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調査検討会の目的と背景

目的

本調査検討会は、ルーラル地域において、既存の周波数を有効活用し、ブロードバンド整備に活用できる新たな
ワイヤレス・ブロードバンドシステムを導入することを目指し、適したシステム及び既存システムとの周波数共用条
件等 検討し 技術基準 審査基準 策定に資す と 目的に開催件等を検討し、技術基準・審査基準の策定に資することを目的に開催

背景

ブルーラル地域におけるブロードバンド整備に当たっては、光ファイバ整備には多額の費用がかかることから、無
線の利用が期待されているところであり、活用できる無線システムとして、地域WiMAX(2.5GHz帯BWA)、 5GHz
帯無線アクセスシステム(IEEE802.11j)、18GHz帯無線システム等が制度化され 、免許不要のWi-Fi(2.4GHz
帯)も利用されているところであるが、次のような課題があるので、より効率的に利用できる別な無線システムも
選択できるようにする必要がある。
・無線LAN系（11j,Wi-Fi）等は、見通し外通信はできないので、山間部においては多段中継となり非効率となる
場合がある。
・地域WiMAXは10MHz幅しかなく、アクセス系に使う場合、中継系は別なシステムで構築する必要がある。
新 に導 無線 候補 海外 実績が 内 帯新たに導入する無線システムの候補として、海外では運用実績があるものの、国内では2.5GHz帯BWAのひとつ
として制度化されながら導入されていないiBurst(IEEE802.20 625k-MC)を検討する。
また、使用する周波数は、周波数再編アクションプランにおいて
「他の電波利用システムにより使用可能となるよう帯域を縮減する」
とさ 帯 加 者無線 周波数（とされている、2GHz帯ルーラル加入者無線の周波数（2025.5～
2075.5MHz及び2205.5～2255.5MHz）を候補として検討する。
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調査検討会の内容等

調査検討等の内容

・調査項目及び検討項目
(1)ルーラル地域におけるWBBシステムの事例及び動向等の調査
(2)ルーラル地域に適した新たなWBBシステムの検討及び既存システムとの周波数共用条件等の検討
(3)技術的仕様及び周波数共用条件等の検討の資する基礎データを収集する為の技術試験
(4)技術基準・審査基準として規定すべき項目・内容等の検討

調査検討会委員構成

座 長 岡山大学 大学院自然科学研究科 教授 秦 正治
座長代理 倉敷芸術科学大学 産業科学技術学部 ＩＴ科学科 教授 小林 和真座長代理 倉敷芸術科学大学 産業科学技術学部 ＩＴ科学科 教授 小林 和真
委 員 株式会社オービス 技術顧問 岩田 敦義

京セラ株式会社 通信機器統括事業部 矢野 昌司
※京セラ株式会社 通信システム機器統括事業部 岩崎 直雅
株式会社ＮＴＴデータ中国 ソリューションシステム部 品川 正幸株式会社ＮＴＴデ タ中国 ソリュ ションシステム部 品川 正幸
岡山県 企画振興部 情報政策課長 庄司 周平
岡山県ケーブルテレビ振興協議会 技術部会 部会長 下島 生午
鏡野町 情報広報課長 西村 明芳
西日本電信電話株式会社 岡山支店 法人営業本部 原 実西日本電信電話株式会社 岡山支店 法人営業本部 原 実
日本電気株式会社 中四国支社 岡山支店長 横山 英明

※京セラ矢野委員は1/20の第3回調査検討会より京セラ岩崎委員へ交代

実施期間
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実施期間

平成21年10月～平成22年3月



技術試験：試験構成と実施エリア

本調査検討では岡山県苫田郡鏡野町を実験フ ルド本調査検討では岡山県苫田郡鏡野町を実験フィールド
とし、鏡野町役場にiBurst基地局を設置。
下記の技術試験を実施した。

①基礎検証
iBurst移動局

①基礎検証
無線システムの電波伝搬及び、多重接続特性、
音声品質特性の評価

②総合試験
インタ ネ ト 監視カメラ 等の利用に関する評価

IP電話

インターネット、監視カメラ、FAX等の利用に関する評価
③アプリケーション試験

公共利用、生活支援、インターネット利用を想定した
アプリケーション動作試験

Internet
(IP Network)

iBurst移動局無線LAN AP

PDSN基地局

無線
LAN AP

無線端末
（移動局）

無線区間

Firewall

Backbone to
the Internet

L2 Switch
2025.5～
2030.5MHz

Backhaul

PC

2.4GHz帯

Media Gateway

PSTN Line

L2 Switch

PSTN 網
(アナログ電話網)

PC
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RADIUS
Server

SIP
Server

音声サービス
ブロック

認証システム
ブロック

Data Server、
Streaming Server
など

アプリケーション
サービスブロック

実証試験網（NOC：Network Operation Center）



技術試験：電波伝搬、スループット試験

基地局から半径 リアにおいて 受信レベルと上り基地局から半径3～4kmエリアにおいて、受信レベルと上り
下りのスループットを計測した

①見通し内においては 3kmを超える地点においても 受①見通し内においては、3kmを超える地点においても、受
信レベル‐90dBm以上を記録する地点あり

②‐90～‐95dBm程度までは、iBurstシステム上の最高ス
ループットを記録ループットを記録

③基地局から西南は、山の裏側となっており、基地局から
の見通しもなく、‐95dBmを下回る結果となった

受信レベルに応じたスループットの変化
（1Mbpsモデル端末）

受信レベルに応じたスループットの変化
（2Mbpsモデル端末）

4



過負荷状態における音声品質( 値 び遅延)を測定する為に 評価対象 C 台に対し 負荷 Cを8台ま

技術試験：音声品質評価

過負荷状態における音声品質(R値 及び遅延)を測定する為に、評価対象PC一台に対して、負荷PCを8台まで
増やした時の音声品質を評価した。

負荷端末数 R値 End to End遅延
(ms)

iBurstシステムの
音声品質レベル(ms)

8(1回目) 79.42 112
8(2回目) 79.55 105
8(3回目) 79.57 107
8（平均値） 79 49 108

音声品質レベル

8（平均値） 79.49 108

過負荷状態においても、R値79前後、遅延100ms前後の結果となり、ITU-T G.109を
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※R値：IP電話において、音声の品質を定量的に評価する指標の一つで1～100までの評価値で表す

ベースに総務省が分類を行ったIP電話の品質クラス分類のうち、クラスA(固定電話)に
限りなく近い音声品質を確保



B 移動局を8台設置し 同時に異なる周波数を使 し プ トを取得した 本試験にお は B

技術試験：多重接続検証（マルチキャリア試験）

Control Channel
Spatial 

iBurst移動局を8台設置し、同時に異なる周波数を使用してスループットを取得した。本試験においてはiBurst
移動局で使用する周波数を8つのキャリアf1～f8の中から移動局A～Hに割り当て、マルチキャリアの特性を検
証した。

Channel 
(3SC)

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8

Time Slot
(3TS)

移動局A 移動局B 移動局C 移動局D 移動局E 移動局F 移動局G 移動局H

Frequency Channel (8CH)

(kb ) 移動局A 移動局B 移動局C 移動局D 移動局E 移動局F 移動局G 移動局H(kbps) 移動局A 移動局B 移動局C 移動局D 移動局E 移動局F 移動局G 移動局H
1回目 658 960 995 972 998 1000 1009 1009
2回目 665 986 994 981 973 977 992 1012
3回目 672 972 996 1006 974 974 1009 1014
平均 665 973 995 986 982 984 1003 1012平均 665 973 995 986 982 984 1003 1012

制御チャネル（Control Channel）により、割当スロットが少ない移動局A以外に関しては、1Mbpsモデル端末仕
様上のフルレートに近いスループットを記録。
※メ カ 実験によれば 同時接続数24台までフルレ トでの通信が可能
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※メーカー実験によれば、同時接続数24台までフルレートでの通信が可能



今 検討し る周波数帯(202 207 H び220 22 H )は 加入者無線 び

既存システムとの共用条件

今回検討している周波数帯(2025.5-2075.5MHz及び2205.5-2255.5MHz)は、ルーラル加入者無線及び
宇宙運用として割り当てられている帯域であり、本帯域をワイヤレス・ブロードバンドシステムとして導入検討する
には、iBurstと既存システムとの共用条件を検討する必要がある

ル ラル加入者無線との共用条件

ルーラル加入者無線(送信特性)干渉パラメータ ルーラル加入者無線(受信特性)干渉パラメータ

ルーラル加入者無線との共用条件

上記のルーラル加入者無線干渉パラメータを参考に、無線設備の設置場所の地理的条件、アンテナの設置
条件を考慮し、個別検討を行う必要がある。

宇宙運用との共用条件

・地球局との共用：無線設備設置場所の地理的条件、アンテナの設置条件を考慮し個別検討
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・衛星との共用：非静止衛星についてはITU-R基準値（ITU-R SA.1154 recommends1.1）を考慮に入れ、
時間率、EIRP等の調整が必要



ルーラル地域においては 山間 谷間といった地理的特徴を持った地域も多く 広域無線アクセスシステムでの

ネットワーク構築方法

ルーラル地域においては、山間、谷間といった地理的特徴を持った地域も多く、広域無線アクセスシステムでの
エリア整備においても、局所部においては、無線LANシステム等と組み合わせてネットワーク構築を行うことが一
案として考えられる。
ネットワーク構築時においては、①導入地域の地形的特徴（高低差、防風林の存在、複雑な海岸線など）、②降
雪量や雪質による無線機への影響 ③提供サービス エリアに付随する接続性の要求度 回線収容率 ④機器雪量や雪質による無線機への影響、③提供サービス、エリアに付随する接続性の要求度、回線収容率、④機器
の保証期間もふくめた保守・ランニングコスト等に留意する必要がある
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本シ を実 化するに当た は 存 加入者無線 高度化と位置付け 次 規定 び審査

制度整備に関する検討

本システムを実用化するに当たっては、既存のルーラル加入者無線の高度化と位置付けて、次の規定及び審査
基準について一部改正等を行う必要がある

電波法施行規則

第32条の7において、衛星系への干渉を防止するため空中線電力が20W以下と規定されている。
本調査検討で使用したIEEE802.20 625k-MC(iBurst)の規格では29Wであるため、改正が出来ない場合
は20Wで運用することとなる。

電波法施行規則

無線設備規則

無線設備規則については、第49条の25若しくは第49条の30のいずれかの規定を改正する必要がある。

電波法関係審査基準

・第49条の25：変調方式の追加及び送信空中線利得の変更

・第49条の30：周波数数帯の追加

無線局の目的別審査基準のうち、第2陸上関係 １電気通信業務用の(13)ルーラル加入者無線局の審査基
準について、次の項目を改正する必要がある。

電波法関係審査基準

・「オ 周波数等」：占有周波数帯幅、電波の型式の追加及び空中線電力の変更オ 周波数等」：占有周波数帯幅、電波の型式の追加及び空中線電力の変更

・「ク 無線設備の工事設計」：通信方式、送受信装置等の変調方式の追加及び送受信空中線等
の加入者局空中線の変更
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ブロードバンドの主な利用方法として インターネット利用が挙げられるが 面的にエリアをカバーすることが可能

無線を利用した効率的なアプリケーション事例

ブロードバンドの主な利用方法として、インターネット利用が挙げられるが、面的にエリアをカバーすることが可能
な無線システムを利用することにより、可搬性を要するアプリケーションや有線の敷設が困難な場所を利用する
アプリケーションを活用することができる

自動検針システム例

期待される利用形態

高品質な音声通信を基盤としたアプリケーション
利用が有効であるとともに 以下の利用形態に利用が有効であるとともに、以下の利用形態に
関しても、無線の特徴を活かすことが可能。

《安心・安全、公共利用》
①告知放送システムの提供とともに、無線を活①告知放送システムの提供とともに、無線を活
用した高齢者に対するかけつけサービス
②地域防災との連携
③自動検針システムによる検針業務の効率化 バスロケーションシステム例

《産業拡大》
①バスロケーションシステムとしての活用による
地域住民サービスの拡充
②デジタルサイネージ用無線伝送路としての活②デジタルサイネ ジ用無線伝送路としての活
用による商業活性化
③農業センシング（RFID）との連携
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