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業務無線と聞いて皆さんはどのようなイメージを持たれるでしょうか．特定の業務用途
向けであるため，一般には余り目にすることが多くないかもしれません．総務省の電波法
施行規則（第 3 条 第 1 項）には無線通信業務の種別などが示されており，この中で，特
に公共性が高く，保安上重要な専用通信として，船舶無線，航空無線，防災無線，消防無線，
警察無線などを狭義に業務無線と称しています．また，広義には無線従事者を必要としな
い構内無線や簡易無線なども含み，その用途は多岐にわたっています．

本小特集は，こうした社会の安全・安心を支える業務無線について，そのシステム構成
や役割に対する解説を行い，幅広い読者の理解を深めていくことを趣旨としています．具
体的には，以下 5 件の記事で構成されています．

まず本小特集の導入として，「業務用無線システムの現状と課題」と「業務無線システム
を支える通信技術」の 2 件の記事にて，業務用無線の利用分野，ディジタル化への移行や
これらの技術課題などについて解説をして頂きました．

更に，業務無線システムが適用されている事例紹介として，「防災・減災を支える情報通
信技術の課題と展望」では，情報をつなぐ手段としての防災行政無線システムの役割や目
的など，防災分野における課題や今後の展望にいて考察して頂きました．また，「航空業務
用無線通信システム」では，航空輸送の需要が増加の一途をたどっている航空分野において，
業務無線に求められる通信性能や課題について紹介を頂き，更に，「鉄道向け無線システム
の概要」では北陸新幹線などに採用された LCX 方式をはじめ，鉄道分野で運用されている
列車無線システムについて解説をして頂きました．

本小特集の記事を通じて，一見地味に見える業務無線が私たちの生活に深く関わり，社
会の足元を支える通信技術となっていることを再認識して頂けると幸いです．こうして開
発されてきた技術が将来の明るい社会の礎となっていることに対し，エンジニアや研究者
への深い敬意を抱かずにいられません．

最後に，大変お忙しい中，貴重な時間を割いて原稿の執筆を頂きました著者の皆様に深
く感謝致します．また，校閲業務や編集作業の協力を頂いた関係各位，通信ソサイエティ
マガジン編集委員，並びに学会事務局の皆様に，心より感謝致します．
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1 はじめに
自営系業務用無線は，1950 年（昭和 25年）に電波

法が制定され，アナログ方式による警察無線，民間にお
いては，1953 年北海道札幌においてアナログ方式タク
シー無線が初めて運用開始 （1）されて以来，各種の業務
分野で普及してきた経緯がある．
自営無線は，国，地方自治体等の公共分野，電力，ガ

ス，鉄道・道路等のライフライン事業を担う公益分野，タ
クシー事業など陸上輸送等の各種の一般業務分野で運用，
活用されている無線通信である．国，地方自治体につい
ては，警察，消防・救急，各省庁向け無線，あるいは，
防災行政無線などの重要無線が代表的なシステムである．
ここでは，陸上移動業務を中心にアナログ方式から

ディジタル化移行への経緯など業務用無線の現状，ま
た，最近の自営系ブロードバンド移動通信の動向と併
せ，業務用無線システムの課題のほか，現在，検討が進
んでいる共同利用型システムについて，今後の展開の在
り方等の一端について述べる．

2 自営系業務用無線システムの概要
2.1　自営系業務用無線システムの特徴
はじめに，自営系無線通信システム（業務用無線シス

テム）の概要と特徴について，以下に述べる．
（1）自営系業務用無線の概念

自営系業務無線は，1948 年（昭和 23年）に 30 MHz
帯においてアナログ FM方式の警察無線システムが導
入 （2）されて以来，国，地方自治体等の公共分野以外に，
ライフライン等の公益分野をはじめ，各種業務の分野に
おいて，独自の無線システムとして開設・運営をされて
おり，各組織，事業者，関係団体が独自で業務エリア内
をカバーする無線通信網を構築，業務形態に合わせ独自
の通信機能，使い勝手を実現している．その最大の特徴

は，専用波による電波のふくそうの少ない免許局による
運用形態にある．このほかに，簡易な業務用途向けに共
用波を用いる簡易無線局がある．
電波法制定以降，しばらくの間は，自営系業務無線を

中心とした公共分野におけるVHF帯等の低い周波数を
主とする運用がされていた経緯 （3）がある．
（2）通信エリア

一般的に通信エリアは，基本的に基地局を介する中
ゾーン，あるいは大ゾーン方式による広範エリアをカ
バーするシステム構成となっている．このうち，
400 MHz 帯タクシー無線については，大都市部では，
基地局を集中して 1箇所に設置する集中基地局方式で
運用されている．800 MHz 帯 MCA 無線システム
（Multi Channel Access System）においては，大ゾー
ン方式の集中基地方式が採用され，中継局設備を共同利
用，端末は利用者が無線局免許を取得して利用契約料を
支払い利用する運用 （2）が取られている．表 1に自営系
業務用無線のうち公共業務及び一般業務分野における主
要なシステムの特徴を示す．
（3）無線局の用途別種別

自営系業務用無線は，無線局の局種別審査基準 （4）等
の分類からは，運用形態により大きく公共業務，一般業
務，及び簡易業務に分類される．表 2に自営系業務無

表１　自営系業務用無線の特徴

＃ 特　徴

1 専用免許波による電波のふくそうの少ないシステム構成

2 業務エリアに沿ったエリア構築，通信機能の提供

3 個別通信，一斉通信，統制通信

4 即時性接続，簡便な操作性（プレストークなど）

5 通話利用料が不要（年間の電波使用料のみ）

6 音声通信，ディジタル化による低速テータ伝送
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線の用途別種別を示す．
（4）主な通信機能

自営系業務無線の主要な通信機能については，従来の
アナログ方式において，一対一通信による音声通話以外
に，自営系業務無線の最大の特徴である組織内関係者へ
の一斉通信，あるいは，業務小グループ単位のグループ
通信といった日常業務に直結した無線システムの運用が
図られている．特に，送話時にプレススイッチを押す「プ
レストーク方式（push to talk）」による簡便な操作及び
即時性接続が一般的に求められることが特徴である．
また，自営系業務無線は公衆通信ネットワークと異なり，

電波利用料以外の通信料が不要な無線局の扱いにある．
後述するディジタル化移行においては，音声通信に加え，
GPS位置情報の伝送，あるいは状態遷移，静止画像など
のデータ伝送機能の高度化が図られるようになった．
図1に業務用無線システムの端末装置として採用され

ているディジタル方式の車載無線機，携帯無線機及び
GPSナビゲーションシステム向け車載無線機の外観事例
を示す．通常，空中線電力は2～5 W以下が一般的であ
り，システムによりマルチパスフェージング耐性の向上の
ため受信ダイバーシチ方式や等化器が具備されている．
（5）主な周波数帯

陸上移動業務については，主に 150 MHz 帯及び
400 MHz 帯等を中心に割当が行われてきている．例え
ば，警察無線システムでは 150 MHz帯に移動指令系シ
ステムが構築されている．また，防災行政無線用途とし
て，150 MHz 帯及び 400 MHz 帯に移動系無線，ある
いは，800 MHz 帯にMCA無線などが割り当てられて
いる．なお，上記の防災行政無線移動系 （5）及び消防・
救急無線については，現在，260 MHz 帯への移行が進
められており，消防・救急無線は既に，2016 年（平成
28年）5月に全面ディジタル化移行を完了している．
このほか，防災行政無線用途として，自治体庁舎から

屋外スピーカにより地域住民に対し拡声放送で情報伝達
を行う 60 MHz帯同報系無線（固定通信）がある．
図 2に自営系業務無線の現在の周波数割当 （6）を示す．

（6）無線局の局数
現在，免許に基づき開設されている無線局数は電気通

信業務の移動通信分野を中心に約 1億 9,774 万局 （3）に
あるが，自営系無線局は現状，約 260万局 （7）と低い比
率にある．自営系業務用無線の用途別無線局数（2015
年度） （7）について，図 3に示す．
図 3において，防災行政，地方行政，及び国家行政

を含めた公共業務用無線局は，約 75万局の 27％，一
般業務（各種業務）用無線局は，約 28万局の 8％であ
る．また，簡易無線局は約 106万局の 39％と大きな比
率を占めており，普及が加速している．

2.2　自営系業務無線のディジタル化の経緯
国内の自営系業務用無線におけるディジタル化は，

1983 年（昭和 58年）から，警察無線で開始され，そ
の後，MCA無線においても，1994 年（平成 6年）か
らディジタル方式を開始した経緯がある．
更に，1995 年（平成 7年）の阪神淡路大震災を契機

に，総務省において周波数のひっ迫対策並びにデータ伝
送等の高度化ニーズの実現等に対応するため，ディジタ
ル方式導入の検討が行われた．ここでは，400 MHz 帯
アナログ方式のチャネル間隔 12.5 kHz 幅に対して，
6.25 kHz 幅による狭帯域ディジタル方式等の研究開発，
実証試験 （8）が進められ，現在の情報通信審議会に相当
する電気通信技術審議会において，1998 年（平成 10
年）6月，「400 MHz帯等を使用する業務用の陸上移動
局等のデジタル・ナロー通信方式の技術的条件」が答申
された．また，150 MHz 帯等のチャネル間隔 20 kHz
幅の無線設備に対しても，狭帯域 6.25 kHz 幅の制度化
が図られている．
本制度化においては，自営系業務用無線，とりわけ，

陸上移動局について，狭帯域化による周波数資源の有効
利用，並びに，音声伝送に加え比較的低速なデータ伝送
を可能とする高度化利用を主眼とした施策が取られ現在
に至っている．上記答申において整理された「ディジタ

表2　自営系業務用無線の用途別分類

無線局種別 利用分野・用途

公共業務
（公益）

国（官公庁），防災行政用，警察用，消
防・救急用ほか

鉄道事業用，電力／ガス事業用，道路
事業用ほか

一般業務
（各種業務）

タクシー用，運輸用，放送事業用，新
聞事業用ほか

簡易業務 簡易な業務用（簡易無線）

一般業務用無線（車載型 *・携帯型）
*GPSナビゲーション機能付

公共業務用無線（車載型・携帯型）

出典 ： （株）日立国際電気無線通信システム HP
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/products/wireless/index.html

図1　ディジタル方式業務用無線機の外観事例
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ル・ナロー通信方式」における代表的なモデル 1～モデ
ル 6と主要諸元 （9）， （10）について表 3に示す．
これら代表的モデル 1～6の中で，現在，実質的に業

務用ディジタル無線として採用，運用されている方式
は，モデル 1及びモデル 2である．これは，変調方式
として移動通信における耐フェージング特性等に有利な
π /4 シフトQPSK方式（π /4 シフト四相位相変調）を採
用していることが主な理由である．
モデル 1においては，狭帯域化によりチャネル間隔

6.25 kHz 幅において，伝送速度 9.6 kbit/s，音声伝送
等の実効伝送速度 6.4 kbit/s の伝送を可能としている．

*1）905-915，950-958：MCA陸上移動通信システム
及びRFIDによる使用期限は2018年3月31日まで

地方自治体及び電力・ガス・運輸
交通等の公共機関，一般私企業の
各種業務

市町村等の公共用ディジタル移動通信システム
（都道府県・市町村移動通信システム（防災行政無線移動系）／
消防・救急）

公共用広帯域移動通信システム
（公共ブロードバンド移動通信システム）

9576

地上アナログＴＶ放送
空き周波数利用
（放送）

電通・公共・一般業務・
放送中継（固定・移動）

1086854504140

公共業務（固定・移動）
ラジコン・ラジオマイク（特定小電力）・テレメータ等 航空無線標識（VOR ）

計器着陸システム（ILS）

公共業務（移動）
小型船舶通信

公共業務（移動）
ラジオブイ他

ラジコン・ラジオマイク
（微弱型）

地上アナログＴＶ放送
空き周波数利用
（放送）

205170

簡易無線

公共・一般業務（移動）
地上アナログＴＶ放送空き周波数利用（自営通信）

航空管制通信
運航管理通信

非静止移動衛星↑非静止移動衛星↓

航空用救命無線

地方自治体等の公共業務・各種用途（固定・移動）

各種用途
（固定・移動）

*2

航空無線標識（マーカビーコン）
補助援助用・音声アシストシステム・
ラジオマイク（特定小電力）

30 117.975
[MHz]

船舶通信（国際VHF）
・放送中継・各種
用途（固定・通信）*3

117.975

航空用救命無線 コードレス電話
（子機）

公共業務（移動）
航空管制通信

公共業務（移動）・
航空管制通信

公共業務（移動）

無線呼出

無線呼出

公共業務（移動）
航空管制通信

タイヤ空気圧モニタ
キーレスエントリー等
（特定小電力）

222
[MHz]

[MHz]

ラジオマイク
（特定小電力）

電波
天文

計器着陸
システム
（ILS）

335.4
　

328.6

322

322.425222
288

公共業務（移動）
航空管制通信

275262255

253.8

*2）地方自治体及び電力・ガス・運輸交通等の
公共機関，一般私企業の各種業務

*3）運輸交通等公共機関の公共業務，
放送連絡用無線ほか

156146144142

市町村防災行政無線
（同報系）ほか

アマ
チュア

335.4

アナログ簡易無線
ディジタル簡易無線

347.7

コードレス電話
（親機）

380.2

381.325

公共・
一般業務

（固定・移動）
各種用途

（固定・移動） 各種用途（固定・移動）・特定小電力

衛星用非常位置
指示無線標識
（EPIRB）

特定
小電力 アマチュア

国際輸送用データ伝送用
アクティブタグシステム

各種用途（固定・移動）・
特定小電力

アナログ簡易無線
ディジタル簡易無線

ディジタル空港無線，タクシー無線，
鉄道・バス等の貨客輸送事業ほか

ディジタル空港無線，地方自治体及び
運輸交通等の公共機関，一般私企業の
各種業務

806

470
[MHz]

960
[MHz]

ラジオマイク
（特定小電力）

携帯電話 MCA 携帯電話 携帯電話 携帯電話MCA

MCA

RFID

RFID
*1*1

440430420

810 815 845 850 860 890 900 915 930 940 945

図2　国内の自営系業務用無線における周波数割当（30〜960	MHz）		（6）（一部加筆）

49, 2%

340, 12%

15, 0.5 %
11, 0.4%
61, 2%

173, 6%
276, 10%

210, 8%
303, 11%

1057, 39%

253, 9%

放送事業
陸上運輸
海上水上運輸
航空運輸
公共業務
防災行政
各種業務
地方行政等
国家行政
簡易無線
その他総局数：2,748千局

MCA（内数）：175千局
アマチュア無線：436千局を除く

簡易無線

国家行政

その他

地方行政等

陸上運輸

図3　自営系無線の用途別無線局数	（2015年度）
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また，モデル 2においても，従来のアナログ方式に対
し 4多重 TDMA方式を採用することで，チャネル数は
同じ 2倍の方式となっている．図 4に「ディジタル・
ナロー通信方式」におけるアクセス方式に対するチャネ
ル配置の概念図 （10）を示す．
制度導入後，モデル 1及びモデル 2を中心に各種分

野でディジタル方式の業務用無線システムが急速に進展
した．その後，10年を経て 2008年（平成 20年）3月，
簡易無線のディジタル化を契機に，無線機の低廉化，あ
るいは，電力増幅器の高出力化等に有利な定包絡線変調
方式である 4値 FSK 方式（四値周波数偏位変調）が，
情報通信審議会陸上無線委員会で答申，導入 （11）され，
業務用無線においても，ディジタル無線システムの設備
更新に合わせ多くの分野で導入方向にある．ここで，表
3におけるモデル 7 （12）が 4値 FSK方式に該当する．な
お，モデル 6に示す RZ-SSB 方式（Real Zero Single 
Sideband：実数零点単側波帯変調方式）については，
放送事業用連絡無線として一時，導入が開始されたが，

数年前から 4値 FSK方式が採用 （13）されている．

2.3　自営系業務用無線のディジタル化の現状
我が国の自営系業務用無線における無線方式（変調方

式・アクセス方式）について表 4に周波数帯ごとに，
主な分野，用途別ディジタル方式の一覧 （10）を示す．こ
こでは，陸上移動業務以外に，防災行政無線（同報系）
の固定通信分野についても併記した．
表 4に示すとおり，自営系公共業務用，あるいは，

一般業務用無線においては，各事業者ごとに組織，業務
の独自性及びアプリケーション・運用を重視した無線方
式を選定し，システム構築されている実態にある．な
お，事業者は無線局の免許申請，無線従事者を配するこ
とが要件となる．
とりわけ，安心・安全，危機管理，あるいは，被災害

現場において，昨今，求められる相互接続性の観点から
は，例えば，消防・救急，防災行政をはじめ，電力・ガ
ス，鉄道・道路管理分野などにおいて，それぞれの同一
機関，あるいは，関連組織内においてのみ，音声通信を
中心に接続を可能としている現状にある．
これは，組織内における指揮・運用体系から，組織上

層部を除き，実務遂行レベルでの他組織・機関との直接
的な情報交換形態にないことも一因と考えられる．
そのほか，最近では，従来の自営業務用無線と異な

り，「IP無線」と称され電気通信事業者が運用する 3 G
回線，4 G/LTE 回線を用いるプレストーク方式の無線
装置も一般業務分野において普及状況にある．ここで
は，大規模災害時等におけるトラヒックのふくそうによ
る回線の接続性のリスクについて，考慮をしておくこと
が必要である．

SCPC ：Single Channel Per Carrier 
FDMA：Frequency Division Multiple Access
TDMA：Time Division Multiple Access

図4		業務用無線システムにおけるアクセス方式の概念

表3　業務用無線システムのモデルと主要諸元

モデル
項目 モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4 モデル 5 モデル 6 モデル 7 ＊ 1 従来

FMシステム

変調方式 π/4 シフト
QPSK

π/4 シフト
QPSK

オフセット
QPSK 16QAM M16QAM RZ SSB 4 値 FSK FM

アクセス
方式

FDMA /
SCPC TDMA TDMA FDMA TDMA FDMA /

SCPC
FDMA /
SCPC SCPC

複信方式 複信
単信

複信
単信

複信
単信

複信または
単信

複信
単信

複信
単信

複信
単信

複信
単信

多重度 1 4 4 1 / 2 6 1 1 1

チャネル
間隔 6.25 kHz 25 kHz 25 kHz 6.25 kHz 25 kHz 6.25 kHz 6.25 kHz 12.5 kHz

伝送速度 9.6 kbit/s 32 kbit/s ＊ 2 32 kbit/s 16 kbit/s 64 kbit/s 19.2 kbit/s ＊ 3 4.8 kbit/s 伝送帯域 0.3
～3.0 kHz ＊ 3

ロールオフ
率 0.2 0.5 ＊ 2 0.5 0.25 0.2 － － －

＊1　12.5 kHz,  TDMA多重度 2,  9.6 kbit/s 規格あり
＊ 2　伝送速度 36  kbit/s, ロールオフ率 0.35 規格（TETRA）
＊ 3　伝送帯域 0.3～3.4 kHz　
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2.4　自営系業務用無線のブロードバンド化の状況
このような中，2010 年（平成 22 年）3月，情報通

信審議会公共無線システム委員会において，地上テレビ
ジョン放送のディジタル化により空き周波数となる
VHF 帯（170～202.5 MHz）を利用 （16）した「公共ブ
ロードバンド移動通信システムの技術的条件」が答
申 （17）された．翌 2011年 3月，民間標準規格化（ARIB 
STD-T103 標準規格 （18））を経て，現在，国の機関によ

り実運用されている．これにより，安心・安全分野にお
ける災害現場等の映像情報を機動的に災害対策本部等に
伝送可能な無線装置が提供されている．
本システムは，OFDM/TDD方式を採用し，1チャネ

ル当り 5 MHz幅の 6チャネルが 32.5 MHz 幅帯域内に
配置される周波数割当にある．現在，可搬形タイプの
装置が実導入され，空中線電力 5 W以下，受信ダイ
バーシチ方式が採用されている．とりわけ，VHF帯の

表4	　自営系業務無線における分野・用途別の主なディジタル方式一覧

無線局区分 分野・用途 周波数帯 変調方式 アクセス方式 導入年度 文献

移動
通信

公共業務用

電気・ガス
事業用

400 MHz 帯

π/4 シフトQPSK FDMA/SCPC 2000 （H12）

道路管理用 π/4 シフトQPSK FDMA/SCPC 2002 （H14）
鉄道事業用 π/4 シフトQPSK TDMA/SCPC 2003 （H15）
空港事業用 π/4 シフトQPSK TDMA 2003 （H15）

一般業務用
タクシー用 400 MHz 帯 π/4 シフトQPSK SCPC 2003 （H15）
MCA用 800 MHz 帯 π/4 シフトQPSK TDMA 2003 （H15）

簡易業務用 簡易な業務用 400 MHz 帯 4値 FSK SCPC 2008 （H20）

公共業務用

防災行政用
　（移動系）

260 MHz 帯

π/4 シフトQPSK TDMA 2001 （H13）
4値 FSK SCPC 2015 （H27） （14）

消防用
π/4 シフトQPSK TDMA 2003 （H15）
π/4 シフトQPSK SCPC 2003 （H15）

官庁用
150 MHz 帯

π/4 シフトQPSK SCPC 2002 （H14）
4値 FSK SCPC 2015 （H27）

鉄道事業用
π/4 シフトQPSK FDMA/SCPC 2005 （H17）
π/4 シフトQPSK TDMA 2005 （H17）

一般業務用 放送連絡用 150 MHz 帯
RZ-SSB SCPC 2004 （H16）
4値 FSK SCPC 2011 （H23） （13）

簡易業務用 簡易な業務用 150 MHz 帯 4値 FSK SCPC 2008 （H20）

固定
通信 公共業務用 防災行政用

　（同報系） 60 MHz 帯
16QAM TDD 2000 （H12）

4値 FSK/QPSK SCPC 2015 （H27） （15）
（注 1）警察無線については，掲載を割愛した．　
（注 2）消防用及びタクシー用については，2016 年（平成 28年）5月末までにディジタル方式への移行を完了している．

陸上移動局
（可搬基地局） 【現地対策本部】

陸上移動局

【土砂災害現場】

【対策本部】

陸上移動局
（可搬基地局）【熊本地震橋梁被災現場】 

陸上移動局
（国交省九州地方整備局）

図5　公共ブロードバンド移動通信システムの利用イメージ事例（21）
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伝搬特性から山間部，あるいはビル等の建造物による
見通し外伝搬路においても，良好な映像伝送が行える
ことが大きな特長 （19）， （20）にある．
図 5及び図 6に，それぞれ，現在，運用されている

被災害現場における映像・音声情報を対策本部に伝送す
る公共ブロードバンド移動通信システムの利用イメー
ジ （17）及び本体装置の外観事例を示す．おおむね伝送距
離 3～10 kmで，最大約 7 Mbit/s 程度の伝送が可能で
ある．2016 年（平成 28年）に発生した熊本地震にお
ける橋梁崩落現場での現地救援復旧活動をはじめ，先の
茨城県常総市における広域水害被災現場等の救援活動で
有効活用されている．
また，現在，情報通信審議会陸上無線通信委員会に

おいて，「公共ブロードバンド移動通信システムの高度
化に関する技術的条件」が審議され，海上利用及び中
継方式の導入が答申 （21）され，現在（2017 年 3月末），
パブリックコメント・意見募集の段階にある．今後，
日本周辺海域を含めた海上における運用，また，中継
による長区間伝送など更なる高度化による利用拡大が
期待されている．

3 業務用無線システムの課題と
展開

安心・安全，危機管理分野にある警察，消防，防災等
を主体とする公共業務，並びに，ライフライン等の公益
分野における自営系業務用無線システムは，今後とも，
世界共通認識にある不可欠なインフラ設備である．他方，
自営無線通信の今後の在り方として，総務省電波政策ビ
ジョン懇談会報告等において，200 MHz 帯における
Public Safety LTE等の共同利用型ブロードバンド無線
システム検討の必要性が提言 （22）されている．また，周
波数の再編・周波数の有効利用，相互接続性の確保，あ
るいは，インフラ設備の効率的投資等の観点から，国際
協調周波数帯，あるいは，3 GPPにおける国際標準化動

向等を踏まえたPublic Safety LTEの発展動向，実証試
験事例に関わる詳細な技術解説 （23）が提示されている．
自営系業務用無線の今後の在り方の検討においては，

技術的課題は，おのずと最新技術動向を踏まえ解決が
図られていくと考えられるが，重要な要件は，一般公
衆通信網ではカバーが難しい多様なユーザニーズを実
現するための通信エリア及び所要な回線品質の確保，
共同利用型における通信を提供する運営母体の在り方
及び事業の存続性を担保するビジネスモデルの具現化
等に集約される．
更に，国際標準化，国際分業が進展する中において，

我が国の安心・安全，危機管理分野における国内産業
が活性化する方策についても留意が望まれるところで
ある．
今後の自営系業務用無線の在り方，展開については，

このような諸課題を俯瞰的に捉えた幅広い分野からの検
討が求められる．

4 おわりに
自営系業務用無線の特徴と現状，また，求められる課

題と今後の展開の在り方の一端について述べた．従来の
自営系業務無線は，それぞれの組織，事業者，関連する
団体が独自の活用実績，技術力等をもって，専用にシス
テム構築，運営をしてきた実情にあったが，ブロードバ
ンド化の動向とともに，自営系業務用無線の今後の在り
方について，共同利用型システムを含めた活発な議論が
始まっている．そこで重要な視点は，技術的論点と常に
「利用するユーザ側の満足度」を得るためのアプローチ
にあると考えられる．
東日本大震災から 6年を経過し，災害時の緊急対応

のみならず，平常時においても公共業務，あるいは公益
分野を含めたこれらの重要無線システムが有効運用さ
れ，永続的に我が国の安心・安全，危機管理を担保され
ていくことを願うものである．
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　図6　	公共ブロードバンド移動通信システム無線装置　	
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1 前書き
近年，様々な周波数，方式による無線伝送技術の高度

化が進む中，業務無線システムへの展開が進んでいる．
本稿では，パナソニックで推進している業務無線システ
ムとして，沿岸津波監視システム，無線素材伝送システ
ム，MCA（Multi-Channel Access）無線・IP無線デュ
アルシステム，フィールドワーク支援／映像監視システ
ムを取り上げ，それらのシステムに活用されている，ま
た，今後取り入れられる予定の通信技術を解説する．

2 各種業務無線システムと
そこに用いられる通信技術

2.1　沿岸津波監視システム
東日本大震災以降，防災意識の高まりや，災害に強い

安心・安全な街づくりを支える地域情報インフラとし
て，無線通信ネットワークが注目されている．無線通信
網の高速化や無線搭載端末の普及を背景に，地方自治
体，中央省庁では，沿岸部の潮位監視や河川の水位監視
用途等に無線通信ネットワークシステムの需要が高まっ
ている．また，通信キャリヤ，道路事業者，鉄道事業

者，電気・ガス・水道等のユーティリティ事業者，各種
製造業などにおいても，業務効率化，施設や構造物の管
理，防災・災害対策など様々な用途において需要が年々
高まっている．
従来，基幹通信網やエリア通信網，センサネットワー

クなどの構築では，用途に合わせて都度システム設計を
行う必要があり，機器選定の煩雑さや設置スペース，施
工性，コスト等，様々な課題があった．
このような中，パナソニックは，開発した 5 GHz 長

距離中継通信部，無線 LAN基地局，920 MHz 帯特定
小電力無線機能を 1台に集約したマルチアクセスコン
セントレータを活用し，図 1に示す沿岸津波監視シス
テムを構築した．本システムでは，太陽光独立電源によ
る無線ネットワーク構成を実現し，各所に配置されたカ
メラ映像並びに潮位観測装置による波高データを
920 MHz 特定小電力無線により収集し，マルチアクセ
スコンセントレータを介して監視センタへ収集する機能
と，無線 LANによる現地での各種情報収集・配信機能
を実現する．
以降にマルチアクセスコンセントレータで実現した

技術を解説する．マルチアクセスコンセントレータの
5 GHz 長距離無線通信部は，広範囲をカバーするため，
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図 2に示すように 2ポート装備による 1台での多段接
続や，分岐接続を可能とする機能を搭載する．ARIB 
STD-T71 （1）準拠 4.9 GHz 帯（IEEE802.11j/n） （2）， （3）が
用いられ，運用には電波法に基づく登録が必要となる．
利用するアンテナは，大容量を実現するケースでは伝

送速度は最大 450 Mbit/s，また長距離伝送向けには最
大 50 km を実現するものとして，各種用途に応じて
3MIMO指向性アンテナ（高利得タイプ／低利得タイ
プ），無指向性アンテナ，パラボラアンテナを実現した．
無線 LAN基地局では，2.4 GHz（13ch），5 GHz 帯

（W56, 11ch） の デ ュ ア ル バ ン ド へ 対 応 し，
IEEE802.11n（3MIMO, 最大 450 Mbit/s）へ対応して
いる．多様な用途への拡張性を実現するため，図 3に
示すように，マルチ SSID 対応並びにVLAN（Virtual 
LAN） （4）との対応付け機能や，マルチユーザ認証機能を
備え，複数サービスの同時収容を実現する．
更に，最適ルート選択機能，自動う回経路設定機能

と，中継トラヒックと端末からのトラヒックとの帯域割
当機能を備えるマルチホップ機能を実現した．これら機
能により目的・業務ごとにネットワークを仮想的に分離
することが可能になり，運用性と設備投資効率の向上が
可能なものとなっている．

2.2　無線素材伝送システム（FPU）
テレビ放送の番組制作現場において，中継先から放送

局に向けて番組素材（映像及び音声）を無線伝送する
FPU（Field Pickup Unit）と呼ばれるシステムが運用
されている．
特に移動中継の場面においては，図 4に示すように

中継車に搭載したビデオカメラに FPU送信機を接続し
て映像・音声信号を送信し，放送局あるいは中継基地局
に設置した FPU受信機にて受信することで，広範囲で
撮影した映像を高品質かつリアルタイムに放送局に伝送
することを可能とし，スポーツ中継やニュース番組にお
いてなくてはならないものとなっている．
FPU は，表 1に示すように UHF 波（800 MHz 帯，

1.2 GHz 帯，2.3 GHz 帯 ） や SHF 波（5.9 GHz 帯，
6.5 GHz 帯，10.3 GHz 帯など）を用いる．中でも
800 MHz帯については，伝搬距離の長さや回り込みやす
さといった良好な電波伝搬特性から，マラソン中継など
の移動中継用として用いられてきた．しかし，平成 23
年 9月に改定された総務省の周波数再編アクションプラ
ンにおいて，この800 MHz帯を携帯電話等に割り当て，
移動中継用FPUは1.2 GHz帯及び2.3 GHz帯へ移行す
ることが求められた．1.2 GHz/2.3 GHz帯は，800 MHz
帯よりも周波数が高いということだけでなく，アマチュ

ア無線や特定小電力無線局などの他システム
と周波数共用することを前提とされている点
が大きく異なっており，高品質なリアルタイ
ム伝送が必要とされるFPUにとって，周波数
共用は技術的な課題の一つとなっている．
FPUの伝送方式には当初アナログ方式（FM

方式）が用いられていたが，テレビ放送の
ディジタル化や高精細化とともにディジタル
方式（QPSK/QAM方式）が取り入れられ，
現在ではOFDM方式のものが主流となって
いる．1.2 GHz/2.3 GHz 帯の FPU は ARIB 
STD-B57 （5）として仕様策定されており，
SISO（Single-Input Single-Output） -OFDM
方 式 と MIMO（Multiple-Input Multiple-
Output） -OFDM方式の両構成が併記されて
いる．MIMO方式としては時空間トレリス符
号（STTC）方式が採用されており，二つの
送信アンテナと二つの受信アンテナを用いる
2× 2 MIMOにより伝送レートの拡大ととも
に回線信頼性を向上し，固定中継と比べて厳
しい伝搬環境である移動中継においても，高
信頼の高精細映像伝送を実現している．
ARIB STD-B57におけるMIMO-OFDM方式
の基本構成を図5に示す．
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図3　マルチサービスプラットホームを実現する無線LAN
（©パナソニック株式会社）

図2　マルチアクセスコンセントレータの接続構成（©パナソニック株式会社）
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以上，現行 FPUシステムについて述べてきたが，今
後のテレビ放送の超高精細化（4K・8K 化）に向け，
FPUについても更なる高度化に向けた研究開発が盛んに
行われている．2015 年 3月には 120 GHz 帯にて非圧

縮 8K映像が伝送可能な FPUとしてARIB STD-B65 （6）

が策定され，そのほか 42 GHz 帯や 6 GHz/7 GHz 帯な
どを使った8K-FPUについても近く仕様策定される状況
である．更に，移動中継用の1.2 GHz/2.3 GHz 帯にお
ける8K-FPUの研究に関しても2020年の実用化を目指
してNHK放送技術研究所を中心に進められており，パ
ナソニックもその研究に参画している．移動環境という
伝搬品質が時々刻々と変動する中にあっても8K映像が
伝送できるレートを維持するために，TDD（Time 
Division Duplex）により通信を双方向化することで，
誤り訂正符号の符号化率や変調方式を適応的に切り換え
る手法や 4 × 4 MIMOによる固有モード伝送などを取
り入れ，高レート化・高信頼化に向けての検討がされて
いる．また，1.2 GHz/2.3 GHz帯は前述のとおり他シス
テムと周波数を共用するため，FPUにとって被干渉とな
る他システムの存在を高精度に判定し，干渉がある場合
でも映像が途切れることのないよう即座に他周波数に変
更する方式 （7）や，被干渉耐性を改善する方式 （8）につい
ても研究開発を行っている．また逆にFPUから他シス
テムへの与干渉についても最小限とする必要もあり，被
干渉・与干渉に対する総合的な対策としての周波数共用
技術について検討を行っている．無線 LANや携帯電話
網などと異なり「ベストエフォート形」が許されない
FPUにとっては，移動環境・周波数共用環境における
8K映像伝送の実現には多くの課題があるが，その実現
に向けて引き続き検討を推進する．

2.3　MCA 無線・IP 無線デュアルシステム
自営無線であるMCA無線 （9）は，複数の通信チャネ

ルを多くの利用者が共用する業務用無線であり，移動業
務における周波数の効率的利用を目的にしてサービスが
提供されている．各種の運送，運輸業務の業務支援シス
テムとして活用されており，自治体の防災行政用途にも

幅広く利用されている．
MCA無線は，車両などに搭載される移動

局と，事業所に設置される指令局とが，制御
局を介して無線で接続され，プレストークで
の音声通話や，データ通信が行われる．制御
局は大ゾーン方式で，一般に見晴らしの良い
山頂や高層ビル上にあり，広域エリアをカバー
する．近年多様な業務形態に合わせて，地下
街，地下鉄や建物の中など見通しの悪い場所
やトンネルなどの従来サービスエリア外で
あった場所でも通信ができることが求められ
ていた．これら不感エリアをサービスエリアと
する取組みとして，IP無線を重畳させ，デュ
アル動作を実現することで従来サービスエリ
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図5　FPUにおけるMIMO-OFDM方式の基本構成

図4　放送番組素材の無線伝送システムFPU

表1　FPUの周波数割当

名　称 周波数 主な用途

800 MHz 帯※1 770～806 MHz

移動中継1.2 GHz 帯※2 1.24～1.3 GHz

2.3 GHz 帯※2 2.33～2.37 GHz

B バンド 5.85～5.925 GHz

固定中継

Cバンド 6.425～6.57 GHz

Dバンド 6.87～7.125 GHz

E バンド 10.25～10.45 GHz

F バンド 10.55～10.68 GHz

Gバンド 12.95～13.25 GHz

42 GHz 帯 41.0～42.0 GHz

55 GHz 帯 54.27～55.27 GHz

120 GHz 帯 116～134 GHz

※ 1： 2019 年 3月 31日まで
※ 2：800 MHz 帯の代替として 2012 年 4月に割当
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ア外であった場所をカバーする取組みが進められている．
以降では本システム向けに開発した技術を解説する．
IP無線は，図6に示すように，3G/LTEによる携帯電

話ネットワークを利用するものである．呼制御，運用監
視，ユーザ管理を行う制御サーバが，携帯電話ネット
ワークの網終端装置であるP-GW（PDN-Gateway） （10）

と接続され，MCA無線における移動局を介して情報を
収集し管理する．L2接続型MVNOにより提供される
P-GWと制御サーバとは IP無線用に専用回線による接続
で実現され，外部からの影響を受けない構成としている．
MCA 無線と IP 無線とのデュアル動作について，

MCA無線エリア内の移動局は，MCA無線と IP無線と
両方へ同時送信を行う．音声情報の場合はMCA無線で
用いる音声コーデックを共用する．受信時はあらかじめ
決められた優先モードによりMCA無線あるいは IP無
線からの音声情報あるいはデータを受信する．MCA無
線エリア外の移動局は，IP 無線を利用して送受信を行
う．IP 無線で送信される音声情報あるいはデータは，
制御サーバに一旦送信され，制御サーバで設定される相
手先の移動局あるいは指令局へ送信される．グルーピン
グ設定された宛先に向けた通信も制御サーバで扱われ
る．これらの仕組みにより回線交換形であるMCA無線
とベストエフォート形の IP無線とをユーザは意識する
ことなくシームレスに利用することを可能とする．
携帯電話システムではサービスエリア化が著しく進

んでいるため，従来MCA無線では不感エリアであった
場所について，あまねくサービスエリアとして利用する
ことを可能とする．また，いずれかのシステムに障害が
発生する場合にも，MCA無線と IP 無線とのデュアル
動作を行うことで，より信頼性を確保する通信が実現で
きる．

2.4　フィールドワーク支援／映像監視システム
（1）HDコム Live

HDコム Live は，図 7に示すように，ウェアラブル
カメラとAndroid 端末を，LTE回線を介してビデオ会
議システムと接続するシステムである．複数の現場（最
大 9箇所）とセンターとを映像と音声で結び，業務の
効率化を図るとともに，現場作業の安全管理を向上させ
るシステムである．
現場から動画像を送ることにより，センター側での状

況把握が迅速かつ的確に行われる．管理者からは作業指
示やPC上の資料（図面，指示書，手順書，等）を現場
に送ることで的確な作業遂行を支援する．また，ほかの
現場映像を別の現場に送ることも可能であり，複数の現
場での協調作業の作業効率も向上できる．
更に，センター側にはビデオ会議システムを用いてい

るため，現場からの状況を映像で把握しつつ，合議によ
り現場指示を出すことも円滑に行える．集約された現場
映像は，指示の音声とともに記録することができ，状況

把握／作業指示と同時に作業記録も取得できる．
LTE回線やインターネットはベストエフォート

形の回線であり，回線の混雑によって映像や音声
に途切れや乱れを生じてしまい，利用するユーザ
にとって業務効率を著しく低下させてしまう課題
がある．これを解決するため，独自開発した「AV-
QoS 機能」 （11）を搭載し，高解像度映像から低解像
度映像までを，回線状況に応じて制御してセンタ
に配信することを可能としている．AV-OoS 機能
は，各拠点間の実効帯域に合わせ，送信するスト
リームの流量を調整し紛失や遅延を未然に防ぐ機
能，パケット紛失発生時に補償し，ジッタに対し

図7　「HDコム Live」の概要（©パナソニック株式会社）
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図6　IP無線を組み合わせたMCA無線システム
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て滑らかに再生する機能と，回線が安定した際に遅延を
最小化する機能とから構成される．
動的符号量制御では，伝送状況を詳細に監視すること

で実効帯域の推定を行っている（図8）．パケット紛失に
対する補償機能は，FEC（前方誤り訂正）とARQ（再
送）を回線状況に応じて組み合わせている．遅延制御は，
ジッタの振幅に合わせて蓄積量を最適制御し，ARQが
必要な場面では蓄積量を増やして遅延増加による途切れ
を防止している．回線安定時は再生速度を上昇させて蓄
積量を連続的に減少させ，遅延量を削減している．
現場の作業員を本部／センター等の拠点の要員が指

揮，監督，管理，支援する目的で連携作業を必要とする
業務に適用され，その応用分野は災害対策，パトロール，
プラント保守，インフラ点検と多岐にわたっている．
（2）クラウドレコーダー

現場に設置した監視カメラ映像を，有線若しくは無線
回線を用いてクラウド上の記録装置（レコーダ）に常時
記録し，必要に応じてその映像を経営者や監督者といっ
た管理者に配信することで，低コストで円滑な現場運営

を支援するシステムである．図9にクラウドレコーダー
の概要を示す．
事案発生時は，低遅延なストリーミング配信により管

理者にリアルタイム伝送し，迅速な対応を可能としてい
る．図 10は，出先の管理者がスマートフォンを用いた
場合の画面サンプルである．
建設業での進捗管理や安全管理，流通業での多店舗展

開時の導入コスト削減，防災業務での遠隔監視，不動産
管理業での遠隔監視と事案発生時の映像確認，農場運営
での遠隔監視と外部コンサルタントや行政との情報共有
等，多方面に活用が可能となっている．図 11に活用例
の一部を示している．
（3）5G展開

現在，2020年の商用サービス開始に向け，第 5世代
移動帯通信システム（5G）に関する研究開発が盛んに行
われている．2015 年 9月に ITU-R M.2083-0 で 5Gの
目指すべき性能要件が定義された （12）．通信性能の大幅な
向上により移動体通信システムを利用した既存の業務シ
ステムの効率改善に加え，自動運転支援システムやモバ
イルVRによる業務支援システム等，新たな業務システ
ムの実現手段としても期待されている．業務システムへ
5Gを導入する場合，業務システムで利用する通信アプ
リケーションが5Gの高い通信性能の恩恵を十分に享受
できることが重要である．2020年には全世界のモバイ
ルトラヒックの75％を占めると予測されているモバイル
映像について，パナソニックでは業務システムへ5Gに
よるモバイル映像を導入する際の課題と対策について検
討を進めてきた．以降でその概要を解説する．
5Gではヘテロジニアスネットワークと呼ばれる通信

エリアや通信速度等が異なる様々な RAT（Radio 
Access Technology）が重畳配置される無線ネットワー
ク構成となる．このネットワーク上をユーザが移動する

図9　「クラウドレコーダー」の概要（©パナソニック株式会社）

図8	　AV-QoS機能の符号量制御機能
（©パナソニック株式会社）
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場合，接続先の変更に伴い通信速度が大きく変化する．
従来のAV-QoS では追従し切れない大きな帯域変動が
発生することが想定され，そのために大容量通信が可能
なRATへ端末が接続される場合でも，その大容量性を
十分に活用することができない場合が推測される．この
ような課題から，パナソニックでは 5Gの大容量化に向
けて最適なセル選択技術を検討 （13）する一環として，端
末の移動時に，大容量通信が可能なRATに接続する際，
速やかに高精細なリアルタイム映像を伝送することがで
きる映像通信アプリケーションを開発中である．
ウェアラブルカメラやドローンに搭載したカメラで

撮影したモバイル監視映像による監視業務システムやラ
イブ中継映像を放送する放送業務システムへの応用が期
待される．

3 まとめ
パナソニックが取り組む業務用無線システムの一部

について紹介した．沿岸津波監視システム，FPUはリ
アルタイムに映像情報を伝送するために，共用条件はあ
るが専用の周波数を利用するシステムとして実現され
る．MCA無線・IP無線デュアルシステムでは，従来か
らのMCA無線に課題であったエリア拡大を実用的なコ
ストで実現するため携帯電話システムを組み合わせたシ
ステムとして実現している．また，フィールドワーク支
援／映像監視システムでは，携帯電話システムを最大限
活用し，映像音声のQoS確保を行うシステムとして実
現している．それぞれの用途の求める特性に応じて，最
適な技術の組合せでの実現例となっていることが分か
る．今後も，市場で求められる多様な業務無線システム
に向けて継続して技術検討を推進していく．

図11　「クラウドレコーダー」の活用例（©パナソニック株式会社）

図10　「クラウドレコーダー」の画面サンプル（©パナソニック株式会社）
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1 はじめに
自然災害が発生した際に，最初にするべきことは，被

災が激しい場所（激甚被災地）と，災害の影響のない場
所（被災地外）を「つなぐ」ことである．「つなぐ」と
は，人・もの・情報の流れを作ることであり，その目的
は，情報を共有すること（情報共有），被災地内で枯渇
する人やものを適切に配分すること（資源再配分），被
災地外から必要な人やものを運び入れること（救援）で
ある．情報共有が行われた上で，資源再配分を行い，そ
の結果を見て必要に応じて救援活動を行うことが，最も
効率的であるが，災害規模が大きくなるほど，資源再配
分や救援に必要な情報を迅速に共有することは難しくな
る．このため，十分な情報がなくても資源を再配分した
り，物資を運び込んだりする計画が立てられ，実行され
ているのが現状であるが，災害後に振り返ってみると，
情報共有の重要性を浮き立たせる結果となっている場合
が多い．本稿では，災害時の通信に焦点を当て，現状で
の課題と今後の展望について考察することとする．

2 通信と災害対応
通信は，情報を「つなぐ」手段として，災害対応の初

期には最重要視されるものの一つである．田原による
と （1）1923 年に発生した関東大震災では，被災地域内の
郵便局・電信局・電話局のほとんどが焼失，倒壊し，通
信機関としての機能はことごとく壊滅した．救援・保安
の要請のため被災地外部との連絡は，横浜港内外の船舶
からの無線通信に始まり，電話が回復するまで無線通信
が用いられた．ただ，無線通信は，当時，電力が弱く，
電波が混信した状況下では情報の受信は可能であっても
送信には電力が不足であったために，震災直後に十分な
機能を発揮することができなかったことも指摘されてお
り，その後の無線通信施設の一層の拡充につながってい

る．1959 年に発生した伊勢湾台風を契機として 1961
年に災害対策基本法が制定され，最上位の計画である防
災基本計画に，防災上必要な通信の状況に関する資料が
求められることになった．これにより，災害時の通信へ
の意識は向上した．

3 防災行政無線システム
3.1　全体概要
災害時での利用を第一義的な目的とした防災行政無

線システムは，2. のような状況の下で整備が行われて
いる （2）．まず，1964 年に発生した新潟地震，1968 年
に発生した十勝地震を契機に消防庁と都道府県を結ぶ
「消防防災無線」，都道府県と市町村を結ぶ「都道府県防
災行政無線」が整備された．更に，1978 年から，同報
系の広域無線，移動系の地方行政無線を一本化し「市町
村防災行政無線（同報系・移動系）」としての整備が開
始され，国，都道府県，市町村を結ぶネットワークが確
立された．更に整備が進み，中央防災無線，消防防災無
線，都道府県防災行政無線，地域衛星通信ネットワー
ク，市町村防災行政無線，消防・救急無線，防災相互通
信用無線から構成される現在の防災通信網が形成される
こととなった（図 1） （3）．
この構成から，防災行政無線は，国，自治体，専門機

関の情報共有，各種センサからの情報収集，地域住民へ
の情報伝達の三つの目的を持つことが分かる．情報共有
に関しては，関東大震災など多くの巨大災害の教訓から
積み上げてきた知見があり，災害時に「確実につながる」
ことを明確な目標としている．筆者の行った行政機関へ
のヒアリングでも，民間の通信がほとんど使えなかった
東日本大震災（2011年）や熊本地震（2016年）であっ
た災害直後から防災行政無線だけが生きており，行政間
の情報共有に活用された事例が多くあった．また，各種
センサからの情報収集についても，近年の豪雨災害の対
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策で，積極的に活用し効果を挙げている事例を多く耳に
している．しかしながら，情報伝達については，災害時
に利用しなかった，できなかった事例が多く，情報共有，
情報収集に比べて課題が多く残っている．被害を最小限
に抑え，二次災害の発生を防ぐためには，被災地域で暮
らす人々への迅速な情報の伝達は必須であるため，本稿
では，この部分に，焦点を当てて考察を進めていく．

3.2　市町村防災行政無線
地域住民に対して直接情報伝達を行うことを目的の

一つとして設置された市町村防災行政無線が，情報伝達
機能を果たすこととなる．この通信網は，災害対策本部
となる市町村役場庁舎に設置された統制局（親局）を中
心に，市町村内の子局を結ぶ固定通信系（同報系），車
載形・可搬形・携帯形無線機との移動通信が可能な移動
系，気象観測データを送信するテレメータ系により構成
されている（図 2） （3）．2001年度からディジタル方式の
導入が許可され，多チャネルでより高機能・高性能の通
信が実現されている．2016 年 3月 31 日現在で，同報
系 78.3％（うちディジタル 45.3％），移動系 75.1％
（うちディジタル 19.7％）で全体では 91.4％（うちディ

ジタルは 53.6％）という高い整備率となっ
ており （4），災害時の通信への期待は大きい．
図 2から分かるように，同報系が主に地

域住民への情報伝達を担うことになってい
る．同報系は，屋外拡声器（可聴範囲
300 m程度）と家庭内の戸別受信機という
インタフェースを持っている．2001 年から
導入が開始されたディジタル方式では，文字
情報やファクシミリなどのデータ伝送が可能
になったが，普及率はまだ高くなく，特に，
地方部では，1960～1970年代に設置された
有線放送電話の代替として整備されたことか
ら，地域住民（特に高齢者）にとっては屋外
拡声器と戸別受信機への期待が高い．しかし
ながら，実際の災害時には，これらからの情
報が役に立ったという報告は余りなく，役に
立たなかったことがクローズアップされるこ
とがしばしばである．

3.3　市町村防災行政無線の課題と対策
地域住民への情報伝達を担う屋外拡声器と

戸別受信機には，どのような課題があり，ど
のような対策が取られているのであろうか．
屋外拡声器については，音が聞こえない，内
容が聞き取れないという意見が大勢を占めて
いる．また，電源設備や拡声器そのものが破

損してしまったり，電力供給が妨げられたりすることで
利用できないことも多い．これらに対する対策として，
通信の質の向上や，設備の耐震化（主に電源設備）など
が行われている．また，ディジタル無線に移行すること
で，文字伝送が可能となるため，表示板を設置すること
で内容を目視でも確認できるようにするなどの対策も取
られている．災害リスクの高いエリア（土砂災害警戒区
域など）に住む人には，戸別受信機を配布したり，購入
補助をしたりして，各世帯に情報が発信できるようにし
ている自治体もあるが，コストの問題もあり，普及率は
高くない．また，筆者が行った被災地域での聞き取り調
査では，戸別受信機を所持している世帯でも，機器の配
置場所と時間帯によって，情報をタイムリーに取得でき
ない場合があることが指摘されており，利用には工夫が
求められる．

4 利用者視点の災害時通信
図 3は，情報支援プロボノ・プラットホーム（iSPP： 

information Support Pro bono Platform）が東日本大
震災後に行ったインターネット調査の結果 （5）の一部で

図1　防災行政無線システムの構成
（総務省　電波利用ホームページから転載）
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ある．災害時に役立った情報源として，市町村防災行政
無線を含む「町内などの防災放送」は，災害後から非常
に低い割合となっており，情報源としての評価は低いと
言わざるを得ない．しかしながら，防災行政無線は，東
日本大震災時の津波避難の情報源として，大きな影響を
残したことが，幾つかの調査において分かっている （6）．
なぜ，このように評価がばらつくのであろうか．この

課題について考察するには，市町村防災行政無線に求め
られる「災害時における地域住民への情報伝達」とは何
かについてもう一度見直しておく必要がある．情報伝達
とは，情報を対象者に伝えることであるが，そのために
は情報を送受信する装置だけでなく，伝達したい内容を

的確に表現し，かつ，利用者が伝達
の意図を読み取ることが必要であ
る．更に，命の危険を知らせる情報
であれば，その情報に基づいて適切
な行動（避難など）を起こすことで
初めて価値を持つ．東日本大震災で
の津波の避難に対して，防災行政無
線が大きな効果を果たしたのは，シ
ステムが導入されていたことに加え
て，経験や事前の啓発活動により，
以下の条件がそろっていた結果であ
ると言えよう．（ただし，これらの
条件がうまくそろわず，情報を生か
すことができなかった人もいる．亡
くなられた人の意見や行動は分析さ
れていないため，調査結果として表
出しないことに留意する必要があ
る．）
 ・  地域住民が地震をトリガとして津
波が来るという知識を有していた
こと．

 ・  地震が発生してから津波が到達す
るまで時間が取れたこと．

 ・  避難に関する情報が防災行政無線
から発せられることを認識してい
たこと．

 ・  津波による命の危険を感じたこ
と．

 ・  津波避難のためにすべきこと（高
台や高い建物に上る）が分かって
いたこと．
本当の意味での情報伝達を実現す

るには，システムの導入側（通信技
術者），運用側（行政）の視点だけ
ではなく，利用者側（地域住民）の

視点に立って活用モデルを作ることが求められることに
なる．利用者の視点に立てば，情報を受け取ることがで
きれば通信手段に固執する必要がないことから，防災行
政無線以外にも情報伝達手段を多重化・多様化し，複数
の情報源から情報を提供することで，そのとき利用者に
とって最適な手段（ベストエフォート）で情報を獲得し
てもらうことが求められる （7）．

5 通信手段の多様化
放送も含めた通信手段の多様化は，阪神・淡路大震災

（1995 年）以降に進められており，現在では様々な手

図3　東日本大震災時に役に立った情報源
（iSPP：東日本大震災　情報行動調査（速報版）から転載，縦軸は複数回答可としたときの選択割合（％））

図2　市町村防災行政無線概念図
（非常通信確保のためのガイド・マニュアル （3）から転載）
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段が使えるようになっている．以下に，防災行政無線，
既存のテレビ・ラジオ以外の主な通信手段を示す．
○登録制メール
携帯電話の普及に伴い居住者向けに多くの自治体が

登録制のメールサービスを行っており，防災情報も提供
されている．登録制のため，全ての人へのサービスでは
ないが，平常時から防犯や行政関連の情報を発信するこ
とで登録者を増やしており，災害時にも居住者への連絡
窓口として期待されている．
○緊急速報メール
特定の領域に存在する携帯電話（スマートフォンを含

む）に対して，一斉に速報メールをプッシュ型で送る
サービスであり，NTTドコモが 2007年よりエリアメー
ルとして開始した．東日本大震災以降は，ソフトバン
ク，auも同様のサービスを提供しており，総称して緊
急速報メールと呼ばれている．気象庁からの情報をダイ
レクトに対象領域に発信するサービスと，自治体に設置
された端末から発信するサービスがあり，前者では緊急
地震速報，津波警報，特別警報が送られる．後者は，主
に避難勧告や避難指示の情報が送られることとなってい
る．国内で扱われるほぼ全ての携帯電話，スマートフォ
ンで特別な設定をすることなく受信することができ，自
治体からの発信機能を用いて防災訓練に連動した利用も
行っているため，認知度は高い．
○スマートフォンアプリ
スマートフォンの普及により，防災情報を扱うアプリ

（Yahoo! 防災速報など）が，多数開発されている．気
象情報に加えて，自治体からの緊急情報を扱うものもあ
る．スマートフォンに事前にインストールしておく必要
があるため，誰でもが使えるサービスではないが，災害
に関する多くの情報を集めることに優れているため，今
後の期待は高い．
○コミュニティ放送
阪神・淡路大震災発生後に，兵庫県の要請で臨時災害

放送局の設置が認められ，1.5 か月の短期間ではあるが
「FM796 フェニックス」が行政情報や支援情報の発信
を行った．臨時災害放送局の指定はなされなかったが，
「FMわぃわぃ」の行った外国人向けの多言語での情報
発信は大きな注目を浴びた．中越地震（2004年）では，
「FMながおか」（既存のコミュニティ放送局枠を用いた
最初の臨時災害放送局）がコミュニティ FMの放送枠
を用いて，緊急放送を行っている．これらの活動が先べ
んとなり東日本大震災では 30を超える災害放送局が設
置されたが，既存のコミュニティ放送局から移行したも
のが 1/3 近くあり （8），コミュニティ放送が災害情報の
伝達に寄与する可能性を示している．

6 利用者視点での活用モデル
利用者の視点で考えると，災害前あるいは災害発生時

の適切な行動をとるためには，情報発信のタイミングと
受け手である利用者の準備が重要である．

6.1　災害の種類とタイミングによる活用モデル
「災害時における地域住民への情報伝達」において最
も重要な情報は，命の危険を回避するために利用が期待
される警報や注意報などの早期警戒情報と，避難勧告や
避難指示などの避難情報であろう．これらの情報は内容
の理解に加えて，リードタイム（情報を発してから実際
の災害が起こるまで）との連動を考えて活用する必要が
ある．リードタイムは災害ごとに違うため，以下では風
水害・土砂災害と地震・津波に分けて考察する．
○風水害・土砂災害
風水害を見てみると，台風や予測可能な集中豪雨は

リードタイムが長く行動に十分な余裕があるが，ゲリラ
豪雨と呼ばれる予測困難な集中豪雨，土砂災害は，余裕
を持って情報を発すると行動につながらないことが多い
ため，リードタイムが短くなる傾向にある．リードタイ
ムが短いと命の危険が迫る中での情報伝達となってしま
うが，タイミング良く情報を発信したとしても，災害の
原因となる風や雨は音を遮る効果があるため，屋外拡声
器からの情報を利用者が認識できるかには不安がある．
また，近年は遮音性に優れた建物も多いため，屋内にい
る場合には，屋外拡声器からの情報は届かないことも指
摘されており，屋外拡声器のみで十分とは言えないこと
が分かる．より確実に情報を届けるためには，戸別受信
機の利用が有効であるが，コストの問題もあり，普及が
進んでいない．東日本大震災以降は，緊急速報メールの
認知度が上がったため，これを用いることで，緊急性の
高い情報の伝達は以前よりきめ細かく対応できるように
なったが，特別警報以外は自治体の判断で情報を発信す
ることになるため，情報提供のタイミングはまちまちで
ある．また，情報を受け取っても行動に移さない人も多
く，受け手の意識も必要となる．
○地震・津波
地震の警戒情報である緊急地震速報もリードタイム

は長くて数十秒と非常に短い．しかしながら，テレビ放
送に加え，気象庁から速報が発せられた際に自治体を介
さず緊急速報メールが対象エリアの携帯電話に届けられ
るようになった．また，緊急地震速報に連動して同報系
の市町村防災行政無線を自動起動させる全国瞬時警報シ
ステム（Jアラート）も整備が進んでおり，多様な通信
手段からの情報は，自らの身を守るために効果的な情報
源となっている．
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地震に伴う津波のリードタイムは，震源からの距離と
海底地形に依存する．日本では，海溝型（プレート型）
地震に伴う津波は，数十分のリードタイムがある場所が
多く，東日本大震災では，防災行政無線やそのほかの媒
体を介した行政からの情報の伝達が大きな価値を持って
いた．しかしながら，呼び掛けを行っていた行政職員が
津波の犠牲になる事例もあり，課題も多かった．東日本
大震災以後は，利用者の視点からの活用モデルが取り入
れられた改善がみられる．具体的には，津波警報時の文
言を避難行動に配慮したものに変更したことや，津波警
報に関する緊急速報メールを，緊急地震速報と同様，気
象庁発表から直接送信することとしたこと，などがある．

6.2　普段使いによる受け手の準備
災害情報の伝達が，結果として適切な行動に結び付く

ためには，受け手の準備として，①受信機器やサービス
の存在を知り，②それを使えるようになっておくこと，
③どのような情報が送られてくるのかを知ること，④そ
れぞれの情報と情報を受け取ったときの状況に応じてど
のような行動をとるべきかを考えておくということが求
められる．①②は通信手段に付随する課題で，③④は受
け手の意識に付随する課題と考えられる．「平常時から
使っていないシステムは，いざというときに活用できな
い」との指摘は，文献（3）をはじめ多くのガイドライ
ンや報告書でなされているが，どのようにすれば実現で
きるのであろうか．まず，考えられるのは防災訓練での
利用である．これは，サービス提供側にとっては通信手
段の動作確認としての効果があるが，受け手側にとって
は，防災訓練へ参加しなければ通信手段を利用する機会
とならないため，参加率が低い訓練では，大きな効果は
期待できない．近年では，これを意識して，特定の時間
に特定に地域にいる人全てを対象とした訓練を行うなど
意識の低い人にも効果を上げる工夫がなされているが，
④まで行うには，地域や世帯での努力が必要とされるこ
とを考慮しておく必要がある．地域によっては，行政関
連だけでなく，地域のイベントなども防災情報無線を通
じて広報するなど，常に防災情報の発信源に耳を傾ける
姿勢を作るように利用しているところもある．このよう
な地道な努力が災害情報の伝達には効果を持つことも指
摘しておきたい．

6.3　多様な情報通信手段を組み合わせた対応事例
通信手段の多様化や受け手の準備が十分にできてい

ない場合には，有効な災害時の通信は実現できないので
あろうか．ここでは，東日本大震災において，複数の情
報通信手段を用いて行われた災害情報通信の事例を紹介
し，その可能性について考察を行う．

考察の対象として紹介するのは宮城県亘理町の事例
である．亘理町沿岸部は，東日本大震災において，津波
被害を受けた．防潮堤が破壊されたため，震災以前は被
害につながる可能性のなかった小さな津波であっても，
沿岸域では危険な状態であった．しかしながら，津波被
災域では，防災行政無線の屋外拡声器の多くは破損し動
作せず，情報伝達の手段がない状態であった．災害後に
臨時災害情報局として立ち上がり，行政情報の発信を中
心とした放送を行っていた FMあおぞら（図 4）では，
防災行政無線で発信される情報（動作している屋外拡声
器のみで発信していた）を，発信後に数回放送で読み上
げ情報伝達の手段とした．更に，沿岸部で後片付けなど
の作業をする被災者に，支援団体から提供されたラジオ
を配布し，FM放送を通じて災害情報を取得するように
呼びかけていた．配布の際には，現状での余震により発
生する津波の危険性と情報を得ることの重要性を説明し
た上で配布しており，受け手の準備についての配慮も
あった．これは，災害前に通信手段が整備されていたわ
けではないが，そのときに使えるもので情報伝達のモデ
ルを作っている例として，見習うべき事例であると考え
る．災害後の災害リスクは，これまで余り論じられて来
なかったが，この例のように被災地では求められている
ことも多い．多様な通信手段が用意されていても，災害
後に利用できるものはそのときになってみないと分から
ないため，この例のように利用者の視点に立って柔軟に
情報伝達の活用モデルを再構築することも必要である．
（この事例は，筆者が東日本大震災時に支援活動を行っ
た際に遭遇した事例である．）

7 おわりに
防災・減災を支える情報通信の課題と対処方法につい

て，技術だけでなく活用までを考慮して考察を行った．
まず，災害時での利用を想定して整備された防災行政無

図4　亘理町　臨時災害放送局「FMあおぞら」
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線について解説した．防災行政無線は，災害時でも確実
に情報を届ける手段として整備されており，東日本大震
災のような巨大災害でも通信の生命線として利用される
ことは珍しくなくなった．今後も確実につながるための
技術革新は求められるが，整備目的の一つとして上げら
れている「災害時の地域住民への情報伝達」は通信技術
だけでは実現できないことも事実である．本稿では，利
用者の視点になった活用モデルの構築が必要なことを指
摘し，その実現のためには，阪神・淡路大震災以降，多
様化した通信手段を組み合わせた柔軟性ある活用モデル
が必要であること，また，情報の受け手側にも準備が求
められることを示した．一般的に，情報通信におけるラ
ストワンマイル問題は，通信ケーブルが建物前まで来て
いるか否かの問題として捉えられ，そこに接続し，通信
を利用することは利用者に委ねられる．しかし，被災し
た，あるいは，被災の可能性が高まった地域にいる人の
目線に立つと，災害時の通信は，利用者まで情報が届
き，結果として利用者が適切な行動をとることで初めて
評価されることになる．これは，災害時通信のラストワ
ンマイル問題は，平常時のラストワンマイル問題より一
歩踏み込んだものになることを示している．また，本稿
では早期警戒情報や避難情報に焦点を絞ったため触れな
かったが，災害発生後の行政や支援者と被災者，被災者
間での情報共有の実現にも課題は多い．本稿と同様に技
術と活用の両面からの議論が求められる．
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1 はじめに
海外旅行など遠距離を移動する手段として航空機は今

や日常に欠かせないものとなっている．近年では航空機
の無線交信（エアバンド）を傍受するエアバンドリスナ
が増加するなど，航空分野の業務に使われている無線通
信が注目されるようになってきた．電波法施行規則第2
条では「「無線通信」とは，電波を使用して行うすべての
種類の記号，信号，文言，影像，音響又は情報の送信，
発射又は受信をいう．」と定義され，電波航法やレーダ監
視も広い意味で航空業務用無線通信である．しかし対象
範囲が広くなりすぎるため，本稿では航空業務用無線通
信のうち音声またはデータの交換手段であるものを対象
とし，これを航空無線通信と呼ぶこととする．
航空無線通信では航空機と管制機関の交信から空港

地上施設での使用に至るまで，用途に応じて様々なシス
テムが活躍している．一方で大部分の航空無線通信シス
テムを一般人が目にする機会は極めて少ないと思われ
る．本稿ではまず航空無線通信の用途を分類した上で，
代表的な航空無線通信システムについて解説する．

2 航空無線通信の種類
一番大きな用途の分類としては民間用か軍

用かが考えられるが，軍専用の航空無線通信
は対象外とした．国連の一専門機関である国
際民間航空機関では，航空無線通信の用途を
図1のように分類している．航空管制通信は
Air Traffic Control（ATC） と 呼 ば れ，
ATSCの代表的な業務通信である．AOCと
AACは航空会社等と航空機の間の通信であ
り，カンパニー無線とも称される．またAPC
は航空機に搭乗している旅客が利用でき
る （1）．

これらの用途に使われる各種航空無線通信システム
は，主な伝送情報が音声かデータかで分類できる．更
に，航空用のデータ通信システムはデータリンクとも呼
ばれその種類が多いため，航空機と地上施設間で直接交
信する対空系と人工衛星を経由する衛星系に分けること
とした．次章以降ではシステムの特徴に応じて，音声通
信システム，対空系データリンク，衛星系データリンク
の順に紹介する．

3 音声通信システム
音声通信システムは第二次世界大戦以前からの非常

に長い歴史があり，現在でも広く使われている．航空用
の音声通信システムは無線電話と呼ばれ，送受信を単一
のチャネルで行う．通常，送受信の切換は一般のトラン
シーバと同様に「押して送信，離して受信」のプレス
トークボタンを使用する．表 1に各種無線電話の主要
諸元を示す．

3.1　HF 帯無線電話
HF帯無線電話の歴史は最も古く，初期には両側波帯

振幅変調が用いられていたが，その後占有帯域幅を抑え
る単側波帯振幅変調に切り換えられた．HF帯では電離

図1　航空無線通信の用途別分類
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層反射を利用して遠方まで電波が到達するため，現在
HF帯無線電話は洋上管制等の長距離通信用に使われて
いる．ただしチャネルの占有帯域幅が狭く，HF帯の電波
伝搬が不安定になりやすいため音声品質は余り良くない．

3.2　VHF 帯無線電話
VHF帯はHF帯に比べて電波伝搬状況が安定してお

り音声通信の使い勝手が良いと言われている．その代わ
り電波の直進性が高いため，VHF 帯無線電話は主に
レーダ捕捉ができる電波見通し距離内での通信に使われ
ている．条件にもよるが，地対空通信であれば 370 km
程度の距離まで通信可能である．チャネルは当初
100 kHz 間隔で割り当てられていたが，その後必要チャ
ネル数の増加に伴い 50 kHz 間隔，更に 25 kHz 間隔で
の割当へと変更されてきた．なおVHF帯無線電話では
両側波帯振幅変調が用いられ，チャネルの大多数は
ATC用に割り当てられている．特に欧州では管制空域
が複雑なためVHF帯 ATCチャネルの不足が深刻であ
り，近年ではチャネル間隔が 25 kHz の 1/3 である
8.33 kHz 幅の無線電話も登場している．
ATCは無線電話を用いて英語ベースの航空管制用語

で交信する．一方カンパニー無線は日系航空会社ならば
日本語で交信するので，エアバンド初心者はカンパニー
無線から始めるとよいだろう．
図 2は航空機搭載用無線電話ユニットの外観例であ

る．大形旅客機には大抵VHF帯無線電話が 3台搭載さ
れている．各無線機に対応するアンテナは機体上部また
は下部にあり，状況に応じて適切なものに切り換えて使
用する．

3.3　UHF 帯無線電話
UHF帯無線電話もVHF帯無線電話とほぼ同様であ

るが，VHF帯が民間航空用であるのに対してUHF帯
は軍用のチャネルとなっている．軍用機に管制指示を出
す場合等に使われている．

3.4　空港無線電話
空港内の業務で必要な無線通信システムに空港無線

電話がある．これは航空機が通信相手ではなく厳密には
航空無線通信とは言えないがここで紹介する．
空港無線電話はマルチチャネルアクセス無線の一種

で，空港MCA無線とも呼ばれる．400 MHz 帯ディジ
タル方式を採用しており，羽田，成田など日本の主要空
港で使われている．前述の各種無線電話と同様にプレス
トークで通話でき，主に空港内業務車両と各種施設間の
連絡等に使われている．なお一斉呼出しやグループ内通
話，個別通信が可能である．

4 対空系データリンク
データリンクは無線電話に比べて情報伝達効率に優

れ，定型的な内容を定期的に送信できる等の利点があ
る．特に自動送受信機能はパイロットや管制官等の作業
負荷を減らせると考えられている．AOCは比較的定型
メッセージが多いためAOCのデータリンク化が進んで
いる．ATCでも位置通報や管制承認等にデータリンク
を利用しており，これを Controller Pilot Data Link 
Communication（CPDLC）と呼ぶ．対空系データリ
ンクの主な諸元を表 2に示す．

4.1　VHF ACARS
VHF Aircraft Communications Addressing and 

Reporting System（VHF ACARS）はエアリンク社（現
ロックウェルコリンズ社）が開発したデータリンクであ
り，Plain Old ACARS（POA）とも呼ばれる．VHF 
ACARS は Amplitude Modulated Minimum Shift 
Keying（AM-MSK）変調による伝送速度 2,400 bit/s
のキャラクタ指向型通信システムで 1978年頃から導入
され始めた．キャラクタ指向とは「データを 7ビット
アスキー文字単位で扱う」という意味である．

表1　無線電話主要諸元
バンド HF VHF UHF

周波数範囲
（MHz） 2.8～22 118～137 225～400

チャネル間隔
（kHz） 3 25 100

変調方式
搬送波抑圧
単側波帯
振幅変調

両側波帯振幅変調

通信距離 電波見通し
距離外 電波見通し距離内

主な用途 ATSC，AOC，AAC ATSC
図2　航空機搭載無線電話ユニット

（左：コリンズVHF700B，右：同VHF22A）

解説　航空業務用無線通信システム 107

小特集 知られざる業務無線



Technology Reviews and Reports 小特集 知られざる業務無線解 説

元々はVHF帯無線電話の振幅変調無線機を流用でき
るようチャネルの互換性を重視して規格を設計したと言
われている．エアバンドレシーバをVHF ACARS チャ
ネルに合わせてみると，昔のモデムのように振幅変調検
波後のトーン信号が「ピーガー」と聞こえる．このトー
ン信号からACARSのメッセージをデコードできる PC
ソフトが幾つかあるので，興味のある方は“ACARS 
decoder”等をインターネットで検索してみるとよいだ
ろう．
VHF ACARS には符号誤り訂正機能がなく，情報の

誤りが受信側で検出されると再送要求されるため，通信
トラヒックが増加すると再送が頻発し伝送遅延が大きく
なる特徴がある．
なお ACARS という用語はシステムとしては通常

VHF ACARS システムを指すが，エアリンク社で規定
されたプロトコル名を指す場合もあり，本稿では区別の
ため後者をACARSプロトコルと呼ぶ．

4.2　HFDL
HF Data Link（HFDL）もエアリンク社が開発した

データリンクで，HF帯を用いた洋上等の長距離データ
通信に使われている．HFDLはM-Phase Shift Keying
（M-PSK）変調，伝送速度 300～1,800 bit/s のビット
指向型通信で，符号誤り訂正機能がある．ビット指向型
とは「データをビット単位で扱う」という意味である．
AOCや CPDLCの定型メッセージに対応している．ま
たACARSプロトコルを扱えることからHF ACARSと
も呼ばれる．

4.3　VDL
VHF Digital Link（VDL）は，VHF帯データリンク

の総称である．国際民間航空機関が標準規格化した
VDLにはモード 2，モード 3，モード 4の 3種類があ
るが，各モード間の互換性はない．
VDLモード 2はDifferential 8PSK（D8PSK）変調，

伝送速度 31.5 kbit/s のデータ通信専用のシステムであ

る．VDLモード 2本来の通信プロトコル上にACARS
プロトコルを載せるACARS over Aviation VHF Link 
Control（AOA）技術に対応している．また VHF 
ACARS とは異なり符号誤り訂正機能を備えている．
VDL モ ード 2 は AOA 技術によって高速版 VHF 
ACARS として世界的に普及しつつある．図 3に VDL
モード 2の日本におけるサービスエリアを示す．
VDLモード 3は D8PSK 変調，伝送速度 31.5 kbit/s

のデータ・音声両用の通信システムである．25 kHz 幅
の 1チャネルを時分割多元アクセスにより最大四つの
サブチャネルとして扱う．サブチャネルは設定により
データ通信か音声通信かを選択できる．音声通信では音
声をボコーダで 4.8 kbit/s のディジタルデータ列に圧縮
して伝送する．しかし提案元である米国がモード 3の
普及を諦めたため，モード 3は現在使われていない．
VDLモード 4は Gaussian Frequency Shift Keying

（GFSK）変調，伝送速度 19.2 kbit/s のデータ通信専用
のシステムである．元々は Automatic Dependent 

表2　対空系データリンク主要諸元
データリンク VHF ACARS HFDL VDLモード2 VDLモード3 VDLモード4 SSRモードS UAT

周波数範囲
（MHz） 118～137 2.8～22 118～137 118～137 112～137 1,030，

1,090 978

チャネル間隔
（kHz） 25 3 25 25 25 ─ ─

ACARS
プロトコル対応 ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─

伝送速度
（kbit/s） 2.4 0.3～1.8 31.5 31.5 19.2 1,000，

4,000 1,041.667

主な用途 ATSC，AOC AOC，AAC ATSC，AOC ATSC ADS-B ADS-B ADS-B

図3　VDLモード2サービスエリア（高度3万フィート）
（提供：アビコムジャパン）
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Surveillance – Broadcast（ADS-B）用のデータリンク
として設計されたものでGPS等の時刻に同期した時間
スロットを持つ．ADS-B とは，各航空機が自機位置や
速度等の情報を周囲に放送し，これらを受信した地上施
設や他機が周囲の状況を把握できるという監視技術であ
る．同様の放送形サービスとしては，地上側で把握した
航空交通情報を放送するTraffic Information Service – 
Broadcast（TIS-B）や，気象情報等を放送する Flight 
Information Service – Broadcast（FIS-B） が あ る．
モード 4はこれら放送形サービスのデータリンクとし
てスウェーデン等欧州の一部で使われている．
VDLモード 3やモード 4は ACARS プロトコルと互

換性がないことからデータリンクとしての新規導入コス
トが高く，航空会社などが導入を敬遠し世界的に普及し
なかったものと考えられている．
ACARSプロトコルに対応しているデータリンクはエア

リンク，Société International de Télécommunications 
Aéronautiques（SITA）といった通信プロバイダが提供
している．日本ではアビコムジャパンがVHF ACARS及
びVDLモード2を提供している．

4.4　SSR モード S データリンク
Secondary Surveillance Radar（SSR）モード Sデー

タリンクは，二次監視レーダにデータリンク機能を持た
せたものである．二次監視レーダは地上側から航空機側
へは 1,030 MHzの質問信号を発し，航空機側から地上
側へは 1,090 MHzの応答信号で応答するシステムであ
る．モード Sでは質問信号及び応答信号に 56 bit ない
し 80 bit の情報を載せ，最大 1,280 bit までのメッセー
ジを相手に送ることができる．図 4に示すように，最
大伝送速度は質問信号で 4 Mbit/s 及び応答信号で
1 Mbit/s と高速だが，メッセージ長が最大で 1,280 bit
なので大量の情報を送る用途には不向きである．モー
ド S データリンクは航空機の動態情報を地上側に送る

Downlink Aircraft Parameters（DAPs）や ADS-B な
どに利用されている．

4.5　UAT
Universal Access Transceiver（UAT）は 978 MHz

単一チャネルで伝送速度約 1 Mbit/s の，小形機に適し
た米国の放送形データリンクである．送信メッセージ長
が最大で 3,456 bit なのでモード Sと同様に大量の情報
の伝送には不向きである．2007 年に国際民間航空機関
で標準規格化されADS-B などに利用できる．UATは今
のところ米国内での運用に限定されている．

4.6　その他
羽田空港などの主要空港では，駐機スポットで

Electronic Flight Bag（EFB）などの大容量データを送
受信できるゲートリンクが 2007年から運用開始されて
いる．ゲートリンクでは IEEE 802.11b/g 規格である
Wi-Fi（無線 LAN）技術が使われている．
また，空港面全体で高速データリンクを提供するシステ

ムとしてAeronautical Mobile Airport Communication 
System（AeroMACS）がある．これは IEEE 802.16 規
格として知られるWiMAX技術を5 GHz帯に転用したシ
ステムである．AeroMACSはまだ実運用に供されてはい
ないが，プロトタイプを用いた空港面での通信実験による
と滑走路上などで最大で約6 Mbit/sのスループットが確
認されている （2）．図5は実験に用いられたプロトタイプ装
置の外観である．AeroMACSは 2016年に国際民間航空
機関の標準規格となった．

5 衛星系データリンク
人工衛星によって通信を中継する衛星系データリンク

は，洋上等の長距離通信に適している．衛星系データリ
ンクはその維持管理に多額の費用が掛かるため，ユーザ

メッセージは最大 1,280 bit

モード S搭載
航空機局

SSR モード S地上局

モード S搭載
航空機局

応答信号
（1 Mbit/s） 質問信号

（4 Mbit/s）

図4　SSRモードSデータリンク概念図 図5　AeroMACSプロトタイプ基地局実験装置

解説　航空業務用無線通信システム 109



Technology Reviews and Reports 小特集 知られざる業務無線解 説

は基本的に衛星通信プロバイダと契約することになる．
表 3に衛星系データリンクの主な諸元を示す．表中

の周波数帯での 6/4（GHz）などの記法は，上り回線が
左側の周波数帯で下り回線が右側の周波数帯を使うこと
を表している．

5.1　インマルサット
インマルサットは国際移動通信衛星機構（元の国際海

事衛星機構）の事業部門が分離してできた通信会社であ
る．赤道上空に静止衛星を展開し，極地域を除き世界的
な衛星通信サービスを提供している．航空向け衛星通信
サ ー ビ ス は Aeronautical Mobile Satellite（Route）
Service（AMS （R） S）と呼ばれ，ATSC，AOC，AAC，
APCのいずれにも利用できる．現在インマルサットで
は第 2～5世代衛星を運用中だが，AMS （R） S 用として
は第 3世代及び第 4世代衛星のクラシックエアロサー
ビスが対応している．同サービスでは伝送速度 600 bit/
s～10.5 kbit/s の回線を提供しており，ACARS プロト
コル対応のデータ通信及び音声通信を利用可能である．
第 4世代衛星では最大伝送速度 432 kbit/s の高速デー
タ通信が可能な SwiftBroadband サービスも提供され
ている．2017 年現在，SwiftBroadband サービスでも
ATSCの用途に使えるよう国際民間航空機関で標準化作

業が進行中である．図6にインマルサッ
ト第 4世代衛星におけるサービスエリ
アを示す．

5.2　MTSAT
Multi-functional Transport Satellite

（MTSAT）は日本の静止衛星である．
一般にはひまわり 6号及びひまわり 7
号という気象衛星として知られていた
が，実は気象観測機能以外に通信機能
を併せ持つ運輸多目的衛星である．当
初は衛星 2機に地上衛星センタが 2局
（常陸太田及び神戸）の運用形態で冗長
系を構成していたが，2015 年末に
MTSAT 新 1 号機は運用を完全に終了

し静止軌道から外された．2号機も気象衛星としての役
割は既に終了しているが，通信機能は 2020年頃まで運
用予定となっている．MTSATの通信機能はAMS （R）
S 互換で，そのうち ATSC は国土交通省航空局が，
ATSC以外の通信は SITA社が担当している （1）．

5.3　イリジウム
イリジウムは，衛星携帯電話として有名な衛星通信シ

ステムである．図 7に示すようにイリジウムでは 6本
の極軌道に 66個の周回衛星を配置して極地域を含む全
世界をカバーしている．元々衛星は 77個配置する予定
であったため原子番号 77番の元素イリジウムにちなん
で命名された．イリジウムは衛星高度 780 kmの周回
衛星を用いるので，高度 3万 6,000 kmの静止衛星に
比べて伝搬遅延が少なく自然な会話ができるなどの特徴
がある．音声通信のほか，2.4 kbit/s のデータ通信も可
能でACARSプロトコルにも対応している．イリジウム
は 2007年に国際民間航空機関で標準規格となった．
送受信装置が小形で比較的安価に導入できることか

ら，これまでほかのデータリンクを搭載できなかったヘ
リコプターなどへの搭載例が増えている．

表3　衛星系データリンク主要諸元
データリンク クラシックエアロ・MTSAT SwiftBroadband イリジウム

周波数帯（GHz） 6/4，1.6/1.5 6/4，1.6/1.5 30/20，1.6/1.5

音声通信 ○ ○ ○

ACARSプロトコル対応 ○ ─ ○

伝送速度（kbit/s） 最大10.5 最大 432 2.4

主な用途 ATSC，AOC，AAC，APC AOC，AAC，APC ATSC，AOC，AAC，APC

図6　インマルサット I4衛星サービスエリア（提供：インマルサット及びKDDI）
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6 おわりに
本稿では航空業務に使われる様々な無線通信システ

ムを紹介してきた．航空機の安全運航には管制情報や運
航情報以外にも気象情報などの関連情報が時に重要な役
割を果たす．これら多様な情報を扱うにあたり，定型的
メッセージや画像データを送る場合にはデータ通信が有
利であり，メッセージの緊急性や任意性が高い場合には
音声通信が有利といえる．両者はその特徴に応じて使い
分けられ今後も共存していくであろう．

　謝辞　本稿に図・写真を御提供下さいましたアビコム
ジャパン，インマルサット，KDDI，ナビコムアビエー
ションの関係各位に感謝致します．
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1 はじめに
鉄道向け無線システムは，指令員と乗務員が連絡を取

るために使われる等，列車の安全運行に重要な役割を果
たすものが多く，国土交通省の鉄道に関する技術上の基
準を定める省令において「保安通信設備（保安上又は運
転上必要な箇所の相互間で迅速に連絡通報することがで
きる設備）」として設置を義務付けられているものも含
まれている．無線局の開設にあたっては総務省の電波法
関係審査基準で「鉄道用又は軌道用の客車及び貨車の安
全かつ円滑な運行を確保することを主たる目的として開
設するものであること」と目的が定められており，その
通信内容は「鉄道・軌道の貨客車の安全運行に関する事
項」と「列車防護警報に関する事項」に分類されてい
る．このような無線局は「貨客運送事業用」とされてお
り，平成 29年 1月 31日現在 30 MHz 以上の帯域にお

いて図 1で示す周波数帯が使われている （1）．
近年，過密ダイヤに伴う列車の安全運行への関心の高

まりからディジタル無線によるシステムの高度化が進め
られており，鉄道の安全・安定輸送に向けて高度な役割
が期待されている （2）．本稿では列車の安全運行に欠か
せない鉄道向け無線システムについて，ディジタル無線
が採用されているシステムや今後発展が期待されている
システムを中心に概要を説明する．

2 鉄道向け無線システムの普及
歴史を遡ると鉄道向け無線システムの普及のきっか

けとなったのは 1962年に発生した常磐線三河島駅構内
での多重衝突事故である．この事故では脱線した貨物列
車にほかの列車が衝突し，その列車から避難する乗客を
もう 1台の列車が跳ねて脱線中の列車に衝突したもの
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図1　鉄道向け無線システムで使用する周波数（総務省「電波利用ホームページ」を加工して作成）
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であり，死者 160 人・負傷者 296 人を出す大惨事と
なった．この事故をきっかけとして運転指令所の指令員
と乗務員が直接連絡を取ることができる列車無線の導入
が進められてきた．
残念ながら2008年に発生した福知山線脱線事故では，

列車において無線機の電源が非常時に使用する予備電源
側に切り換えられていなかったため列車無線は動作しな
かった．これを受けて非常時に予備電源へ切り換えなく
ても無線機が動作するように改良が進められてい
る （3）， （4）．

3 指令員と乗務員が
連絡を取るための無線

3.1　概要
ほとんどの路線では，車両基地等を除き運転指令所の

指令員が列車の運行状況を常時監視し，ダイヤの乱れや
事故等が発生した場合に乗務員や現地作業員等と直接連
絡を行う方法が取られている．この中で，指令員と乗務
員が連絡を取るために用いられる無線システムが列車無
線である（図 2） （5）， （6）．
列車無線は線路に沿ったエリアで無線通信が必要と

なることから，線路沿いに電波を送受信できる LCX
（Leaky Coaxial Cable）や誘導線を布設し無線通信す
る方式（LCX方式，誘導無線方式）と，通常の無線シ
ステムと同様，ビルの屋上や鉄塔にアンテナを設置し無
線通信する方式（空間波方式）に分類されている．これ
らの方式が用いられている鉄道の種類とその周波数帯を
表 1に示す．空間波方式及び LCX方式では方式によら
ず，JRグループ（在来線と新幹線）には 400 MHz 帯，

公営・民鉄には 150 MHz帯が割り当てられている．

3.2　空間波方式
空間波方式は，在来線及び公営・民鉄においてアナロ

グ無線が広く整備されているが，本節では 2007年から
のディジタル無線の導入により高度化が進められている
首都圏在来線ディジタル列車無線を説明する （7）， （8）．
首都圏在来線ディジタル列車無線では，沿線に沿って

鉄塔やビルの屋上にアンテナを設けた基地局を 2～
3 kmごとに設置し，20～30 kmの全域を無線ゾーンと
している（図 3）．列車側は屋根上にアンテナが取り付
けられており基地局と無線通信を行う（図 4）．
無線ゾーンには 4回線分の周波数が割り当てられて

おり，1対波（1回線）は全ゾーン共通，残りの 3対波
（3回線）はゾーンごとに異なる周波数である．回線の

図2　列車無線

アンテナ

図4　列車アンテナ位置

［凡例］

f0：全ゾーン共通に割り当てる周波数

f1～ 6：無線ゾーンごとに割り当てる周波数

図3　空間波方式ゾーン構成

表1　列車無線の方式

No. 列車無線 鉄道の種類 周波数帯

1 空間波方式 在来線 400 MHz 帯

公営・民鉄 150 MHz 帯

2 LCX方式 新幹線 400 MHz 帯

公営・民鉄 150 MHz 帯

3 誘導無線方式 公営・民鉄 100～200 kHz
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用途と周波数は固定しており，その用途を表 2に示す．
比較のため，ディジタル無線導入以前に使われていたア
ナログ無線（2回線／ゾーン）も記載する．
無線ゾーンは指令員が担当する線区と対応すること

が多く，無線ゾーンをまたがって列車を追跡する機能は
持っていない．無線仕様を表 3に示す．比較のために
ディジタル無線導入以前に使われていたにアナログ無線
の仕様も記載する．
アナログ無線では無線ゾーンごとに 12.5 kHz 間隔の

周波数を 2回線使用していたのが，ディジタル無線で
は同じ周波数帯域で 6.25 kHz 間隔の周波数を 4回線使
用できるため，データ回線の新設や音声回線の増強が可
能となり無線システムの高度化に寄与している．

3.3 　LCX 方式の列車無線
LCX方式は新幹線と地下鉄等で使われている方式で

あるが，本節では金沢開業や新函館北斗開業で着目され
た北陸新幹線や北海道新幹線で採用されている，東北・
上越新幹線ディジタル列車無線を中心に説明す
る （9） ～ （12）．
LCXは漏えい同軸ケーブルとも呼ばれ，トンネル内

で無線通信を行うために開発されたケーブルである．列

車無線で使われている 150 MHz 帯や 400 MHz 帯の電
波はトンネル内では急激に減衰するため，地下鉄はもち
ろん，空間波方式でもトンネル対策として LCXが使わ
れている．LCXは同軸ケーブルの外部導体に，周期的
に電波が漏れる機構（スロット等）を設け，ケーブル内
部を伝搬する電気エネルギーの一部が，電波として外部
へ一様に放射されるように作られたケーブルである．
LCXの構造を図 5に示す．新幹線列車無線の特徴は，
LCXをトンネル内はもちろん，トンネル以外の区間で
も線路に沿って布設し，全線にわたって LCXを介して
無線通信を行えるようにした点にある．
新幹線列車無線のイメージを図 6に示す．このよう

に全線にわたり線路の両側に LCXを敷設することで，
不感地帯のない通信を可能としている．
車両のアンテナは車両側面の低い位置に取り付けら

れており（図 7），列車と LCXの距離が全線にわたりほ
ぼ一定の距離となるため，列車が高速で走行しても非常
に安定した無線通信を実現している．また，LCXを線
路の両側に布設することで 1本が切れても通信が可能
であるとともに，LCXが切れていない場合は列車すれ
違い時にも通信が可能となっている．
基地局は駅付近に設置されており，無線ゾーンは通常

表2　無線回線の用途

No.
用　途 周波数

割当ディジタル無線 アナログ無線

① 音声回線（旅客一斉
／データ回線）

音声回線（旅客
一斉）

全ゾーン
共通

② 音声回線（通話） 音声回線（通話）

ゾーン
ごと

③ 制御／データ回線 ─

④ 音声回線（第 2 通
話） ─

表3　無線仕様

項　目 ディジタル無線 アナログ無線

無線方式 複信方式 複信方式／半複信
方式

送信出力 基地局：4 W
移動局：0.3 W

基地局：3 W
移動局：1 W

変調方式 π/4 シフトQPSK*1 FM

伝送速度 9600 bit/s ─

周波数間隔 6.25 kHz 12.5 kHz

アクセス方式 SCPC*2 SCPC*2

チャネル数 4回線／ゾーン 2回線／ゾーン

*1　 π/4 シフトQuadrature Phase Shift Keying：第 2世代携帯電話や
PHSで採用されたディジタル変調方式の一種

*2　 Single Channel Per Carrier  : 一つの搬送波に一つのチャネルを割
り当てる方式

図5　LCXの構造

LCX

LCX

図6　新幹線列車無線

図7　新幹線アンテナ位置
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駅から東京方と新函館北斗／新潟／金沢方の両方に 20
～30 km程度伸びる構成となっている．LCX内部を伝
搬する電気エネルギーの減衰を補償するため沿線に無線
中継装置を 1.3～1.5 kmの間隔で設置している（図 8）．
LCX方式の大きな特徴として全てのゾーンで同じ周

波数を繰り返し使える点にある．これは LCXからの電
波が列車進行方向にほとんど伝搬せず，400 MHz 帯で
はゾーン境界における干渉区間が 10～15 m であり，
列車が高速で走行する場合に 1秒以下の瞬断程度で済
み，通信にはほとんど影響がないためである．新幹線列
車無線の場合は 2対波を全線にわたって使用している．
各ゾーンに割り当てられている 2対波には，音声回

線：22 ch，データ回線（9.6 kbit/s）：12 ch，データ
回線（64 kbit/s）：3 ch，が多重化されており，これら
の回線の用途を表 4に示す．この中には指令員と乗務
員間以外の用途も含まれている．
指令員は複数のゾーンを担当しており，ゾーンをまた

がって列車の追跡が可能である．無線仕様を表5に示す．
このように東北・上越新幹線ディジタル列車無線は首

都圏在来線ディジタル列車無線と比較してより広い帯域
を用いることで無線システムの高度化を実現している．

3.4　誘導無線方式の列車無線
日本で初めて列車無線で導入されたのが誘導無線方

式である．この方式は線路に沿って布設した誘導線を介
して地上と車上で無線通信するものであり，100～
200 kHz が割り当てられている．誘導線は線路の側面
や線路の間に布設し，列車側は屋根上・側面・床下にア
ンテナを取り付け通信する（図 9）．
誘導無線方式を用いると LCX方式と同様トンネル内

でも無線通信が可能であり主に地下鉄で使用されてい
る．かつては誘導無線方式が列車無線の主流であった
が，電車のモータ等からの雑音で通信品質が劣化するこ
とから，現在では空間波方式や LCX方式への置き換え
が進められている．

4 安全な列車間隔を自動で
維持するための無線

通常，同じ路線上には複数の列車が走行しており，決
められたダイヤどおりに走行していれば安全な列車間隔
が保たれ衝突することはないが，ダイヤ乱れ等で列車間
隔が短縮すると衝突のリスクが高くなる．このようなとき
に運転士のブレーキ操作が遅れても自動的にブレーキが
掛かり安全な列車間隔を維持できるようにするための無
線システムが導入されている．この無線システムは世界
的にはCBTC（Communications-Based Train Control）
と呼ばれ無線 LANと同じ2.4 GHz帯を用いることが多
いが，国内では導入検討の段階であることから，本章で
は JR 東日本が開発し既に実用化されているATACS

表4　無線回線の用途

用　途 通信区間

指令電話 指令員⇔乗務員

業務電話 地上⇔車上

公衆電話 地上⇔乗客

指令・業務用データ通信 指令員⇔乗務員

列車制御用データ通信 地上⇔車上

異常時メッセージ
文字ニュース配信

指令員・新聞社⇒乗客

表5　無線仕様

項　目 仕　様

無線方式 複信方式

送信出力 基地局：2 W，移動局：4 W

変調方式 π/4 シフトQPSK

伝送速度 384 kbit/s，307.2 kbit/s

アクセス方式 TDM-TDMA*1

*1　 Time Division Multiplexing Time Division Multiple Access  : 第 2
世代携帯電話で採用されたアクセス方式の一種

図8　新幹線列車無線のゾーン構成

図9　誘導無線方式の列車無線
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（Advanced Train Administration and Communications 
System）を紹介する （13）．
ATACSでは列車にて自車の位置を検知し，無線基地

局経由拠点装置に通知する．拠点装置は全ての列車の位
置を把握し，それぞれの列車に対して停止限界を通知す
る．列車では停止限界で停止できるように速度照査パ
ターンを計算し，それに応じて自動的にブレーキを掛け
る．この処理を約 1秒周期で繰り返すことで，運転士
のブレーキ操作が遅れても自動的ブレーキが掛かり安全
な列車間隔を維持できる（図 10）ATACSにはディジタ
ル無線が採用されておりその無線仕様を表 6に示す．
現在，国内でATACSが採用されている路線は仙石線

のみであるが，従来は地上の信号機器を用いて同機能を
実現していたものが，無線システムを用いて実現するこ
とで設備のスリム化につながり，今後，本システムの導
入が本格化すると考えられる．

5 運転席からホームの状況を
確認するための無線

ワンマン運転の列車において運転士が列車のドアを
開閉する際に，運転席から容易にホーム状況を確認でき
るように無線システム（ホーム監視用映像伝送システ
ム）が導入されている．このシステムはホームに設置し
た複数の監視カメラからの映像を運転席に無線で伝送

し，運転席に取り付けられたモニタに表示するものであ
る（図 11）．
映像を送信するためには広い無線帯域が必要である

ことから，このシステムではミリ波（40 GHz 帯）を用
いて映像を伝送している．また，列車停車中に動作すれ
ばよいので，無線ゾーンは先頭車付近の極めて狭い範囲
となっている．
本システムの無線仕様を表 7に示す．変調方式とし

て FMを用いたアナログ無線を採用している．これは，
ディジタル無線の場合，映像のディジタル化の過程で遅
延が発生し，列車ドア開閉の安全に関わるためである．
今後，遅延の少ない符号化方式の適用によりディジタル
無線への移行も可能と考える．
電波行政にも依存するが，ミリ波帯は非常に広い無線

帯域を使用できるため，この周波数帯を使った次世代列
車無線システムが検討されている （14）．このシステムで
はミリ波帯を全線にわたり連続的に使用することで，走
行中での地上 –車上間の大容量通信が期待されている．

6 その他の無線
ここまで鉄道で使われる無線を3種類に分類して説明

してきたが，それ以外の代表的な無線システムを表8に
示す．乗務員無線と構内無線は音声連絡用の無線システ
ムであり，電子閉塞無線は信号伝送用の無線システムで
ある．いずれのシステムもアナログ無線のシステムである．

表6　無線仕様

項　目 仕　様

周波数帯 400 MHz 帯

無線方式 複信方式

送信出力 基地局：3 W，移動局：1 W

変調方式 π/4 シフトQPSK

伝送速度 9600 bit/s

周波数間隔 6.25 kHz

アクセス方式 TDM-TDMA

表7　無線仕様

項　目 仕　様

周波数帯 40 GHz 帯

無線方式 単向通信

送信出力 基地局：1 mW

変調方式 FM

周波数間隔 40 MHz

図10　ATACS概要
図11　ホーム監視用映像伝送システム
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7 おわりに
本稿では，今後導入が進むと見込まれるディジタル無

線を採用している無線システムと，次世代の大容量通信
で期待されているミリ波無線を使ったシステムを中心に
説明した．これらの技術の適用によりシステムの高度化
が進展し，鉄道の更なる安全・安定輸送に寄与できるこ
とを願いたい．

■ 文献
（1）  総務省，電波利用ホームページ，http://www.tele.

soumu.go.jp/index.htm
（2）  総務省，周波数再編アクションプラン（平成 28年

11月改定版）．
（3）  航空・鉄道事故調査委員会，鉄道事故調査報告書西

日本旅客鉄道株式会社福知山線塚口駅～ 尼崎駅間列
車脱線事故，2007．

（4）  国土交通省，「列車防護のあり方」及び「列車無線に
よる交信のあり方」について，http://www.mlit.
go.jp/common/000025223.pdf

（5）  一般社団法人　日本鉄道電気技術協会，鉄道技術者
のための通信概要　列車無線，2014．

（6）  一般社団法人　日本鉄道電気技術協会，わかりやす
い鉄道技術，2005．

（7）  厚澤　誠，大森　均，吉田勝弘，“在来線デジタル列
車無線システムの開発と導入，”JR EAST Technical 
Review, no.20, pp.62–66, Summer 2007．

（8）  三瀬敏生，久保博嗣，浦口　剛，太田　覚，“デジタ
ル列車無線システム─東日本旅客鉄道（株）首都圏
在来線への導入─，”三菱電機技報，vol.82, no.2, 
pp.51–54, Feb. 2008.

（9）  厚澤　誠，西村佳久，吉田勝弘，“東北上越新幹線デ
ジタル列車無線システムの開発，”JR EAST 
Technical  Review,  no.5,  pp.59–64,  Autumn 
2003．

（10） 藤岡　滋，山崎　誠，川本真紀夫，久保博嗣，“東北
上越新幹線デジタル列車無線システム，”三菱電機技
報，vol.78, no.2, pp.36–39, Feb. 2004.

（11） 伊村　真，花田　豊，平松昭彦，“東北上越新幹線デ
ジタル列車無線のアプリケーションサービス，”三菱
電機技報，vol.78, no.2, pp.40–43, Feb. 2004.

（12） 千田晴康，“デジタル列車無線システム，”三菱電機
技報，vol.89, no.6, pp.17–21, June 2015.

（13） 馬場裕一，立石幸也，森　健司，青柳繁晴，武子　
淳，齋藤信哉，鈴木康明，渡邊貴志，“無線による列
車制御システム（ATACS），” JR EAST Technical 
Review, no.5, pp.31–38, Autumn 2003．

（14） 服部鉄範，中村亮介，栗田　明，木村尚史，“対列車
ミリ波通信システムの検討，”JR EAST Technical 
Review, no.53, pp.43–48, Autumn 2015．

表8　その他の鉄道用無線

項　目 用　途

乗務員無線 乗務員相互間または業務員と駅や指
令所間で音声連絡を取る場合に使わ
れる．（400 MHz 帯）

構内無線 駅や車両基地で車両を入れ替える場
合に，地上と車上間で音声連絡を取
る場合に使われる．（150 MHz 帯，
400 MHz 帯）

電子閉塞無線 単線区間において，運転士が駅から
発車する前にポイントや信号を切り換
える場合に使われる．（400 MHz帯）
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