討を行った。
・複数周波数帯の無線チャネルの空き状況等を効率的に
把握するため、１台の装置で効率良くリアルタイムセン
シングし、過去のセンシング情報に基づいて未来時刻の
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利用状況等を予測する技術
・チャネルセンシング結果に基づいて、無線リソースを万
遍なく使用するために必要となる複数周波数同時伝送
に適した無線アクセス制御技術
・複数周波数帯による同時伝送の特徴を活かした同期処
理技術と誤り制御技術、複数レイヤ間での連携制御技術
により、伝送・情報品質の向上を実現する技術
その結果、面的周波数利用効率（利用可能な周波数帯を
使って無線伝送した単位面積・単位時間あたりの有効デー
タ量）を、単一帯域のみ用いる既存技術と比較して目標性
能である 2 倍以上を達成できることを、計算機シミュレー
ションならびに試作装置による伝送実験により確認した。
以下、本研究開発により得られた成果の概要を示す。

図 1 従来無線 LAN と考案技術適用時の
チャネル利用イメージ図

２．１．複数無線周波数帯チャネルセンシング技術
の開発
図 1 に示すように複数の周波数帯に散在する未使用リ
ソースを活用して伝送を行うには、各周波数帯・無線チャ
ネルのチャネル利用状況をチャネルセンシングにより適
宜収集する必要がある。ただし、全ての無線チャネルを同
時にセンシングしようとすると、必要となるハードウェア
規模が莫大となる課題がある。また、様々な無線システム
が独立にチャネルアクセスを行う免許不要帯では各周波
数帯・無線チャネルにおける未使用リソースの発生はラン
ダムとなる。このため、複数の周波数帯を利用して同時伝
送を行うには、近い将来における各周波数帯・無線チャネ
ルの利用状況を高精度に予測する必要がある。
以上より、複数無線周波数帯チャネルセンシング技術の
開発に際して、4 つのサブテーマを設けて技術開発を行っ
た。
・単一無線装置によるリアルタイムセンシング技術：1 台
の無線装置で多数の無線チャネルを効率良くリアルタ
イムにセンシングする技術
・センシング対象チャネル選択制御技術：センシングの必
要が無いチャネルを除外してセンシング対象チャネル
数を削減する技術
・複数無線装置による協調センシング技術：複数の無線装
置が連携してセンシング情報を交換・共有することで、
１台がセンシングするチャネル数を低減する技術
・過去情報に基づく予測センシング技術：将来の無線リソ
ースの利用予定等を高精度に予測する技術
以下、各サブテーマの内容・成果について述べる。

図 2 複数帯域同時伝送のイメージ図

２．研究内容及び成果
本研究開発では図 2 に示すように、瞬時的に利用可能な
周波数帯・チャネルの幅や伝搬損に応じて各帯域の伝送レ
ートを決定し、その結果に基づいて複数周波数帯・チャネ
ルにわたりチャネルボンディングした物理フレームを送
信することで、複数周波数帯を同時に利用する。
この複数周波数帯同時利用の実現に向けては、下記の技
術が重要となる。
・現実的なハードウェア規模でリアルタイムに必要な情
報を取得する「複数無線周波数帯チャネルセンシング技
術」
・複数周波数帯における無線チャネルの利用状況に応じ
て使用周波数帯や送信パラメータを制御する「複数無線
周波数帯無線アクセス制御技術」
・複数周波数帯における伝搬特性の違いの活用や、複数周
波数帯同時利用による伝送の広帯域化により伝送品質
の向上を図る「複数無線周波数帯無線フレーム同時伝送
技術」
各技術はそれぞれ要素技術に分解できることから、上記 3
技術に対してそれぞれサブテーマを設け、研究開発を行っ
た。以下、各技術の開発における研究テーマと、主要な成
果について述べる。

図 3 複数帯域同時伝送のイメージ図

２．１．１．単一無線装置によるリアルタイムセン
シング技術
複数の周波数帯における無線チャネルの中から複数の
無線チャネルを適切に選択して使用するためには、無線チ
ャネルの利用状況をリアルタイムに検出する必要がある。
しかし、既存技術をそのまま適用すると、無線チャネルの
利用状況の検出時間の増加や回路規模の増加による消費
電力の増大、無線装置の大型化等の問題が生じてしまう。
そのため、本課題では既存の無線 LAN 装置からの回路規
模増大を抑えつつも、複数周波数帯・無線チャネルのリア
ルタイムセンシングを実現する回路構成の検討を行った。
IEEE 802.11n 以降の無線 LAN では MIMO（multipleinput multiple-output）伝送が採用されており、無線 LAN
装置には複数のアンテナ・RF 系が搭載されている。MIMO
伝送は反射波が多く発生する環境ではアンテナ数に比例
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する伝送速度が実現できるが、反射波の少ない見通し環境
ではアンテナ数増加による伝送速度の向上が小さい。その
ような環境では MIMO 伝送よりも複数周波数帯同時利用
の方が効果的であることから、伝搬路状態に応じて
MIMO 伝送と複数周波数帯同時伝送との間で伝送モード
を切り替えることを想定した。回路構成としては図 3 に示
すように、既存無線 LAN と同等の無線回路を複数並列化
するものとし、伝送モードに応じて PLL（phase locked
loop）と周波数フィルタをスイッチで選択する構成を考案
した。このような構成にすることで、回路規模の大幅な増
加を抑えつつ、必要なリアルタイムセンシングを行って効
率良く複数周波数帯同時伝送を実現することができる。
また、本研究開発では国内主要空港や鉄道ターミナル等
で実際のチャネル利用状況を測定し、そのデータを用いて
1 台の装置がセンシングすべき無線チャネル数の検討を
行った。結果として、送信機会獲得確率の観点からは周波
数帯内で 2 チャネルをセンシングすると費用対効果が高
いとの結論を得た。

図 4 協調センシング方式のコンセプト

２．１．２．センシング対象チャネル選択制御技術
および複数無線装置による協調センシング技術
無線 LAN で十分な送信機会を得るためには、未使用リ
ソースの多い無線チャネルを使用することが重要である
が、各チャネルの利用状況は時々刻々と変動することから、
使用中のチャネルが混雑する事態が発生し得る。従って、
多くの送信機会を得るためにはチャネルの混雑状況に応
じて使用チャネルを変更する必要があり、それには定期的
に他のチャネルの利用状況を把握する必要がある。しかし、
無線 LAN が利用可能な無線チャネル数は一般的な無線装
置に搭載されるチャネル数より多いため、実際にはセンシ
ングすべきチャネルの数を絞り込むと共に、複数の無線装
置でチャネルセンシングを分担する必要がある。そのため、
サブテーマ「センシング対象チャネル選択制御技術」では
センシングおよび通信に使用すべきチャネルを適切に選
択する方式の検討を行い、サブテーマ「複数無線装置によ
る協調センシング技術」では複数の無線装置間でセンシン
グを分担して行う際のオーバヘッドを低減しつつ、必要な
センシング情報を取得可能にする技術の検討を行った。
無線 LAN は送信側と受信側の双方で無線リソースが利
用可能な場合にのみ通信を行えるため、実質的に利用可能
な無線リソース量は、BSS（basic service set）内で最も
混雑している場所に位置する端末が利用可能な無線リソ
ース量に大きく依存する。従って、使用する無線チャネル
を適切に選択するには、最も状況が悪い場所に位置してい
る端末からの情報を確実に収集する必要があり、かつそれ
に必要なオーバヘッドを小さく抑える必要がある。これを
実現するためには、端末側で自身のセンシング結果が重要
かどうかを判断し、それに基づいて報告の要否を判断でき
る機構が必要となる。
そのため、無線チャネルがセンシングや通信の実施に適
することを示す指標として、
「適切度」という 0 から 1 の
範囲で値を持つスカラー指標を定義した。具体的には、チ
ャネル利用率（COR）を用いて「適切度=(1-COR)」をベ
ースラインとし、これに COR の変動の大きさや干渉ノー
ドや隠れ端末の数などを加味することにより、ロバスト性
の向上に寄与できる指標とした。また、図 4 に示すように
他の端末が報告した適切度が自身のそれよりも小さい場
合は自身の報告を取りやめることで、不要な報告を削減す
る協調センシング方式を考案した。本協調センシング方式
については計算機シミュレーションにより性能評価を行
い、図 5 に示すように協調センシングのオーバヘッドを著
しく削減できることを確認した。

図 5 協調センシングのオーバヘッド削減効果

図 6 PNN に基づく予測センシングのイメージ図

２．１．３．過去情報に基づく予測センシング技術
複数周波数帯同時伝送を行うには使用する各周波数帯・
無線チャネルにおける送信権獲得可能性を正確に予測す
る必要があり、これには idle/busy 状態が今後どれだけ継
続するかを正確に把握する必要がある。そのため、各無線
チ ャ ネ ル の キ ャ リ ア セ ン ス 結 果 に 対 し て AR
（ autoregressive ） 法 や PNN （ probabilistic neural
network）等の機械学習を適用し、今後の idle/busy 状態
継続時間を予測する手法の検討を行った。
図 6 に PNN に基づく予測センシングのイメージ図を示
す。物理センシングまたは仮想キャリアセンシングにより、
一定間隔（スロット、本稿では 9𝜇s）でチャネル状態
（idle/busy）を取得する。そして、𝑁 × 𝑁 スロットの長
電波資源拡大のための研究開発
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さのブロック（P-matrix）の idle/busy の発生パターンを
学習し、直近𝑁 スロットのパターンを入力として、次に現
れる長さ𝑘のパターンを出力する。具体的には、想定され
る各出力パターン候補についてベイズ推定により発生確
率を推定し、最も発生確率が高いパターンを予測結果とし
て出力する。
上記の予測センシングアルゴリズムに関して、実環境に
て取得したチャネル利用状況データを用いた計算機シミ
ュレーションにより性能評価を行った。図 7 にシミュレー
ション結果の一例を示す。結果から、目標性能（予測誤差
が 25 ポイントを超える確率を 20％以下）を達成できるこ
とを確認した。
なお、上記の予測センシングアルゴリズムについては 3
チャネル分を 2600 万ゲート相当の FPGA 上に実装して
おり、動作クロック 100MHz、約 6 MGate の回路規模で
約 14.5𝜇s の処理遅延でリアルタイム動作可能であること
を確認している。

が高くなる。従って、フレーム送信を行う際にはある無線
チャネルで送信権を得たら即座に送信する場合（図 8 中の
(a)）と、
（図 8 中の(b)および(c)）のいずれを行うかをチャ
ネルの利用状況に基づいて随時判断する必要がある。その
ため、各周波数帯における近い将来の送信権獲得可能性に
基づいて、フレーム送信をペンディングする最大時間を決
定する方式の検討を行った。
具体的には、あるチャネル送信権を得たら、他のチャネ
ルの予測センシング結果と残りバックオフ時間から図 9
に示すような各チャネルにおける今後の送信権獲得確率
を算出する。この確率を用いて各時点で出せる伝送レート
の期待値を算出し、それに基づいてフレーム送信の完了時
刻が最短となる時刻を送信待機時間に設定し、その時刻に
て送信権を得られているチャネル上でフレーム送信を行
う。
上記送信タイミング制御方式の有効性を確認するため、
計算機シミュレーションによる評価を行った。同一帯域幅
の 3 周波数帯を利用可能とし、図 9 に示す経過時間帯送
信権獲得確率を仮定した場合の使用 MCS（modulation
and coding scheme）対スループット特性の一例を図 10
に示す。結果から、ペイロードが長いほど複数周波数帯同
時伝送によるスループットの向上効果が高くなることを
確認した。
上記の検討に加えて、各周波数帯の利用可能帯域幅や伝
搬状況に応じた送信電力・MCS 制御、干渉の存在を考慮
した送信電力制御の検討や、適切な MCS 選択に必要とな
る無線 LAN のフレーム誤り率予測技術に関しても検討を
行った。また、異なる複数周波数帯の同時送受信を利用し
て中継伝送における伝送遅延短縮を実現する手法につい
ても検討を行った。

図 7 国内主要空港で測定したトラヒックデータ
での予測精度

２．２．複数周波数帯無線アクセス制御技術の開発
複数周波数帯を効率的に活用するには、各周波数帯にお
ける瞬時的な無線リソースの利用状況と伝搬路の状況に
応じて使用周波数帯・無線チャネルや各種送信パラメータ
を適切に制御することが肝要である。また、実用化の観点
からは既存の無線通信システムをベースとして複数周波
数同時利用を可能とする機能拡張を行うことが望ましい
が、これには既存システムとの間の後方互換性を有するこ
とが重要となる。
そのため、筆者らは複数周波数帯無線アクセス制御技術
の開発に際して、2 つのサブテーマを設けて技術開発を行
っている。
・複数無線フレーム同時送受信対応無線アクセス制御ア
ルゴリズム：チャネルセンシング結果と統計的な利用状
況に基づいて送信タイミングや使用周波数帯等を適切
に制御する技術
・複数無線フレーム同時送受信対応無線アクセス制御プ
ロトコル技術：複数周波数帯の無線チャネルを用いた同
時送信に適した無線アクセス制御アルゴリズムを具現
化するために必要となるプロトコル技術
以下、各サブテーマの内容・成果について述べる。

２．２．１．複数無線フレーム同時送受信対応無線
アクセス制御アルゴリズム
各周波数帯は他の端末と共用するため、複数周波数帯で
送信権を得るためにフレーム送信を長時間ペンディング
すると、既に送信権を得た周波数帯で送信権を失う可能性

図 8 送信タイミング選択のイメージ図

図 9 提案送信タイミング制御のブロック図

図 10 スループット特性の例
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２．２．２．複数無線フレーム同時送受信対応無線
アクセス制御アルゴリズム
本研究開発にて検討している複数周波数帯同時利用技
術は主として IEEE 802.11 無線 LAN への適用を念頭に
おいているため、標準化や実用化の観点からは、既存無線
LAN との後方互換性の保持が重要である。そのため、本
サブテーマでは既存無線 LAN のアクセスプロトコルを踏
襲しつつ、複数周波数帯・周波数チャネルを利用するアク
セスプロトコルを検討した。
考案した複数周波数帯同時利用プロトコルの概要を図
11 に示す。本プロトコルでは利用する各周波数帯に送信
権を獲得するためのプライマリチャネル（PCH）を設け、
それぞれ独立に既存無線 LAN と同様にランダムバックオ
フを行う。各ノードはいずれかの PCH で送信権を得ると、
その送信権を失う前に他の PCH でさらに送信権が得られ
るかどうかを、各チャネルの idle 継続時間とバックオフ
の残り時間からチェックする。そして、これ以上新たな送
信権が得られないと判断した時点で、その時点で送信権を
獲得した PCH を束ねて同時伝送を行う。
考案アクセスプロトコルの性能評価の一例を図 12 に示
す。一定量の背景トラヒックが存在する環境下にて、単一
の周波数帯・チャネルしか使用しない場合、最大待機時間
を固定して考案プロトコルを適用した場合、ならびに
2.1.3 節にて述べた PNN に基づく idle 継続時間予測を適
用した場合の達成可能スループットを計算機シミュレー
ションにより比較した。図 12 に示すように、idle 継続時
間予測と考案プロトコルを併用することにより、最大ペイ
ロードサイズに関わらず待機時間を適切に設定してほぼ
最良のスループットを達成できることを確認した。

なお、920 MHz 帯は 2.4 GHz 帯や 5 GHz 帯と OFDM
シンボル長が異なるため、これらの周波数帯を束ねて同時
伝送を行う際には周波数帯間でプリアンブル構成を変え
る必要がある。920 MHz 帯のプリアンブル構成について
検討を行っており、大容量通信を行う観点からは IEEE
802.11ah と同様の構成として後方互換性を確保するのが
適切との結果を得た。

２．３．複数無線周波数帯無線フレーム同時伝送技
術の開発
複数の周波数帯を同時利用することにより、従来の単一
帯域伝送と比べて伝送帯域幅を広帯域化できる。従って、
従来技術と比較して高い周波数ダイバーシチ効果が期待
できる。加えて、周波数が離れた異なる周波数帯では各々
の伝搬環境が異なることから、周波数帯毎の特性の違いを
上手く利用することで通信品質や情報伝送品質を高めら
れると期待される。
そのため、複数無線周波数帯無線フレーム同時伝送技術
の開発では 3 つのサブテーマを設けて技術開発を行った。
・複数フレーム一括同期処理技術：同時送信された複数の
無線フレームに対して一括して同期処理を行うことで
同期特性・精度を向上する技術
・周波数ダイバーシチ効果を活用した誤り制御技術：各無
線フレームが通過した伝搬路の特性が異なることで生
じる周波数ダイバーシチ効果を活用して高利得の誤り
訂正処理を行い、フレーム損失を低減する技術
・複数レイヤ連携制御による高品質情報伝送技術：周波数
ダイバーシチ効果をさらに活用し、上位レイヤと連携し
て制御することにより、情報の品質を向上させる技術
以下、各サブテーマの内容・成果について述べる。

２．３．１．複数フレーム一括同期処理技術

図 11

IEEE 802.11 無線 LAN との後方互換性を
考慮したアクセスプロトコル

図 12

無線 LAN の MIMO 伝送では各 RF 系は同一の周波数
発振器から生成されたクロックに基づいて駆動される。同
様の構成を複数周波数帯同時伝送に適用する場合、各周波
数帯にて受信される信号の周波数オフセットやタイミン
グジッタには相関が生じる。そのため、本課題では上記オ
フセット・ジッタの相関性を活用した高精度同期手法の検
討を行った。また、実環境において複数周波数同時伝送を
行う際には後方互換性の観点から、同時伝送フレームと既
存の無線 LAN 規格のフレームとを判別できる必要がある。
そのため、フレーム種別の自動判別に適した同時伝送フレ
ームのプリアンブル・物理ヘッダ構成と、フレーム種別の
高精度判別方式の検討も合わせて行った。
図 13 に考案した同時伝送フレームの物理ヘッダ構成を
示す。L-SIG までの構成は各周波数帯にて従来規格と同等
の構成とすることで、既存規格のみに対応した無線装置と
の間のプロテクションを実現すると共に、周波数帯間で
L-SIG 区間の信号合成を行うことで受信性能の改善を可
能としている。また、このような構成とすることにより、
周波数帯間での L-SIG 区間の相関性の有無から、既存規
格との間の自動判別も可能としている。図 14 に本フレー
ム構成による信号検出性能のシミュレーション結果を示
す。結果から、-1.0 dB 以上の SNR（signal-to-noise ratio）
において誤検出率 2％以下、検出見逃し率 10％以下を達
成できることを確認した。

考案アクセスプロトコル適用時の
スループット評価結果
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図 15 考案した HARQ プロトコル

図 13

考案したプリアンブル・ヘッダ構成

図 16 HARQ 適用によるスループット改善効果
の評価例

２．３．３．複数レイヤ連携制御による高品質情報
伝送技術

図 14 フレーム検出性能のシミュレーション結果

２．３．２．周波数ダイバーシチ効果を活用した誤
り制御技術
複数周波数帯同時伝送では異なる周波数帯を同時に利
用して広帯域伝送を行うため、周波数ダイバーシチ利得が
得られやすい。そのため、個々の帯域の伝搬特性の違いを
活用して符号化利得を向上させる周波数帯間一括符号化
方式や、効率的な再送制御を行うための HARQ（hybrid
automatic repeat request）方式の検討を行った。
考 案 し た IR （ incremental redundancy ） ベ ー ス の
HARQ プロトコルを図 15 に示す。DATA フレーム送信前
に RTS/CTS 交換を行って送信側と ACK フレームの送信
終了時刻を予め明示しておくことにより、受信側は DATA
フレームの受信に失敗した際に NACK フレームを送信者
に返送することができる。NACK フレームを受信した送
信者はこれまでに送信していないパリティビットを前回
送信したパリティビットの次のビットから順に受信者に
伝送することにより、IR-HARQ を実現する。
考案した HARQ 方式を適用した際のシステムスループ
ット特性のシミュレーション評価結果を図 16 に示す。結
果から、考案 HARQ 方式の適用によりシステムスループ
ットを 1.5 倍に向上でき、また最大伝送遅延を 1/3 に低減
できることを確認した。

前述の通り、伝搬状況や通信環境は各周波数帯によって
異なるため、達成可能な通信品質も使用する周波数帯によ
って異なる。一方で、ユーザの観点からは使用しているア
プリケーションが所要の体験品質（QoE）を充足していれ
ばよく、過剰な通信品質は不要である。そのため、OSI 階
層のレイヤ 2 以下と上位レイヤとが連携し、個々のユーザ
アプリケーションにおいて所要 QoE を充足するよう各周
波数帯を活用する通信制御・伝送方式や、これを実現する
ためのレイヤ間インタフェースの検討を行った。
具体的には通信制御方式の検討の一環として、AP 間で
各チャネルの COR と使用チャネルの情報交換を行い、
Gibbs Sampling 的アプローチを用いて各 AP のチャネル
選択を行う手法について検討を行い、従来の無線 LAN と
比較して通信品質を改善できることを確認した。

２．４．システムレベルシミュレーションによる統
合評価
前節までに述べた要素技術の統合検証に向けて、主要技
術を実装したシステムレベルシミュレータを開発し、多数
端末が存在する環境における複数周波数帯同時伝送無線
LAN の面的周波数利用効率（システムスループット）を
評価した。
シミュレーション諸元を表 1 に、想定するネットワーク
トポロジーを図 17 に示す。IEEE 802.11ax の Residential
Scenario（SS1）を参考に、20 m 四方の区画を3 × 3のタ
イル状に並べたエリアを想定する。各区画の中央に AP
（access point）を設置し、各 AP には区画内にランダム
配置された 3 台の STA（station）が帰属するものとした。
3 周波数帯による同時伝送が可能な提案無線 LAN の
AP/STA を中央区画に配置し、周囲区画に単一帯域を使う
従来 AP/STA を配置した。提案無線 LAN はフルバッファ
トラヒックとし、他区画の背景トラヒックは指数分布に従
う間隔（分布の平均値と、トラヒック量は表 1 を参照）で
発生させた。2.2.2 節の検討結果の通り、920 MHz 帯を含
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む同時送信を行う場合は後方互換性を確保するフレーム
フォーマットを用いる。また、920 MHz 帯における
10%Duty は非適用とし、米国におけるチャネル構成を適
用した。
図 18 に、提案無線 LAN が単一帯域（2.4 GHz）しか利
用できない場合（従来端末相当）、複数帯域を利用できる
場合、複数帯域を利用しながら予測センシングおよび無線
アクセス制御技術も適用した場合の、システムスループッ
トを示す。結果より、従来端末と比較して、複数帯域を利
用することで約 2.5 倍のシステムスループットを達成し
ている。さらに、PNN による予測センシングおよび無線
アクセス制御技術も適用した場合、約 2.7 倍のシステムス
ループットを達成することを確認できた。
表 1 シミュレーション諸元

・複数周波数帯同期処理・フレーム検出機能
・複数周波数帯符号化・復号化機能
使用周波数帯の構成は 2 種類あり、一方は実環境における
検証を行うため 2.4 GHz 帯、5.2 GHz 帯および 5.6 GHz
帯とし、もう一方は 920 MHz 帯を含めた複数周波数帯同
時伝送の検証を行うため 920 MHz 帯、2.4 GHz 帯および
5.2/5.3 GHz 帯の構成とした。
PNN による予測センシング機能および、予測結果に基
づく複数周波数帯無線アクセス制御機能は追加基盤に実
装した。試作機と追加基盤を光トランシーバで接続し、試
作装置からはチャネル利用状況を追加基盤に転送し、追加
基盤では入力情報を用いて PNN によるチャネル利用状況
予測、および予測結果に基づいて送信タイミング（いつま
で待つか）を決定する。その結果を試作装置に転送し、試
作機は送信タイミングまで待ってから空いているチャネ
ルを使ってフレーム伝送を行うことにより、提案アルゴリ
ズムを含む複数周波数帯同時伝送を実現する。

図 19 開発した伝送装置の試作機の機能構成

図 17 ネットワークトポロジー

図 20 開発した試作機の外観

２．５．１．干渉トラヒック存在下における複数周
波数帯アクセス制御方式の暗室内伝送実験
図 18 システムスループットの評価結果

２．５．試作機開発と伝送実験
シミュレーションに加え、実験によっても考案技術の有
効性を検証するため、主要技術を実装した伝送装置の試作
機を開発した。図 19 に開発した試作機の機能構成を、図
20 に試作機の外観を示す。試作機は 3 つの周波数帯に対
応しており、下記の機能を実装した。
・各周波数帯で 3 チャネルのリアルタイムセンシング機
能
・複数周波数帯アクセス制御機能

開発した試作機を用いて、電波暗室内で構成 1（2.4
GHz 帯、5.2 GHz 帯、5.6 GHz 帯）の周波数帯を用いた
伝送実験を行った。図 21 に試作機および周辺装置との
接続状況を、図 22 に実験風景を示す。この伝送実験で
は、市販の無線 LAN 装置によって干渉トラヒックを発
生させた環境下で、リアルタイムに無線チャネルの空き
状況予測を行うとともに、その予測結果に基づいて無線
アクセス制御を行ってスループットの向上度合いを評価
した。
実験により測定したスループットの向上率を図 23 に
示す。結果から、空き状況予測を行わずに無線アクセス
制御を行った場合には、１つの無線チャネルのみを使用
する既存の無線 LAN 装置よりも約 3.2 倍のスループッ
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ト向上効果が得られている。さらに予測センシング機能
によりチャネルの利用状況をリアルタイムに予測し、予
測結果に基づいて無線アクセス制御を行った場合には、
既存装置に対するスループット向上効果が約 3.4 倍に向
上することが確認できた。

２．５．２．複数周波数帯符号化方式の暗室内伝送
実験
考案した周波数ダイバーシチ効果を活用した誤り制御
技術である、周波数帯間一括符号化方式の有効性を検証す
るために、電波暗室内において構成 2（920 MHz 帯、2.4
GHz 帯、5.2 GHz 帯）の無線チャネルを用いて伝送実験
を行った。実験風景を図 24 に示す。
実験により測定したスループット特性を図 25 に示す。
考案技術（本技術）を適用した試作機では、周波数帯間一
括符号化による周波数ダイバーシチ効果でフレーム損失
が低減し、1 つの無線チャネルのみを用いる場合（既存技
術）と比較してスループットが向上していることが分かる。
また、各伝送距離のスループット向上率の平均が約 1.3 倍
以上となることが確認できた。

図 21 試作機および周辺装置の接続状況

図 24 複数周波数帯符号化方式の暗室内伝送風景

図 22 複数周波数帯アクセス制御方式の
暗室内伝送実験風景

図 25 複数周波数帯符号化方式の伝送実験結果

３．今後の研究成果の展開
３．１．実用化への取り組み

図 23 複数周波数帯アクセス制御の伝送実験結果

平成 28 年度の当初計画では平成 29 年度から市場調査
と IEEE 標準規格（新規格）のドラフト版準拠の製品企
画を開始する予定であったが、図 26 に示す通り平成 28
年度から前倒して市場調査と製品企画を開始した。市場調
査結果から、無線センシング情報に基づき無線によるリア
ルタイム制御を行う分野に対して、本研究開発の成果を適
用することで、高信頼・低遅延等の「無線の高付加価値」
を提供することが可能であると考え、
「スマート工場分野」
「医療 ICT 分野」を当面のターゲットとし、お客様訪問
を実施している。
製品企画としては、当初本研究開発成果の早期普及のた
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め、IEEE 標準規格（新規格）のドラフト段階において、
新規格ドラフト版準拠の製品を市場導入する計画として
いた。しかしながら、新規格の標準化完了を待つことなく、
研究開発終了後 2 年以内を目途に、研究開発成果の要素技
術を IEEE 標準規格（現行規格）に適用した製品の市場導
入を目指すこととした。平成 29 年度は、IEEE 標準規格
（現行規格）に複数ダイバーシチ効果を活用した誤り制御
技術（2.3.2 節に記載）を適用した製品試作を完了し、平
成 30 年度に製品開発を完了し、お客様に提案活動を実施
している。なお、IEEE 標準規格（新規格）のドラフト版
準拠の製品試作は標準化の状況を見つつ実施時期を判断
することとした。

４．むすび
本研究開発では、無線 LAN、IoT/M2M 等の自営系無線
通信の周波数帯のひっ迫の緩和に向けて、単一のシステム
において OSI 階層のレイヤ 2 以下で複数の無線周波数帯
（920 MHz 帯、2.4 GHz 帯、5 GHz 帯等）を柔軟に選択
して同時に利用する無線伝送技術を確立した。これらの技
術を実装した試作装置による実験ならびに、シミュレーシ
ョン評価により、これらの技術を組み合わせることで、単
一帯域のみ用いる従来技術比約 2.7 倍の面的周波数利用
効率の向上を達成することを確認した。
本研究開発で検討した複数周波数帯同時利用技術や
HARQ を 標 準 化 対 象 候 補 に 含 む IEEE 802.11 TGbe
（IEEE 802.11ax の後継規格を検討する TG）が設立され
た。今後は本研究開発の成果を当該グループにてタイムリ
ーに提示するなど、標準化の場も含めて開発した技術の実
用化に向けた取り組みを推進する。
表 2 対外発表件数

図 26 実用化計画

３．２．標準化活動
従来の IEEE 802.11 無線 LAN では、データ通信セッ
ションを現在通信を行っている周波数帯から異なる周波
数帯に移動させる Fast Session Transfer（FST）機構が
IEEE 802.11ad 規格にて策定されているが、単一のデバ
イスが複数の周波数帯を同時に用いて単一のデータを伝
送する物理層/MAC 層機能はこれまで策定されていなか
った。そのため、筆者らは IEEE 802.11 無線 LAN に複数
周波数帯を同時利用するための機構を設ける必要性や、複
数周波数帯同時利用の有効性を示す寄書入力を継続的に
行ってきた。
2018 年 5 月の IEEE 802.11 標準化会合では次世代規格
（IEEE 802.11ax の後継規格）を議論する新たなグルー
プの設立を 10 社以上の企業と共同で提案し、320 MHz の
信号帯域幅による伝送、複数周波数帯利用、16 ストリー
ム空間多重を主要標準化機能（feature）として想定する
Extremely High Throughput Topic Interest Group（EHT
TIG）の設立が承認された。本 TIG は 2018 年 9 月から
Study Group（SG）に昇格し、EHT として実現すべき機
能について議論を行うと共に、Task Group（TG）を設立
するのに必要となる PAR
（project authorization request）
および CSD（criteria for standards development）とい
う 2 種類の設立趣意書の作成に関する議論に参画した。そ
の結果、2019 年 3 月に TG の設立が承認され、5 月から
IEEE 802.11 TGbe として活動を開始することとなった。
現状では、下記の技術が TGbe における標準化対象技術
の候補に挙げられている。
・320 MHz 幅伝送と効率的な不連続スペクトラムの利用
・複数周波数帯・チャネルのアグリゲーション・運用
・16 空間ストリーム多重と MIMO 伝送プロトコルの強化
・AP 連携（干渉制御や CoMP など）
・リンクアダプテーションと再送機能の強化（HARQ）
本研究開発にて検討した複数周波数帯同時利用技術や
HARQ は現時点では IEEE 802.11 TGbe の標準化対象候
補技術に含まれている。今後は考案技術の有効性や有用性
を示す技術発表を行うなどにより、参加メンバから幅広い
賛同を集める活動を行う予定である。また、標準化の場に
限らず提案技術のアピールを積極的に行い、提案技術への
賛同を集める活動にも努めていく。

【査読付き誌上発表論文】
[1] Zubair Md. Fadlullah, Yuichi Kawamoto, Hiroki
Nishiyama, Nei Kato, Naoto Egashira, Kazuto Yano,
and Tomoaki Kumagai 、 “ Multi-hop wireless
transmission in multi-band WLAN systems: Proposal
and future perspective ” 、 IEEE Wireless
Communications, Vol. 26 No. 1, pp.108-113（2019 年 2
月）
DOI:10.1109/MWC.2017.1700148
[2] Masanori Yofune，Satoshi Sonobe，Atsuhiko Sugitani，
Yasuharu Amezawa，Shinichi Sato、
“Low latency IRHARQ for multiband WLAN system ”、 IEICE
Communication Express (ComEX) Vol.7 No.6 pp.189194（2018 年 3 月）
DOI:10.1587/comex.2018XBL0019
[3] 雨澤 泰治，夜船 誠致，周東 雅之，薗部 聡司，杉谷
敦彦、“複数周波数帯同時利用無線 LAN における IRHARQ による周波数利用効率の改善”、電子情報通信学
会論文誌 B Vol.J102-B No.2 pp.106-119（2019 年 2 月）
DOI:10.14923/transcomj.2018JBP3028
【査読付き口頭発表論文】
[1] Julian Webber, Abolfazl Mehbodniya, Yafei Hou,
Kazuto Yano, Tomoaki Kumagai、“Study on idle slot
availability prediction for WLAN using a probabilistic
neural network”、Proc. of Asia-Pacific Conference on
Communications (APCC 2017)（2017 年 12 月 11 日）
DOI:10.23919/APCC.2017.8304030
[2] Naoto Egashira, Kazuto Yano, Masayuki Sutoh,
Atsuhiko Sugitani, Yasuharu Amezawa, and Tomoaki
Kumagai 、“ Experimental evaluation of adaptive
simultaneous transmission timing control considering
電波資源拡大のための研究開発
第 12 回成果発表会（2019 年）

idle/busy probability for multi-band wireless LAN”、
Proc. of 2018 Asia-Pacific Microwave Conference
(APMC2018)（2018 年 11 月 8 日）
DOI:10.23919/APMC.2018.8617210
[3] Masanori Yofune ， Masayuki Suto ， Yasuharu
Amezawa，Shinichi Sato、
“Rate-adaptation scheme for
multiband WLAN system” 、 Proc. of Advances in
Wireless and Optical Conference on Riga Technical
University (RTUWO 2018)（2018 年 11 月 15 日）
DOI:10.1109/RTUWO.2018.8587898
【口頭発表】
[1] 矢野 一人, 江頭 直人, ウェバー ジュリアン, 夜船
誠致, 周東 雅之, 杉谷 敦彦, 雨澤 泰治, 佐藤 慎一,
鈴木 義規, 熊谷 智明、
“複数周波数帯域の同時利用によ
る周波数利用効率向上技術の研究開発”、電子情報通信
学会技術研究報告, SR2018-103, pp. 41-48（2019 年 1
月 24 日）
[2] Julian Webber, Abolfazl Mehbodniya, Yafei Hou,
Kazuto Yano, Makoto Usui, Tomoaki Kumagai 、
“ Prediction scheme of WLAN idle status using
probabilistic neural network and implementation on
FPGA”、電子情報通信学会技術研究報告, SR2017-134,
pp. 117-124（2018 年 3 月 2 日）
[3] 江頭 直人, 矢野 一人, ウェバー ジュリアン, 臼井
誠, 周東 雅之, 杉谷 敦彦, 雨澤 泰治, 鈴木 義規、
“3 周
波数帯同時伝送無線 LAN の試作装置開発および伝送実
験評価”、電子情報通信学会技術研究報告, RCS2018-315,
pp. 175-180（2019 年 3 月 7 日）
【申請特許リスト】
[1] 江頭 直人, 菅 宣理，矢野 一人，熊谷 智明、
「無線通
信装置および無線通信方法」、日本国、申請 2017 年 9 月
5 日（特願 2017-170052）、公開 2018 年 10 月 4 日（特
開 2018-157535）
[2] 菅 宣理，江頭 直人, 矢野 一人，熊谷 智明、
「フレー
ムエラーレート予測装置、それを用いた無線通信装置お
よび無線通信システム」、日本国、申請 2017 年 5 月 17
日（特願 2017-098189）、公開 2018 年 11 月 1 日（特開
2018-170752）
[3] Satoshi Sonobe，Masanori Yofune，Atsuhiko Sugitani、
WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM ， RETRANSMISSION PARAMETER DETERMINATION
DEVICE AND RETRANSMISSION PARAMETER
REPORT METHOD、欧州（EPC：独仏）および米国、
申請 2018 年 2 月 8 日（EPC：18155727.3、米国：
15/891,849）
【登録特許リスト】
[1] 矢野 一人, 塚本 悟司, 江頭 直人, ウェバー ジュリ
アン, 熊谷 智明、「無線通信装置および無線通信方法」
、
日本国、申請 2016 年 10 月 21 日、登録 2018 年 3 月 9
日、特許第 6299024 号
[2] 塚本 悟司, 矢野 一人, 江頭 直人, ウェバー ジュリ
アン, 熊谷 智明、「無線通信装置および無線通信方法」
、
日本国、申請 2016 年 11 月 9 日、登録 2018 年 8 月 24
日、特許第 6387541 号
[3] 江頭 直人, ウェバー ジュリアン, 矢野 一人, 塚本
悟司, 熊谷 智明、「無線通信装置および無線通信方法」
、
日本国、申請 2016 年 11 月 4 日、登録 2018 年 8 月 24
日、特許第 6387557 号
【受賞リスト】
[1] Masanori Yofune, Satoshi Sonobe, Atsuhiko Sugitani,
Yasuharu Amezawa, and Shin-ichi Sato 、 RTUWO

2017 Best Paper Award 、“ IR-HARQ scheme for
multiband WLAN system”、2017 年 11 月 3 日
[2] Rui Teng, Kazuto Yano, and Tomoaki Kumagai、WFIoT 2018 IEEE Internet of Things Initiative Best
Paper Award - First Runner-Up 、 “ Scalable
distributed ‐ sensing scheme with prioritized
reporting for multi‐band WLANs”、2018 年 2 月 7 日
[3] Kazuto Yano, Naoto Egashira, Julian Webber,
Makoto Usui, and Yoshinori Suzuki 、 ICAIIC 2019
Excellent Paper Award、“Achievable throughput of
multiband wireless LAN using simultaneous
transmission over multiple primary channels assisted
by idle length prediction based on PNN”、2019 年 2 月
11 日
【報道発表リスト】
[1] 株式会社国際電気通信基礎技術研究所, 株式会社モバ
イルテクノ、“複数周波数帯の無線チャネルを用いて同
時伝送を行う無線 LAN 技術の有効性を基礎実験により
確認～より高速で安定な無線 LAN 通信の実現を目指し
て～”、プレスリリース、2018 年 3 月 29 日
[2] 株式会社国際電気通信基礎技術研究所, 株式会社モバ
イルテクノ、
“3 つの周波数帯の無線チャネルを用いて同
時伝送を行う無線 LAN 技術の有効性を基礎実験により
確認～より高速で安定な無線 LAN 通信の実現を目指し
て～”、プレスリリース、2019 年 3 月 28 日

【国際標準提案リスト】
[1] IEEE 802 Wireless Interim 、 doc.:IEEE802.1117/0129r3、“Issue of congested primary channel in
802.11 WLAN”、提案 2017 年 1 月 16 日
[2] IEEE 802 Plenary Session 、 doc.: IEEE 802.1117/1699r7、
“Introducing multiple primary channels to
exploit unused resources scattered in multiple
channels/bands”、提案 2018 年 3 月 6 日
[3] IEEE 802 Wireless Interim 、 doc.: IEEE 802.1118/0789r10、
“Extreme throughput (XT) 802.11”、提案
2018 年 5 月 10 日

【参加国際標準会議リスト】
[1] IEEE 802 Wireless Interim、Atlanta, GA, USA、
2017 年 1 月 15 日-20 日
[2] IEEE 802 Plenary Session、Rosemont, IL, USA、2018
年 3 月 4 日-9 日
[3] IEEE 802 Wireless Interim、Warsaw, POLAND、2018
年 5 月 7 日-11 日

電波資源拡大のための研究開発
第 12 回成果発表会（2019 年）

