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†　現在，モバイルデザイン開発室 ＊1 ITU-R：国際連合の電気通信分野におけ
る専門機関ITUにおいて，無線通信規則
の改正や，各国間における周波数利用の
調整など，無線通信に関する国際的な管
理調整業務を行う部門．

＊2 WRC-07：2007年に開催された世界無線通

信会議．周波数の有効利用を図るために，
各周波数帯の利用方法，無線局の運用方法
や，技術基準，衛星軌道の利用方法など国
際的な電波秩序を規律する無線通信規則
（RR：Radio Regulation）の改正を行うため
の会議で，通常3～4年ごとに開催される．

1. まえがき
ドコモは，ブロードバンド移動通

信の実現に向けてIMT-Advancedの

研究開発を進めている．効率的なブ

ロードバンドサービスの実現にあた

っては，連続した広い周波数帯域の

確保が重要となる．

ITU-R（International Telecommu-

nication Union-Radiocommunication

sector）＊1WRC-07（World Radiocom-

munication Conference 2007）＊2にお

いても，ブロードバンドサービスの

必要性が認められ，IMT（第3世代

および第4世代移動通信システム）

に使用する新たな周波数として合計

428MHzの帯域幅が確保された[1]．

今後，各国において，これらの周波

数をIMTで使用する準備が進めら

れる．

これらの新周波数帯の中で，高速

データ通信に適した3GHz以上の周

波数帯（Cバンド）については，依

然として既存業務に対する需要が多

い国もあることから，WRC-07では

3.4～3.6GHzの200MHz幅が割り当

てられた．

今回割り当てられた周波数帯のみ

でIMTの需要が満たされない国に

ついては，さらに3.6GHz以上の周

波数帯の使用も検討されている

[2][3]．このため，Cバンドについ

ては，当面，国や地域ごとに使い方

が異なる可能性もある.さらに，

IMT-Advancedの導入時期について

も国や地域により異なることも予想

され，特に導入の初期において，国

境におけるIMTと他の既存無線業

務との干渉が問題となる可能性があ

る．この問題についてはITU-Rにお

いても，IMTの世界的な展開を円滑

に行ううえで重要な課題であると

認識されている．また，これまでC

バンドは，地域によって他業務によ

り多用されているため，IMT -

Advancedの導入にあたっては，既

存システムとの周波数共用が特に重

要となる．さらに，この周波数共用

は，既存システムの保護という観点

のみならず，通信エリアや通信速度

の十分な確保など，IMT-Advanced

の性能を十分に引き出すうえでも重

要である．

このような背景の下，わが国では

電波利用料財源に基づき，電波産業

会（ARIB：Association of Radio

Industries and Businesses）＊3により

総務省技術試験事務として，「次世

代移動通信システムの周波数共用技

術」に関する調査検討が行われ，

IMT-Advancedと既存業務との周波

数共用について技術的調査が進めら

れている．

ドコモは，IMT-Advancedシステ

ムのWRC-07で割り当てられた帯域

への早期かつ円滑な導入に向けて，

既存無線業務との周波数共用技術の

研究開発を進めており，調査検討会

への積極的な貢献を行っている．

本稿では，周波数共用技術に関す

る調査検討会の概要と，これに関す

るドコモの技術的取組みを解説す
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る．なお，これらの検討は，調査検

討会においてパナソニックモバイル

コミュニケーションズ株式会社とと

もに進めている．

2．次世代移動通信シス
テムの周波数共用技
術に関する調査検討

「次世代移動通信システムの周波

数共用技術」に関する調査検討は，

2006年度に開始され，2009年度まで

の4年間実施される予定である．こ

の調査検討会は，移動通信事業者，

衛星通信事業者，国内外の主要メー

カからの委員で構成され，次世代移

動通信システムの周波数使用に関し

て，さまざまな角度からの議論が行

われている.

本検討会は，主にマイクロ波帯の

周波数の有効利用に資するため，次

世代移動通信システムの周波数共用

技術について調査検討を行い，次世

代移動通信システムの技術基準の策

定に寄与することを目的としてい

る．

具体的には，IMT-Advancedの導

入が検討されている周波数帯（Cバ

ンド）に対して，次の3つの検討が

行われている．

・システム共用検討のための伝搬

モデルの検証

・周波数共用の対象となるシステ

ムの技術的な特性の調査

・周波数共用技術の実現可能性に

関する検証

3. システム間干渉評価
用伝搬モデルの検証

システム間干渉評価用のモデルは

ITU-R勧告P.452 に規定されている

[4]．このモデルでは，推定を行う送

受信機間の地形情報を用いて，見通

し内伝搬（LOS：Line Of Sight）＊4お

よび見通し外伝搬（NLOS：Non -

Line Of Sight）＊5の判定を行い，この

判定に基づき，自由空間伝搬損失，

回折現象，ダクト現象，対流圏反

射，クラッタ損失などを考慮して，

伝搬損失量の推定が行われる（図

1）．このモデルは，WRC-07におい

ても，固定衛星と移動通信システム

の共用基準となるPFD（Power Flux

Density）リミット＊6を算出する際に

使用された.

システム間干渉評価用モデルで

は，基本的に実際の環境における伝

搬損失量が推定値を上回らないよう

にモデル化される．これは，被干渉

システムの保護という観点から重要

であるが，過度に伝搬損失を小さく

推定することは，新規に導入される

システムに対して，送信電力などが

必要以上に制約を受ける可能性があ

る．そこで，次の検討を進めている．

a適用領域の拡張検討

①近距離伝搬推定での妥当性検証

75

＊3 電波産業会（ARIB）：日本における通
信・放送分野における電波利用システム
に関する標準規格の策定などを行う総務
省所管の社団法人．

＊4 見通し内伝搬（LOS）：地表面の変動を考
慮した場合に，送受信機が見通し内に位
置する状態における伝搬．

＊5 見通し外伝搬（NLOS）：地表面の変動を
考慮した場合に，送受信機が見通し外に
位置する状態における伝搬．

＊6 PFDリミット：電力束密度（単位面積当
りの電力密度）に対する制限．
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図1 勧告ITU-R P.452モデルにおいて考慮される主要な伝搬損失要因



勧告P.452は，主に数十キロ

メートル以上といったような長

距離の伝搬損失の推定に主眼を

置き，作成されたモデルであ

る．しかし，今後は干渉回避技

術の適用などにより，与干渉局

と被干渉局との離隔距離が短く

なる可能性がある．そこで，勧

告P.452では，このような近距

離伝搬の推定に適用した場合の

妥当性を検証している．

②低アンテナ高想定時の妥当性検

証

現在ITU-Rにおいて，送受信

局のアンテナ高が低い（10m以

下）場合の伝搬推定方法の修正

が検討されている．本検討で

は，この修正提案の妥当性につ

いて，屋外実験を通してデータ

収集を行い検証する．

s都市部ダクト効果の検証

ダクト効果とは，夜間冷却などに

より地表付近とその上空の空気に温

度の逆転層が形成された場合に，電

波が地表面に沿って通常よりも遠く

まで伝搬する現象である．この現象

は，伝搬損失の推定値を小さくする

要因の1つであり，勧告P.452 に規

定されるダクト効果の推定方法の妥

当性を検証するため，中長距離伝搬

実験を進めている．得られた結果

は，適宜ITU-Rへ入力する予定であ

る．

dクラッタ損失の妥当性の検証

クラッタとは，送受信装置の周囲

に存在し，送受信機間の伝搬に対し

て大きな影響を与える，建物や地形

変動などの地物を指す．クラッタ損

失評価例を図2に示す．

昨年度の調査検討会において，勧

告P.452におけるクラッタ損失の推

定に関して，3次元地図データを用

いた妥当性の検証方法を提案し，都

市部でのクラッタ損失量および，局

所的な地形変動が大きい場合のクラ

ッタ損失について妥当性を検証し

た．その結果，次の2点を明らかに

した[6].

・都市部で想定されているクラッ

タパラメータは，発展し続ける

都市構造の変化に対して十分な

選択範囲が設けられていない

・現在のモデルでは考慮されてい

ない局所的地形変動が，推定結

果に大きな影響を与える

今後は，クラッタ損失に関するモ

デルの修正をITU-Rに提案してい

く予定である.

4. 周波数共用技術適用の
ためのシステム調査

周波数共用条件および共用技術の

検討を行ううえでは，共用対象とな

るシステムの装置特性や，これらの

装置の使用状況（移動／静止，周波

数，用いられるアンテナの種類な

ど）に応じた伝搬特性を把握するこ

とが必要であり，次の検討を進めて

いる．周波数共用対象となるシステ

ムに関する基礎評価を図3に示す．

①チャネル変動特性の取得

干渉回避／抑圧アルゴリズム

の検討の際の基礎データとする
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○ 基地局位置 

＋クラッタ位置 

※図中の基地局位置は，基地局設置建物高さを25～30mとしたときの仮想的な位置
であり，実際に運用されている基地局位置とは異なる． 
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図2 クラッタ損失評価例



ため，屋外伝搬実験を通して，

鋭い指向性をもつ固定衛星業務

（FSS：Fixed Satellite Service）

用パラボラアンテナとIMT基

地局アンテナ間での電波伝搬路

の特性を調査している．

②FSS受信機の性能評価

本検討は，IMTシステムと衛

星システム間に必要なガードバ

ンド＊7幅などの基礎的な共用条

件を明らかにすることを目的と

している．具体的には，実際に

使用されている市販の受信機器

の性能を実測し，基礎データを

取得している．

5. 周波数共用技術の検証
レポートITU-R M.2109[5]には

IMT-AdvancedとFSSとの共用検討

例が記述されている．本調査検討で

は，レポートM.2109に示されてい

る3つの干渉緩和技術（MIMO：

Multiple Input Multiple Output，Sec-

tor Disabling, DSA：Dynamic Spec-

trum Allocation）を取り上げ，検討

する（図4）．さらに，これらの境界

領域に属する技術を含め，その有効

性および問題点を明らかにするた

め，計算機シミュレーションによる

評価と試作実験を行っている．

5.1 MIMOによる干渉低減
一般にMIMOは送受信側で複数

のアンテナを使用する無線通信技術

を指すが，レポートM.2109は，主

に送信側で複数のアンテナを使用

し，ビームを形成して干渉の回避を

行う方法について言及している．本

検討では，このビーム形成による干

渉抑圧低減効果を屋外実験により検

証する．

さらに，1基地局が複数のアンテ

ナを使用する基本構成に加え，セク

タ連携と基地局連携の構成について

も検証を行う．

基地局あるいは各セクタが1アン

テナで構成されるシステムにおいて

も，複数局／セクタが協調して送信

を行うことで，本技術の実現が可能

となる．しかし，セクタ連携技術で

は，連携するセクタによりアンテナ

の主ビーム方向が異なる．このた

め，1セクタで複数アンテナをもつ

MIMO技術とは，その適用効果が大

きく異なる．

一方，基地局連携では，アンテナ

間隔が広いので，非常に鋭いNullを

形成することが可能になるが，連携

する送信装置が地理的に離れている

ため，送信装置で異なる局部発振器

を使用する必要があり，基地局間の

同期が問題となる．

5.2 Sector Disablingによる
干渉緩和／回避

Sector Disablingは，新しく導入さ

れるシステム（非優先システム）の

送受信機を設置する際に，被干渉局

が存在する方向のセクタを使用しな

いことで，被干渉局へ与える影響を

回避する方法である．

この方式は，高度な技術を用いず

に，大きな干渉低減効果が得られる

方法として期待される．しかし，実

伝搬環境における回折・反射波など

の影響による適用効果の劣化や，ま

たIMT-Advanced基地局で使用され

るアンテナビーム幅の違いや伝送形

態の違い（MIMOの適用など）によ

る適用効果の違いが，懸念される．

5.3 動 的 周 波 数 割 当 て
（DSA）による干渉回避
DSAは，広義では動的に周波数を

77

＊7 ガードバンド：システム間の電波干渉を
防ぐため，システムごとに割り当てられ
る周波数帯域間に設けられる帯域．
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図3 周波数共用対象となるシステムに関する基礎評価



割り当てる方式を指すが，レポート

M.2109では，被干渉局の電波の使

用状況に応じて与干渉局の動作を制

御する方法が検討されている．

このDSAを用いた周波数共用方

法は，従来の「受信機の雑音レベル

を基に被干渉局にとってあらかじめ

十分な離隔距離を確保する共用方法

（静的周波数共用）」から「各時点で

被干渉局が実際に許容できる干渉レ

ベルに基づく共用方法（動的周波数

共用）」へのパラダイムシフトとい

える．これにより，従来，被干渉局

保護のために必要であった大きな固

定干渉マージンの削減が可能となる．

しかし，被干渉局を十分に保護す

るためには，その実現にあたって干

渉レベルの正確な把握，干渉状況の

変動への追従，処理量などの課題も

多い．そのため，屋外実験を通して

本技術の基本性能，有効性および問

題点の明確化に取り組んでいる．

ドコモは，DSAに分類される技術

として，送信電力制御を用いた優先

システムと非優先システムの周波数

共用に関して提案を行ってきた[7]．

提案技術は，ビーム形成による干渉

低減方法と比べてチャネル変動の影

響が少ない方式であり，また，同一

周波数のみではなく隣接周波数の効

率的な使用も可能になる．

理論解析による容量評価の結果，

従来と比較して，およそ2倍の通信

容量を達成できることを示した．

6. あとがき
本稿では，IMT-Advancedの円滑

な導入に必要となる他業務の既存シ

ステムとの周波数共用についてのド

コモの取組みについて概説した.

これらの研究成果は今後，「次世

代移動通信システムの周波数共用に

関する調査検討会」に報告し，調査

検討会での意見を反映させながら関

連機関と協力し，さらに内容を充実
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させる予定である．
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