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ⓒ電子情報通信学会2016

無線局免許を必要としない周波数帯（アンライセンスバンド）は，無線 LAN や Bluetooth, ZigBee
などユーザ自らが設置・運用する自営系無線ネットワークを中心として利用されてきました．管理主
体が存在しない状況下で周波数資源を共用するという特徴から，アンライセンスバンドで運用される
無線通信システムの多くは，システムの設計思想，要求条件，技術開発から標準化・市場投入までの
スケジュール，ビジネスモデル，ユーザのコスト負担など様々な点で，ライセンスバンドで運用され
るシステムとは異なる道を歩んできました．

しかし，現在では，自営系無線ネットワークの普及に加え，爆発的に急増する移動通信トラヒック
のオフロード先や，公衆無線 LAN（地方活性化，災害対策），IoT/M2M での利用など，様々なサー
ビスでアンライセンスバンドが利用されるようになっています．また，第 5 世代移動通信（5G）では，
マイクロ波帯のアンライセンスバンドに加えて，ミリ波帯のアンライセンスバンドの利用も検討され
ています．設計思想も，サービス形態も，ビジネスモデルも異なるライセンスバンドとアンライセン
スバンドがすみ分けて利用されてきた時代から，それぞれの特徴を生かして共用される時代に移りつ
つあると言えますが，別の観点では，アンライセンスバンドの潤沢に見える周波数資源を狙った競争
の始まりと捉えることもできます．

周波数資源の獲得競争が始まりつつあるこの時期に，アンライセンスバンドを利用する無線通信シ
ステムとその要素技術に対する理解を深めることを目的として本小特集を企画しました．アンライセ
ンスバンドで運用される無線通信システムの技術開発や標準化の第一線で活躍されている専門家の
方々に，それぞれの立場から要素技術や標準化動向について解説頂きました．伝送に利用可能な周波
数資源の拡大という観点で魅力的に見えるアンライセンスバンドですが，管理主体が不在であるとい
う特徴に起因する様々な問題（異種無線ネットワーク／複数無線ネットワーク／不特定多数の端末で
の周波数共用，セキュリティ対策）に対する解はいまだ十分に見いだせていないように思われます．
来るべきトラヒックや端末数の爆発的増加に備えて，アンライセンスバンドはどのように利用される
べきか？  アンライセンスであるがゆえに抱える本質的課題をどのように解決すべきか？  本小特集が
アンライセンスバンドの利用の在り方とその将来展望を考えるきっかけの一助となれば幸いです．

小 特 集の発 行にあたって

編集チームリーダ  宮本伸一
Shinichi Miyamoto

アンライセンスバンドの周波数資源の利活用

小特集編集チーム
宮本伸一，西森健太郎，畑本浩伸，平松勝彦，古川智章
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1. まえがき

皆さんは列車に乗ったとき，現在

の位置や目的地までの駅数が分から

ずに困った経験はないでしょうか．

このようなことを解消するため，乗

客が必要とする情報を分かりやすく

提供しているのが，列車内ディジタ

ルサイネージシステムです．

列車内ディジタルサイネージシス

テムでは，列車内に設置した液晶画

面に，列車の行き先情報や運行障害

に関する情報，企業広告やニュー

ス，天気予報などを表示することに

より，乗客に安心，安全と快適空間

を提供しています．今から約 15 年

前から急速に導入が進み，現在は多

くの鉄道事業者で導入されているた

め，一度は目にしたこともあるので

はないでしょうか．

近年ではスマートフォンに代表さ

れるパーソナル情報端末の普及によ

り，情報の伝達スピードが向上して

いることから，ディジタルサイネー

ジシステムで提供するニュースや天

気予報などのサービスコンテンツに

ついては，最新の情報をいち早く乗

客に届けることが求められていま

す．またサービスコンテンツは，乗

客を引き付ける効果があり，企業広

告の価値を高めることにも役立って

います．今回は，このようなサービ

スコンテンツの配信の仕組みについ

て紹介します．

2.  列車内ディジタルサイ
ネージ放送の仕組み

列車内のディジタルサイネージ放

送は，図 1 に記載しているとおり，

鉄道事業者が編集したスケジュール

に沿って放映されます．サービスコ

ンテンツには企業広告とは別に専用

の番組枠が存在し，1 日数回，決

まった時間に更新されます．更新時

間ごとに最新の内容のコンテンツを

放映する必要があるため，コンテン

ツ配信は適宜行う必要があります．

一方，企業広告はスケジュールや

コンテンツ内容が前もって決まって

いるため，余裕を持って配信されま

す．そのため企業広告とサービスコ

ンテンツの配信時間が重複した場合

は，サービスコンテンツの配信を優

先する仕組みになっています．

3.  導入当初のコンテンツ 
配信の仕組み

編集されたコンテンツは，図 2

に示すように鉄道事業者が保有する

ネットワークを介して駅の拠点まで

届けられますが，移動する列車に対

しては有線で通知することはできな

いため，無線で配信を行います．

静止画像だけでなく動画像を用い

るコンテンツが多いため，容量もか

なり大きなものです．そのため，

ディジタルサイネージの導入当初

は，無線通信手段として高速伝送が

可能なミリ波や無線 LAN を主に用

いていました．

ミリ波（Extremely High Frequency）

とは，波長が 1〜10 mm，周波数帯

域が 30〜300 GHz の電波を言いま

す．駅などの拠点にミリ波通信のた

めの装置を設置し，電車が駅に停車

している間にコンテンツを配信しま

す．ただしミリ波は直進性が強いた

め，ミリ波通信装置の設置位置に対

して決められた位置に列車が停車し図1 列車内ディジタルサイネージ放送スケジュール例

列車内のディジタルサイネージのための
無線システム

三菱電機株式会社伊丹製作所 知平雅仁，山中朋美
 Masahito Chihira 　 Tomomi Yamanaka 
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てもサービスコンテンツの配信を可

能としています．更に他社路線を走

行中の列車に対しても，図 3 のよ

うにコンテンツ配信が可能です．

5. むすび

今回は「列車内のディジタルサイ

ネージのための無線システム」と題

して，様々な無線方式の概要を紹介

しました．社会情勢の変化による要

望に対して，無線技術の進化，イン

フラの普及により，より良いサービ

スを実現することができるようにな

りました．

これからは，パーソナル情報端末

の普及と無線技術の発展により，端

末とディジタルサイネージとを組み

合わせた新たなサービスの実現が期

待されています．

参　　考
 •  一般社団法人　デジタルサイネージ

コ ン ソ ー シ ア ム，http://www.
digital-signage.jp/about/

運転が行われています．

相互直通運転とは，複数の鉄道

事業者が共同し，お互いに自社の

路線に他社の列車を運行させるこ

とです．

これまでは，自路線の拠点駅にコ

ンテンツ配信のための設備を設置し

ておけば問題はありませんでした．

しかしこの相互直通運転が行われる

ようになったことで，A 社が保有す

る列車が B 社，C 社でも運用され

ることになり，B 社，C 社区間走行

中はコンテンツ配信ができない事象

が発生します．

これを解決するために，広域通信

が可能となる通信手段を用いる必要

性が出てきました．その解決手段と

し て 近 年 活 用 さ れ て い る の が，

WiMAX（Worldwide Interoperability 

for Microwave Access）です．

表 1 に無線通信の特徴について

まとめました．

WiMAX は通信エリアが広く常時

接続が可能なため，伝送速度が低く

ないと，コンテンツの配信が行えな

いという弱点があります．しかし大

容量のデータ伝送が可能であるた

め，多くの鉄道事業者が導入してい

ます．

また駅構内で無線 LAN（Wireless 

Local Area Network）による情報

提供サービスを行っている鉄道事業

者では，その設備を利用してコンテ

ンツを配信することも行っていま

す．ただし無線 LAN は公衆に提供

されているものであるため使用頻度

が高く，また電波干渉を起こして通

信速度が安定しません．そのため，

サービスコンテンツの配信が遅延す

る可能性がありますが，特性を理解

した上で使用されています．

4.  交通網の発達に伴う 
コンテンツ配信の変化

近年，主要な駅の混雑の緩和や，

乗り換えの利便性の向上を図るため

に，都心や副都心を中心に相互直通

表1無線通信方式の特徴

ミリ波
無線LAN

（2.4 GHz 帯，IEEE802.11 b/g）
WiMAX

（WiMAX2+）

1. 伝送速度（*） （1） 理論値 ：100 Mbit/s
（2） 実効速度：60 Mbit/s

（1） 理論値 ：54 Mbit/s
（2） 実効速度：18～21 Mbit/s

（1） 理論値  ： 40 Mbit/s（110 Mbit/s）
（2） 実効速度 ： 10 Mbit/s

2. 通信エリア 通信装置が設置された駅での
み通信可能（10～20 m程度）

通信装置（無線LANアクセスポイント）
が設置された駅でのみ通信可能

地上区間で通信可能
（地下では拠点駅でのみ）

3. 特徴 （1） 高速伝送
（2） 外部の影響に強い
（3） 豊富な採用実績

（1） 汎用的な通信方式を採用
（2）   パーソナル情報端末の普及による

電波干渉が発生
（3） セキュリティ確保が必要

（1） 通信エリアが広い
（2） 常時接続が可能

 （*）理論値：理論上実現可能な速度  実効速度：実際に処理を行った場合の速度

図 2 拠点設置型無線によるコンテンツ配信例 図3 広域無線によるコンテンツ配信例



1 まえがき
スマートフォンやノート PC へ内蔵されている無線

LAN は，IEEE802.11WG（Working Group） に て 異
なるベンダ間の装置でも相互接続を担保するための標準
規格の策定が行われている．本稿では，IEEE802.11 標
準化の変遷と最新動向に加え，また，アンライセンスバ
ンドとセルラシステムを融合する新たな技術として昨今
注 目 さ れ て い る Licensed Assisted Access（LAA），
LTE-Wi-Fi Aggregation（LWA），Multi-Path TCP

（MPTCP）についても紹介する．

2 IEEE802.11 標準化の変遷
IEEE802.11WG は 1991 年に標準技術の策定を開始

し，最初の IEEE802.11 規格は 1997 年に出版され
た （1）．この規格は，当時，有線での構築が一般的であっ
た LAN（Local Area Network）において，LAN ケー
ブル等の設備敷設の手間を大幅に削減し，無線での
LAN 構築を可能とする画期的な技術であった．更に，
2000 年代に入り無線 LAN 機器の価格低下と小形化が
実現され，ゲーム機や音楽プレーヤなど，これまでネッ
トワークに接続できなかったポータブルデバイスをも
ネットワークへ接続可能とする，パラダイムシフトを実
現する技術となった．当時は .11 規格以外にも無線
LAN を実現する無線規格は存在していたが （2），実際に
普及が進み，大きなマーケットの創出に成功したのは
IEEE802.11 規格のみであった．この IEEE802.11 規格
へ機能追加や高度化を行う形で，これまで多数の技術が
規格化されてきた．表 1 に IEEE802.11WG にて策定さ

表1　IEEE802.11標準規格及びグループ一覧
規格名 標準化内容 標準化完了時期 規格名 標準化内容 標準化完了時期
11 2.4 GHz帯無線 LAN 1997 年   6 月 11v 無線ネットワーク管理方式 2011 年   2 月
11a 5 GHz帯無線 LAN 1999 年   9 月 11w 管理フレームのセキュリティ高度化 2009 年   9 月
11b 2.4 G 帯無線 LAN高速化 1999 年   9 月 11y 3.65～3.7 GHz （US向け） 方式 2008 年 11月
11c MACブリッジ機能の追加 1998 年   9 月 11z 端末間の直接リンク方式 2010 年 10月
11d 各国の電波法への対応 2001 年   6 月 11aa ビデオ伝送向け無線 LAN 2012 年   6 月
11e QoSサポート 2005 年   9 月 11ac 超高速無線 LAN （5 GHz） 2013 年 12月
11f AP間通信方式 2003 年   6 月 11ad 超高速無線 LAN （60 GHz） 2012 年 10月
11g 2.4 GHz帯無線 LAN高速化（OFDM） 2003 年   6 月 11ae 管理フレームのQoS対応 2012 年   3 月
11h 欧州向け送信電力制御方式 2003 年   9 月 11af TV White Space 向け無線 LAN 2013 年 12月
11i セキュリティ方式 2004 年   9 月 11ah Internet of Things 向け無線 LAN 2016 年   8 月
11j 4.9～5 GHz（日本向け）方式 2004 年   9 月 11ai 高速リンク確立方式 2016 年   9 月
11k 無線リソース制御方式 2008 年   5 月 11aj 中国向けミリ波無線 LAN 2017 年   6 月
11n 2.4/5 GHz帯の高速化 （MIMO） 2009 年   9 月 11ak 無線 LANブリッジ方式 2017 年   3 月
11p 自動車向け通信方式 2010 年   7 月 11aq サービスディスカバリ方式 2017 年   1 月
11r AP間高速ハンドオーバ方式 2008 年   5 月 11ax 高効率無線 LAN 2019 年   3 月
11s 無線 LANメッシュネットワーク 2011 年   8 月 11ay 次世代 60 GHz 無線 LAN 2019 年 11月
11u 異種ネットワークとの相互接続方式 2011 年   2 月 11az 次世代測位方式 2020 年   3 月
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無線LAN関連システムの
国際標準化動向



れた標準規格の一覧を示す （3）．
IEEE802.11WG では標準化開始の時点における最新

の 技 術 を 取り込 ん で きた．例 え ば，DSSS（Direct-
Sequence Spread Spectrum：直接拡散方式）や OFDM

（Orthogonal Frequency-Division Multiplexing：直交
周 波 数 分 割 多 重 方 式 ），MIMO（Multiple Input-
Multiple Output）を通信用途として市場に投入したの
は IEEE802.11 規格が最初であった．

初期の標準規格では免許を不要とする 2.4 GHz 帯
ISM（Industry-Science-Medical）バンドにて 2.4 GHz
帯域での DSSS，FH（Frequency  Hopping：周波数ホッ
ピング方式），IR（InfraRed：赤外線通信）のいずれか
の方式により最大 2 Mbit/s での通信を可能とする規格
であった （1）．このうち，実際に市場にデバイスが普及
したのはベンダにて実装が進んだDSSS方式のみであっ
た．その後，OFDM 方式にて 5 GHz 帯域において 
最 大 54 Mbit/s の 通 信 を 可 能 と す る 11a （4），CCK

（Complementary Code Keying）方式にて 2.4 GHz 帯
域において最大 11 Mbit/s の通信を可能とする 11b 方
式 （5）が規格化され，PCカード型無線LANカードや，ノー
ト PC への内蔵が急速に進んだ．その後，2.4 GHz 帯に
おいて OFDM 通信を可能とする 11g，MIMO 対応によ
り最大 600 Mbit/s を実現する 11n，160 MHz 帯域幅
までサポートし最大 6.9 Gbit/s を実現する 11ac，ミリ
波対応の 11ad を規格化し，物理層の大幅な高速化を
図ってきた（図 1）．

一方，無線 LAN の普及に伴い用途や実装が拡大する
につれ，MAC（Medium Access Control）層について
も数々の高度化がなされてきた．例えば，11e では無線
LAN の普及に伴い，音声やビデオ等各種アプリケーショ
ン伝送へ対応するための QoS（Quality of Service）へ

の対応が行われた．また，11i ではセキュリティ方式の
高度化，11r では AP（Access Point）間ローミングの
規定，11s ではメッシュネットワークへの対応が行われ
た．

3 IEEE802.11 の技術概要
3.1　パケットの送受信方法

データ通信の開始に先立ち，STA（Station）は AP
を探索（スキャン）し，無線区間の状況や AP の負荷状
況に応じ接続先 AP を決定し，認証完了後に実際のユー
ザデータの送受信が可能となる．

無線 LAN は，アンライセンスバンド，すなわち認証
を取得した装置をユーザが自由に設置し利用できる周波
数帯域にて運用可能であることが求められる．この要求
条件に対し各STAが主体的に接続先のAPと周波数チャ
ネルを選択し，CSMA ／ CA により送信タイミングを
決定する自律分散動作を可能とした点が本標準規格の最
大の特徴である．

図1　IEEE802.11規格における物理層速度の変遷

図2　IEEE802.11における送受信シーケンス
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IEEE802.11 規格では特にこの送受信機構を DCF
（Distributed Coordination Function）と呼んでいる．

.11 規格におけるパケット送受信時の基本シーケンス
を図 2 に示す．STA1, STA2 は，送信タイミングをラ
ンダムに決定し，AP へパケットを送信する．AP は確
認 応 答（ACK） を SIFS（Short Inter Frame Space）
と呼ばれる一定期間後に送信側へ返信する．一方，ラン
ダム時間が長い端末（図 2 の例では STA2）は，STA1
の通信が完了した後に改めて待機時間を消化し，AP へ
パケットを送信する．

3.2　利用可能な周波数チャネル
現在，市場にて普及が進んでいる無線 LAN にて利用可

能な周波数帯域は 2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯である．図 3
及び図 4 に，それぞれの周波数帯域のチャネル配置（例）
を示す．2.4 GHz 帯域では 1ch から 14ch まで，屋内／
屋外を問わず最大 4ch を同時に利用することが可能であ
るが，近年は街中にて公衆無線 LAN 用 AP が大量に設
置され，通信品質の劣化が問題となっている．一方，
5 GHz 帯の無線 LAN では，同一周波数帯にて運用される
レーダシステムへの干渉を考慮し，一部周波数帯域での
屋外利用での制限に加え，干渉を検知した際に周波数や
送信電力を自動的に変更する DFS（Dynamic Frequency 
Selection）及 び TPC（Transmission Power Control）
の使用が必須となっている．そのほか，日本では 11j（日
本向け無線 LAN 仕様）にて 4.9 GHz 帯，11ad（WiGig
と呼ばれるミリ波無線 LAN）では 60 GHz 帯，11ah で
は 920 MHz 帯を利用可能である．

4 最新の標準化状況
4.1　IEEE802.11ax（High Efficiency WLAN）
4.1.1　標準化状況

11ac （6）標準化が完了しつつあった 2013 年頃から，
次世代の無線 LAN 技術の方向性について議論が開始さ
れた．特に，スマートフォンの急激な普及に伴い無線
LAN ホットスポットが乱立し，ユーザ体感品質の低下
が問題となっており，改善が必要である点や （7），オペ
レータの立場からトラヒックオフロードの更なる効率化
を求める点が議論された （8）．

IEEE802 内での承認を経て，上記課題を鑑みた新た
な技術策定の必要性を検討するグループである HEW-
SG（High Efficiency Wireless LAN Study Group）が
新たに構築された．HEW-SG では公衆無線 LAN ホッ
トスポットの増大に伴う干渉量の増大，トラヒックに占
める動画像トラヒックの割合の増大などの課題を鑑み，
従来の物理層の標準化にて主にターゲットとされていた
リンクレベルの高速化ではなく，主にユーザ全体の体感
品質向上を目指したシステムスループットの向上を主な
ターゲットとしている．標準技術策定開始に必要となる，
ス コ ー プ を 定 め る Project Authorization Request

（PAR） が 2014 年 3 月 に 策 定 さ れ た （9）．PAR で は，
5 GHz 帯域のみをターゲットとしていた 11ac とは異な
り，1 GHz から 6 GHz 帯を 11ax 標準化スコープとし
て規定している．また，AP が高密度に設置されたエリ
アにおいても，MAC-SAP（Service Access Point）に
おいてシステム全体のスループットを最低 4 倍以上実
現することが求められている．更に，従来端末との後方
互換性確保も要求条件となっている．

その後，HEW-SG は 2014 年 5 月に 11ax に昇格し
技術策定が開始されている．なお，過去の標準化におい
てアライアンスが乱立し，議論が停止した経験を踏まえ，
四つの小グループ（（1）MAC, （2）PHY, （3）Multi-
User, （4）Spatial Reuse）を構成し，標準化が進めら
れている．技術提案は小グループにて詳細議論がなされ，

一定数以上の賛同が得られたものが 11ax 全体で
の議論の遡上に上る形式となっている．現在も
標準化議論は継続中であり （10），2016 年中には
初版のドラフト規格が発行される見込みであ
る （11）．

11ax での標準化活動開始にあたり，Wi-Fi 
Alliance との議論を含めたユースケースの議論
がなされた （11） 〜 （14）．表 2 に 11ax にて採用され
た Usage Model を示す．過去（11ac 等）の標
準規格化時に議論されたユースケースとの大き
な差異は，AP や STA が高密度に配置されてい
るエリアでの利用を主なユースケースとして上

図3　2.4	GHz帯における周波数チャネル配置（例）

図4　5	GHz帯における周波数チャネル配置
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げている点である．これは前述のとおり，11ax が一ユー
ザ当りのスループット向上ではなく，システムスルー
プット向上を大きな目標としているためである．

4.1.2　技術概要
PAR にて設定された目標の達成に向け，11ax では同

一周波数帯域で動作する従来の 11ac ／ 11n 等と共存
を実現しながら，物理層・MAC 層ともに大幅な機能追
加がなされる予定である （15）．ここでは，現時点で 11ax
にて採用が予定されている技術や従来方式との変更点に
ついて説明する．

I.　OFDM シンボル長の変更
11acにて採用されていたOFDMシンボル長は4.0 μs

（Long GI：0.8 μs）であった．一方，11ax では屋外の
伝搬環境下におけるマルチパス耐性向上のため，OFDM
シンボル長を 13.6 μs（Normal GI：0.8 μs），14.4 μs

（Double GI：1.6 μs），16 μs（Quadruple GI：3.2 μs）
の 3 種類を規定し （16），マルチパス環境下において，大
幅な性能向上を実現している （17）．IEEE802.11ax にて
議論されている OFDM シンボル長について図 5 に示す．
また，OFDM シンボルの拡張とともに，FFT（Fast 
Fourier Transform）サイズは拡大され，11ac にて
312.5 kHz で あ っ た OFDM サ ブ キ ャ リ ヤ 間 隔 は，
78.125 kHz に変更される予定である．

II.　OFDMA
無線リソースの効率的な利用のため，11ax では MU

（Multi-User） - MIMO とともに，OFDMA（直交周波数
分 割 多 元 接 続：Orthogonal Frequency-Division 
Multiple Access）の採用が見込まれている．11ax に
おける OFDMA では，Uplink ／ Downlnk ともに，複
数 ユ ー ザ 向 け の 異 な る 種 別（Data ／ Control ／
Management の 3 種類）の無線 LAN フレームを周波
数軸上と時間軸上で多重化することを可能としている．
OFDMA の適用により，同時送信による送信機会を拡
大し，システム全体容量の向上を見込むことが可能とな
る．図 6 に，11ax における OFDMA 送信時のリソース
割当イメージを示す．実際の各 STA へのリソース割当
方法については現在議論中である．

III.　Uplink MU-MIMO
11ac にて採用されていた Downlink MU-MIMO に

ついて，11ax では Uplink への採用が予定されている．
Uplink MU-MIMO の採用により，上りリンクの高ス
ループット化が見込まれる．

図5　IEEE802.11axにおけるシンボル長とGI
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図6　	IEEE802.11ax におけるOFDMAリソース割当
イメージ

表2　IEEE802.11axにおけるUsage	Model

1
High density of APs and 
high density of STAs per 
AP

a Stadium

b Airport/train stations

c Exhibition hall

d Shopping malls

e E-Education

f Multi-media Mesh backhaul

2 High density of STAs 
— Indoor

a Dense wireless office

b Public transportation

c Lecture hall

d Manufacturing Floor 
Automation

3
High density of APs (low/
medium density of STAs 
per AP) — Indoor

a Dense apartment building

b Community Wi-Fi

4
High density of APs and 
high density of STAs per 
AP — Outdoor

a Super dense urban Street

b Pico-cell street deployment

c Macro-cell street deployment

5 Throughput-demanding 
applications

a Surgery/health care (similar 
to 2e from 11ac)

b Production in stadium 
(similar to 1d-1e from 11ac)

c Smart car
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IV.　1024QAM
多値変調について，11a ／ 11g ／ 11n では 64QAM

（Quadrature Amplitude Modulation），11acでは
256QAM をサポートしていた．11ax では 1024QAM
をサポートし，更なる高速化を実現する見込みである．

4.2　 IEEE802.11ay（NG60：Next Generation 
60 GHz）

11ad にて規格化されたミリ波無線 LAN は当初
Wireless Gigabit Alliance にて，デバイスの認定プロ
グラムの策定が行われていたが，現在は Wi-Fi Alliance
へ吸収され，2016 年 2 月現在，継続して認定プログラ
ムの策定及び相互接続試験の準備が行われている．
11ay ではこの 11ad へ MIMO 等高度化技術を適用する
ことで MAC-SAP において 20 Gbit/s をターゲットと
し （18），2015 年 3 月から標準策定を開始している．主
なユースケースとしては，情報キヨスク端末，バックホー
ルネットワーク等への適用が議論されている （19）．

4.3　 IEEE802.11az（NGP：Next Generation 
Positioning）

スマートフォンの普及に伴い，従来ベンダ独自実装に
て行われていた測位技術の標準規格化が求められてき
た．11az ではミリ波無線 LAN（11ad，11ay）を含む
無線 LAN デバイスにおいて，複数基地局からの到来時
間差や電波の到来角推定により，誤差数十 cm 以下の測
位実現を目指している．ユースケースとしては，ショッ
ピングモールや博物館内，スタジアム等でのナビゲー
ションへの適用やオーディオシステムへの適用が議論さ
れている （20）．

4.4　 セルラシステムとアンライセンスバンドの同時利
用技術

現在，無線 LAN，または無線 LAN に使用されてい
る周波数帯域をセルラシステムと連携させるための議論
が進められている．

3GPP では，無線 LAN にて使用される 5 GHz 帯域を
LTE-Advanced に お け る Carrier Aggregation の
Secondary Cell として利用しスループットの向上を図
る，LAA（Licensed Assisted Access）と呼ばれる技
術の標準化が進められている．LAA では既存の無線
LAN シ ス テ ム と の 共 存 を 実 現 す る た め，LTE-
Advanced の仕様へ CSMA ／ CA を適用した Listen-
Before-Talk と呼ばれるメカニズムを導入し，標準化策
定を進めている （21）．また，3GPP では，LTE の上位層
で あ る PDCP（Packet Data Convergence Protocol）
層のパケットをそのまま IEEE802.11 フレームにてカ
プセル化した上でパケットを伝送し，スループットの向
上を図る LTE-Wi-Fi Aggregation（LWA）と呼ばれる
技術も議論が進められている （22）．いずれの技術も LTE
の基地局（eNB）にてアクセス先からのパケットフロー
を分離することで，セルラ側とアンライセンスバンドに
てトラヒックのアグリゲーションを行い，スループット
の向上を目指す技術である．

一方，韓国のオペレータを中心に，IETF にて標準化
された MPTCP（Multi-Path TCP）の商用導入も進め
られている．MPTCP はコンテンツサーバまたはモバイ
ル網内に設置されたコンテンツサーバのトランスポート
層にてパケットフローの分離を行い，セルラと Wi-Fi を
同時に利用し，スループットの向上を目指すものである．
これら 3 方式の比較を図 7 に示す．

Licensed Assisted Access 
using LTE （LAA）

LTE/Wi-Fi aggregation
（LWA）

Multi-Path TCP
（MPTCP）

概要

特徴

•  eNBにて，Primary Cell（ライ
センスバンド）とSecondary 
Cell（アンライセンスバンド）
へ振り分け
•  LTEの無線フレームをアンラ
イセンスバンドで送信

•  eNBにて，eNB（ライセンス
バンド）とAP（アンライセン
スバンド，下りリンクのみ）
へ振り分け
•  LTE の PDCP フ レ ー ム を
IEEE802.11上で送信

•  サーバ側にてLTE向けフロー
とWi-Fi 向けフローとを振り
分け
•  サーバ側にてMPTCPに対応
していない場合は，Proxyサー
バにて振り分け

状況
•  3GPP Rel.13 にて DownLink
について標準化，Rel.14にて
高度化検討

•  3GPP Rel.13 にて DownLink
について標準化，Rel.14にて
高度化検討

•  一部オペレータにて商用導入
済み
•  iOS7にてサポート

図7　セルラとアンライセンスバンドのアグリゲーション技術
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5 まとめ
本稿では，無線 LAN 標準化の変遷と動向，セルラシ

ステムとアンライセンスバンドの同時利用技術について
述べた．無線 LAN は，デバイスの普及が進み，ユーザ
及びトラヒックが増大し新たなニーズが生まれ，更なる
技術の高度化が図られるといったフィードバックループ
がうまく働き，誕生以降，市場のニーズに応じた様々な
高度化が図られてきた．今後も更なる高度化やセルラシ
ステムとの連携など，新たなシステムの実用化が期待さ
れる．
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1 はじめに
近年，スマートフォンやタブレット端末等の普及や高精

細動画像サービス・ビデオ通話等の広がりに伴う急激な
モバイルデータトラヒックの増加に対応するため，モバ
イル通信の高速大容量化への要求が高まっている．通信
容量は使用する周波数帯域幅と比例する関係にあるため，
通信の広帯域化は高速大容量化を達成するための代表的
な手段である．移動通信システムの標準化プロジェクト
である 3GPP（Third Generation Partnership Project）
によって仕様化された LTE（Long Term Evolution）で
は最大 20 MHz 幅が使用可能であったのに対し，その発
展形である LTE-Advanced（Release 10 LTE）では複
数の LTE キャリヤを束ね，最大 100 MHz 幅を使って通
信を高速化する CA（Carrier Aggregation）技術が標準
仕様化され，2014 年から日本国内の商用サービスでも
使われている．また，多くのセルラ通信事業者は，事業
者専用に割り当てられた周波数（ライセンス周波数帯）
を使った 3G/LTE などのセルラ通信サービスに加え，通
信トラヒックが多く発生するホットスポットエリアなど

において Wi-Fi サービスを展開している（図 1（a））．日
本国内において Wi-Fi を利用可能なアンライセンス周波
数帯は，2.4 GHz 帯及び 5 GHz 帯であり，5 GHz では
20 MHz 幅× 19 channel が利用可能である．これは一
事業者が 3G/LTE サービスに利用可能な周波数帯域幅と
比べて非常に広帯域であり，アンライセンスバンドの利
用はホットスポットエリア周辺でのユーザ通信品質改善
に非常に有効である．

このように通信事業者にとっての広帯域化，特にアン
ライセンスバンドを活用した広帯域化の重要性が増す中
で，アンライセンス周波数を LTE キャリヤとして使い，
ライセンス周波数の LTE キャリヤと束ねて CA で高速
大容量化を実現する LAA（Licensed-Assisted Access）
技術が 2013 年に提唱された（図 1（b）） （1）．セルラ通
信技術である LTE には，基地局から離れたユーザ端末
にも高い通信品質を提供する機能や，一つの基地局内で
多くのユーザ端末を効率的に収容する機能などがあるた
め，特に公衆無線 LAN サービスが提供されるような混
雑エリアにおいて，LAA は Wi-Fi を用いるよりも広い
通信範囲や高い通信容量を達成できることが期待され
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る．3GPP では LAA を標準仕様としてサポートするに
あたり，Wi-Fi，レーダ，他事業者の LAA など他シス
テムとの公平な共存とアンライセンス周波数の効率的な
利用を実現するための様々な技術検討を行い，Release 
13 LTE における LAA 規格を策定した （2） 〜 （6）．また，
Release 13 ではライセンス周波数の LTE キャリヤを常
に CA における主キャリヤ（Primary cell, PCell とも
呼ばれる）とし，アンライセンス周波数を CA における
下りリンク通信専用副キャリヤ（Secondary cell, SCell
とも呼ばれる）として用いるための仕様を規定した（図
1（c））．アンライセンス周波数上での上りリンク通信
については，Release 14 以降で仕様化予定である．

本稿では，3GPP Release 13 LTE において仕様化さ
れた下りリンク通信用の LAA 技術について物理層仕様
を中心に概説するとともに，NTT ドコモが Huawei 
Technologies 社と 2014 年から共同で行ってきた LAA
に関する実験概要について紹介する．

2 アンライセンス周波数上での
他システムとの共存

5 GHz 帯などのアンライセンス周波数帯では，特定
の事業者に限らず無線局を設置することが可能であるた
め，LAA が近傍に設置された無線局の特性を大きく劣
化させたり，逆に近傍の無線局からの干渉により LAA
の通信性能が大きく影響されることのないように設計さ
れる必要がある．日本や欧州では，5 GHz 帯を用いる
無線システムへの要求条件として，送信を開始する前に
キャリヤセンス ＊ 1 を行い，チャネルが近傍の他システ
ムによって使用されていないことを確認できた場合にの

 ＊1  チャネルがほかの無線局によって使用中かどうかを受
信した信号の強度や波形などから確認すること．

み所定の時間長以内（日本では 4 ms 以内）での送信を
可能とする「LBT（Listen-Before-Talk）メカニズム」
を適用することが必須とレギュレーションで規定されて
いる （7），（8）．3GPP では，チャネルアクセス方法として，
以下の四つのカテゴリーを定義し，他システムとの共存
評価を行った．なお，共存評価では，二つの Wi-Fi シ
ステムがそれぞれ異なる事業者に設置されている環境で
スループットや遅延等の通信特性を取得した後，片方の
事業者の Wi-Fi を LAA に置き換えることで，置き換え
を行わなかった Wi-Fi の通信特性が劣化しないことが
要求条件とされた．
（1）　 LBT を行わずに送信（カテゴリー 1）．
（2）　 送信前に固定のセンシング時間でキャリヤセン

スを行い，チャネルが空いている場合に送信（カ
テゴリー 2）．

（3）　 送信前に所定の範囲内からランダムに値（ラン
ダムバックオフ ＊ 2）を生成し，固定のセンシング
スロット時間でのキャリヤセンスを繰り返し行
い，生成された値の分だけチャネルが空いてい
ることが確認できた場合に送信（カテゴリー 3）．

（4）　 送信前に所定の範囲内からランダムに値（ラン
ダムバックオフ）を生成し，固定のセンシング
スロット時間でのキャリヤセンスを繰り返し行
い，生成された値の分だけチャネルが空いてい
ることが確認できた場合に送信．ランダムバッ
ク オ フ 値 の 生 成 範 囲（Contention window 
size）は他システムの通信との衝突による通信
失敗状況に応じて可変（カテゴリー 4）．

図 2 にカテゴリー 4 の LBT に基づくチャネルアクセ

 ＊2   チャネルがアイドルとなった後に複数の無線局が同時
に送信を行い衝突してしまうことを避けるため，送信
ごとにセンシング時間をランダムに変更する機能．

図2　Listen-Before-Talk に基づくチャネルアクセスによるLAAとWi-Fi の共存
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スによる LAA と Wi-Fi の共存の仕組みを示す．カテゴ
リ ー 4 で は Wi-Fi が CSMA/CA ＊ 3（Carrier Sense 
Multiple Access/Collision Avoidance）として採用し
ているチャネルアクセス方法と同等の LBT メカニズムを
LAA が適用することで，公平なチャネルアクセスが実現
できる．一方，カテゴリー 1 やカテゴリー 2 は，フレー
ム単位で同期して送受信を行う既存の LTE システムの動
作への変更が少ないが，他システムとの共存時の特性や
公平性において課題があることが示された （2）．また，カ
テゴリー 3 については，複数の無線局の同時送信による
衝突の確率をチャネルの混雑度合に応じて動的に制御す
るような仕組みがなく，そのような仕組みを既に持つ
Wi-Fi との共存時の公平性の観点で懸念が示された．

結果として，LAA 下りリンク通信のチャネルアクセ
ス方法としてカテゴリー 4 が採用された．図 2 に示す
とおり，LAA のチャネルアクセス方法は基本的に
Wi-Fi のものと同等であるが，LAA と Wi-Fi のチャネ
ルアクセス方法の違いとして，主に以下がある．
（1）　 Wi-Fi におけるキャリヤセンスでの電力検出の

しきい値は－ 62 dBm となっているが，Wi-Fi
は Wi-Fi 同 士 を よ り 高 精 度 に 検 出 す る
Preamble detection ＊ 4 機能を持ち，より低い電
力レベルの周辺Wi-Fiを検出することができる．
一方，LAA においては Wi-Fi preamble を検出
する機能を実装することは必須ではないため，
LAA における電力検出のしきい値を Wi-Fi と同
じ－ 62 dBm とすると，Wi-Fi から LAA への
置き換えにより Wi-Fi にとっては隠れ端末問題
が発生しやすくなってしまう．そこで LAA で
は Wi-Fi と共存する場合の電力検出のしきい値
を－ 72 dBm（送信電力 23 dBm の場合）とし，
置き換えによる隠れ端末問題の発生を抑えるよ
うにしている．

（2）　 Wi-Fi では，基本となる送信帯域幅は 20 MHz
で，IEEE802.11n/ac により 40 MHz, 80 MHz, 
160 MHz での広帯域送信がサポートされてい
る．広帯域送信を行う場合は，プライマリチャ
ネルとして設定した 20 MHz 幅のキャリヤで図
2 のような LBT を行い，その他の使用予定キャ
リヤではカテゴリー 2 に相当する簡易なキャリ
ヤセンスを行って，プライマリチャネルを含む
連続した空きチャネルで送信を行う （9）．一方，
LTE の CA では，最大 20 MHz 幅のキャリヤを
単位とし，連続／非連続の複数のキャリヤを束
ねて広帯域送信を行う．そのため，LAA として

 ＊3  無線LANの規格であるIEEE802.11において用いられ
ているチャネルアクセス方法．

 ＊4  Wi-Fi送信信号に含まれるpreamble波形の有無を受信
信号から検出する機能．

複数のアンライセンスキャリヤを束ねて使用す
る場合，特定のアンライセンスキャリヤでのみ
カテゴリー 4 の LBT を行い，その他のキャリ
ヤではカテゴリー 2 の簡易 LBT を行う Wi-Fi
のような広帯域チャネルアクセス方法に加え，
20 MHz 幅の各アンライセンスキャリヤで独立
に図 2 のカテゴリー 4 LBT を行う広帯域チャ
ネルアクセス方法の 2 種類が仕様化された．

3 効率的な周波数利用のための
LAA要素技術

3GPP Release 13 LTE における LAA は，5 GHz 帯
を CA における下りリンク専用の副キャリヤとして用い
るための仕様となっている．Release 13 ではアンライセ
ンスキャリヤ上での上りリンク通信はサポートされず，
全ての上り通信はライセンスキャリヤ上で行われる．そ
のため，Release 13 LTE における LAA では，アンライ
センスキャリアでの下りリンク通信を効率的に行えるよ
うな仕様をターゲットとした検討が行われた．

ところで LTE では，1 ms 長の「サブフレーム」をデー
タ 送 信 割 当 の 基 本 時 間 単 位（Transmission Time 
Interval）としており，CA における副キャリヤは主キャ
リヤのサブフレームタイミングと同期している必要があ
る．一方，前章にて解説したとおり，LAA のチャネル
アクセス方法は Wi-Fi のそれと基本的に同一であり，
チャネルが空いたタイミングからキャリヤセンスを開始
し，バックオフカウンタ値が 0 になったタイミングで
チャネルへのアクセス権を得ることができるものであ
る．このとき，チャネルへのアクセス権を得たタイミン
グは主キャリヤのサブフレームタイミングと一致しない
場合がほとんどであるため，LAA は送信機会を逃さな
いためにはチャネルを保持しておくための信号を次のサ
ブフレーム境界まで送信しておき，サブフレームの境界
から制御信号やデータ信号の送信を開始することとな
る．しかしながら制御情報やデータを含まない送信は，
周辺他システムのチャネル利用を止めるだけのオーバ
ヘッドであり，アンライセンス周波数の利用効率低下に
つながる可能性がある．また，前章にて解説したとおり
LBT に成功した後に連続送信可能な時間は例えば 4 ms
などに限定されるため，チャネルを保持するための送信
をサブフレーム境界以外から始めた場合には最大連続送
信時間の期限もサブフレーム境界以外となるため，
1 ms 単位の送信のみでは最大連続送信時間を使い切る
ことが難しい．

そこで，LAA ではサブフレーム境界以外で制御信号
やデータ信号の送信を開始・終了できるような機能とし
て，Initial partial subframe 送信及び Ending partial 
subframe 送信がサポートされている．図 3 に Initial 
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partial subframe 送 信 及 び Ending partial subframe
送 信 の 導 入 効 果 の 概 念 図 を 示 す．Initial partial 
subframe は 1 サブフレーム内に含まれる 14 OFDM シ
ンボルのうち，サブフレーム途中からサブフレーム末尾
までの一部の OFDM シンボルを使ったデータ送信構成，
Ending partial subframe は同じく 14 OFDM シンボル
のうちサブフレーム先頭からサブフレーム途中までの一
部の OFDM シンボルを使ったデータ送信構成である．
図 3（a），（b）では，LBT を完了しチャネルアクセス
を開始してから次のサブフレーム境界までがデータを含
まない送信を行うオーバヘッドとなるが，図 3（c），（d）
のように Initial partial subframe 送信，すなわちサブ
フレームの途中からのデータ送信開始が適用されると，
LBT を完了してからデータ送信を開始できるまでの
オーバヘッド送信時間が削減できる．また，図 3（a），（c）
では，連続送信の終了タイミングがサブフレーム境界に
限定され，仕様やレギュレーションで許容される最大連
続送信時間をデータ送信で効率的に使い切ることができ
な い が， 図 3（b），（d） の よ う に Ending partial 
subframe 送信，すなわちサブフレーム境界以外での
データ送信完了が適用されると，LBT 成功後に許容さ
れる最大連続送信時間内により多くのデータが送れるよ
うになる．このように本機能の適用により，同じ送信時
間で送れるデータ量が増やせると，LAA の通信効率が
改善しスループットが向上するだけでなく，所定のトラ
ヒック量を処理するための LAA の送信時間やチャネル
アクセス機会が減少するため，共存する周辺他システム
の特性も改善されることになる （10）， （11）．

そのほかに Rel. 13 の LAA では，RSSI ＊ 5（Received 
Signal Strength Indicator）測定報告機能や，短時間キャ

 ＊5  受信信号の強度を表す指標．

リヤセンスに基づく非周期的な測定用参照信号送信な
どがサポートされている （3） 〜 （6）．RSSI 測定報告や測定
用参照信号は，隠れ端末問題の発見及び適切なキャリ
ヤ選択と，接続中の LAA 基地局や周辺 LAA 基地局の
受信電力及び受信品質の端末での測定にそれぞれ用い
られる．

4 LAAに関する実証実験
NTT ドコモは Huawei Technologies 社と 2014 年か

ら LAA に関する共同実験を中国・北京・Huawei 社屋
内及び横須賀市・ドコモ R&D センタ内にて行い，LAA
の性能，特にアンライセンス周波数を LTE として使う
ことの有効性を検証してきた （12） 〜 （15）．実験の主な諸元
を表 1 に示す．
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表1　LAA実験諸元

LAA Wi-Fi

実験環境 屋　内

周波数 5.735～5.755 GHz, 20 MHz 幅，LAA
とWi-Fi で共通

アンテナ構成 2× 2，無指向性，LAAとWi-Fi で共用

EIRP 14 dBm，LAAとWi-Fi で共通

仕　様 ・ カテゴリー 4 LBT
実 装，In i t ia l /
end i ng   pa r t i a l 
subframe 送 信 適
用なし

・ 下りリンク通信専
用キャリヤとして
使うアンライセン
スキャリヤ利用分
のみのスループッ
トを計測

・IEEE 802.11n

図3　LAAにおけるPartial	subframe構成の導入効果



実験では，Wi-Fi AP（Access point）#1 に複数の
Wi-Fi STA（Station）が接続して通信を行い，その近
傍で別の Wi-Fi AP#2 と STA が通信を行っているシナ
リオと，Wi-Fi AP#1 及び接続端末を LAA BS（Base 
station）及び LAA UE（User equipment）に置き換え
たシナリオで，Wi-Fi AP#1 と接続している STA それ
ぞれのスループット，Wi-Fi AP#2 と接続している STA
のスループット，及び LAA UE それぞれのスループッ
トを測定した．図 4 に Wi-Fi AP #1 と＃ 2 及び LAA 
BS の位置関係及び実験により得られたスループットの
結果を示す．図 4 より，Wi-Fi を LAA に置き換えるこ
とで，置き換えた基地局当りの通信容量は約 38％向上
し，更に周辺の Wi-Fi のスループットは約 13％向上し
たことを確認した．LAA が Wi-Fi より高い通信容量を
達成できた理由としては，LTE の要素技術である
Hybrid ARQ ＊6やターボ符号を用いた誤り訂正技術によ
り，基地局から離れた端末のように受信信号品質が悪い
場合にもスループットが落ちにくいことと，LTE の特
徴である OFDMA に基づく高度なユーザスケジューリ
ング制御により，基地局は各端末から報告される通信路
情報などに応じて適切な通信リソースの割当を各端末へ
行うことで効率的な無線リソース利用が達成できるこ
と，の主に 2 点が挙げられる．以上のように，本実証
実験では，LAA が Wi-Fi に比べて高いスループットを
達成できることと，LAA が周辺の Wi-Fi にとっても損
失とならないことを確認できている．

 ＊6  初回送信されたデータが誤って受信された場合に，初
回送信とは少し異なるデータを再送し誤り訂正能力を
向上させる機能．

5 まとめ
本稿では，3GPP Release 13 LTE において標準仕様

化された LAA 技術を概説した．また，NTT ドコモが行っ
てきた LAA に関する実証実験について紹介した．
3GPP Release 14 では，LAA の拡張として，アンライ
センス周波数帯での上りリンク通信のサポートが仕様化
される予定である．

LAA は，その名のとおりアンライセンス周波数をラ
イセンス周波数と束ねて用いることを前提とした技術で
あるため，その運用は LTE 事業者のみが可能である．
一方で Wi-Fi のように LTE 事業者以外も設置可能なア
ンライセンス周波数を用いる LTE ベースの通信方式と
して，“MuLTEfire”が Qualcomm 社等によって開発
され，普及促進のためのアライアンスが設立されてい
る （16）．今後，Wi-Fi が既に広く普及しているアンライ
センス周波数帯において，LTE をベースとした LAA や
MuLTEfire が普及していくためには，技術的な優位性
だけでなく，ビジネスとしての魅力やユーザの利便性向
上が重要である．
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1 はじめに
ICT（Information and Communications Technology，

情報通信技術）の利活用が盛んになり，無線 LAN
（Wireless Local Area Network）の導入が進んだ結果，
ビデオ会議や遠隔授業などの低遅延で安定した通信速度
が要求され，これまで有線接続であった通信にも無線
LAN が使用されるケースが増加している．また，スマー
トフォンの普及により，移動中の車内や移動の待ち時間
に，高精細画像の送信やリアルタイム動画像の視聴など
大容量の通信を行うケースも増加している．移動端末の
ネットワーク接続には，移動通信システムが広く使用さ
れているが，近年はそのオフロード先としての無線 LAN
の利用も増加傾向にある．その結果，図 1 に示すような
商業施設や地下通路などの多数のユーザ端末が高密度に
存在する場所では，通信に使用する無線リソースの不足
による遅延増加や通信速度低下が顕在化しつつある．

複数のアンテナを用いて空間多重を行う MIMO
（Multiple-Input and Multiple-Output）は周波数利用
効率を向上させて通信に必要な無線リソース量を削減す
る極めて有効な技術である．しかし，図 2 のような多
くの端末が互いに LoS（Line of Sight，見通し）環境
となる場所では，MIMO による空間多重度の低下や被
干渉の増加により効果が得られにくい．これに対して，
通常の MIMO 伝送を改良するための様々な技術が研究
されており，例えば非線形 MIMO やマッシブ MIMO，
マルチユーザ MIMO，分散協調 MIMO などがあるが，
いずれも新たな信号処理の追加が必要である．

小セル化 ＊ 1 も周波数の繰返し利用により面的に周波
数利用効率を向上させる技術として有効である．しかし，
小セル化を行うと端末の移動時にハンドオーバ頻度が増
加し，このための制御通信により無線リソースが消費さ

 ＊1  一つの基地局の担当範囲であるセルを小さくすること．

れる．加えて，ハンドオーバ時の一時的な伝送停止によ
る遅延や干渉セル数の増加も懸念される．

リニアセルは，アンテナを中心とした円形のオムニセ
ルやその一部である扇形のセルとは異なり，線状あるい
は帯状のセルで，セル形状を変えるというアプローチに
より小セル化のメリットを得つつデメリットを克服する
技術である．これは，5G に向けた技術の一つとしても
検討されている．漏えい同軸ケーブル（LCX：Leaky 
Coaxial Cable）は，無線信号を伝送する同軸ケーブル
の外部導体に多数の穴を空け，ここから電波を少量ずつ
放射することで，ケーブルに沿ってリニアセルを形成す
る．本稿では，LCX を用いた無線 LAN システムとその
MIMO 化について解説する．

図2　LCXによる通信エリア限定のイメージ

図1　LCXによるリニアセルのイメージ
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2 LCXの構造
LCX は使用する周波数や用途により各種製品が市販さ

れている．図 3 左の LCX は吊架して使用するためのス
テーワイヤが付属している外径 29 mm の製品で，携帯電
話の不感地 ＊ 2 対策にも使用されており，図右は 5 GHz 帯
無線 LAN で使用可能な外径 7 mm 程度と細径なもので
ある．このほか，東海道新幹線での UHF 帯列車無線に
使用されている，外径約 50 mm で屋外での長期使用を
前提とし十分な耐久性や耐候性を有するものなどがある．

LCX の構造は，図 4 に示すように，中心導体を誘電
体でもある絶縁体で囲み，これに外部導体を縦添えし，
更にプラスチック樹脂の絶縁被覆で覆った構造のものが
広く使われている．また，軽量化のため中心導体を中空
構造とするなど同軸ケーブルと同様の改良もなされてい
る．外部導体には，周期的に配置したスロットと呼ぶ長
孔が穿孔してあり，ここを波源として放射される各ス
ロットからの電波が合成されて受信される．

3 LCXの利点と欠点
LCX ではリニアセルを形成することなどにより，以

 ＊2  どの基地局からの電波も届かず，通信ができない場所
のこと．

下に列挙する利点がある．
 •  セルの長手方向への移動時には，同一セル面積の

オムニセルに比べてより遠くまで同一セルが続い
ているため，ハンドオーバの頻度を減らせる．

 •  自セル内での平均的な被干渉セル数を低減できる．
オムニセルでは，図 5 左に示すように周囲の複数の
セルからの干渉を受ける範囲が広いが，リニアセル
では，図 5 右のようにセルの両端部を除けば，主に上
下のセルからしか干渉を受けない．しかも，平行に
配置されたリニアセル間では，セルの長手方向の移
動に伴う干渉源との距離の変化が少ないことから，
干渉電力の変化も少なくなり，移動時に干渉抑圧ア
ルゴリズムが効果的に機能することが期待できる．

 •  遮蔽される確率や遮蔽時の受信電力低下が少ない．
アクセスポイント（AP）から端末（STA）までの
伝送経路の一部が LCX により有線化されることで，
無線による空間伝搬となる区間を短縮できる．歩
行者等の遮蔽物の密度が一定であると仮定すれば，
遮蔽される確率は伝搬距離の減少に伴い低下する，
また，STA では LCX の複数のスロットからの合成
波を受信しており，一部のスロットからの波が遮
蔽されても，残りのスロットからの直接波が到来
するため，受信電力の低下が抑えられる．

 •  トンネル等では壁面等からの反射波の影響が生じに
くいよう LCXの結合損  ＊ 3 を調整するなど，適切な回
線設計を行うことでマルチパス ＊ 4 を減少させ，LCX
と平行に移動する際の受信電力変動を抑制できる．

 •  モノポールアンテナ等ではマルチパス等により不
明瞭になりやすいセル境界が LCX では比較的明瞭
である．

 •  既存システムへの適用において，既存端末に改造等
を加えることなくそのまま使用可能である．

このほか，非通信の利用では DC や低周波信号を重畳
させることが可能なため，通信と電源供給を同時に行う

ことや，LCX に沿ったエリアでの高精度
な位置検出を行う研究 （1）も行われている．

一方，欠点は，ケーブル損や終端抵抗で
の電力消費により放射効率が低くなるほ
か，移設が容易でなく設置場所の自由度や

 ＊3 　 LCXから遠ざかる方向（法線方向）に一定
の距離を隔てて置いたアンテナとLCX間
の減衰量であり，LCXから漏えいする電
波の量を表す尺度として利用している．

 ＊4 　 地面や壁面等の反射により複数の電波伝
搬経路が形成されることである．マルチ
パスにより伝搬経路の異なる波が合成さ
れることで，フェージングや位相シフト，
シンボル間干渉などが生じ，受信信号の
品質に影響を与える要因となる．

絶縁体（誘電体） 絶縁被覆（シース） 中心導体 

外部導体 

スロット 

図4　LCXの断面（左）と内部構造（右）

	

図 3　外径29	mm（左）と7	mm（右）の市販LCX

	

図 5　オムニセル（左），リニアセル（右）干渉エリア比較
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美観上の問題がある．最も大きな課題は，設置や維持の
コストが素子型アンテナなどに比べて高く，セルの長さ
に 応 じ て 増 加 す る 点 で あ る． 無 線 LAN で は
IEEE802.11n 以降 MIMO が導入されているが，1 本の
LCX をアンテナ素子 1 本相当として 2× 2 MIMO を構
成すると，適切な間隔を空けて 2 本の LCX 敷設が必要
なためコストが倍増する．5 章では 1 本の LCX で 2×
2 MIMO を実現する技術を紹介する．

4 LCX放射波の偏波と指向性
LCX からの電波の放射について図 6 で説明する．座

標は，LCX の長さ方向を X，LCX を軸とした周方向をΦ，
LCX からの法線方向を Y とする．S1，S2，S3，S4，…は，
外部導体上に位置する細長い穴（スロット）であり X
方向に一定の間隔で並んでいる．スロット同士の間隔を
ピッチ P で示す．LCX でのケーブル内電磁波伝搬の基
本的性質は同軸ケーブルと同様であり，電磁エネルギー
を TEM 波として伝送する．ケーブル内部では中心導体
表面から垂直に，誘電体を挟んで外部導体との間に電界
が生じ，磁界は中心導体を軸に回転している．外部導体
内面には，LCX の長さ方向に電流が流れるため，この
外部導体の一部にスロットが存在することで，スロット
内に電界が生じ電波が放射される．放射電波は図 6 上
に示すように各スロットの放射波が合成されて強め合
い，スロット間の位相差とスロット間隔 P により決ま
る指向性を持った波面として空間を伝搬する．この位相
差は LCX 自体が遅延線路として作用することで生じて
おり，各スロットが開口アンテナに相当する．図 6 下
に概念図としてこれを示した．

図 6 に示した LCX ではスロット内の LCX の長さ方
向に電界を生じるため，水平偏波を放射する．なお，こ
こでの水平偏波は LCX を水平，すなわち大地に対して
平行に張った状態で電界が大地と水平になる方向であ
り，垂直偏波は電界が大地に垂直となる方向である．

一方，図 7 の LCX では同じ傾きとなるスロットの中
間に，X 軸に対して逆方向に傾けたスロットがある．こ
のように傾きの異なるスロットがジグザグに連なるパ
ターンは，垂直偏波を放射する LCX に採用される．図
7 の下方に，X 方向の電流によって傾いたスロットに電
界 E が生じるとした場合の，Φ 方向の電界 EΦ と X 方向
の電界 EX に分解した各成分を示している．例えば，ス
ロットピッチを高周波信号の LCX 内波長とほぼ同一と
仮定すると，スロット S2 ではスロットピッチの半分の
位置にあるため隣り合うスロット S1 や S3 とは逆向きに
瞬時電流が流れることになる．その結果，この図のスロッ
ト S2 の X 方向の電界 Ex は両隣の電界と逆向きとなり

互いに打ち消し合う．これに対しΦ 方向の電界 EΦ は，
これらのスロットで全て同相，すなわち図の例では下向
きとなる．その結果，垂直偏波が放射される．

放射角θ は，LCX の法線方向を 0 度として LCX の終
端側を 90 度，給電側を－ 90 度として表す．このθ は，
ε r を誘電体の比誘電率，λ0 を高周波信号の自由空間に
おける波長，P をスロットピッチとし，LCX を基本モー
ドで使用する場合には，次の式で表せる （2）．









−= −

pr
01sin

λ
εθ  （1）　

θ = 0 では共振状態となるため，これを避けて設計す
る必要があるものの，この式から，放射方向は LCX の
設計パラメータである P や ε r を適切に選ぶことで，比
較的自由に変えられることが分かる．

一例として放射方向を変えるため試作した 2 種類の
5 GHz 帯用 LCX，Type 1（P = 38 mm）と Type 2（P 
= 29 mm）の指向性パターン測定結果を図 8 及び図 9
に示す．測定はターンテーブル上に LCX（長さ 3 m）
を水平に置き，水平面を XY 面として LCX の長さ方向
を X 軸，LCX から離れる方向を Y 軸とした．指向性パ
ターンは X 軸に対して回転対称であることから XY 面
での受信電力を偏波別に行った．LCX は図の左右方向
に配置され，左側が給電点，右側が 50 Ω 終端部分であ
る．測定周波数は 5.35 GHz で，最大値を 0 dB として
正規化した．測定結果から，放射角はそれぞれ約－ 20
度と約－ 50 度であり，異なる放射角の垂直偏波 LCX が
実現できている．
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図 6　	水平偏波用 LCXからの電波放射の模式図（上）と
等価的な概念図（下）

	

図 7　垂直偏波用LCXのスロット



LCX ではケーブルから離れる方向への距離が数 m 程
度での通信を想定しており，ここでの受信電力はスロッ
トの数や形状で調整するため，指向性についてはこれま
でほとんど検討されていない．しかし，MIMO では独
立した異なる伝搬路を得ることで空間多重を実現してい
ることから，これに影響する指向性や偏波を制御するこ
とは，LCX においても重要である．

5 LCXに対するMIMOの適用
1 本の LCX を 1 本のアンテナとして，これを複数本

使用することにより，LCX での MIMO が実現可能であ
る．例えば，屋内通路の天井の両端近くに沿って配置し
た 2 本の LCX により MIMO が実現できることが実験
により示されており （3），鉄道の線路に沿って敷設された
LCX と高速移動する列車内の端末との間で MIMO 通信
を行うことを想定した研究結果も報告されている （4）．

しかし，MIMO の導入にあたり複数の LCX の敷設が
必要なため，このコストを削減する技術が望まれている．
この技術として，単一 LCX を 2 本のアンテナ相当とし
て動作させ MIMO に必要な LCX の本数を半減させる
手法と，敷設コスト低減のために複数の LCX を一体化
させた複合ケーブルの製作を念頭に，LCX 間隔を 1/2 λ
以下に近接させた 2 本の LCX による MIMO の手法を
紹介する．

（1）単一 LCX による 2× 2 MIMO
図 8 の結果から，給電点から見て手前約 20 度方向へ

の放射が最も強い．また，逆側から給電した場合も同様
に給電点の方に向けて放射される．図 10 に，これを利
用して実現した単一 LCX による 2× 2 MIMO の構成
を示す．図中央にある LCX に右側（Port1）から給電
した信号は，矢印 a や a′ の方向に放射され，左側（Port2）
からの信号は，これとは逆方向の b や b′ の向きに放射
される．加えてそれぞれ放射するスロットまでの LCX
内での伝搬により位相や振幅差が生じるため，結果とし
て，それぞれ異なる伝搬路となることで 2× 2 MIMO
が実現できる．
（2）近接した 2 本の LCX による 2× 2 MIMO
図 8 と図 9 の結果から Type 1 と Type 2 ではどちら

も垂直偏波であるが放射角が異なる．図 11 の構成では
上側 LCX に左側（Port1）から給電した信号は，LCX
から垂直に近い矢印 a や a′ の向きに放射され，下側

（Port2）の信号は，LCX に沿う水平に近い矢印 b や b′
の向きに放射される．異なる伝搬路が生成されるので
LCX を近接設置しても 2× 2 MIMO が実現できる．

このほか，垂直と水平偏波 LCX の組み合わせによる
MIMO も可能である．直交偏波 ＊ 5 MIMO はマルチパス
がなくても互いに分離が容易なため，市販の無線 LAN
製品などでの採用が多く，親和性の面から有効と考える．

単一 LCX による MIMO や放射角の異なる LCX によ
る MIMO，直交偏波 LCX での MIMO を組み合わせる

 ＊5  水平偏波と垂直偏波の組合せなど，互いに偏波面が90
度異なる，すなわち直交する二つの直線偏波を同時に
使用するMIMOのことである．
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図 10　単一 LCXでのMIMO構成

	

図 11　近接配置したLCXによるMIMO構成

	

図 8　LCX	Type	1 の水平面内放射指向性

	

図 9　LCX	Type	2 の水平面内放射指向性



ことで，4 本の LCX による 8× 8 MIMO の実現も期待
できる．

6 LCXによるMIMOの
空間多重度

図 10 や図 11 の構成によりそれぞれ MIMO 効果が得
られることを，測定した伝搬路行列から 2× 2 MIMO
の性能指標となる CN（Condition Number, コンディ
ションナンバ）を求めることにより確認した．図 10 や
図 11 の a，a′，b，b′ の伝搬路値は，伝搬路行列 H の
要素 h31，h41，h32，h42 にそれぞれ対応している．CN
は H に対して特異値分解を行い，特異値より得た二つ
の固有値の比を dB で表したもので，以下の式で表せる．
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全長 10 m の Type 1 と Type 2 の LCX を電波暗室内
に設置し，これと平行に設置したリニアレール上のスラ

イダに，LCX から 0.5 m 離してモノポールアンテナを
間隔 1λ で取り付けた．LCX が長さ方向に対して対称性
があることから，測定範囲は中央（0 m）からの片側の
6 m とした．5 m までが LCX の存在する範囲である．
各 LCX の両端とアンテナ 2 本をマルチポートのネット
ワークアナライザに接続し，アンテナをゆっくり移動さ
せながら各伝搬路値を測定した．MIMOでは周囲から
の反射波がない条件では空間相関が高まり CN の低下が
大きいと考えられるので，電波吸収体を LCX の周囲に
配置し直接波が支配的となる環境での評価とした．

伝搬路測定結果から求めた単一 LCX での MIMO の
CN を図 12 に示す．5 m の地点まで，測定範囲内の全
ての周波数で CN が MIMO による空間多重効果が十分
得られるとされる 10 dB 以下 （5）となっている．また，
図 13 は片側給電での LCX 2 本による MIMO の CN で
ある．こちらも，ほぼ 5 m まで CN が 10 dB 以下となっ
ている．これらにより単一 LCX や近接した 2 本の LCX
による 2× 2 MIMO が可能であることを確認した．

7 LCXの IEEE802.11n での
実測スループット

Type 1 と Type 2 の 2 本 の LCX を 複 合 し た 試 作
LCX による通信実験を行った．この LCX は市販の
IEEE802.11n 対応無線 LAN アクセスポイント（AP）
と組み合わせて工事設計認証を得ている．図 14 のよう
に鉄筋コンクリート造のビルの地階，通路幅約 3 m 天
井高約 3 m の廊下に，壁に沿って床から高さ 0.8 m の
位置に長さ 10 m の LCX を設置した．USB 接続の無線
LAN 端末（STA）を LCX と平行に置いたリニアレール
上のスライダに，LCX から 0.5 m の距離となるように
取り付けた．このSTAをLCXに沿って給電点より2.5 m
地点から 6 m 地点間で 0.1 m ごとに静止させ，ipref ＊ 6

により AP，STA それぞれに有線接続したノート PC 間

 ＊6  ネットワークの帯域測定等に使用される，スループッ
ト測定ソフトウェア．
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図12　両側給電時のコンディションナンバ

図13　片側給電時のコンディションナンバ

図14　スループット測定時のLCX配置



のスループットを測定した．なお，実験では本 AP での
MCS（Modulation and Coding Scheme）の不適切な
選択による影響を極力排除するため，使用可能な 4 種
類の変調方式のうち 64QAM を使用しない設定で行っ
た．図15に示したオムニアンテナのスループット（破線）
は，場所により大きく変動し，4.75 m 地点では 1 本の
LCX の SIMO によるスループット（細線）よりも低い．
7.5 m 付近では良好であることから距離減衰ではなく反
射波の影響によると推測できる．これに対し，複合ケー
ブル（太線）では比較的安定して MIMO が実現されて
いることが確認できる．

8 今後の展望
低遅延や常時接続は，高速大容量と並んで今後の通信

の要求条件として重視されることが予想される．特に移
動時の低遅延で安定した接続性の確保は，移動ロボット
や自動運転車両等の移動体相互の情報交換などにも必須
である．一方で，端末数の増加や高速大容量の要求にも
対応する必要がある．これには，ヘテロジニアスネット
ワークのように異なる特徴を持ったシステムを組み合わ
せるのが有効である．

高速大容量化では広い帯域の確保が可能なミリ波帯を
使用する IEEE802.11ad も実用化の段階に入っている．
ミリ波では，低速な移動でもドップラー周波数が高くな
るためマルチパスが多い環境では通信速度の低下を招き
やすく，電波の直進性が高いため遮蔽による影響も大き
く出やすい．LCXを用いた低マイクロ波帯のシステムは，
移動時の安定した接続性や遮蔽の影響を軽減できること
から，ミリ波帯の無線システムと併用することで，その
欠点を互いに補完するものとして有効な技術である．

　謝辞　本稿にて紹介した内容の一部は，総務省の戦略
的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）課題番号
135007001 により実施したものである．
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図15　地下通路での実測スループット



1 はじめに
Wi-Fi アライアンス ® は，Sub-1 GHz 周波数帯を用い

る無線 LAN（Local Area Network）技術のブランド名
「Wi-Fi HaLow TM」 を 2016 年 1 月 に 発 表 し た （1）．
「HaLow」は絵画などで天使の背景に描かれる光輪
「Halo（ヘイロー）」にちなんでいる．

免許不要周波数帯を用いた無線通信として「Wi-Fi」
の名称で知られる無線 LAN 規格，IEEE 802.11a/b/g/
n/ac がこれまで広く利用されている．これらの IEEE 
802.11 規格 （2）では，データ伝送の高速化に主眼を置き
規格策定が進められてきた．しかし Wi-Fi HaLow TM の
基となった IEEE 802.11ah（以後 802.11ah と称す） （3）

は，IoT/M2M で求められる低消費電力動作を，従来の
Wi-Fi の利便性を損なわず実現することに力点が置かれ
た規格である．

現在 802.11ah に準拠したデバイスや通信モジュール
の開発が，研究レベルで進んでいる （4） 〜 （6）．しかし，ま
だ市場にはデバイスが流通しておらず，802.11ah の技
術は広く知られるには至っていない．本稿は，この
IoT/M2M を支える一つの技術として期待される新しい
無線 LAN 規格 802.11ah の技術的概略を紹介する．

2 802.11ah 規格策定略歴
2.1　プロジェクトの発端

2.4 GHz周波数帯の低伝送速度無線センサネットワー
クである IEEE 802.15.4 を，Sub-1 GHz 周波数帯を用
いて屋外の広いエリアで大容量（1,500 Octets）情報
を通信可能とするプロジェクトが IEEE 802.15.4g（以
下 802.15.4g と称す） （7）であった．この 802.15.4g 規
格の中でオプションとなった OFDM（Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing）方式を提案したグ
ループは，IEEE 802.11 ワーキンググループで，屋外

での長距離伝送を実現する低消費電力無線 LAN 標準化
を改めて提案した．これにより，802.15.4gではプロジェ
クトスコープ（PAR：Project Authorization Request）
に規定されていた，最大伝送速度（1 Mbit/s 以下）と，
マルチホップとメッシュ（経路ダイバーシチ）を前提と
するチャネルモデルの制限が緩和された内容が，
802.11ah の PAR として採択された．

標準化開始当初に使用用途が審議される中で，スマー
トグリッドを展開するユーティリティ企業グループは，
チャネル数を多く確保できる 1 MHz チャネル帯域幅の
導入などを要望した．また IEEE 802.11ac を開発中の
無線 LAN 企業グループは 1/10 クロックダウンによる
IEEE 802.11ac と同一の信号生成を基本とする OFDM
方式の採用などを求めた．そしてこれらの内容は
802.11ah 規格として採択された．

2.2　低消費電力化とオーバヘッド削減の展開
802.11ah は，既存無線 LAN システムが存在しない

Sub-1 GHz 周波数帯（802.11ah では S1G と称す）を
用いるため，従来の無線 LAN との互換性を必須としな
かった．加えて 802.11ah は，従来の無線 LAN のスコー
プには含まれていなかった，低消費電力で長距離をカ
バーするセンサネットワークを使用用途の一つとした．
そのため 802.11ah では，オーバヘッド削減技術を中心
に各種の MAC（Medium Access Control）層技術が
検討された．その結果，短い起動時間で素早く通信し，
長時間のスリープを可能とする短縮フレーム構成などを
必須実装とした．

3 IEEE 802.11ah とは
3.1　要求仕様項目

センサネットワークの実現には，広い通信領域をカ
バーする仕組みと，少ないオーバヘッドで低い誤り率を
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実現する仕組みが求められる．この要求を満たすには，
従来の無線 LAN は，最大伝送距離や無線部分のフレー
ム構成に起因するオーバヘッドの点で，必ずしも適して
いるとは言えなかった．一方で 802.11ah は，当初から
センサネットワークでの利用を念頭に置いた．その結果
として表 1 に示した内容が，802.11ah に対する要求仕
様項目として決定された．

802.11ah の規格策定段階で考えられていた使用用途
は，細かく分けると文献 （9）に記載されているように
数多く存在し，大別すると次に示す三項目となる．
使用用途1：センサ＆メータ
使用用途2：基幹網＆メータデータ
使用用途3：通信距離拡張Wi-Fi
使用用途 1 と 2 は，3.1に記載のように，従来の無線

LAN では必ずしも利用に適しているとは言えない IoT/
M2M 分野である．この分野に適用可能な他の無線通信
システムとして，BLE（Bluetooth® Low Energy） （10）や，
IEEE 802.15.4 規格を利用した ZigBee ® （11）あるいは Wi-
SUN （8） が あ る． し か し 屋 内 使 用 を 例 に と る と，
802.11ah を用いることで通信可能な距離が伸びるため，
BLE の 1/5 の数で通信エリアをカバーすることができる
という報告 （12）もある．このように，従来の無線通信シス

テムと異なる使い方を，802.11ah は IoT/M2M 分野に
おいて提供できる可能性がある．

使用用途 3 は，従来の無線 LAN を物理的に比較的長
距離伝送に適した Sub-1 GHz 周波数帯にも拡張するこ
とを目的にしている．具体的には，従来の無線 LAN で
通信可能な領域は従来技術を用い，従来の無線 LAN で
は届かない通信領域を 802.11ah で補うものである．

図 1 に，各国の 1 GHz 未満の免許不要周波数帯の周
波数割当例を示す．802.11ah は，これらの周波数帯を
利用することを想定している．ただし国によっては規制
上，802.11ah を図 1 の周波数帯で直ちに利用すること
ができない場合も含まれているので御注意頂きたい．

図 1 において注目すべきは，日本，米国，韓国，オ
セアニア（オーストラリア，ニュージーランド）とも
900 MHz 周波数帯が共通して免許不要周波数帯として
割り当てられ，EU においても 900 MHz 周波数帯の割
当が検討されている点である．この 900 MHz 周波数帯
が，現在の 2.4 GHz 周波数帯同様に世界的に共通した
免許不要周波数帯となれば，900 MHz 周波数帯を使用
する無線通信システムが更に大きな市場規模に発展する
ことが期待できる．

4 IEEE 802.11ah 採用技術

802.11ah が想定する使用用途は，3.2に記載のよう
に IoT/M2M 分野と通信距離拡張 Wi-Fi がある．前者
は比較的低速での伝送速度が，後者は比較的高速での伝
送速度の利用が想定される．伝送速度の点から受信可能
な最低の信号電力（最低受信感度）を比較すると，同じ
チャネル帯域幅を用いる場合，低伝送速度であるほど受
信感度が高くなる．受信感度が高い無線システムでは，
他無線システムの存在を感知するキャリヤセンスレベル
は低い値が設定され，受信感度が低い無線通信システム
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表1　IEEE	802.11ah規格の要求仕様項目

項　目 概　要

通信方式 OFDM 信号のみ．801.11b で
採用のCCK信号は含まず．

対象使用周波数帯 TV ホワイトスペースを除く
1 GHz 未満の免許不要周波数帯

想定最大伝送距離 1 km

データ伝送速度 100 kbit/s 以上

想定使用環境 屋外，屋内外

共存無線通信システム IEEE 802.15.4（Wi-SUN （8））

図1　各国における免許不要周波数帯（1	GHz未満）



では，キャリヤセンスレベルは通常高い値が設定される．
したがって，特別なルールを決めず両システムを同一周
波数帯上に混在させると，キャリヤセンスレベルが低い
設定の無線システムほど信号を送信する機会を失うこと
が多くなり，不利益を被る．そこで 802.11ah では使用
可能な周波数帯を，センサネットワークのように受信感
度が高い無線通信システムの利用を主とするタイプ 1
チャネルと，通信距離拡張 Wi-Fi のように受信感度が
比較的低い無線通信システムの利用を主とするタイプ 2
チャネルの二つに区分した．そして各々のチャネルタイ
プに異なるキャリヤセンスレベルを設定した．

図 2 に日本，米国における 802.11ah のチャネル割
当を，タイプ 1 及びタイプ 2 チャネルの配置位置とと
もに示した．現在の日本においては，1 チャネル当り利
用可能な周波数帯域幅が最大 1 MHz （13）で，通信距離拡
張 Wi-Fi の利用は想定外である．そのため日本では，全
てタイプ 1 チャネルが割り当てられている．一方，米
国では 1 チャネル当り利用可能な周波数帯域幅が最大
16 MHz で，センサネットワーク及び通信距離拡張
Wi-Fi とも想定する使用用途であるため，タイプ 1 及び
タイプ 2 チャネルが設けられている．

802.11ah のキャリヤセンスレベルは，プライマリ
1 MHz に規定されている値を基準に，使用するチャネ
ル帯域幅に比例して基本的に増加する．802.11ah での
キャリヤセンス測定時間は，プリアンブル信号の検出に
用いる aCCATime と名付けられた時間と，OFDM 信号

存在の有無を判断に用いる aCCAMidTime と名付けら
れた 2 種類の測定時間がある．この二つを表 2 のよう
に用い，高い受信感度を有する無線システムが送信中の
信号を保護する．

表 2 はプライマリ 1 MHz チャネルにおける物理層で
のキャリヤセンス条件を，タイプ 1 及びタイプ 2 につ
いてまとめたものである．物理層でのキャリヤセンスレ
ベルは，1 MHz チャネル帯域幅時のみ用いられる変調・
符号化方式 MCS10（Modulation and Coding Scheme 
10）利用時の受信感度を基準に決定されている．この
MCS10 は，プリアンブル信号の送信電力レベルのみ
3 dB の利得を持たせ，データ部分では OFDM シンボル
単位で信号を 2 回繰り返す特異な変調・符号化方式で
ある．

プリアンブル信号は未検出だが 1 MHz チャネル帯域
幅を有する OFDM 信号のみ検出できる場合，MCS10
特有の信号電力が 3 dB 高いプリアンブル信号を用いた
信号検出判定を物理層は行うことができない．この点を
考慮し，1 MHz チャネル帯域幅信号検出のみのキャリ
ヤセンス条件は，プリアンブル検出時の条件を 3 dB 緩
和した－ 89 dBm/MHz とした．なおタイプ 2 チャネル
では，タイプ 1 チャネルの条件に 3 dB 加算された値が
設定されている．上記条件は満たされなかったが，所定
の信号強度を持つ無線信号が観測されたか否かの判定に
用いる CCA-ED（Clear Channel Assessment–Energy 
Detection）レベルは，タイプ 1 とタイプ 2 チャネルの
区別なく，常に－ 75 dBm の値が規定されている．

802.11ah では，2 種類の Ack（Acknowledgment）
信号が用意された．一つは従来の無線 LAN から用いら
れ て い る 標 準 Ack で あ る． そ し て も う 一 方 は，
802.11ah で 新 規 採 用 さ れ た NDP Ack（Null Data 
Packet Ack）である．この NDP Ack は，PLCP（Physical 
Layer Convergence Procedure）ヘッダのみから構成
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図2　日本，米国における802.11ahチャネル割当

表2　プライマリ1チャネルのキャリヤセンスレベル

プライマリ1
ビジー条件

1 MHz 信号
検出&プリア
ンブル検出時

1 MHz 信号検
出のみ

信号強度の
み検出

測定時間 aCCATime
（40 μs）

aCCAMidTime
（212 μs） aCCATime

タイプ
1 Ch. － 98 dBm － 89 dBm/

1 MHz － 75 dBm

タイプ
2 Ch. － 89 dBm － 86 dBm/

1 MHz － 75 dBm



される．NDP Ackは標準Ackと比較するとPSDU（PHY 
Service Data Unit）分だけフレーム長が短い．そのため，
NDP Ack を用いることで，送信動作時間と受信動作時
間とも短縮化され低消費電力化が期待される．

従来の仮想キャリヤセンスである NAV（Network 
Allocation Vector）を用いて両 Ack フレームを保護す
ると，フレーム受信成功時には適切な時間が保護される．
しかし，受信エラー発生時には，NPD Ack と標準 Ack
の区別なく EIFS（Extended Interframe Space）とい
う固定長の時間だけ保護される．したがって，より短い
フレーム長である NDP Ack を用いた場合，標準 Ack
を用いた場合よりも不必要に長時間待機することにな
る．このような仕組みは，消費電力や周波数リソースの
面で得策とは言えない．この状況を改善するため，原理
的に PSDU 部分よりも高い信頼性を確保できる PLCP
ヘッダ内部の SIG フィールドに用意された 2 bit から構
成される Response Indication フィールドを用いた第 2
の仮想キャリヤセンスを，802.11ah は用意した．この
第 2 の 仮 想 キ ャ リ ヤ セ ン ス は RID（Response 
Indication Deferral）と呼ばれる．図 3 は NAV と併用
して用いられる，RID が保護する時間範囲を説明した
図である．なお 802.11ah では，NAV と RID の二つの
値が両方ともゼロになって初めて，仮想キャリヤセンス
はアイドル状態と判定される．

4.3　ビーコン送信
無線 LAN では，ビーコンという信号が定期的にアク

セスポイントから出力され，アクセスポイントと端末間

の通信を制御する．802.11ah でも同様の方法が用いら
れるが，S1G ビーコンと名付けられた 802.11ah 特有
のビーコンが追加された．この S1G ビーコンは RID 同
様に，低消費電力化と送信機会獲得の向上を目指して用
意された．

従来のビーコン信号は 100 Byte 以上のフレーム長で
ある．そのため，例えば 802.11ah での最低伝送速度で
ある 150 kbit/s（MCS10 利用時）を用いて従来のビー
コン信号を伝送すると，5 ms 以上の送信時間を必要と
する．これは一般的なビーコン送信間隔100 msの約5％
を占め，無線システム全体への負荷が大きい．そこで
802.11ah では，必要最低限の情報を保持する S1G ビー
コンを主に利用する．そして，より多くの情報が含まれ
る標準的なビーコンは，S1G ビーコン送信間隔の 1 以
上の整数倍の間隔で送信される．図 4 は，S1G ビーコ
ンと標準的なビーコン送信時間間隔の一例である．この
二つの送信時間間隔は，dot11ShortBeaconPeriod と
呼ばれる変数と，この変数の整数倍の値を持つ dot-
11BeaconPeriod と呼ばれる変数で，それぞれ決定さ
れる．

4.4　間欠通信方式
IoT/M2M 分野において無線通信を利用する場合，無

線通信端末はバッテリー駆動型であることが少なくな
い．バッテリー駆動型の無線通信端末は，長期間の稼動
時間を実現すべく間欠動作を行う場合が多い．更に長時
間の稼動には，定期的な間欠動作よりも，通信が必要な
ときのみ起動しアクセスポイントと通信する動作が適す
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図3　第2の仮想キャリヤセンスが保護する時間範囲

図4　　IEEE	802.11ahにおける標準ビーコンとS1Gビーコンの送信時間間隔



る．これは消費電力の面だけでなく，周波数リソースの
面からも効率的である．この機能実現に向け 802.11ah
は，TWT（Target Wake Time）という機能を追加した．
この TWT は，アクセスポイントと端末間で通信を行う
タイミングをあらかじめ決定し，そのタイミングで通信
を行う機能である．

TWT は，大別すると明示的 TWT と暗黙的 TWT の
2 種類存在する．明示的 TWT では，通信を行うたびに
次回の通信タイミングを決定する．暗黙的 TWT では，
TWT を用いた通信を行うことを決めた時点で取り交わ
された変数を用い，周期的に通信を行う．

こ の 二 つ の TWT は，announced TWT と unan-
nounced TWT という 2 種類に細分化できる．図 5 は
announced TWT の動作概略を示したものである．an-
nounced TWT では，通信開始前に端末は必ず PS-Poll

（Power Save）あるいは APSD（Automatic Power Save 
Delivery）trigger をアクセスポイントに向け送信する必
要がある．unannounced TWT ではこの仕組みは不要
である．

以上から，TWT には明示的 / 暗黙的と announced/

unannounced を組み合わせた合計 4 種類存在し，無線
システムの用途に応じて使い分けられる．

4.5　新規プロトコルバージョン
従来の無線 LAN 規格では，基本的に共通したフレー

ム構成のため全て同じプロトコルバージョン 0 が利用
されてきた．しかし802.11ahで初めて，プロトコルバー
ジョン 1 が追加された．プロトコルバージョンを表現
するために用意されているビット数が二つしかないこと
から，規格化に際しては，この値の追加に慎重な意見が
少なからずあった．しかし 802.11ah は，Sub-1 GHz
周波数帯で動作するため従来の無線 LAN 規格との互換
性を必要としないこと，802.11ah 特有の短縮形式の各
種新規フレームが追加されていることなどから，これら
の点の明確化を一つの目的として新規プロトコルバー
ジョンを追加した．

図 6 は，プロトコルバージョン 1（PV1）の MAC フ
レームフォーマットの概要を図示したものである．この
図から分かるように，PV1 MAC フレームは，フレーム
の種類に対応して Frame Control Field の内容が変化
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図6　IEEE	802.11ahで採用のプロトコルバージョン1のMACフレームフォーマットの概要

図5　IEEE	802.11ahの（un）announced	TWT機能



するだけでなく，アドレスデータから Frame Body ま
での様々な内容が変化する．

無線端末を宅内あるいは工場の建屋内などに配置す
ると，障害物によりアクセスポイントと端末間が見通し
環境とはならない場合がある．802.11ah では Sub-
1 GHz という比較的低い周波数帯を用いるため，障害
物に対してある程度の耐性を持つ．しかし端末によって
は，バッテリー駆動等の理由により低い電力で信号を出
力する．この場合，障害物による伝搬損により，受信機
側では信号を受信するために必要な大きさの電力が得ら
れないことがある．これを解決する一手段として，端末
間の通信距離を短くし損失の影響を低減する方法があ
る．そこで，802.11ah はリレー機能をオプションとし
て採用した．

図 7 は，802.11ah のリレー機能を模式的に表した図
である．本リレー機能のホップ数は通常 2 ホップ程度
である．図中 Root-AP と記載されたルート端末とリレー
端末（図中 Relay1，Relay2 と記載）が使用する SSID

（Service Set Identifier）は，ルート端末が決定した値
を用いる．リレー端末におけるメモリのオーバフローを
回避するためのフロー制御機能も用意された．リレー端
末は，ルート端末と同様にビーコンを定期的に送り，各
リレー端末配下に属する端末と適時通信する．なお，リ
レー端末はルート端末に対し，新たな端末がリレー端末
に接続されるたびにその情報を伝える．

図 8 にリレー機能の動作概略を示す．リレー端末は，
リレー端末配下の端末から，ルート端末あるいは他の
MAC アドレス群に存在する端末宛てのデータを受信す
ると，CSMA/CAを用いてルート端末との通信を試みる．
そのため，このリレー機能による送信機会獲得動作のた
めに，他端末との通信衝突確率が増大する．802.11ah
では，この課題解決のため，送信機会のシェアリング機
能 TXOP Sharing（Transmission Opportunity 
Sharing）を用意した．これは，端末からリレー端末へ
の通信の際に，例えば RTS（Request To Send）/CTS

（Clear To Send）フレームを用い，リレー端末がルー
ト端末と通信を行う時間を考慮した仮想キャリヤセンス
による保護時間を設定するものである．これにより，フ
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図7　IEEE	802.11ahで採用されたリレー機能概要

図8　IEEE	802.11ahにおけるTXOP	sharing 機能



レーム衝突が生じる確率の低減を図る．この 802.11ah
で規定されている TXOP Sharing は，IEEE 802.11ac
で規定されているダウンリンク用の MU-MIMO（Multi 
User Multiple Input Multiple Output）対応のための
同名の TXOP Sharing とは異なる．

5 日本の920 MHz 周波数帯
利用制度の技術条件

日本で 802.11ah を運用する上では，920 MHz 周波
数帯の技術条件に幾つかの注意点がある．まず，6 ms
以上の送信後は，その端末は 2 ms 以上の送信休止時間
が要求される．Random Back off により柔軟に送信後
のギャップ時間を変化させ効率的にチャネルを利用する
通常の CSMA/CA 使用には，1 回の送信時間が 6 ms 以
下となるように 802.11ah を運用する必要がある．特に
150 kbit/s の最低伝送速度を用いる場合，上位層でのペ
イロードサイズ管理が必須である．次に，2 MHz チャ
ネル周波数帯域幅の使用は許されていないので，
802.11ah 規格上は必須動作である 2 MHz チャネル周
波数帯域幅の運用を停止させる必要がある．また，

1 MHz チャネル周波数帯域幅の利用時も，隣接チャネ
ル漏えい電力の規定が厳しいため，802.11ah 規格より
急しゅんな信号スペクトルマスクか，送信電力を控えた
運用かのいずれかも必要である．このほか，CCA-ED
レベルを 802.11ah 規定の－ 75 dBm よりも 5 dB 低い
－ 80 dBm に設定することも必要である．更に，場合に
より，1 時間当りの端末からの送信時間を 360 秒以内

（Duty Ratio 10％ max）とする運用も必要である．

6 IEEE 802.11ah シミュレー
ション

システムシミュレータ Scenargie ® （14）を用い，表 3
に示した条件における 802.11ah 対応端末の通信シミュ
レーション結果を図 9 に示す．このシミュレーション
におけるネットワーク構成は，アクセスポイントの周辺
に，任意に 20 台のセンサ端末を配置したスター形トポ
ロジである．各端末からの送信バイト数は，センサネッ
トワークを想定し 256 Byte の固定長とした．図 9 にお
いて，横軸は通信経過時間を，縦軸は各端末から送信さ
れたデータをアクセスポイントで正常に受信することが
できたデータサイズの累積値を示す．この結果から，各
端末から偶然同時に送信されたデータ同士の衝突によ
り，単純右肩上がりの直線ではなく，波打つ状態に時折
グラフが変化することが読み取れる．しかし全体的には，
どの端末からの累積受信データサイズも右肩上がりに上
昇している．これは，802.11ah を用い一つのアクセス
ポイントに 20 台の端末を接続した条件において，特定
の端末に偏ることなく，どの端末も同程度の割合でアク
セスポイントとの通信に成功していることを意味する．
この結果から，802.11ah はセンサネットワークの利用
にも適用可能であると言える．

7 おわりに
本稿では，2016 年 9 月頃に規格策定完了見込みの

IoT/M2M を 支 え る Wi-Fi HaLow TM の 基 で あ る
802.11ah の概要の一部を紹介した．本稿に記載した以
外にも，Traveling Pilot，SST（Selective Subchannel 
Transmission），RAW（Restricted Access Window），
TIM（Traffic Indication Map）Encoding 等の新規技
術が 802.11ah で採用された （15）．

日本の 920 MHz 周波数帯を含む各国の周波数制度
が，802.11ah を含む IoT/M2M 応用市場で広範に活用
できるように共通化され，有効利用されるようにするこ
とは重要な課題である．この課題解決に向け，各国で現
在検討が行われている．この周波数割当と 802.11ah 製

表3　シミュレーション主要諸元
シミュレーション変数名 値

基地局台数 1台

接続端末数 20台

各端末でのデータ発生間隔 1秒

送信データバイト数 256バイト

変調・符号化方式 MCS10

伝搬損モデル 自由空間損

端末配置 基地局を中心に半径 300 m
内にランダムに配置
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品化の両者が互いに影響を与え合いながら，802.11ah
は今後も一層発展していくと筆者らは考える．
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1 まえがき
近年，2.4/5 GHz 帯を用いる無線 LAN は急速に普及

し，家庭内のみならず公衆エリアにおける高速無線手段
として身近な存在となった．一方で，市街地などの過密
エリアでは，電波干渉により十分な通信速度が得られな
いといった課題が目立つようになってきた．このような
中，新たな周波数帯である 60 GHz 帯を用いるミリ波無
線に注目が集まっている．

60 GHz 帯は免許不要の周波数帯として世界的に割り
当てられており，図 1（a）に示すように日本や欧州では
9 GHz，米国，カナダ，韓国では 7 GHz もの広大な周波数
帯が使用できる．これまで，60 GHz 帯無線はギガビット
を超える高速無線用途として期待されながら，デバイス
のコストや量産性の課題から広く普及するには至らな
かったが，近年，CMOS プロセスの微細化や回路技術の
進展により，これらの課題は解決されつつあり （1） 〜 （4），一
部のベンダからは 60 GHz 帯無線を搭載したノート PC
やワイヤレスドックなどの民生機器が市場投入され始め
た．2016 年には，Wi-Fi アライアンス（以下 WFA）が，電
気電子学会（IEEE：Institute of Electrical and Electronic 

Engineers）により策定された 60 GHz 帯無線の国際標準
規格 IEEE 802.11ad/WiGig （5）に対応した機器の相互接
続認証プログラムを開始予定である．WFA の予測では
2019 年までに 60 GHz 帯を含むチップセットの出荷が世
界市場において 10 億台規模に達すると予想されている．
IEEE 802.11ad/WiGig では，図 1（b）のチャネル配置に
示すとおり 1 チャネル 2.16 GHz の広帯域チャネルが最
大 4 チャネル使用可能であり，図 2（a）に示す高精細動
画像ストリーミングや機器間の高速ファイル転送など近
距離での高速通信用途から普及が進むものと見込まれる．

更に，2020 年頃の実用化が期待される第 5 世代移動
通信（5G）においても，急増するモバイルトラヒック
を収容するための有望な技術として，ミリ波帯の活用が
検討され始めており （6）， （7），図 2（b）に示すような駅，
スタジアムや会議場など多くの人が集まる密環境でのギ
ガビット通信への応用が期待される．

本稿では，次世代の超高速無線として発展の期待され
る 60 GHz 帯無線の国際標準化活動の変遷と，その中で
デファクトとなった IEEE 802.11ad/WiGig の技術的特

US/Canada/Korea
China59.0 64.0

66.059.0
57.0 日本/欧州

米国/カナダ/韓国
中国59.0 64.0

64.057.0
57.0 66.0

[GHz]

図1　	主要国における60	GHz帯の周波数割当と IEEE	
802.11ad/WiGig のチャネル配置

[GHz]
#1 #2 #3 #4

58.32 60.48 62.64 64.80
57.0 66.0

2.16

[GHz]
#1 #2 #3 #4

58.32 60.48 62.64 64.80
57.0 66.0

2.16

（a）周波数割当

（b）チャネル配置

図2　60	GHz帯無線の代表的なユースケース

（a）高精細動画像ストリーミング，高速ファイル転送

（b）公衆エリアでの超高速無線アクセス
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長を解説する．更に，対応する機器の実用化動向及び
2020 年以降を見据えたミリ波帯無線の将来展望につい
て述べる．

2 国際標準化の現状
2.1　IEEE 802.11ad/WiGig 規格に至る経緯

60 GHz 帯無線技術の民生用途での実用化は，米国 
カリフォルニア大学バークレー校のグループが中心に設
立した米国のベンチャー企業 SiBEAM 社（現 Lattice 
Semiconductor 社）がきっかけを作ったと言える．同
社は，高精細映像の非圧縮伝送を行う WirelessHD 規
格 を 提 唱 し，2009 年 に 民 生 用 途 と し て 世 界 初 の
60 GHz 帯 CMOS チップセットの量産に成功した．デ
バイス供給ベンダが 1 社に限られたこともあり普及は
限定的であったが，実用化の妨げとなっていた半導体デ
バイスのコストや量産性の課題が解決されたことで，こ
の頃から民生用途を目指した国際標準化の主導権争いが
始まった．

国際標準規格の中で技術的中核となったのは日本の
研 究 機 関， 企 業， 大 学 等 に よ り 推 進 さ れ た IEEE 
802.15.3c （8）である．IEEE 802 委員会傘下のタスクグ
ループとして標準化活動を推進し，2009 年に規格化を
完了した．また，欧州系の標準化団体である Ecma 
International においても標準規格作成作業が進み 2010
年に ECMA-387 が発行された．同時期には業界団体を
中心とした Wireless Gigabit Alliance（以下 WiGig）
も新たに設立され，2009 年に WiGig 規格を発行した．
更に WiGig 参画グループを中心に IEEE 802.11 での規
格化作業が行われ，WiGig 規格を IEEE 802.11ad とし
て採用させる形で 2012 年に仕様書が発行された （5）．図
3 に各団体間の相関を示す．

このように混とんとする 60 GHz 帯無線システム規格
の中で，最終的には IEEE 802.11ad/WiGig 規格がデ
ファクト標準を獲得した．その大きな要因は「ワイファ
イ（Wi-Fi）」として広く認知されている，無線 LAN 規
格の相互接続認証を行っている WFA の影響力による．
WiGig では 2010 年に相互接続認証作業に対し WFA と

の協力関係を締結し，最終的に 2013 年に WFA と
WiGig が統合された．これにより，同規格は WFA が持
つ無線 LAN のエコシステムを活用できることになり，
デファクト標準の地位を勝ち取った．WFAでは「WiGig」
のブランド名を残し，2016 年から相互接続性の認証プ
ログラムの提供に向けた準備が進められている．

2.2　IEEE 802.11ad/WiGig 規格の概要
IEEE 802.11ad/WiGig では，実用性の高い技術の採

用を重視し，既存の規格も有効活用しながら規格化が進
められた．表 1 に採用された特長的な技術を示す．変
調方式には，低消費電力の実現を目指したシングルキャ
リヤ（SC：Single Carrier）変調とマルチパス耐性を目
指 し た マ ル チ キ ャ リ ヤ 変 調（OFDM：Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing）が採用された．表
2 に 代 表 的 な 変 調 モ ー ド（MCS：Modulation and 
Coding Scheme）を示す．MCS 4 までが必須モードと
して定義されており，共通の制御パケットにはロバスト
性の高い MCS 0 が使用される．最大通信速度（物理層
伝 送 速 度 ） は，SC 変 調 で 4.6 Gbit/s（MCS 12），
OFDM 変調では 6.7 Gbit/s（MCS 24）に達する．また，
誤り訂正符号には誤り訂正能力の高い低密度パリティ検
査符号（LDPC：Low Density Parity Check code）が
採用された．

メディアアクセス制御（MAC：Media Access Control）
層 は， 従 来 の 無 線 LAN で は CSMA（Carrier Sense 
Multiple Access）と呼ばれるアクセス方式が採用され
ていたのに対し，TDMA（Time Division Multiple Ac-
cess）とのハイブリッド構造になっている．CSMA は

図3　60	GHz帯国際標準規格の変遷

表1　IEEE	802.11ad/WiGig 規格の主な特長

レイヤ 解決課題 採用技術

物理層
低消費電力化 シングルキャリヤ変調

π / 2-BPSK

高効率伝送
LDPC符号

MAC層
CSMA/TDMAの
ハイブリッド

遮蔽対策 ビームフォーミング
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送信前にチャネルの空きを検出し，空いていたら送信す
るというシンプルなプロトコルであるがパケットの衝突
が起きるため伝送効率は低い．一方 TDMA は，あらか
じめ割り当てられたタイミングでパケットを送出するプ
ロトコルで伝送効率が高くなるが，収容端末が増えると

制御が複雑になる．
もう一つの特長は，アンテナ指向性を制御しながら通

信を行うビームフォーミング（BF：Beamforming）へ
の対応である．親機はビーコンと呼ばれる信号を定期的
に送信し，端末はビーコン信号を見付けて接続を行って
いく．ビーコンの送出間隔はビーコンインターバルと呼
ばれ，この中で BF の制御が行われる．図 4 に代表的な
ビ ー ム 制 御 プ ロ ト コ ル で あ る SLS（Sector Level 
Sweep）の手順を示す．ビーム制御機能のある Initiator

（同図ではアクセスポイント）が，ビーコン送信タイミ
ングでビーム方向を変えながらビーコン信号を送信す
る．その際 Responder（図ではノート PC 端末）は擬
似オムニ（Quasi-Omni）で定義される最大ビーム幅で
待ち受ける．この手順を双方で行った後に，SN 比（信
号対雑音比，SNR：Signal to Noise Ratio）をフィー
ドバックし，最適なビーム方向を決定する．SLS の所要
時間は送受ビーム方向の組合せ数にも依存するが，通常
100 ms のビーコン送信間隔に対して数百 μs 程度の短
時間で完了し，これを周期的に実施することで端末位置
の変動にも対応する．

また，60 GHz 帯通信では，遮蔽などにより通信が遮
断される条件が起こりやすいことから，2.4/5 GHz 帯
を使用する既存無線 LAN との間でシームレスにセッ
ションを切り換える FST（Fast Session Transfer）も
定義された．

3 IEEE 802.11ad/WiGig 
規格に対応した試作機開発

本章では，筆者らの研究開発事例を中心に IEEE 
802.11ad/WiGig に対応したトランシーバチップセット
やマルチユーザ接続に対応したアクセスポイントについ
て紹介する．
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図5　トランシーバチップセットのブロック図

表2　	IEEE	802.11ad/WiGig で定義された変調方式	
（一部抜粋）

MCS 変調方式 符号化率
物理層
伝送速度
［Mbit/s］

0 π / 2-DBPSK（SC） 1/2  
（32チップで拡散） 27.5

1 π / 2-BPSK（SC） 1/2（2回送信） 385

4 π / 2-BPSK（SC） 3/4 1,155

5 π / 2-BPSK（SC） 13/16 1,251.25

9 π / 2-QPSK（SC） 13/16 2,502.5

12 π / 2–16QAM（SC） 3/4 4,620

21 16-QAM（OFDM） 13/16 4,504.5

24 64-QAM（OFDM） 13/16 6,756.75

図4　ビームフォーミング制御手順
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波長の短いミリ波帯では，複数のアンテナ素子から成
るフェーズドアレーを用いた BF アンテナを比較的小形
形状で実現できる．BF 機能を搭載することで，送受信
範囲の広角化や，アンテナ利得向上による通信エリアの
拡大が可能となる．BF 機能を搭載したトランシーバの
ブロック図を図 5 に示す．本構成では，送信系・受信
系の 60 GHz 帯経路に挿入された移相器（PS：Phase 
Shifter）により BF に必要な位相調整を実施する．PS は，
直交ハイブリッド分配器で 60 GHz 帯信号を 0 度   /90
度に分配した後でベクトル合成することで，360 度の角
度範囲で 5 度以下の高分解能を実現した （9）．また，
CMOS の特長を生かしたディジタル補正機能 （3）を搭載
することで，アナログ回路性能のばらつきやマルチパス
伝搬路に起因する変調信号のひずみを抑えながら低消費
電力動作を実現させた．

無線 IC（RFIC）及びベースバンド IC（BBIC）は
40 nm CMOS プロセスを用いて試作し，これらを小形
のアンテナ一体形モジュールに一体化して集積した．図
6 に RFIC とアンテナ一体形モジュールの写真を示す．
モジュールサイズは 11× 12 mm であり，7 dBi の最
大アンテナ利得を有し，4 系統合計した実効放射出力電
力 は 約 10 dBm EIRP（Effective Isotropic Radiated 
Power）である．BF により 7 パターンのアンテナ方向
を設定可能である．図 7 に前述した SLS による BF を
動作させた場合とさせない場合の実測カバレージ比較を
示す．BF によりカバレージを大きく拡大できており，
120 度の角度範囲（＋ 45〜－ 75 度）において MAC ス

ループット 1.5 Gbit/s（MCS 9）の場合で通信距離
2.5 m，0.9 Gbit/s（MCS5）の場合で通信距離 4 m 以
上を達成した．

IEEE 802.11ad/WiGig は，高速有線インタフェース
の無線化（図 2（a））のみならず，公衆エリアにおける
ギガビット通信（図 2（b））への適用が期待される．

図 8 にマルチユーザ接続（1 対多通信）に対応したミ
リ波アクセスポイント（ミリ波 AP）の試作機を示す．
前節で述べた CMOS チップセットを採用し，120 度の
カバレージを有する無線モジュールを三つ組み合わせる
ことで周囲 360 度をカバーする．通信エリアを拡大す
るため送信系・受信系には利得約 10 dB の外付けアン
プを追加し，図 6 に示したアンテナ一体モジュール搭
載の端末との間で 8 m 以上の通信距離を確保させた．
開発したミリ波 AP は，図 9 に示すようにアンテナ指向
性を生かした空間分割により最大 3 ストリームの同時
送受信が可能であり，更に，空間分割と時分割共有を組
み合わせることで一つの AP で最大 12 ユーザまで収容
する．

アンテナ

12 mm

11
m
m

3.
2m
m

5.1 mm

RF
IC

BB
IC送 信 受 信

PLL

図6　RFICのチップ写真とアンテナ一体モジュール

図7　ビームフォーミングあり／なしのカバレージ比較

　　（a）ビームフォーミングなし	　　　　　　　　　　		（b）ビームフォーミングあり			　

図 8　ミリ波アクセスポイントの試作機
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3.3　実証実験
ミリ波 AP を用いた高速無線通信の有効性を検証する

ため，2016 年 2 月に成田国際空港ターミナルにおいて
業界初となる WiGig スポットの実証実験を実施し
た （10）．図 10 にシステム構成図を示す．ミリ波 AP とコ
ンテンツサーバ間を高速イーサネットで接続し，50 m 2

（10 m× 5 m）のミリ波通信エリアを構築した．ミリ
波 AP コントローラは，ミリ波 AP 間の連携制御及び端
末管理を行う．端末には IEEE 802.11ad/WiGig に対応
した USB ドングルを接続した 4K タブレットを使用し，
大容量コンテンツの超高速転送を既存無線 LAN との速
度比較を行いながら空港施設利用者に実体感頂いた．図
11 に実証実験の様子を示す．通信速度は 1 ユーザ当り

1 Gbit/s 以上の実効速度が平均的に得られ，参加者から
は早期実用化に向けた期待のコメントが数多く寄せられ
た．また，人体遮蔽による瞬断や，一部のミリ波 AP へ
の負荷集中による速度低下など実用化に向けた課題も抽
出された．

4 次世代規格化の取組み
IEEE 802.11ad の後継となる規格化作業として IEEE 

802.11ay タスクグループが 2015 年 5 月に発足した．
プ ロ ジ ェ ク ト の 要 求 要 件 で あ る PAR（Project 
Authorization Request）には，IEEE 802.11ad との後
方互換性の確保や，20 Gbit/s 以上の最大スループット
などが定められた （11）．ユースケースには表 3 に記載す
る様々な用途が想定され，更なる高速化を目指し複数
チャネルを束ねて一つの通信に使用するチャネルボン
デ ィ ン グ や MIMO（Multiple-Input and Multiple-
Output）伝送などの新技術導入に向けた議論が進めら
れている．例えば，MIMO 伝送では，ミリ波帯では見
通し通信が支配的となるために多重化信号分離が困難に
なるケースが発生することから，この課題を軽減するた
めの技術提案などが行われている．IEEE 802.11ay で
は，2020 年頃の実用化を目指し，2017 年ドラフト規
格書の発行を予定している．

図10　実証実験のシステム構成図

図11　成田空港ターミナルでの実証実験

図9　空間分割による同時通信の概念図
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5 ミリ波アンライセンスバンド
の将来展望

ミリ波帯の電波伝搬は，自由空間損失が大きい，直進
性が強い，人体や壁などの遮蔽物に弱いなどの特性があ
ることから，数十 m 程度の近距離通信に適している．
したがって，広大なエリアをミリ波無線のみでカバーす
るのは現実的ではなく，既存無線 LAN やセルラ網と融
合させたヘテロジニアスネットワークへの進化が望まれ
る．前述したミリ波の特性は，既存のマイクロ波帯無線
で課題となるチャネル間干渉を回避するためには望まし
い特性でもあり，ヘテロジニアスネットワーク化により
ミリ波の強みを生かした無線ネットワークが実現でき
る．例えば，トラヒックが集中するエリアにミリ波 AP
を集中的に設置すれば，既存のモバイルネットワークの
高度化だけでは収容し切れないデータトラヒックを効率
良くオフロードすることが可能となる．更に，数多くの
ミリ波 AP 間をミリ波を用いた無線バックホールで結ぶ
ことで，敷設コストの低減も期待できる．

これまで我が国の 60 GHz 帯技術基準は，諸外国に比
べて出力電力や占有帯域幅に制約があったが，2015 年
11 月に 60 GHz 帯技術基準の改正が実施され，空中線
電力の上限が 250 mW（従来は 10 mW．ただし干渉低
減の観点から利得 10 dBi 以上の指向性アンテナ使用が
条件），占有帯域幅の上限が 9 GHz（従来は 2.5 GHz）
に緩和された．このように，更なる高速化や通信距離拡
大，多様なユースケースへの対応に向けて国際協調の観
点から技術基準の整備も進められた （13）．

ミリ波の課題である人体遮蔽による瞬断に対しても，
複数のミリ波 AP を協調させて瞬時に見通しパスを得る
手法や，マイクロ波帯と組み合わせてビーム選択を簡略
化するヘテロジニアスネットワーク化を前提とした技術

検討などが進められている （7）．これらの技術進化によ
り，ミリ波無線の信頼性は飛躍的に向上していくものと
考えられる．

一方，今後，ミリ波無線に対応した機器が普及すると
バックボーンである有線回線網の通信速度がボトルネッ
クになる可能性が高い．したがって，ミリ波の高速性を
生かすためには，大容量データをユーザに近い場所で効
率的に処理するエッジコンピューティングに代表される
新たなネットワークアーキテクチャの技術開発など，無
線アクセス技術にとどまらない統合的な取組みが重要と
なってくるであろう．

6 むすび
急速な普及拡大が期待される 60 GHz 帯無線の国際標

準化の変遷や技術的な特長，将来展望について解説した．
全てのものがネットワークに接続される IoT（Internet 
of Things）時代の到来に向けて，免許不要で広大な周
波数帯を使用できる 60 GHz 帯の有効活用は，急増する
モバイルトラヒックを収容するための有望な技術である．
2020 年頃には更に技術が成熟し，第 5 世代移動通信の
一翼を担う通信技術へと発展してくことを期待したい．

謝辞　本研究は，総務省の委託研究「電波資源拡大
のための研究開発」のうち「ミリ波帯における高度多重
化干渉制御技術等に関する研究開発」に関する研究開発
成果である．
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1 はじめに
スマートフォンをはじめとする携帯情報通信端末の

処理能力やストレージのサイズは増大を続け，ユーザが
使用するデータファイルは，高精細動画像など大容量の
ものが多くなり，移動通信のトラヒック量は著しく増加
している （1）．移動通信方式そのものを大容量化する傍
ら，移動通信トラヒックをオフロードするための低コス
ト・ 大 容 量 の 無 線 通 信 手 段 と し て，2.4 GHz 帯 と
5 GHz 帯のマイクロ波アンライセンス帯（電波免許を
取得せずに使用が許可されている帯域）を用いた
WLAN（Wireless Local-area Network）の開発と利用
が進められている．しかし，限られたエリアに極めて多
数のアクセスポイントやモバイルルータ，ユーザ端末が
展開している，駅，待合室，カフェ等の公共エリアにお
いては，使用する周波数帯のリソースひっ迫と自律分散
形の媒体アクセス制御が持つ特性とがあいまって，ス
ループットの著しい低下が見られる．その解決手段とし
て，アクセス方式の高度化による高効率 WLAN 方式の
研究開発と標準化が行われている （2）．別のアプローチと
しては，非常に広い周波数帯域を利用可能な 60 GHz ア
ンライセンス帯を利用したコンシューマ向け無線通信方
式の検討と商品化が近年急速に進められている．更に，
大容量データのアップロードやダウンロードを瞬時に実
施できるという，オフロード手段としての極めて質の高
いユーザ体験を提供することを目指し，60 GHz アンラ
イセンス帯を活用したミリ波非接触高速転送システムの
実用化に向けた研究開発が進められている．60 GHz ア
ンライセンス帯は，マイクロ波帯に比べ伝搬による減衰
は大きいが非常に広い周波数帯域（多くの国で 9 GHz
の帯域幅）を利用可能であるという点に特徴がある．こ
うしたシステムは，無線伝送距離 10 cm 以下の P-P

（Point-to-Point）形通信に絞り込み，短時間でデータ

ファイルを転送する利用形態に限定することで，
60 GHz アンライセンス帯の長所を最大限に引き出すこ
とが期待できる．

本稿では，ミリ波非接触高速転送システムの標準化動
向，実用化に向けた研究開発状況，100 Gbit/s を超え
る将来の超高速伝送方式への取組みを解説する．

2 IEEE802.15.3eにおける，ミリ波非接触高
速転送システムのPHY, MAC方式標準化

ミリ波非接触高速転送システムは，ユーザはスマート
フォン等の携帯端末を基地局装置（キオスク端末）等に
近接させ短時間でのファイル転送を行う「タッチアンド
ゲット」の利用形態を想定している．同様の利用形態の
無 線 方 式 は マ イ ク ロ 波 帯 を 利 用 し た 物 理 レ ー ト
560 Mbit/s の TransferJetTM が 商 品 化 さ れ て い る．
60 GHz アンライセンス帯を用いた WLAN，WPAN

（Wireless Personal-area Network, 無線パーソナルエ
リアネットワーク）は既に幾つかの方式があるが，ミリ
波非接触高速転送システムには，それらとの違いは主に
以下の 2 点である．

通信距離を短く，見通しのある伝搬環境とすること
で，単位距離当りの伝搬損が大きい 60 GHz 帯でも十分
なリンクマージンが確保できる．また，一つの基地局に
接続されるユーザ端末の最大数が 1 である P-P 形通信
の状態を確保できる．P-MP（Point-to-Multipoint）形
の通信では，基地局に接続されるユーザ数が増えるに従
いユーザ端末当りの転送レートが低下するのに対し，本
システムでは，いつでも，誰が利用しても，最大のスルー
プットを発揮することができる．

これまでに販売されている 60 GHz 帯無線通信モ
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ジュールの消費電力は数百 mW〜1 W 程度となってお
り，スマートフォン等の携帯情報通信端末においてこれ
を常時稼動しておくことは電池消費の観点から好ましい
とは言えない．そこで，ストリーミング伝送のような常
時接続が必要な利用形態ではなく，短時間でのファイル
転送のみに限定する．この場合，ファイル転送に要する
ごく僅かな時間にのみミリ波無線通信モジュールを稼動
させればよいため，伝送する情報量に必要なエネルギー
量を最小化することができる．

タッチアンドゲットのデータ伝送を様々なシーンで
提供するためには，60 GHz 帯の無線のみでユーザが端
末を基地局にタッチする極めて短い時間に，接続確立と
データの転送を完了させる方式が必要となる．既存の無
線 LAN 方式では P-MP 形のネットワーク構成を想定し
た媒体アクセス制御方式を採用しており，接続確立を十
分に短い時間で完了することは難しいため，接続確立の
後に実施されるデータ伝送に十分な時間を取ることがで
きなくなる．

短時間接続確立方式としては，P-MP 形ネットワーク
において，多数の端末が同時かつ頻繁に通信エリアに出
入りする状況下においても，上位層情報をまとめて交換
する等の技術により接続確立時間を短縮する WLAN 方
式が開発・規格化されている （3）．その一方，60 GHz ア
ンライセンス帯を利用し，通信エリアが物理的に制限さ
れ P-P 形のみとなる非接触伝送に限定した上で，更に短
時間での接続確立を行うための規定の策定が進められて
いる．それは，WPAN 方式の規格化を行う団体である
IEEE 802.15 Working Group for WPAN 内で，2015
年 3 月 に 発 足 し た TG3e HRCP（Task Group 3e - 
High Rate Close Proximity，以下 TG3e）において実
施されている．TG3e のスコープとしては，「60 GHz ア
ンライセンス帯を用いること」，「10 cm 程度以下の伝送
距離の P-P 形通信（1 対 1 での通信）」，「接続確立時間
は 2 ms 以下」等が定められている （4）．

2.1　TG3e が想定する利用形態と規格の特色
TG3e が策定を進めている IEEE802.15.3e 規格案（以

下，15.3e）では，ミリ波非接触高速転送システムとして，
ネットワークへのダウンロード・アップロードサービス
のほか，オーディオ・ビジュアル機器，パソコン，携帯
情報端末の間でのファイル共有（図 1），非接触ポータブ
ルストレージのデータ読み書きといった利用形態を想定
している．これと関連して，200〜300 GHz 帯を中心と
した周波数帯を利用した WPAN の PHY 方式策定を実施
している IEEE802.15 Working Group for WPAN 内の
Task Group 3d においても，非接触高速転送は有力な利
用形態として活発な議論がなされてきている （5）．

TG3e では，以下に示す特徴を持った仕様が検討され
ている．
           

 

   

         
 
   

 
 
 

特に，短時間での接続確立処理は重要なポイントと位
置付けられている．図 2 に示すように，多数のユーザ
が次々とタッチアンドゲットによるファイルのダウン
ロードを実施するような場合は，自動改札機に IC カー
ドを接触させて通過する動作とほぼ同じ利用形態が想定

図1　機器間でのファイル伝送

表1　	IEEE802.15	TG3e で規定が検討されている
MCS（modulation	and	coding	schemes，変
調及び誤り訂正符号化方式）	（8）

MCS番号 変調方式 誤り訂正
符号化率

物理層レート
［Gbit/s］ ＊

0 π/2 QPSK 11/15 2.6

1 π/2 QPSK 14/15 3.3

2 16QAM 11/15 5.2

3 16QAM 14/15 6.6

4 64QAM 11/15 7.7

5 64QAM 14/15 9.9

6 256QAM 14/15 13.1

　＊�物理レイヤにおけるペイロード伝送レート（パイロットワードなし
の場合）

108 通信ソサイエティマガジン　No.38  秋号 2016

小特集 アンライセンスバンドの周波数資源の利活用



される．混雑している駅の自動改札機で，乗客が IC カー
ドを読取り器から半径約 10 cm のエリアに近接させて
いる時間は，筆者らの計測によるとおよそ 250 ms で
あった．そこで，この 250 ms の間だけ基地局に携帯情
報通信端末を近接させたときに転送可能なファイルサイ
ズと，接続確立に必要な時間の関係を求めたところ，例
えば，スループットが 28 Gbit/s の場合，接続確立時間
が 2 ms 以下であれば，250 ms で 2 時間の HD（High 
definition）画質の動画像を転送することが可能となる
ことが分かる （7）．通常の無線 LAN 装置等では少なくと
も数百 ms（ビーコンインターバル × 数回分）の接続
確立時間を要することが想定され，そのままでは上記の
ような自動改札機形タッチアンドゲットの実現は困難と
考えられる．トータルの通信時間に占める接続確立処理
の問題は，伝送レートが高いほど顕著になる．

このように，15.3e は，9 GHz という非常に広い周波
数リソースを持つ 60 GHz アンライセンス帯のメリット
を最大限に引き出した方式を目指しており，高速かつ瞬
時のデータ伝送に特化したPHY/MAC方式となっている．

2.2　瞬時接続確立のための規定
15.3e では，802.15.3 で従来規定されていた P-MP 形

のネットワーク構成ではなく，二つの無線局での通信，
つまり，P-P に限定したネットワーク構成で媒体アクセ

ス方式が規定されている．
図 3 に接続確立からデータ転送，接続解除までのコマ

ンドのやり取りを概説する （9）．15.3e においては，一度
接続する端末が決定し接続が確立されたら，ハンドオー
バやほかの端末が新たにネットワークに加わることはな
いため，基地局はビーコンの送信を停止し，データ転送
に全ての時間を使用する．また，接続された状態ではネッ
トワーク構成が変更されることはないため，定期的な管
理フレームの交換も実施しない．また，端末が基地局の
通信エリア内に入ってからできるだけ早い時間にビーコ
ンを受信し接続要求を送信できるよう，基地局がビーコ
ンを送信する間隔を必要最低限の長さ（通信エリアが非
常に小さいためビーコンを受信可能な端末の数が十分に
小さいと仮定し，最大六つのアクセススロットまで）に
設定し，ビーコン周期も短く設定している．結果的に，
端末がビーコンを受信してからの接続応答を受信するま
での処理が 2 ms 以内に完了するようにしている．なお，
ビーコン自体の長さ，Association Request（端末から基
地局に送信する接続要求コマンド）自体の長さはいずれ
も最大 4 μ s 程度に設定する方向で検討がなされている．

2.3　他システムとの共存
上記のとおり，15.3e で想定している無線伝送距離は

10 cm 程度である．一方，同じ 60 GHz アンライセンス
帯を利用した，WPAN 方式である IEEE802.15.3c や
WLAN 方式である IEEE802.11ad においては，TG3e の
100 倍，10 m 程度を想定している．各方式が規定してい
る受信電力レベルは，表 2 に記載のとおり，どれもほぼ
同じである．本規格はほかより伝送距離が 1/100 である
ので，送信機における所要 EIRP は 40 dB 低くできるこ
ととなり，他規格準拠システムへ与える干渉を大きく低減
したシステムが展開されるという議論がなされている （10）．

タッチ

図2　	自動改札機形タッチアンドゲット利用形態のイメー
ジ	（6）

図 3　接続確立からデータ転送，接続解除までの動作
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3 ミリ波非接触高速転送システ
ムの研究開発動向

60 GHz アンライセンス帯を用いた近距離の高速伝送
システムとしては，複数のプロジェクトにおいて実用に
向けたシステム試作開発が実施されている （11） 〜  （13）．著者
らもミリ波非接触高速転送システムの研究開発を進めて
おり，主に図 4 の利用形態を想定している （14）．街頭や
店舗内に設置される無線基地局（キオスク端末）に，ユー
ザはスマートフォン等の携帯端末を近接させて，キオス
ク端末と携帯端末の間で短時間でのファイルを転送を行
う（タッチアンドゲット）．それによりユーザはネットワー
クとの間でファイルのアップロードまたはダウンロード
を実施する．また，コンテンツホルダから有料コンテン
ツをユーザ端末にダウンロードするほか，企業，家庭内
やクラウド上のストレージに蓄積しているデータをユー
ザ端末にダウンロードする．またユーザ端末に蓄積して
いるデータをクラウドや SNS 等にアップロードする．

ミリ波非接触高速転送システムの構成を図 5 に示す．
上記のように無線区間の伝送レートが極めて高い場合に
は，基地局が接続されているネットワークにおける伝送
レートやストレージの読出し速度がボトルネックとなる
可能性が想定される．そのため，キオスク端末及び携帯
端末には読出し・書込み速度が 1 Gbit/s 以上のキャッ
シュを設け，60 GHz 帯無線通信のファイル転送は
キャッシュ間で行う構成としている．キオスク端末内の
ストレージに蓄積しているボリュームゾーン商品のコン
テンツやクラウドサーバ上に蓄積しているロングテール
商品のコンテンツは，事前予約と通信距離の長いほかの
無線方式を複数組み合わせることによって 60 GHz 帯無
線通信が開始されるまでにキオスク端末内のキャッシュ
に転送しておく．

タッチアンドゲットでキオスク端末から携帯端末へ
大容量データを配信するサービスのユーザ体験を可視化
するため，システム装置を試作した．本システム装置で
は約 350 MByte のデータ（H.265 方式で圧縮した 1 時

間の動画像データファイルを想定したサイズ）を 3 秒
以内にダウンロード提供するサービスをターゲットと
し，接続確立時間 0.2 秒以下，ファイル転送レートとし
ては 1 Gbit/s 以上を実現した．

システム装置構成を図 6 に示す．キオスク端末及び
携帯端末には，3 種類の無線方式に対応した機器（Wi-Fi・

表2　	60	GHzアンライセンス帯を利用した各種短距離無
線方式で想定している受信電力レベル

方式規格名 最小 最大

IEEE802.15.3e － 66 dBm － 44 dBm

IEEE802.15.3c － 70 dBm － 46 dBm

IEEE802.11ad － 78 dBm － 47 dBm

図4　ミリ波非接触高速転送システムの利用形態

図5　ミリ波非接触高速転送システムの構成

図6　試作したミリ波非接触高速転送システムの構成

図7　試作したシステム装置の外観
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ミリ波・NFC（Near-field communication，近傍界通
信））を内蔵しており，これらの機器が連携しユーザの
認証によるダウンロードコンテンツの特定と接続確立，
通信の制御を行うことにより，接続確立に要する時間の
短縮と通信距離の制限を行い，タッチアンドゲットの使
用感を実現している．外観を図 7 に示す．右の据置形
装置がキオスク端末で，ユーザは携帯端末をキオスク装
置前面にあるミリ波通信ゾーンに近接させ，動画像コン
テンツのダウンロードを実施している．

3.3　試作したシステムの制御方式
本システムにおける無線通信ゾーンの設計を図 8 に，

通信確立とデータ転送の制御シーケンスを図 9 に示す．
携帯端末がキオスク端末の Wi-Fi の通信ゾーンに入っ
た場合，携帯端末とキオスク端末の間で Wi-Fi 接続及
びユーザ認証を行う．この認証情報はミリ波通信接続及
び NFC 接続の制御情報として適用される．更に Wi-Fi
でのユーザ認証が完了した時点で，ユーザが事前予約し
たコンテンツをキオスク端末のキャッシュに配信を行
う．この処理によりネットワーク上のサーバからコンテ
ンツを配信する時間を短縮することが可能となる．次に
携帯端末がミリ波低速モードの通信ゾーンに入った場合
にメモリ同期処理を行い，更に携帯端末が NFC の通信
ゾーンに入った段階でどの携帯端末がタッチしたのかを
識別する．NFC を用いることにより，複数の携帯端末
が Wi-Fi 通信ゾーンにおいて事前認証を行っていても，
どの端末がキオスク端末にタッチしたのかを容易に判別
できる．NFC で識別された携帯端末は，キオスク端末
とのミリ波通信を高速モードに切り換えて高速なデータ
通信を開始する．すなわちミリ波高速モードの通信距離
を NFC の通信範囲である 10 cm に制限することで，確
実な P-P 形通信を行っている．

以上の制御シーケンスにより，コンテンツのキャッシュ
配信とメモリ同期処理には従来約 7 秒以上のオーバヘッ
ド処理を要するところを大幅に短縮，携帯端末をキオス
ク端末にタッチしてから，約 0.2 秒でデータ通信が可能
となることを確認した．更に 1 Gbit/s 以上の伝送速度を
実現し，350 MByte のデータを 3 秒以内で転送できるこ
とを確認した．本システムでは，上記 TransferJet と同
様のタッチアンドゲットの使用感に加え，ミリ波による
ギガビット伝送の高速性を備えた非接触高速転送による
コンテンツ配信を実施することができる．

3.4　100 Gbit/s 超の高速化に向けた研究
ミリ波非接触高速転送システムに MIMO を適用する

場合，見通しのある電波伝搬環境に送信機と受信機のア
レーアンテナが向かい合い配置されるため，マルチパス

伝搬による空間相関の低減を得ることは難しい．しかし，
アレーを構成する各アンテナ素子を結ぶ直接波伝搬経路
の 経 路 長 差 が 特 定 の 条 件 を 満 た す 場 合 に は
i.i.d.（independent and identically distributed） 伝
搬路より高い伝送路容量を得られ （15），なおかつ数十素
子を用いた多ストリームの伝送においても，アンテナ素
子数にほぼ比例して伝送路容量の向上が期待できるた
め （16），ミリ波非接触高速転送システムにおいてはこう
した手法の利用を検討している．見通し伝搬環境におけ
る MIMO 自体に関しては，MIMO 伝送の研究が開始さ
れた頃より，主に WLAN のような利用 （17）， （18）や固定無
線通信 （19）等の利用を想定し，アレーアンテナ構成法や
システムの構成に関する検討がされている （20） 〜  （22）．こ
うした，MIMO 伝送をミリ波非接触高速転送システム
に適用し，100 Gbit/s の無線伝送を実施するためには，

図8　試作システムの無線通信ゾーン設計

図9　	試作システムにおける，通信確立とデータ転送の制
御シーケンス
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広い帯域を利用して複数の空間ストリームを伝送するだ
けではなく，上述のようなタッチアンドゲットの動作に
対応した方式を使用しなくてはならない．

ミリ波非接触高速転送システムにおいては，ユーザが
手に保持した携帯端末を基地局に近接させる際に少なか
らず手振れが発生するため MIMO 伝送路応答には時間
変動があり，伝送路応答の推定結果を手振れによる伝送
路応答の変動に対応して更新しなくては十分な伝送レー
トを持つ変調方式を適用することが難しい．このシステ
ムでは，行列演算による大きな電力消費が想定される
MIMO 伝送路応答の推定や重み付け算出，そして，ビー
ムフォーミングの処理を，携帯端末側ではなくキオスク
端末側で実施するのが望ましいと考えている．キオスク
端末から下り信号の送信ビームフォーミングを行う場
合，携帯端末からキオスク端末に送信された上り信号を
用いてキオスク端末において伝送路応答の推定を実施
し，更に下り信号の送信重み付けの算出を行い，送信ビー
ムフォーミングによってキオスク端末から携帯端末への
下り通信を行う．この場合，伝送路応答の時間的変動に
よって推定実施時の伝送路応答と下り信号送信時の伝送
路応答に違いがあり伝送特性が劣化するため，十分短時
間で送信重み付け行列を生成することが望まれる．そこ
で，伝送路応答の変動情報と過去に生成した重み付けを
用いて送信重み付け行列を生成する手法を提案，シミュ
レーションで効果を確認した．ユーザの手振れによりア
レーアンテナが 1.0 m/s で移動している伝送路応答を仮
定した場合，提案法と，通常の送信ウェイト生成法との
SINR を比較した結果を図 10 に示す．60 GHz 帯の四
つの周波数チャネルをボンディングし，サブキャリヤ間
隔 5.16 MHz，サブキャリヤ数を 1,675 の直交周波数
分割多重変調（OFDM）とした．4 素子のアレーアンテ
ナを用いた 4× 4MIMO 伝送としている．アレーアン
テナは 4 素子の正方形アレー，素子間隔は 8.0 mm，伝
送距離は 40 mm である．キオスク端末からの送信電力
は 10 dBm，受信機での雑音は－ 67.3 dBm とした．手
振れによる携帯端末側アレーの移動度は 1.0 m/s として
いる．提案法はフレーム先頭において平均 SINR は
5.7 dB，フレーム末尾において 3.7 dB 改善してい
る （23）．例えば変調方式 16QAM，符号化率 3/4 で伝送
されるフレームの所要 SINR が 15 dB とすると （24），提
案法を用いた場合は，フレーム全体において SINR は
15 dB 以上確保できるため，上記のチャネルボンディン
グと MIMO により 100 Gbit/s が期待できる一方，従来
法による場合は，変調方式は QPSK となり伝送レート
はその半分ほどとなることが想定される．

ほかにも，非接触伝送においては WLAN 等に比べて
遅延スプレッドが小さいという特徴を生かし，WLAN

等の MIMO に比べてオーバヘッドの小さいトレーニン
グ信号を用いた伝送路推定の方法を検討している （25）．

4 まとめ
60 GHz アンライセンス帯の潤沢な周波数資源を最大

限に活用した無線通信システムの一つとして，通信距離
を 10 cm 以下の P-P 形通信に絞り込み，短時間でデー
タファイルを転送する利用形態に限定した「ミリ波非接
触高速転送システム」の研究開発が進められている．本
稿では，ミリ波非接触高速転送システムのための標準
PHY/MAC 方式として，IEEE802 標準化委員会におけ
る 802.15.3e 規格策定作業の状況を解説した．また，研
究開発の状況，NTT にて試作開発したシステムの構成と
技術ポイントを説明し，将来 100 Gbit/s を超える伝送
レートを提供するための技術検討状況を紹介した．
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  1  はじめに
筆者は毎年 11 月後半から 12 月前半に開催されるマ

イクロウェーブ展（MWE）に参加している．会場は横
浜のみなとみらい 21（MM21）（図 1）のパシフィコ横
浜の展示ホール（図 2）である．みなとみらい 21 は再
開発された地区で，ランドマークタワー，クイーンズス
クエアなど近代的な建築物が立ち並んでいる．整備さ
れていてきれいである反面，無機的で無味乾燥である
とも言える．しかし，その中にも明治時代の歴史的遺
産が多く残っている．近代的に整備された都市の中に
古い歴史的遺産，言い換えると有機的で温かみのある
明治の面影を発見できたときはうれしいものであった．

本稿では学会・展示会等で MM21 に訪れた際に役立

つように観光案内を兼ねて，MM21 及び開港の地とし
て有名な横浜周辺に残る明治時代の遺産を紹介する．
更に，筆者が過去に見てきた関東周辺の遺産との関係
も紹介し，開国後に横浜・東京周辺はどのように発展
していったのか考察する．

  2  みなとみらい21
みなとみらい 21 は横浜駅と桜木町駅を結ぶ JR 根岸

線の横浜港側に広がる地区（図 3）であり，みなとみ
らい線のみなとみらい駅が最寄り駅である．桜木町駅
からパシフィコ横浜に向かって歩くと，ランドマーク
タワー，クイーンズスクエア（図 4）の中はショッピ
ングモール，レストラン街でつながっている．何年も
同じルートを使っていたのだが，ある年，少し疲れた
のでいいカフェはないかと脇道にそれてみた．すると
ランドマークタワーの横に明治時代のものらしき石（明
治時代の石は一目でそれと分かる特徴がある）が積み
上げられた空間，ドックヤードガーデン（図 5）にた
どり着いた．ドックとは船を造ったり修理したりする
施設であり，写真（図 5）を見ると船の形をしている

ⓒ電子情報通信学会2016

図2　パシフィコ横浜展示ホール 図 3　横浜周辺の略地図

図 1　みなとみらい 21

パナソニック株式会社　萩原達也　Tatsuya Hagiwara   

明治の面影を探す

「 横浜 
みなとみらい21」地区

東京工業大学　平野拓一　Takuichi Hirano   

街

探訪
plus



街 plus 探訪　明治の面影を探す「横浜みなとみらい21」地区 115

明治の面影を探す「横浜みなとみらい21」 地区

（写真奥が船首）のが分かると思う．ドックヤードガー
デンは 1897 年（明治 30 年）に完成した旧横浜船

せんきょ

渠第
2 号ドックである．ドックを眺めながらカフェで明治
時代を想像してリラックスするのもいいものである．
また，ドックの壁の裏側はレストランになっているの
で，夜にビールでも飲みながらライトアップされたドッ
クを眺めるのも趣がある．ランドマークタワー前には
帆船日本丸が係留されている日本丸メモリアルパーク

（図 6）がある．ここも 1899 年（明治 32 年）に完成
した旧横浜船渠第 1 号ドック（図 6）である．

更に，桜木町駅（旧横浜駅）前から 1911 年（明治
44 年）（2 号館）及び 1913 年（大正 2 年）（1 号館）
に竣工した赤レンガ倉庫（図 7）に向かって遊歩道の
汽車道（図 8）が伸びている．汽車道は 1911 年（明治
44 年）に開通した臨港線の跡である．途中の港 2 号橋
りょうを見ると，1907 年（明治 40 年）のアメリカ製

の橋であることが分かる．日本大通り駅付近の開港広
場は 1854 年に日米和親条約が締結された地で，この
近辺は旧外国人居住地であったため，明治時代の建築
物が数多く残っている．日本大通駅付近には本稿では
書き切れないほど多くの明治時代の建築物が残ってい
るので説明を割愛する．

  3  
横浜を起点とする     
鉄道，電話，貿易の発展

2.では MM21 近辺の明治時代の遺産について説明し
た．本章では，横浜を含む東京近辺の略地図（図 9）
を用いて横浜の開港が開国後の横浜〜東京間の発展に
与えた影響について見てみる．浦賀にペリーが来航し
たのは 1853 年であり，1854 年に日米和親条約締結に
よって開国した．1853 年の黒船の来航に脅威を感じた
江戸幕府は同年すぐに今のお台場周辺に台場（海防の
ための砲台）を六つ築いた．この台場の存在が現在の

「お台場」の地名の由来である．現在は第 3・第 6 台場
の二つが残っており，レインボーブリッジから台場全
体を眺めることができる（図 10）．1872 年に横浜（現

図 10　台場公園（第三台場）
横浜

新橋
東京

日本橋

銀座

大森

浦賀

東京湾

八王子

お台場

汽車（1872年）

電話（1890年）
大森貝塚

台場

旧新橋停車場
駅前の汽車

赤レンガ倉庫

鑓水峠

図 9　横浜を中心とした東京近辺の略地図

図 4　クイーンズスクエア 　　図 5　�ドックヤードガーデン�
（旧横浜船渠第 2号ドック）

　　図 6　�日本丸メモリアルパーク�
（旧横浜船渠第 1号ドック）

図 8　汽車道と港 2号橋りょう図 7　赤レンガ倉庫
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桜木町駅）〜新橋間で初めて汽車が開通した．桜木町
に汽車が通っていたことは汽車道（図 8）からも分か
る．新橋の旧新橋停車場（図 11）も現在も汐留に残っ
ている．関連する逸話として，1877 年（明治 10 年）
に来日したアメリカ人の動物学者モース博士は横浜か
ら新橋に向かう汽車の車窓から風景を眺めていて，偶
然貝塚を発見している．現在の京浜東北線で大森駅か
ら品川方面に向かってすぐ左側に石碑（図 12）が残っ
ている．モース博士は貝塚調査の経験があったので，
地層を見た瞬間に貝塚だと分かったそうである．昔，
大森は海，そして品川は江戸時代はまだ海岸であった．
ほかに横浜を起点とする交通として，横浜（東神奈川）
〜八王子間を走る JR 横浜線があるが，これは 1908 年

（明治 41 年）に八王子及び甲州で生産された生糸（シ
ルク）を横浜に運ぶための路線であった．現在も八王
子の近くにある鑓

やりみず

水峠
とうげ

に日本版「絹の道」の石碑（図
13）が建っている．明治時代の産業遺産として群馬県
の富岡製糸場も有名であり，当時の生糸生産がどれほ
ど貿易に重要であったか，また西欧諸国の人々がどん
なにシルクにあこがれていたかが伺える．鑓水峠には
絹の道資料館もあるので，京王線の多摩境駅から横浜
線の八王子みなみ野駅までハイキングするのもお勧め
である．また，横浜の開港広場のすぐ横にはシルク博
物館があり，シルクに関する資料が展示されている．
生糸の輸出で貿易黒字になるのはほんの一時であり，
その後欧米で生産された絹織物の輸入が増加して貿易
赤字に転じるという説明もあり，最初から欧米には加

工貿易戦略があっ
たことも伺えて興
味深い．（ そのた
め，生糸は販売・
貿易を管理する目的で 1860 年に発令された五品江戸
廻送令の対象となっている．）生糸に関連して，馬車道
駅前の横浜第二合同庁舎は 1926 年（大正 15 年）に再
建された横浜生糸検査所の建物（図 14）が利用されて
いる．また，日本大通駅から関内方面に 1 本入った道
にシルク通り（図 15）と呼ばれる道があり，当時数多
くの貿易商社があったようである．

横浜〜東京間は鉄道のみでなく，通信網整備も日本
初で 1890 年（明治 23 年）に横浜〜東京間で電話交換
が行われた．横浜の日本大通駅を出てすぐのところに
は電話交換創始之地の石碑（図 16）がある．

  4   横浜～東京沿線の発展
3.では横浜を起点とした鉄道，電話，貿易の発展の

面影を見た．本章では横浜と東京沿線の発展を見てみ
よう．横浜は港として重要であるが，当時の首都は江
戸であり，その商業の中心は日本橋であった（東海道，
甲州街道，中山道，日光街道の起点）．新橋と日本橋の
間は活気ある銀座でつながっていたことから，汽車及
び通信が港のある横浜（現桜木町）〜新橋間をつない
だことが理解できる．当時の浮世絵にもこの沿線の風
景は多く描かれている．また，この沿線には多くの明

図 11　旧新橋停車場 図 12　大森貝塚の石碑 図 13　鑓水峠と「絹の道」の石碑

図 16　電話交換創始之地の石碑

図15　�シルク通りと商社跡から見付かった大砲　　 図 14　�横浜第二合同庁舎�
（旧横浜生糸検査所）
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治・大正・昭和初期の建築物が残されている．日本橋
三越本店，髙島屋，三井本館，銀座和光，辰野金吾設
計の東京駅駅舎・日本橋の日銀本店，ジョサイア・コ
ンドル設計の御茶ノ水のニコライ堂・不忍池横の旧岩
崎邸庭園（三菱財閥創始者），東京駅丸の内のオフィス
街のビル（最近は再開発で高層化されているが，下層
の部分に昔のビルの壁面が残されているビルが多い），
戦後に GHQ 本部が置かれた第一生命館，霞が関の旧
法務省本館，今は碑が残るのみだが，日比谷公園横の
鹿
ろくめいかん

鳴館跡（今はスターバックスコーヒー）など，歴史
ある建物を見て東京駅周辺を散策するのも楽しいもの
である．

  5  むすび
歴史を知って過去の風景を想像しながら街を歩くと，

三次元の街が四次元に広がって見えて楽しいものであ
る．断片的な歴史情報がパズルのようにつながる瞬間
は快感である．パシフィコ横浜が会場の学会等に参加
した際に疲れたら，是非少し足を延ばして明治の面影
を眺めてみてはいかがだろうか．きっと「あの頃も大
変だったのだ」と思って癒されるに違いない．

平野拓一 （正員：シニア会員）
平10名工大・工・電気情報卒．平12
東工大・電気電子・修士課程了．現在，
東工大・環境・社会理工学院・融合理工
学系・地球環境共創コース助教．博士
（工学）．趣味は史跡巡りや散策を含むい
ろいろなこと．物理・人間心理の統一的
な理解に向けて勉強している．

お 知 ら せ

本誌に掲載致しました記事の記述について，一部誤解を招く可能性があるため，該当部分の表現を明確にしてここに
再掲載致します．

和文マガジン編集委員会　

2012 年冬号（No.23）
小特集「今時のアマチュア無線」
p.185

訂正前 訂正後

　何らかの非常の事態が発生して固定電話や携帯電話が
使えない場合には，お近くのアマチュア局の人に御相談
下さい．アマチュア無線を行うためには，必ずアンテナ
を屋外に出す必要があり，ほとんどのアマチュア局では，
アンテナを空高く設置しているでしょうから，アマチュ
ア局を見つけ出すのは容易だと思います．

　何らかの非常の事態が発生して固定電話や携帯電話が
使えない場合には，お近くのアマチュア局の人に御相談
下さい．アマチュア無線を行うためには，アンテナを屋
外に出す場合が多く，ほとんどのアマチュア局では，ア
ンテナを空高く設置しているでしょうから，アマチュア
局を見つけ出すのは容易だと思います．



1  はじめに
筆者はハノイ科学技術大学（Hanoi University of 

Science and Technology：HUST）で学部学位を取得
し，その後ドイツハンブルグ工科大学（Hamburg 
University of Technology：TUHH）に留学し，修士，
博士の学位を取得した．NTT ネットワーク基盤技術研
究所でポスドク研究員として 1 年間過ごしたことは筆
者の人生において，更に大きな一歩となっている．本稿
では，筆者の日本における仕事と生活の双方の面での忘
れ難い経験について共有したい．

2  日本に来た理由
2012 年に初めて日本を旅した後，日本の文化に対し

て高い関心を抱いていたとはいえ，日本で職に就くこと
を考えたことはなかった．しかし人生には時として意図
していない良い出来事が起こる．2014 年 9 月，マデイ
ラで開催された国際会議において，NTT の斎藤上席特

別研究員と会話する機会があり，NTT の研究所でポス
ドクを受け入れる可能性があることを知った．ドイツに
戻った後，斎藤上席特別研究員指導の下でのポスドク希
望に関するメールを送り，その後メールのやり取りの後，
ポジションのオファーを受け，事務手続きを待って
2015 年 4 月に日本に到着した．

したがって日本で働くということは計画にはなかっ
たが，結果的に筆者の人生で非常に役に立っている．

3  NTT での業務経験
日本に来る前，日本人はワーカホリックで 1 日 10〜

12 時間働くということを聞いていたので，ヨーロッパ
のワークスタイルに慣れている自分がやっていけるかど
うか少し心配していた．しかし NTT の研究所で言えば
それは杞憂だった．研究者のワークスタイルは自由であ
り，勤務時間も常識の範囲だった．これはとても良いこ
とだと考えている．なぜなら我々はそのような環境でこ
そより良い創造性，生産性のために心身をリフレッシュ
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	　Phuong Nga Tran  
ハンブルグ工科大学

留 学 生から学べ！

図 1　仏閣にて



できるからだ．
NTT での筆者の研究トピックは地震耐性のあるネッ

トワーク設計である．日本は世界中で最も地震が発生
する国であることは知っていたが，この仕事を通じて，
改めて地震のシビアさを知り，日本人がこのように災
害が多い地域で国作りをしていることに強い印象を受
けている．

NTT での研究環境は非常に良く，同僚もとても良い
人々だった．筆者は技術的な面のみならず，働き方につ
いても多くを学んでいる．

唯一気になっていたのは筆者が日本語を話せないこ
とである．会議の多くは日本語でなされているため，技
術交流の機会が制限されている．その機会が持つことが
できれば，NTT での研究環境は完璧以上のものとなる
はずである．

4  生活での経験
日本での生活は大変良い経験となっている．1 年を通

じて京都，日光，鎌倉といった美しく，かつ文化的な観
光地を訪れた（図 1）．また，築地でのマグロの競りな
どを観光した．実は 5 分で終わる競りを見るために午
前 3 時から 5 時半まで待つ必要があり，余りお勧めは
できない．

最も気に入っているのは日本の食事である．多くの人
が考えるように寿司はもちろんのこと，天ぷら，ラーメ
ン，しゃぶしゃぶ，焼きとり，たこ焼き，お好み焼きな
ど全て気に入った．ここでもやはり人気店に入るために
は寒風の中，長い時間行列を待つ必要があり，日本人の
忍耐強さに驚かされた．これは日本人の忙しい仕事のス
タイルと矛盾するようだが，食事の美味しさがその矛盾
を説明する唯一の鍵かもしれない．

「日本語を話せない人間が日本で暮らすことは難しい
のでは」と多くの人が言っている．半分は当たっている．
確かに最初の数日間は様々なトラブルがあった．ただ，
この時期さえ過ぎれば，ほとんどの仕組みは組織だっ
ていて便利である．したがって，やり方（システム）さ
え理解すれば日本語を話せなくてもやっていくことが
できる．

5  まとめ
1 年間はあっという間に過ぎ，日本に来たことが昨日

のように思える．言語の壁，文化的差異や移動での困難
があるにせよ，筆者は日本で非常に美しく忘れ難い経験
をしている（図 2）．

謝辞　ここに，NTT で働く機会を与えて頂き，また
研究指導頂いている斎藤上席特別研究員に謝意を示しま
す．また会社成果をサポート頂いているグループの皆さ
んにも謝意を示します．

Phuong Nga Tran 　
�2002ハノイ科学技術大学にて電気通信
の学位（B.Sc）．ドイツハンブルグ工科
大学にて情報通信の修士号（2006），
博士号取得（2010）．NTT ネットワー
ク基盤技術研究所での博士研究員を経
て，現在ドイツハンブルグ工科大学博
士研究員．
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図 2　ハロウィンパーティ



1 	はじめに
科学館は日常生活で利用している電化製品や自動車・

電車等の乗り物の歴史や仕組み，自然現象の原理を学ぶ
ことができ，科学を身近に感じられる場所です．そんな
科学館を少しでも知って頂こうと，科学館・博物館を紹
介しています．今回は長崎市にある「長崎市科学館」（図
1）を紹介します．

2
	 	夜のイベントも実施！！	
長崎市科学館

長崎市科学館は長崎市電の大橋駅から徒歩約 15 分の
場所にあります．展示内容としては，常設展示のほかに
企画展示や実験ショー，簡単な工作ができる「おもしろ
実験・工作コーナー」等があるのですが，最大の特徴は
プラネタリウムや天文台を使って夜のイベントも実施し
ていることです．

今回はそんな長崎市科学館を紹介させて頂きます．

3
	 	世界一に認定された	
プラネタリウム ケイロン II

長崎市科学館の特徴の一つが，23 m 以上の大形ドー

ムでは世界で初めて高輝度 LED 光源を使って恒星の投
影を可能にした「ケイロン II」を用いたプラネタリウム
です（図 2）．約 1 億 4,000 万個の恒星が投影可能で，「世
界で最も先進的なプラネタリウム」としてギネス認定さ
れており，全天周のディジタル映像システムと組み合わ
され，繊細かつ大迫力な映像に驚かされます．（映像の
写真は撮影できませんでしたので，長崎市科学館を訪問
して是非本物の映像を体験してみて下さい！！）

開館中は，約 45 分の四つの番組が 1 時間おきに上演
されているほか，第 2・第 4 土曜日の 18 ： 30〜19 ： 30
に「プラネタリウムの夕べ」として夜の上演を実施した
り，2 か月に一度アロマテラピーとプラネタリウムを融
合した「アロマプラネタリウム」を 19 ： 00〜20 ： 00 に
実施するなど，大人やカップルでも楽しめるイベントが
企画されています．（企画内容はホームページで確認し
て下さい．）

4 	天文台での夜間天体観望会
プラネタリウムの夜の上演のほかに，もう一つの夜の

イベントとして天文台での夜間天体観望会が土曜日の夜
に企画されています．天文台に設置された大形反射望遠
鏡を用いた観望会で（図 3），月や惑星，季節ごとの星座・
流星群を楽しむことができます．
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図1　 長崎市科学館（スターシップ）．世界一のプラネタリ
ウムや天体観望が楽しめます

図2　 ケイロン II と全天周ディジタル映像システムを組み合
わせた繊細かつ大迫力なプラネタリウム

田邉康彦 Yasuhiko Tanabe  （株） 東芝

長崎市科学館訪問記
科学館・博物館めぐり



実施時間は季節によって異なりますが，19 ： 00 頃〜
21 ： 00 頃の 2 時間で実施されます．ただし，夜間天体
観望会は天候次第で中止になる場合があります．（実際，
筆者が訪問した日は曇り空のため中止になってしまいま
した……．）実施の有無は当日の 16 ： 00 の天候で決定さ
れ，ホームページでも公開されますので，夜間のみの訪
問を予定される方はホームページか電話により確認して
からお出掛け下さい．

なお，天文台での観望会として，太陽の観察も開館時
間内に企画されています．（11 ： 00〜11 ： 30，14 ： 00〜
14 ： 30 の 2 回．）こちらは土曜日だけでなく毎日実施さ
れています．（夜の観望会と同様，当日の天候次第で中
止になる場合もあります．筆者が訪問した日は昼の観望
会も中止となりました……．）

5 	常設展示と企画展示
そのほか，「長崎の自然」，「生きている地球」，「広が

る宇宙」をテーマとした常設展示（図 4）や期間限定の
企画展示が行われていました．長崎の地層や鉱物，長崎
で発見された化石や大昔に長崎で生息していた動物の模
型（図 5）が展示され，地元長崎の自然について学べる
ほか，実際の地震波の振動波形を基に再現された地震体
験コーナー（図 6）や，実験ショー（図 7）や工作を体
験するコーナーが設けられておりました．

また，企画展示として
も「トリック 3D アート」
として目の錯覚を利用し
た写真が撮れる企画が実
施されており，静的な展
示だけでなく，自身で体
感する展示も充実してい

ました．（訪問当時．本企画展示は平成 28 年 3 月 19 日
〜5 月 9 日までの企画で，現在は実施していない．）

6 	おわりに
今回は長崎市科学館を紹介させて頂きました．長崎市

科学館はプラネタリウムや夜の天体観望会をはじめ，体
感しながら学べる展示が充実していると感じました．是
非もう一度訪問し，今回体験できなかったアロマプラネ
タリウムや天体観望会を体験したいと思います．

田邉康彦 （正員：シニア会員）
平13北大大学院工学研究科博士後期課
程了．平14（株）東芝入社．以来，レー
ダ信号処理，無線通信の物理層の研究
開発に従事．IEEE，ISMRM各会員．

Access
「長崎市科学館」

開館時間： 9 ： 30～17 ： 00

入 場 料： ─展示室
  　 大人（高校生以上）410円　子供 200円
  ─プラネタリウム
  　大人（高校生以上）510円　子供 250円
  ─セット券
  　大人（高校生以上）820円　子供 410円

所 在 地：長崎市油木町 7番 2号

U　R　L：http://www.nagasaki-city.ed.jp/starship/

電　　話： 095-842-0505
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図3　 天文台の開口700 mm，焦点距離5,600 mmの大形反
射望遠鏡

図 4　常設展示

  図 5　 大昔の長崎の動物 
（アケボノゾウ）

図 7　実験ショーの一幕

図 6　 地震体験ステージ．震
度 7の地震を体感でき
ます
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	1. はじめに
1970 年代から 1980 年代の初めまで，日本の移

動通信事業を立ち上げてきた企業（以降，メーカと
いう）の多くの経営者や技術者の方々への敬意を込
めて本稿をまとめた．本稿を執筆するにあたり，自
動車電話事業の立ち上げに携わってきたメーカの人
たちに，直接インタビューをする機会を頂いた．当
時，日本だけでなく米国，欧州の移動通信事業への
参入を試みた各メーカはそれぞれの立場で事業判断
をし，経営者も技術者も大変な努力をしながら開発
を行ってきた．移動通信サービスの進展により「端
末開放」と呼ばれる携帯電話の売り切り制度が米国，
日本でなされ，独占的通信事業サービスが多くの通
信事業者に開放されていった．その後も移動通信産
業は拡大の一途をたどっている．

本稿をまとめるにあたり，直接インタビューでき
たのはメーカの経営者や技術者の一部であるため，
必ずしも十分な調査ができたとは言えない．しかし，
その時代環境における経営者たちの判断や行動を学
ぶことにより，これからの日本の情報通信産業を進
展させて行く上で，経営者や技術者がどのように考
え判断すればよいかの一助になればと考えている．

最初にお断りさせて頂きたいのは，インタビュー
させて頂いた方々の本文中での，敬称，役職等は略
させて頂いた．また，今回インタビューをさせて頂
いた方々の多くは既に退職されており，企業名は当
時のこととして述べている．

	2. 自動車電話開発と日米を取り巻く環境
日本は日本電信電話公社（以降，電電公社という）

が国策として国内の全ての通信事業に責任を持って
いた．当時の日本における電電公社は私企業ではな
く，特殊法人として日本の電気通信事業サービスに
関しての全ての責任を持っていた．

当時，電電公社通信技術研究所（以降，通研とい
う）ではテレビ電話の研究開発を進めようとしてい
る中で，800 MHz 帯を使った繰返しゾーン方式の
大容量自動車電話システムの研究開発が奥村善久氏
らにより精力的に進められていた （1）．通研の中で
は， 米 国 の 大 容 量 方 式 で あ る HCMTS（High 
Capacity Mobile Phone System）の状況を踏まえ
ながら発表の機会をうかがっていた．満を持して発
表したのは 1971 年 11 月，米国の HCMTS が発表
さ れ た の は 1971 年 12 月 で あ る．1 か 月 早 い．
1972 年に通研は日本電気（以降，NEC という），
松下通信工業，国際電気に対して 800 MHz 帯大容
量セルラ通信装置の開発委託を行った．

当時，沖電気工業（以降，沖電気という）の経営
責任者であった増田義男氏は言う「米国の状況は，
AT&T が米国における通信事業を独占していた．通
信事業サービスは AT&T，通信機器事業は Western 
Electric Company（WeCo），研究機関はベル研究
所（以降，ベル研という）が行っていた．自由の国
米国で，一つの企業が米国全体の通信事業を独占で
きていたことは大変特異なことである」．当時，米
国においても通信事業が儲かる事業となってきてい
た．その背景の中で，通信事業を AT&T が独占す
ることに対する風当たりが強くなっていた．通信事
業者である AT&T に対して，無線サービスに強い
影響力を持っていたモトローラは AT&T の独占事
業に対して大きな不満を持っていた．

ベル研にいた Reed Fisher 氏は言う「時代背景の
中で，米国では 1973 年に FCC（Federal Commu-
nications Commission）が Docket 18262 を発行し，
75 MHz（806〜881 MHz）を次世代自動車電話の
事業として認可した」．AT&T と WeCo によって自
動車電話基地局と自動車電話端末の事業化が進めら
れたが，AT&T の独占的事業に対してモトローラが
中心となって FCC にクレームを付けた．このため，
1974 年 1 月に FCC は WeCo が自動車電話端末を
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日本で最初に携帯電話事業を
創ってきた人たち

早稲田大学理工学術院基幹理工学部　佐藤拓朗 Takuro Sato
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製造することを禁止している．このことが背景とな
り，AT&T は外部の製造会社へ自動車電話端末の開
発製造を委託する流れとなった．AT&T は「技術を
オープンにして市場は独占にしない」というスタン
スを取り，このことにより，海外企業を含めて国際
的に AT&T の特許ライセンス供与が行われることと
なった．

	3. 企業経営者たちの判断と実行
3.1　序盤戦
（1） NEC の場合
NEC は当時からマイクロ波通信システムの技術

力が非常に高く，海外への事業展開を行っていた．
技術者の中には森田氏，川橋氏，伊藤氏らのそうそ
うたる顔ぶれがあった．その中でマイクロ波帯より
も比較的低い周波数帯の無線機を担当していた富沢
氏，宮脇氏らが自動車電話の開発を始めた．彼らに
は確信があった．この自動車電話は近い将来に携帯
可能になり全ての固定電話に取って代わる将来性が
あると．当時は通研，ベル研がセルラ方式の提案を
始めた時期であった．1972 年に通研から大容量自
動車電話の開発をしないかと話があった．当時
NEC で開発を担当していた松尾義武氏は言う「マ
イコンがまだ世の中になかったが，ちょうど
CMOS 技術や一部のマイコンが出始めで，交換機
では D10 などいろいろな開発環境が整ってきた時
期でもあった．NEC は見通し外通信などマイクロ
波の技術力や衛星通信の技術力が非常に高いことも
あり，通研の信頼は大変厚かったと思う．セルラは
無線制御を行わなければならないのでマイコンは必
須技術であった」．しかしながら，世の中に出てき
たばかりのマイコンを使用することには大きなリス
クがあった．NEC は通研と合宿して議論し，マイ
コンの採用を決めた．松尾氏は言う「その当時は，
若かったせいもあり，怖いものはなかった．その後
インテル 4040，8080 が使えるようになり無線制
御が比較的簡単にできるようになった」．NEC は自
動車電話の無線機だけでなく，交換機の開発も行っ
た．当時は，無線機と交換機は別々に開発を行って
いた．

NEC には迷いはなかった．通研と一緒に開発す
れば，確実にものはできる．また，商売にもなる．
米国のベル研とビジネスをする必要はなかった．電
電公社の自動車電話サービスは予定より 2〜3 年早

まった．その後，通研から開発を受託して，小容量，
中容量，大容量と開発を続けた．当時，全国 100
万加入を目指していた．思うように市場は立ち上
がって来なかったが，それでも事業を回せた．

（2）松下通信工業（現，パナソニック）の場合
電波管理局で，米国のモトローラを紹介する講演

会があった．松下通信工業の元社長である川田隆資
氏は松下通信工業の生い立ちとして話した「松下幸
之助氏がそのとき，メモを取りながら話を聞いてい
たと聞いています．松下幸之助氏はこれから家電だ
けでなく，業務用無線機も始める必要がありその拠
点は東京である」．松下通信工業は通研の依頼を受
けながら，1960 年代から 400 MHz 帯の自動車電
話の開発を行っていた．今後無線チャネル数が増え
ることに伴い，800 MHz 帯大容量自動車電話の開
発を行うための研究開発委託を通研より受けた．電
電ファミリーではない松下通信工業にとって，この
開発の受託は大きなことであった．通研は技術開発
力において大きな力を持っていたばかりでなく，最
終的には電電公社が調達することから国内の市場が
はっきりしていた．松下通信工業にとって通研と自
動車電話の開発することは大きなメリットがあっ
た．川田氏は言う「通研からの要請は大変厳しいプ
レッシャーとして感じて開発を行った」（写真 1）．
当然，米国のベル研に比べても先進的部分もあった
ので，米国向けの開発も進めたが大きなビジネスに
はならなかった．

（3）沖電気工業の場合
沖電気の無線通信事業は，コスタリカ，パナマな

どの中南米を中心にマイクロ波通信のプロジェクト
を多く受注していた．国内ではタクシー無線事業を
展開していた．当時タクシー無線事業の責任者で

　  写真 1　 TZ-801電電公社大容量自動車電話無線機 
（松下通信工業）
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あった吉田氏は，増田氏に相談した．「タクシー無
線は多くの保守運用が掛かる．この延長線上では無
線通信事業が発展するとは思えない．これからの無
線通信事業をどのように展開してゆけばよいの
か？」．増田氏は言った「これからは公共無線通信
である」．この増田氏のバックアップが，吉田氏が
自動車電話事業を進める大きな動機付けとなった．
既に米国では，AT&T による通信端末事業の独占
に対して，モトローラを中心にした企業群からの社
会 的 圧 力 が 強 く な っ て き て い た．1971 年 の
HCMTS の発表以降，AT&T は社会的圧力に呼応す
るように，AMPS 無線機のオープンな応札を実施
する計画を立てていた．AT&T にとって交換機は
自分のビジネスである．当時のことを，増田氏は振
り返って言う「AT&T が AMPS の世界的応札を実
施するとの情報が，海外営業を通してもたらされ
た．これからの無線事業の中心は公共事業である
AMPS が中心になると直感した」．増田氏は当時の
ことを「ついていた」と言っている．AT&T の応
札に対して，安田氏，勝田氏も一緒になって応札作
業に入った．安田氏は新しいことをすることにうず
うずしていた．取締役会に掛け合っている暇はな
かったので 3 部門から金を集めて応札作業に入っ
た．当時の金で 150 万円だった．応札作業は元モ
トローラの石田氏に頼んだ．沖電気は元々，中南米
の応札作業を度々やっていて，海外応札には慣れて
いた．当時，沖電気は電電ファミリーであったため，
AT&T の AMPS を進めることに対して国内電電公
社営業が猛反発することが予測された．金井豊男氏
も入り，応札をまとめた．まとめるにあたり，当時
の沖電気の事業部長クラスの人たちからの強い支
援を取り付けた．

（4）米国の事情
ベル研は世界規模で公開応札を実施した．日本の

名だたるメーカ 5 社が参加した．当時のことをベル
研にいた Fisher 氏は言う「1974 年 11 月 21 日，
ホイッパニー（ベル研）で自動車電話端末開発に対
する説明会が開催された．米国から 5 社，日本か
ら 5 社が応札に参加してきた．沖は最も高い評価
でテクニカルトライアルの候補に選定された」．

3.2　中盤
（1）NEC の場合
モトローラのダンピング問題が発生したが，

NEC には通研と一緒に自動車電話の開発を行うと
決めていたことから，経営者にも迷いはなかった．
松尾氏は言う「モトローラのダンピング問題には頭
に来た．モトローラが来て英語でぺらぺら話すので，
ここは日本だから日本語でやってくれと言った．し
かし，モトローラもいろいろな提案をするんです．
よく勉強もできた．ちょうどそんなときに 1985 年
の御巣鷹山の飛行機事故が起きたんです．NEC は
移動式の無線機を作っていたので，準備をしていた
んですが，当時のセルラ無線機が御巣鷹山から日立
の方の電波をつかんで通信できたんです．なにしろ
3 W でしたから」．同時にモトローラがダイナタッ
ク 8000X を出してきた．NEC は通研から強く言わ
れ，あらゆる技術を使って小形化をやった．この小
形化をきっかけに携帯電話が売れ始めた．松尾氏は
言う「モトローラ様様です．また，合わせて第二電
電ができて自動車電話サービスを始めたのも大き
い．折りたたみ式の携帯もできて携帯電話が飛ぶよ
うに売れた．合わせて NCC（Non Common Car-
rier）のポケットベルがすごい勢いで売れ始めた」．
ポケットベルは 1987 年に 2 事業者に開放され，こ
れが大きな弾みをつけた．次のディジタルセルラに
つながる．NEC も海外はいろいろやったが，欧州
の GSM（Global System for Mobile Communica-
tions）には手を出さなかった．海外展開をするに
は余りにも多くの資金が必要であったからである．

（2）松下通信工業の場合
松下通信工業は UAE，カタールで 400 MHz の

Full Turn Key（設計，機器調達，トライアルまで
全て一括で実施する）契約を結んで 400 MHz の
VIP 用の自動車電話システムを納入していた．そん
な背景から，営業も含めて自動車電話事業をグロー
バルに展開したいとの意向が強く，ディジタル移動
通信では早い段階から GSM（Global System for 
Mobile Communications）の開発に取り組んだ．
移動機を中心に開発を進めてきた松下通信工業で
あったが交換機の開発に着手した．川田氏は言う「か
なり無茶であったが当時はやった．また，モトロー
ラのダイナタックが 200 cc で売り出されたが，そ
れを一挙に 150 cc まで小形化することに全力を尽
くした．デバイス開発からやって，この結果として
ムーバーができた．当時はハードウェアの開発が重
要であったが，今は iPhone で分かるようにソフト
ウェアの開発が雌雄を決する」．
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（3）沖電気の場合
沖電気も電電ファミリーの一員として電話交換

機を納入していたので，自動車電話でも電電公社に
も入りたかった．電電公社営業からはそんなことを
しても無駄だと言われながらも 1974 年に通研に持
ち込んだ．しかし，通研の反応は厳しかった．増田
氏は「なにくそと思った」と言う．同じタイミング
で，ベル研から AMPS 無線機の応札が出るとの情
報が入った．全力を尽くした．沖電気で開発を担当
していた金井氏は言う「当時，幾つかの重要な技術
が応札条件に必要だったんです．一つは広帯域増幅
器です．ダイナミックレンジが 80 dB でリゾリュー
ションが 1 dB の仕様でした．二つ目はシンセサイ
ザーです．三つ目は CMOS 技術です．応札条件に
シンセサイザーの試作ができていることが条件でし
たが，中川氏，小野寺氏が既に高い技術を持ってい
ました」．当時のベル研での公募説明会がベル研の
ホイパニーで開催された．このときのことを増田氏
は「全くオープンな会議です」と言っている．提案
会社の工場視察を行うこととなった．沖電気は唯一
ベル研の応札に成功した．吉田氏が米国の応札会議
から戻って準備に数か月しかない．交換，伝送，半
導体を増田氏が統括し準備に入った．増田氏は言う

「ベル研の工場視察に対応して，工業デザインを入
れてモックアップを作り，視察の間際まで作り直し
た．ベル研では，運転と自動車電話の操作性につい
て大規模な実験も行っていた．沖電気も自動車電話
の操作性についての人間工学の研究を行っているこ
とも示した．そのベル研が工場視察に来た．当然，
日本の他社の視察を行っている．いろいろな情報が
入ってくる．沖電気は海外応札には慣れていたが，
多くは中南米でスペイン語の達人であった．技術の
分かる英語の達人を準備して対応した．このことが，
沖電気が世界でただ 1 社，シカゴテクニカルトラ
イアル（写真 2）に選ばれた唯一のメーカとなった
理由であるのかもしれない （3）．そのときのベル研訪
問団のメンバーの一人だった Fisher 氏が言う「沖
の技術力が良かった」．結果的に，コマーシャルサー
ビスからのメンバーとして，モトローラ，EF 
Johnson が選ばれた．沖電気はベル研との関係を
強くしていった．1984 年のモトローラのダンピン
グ提訴の時点で，沖電気は既に米国現地生産に切り
換え多額の投資を米国で行い，モトローラのダンピ
ング提訴に対して罰金を支払う選択肢はなかった．
電電公社の応札はしない結論を出していた （4）．

（4）米国の事情
増田氏は言う「モトローラは，移動通信はコン

シューマビジネスであり，自動車電話ではなく最初
から携帯電話を考えていた．AT&T は自動車電話
の後で携帯電話のビジネスを立ち上げると考えてい
た」．増田氏は更にモトローラの思惑を思うに「モ
トローラにとって，沖が選ばれたのは仕方がない．
しかし，ほかのメーカが米国に入るのは阻止する」．
米国は AT&T に代表される有線キャリヤとモト
ローラが支援する各地域の無線キャリヤに分かれて
いた．自動車電話事業は全国規模の事業であり，モ
トローラのビジネスにとって AT&T の独占は許せ
ない状況にあった．更にテクニカルトライアルが終
わりコマーシャルサービスの開始に合わせて，ダン
ピング問題，特許論争を日本の企業に対して仕掛け
てきた．米国では AT&T に対して市場独占開放司
法闘争を行った．AT&T 自動車電話サービス開始
が 1983 年と日本のサービスインに遅れること 3 年
であった．当時，開発の一役を担っていた筆者は，
日本に比して米国のサービスが遅れているのは法廷
闘争のせいであると思っていた．しかし，Fisher
氏によると，1983 年のサービスインは AT&T の計
画どおりで，この間に国内の必要な法的整備を行っ
ていたとのことであった．

3.3　インタビューで印象深かった話
NEC の松尾氏は言う「何で Apple が iPhone を

出せたのか．これは，一言，優秀さが違うというこ
とだと思う．Microsoft，インテル，クオルコム，本
当にすごく優秀な技術者が集まる．その中でものす
ごい競争をする．下から 10％の技術者はカットさ
れる．日本のメーカにはできない．もう一つ大事な
ことは，世界に出るときに NOKIA も SAMSUNG
も銀行や国が全面支援する．日本はメーカの力だけ

写真2　シカゴトライアル無線機（沖電気工業）



126 通信ソサイエティマガジン　No.38  秋号 2016

で出るしかない．決定的な差は資金力です」．
松下通信工業の川田氏は言う「無謀と思えること

でもやることです．そのことによって，大きく進歩
できるのです」．

沖電気の増田氏は言う「米国のセルラサービスに
FCC が結論を出さなかった．1979 年に沖の三宅氏，
増田氏がニューヨークの AT&T の本社に呼ばれた．
そこには，AT&T 総裁 Charles L. Brown 氏，ベル
研所長Ian Munro Ross氏，WeCoの社長Donald E. 
Procknow 氏が 3 人いた．最初に言われたことは「限
られた時間の中で開発した増田氏のチームに感謝し
たい．沖電気には感謝したい」．その夜に国際貿易
センタービルの最上階レストラン Window of the 
world で AT&T の最高幹部 3 人に招待されて夕食
を囲んだ．最高幹部はジョーク好きで，Ross 氏が
言う「これから皆さんはイリノイベルへ行くでしょ
う．あそこはインディアンヒルというのですがイン
デ ィ ア ン を 見 た こ と が な い 」．WeCo の 社 長
Procknow 氏が言う「私は WeCo で最も電信柱に
登っていて若いころから苦労しているのですよ」．
そして AT&T 独禁法問題で最も苦労してきた AT&T
総裁 Brown 氏が「俺も苦労というなら，電信柱に
登るよりよほど苦労しているよ」と切り返した．

	4. おわりに
今回，1970 年代に自動車電話の創世記を創って

きた日本のメーカを代表する方々にインタビューを
させてもらい，なぜ自動車電話の開発を進めようと
決断し，どのように事業を進めてきたのかの話を伺
う機会を得た．今回，インタビューをお願いした方々
は，全て快くインタビューを引き受けて頂いた．正
確に開発のお話を聞かせて頂いたばかりでなく，自
分たちが上司や仲間や部下たちに支えられて開発し
てきたことを話して頂いた．日本がこれからの新し
い時代を世界に先駆けて時代を作っていくためのヒ
ントは，今回のインタビューの中にたくさんあった
と思う．インタビューを通じて，大変楽しい時間を
過ごさせて頂いたことを心から感謝する．

　謝辞　今回，インタビューを通して貴重なお時間
を頂いたばかりでなく，大変楽しい時間を過ごさせて
頂きました松尾義武様，川田隆資様，増田義雄様，
金井豊男様，Reed Fisher 様に深く感謝申し上げます．
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1972（昭47）
通研より NEC，松下通信工業，国際電気へ
800 MHz大容量自動車電話開発委託

1973（昭48） モトローラダイナタック8000

1974（昭49）
FCC Docket 18262発行Bell lab. Mobile 
Bidders Conferenceの開催（日米10社メー
カ参加）

1975（昭50） ベル研の日本の工場視察

1979（昭54）
米国シカゴトライアル
電電公社，自動車電話サービス開始

1983（昭58） 米国セルラサービス開始

1984（昭59）
モトローラダイナタック8000X商用モトロー
ラ自動車電話ダンピング提訴 （5）

1985（昭60） 電電公社の民営化
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山本　強，西村寿彦 （北海道大学）

日本で5番目の人口を擁する札幌市は，北海道の中心地
であり，「都市」機能と「自然」の調和が魅力となって

います．その魅力と特徴を端的に表しているのが，今回ソサイ
エティ大会の会場となる北海道大学（北大）です．北大は，
1876年に創設された札幌農学校を基礎として，明治初期に最
も早く設立された高等教育機関の一つです．初代教頭のクラー
ク博士が札幌を去る際に学生に残した「Boys,�be�ambitious�!
（青年よ，大志を抱け！）」は，多くの人々がよく知っている言
葉ですが，本学のモットーでもあります．更に，帝国大学を経
て新制大学に至る140年の歴史の中で，「フロンティア精神」，
「国際性の涵養」，「全人教育」及び「実学の重視」という教育
研究に関わる基本理念が生まれ，今日まで学問の自主，自由を
培ってきました．
JR札幌駅から徒歩圏内の広大な敷地（南北は地下鉄 3駅
分）には，総合大学として多くの学部や大学院等の建築物が
立ち並ぶ一方，四季折々の表情を見せてくれる草花や小動物
たちが，国内外からの多くの人々を魅了し，札幌市の観光名
所の一つとなっています．代表的な観光スポットとしては，
写真 1のクラーク像（なお，有名な全身像は学内にはなく，
車で 30分ほど離れた羊ケ丘公園にあります），写真 2のポ
プラ並木（平成 16年の台風 18号で 4割が倒れてしまいま
したが，現在は見事に復活しています），写真 3の札幌農学
校第2農場モデルバーン（あえて雪の中の写真を使いました．
残念ながら9月ではさすがに雪は降りません）などがありま
す．ほかにも，旧 5,000 円札の肖像画で知られる新渡戸稲
造像（札幌農学校2期生）や本年夏にリニューアルオープン
の総合博物館（旧理学部本館）など，北大の魅力を堪能でき
る名所が学内各所にありますので，時間を見付けて散策して
はいかがでしょうか．ただし，札幌時計台は北大の演武場と

して建てられましたが，現在は大学の敷地にはなく，市中心
部の大通公園に程近い高層ビル群の中にひっそりとたたずん
でいます（写真4）．
さて，北海道・札幌にお越し頂くからにはグルメ情報は欠

かせませんね．エビ，カニ，ウニ，ホタテ，ホッケ，サケな
どの海産物（写真 5）はもちろんのこと，道内の農畜産物か
ら加工されたチーズ，ハム，ソーセージ，そして道内産の豆
や砂糖を使った和菓子・洋菓子の数々，これらは新千歳空港
内や JR札幌駅付近でいろいろと手に入りますので，お土産
選びに困らないでしょう（逆にどれにしようか迷ってしまい
ますね）．次に，北海道・札幌の定番メニューを御紹介しましょ
う．有名どころでは，海鮮丼，味噌ラーメン，ジンギスカン，
スープカレーといったところでしょうか．市内には数え切れ
ないほどの専門店がありますので，Web などで事前にしっ
かり調査していくことをお勧めします．
最後に，お勧めの観光・グルメスポットを御紹介します．

空港や駅周辺，そしてススキノはもちろんいろいろあるので
便利ですが，円

まるやま

山地区は御存じでしょうか？��観光客より地
元の客を意識した店が多いので，上記の「これぞ北海道」と
いう感じではないかもしれませんが，ほとんどのお店は「外
れなし」と言えます．逆に，大倉山（スキージャンプ台があ
りシーズンオフにはリフトで上に登れます．写真 6）や藻岩
山（2015年日本の 3大夜景に選ばれました）の山頂付近に
はレストランがあります．ここでは，「これぞ北海道」なメ
ニューの数々を札幌の夜景を見ながらお楽しみ頂けます．
今回は，札幌コンベンションビューローの御協力で，「さっ

ぽろ観光マップ」と見学割引チケットとしてカードタイプの
「POROCA」を受付で配布する予定です．テレビ塔や時計台
などの観光施設をお得な料金で御利用頂けます．

電 子 情 報 通 信 学 会

写真 2　ポプラ並木写真 1　クラーク像

写真 4　札幌時計台

写真 3　モデルバーン

写真 6　大倉山ジャンプ台写真 5　海産・農産物

ⓒ電子情報通信学会2016
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1 はじめに
通信ソサイエティ（以下，通ソ）では，第 11回目となる

通信ソサイエティ論文賞の選定を行い，10編の論文を選定
した．本稿では，今年度（2014 年 10 月～ 2015 年 9 月）
の受賞論文と総評を，和文論文誌，英文論文誌，ComEXの
順に述べる．

2 和文論文誌
�選考は，1）候補論文推薦，2）予備投票，3）審査査読，

4）候補論文絞込み（審議），5）候補論文選定（投票），6）
受賞論文決定（編集会議）の段階を踏んだ．その結果，今年
度は以下のとおり優秀論文賞 3編，チュートリアル論文賞 1
編を受賞論文として選定した．受賞論文はいずれも，論文の
要である新規性，有効性が明解に記述され，信頼性の高い論
旨展開がなされている．また，内容が整理されていて分かり
やすく了解性が高い．和文論文誌は，研究を始めたばかりの
学生や若手研究者が母国語で論文を読める貴重な存在であ
る．特にチュートリアル論文（招待論文）では，最新技術が
広く体系的に読みやすく述べられており，是非お読み頂きた
い．良い論文を読むことは，良い論文を書くことへもつなが
る．受賞論文を論文の書き方のお手本として参考にされた上
で，今後も積極的に論文投稿して頂きたい．
なお，和文論文誌では 2006 年以降の各受賞論文を下記

URLから無償で閲覧できる．御活用頂きたい．

http://www.ieice.org/cs/jpn/JB/awarded.htm

■ 優秀論文賞
「�P2Pネットワークにおける経路長あるいは経路表
サイズの最大値を柔軟に設定可能な経路表構築方
式の提案とその評価」
呉　承彦，安倍広多，石橋勇人，松浦敏雄
� Vol.J97-B, No.10, pp.849–860, Oct. 2014

受賞理由：本論文は，構造化 P2Pネットワークにおける経
路表生成において，経路表の特性を決める対数の底 kを動
的に変更する方式を提案している．そして理論的な解析及
びシミュレーションによる評価から提案方式の有効性を示
している．本方式は，運用中に動的に kの値を変更できる

という非常にユニークな発想であり，これからのオーバレ
イネットワークにおける経路表構築として有効に機能する
と考えられる．学術的・産業的にも貢献度が大きいと思わ
れること，論文全体を通して丁寧に記述され信頼性も高い
ことから，学術論文として価値が高いと考えられる．よっ
て，受賞にふさわしい論文である．

「�光コヒーレント検波方式における電気・光フィルタ
を考慮したビット誤り率評価法」
乗松誠司，中原晃宏，加納佑一郎
� Vol.J98-B, No.8, pp.783–794, Aug. 2015

受賞理由：本論文では，直接検波方式において一般的に用い
られている光・電気フィルタの影響を考慮に入れたビット
誤り率算出法であるForestieri 法を，コヒーレント検波方
式に適用可能なように拡張提案している．主題であるコ
ヒーレント検波を用いた光通信システムのビット誤り率を
高速に推定するという課題は当該分野の共通の関心事であ
り，高速に計算可能なビット誤り率評価法を提案し，数学
的裏付け，有効性，適応領域，及び応用例について述べた
本論文により得られる知見は，光通信の研究・開発に大き
く寄与するものであると言える．以上の観点から受賞にふ
さわしい論文である．

「�地上�/�衛星共用携帯電話システム用DBF�/�チャネ
ライザの開発」
三浦　周，織笠光明，辻　宏之，藤野義之，小石洋一，
小林直樹，熊谷健夫，松崎敬臣
� Vol.J97-B, No.11, pp.1032–1042, Nov. 2014

受賞理由：本論文では，衛星搭載用として限られた電力・重
量リソースで，かつ，真空で熱変化も大きい厳しい環境の
中で，所要の性能を満たすようなディジタル方式のビーム
フォーマと周波数帯を可変とするチャネライザを同時に開
発するという困難な課題に挑戦している．本論文で提案さ
れているシステムが社会的に果たす役割は極めて重大であ
り，実現した場合には高い有効性が認められる．更に，装
置構成や評価結果などに図面などを適切に使用されてお
り，また課題が明確化されている点についても信頼性が非
常に高い．よって受賞にふさわしい論文である．

第11回通信ソサイエティ論文賞
〜受賞論文と総評〜

通信ソサイエティ編集会議
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■ チュートリアル論文賞
「�広帯域移動通信に適したLDPC符号と移動通信環
境における基本性能評価」
三木信彦
� Vol.J98-B, No.1, pp.1–10, Jan. 2015

受賞理由：本論文は，高速伝送が必須のデータチャネルに適
しているが難解な LDPC符号を幅広い読者層に分かりや
すく解説した和文の技術文献として，非常に有用な内容と
考えられる．章構成がよく練られており，単なる符号の解
説にとどまらず，移動通信環境での利用にあたっての要求
条件が明示され，同条件を満たす符号器構成が議論されて
いるため，納得性も高い．繰返し復号における繰返し回数，
フェージングや符号長などを変化させ実用的な条件におけ
るシミュレーション結果を多く掲載しており，実用面でも
有用性が高い．正にチュートリアル論文賞にふさわしい論
文である．

3 英文論文誌
�英文論文誌編集委員会内に論文賞選定委員会を組織して選

考にあたった．選考の手順は以下のとおりである．まず正員
や編集委員から推薦されてきた論文の中から，査読時のスコ
アに基づいて受賞予定数の3倍程度の数の候補論文を選出し
た．次いで，一次審査として簡易審査査読を行って3分の2
程度の数に候補論文を絞り込み，更に二次審査として，一次
審査を通過した全候補論文の詳細な審査査読を行った．全て
の候補論文の内容を把握できるように，一次審査，二次審査
ともに，各選定委員には全候補論文の審査査読をお願いした．
二次審査の審査査読終了後に，論文賞選定委員会を開催して，
各候補論文の内容について審議したのち，投票により受賞論
文案を決定し，英文論文誌編集委員会での承認，通信ソサイ
エティ編集会議での議論を経て，最終決定した．
今年度は，英文論文誌からは，通信ソサイエティ論文賞と

してBest�Paper�Award に 3編，Best�Tutorial�Paper�Award
に 2編の論文が選ばれた．受賞論文は，有効性が非常に高い
もの，独創的なアイデアに基づくもの，新規性・有効性・了
解性がバランス良く評価されたもの，体系的にまとめられて
いるものなど，それぞれに秀でた特徴があるものが選ばれる
結果となった．
英文論文誌では 2006年以降の全ての受賞論文を無償で公

開している．是非，下記URLから，受賞論文を御覧頂き，
研究・開発・教育等の活動にお役立て頂きたい．

http://www.ieice.org/cs/jpn/

■ Best Paper Award
“�A�Novel�SAR-Probe�Calibration�Method�
Using�a�Waveguide�Aperture�in�Tissue-
Equivalent�Liquid”
Nozomu ISHII, Lira HAMADA, and Soichi WATANABE
� Vol.E97-B, No.10, pp.2035–2041, Oct. 2014

受賞理由：SAR測定プローブの従来校正法である導波管法
においては，例えば無線LANに用いられる5�GHz帯など
の高周波数帯向けのプローブを正確に校正することは一般
に困難である．これは，プローブの電気的寸法が導波管断
面のそれに対して大きくなり過ぎるためである．一方で，
本論文の提案法を用いることで，この問題は回避され，高
周波数帯向けのプローブの正確な校正が可能となり，提案
校正法は大変有効である．本論文は，しっかりとした電磁
界解析に基づき，新しい SAR測定プローブ校正法を提案
しており，特に周波数が高くなってもプローブが影響しな
い形で測定が行える点は特筆すべき成果である．本論文は，
電磁波の人体の影響を考慮する上で重要であり，かつ今後
高い周波数へ移行するであろう携帯電話の状況を考えると
産業上非常に重要な研究であり，それが簡易でかつ正確に
できる点は高く評価できるため，通信ソサイエティBest�
Paper�Award にふさわしい論文であると判断した．

“�Information�Gathering�for�Wireless�Sensor�
Networks�with�Information�Converting�to�
Wireless�Physical�Parameters”
Tomomi ENDOU, Shunta SAKAI, and Takeo FUJII
� Vol.E98-B, No.6, pp.984–995, June 2015

受賞理由：本論文では，センサネットワークにおける新しい
データ収集方式を提案している．提案手法では，センサで
収集された情報と位置情報を周波数と時間スロットに変換
し，OFDM信号を用いて転送を行う．この手法により，
複数のセンサからデータを収集した場合，受信データと元
のセンサの情報は1対 1に対応していないため，元のデー
タを推定する手法についても検討している．センサネット
ワークで観測されるデータの性質とOFDM信号の特徴を
うまく利用しており，単純な手法であるが新規性のある独
創的な論文である．また，性能評価についても定性的かつ
定量的に詳細に検討されており，高い有効性を有する．論
文全体として非常に分かりやすく記述されており，専門外
の研究者にも比較的分かりやすく記述されている論文であ
る．本論文は通信ソサイエティBest�Paper�Award にふさ
わしい論文であると判断した．
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“�Concept�of�Chaos-Based�Hierarchical�
Network�Control�and�Its�Application�to�
Transmission�Rate�Control”
Masaki AIDA
� Vol.E98-B, No.1, pp.135–144, Jan. 2015

受賞理由：本論文では，ネットワークのトラヒック制御のた
めの新しい考えを提案している．大局的な振舞いはアトラ
クタにより決まり，局所的な振舞いはランダムに見えると
いうカオスの考えを応用し，個々のフローはランダムな動
作をするが全体としては公平かつ効率的な振舞いを実現す
るレート制御の枠組みを提案している．本論文は，ネット
ワークのトラヒック自体が持つべき性質とカオスの性質が
共通していることに着目して，カオスを用いた新たなトラ
ヒック制御を提案しているという点で新規性の高い論文で
ある．本論文は，ポジションペーパとして情報通信を専門
とする研究者にインパクトのある論文であると考えられ
る．以上より，通信ソサイエティ Best Paper Award にふ
さわしい論文であると判断した．

■ Best Tutorial Paper Award
“�S-parameter�Method�and�Its�Application�for�
Antenna�Measurements”
Takayuki SASAMORI and Toru FUKASAWA
� Vol.E97-B, No.10, pp.2011–2021, Oct. 2014

受賞理由：本論文は，平衡形アンテナの入力インピーダンス
測定法である S パラメータ法の基礎について解説するとと
もに，同測定法をアンテナの放射特性にも適用可能である
ことを示している．更に，同測定法を複数のアンテナに対
する反射・結合係数の測定に応用するための手順について
も述べられている．提案法による測定結果を示すことで，
提案法の妥当性を確認している．平衡形アンテナの入力イ
ンピーダンス測定法である S パラメータ法に関して分かり
やすくまとめられた論文である．入力インピーダンス測定
に加えて，S パラメータ法の放射パターン測定や複数アン
テナにおける反射・結合係数測定への応用も新たに提案さ
れており，読者にとって非常に有益な論文と考えられる．
以上のことから，通信ソサイエティ Best Tutorial Paper 
Award にふさわしい論文であると判断した．

“�Channel�Models�and�Beamforming�at�
Millimeter-Wave�Frequency�Bands”
Katsuyuki HANEDA
� Vol.E98-B, No.5, pp.755–772, May 2015

受賞理由：本論文は 5G 関連の無線リンク設計及び評価への
利用を目的として，ミリ波帯におけるチャネルモデルの従
来検討のサーベイ結果を記載している．また，ミリ波帯に
おける有力な技術と考えられるビームフォーミング技術に

ついて，屋内伝搬測定結果を基に容量評価結果を紹介して
いる．また，チャネルモデルのサーベイ結果を基に，今後
のミリ波チャネルモデル研究の課題について述べている．
本論文は，199 件という広範囲な論文のサーベイをベース
に，ミリ波帯におけるチャネルモデルの研究動向について
有益な情報を読者に提供している．また，サーベイ結果を
基に，今後のミリ波伝搬研究について有益な提言を行って
いる．以上のことから，通信ソサイエティ Best Tutorial 
Paper Award にふさわしい論文であると判断した．

4 ComEX
 IEICE Communications Express（ComEX）は 2012 年

6 月に創刊した英文オンラインレター誌であり，今回が 3 回
目の ComEX Best Letter Award の選出である．

選考手順は次のとおりである．査読時に査読委員や編集委
員によって推薦されたものに加え，正員並びに編集委員から
推薦を募った．一次審査査読として，これらを対象に
ComEX 編集委員全員によるスコアリングを行い，候補を 3
編に絞り込んだ後，更に編集委員全員による詳細な二次審査
査読を実施した．この結果を基に ComEX 編集委員会におい
て各候補レターの内容について議論し，投票により受賞候補
1 編，次点 1 編を選んだ．最終的に通信ソサイエティ編集会
議での審議を経て，以下のレター 1 編が ComEX Best 
Letter Award に選定された．

“�Configuration�of�MIMO�System�Using�
Single�Leaky�Coaxial�Cable�for�Linear�Cell�
Environments”
Yafei HOU, Satoshi TSUKAMOTO, Takahiro 
MAEDA, Masayuki ARIYOSHI, Kiyoshi KOBAYASHI, 
Tomoaki KUMAGAI, and Minoru OKADA
� Vol.4, No.5, pp.143–148, May 2015

受賞理由：本レターでは漏えい同軸ケーブル（LCX）による
Multiple-Input Multiple-Output（MIMO）の検討を行っ
ており，1 本の LCX を 2 本のアンテナとして使用する独
創的な方式を提案している．本レターでは電波暗室での
LCX – 端末間での無線伝送特性の実験結果と理論検討から
伝送容量を算出することにより，その有効性を定量的に示
している．1 本の LCX での MIMO 提案は既存設備（LCX 
1 本）でも MIMO が可能なことを示しており，そのイン
パクトと有効性は高く，ComEX Best Letter Award にふ
さわしいと判断した．

ComEX の Web ページでは掲載レターに対して現時点で
アクセス制限を設けていない．上記の受賞レターを含め自由
に閲覧できるので，この機会に是非アクセスして頂きたい．

http://www.comex.ieice.org/
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BCL
通信ソサイエティ副会長 大槻知明

Tomoaki Ohtsuki

皆さんは，BCLという言葉を御存じでしょうか？��
私と同世代の方々には懐かしい言葉かもしれ

ませんが，若い世代の方々は，聞いたことがない人
が多いと思います．BCL（Broadcasting�Listening/
Listener）は，ラジオ放送，特に海外からの短波放
送を聴いて楽しむ趣味です．私が小学生の頃，日本
でブームになっていました．どうして始めたのか覚
えていませんが，私も小学生の頃，BCL に夢中に
なっていました．当時はスポーツでは野球が絶大な
人気で，私も毎日，放課後，皆で野球をやり，家に
帰ってから，夜，両親に買ってもらった SONYス
カイセンサー 5800や National（現 Panasonic）の
プロシード RF-2600 を使って，海外の短波放送を
聴いていました．ちなみにそれぞれのラジオは，実
家と私の家でまだ現役で動いています．ラジオから
聴こえてくる様々な言葉や音楽は，海外の香りがし
て，小学生の私にはとても刺激的でした．もちろん，
当時は商用のインターネットなどありませんでし
た．今と違って，多くの放送局が日本語の短波放送
を行っていました．BBCや Radio�Australia をはじ
め，モスクワ放送，エクアドルのアンデスの声，バ
チカン放送など，様々な国の放送局が日本語放送を
行っていました．当時，日本語放送以外にも，
Voice�Of�America などの英語放送も内容が分から
ないながらも頑張って聴き，受信報告書を書いてい
ました．受信報告書を国際返信切手券と一緒に放送
局に送ると，絵葉書のような受信確認証（ベリカー
ド）が送られてきます．時には，その国のペナント
や切手なども送られてきて，当時の私は BCL で感
じられる海外の香りに夢中になっていました．
その影響が大きかったのか，私は現在，大学で通
信について研究しています．研究室には，様々な国
からの 10名以上の留学生もいます．アジア諸国を
はじめとして，中東，北アフリカ，ヨーロッパ，南
米など，非常に高いダイバーシチ度を誇っています．
このような研究室運営もあってか，大学では，国際
担当の仕事もしています．私がいる大学院の専修で
は，授業の多くは英語で行われています．BCL を
していた小学生時代に比べ，海外との距離はとても
近くなりました．海外からの情報もインターネット

を通じて簡単に得られるようになりましたし，自分
の周りに外国人がいるのも当たり前となりました．
電子情報通信学会通信ソサイエティでも，会員事
業や財務に加えて，国際担当の副会長を務めていま
す．本会も，私が会員になった 26 年前と比べて，
多くの海外会員がいます．現在，本会会員の10％
以上が海外会員です．本会の国際セクション数も，
アジアを中心に12あります．英文論文の 5割が海
外からの投稿です．更に，Sister�Society�Agreement
による国際連携や，国際会議・国際ワークショップ
の主催・共催・協賛など，数多くの国際事業が行わ
れています．しかし，近くなった海外との距離を考
えると，本会における海外会員の存在は，それほど
大きくなっていないように感じられます．一体なぜ
なのでしょうか．本会として，国際化の観点で何が
不足しているのでしょうか．
そのように感じられる理由の一つは，海外会員に
対して，本会会員としてのメリットを十分に提供で
きていないという思いがあるからです．前記したよ
うに，本会は，英文論文誌や国際会議・国際ワーク
ショップなどを通じて，様々なサービスを海外会員
にも提供しています．各関連部門の方々の努力には
頭が下がる思いです．ただ，海外会員の立場で考え
ると，本会の会員でないと受けられないメリットは，
まだまだ少ないように感じます．
海外会員の存在をそこまで大きく感じられない理
由のもう一つは，学会運営に参加している海外会員
の少なさにあります．もちろん，地理的な制約もあ
ります．しかし，インターネットがこれだけ普及し
た今日，地理的に離れていても，もっともっと学会
運営に参加してもらうことは可能だと思います．地
理的な制約よりも，私たちの運営方法や，気持ちに
改善の余地があるのではないでしょうか．Face�to�
Face でなくても，日本語でなく英語でも，意図す
ることを明確にし，相手を信じて任せることで，そ
れら制約は非常に小さくなると思います．
本会では，上記も含めて，国際化の課題を挙げ，
様々な施策でそれを解決しようと努力しています．
是非，皆様の御協力をお願いできればと思います．
どうぞ，よろしくお願い致します．

巻 末 言

Afterword
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小特集   身近になったロボット技術

私の技術者歴   伊藤泰彦

開発物語：航空機搭載合成開口レーダ
技術と制度のおはなし：無線サービスの国際的ルールづくり
街 plus 探訪：茨城県鹿嶋市
子どもに教えたい通信の仕しくみ：お財布ケータイ

  ……他，御期待下さい

先日，学会発表でクアラルンプールへ行きました．以前は
出発前にガイドブックで現地の情景を想像したものです
が，最近は空港など至る場所で無線LANを使用できるため，
下調べもそこそこ．便利な反面，準備の楽しみを忘れかけ
ているなと思いました．� （S.T.）

皆さんが普通に使っているスマートフォン．最近は中国，
韓国に圧されて，日本製品の見る影がないです．しかし，
携帯電話のれい明期には日本がリーダーシップを取ってい
ました．当時の日本の研究者どう考えて来たのかが分かる
記事になっていると思います．� （M.T.）

無線 LANシステムの進化，発展はまだまだ続きそうです．
セルラシステムとの連携により，単独のシステムでは困難
な環境における高度な無線通信サービスの提供も可能に
なっていきそうです．� （H.H.）

Facebook, 
Twitter
も御覧下さい．
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「電子情報通信学会
　通信ソサイエティマガジン」
　　　 です．
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Communica t ion can be seen.  

放送記念碑
高橋応明（正員：フェロー）

　JR田町駅の芝浦口（東口）を出てペデストリア
ンデッキの下，線路沿いに目立たないようにひっ
そりと建っているのが，この放送記念碑です．日
本でのラジオ放送は，1925 年 3月 22日に，こ
こ東京芝浦の東京高等工芸学校（千葉大学工学部
の前身）にて，社団法人東京放送局（JOAK：現在
のNHK東京放送局）の仮放送を開始したのが始ま

りです．同年 7月12日に，学会のすぐ側にある
芝の愛宕山（現在の放送博物館）から本放送が開始
されました．現在はNHK放送博物館として，八木・
宇田アンテナをはじめ，当時の貴重な資料が展示
されていますので，学会に来られてお時間がある
ときには，是非足を運んでみて下さい．放送博物
館は学会のある機械振興会館から徒歩10分です．



●無線LAN関連システムの国際標準化動向
●3GPP LTE におけるLicensed-Assisted Access （LAA）技術の紹介
●LCX（漏えい同軸ケーブル）を用いた無線LANシステム
●IoT/M2Mを支える新規無線LAN規格 ――IEEE 802.11ah――
●ミリ波帯無線LANシステムの標準化動向と要素技術
●60 GHzアンライセンス帯を用いたミリ波非接触高速転送システムの
　標準化と研究開発の動向
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