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まえがき 

 

自営無線は、業務上必要な情報を伝送する手段として、それぞれの業種および各企業の

要求に応じたシステム構築が可能であることから、建設業、運送業や金融業等の企業の活

動に幅広く利用されている。 

自営通信は、これまで音声通信が中心となっていたが、近年では工場等の監視モニタ映

像等、大容量の情報を瞬時にかつ安定して伝送することができるブロードバンドシステム

の利用ニーズが高まっている。 

しかしながら、自営無線ブロードバンドシステムに適した周波数帯は限られており、と

りわけ関東総合通信局管内における電波利用は逼迫していることから、本システム専用に

周波数を割り当てることは困難な状況にある。 

  

これらの状況から、自営無線ブロードバンドシステムを導入するためには、本システム

への要求条件、システムの選定及び他のシステムと周波数を共用することを視野に入れた

周波数帯の調査・検討が必要となっている。 

そこで、技術基準の策定に資することを目的に、本システムの技術的条件及び導入の可

能性がある周波数帯を調査・検討するとともに、実際に試験を行ってこれらを検証する必

要がある。 

  

「自営無線ブロードバンドシステム導入のための周波数共用に関する調査検討会」では、

自営無線ブロードバンドシステムとして利用可能な候補システムの選定と他システムとの

共用が可能となる条件を把握するための周波数共用に関する調査検討を、以下の項目に従

って進めた。 

① 自営無線ブロードバンドシステムのニーズ調査と要求条件の検討 

② 自営無線ブロードバンドシステムの候補システムの選定 

③ 自営無線ブロードバンドシステムの候補周波数帯の検討 

④ 候補周波数帯における周波数共用条件の検討 

⑤ 候補システムを用いた実証試験の実施 

⑥ 自営無線ブロードバンドシステムの技術基準の検討 



 

まず、民間企業に対して自営無線ブロードバンドシステムの利用意向や要望事項のニー

ズ調査を行い、この結果を踏まえて、システムに必要な性能や要求条件を整理した。次に、

本システムの導入実現性を考慮し、送受信に同一周波数を使用する複数の候補システムを

選定した。また、自営無線ブロードバンドシステムに利用する周波数帯として、モバイル

ブロードバンドに適した周波数（1~3GHz）で、かつ一定の帯域幅（5~10MHz）を確保で

きる可能性がある候補周波数帯を選定した。選定した候補システムの技術的条件等を基に、

各候補周波数帯における既存システムとの共用条件および候補システム間の周波数共用条

件を検討し、実機を用いた実証試験を実施して検討結果を検証した。最後にこれらの結果

を総合して本システム導入のための技術基準等を検討した。本報告書は以上の内容を取り

まとめたものである。 

 

 

自営無線ブロードバンドシステム導入のための 

周波数共用に関する調査検討会 

座長 山尾 秦 
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第1章  自営無線ブロードバンドシステムのニーズについて 

1.1  自営無線の現状 

自営無線は、国、自治体、一般企業等が事業運営や業務効率化のために開設・運用して

いる無線通信システムで、電気通信事業者が提供する携帯電話、PHS、無線アクセス等の

無線通信サービスとは異なるものである。自営無線は、行政機関や公共・公益の事業者等

が使用する「公共業務用」と運輸、サービス等で使用する「一般業務用」に区別され、MCA

無線等は一般業務用となる。図 1.1-1、表 1.1-1 に無線局数の推移1を示す。 

 

図 1.1-1 全国無線局数の推移 

表 1.1-1 用途別無線局数の推移 

 

                                                   
1  電波産業年鑑 2011 電波産業調査統計～統計で見る電波産業の推移～ 

（単位：千局） 
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1.2  ニーズ調査 

自営無線ブロードバンドシステムに対する要望や利用者のニーズに関する調査を民間企

業に対して行った。以下に自営無線ブロードバンドシステムに求められるニーズを示す。 

(1) 音声通信について 

 敷地内にいるスタッフや作業員と円滑に通信ができること。 

 敷地内で移動しながら通話が可能であること。 

 音声は全二重通信が利用できること。 

 一斉（同報）連絡及び一対一連絡ができること。 

(2) データ・映像通信について 

 工場の生産ライン、港湾等に積み上げられたコンテナ、テーマパーク等の施設を

安定的にモニタやセンサーで監視できること。 

 安定的にデータ・映像による監視ができること。 

 映像配信のための通信速度が確保できること。 

(3) サービスエリアについて 

 自社ビル内での利用の場合は数十 m～数百 m 程度。 

 建設現場（高層ビル）の場合は数百 m 程度。 

 港湾やテーマパーク等では広大な敷地を考えると数 km 四方。 

(4) 端末機器について 

 常時端末を所有することから、小型・軽量・長時間稼働であること。 

 過酷な環境で利用する場合は機器自体が丈夫であること。 

 お客様への不信感を抱かせない外観であること。 

 センサー等は長時間の運用を可能とするため、消費電力の低減が図れること。 

(5) コストについて 

 システム構築においては低コストであること。 

 無料通話・通信であること。 

(6) セキュリティについて 

 通信の信頼性が高いこと。 

 秘話性があること。 

 重要度に応じた優先接続が可能であること。 
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1.3  具体的な利用シーン 

自営無線に期待することとして、現在も可能である「移動体との通信」「業務にあったシ

ステムの構築」「一斉呼び出し」「通話料金が無料であること」「設置費用の低価格化」等が

挙げられた。さらに「秘話性」「優先通信の実装」「双方向通信（複信）」「安定した通話」

等の要望も多く挙げられている。 

ニーズ調査を行った結果を踏まえ、自営無線ブロードバンドシステムが用いられる利用

シーンを以下の分類に取りまとめた。 

① 公共交通機関の安全運行、乗客サービス向上 

  ⇒ 交通機関等 

② 作業現場での監視・制御、作業員への指示 

  ⇒ 港湾、工事現場、工場、農場等 

③ 人が集まるエリアでの業務運営の効率化、セキュリティ対策 

  ⇒ テーマパーク、ショッピングモール等 

 

これら①～③の分類を具体化した、8 つの利用シーンにおける自営無線ブロードバンドシ

ステムの利用方法や必要な機能・性能を以下に示す。 
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1.3.1  交通機関における利用シーン 

 

（a）利用シーン 

 

 
（b）サービスエリア図 

 
（c）主な要求条件 
機能 性能 

通信内容  
音声、データ、

映像 

通信速度  ～10Mbps 

収容端末台数  ～100 台 

サービスエリア 
交通機関 
沿線 

 

図 1.3-1 交通機関における利用シーン 

(a) 利用シーン 

車両内や踏切等にカメラを設置。本部ではカメラの映像を見ながら、列車運行状態

の監視制御、保守現場の作業員への連絡等を行う。保守現場では列車の通行の妨げに

ならないよう遠隔操作で保守機器を操作する。また、最新の運行情報やイベント情報

を駅構内や車両内のデジタルサイネージに表示し、お客様へ最新情報を提供する。安

定した運行や作業の安全確保と同時に、お客様への質の高い情報を配信する。 

(b) サービスエリア 

交通機関の線路沿線や整備工場等、交通機関が所有する敷地全域をサービスエリア

とする。線路沿線をサービスエリアとするような場合には、基地局アンテナに指向性

のあるものを用いる。また、トンネル（地下鉄）等で利用する場合には、漏洩同軸ケ

ーブル等を利用する。 

(c) 主な要求条件 

企業関係者間の連絡等に音声、データ、映像を通信することから、通信速度は概ね

10Mbps 程度が求められる。使用端末台数は 1 基地局エリアあたり 100 台とし、機能

は特定端末間通信、一斉配信及び重要通信を優先する通信制御が求められる。また、

相互乗り入れにおける同一システムでの対応や、緊急時のターミナル駅等における路

線・会社を超えた通信が求められている。 
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1.3.2  港湾における利用シーン 

 

（a）利用シーン 

 

 
（b）サービスエリア図 

 
（c）主な要求条件 
機能 性能 

通信内容  
音声、データ、

映像 

通信速度  ～10Mbps 

収容端末台数  ～50 台 

サービスエリア 2～10km 
 

図 1.3-2 港湾における利用シーン 

(a) 利用シーン 

出入口、クレーン作業所及びコンテナ運搬作業所等の港湾各所に監視カメラを設置

する。本部では、監視カメラの映像を確認すると共に、クレーンの遠隔操作も行う。

また、インターネットで得た気象情報・交通情報、風速計の測定結果を用いて、作業

員、港湾管轄内の船舶及び配送トラック等に指示するための音声一斉連絡等を行う。

さらに、港湾関係者及び関連企業に対して港湾業務連携サービスを行う。 

(b) サービスエリア 

港湾の敷地が広いことから、サービスエリアを 1 基地局でカバーできない場合には、

複数の基地局を用いてサービスを提供する。また、入出港する船舶との通信を実現す

るようなサービスエリアの設計も行う。 

(c) 主な要求条件 

港湾関係者間の連絡や港湾に出入りする業者との連絡に音声、データ及び映像を通

信することから、通信速度は概ね 10Mbps 程度が求められる。使用端末台数は港湾全

体で 50 台程度とし、一対一通信や一斉配信の機能、さらには秘話性や通信の確実性等

が求められる。 
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1.3.3  建設現場における利用シーン 

 

（a）利用シーン 

 

 
（b）サービスエリア図 

 
（c）主な要求条件 
機能 性能 

通信内容  
音声、データ、

映像 

通信速度 ～10Mbps 

収容端末台数  ～100 台 

サービスエリア 0.1km 
 

図 1.3-3 建設現場における利用シーン 

(a) 利用シーン 

建設現場内に設置された監視カメラの映像が本部に送られ、建機の稼働状況を確認、

無人建機の遠隔操作等を行う。また、風速計による測定の状況等の連絡は、音声で各

所に一斉配信される。さらに作業場では、作業員同士が音声連絡を取り合い、警備員

は出入口で資材の搬入状況等を作業員へ連絡する。これにより、安全かつ計画的に建

設作業が実施できる。 

(b) サービスエリア 

建設現場は他の利用シーンに比べてエリアが狭く、1 基地局で敷地をカバーすること

が可能である。建設現場によっては地下作業場もあることから、地下作業場もサービ

スエリアとするよう設計を行う。 

(c) 主な要求条件 

作業員同士の連絡に音声、建機操作のためのデータ通信及び建設現場監視のための

映像通信に用いることから、概ね 10Mbps 程度の通信速度が求められる。また、使用

端末台数は建設現場で働く作業員を考え 100 台程度とし、特定端末間通信や一斉配信

の機能が求められる。 
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1.3.4  無人化施工現場における利用シーン 

 

（a）利用シーン 

 

 
（b）サービスエリア図 

 
（c）主な要求条件 
機能 性能 

通信内容  データ、映像 

通信速度  ~10Mbps 

収容端末台数  ～10 台 

サービスエリア ～数 km 
 

図 1.3-4 無人化施工現場における利用シーン 

(a) 利用シーン 

崩落、転落及び転倒等の危険を伴う現場、製鉄所の溶鉱炉近傍で用いられている施

工機械の無線遠隔操作等を行う。目視による遠隔操作や現場本部から監視カメラを用

いた遠隔操作が考えられる。さらに、安全な遠隔地よりインターネットを利用して操

作を行うことも考えられる。安全対策上、オペレータが施工機械に搭乗出来ないケー

スにおいて、安全かつ迅速に作業を実施できる。 

(b) サービスエリア 

山岳や河川沿岸等の場合は数 km 程度の範囲をサービスエリアとし、製鉄所等の危険

作業を行う工場等では数百 m 程度の範囲をサービスエリアとする。山岳の場合、1 基

地局では見通しの確保出来ないこともあることから、必要に応じて複数の基地局によ

るエリア設計で対応する。 

(c) 主な要求条件 

無人化施工機械の操作のためのデータ通信に加え、操作に必要なリアルタイム映像

通信が必要であることから、10Mbps 以上の通信速度が求められている。端末台数は主

に無人化施工機械用の 10 台程度となる。  
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1.3.5  工場における利用シーン 

 

（a）利用シーン 

 

 
（b）サービスエリア図 

 
（c）主な要求条件 
機能 性能 

通信内容  
音声、データ、

映像 

通信速度  ～10Mbps 

収容端末台数  ～100 台 

サービスエリア 1km 
 

図 1.3-5 工場における利用シーン 

(a) 利用シーン 

工場内各所に監視カメラを設置し、本部で映像を確認する。本部から工場内の作業

員へ音声一斉連絡、工場内機器の遠隔操作及び配送トラックへ配送先情報・運搬ルー

トの指示等を行う。生産ラインでは作業員同士の音声連絡や機器の遠隔操作を行う。

倉庫内ではセンサーによって温度や湿度が管理され、携帯端末で在庫管理を行う。ま

た、監視カメラにより作業確認や盗難防止を図る。さらに、インターネット等より得

た顧客情報や気象情報を利用することで効率的な生産を行う。 

(b) サービスエリア 

自工場の敷地をサービスエリアとして設計することから、概ね 1km 程度のサービス

エリアとなる。敷地内には複数の建物があり、これら建物の陰となるような屋外場所

や建物内もサービスエリアとする。 

(c) 主な要求条件 

工場作業者間の連絡や工場に出入りする運送業者との連絡に音声、データ及び映像

を通信することとなる。音声やデータ通信を主に利用することから、通信速度は概ね

10Mbps 程度が求められる。使用端末台数は工場全体で 100 台程度とし、一対一通信

や一斉配信の機能、さらには秘話性や通信の確実性等が求められる。  
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1.3.7  テーマパークにおける利用シーン 

 

（a）利用シーン 

 

 
（b）サービスエリア図 

 
（c）主な要求条件 
機能 性能 

通信内容  
音声、データ、

映像 

通信速度  ～10Mbps 

収容端末台数  ～100 台 

サービスエリア 2km 
 

図 1.3-7 テーマパークにおける利用シーン 

(a) 利用シーン 

園内のデジタルサイネージに乗り物の待ち時間等の情報を表示し、お客様に提供す

る。パレード時には、パレード車両や周辺施設等の遠隔操作に加え、車両の位置情報

をスタッフに配信し、お客様の誘導等を行う。また、迷子が出た場合には、端末カメ

ラで迷子の顔を映像撮影し、スタッフ同士で連絡を取り合い、家族が映像を確認する。

さらに、本部でモニタカメラにより施設の状況を確認し、園内放送を行う。施設稼働

状況や気象・交通情報の配信によるお客様に対する質の高いサービス提供や安全な運

営を行う。 

(b) サービスエリア 

テーマパーク園内及び駐車場等敷地全体をサービスエリアとする。来客者が入れる

園内敷地にとどまらず、スタッフや倉庫等の企業関係者が働く場所もサービスエリア

とする。 

(c) 主な要求条件 

スタッフ間の音声連絡、パレード車両等の操作と位置情報の取得、園内情報の提供

を目的としたデータ通信を行うことから、通信速度は概ね10Mbps程度が求められる。

使用端末台数は 1 基地局あたり 100 台とし、特定端末間通信や一斉配信の機能が求め

られる。  





 

-13- 

 

1.4  自営無線ブロードバンドシステムの要求条件 

前節で示した各利用シーンから、自営無線ブロードバンドシステムに求められる条件を

以下にまとめる。 

通信種別での速度は、音声通信の場合は数十 kbps～、データ通信の場合は数百 kbps～、

映像（動画）の場合は数 Mbps～が必要であり、利用現場では音声・データ・映像の組み合

わせでの利用が考えられていることから、システム全体として 10Mbps～の通信速度が必要

になると考えられる。ただし、利用シーンによってはリアルタイムの映像通信が求められ

ないこともあり、数百 kbps～の通信速度でも可能な場合もある。 

音声、データ、映像には社外秘や安全確保に係る情報も含まれるので、関係者以外への

情報流出を阻止すると共に、外部からの不正アクセスを許さない秘話性及びセキュリティ

が重要視されるとともに、工場や港湾では資材等が夜間も保管されていることから、事故

や盗難に備えるための連続した監視が求められている。 

サービスエリアの規模はそれぞれの利用シーンによって求められる範囲が異なる。広い

敷地と考えられる港湾においては数 km 四方がエリアとなり、このエリア全域をカバーする

ような置局設計が必要になる。自営無線ブロードバンドシステムに求められる機能・性能

を表 1.4-1 にまとめる。 
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第2章  自営無線ブロードバンドシステムの候補システム 

前章で示した機能・性能を踏まえ、自営無線ブロードバンドシステムの候補システムを

選定する。 

2.1  通信方式の条件 

自営無線ブロードバンドシステムの通信方式については、周波数確保の容易性を勘案し、

送受信に同一周波数を使用する方式が適当である。 

 

2.2  候補システムの検討 

送受信に同一周波数を使用する方式であり、5MHz 又は 10MHz の帯域幅で運用可能な現

在規格化されている 8 システムについて、①現時点で調達が困難でないこと。また、導入

コストが高額にならないこと。②自営無線ブロードバンドシステムの要求条件と比較して、

オーバースペックにならないこと。を考慮し比較検討を行った結果、以下の 3 つの候補シ

ステムを選定した。各候補システムの技術的な比較を表 2.2-1 に示す。 

 

【検討したシステム】 

① モバイル WiMAX（IEEE802.16e） 

② 高度化モバイル WiMAX（WiMAX2） 

③ IEEE802.20 625k-MC 

④ 次世代 PHS（XGP） 

⑤ 高度化 XGP（AXGP） 

⑥ UMB-TDD 

⑦ E-UTRA TDD（LTE TDD） 

⑧ 無線 LAN（IEEE802.11 ベース） 

 

【自営無線ブロードバンドシステムの候補システム】 

① モバイル WiMAX（IEEE802.16e） 

（QoS サポートが充実。比較的低価格の機器が期待される。） 

② IEEE802.20 625k-MC （占有帯域幅を柔軟に設定可能である。） 

③ 無線 LAN（IEEE802.11 ベース） （低価格の機器が期待される。） 
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表 2.2-1 候補システムの技術比較 その 1 

項目 モバイル WiMAX IEEE802.20 625k-MC 無線 LAN 

標準化団体 IEEE802.16e IEEE802.20 IEEE802.11 

多重化方式 
OFDMA(↑) 

OFDM/TDM(↓) 
FDMA/TDMA/SDMA 

DSSS/CCK(IEEE802.11b) 

OFDM (IEEE802.11g/n) 

変調方式 
BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 

(BPSK,64QAM は↓のみ) 

BPSK,QPSK,8PSK,12QAM, 

16QAM,24QAM,32QAM,64QAM 

DBPSK,DQPSK,CCK(b)CCK, 

BPSK,QPSK,16QAM,64QAM(g) 

通信方式 TDD(FDD) TDD CSMA/CA 

空間多重 
（MIMO/SDMA） 

○ ○ 
△ 

(IEEE802.11n のみ) 

利用可能な周波数帯 6GHz 以下 3GHz 以下 1～3GHz 

占有周波数帯幅 
4.9MHz 

9.9MHz 

 1 キャリア : 600kHz 

5MHz システム : 8 キャリア  

10MHz システム : 16 キャリア 

10MHz 

理論上の下り最大 
通信速度（10MHz） 

37.5Mbps 48.8Mbps 
27.0Mbps(IEEE802.11g) 

65.0Mbps(IEEE802.11n)※1 

最大周波数利用効率※2 3.74bit/s/Hz 4.88bit/s/Hz 
2.7bit/s/Hz(IEEE802.11g)、 

6.5bit/s/Hz(IEEE802.11n) 

誤り訂正符号 
RS-CC、BTC(オプション) 

CTC(オプション)、LDPC(オプション) 

CC(畳み込み符号) 

軟判定ビタビ復号 

CC(畳み込み符号) 

ビタビ復号方式 

シンボル内インタリーブ 

QoS サポート 
5 種類のクラス 

（UGS,rtPS,ErtPS,nrtPS,BE） 
スロットの固定割当 EDCA,HCCA 

※1：GI=800ns、2 ストリーム、10MHz 時 
※2：最大周波数利用効率＝最大通信速度/チャネル帯域幅 
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表 2.2-1 候補システムの技術比較 その 2 

項目 モバイル WiMAX IEEE802.20 625k-MC 無線 LAN 

セキュリティ 

ユーザ 
認証 

EAP iTAP EAP-TLS(IEEE802.1x) 

暗号化 RSA,AES iSEC 

WEP 64/128bit (IEEE802.11) 

TKIP (WPA / IEEE802.11i) 

AES (IEEE802.11i) 

セル半径※3 ～3km ～5km ～100m 

移動性※3 ～120km/h ～120km/h 固定・ノマディック 

空中線電力※3 
基地局：20W 以下 

移動局：200mW 以下 

基地局：29W 以下 

移動局：158mW 以下  (Type A:Power  

Class 3 terminal カードタイプ) 

     500mW 以下 (Type B:Power  

class 2 terminal AC 電源タイプ) 

10mW/MHz 

空中線利得※3 
基地局：17dBi 以下 

移動局：2dBi 以下 

基地局：11dBi 以下 

移動局：4dBi 以下 
- 

遅延時間※4 64msec※5 60msec※6 43msec※7 

その他 

 NLOS 通信を想定したシステム  

 遅延変動に強い  

 干渉に対する耐性が強い  

 サブキャリアごとのグループ化可  

 規格準拠の装置開発により価格の低廉価  

 狭い帯域でもシステム構築が可能  

 VoIP サービスへの適合性が高い  

 オール IP ベースのネットワーク  

 通信品質（良）  

 ビット単価（低）  

 キャリアセンス等による周波数共用  

 インフラストラクチャモードとアドホ

ックモードの 2 種類  

 スムーズなネットワーク構成  

 汎用品が普及し安価  

※3：現行システム諸元での表記 
※4：現行システムでの参考遅延時間 
※5：packet size= 1500byte の ping 通信（Guideline 160msec 未満 ） 

WiMAX FORAM 「Mobile WiMAX –Part I:A Technical Overview and Performance Evaluation」 
※6：VoIP（音質 R 値 79）京セラ株式会社 ユビキタスフォーラム’09 「ワイヤレスブロードバンドの技術動向と国内外の活動事例」 
※7：距離 10m における 5 台同時接続時の ping 通信  総務省 北陸総合通信局 「高速無線ＬＡＮ技術等を活用した観光情報支援システ

ムに関する調査検討会」 
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2.3  候補周波数帯 

自営無線ブロードバンドシステムの候補周波数帯を以下の 4 点を考慮して選定する。 

① モバイルブロードバンドの機器調達に適した周波数（1～3GHz）の中から選定するこ

と。 

② 現時点での無線局割当て状況を踏まえ、一定（5MHz～10MHz 程度）の周波数帯域

が確保できる可能性があること（参考 図 2.3-1 電波の使用状況）。 

③ 周波数割当計画との適合性があること（国内分配の無線業務に移動業務が含まれてい

ること）。 

④ 周波数再編アクションプランを考慮すること。 

以上の点を踏まえ、表 2.3-1 に示す 6 つの候補周波数帯を選定し、詳細な周波数検討を行

うこととした。 

 

選定した 6 つの候補周波数帯及び隣接周波数帯には既に様々な無線局が存在することか

ら、自営無線ブロードバンドシステムの候補システムと既存無線局との共用検討を行う。

共用検討においては、既存無線局への影響を考慮する必要があり、 

① 使用場所の制約 

② 設置する無線局数の制限 

③ 送信電力等の制限 

等の条件が課せられる可能性がある。 
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総務省 電波利用ホームページより 

図 2.3-1 電波の使用状況（960MHz～3000MHz） 
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第3章  周波数共用検討 

3.1  検討に用いる手法 

共用検討は、下記の 2 つの手法を用いた干渉計算により検討を行う。 

① 干渉形態を想定し所要改善量の算出 

② 計算機シミュレーションによる干渉発生確率の算出 

なお、所要改善量の算出方法については、「情報通信審議会 情報通信技術分科会 広帯

域移動無線アクセスシステム委員会 報告書 2.5GHz 帯を使用する広帯域移動無線アク

セスシステムの技術的条件」（平成 18 年 12 月 21 日）を参考とする。 

共用検討を行うには、干渉量の定量化が必要であるため、干渉に関する諸元の設定を行

う。諸元には、無線設備規則、ARIB STD や国際規格で定義された諸元を引用する。また、

上記で定義されていない諸元については、商用機器のデータシートから適正な値を引用す

ることとする。共用検討を行う対象システムを表 3.1-1 に示す。なお、干渉の種類について

は、スプリアス干渉及び感度抑圧干渉とし、付属資料 3 に詳細を示す。 

表 3.1-1 共用検討対象システム 

システム区分 システム名 関連規定・規則 

候補システム 

（自営無線ブロード 

 バンドシステム） 

モバイル WiMAX 
 ARIB STD-T94 

 IEEE 802.16e-2005 

625k-MC  ARIB STD-T97 

無線 LAN 
 ARIB STD-T66 

 IEEE 802.11 

共用検討を行う 

システム 

デジタル MCA  ARIB STD-T32 

LTE  3GPP TS 36 

CDMA2000 

 3GPP2 IMT-2000 

 TELEC 特定無線設備の技術基準 

MC-CDMA 携帯無線通信陸上移動局 

ルーラル加入者系無線 

 TELEC 特定無線設備の技術基準 

ルーラル加入者無線 

 電波法施行規則 

 無線設備規則 

 電波法関連審査基準 

宇宙運用 

 ITU-R SA.609-2 

 ITU-R SA.1154 

 ITU-R SA.1155 

 ITU-R S.1432-1 

地域 WiMAX 
 IEEE 802.16-2004 

 ARIB STD-T94 

BWA（モバイル WiMAX）  IEEE 802.16e-2005 

BWA（高度化モバイル

WiMAX） 
 IEEE 802.16m 

BWA（高度化 XGP） 
 ITU-R M.1801 

 ARIB STD-T95 
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3.2  検討の手順 

周波数共用検討の具体的な手順を以下に示す。また、その流れを図 3.2-1 に示す。 

(１)  干渉検討に関する条件設定 

① 検討対象とする周波数とシステムを決めた上で想定される干渉形態を抽出 

② 発生原因が異なる複数の干渉の種類を抽出 

③ 検討対象とするシステムの諸元と干渉に関する諸元を調査 

(２) 干渉量の机上計算で得られる所要改善量による評価 

① 干渉の種類ごとに所要改善量の計算方法を定めると共に、代表的な干渉形態を

モデル化 

② モデル化した干渉形態を基に机上計算を行い、所要改善量を算出 

③ 机上計算から得られた所要改善量によって干渉の影響を評価 

(３)  干渉発生確率シミュレーションによる評価 

① 無線局が移動するものについては、モンテカルロ・シミュレーションから干渉

発生確率を算出 

② モンテカルロ・シミュレーションで得られた干渉発生確率によって干渉の影響

を評価 

③ 干渉発生確率での評価が適さない一部のシステムについては、所要改善量によ

る評価を実施 

(４)  実証試験による机上計算の妥当性の評価 

① 自営無線ブロードバンドシステムに提案されているシステムの実機を用いた実

証試験 

② 実証試験で得られた測定結果により机上計算で求められた所要改善量の妥当性

及び低減の可能性を評価 

③ 干渉発生確率の妥当性かつ低減の可能性を評価 

(５)  総合評価と周波数共用の検討 

① 干渉量の机上計算で得られた所要改善量、干渉発生確率、実証試験結果から求

めた所要改善量に基づき、干渉の影響を総合的に評価 

② 総合的な評価に基づき、システム間の周波数共用における課題を抽出 
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図 3.2-1 周波数共用検討の流れ  

(1)干渉検討に関する条件設定 

干渉形態／干渉の種類／システム諸元と干渉に関する諸元の調査 

(2) 干渉量の机上計算で得られる

所要改善量による評価 

所要改善量の算出と評価 

(3)干渉発生確率シミュレーション 

による評価 

モンテカルロ・シミュレーション 

による干渉発生確率の算出と評価 

(4)実証試験による机上計算の

妥当性の評価 

測定結果による机上計算の 

妥当性の評価 

(5)総合評価と周波数共用の検討 

所要改善量／干渉発生確率の総合評価 

周波数共用における課題の抽出 
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3.3.2  シミュレーションによる干渉発生確率の計算 

本検討では、干渉発生確率を算出するためのシミュレーションツールとして広く公開さ

れ、かつ携帯電話システムを中心として多くのシステムの干渉検討での使用実績を持つ

SEAMCAT（Spectrum Engineering Advanced Monte-Carlo Analysis Tool）1を使用する。 

本シミュレーションでは、まず、与干渉システム及び被干渉システムの各種諸元を設定

する。次に、システム間の距離と各システムの存在範囲、移動局の密度等を設定し、移動

局については所在位置をランダムに変化させる。移動局を無作為に配置したスナップショ

ットを 1 回の試行とし、試行を 2 万回実施する。各試行において、被干渉局における干渉

信号の受信電力値を算出する。最後に、干渉信号の受信電力値が予め定めた基準を満足し

ない試行を干渉発生と判定し、全試行に対する割合を干渉発生確率として評価した。

SEAMCAT の基本概念のイメージを図 3.3-2 に示す。なお、与干渉システムと被干渉シス

テム間の距離は、各システムの基地局間の距離を表している（以下、「離隔距離」という。）。 

 

 

図 3.3-2 SEAMCAT の基本概念 

 

  

                                                   
1 SEAMCAT は ITU-R Report SM.2028 に基づく 

Wt 

It 

Vr 

Wr 

被干渉リンクエリア 

Vr-Wt(被干渉リンク) 

与干渉リンクエリア 

It-Vr(干渉パス) 

It-Wr(与干渉リンク) 

Wt : Wanted Transmitter (被干渉送信局) 

Vr : Victim Receiver (被干渉受信局) 

It : Interference Transmitter (与干渉送信局) 

Wr : Wanted Receiver (与干渉受信局) 
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3.3.3  宇宙運用業務用無線局との干渉発生確率の計算 

宇宙運用業務用無線局との周波数共用検討における具体的な手順を以下に示す。ここで

自営無線ブロードバンドシステムの配置や衛星位置については、3.3.2 で示したシミュレー

ションツールを用いることとする。 

(１) 衛星との共用検討の手順 

① 日本全土を含むエリアを設定して、そのエリア内に N 局の自営無線ブロードバ

ンドシステムの基地局あるいは移動局を配置する。配置位置はモンテカルロ・

シミュレーションを用いる。 

② 静止衛星の場合はその衛星位置と①で配置した自営無線ブロードバンドシステ

ムとの位置関係を求めて干渉電力を計算する。周回衛星の場合は周回衛星が存

在する範囲内にモンテカルロ・シミュレーションにより周回衛星を配置して、

その周回衛星と①で配置した自営無線ブロードバンドシステムとの位置関係を

求めて干渉電力を計算する。伝搬モデルは自由空間伝搬モデルを使用する。 

③ 自営無線ブロードバンドシステムからの干渉電力は①で配置した N 局の自営無

線ブロードバンドシステムからの総合干渉電力を求めて、許容干渉電力と比較

する。 

④ N を変化させ、許容干渉電力を満たす N を求める。 

 

(２) 地球局との共用検討の手順 

① 日本全土を含むエリアを設定して、そのエリア内に N 局の自営無線ブロードバ

ンドシステムの基地局あるいは移動局を配置する。ただし、地球局から Xkm 以

遠に自営無線ブロードバンド局を配置する。配置位置はモンテカルロ・シミュ

レーションを用いる。 

② 周回衛星が存在する範囲内にモンテカルロ・シミュレーションにより周回衛星

を配置して、衛星地球局のアンテナ指向方向を求め、その衛星地球局と①で配

置した自営無線ブロードバンドシステムとの位置関係を求めて干渉電力を計算

する。伝搬モデルについては、地球局から水平線までの見通し内では自由空間

伝搬モデル、それ以遠では球面回折伝搬モデルを使用する。 

③ N や X を変化させて、許容干渉電力を満たす N を求める。 
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3.4  自営無線ブロードバンドシステムのモデル化 

3.4.1  共用検討におけるモデル化 

所要改善量の計算及びシミュレーションによる干渉発生確率の計算を実施するにあたり、

自営無線ブロードバンドシステムのモデルを定義する。図 3.4-1 に自営無線ブロードバンド

システムのモデルを示す。 

基地局空中線設置高は建物の屋上に設置されることから 30m とし、移動局空中線設置高

は人がハンドキャリーで使用するニーズが多いことから 1.5m とする。 

サービスエリア半径については、 

① 各利用シーンを基地局 1 局でカバー出来れば、設備投資の面で有利であること。 

② 基地局の送信電力を抑えることで、同一地域内に複数の自営無線ブロードバンド

システムを導入可能となること。 

を勘案し、工場、建設現場及びテーマパーク等、多くの利用シーンは半径 1km 以内であ

るので、1 基地局によるサービスエリア半径を 1km とする。これにより、現行の無線 LAN

（エリア 100m 程度）や構内 PHS（エリア 100m～500m 程度）との差別化が図られる。 

基地局の空中線電力は、通信回線設計1より距離 1km に必要な送信電力を各候補システム

について算出した結果 4W とし、基地局の空中線利得を 11dBi とする。回線設計における

伝搬損失モデルは、市街地・都市部で利用されることを考慮して拡張秦モデル（Urban）を

使用した。 

また、候補システムにおける基地局あたりの収容端末台数は 100 台程度であるので、端

末台数が多い利用シーンでは複数の基地局を配置することで対応する。複数の基地局を配

置することにより、基地局の送信電力を抑えることとなるため、基地局からの他システム

への干渉量については減少し、有利になると考えられる。 

なお、本モデルと異なるサービスエリア構成となる交通機関及び設置状況が異なる高層

ビル等高所の建設現場での利用については、別途検討することが望まれる。 

 

                                                   
1  最新デジタル移動通信 著者：立川敬二 
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3.4.3  共用検討時の条件 

自営無線ブロードバンドシステムの周波数共用検討時の条件を表 3.4-2 に示す。 

スロットのユーザ分割とは、1 スロットを使用するユーザ数を表している。モバイル

WiMAX、無線 LAN は 1 スロットを 1 ユーザで使用している。625k-MC は、1 スロットを

3 多重し、3 ユーザで使用している。送信 DUTY とは、基地局もしくは移動局が物理的な

回線を占有する時間率を表す。ここで、無線 LAN については、TDD 方式ではないが自営

無線ブロードバンドシステムの利用シーンにおいては、移動局側から映像等の通信が増え

ることを考慮して送信 DUTY をそれぞれ 0.5 とする。移動局稼働率とは、各システムの最

大収容台数を基準として、同一時刻に稼働している移動局の割合を表す。さらに、移動局

については端末を手に持って利用することを考慮して、付加損失（人体吸収損失）を 8dB

とする。 

 

表 3.4-2 自営無線ブロードバンドシステムの周波数共用検討時の条件 

 モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

基地局 移動局 基地局 移動局 基地局 移動局 

スロットのユーザ分割 1 1 3 3 1 1 

送信 DUTY 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

移動局稼働率※1 － 0.3 － 1 － 0.3 

付加損失※1 0dB 8dB 0dB 8dB 0dB 8dB 

※1：情報通信審議会 情報通信技術分科会 「2GHz 帯における TDD 方式を活用した移動
通信システムの技術的条件」を引用 
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第4章  自営無線ブロードバンドシステムの周波数共用検討 

4.1  候補システム間の周波数共用検討 

4.1.1  検討の目的 

自営無線ブロードバンドシステムは 3 つの異なるシステムを候補としている。同一周波

数帯において複数のシステムを使用する場合、使用状況によっては干渉が発生する場合が

ある。自営無線ブロードバンドシステムを複数の場所で繰り返し使用する場合に支障なく

運用することができる条件について検討を行う。 

 

4.1.2  検討の組み合わせ 

候補システム間の周波数共用検討を行う組み合わせを表 4.1-1 に示す。基地局－基地局間

の共用検討は所要改善量を用いて行う。その他の組み合わせについては、移動局が含まれ

るため、モンテカルロ・シミュレーションの干渉発生確率を用いて行う。 

 

表 4.1-1 共用検討の組み合わせ 

被干渉 

与干渉 

モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

基地局 移動局 基地局 移動局 基地局 移動局 

モバイル

WiMAX 

基地局 ※ ○ ○ ○ ○ ○ 

移動局 ○ ※ ○ ○ ○ ○ 

625k-MC 

基地局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

移動局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

無線 LAN 

基地局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

移動局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○：共用検討を行う組み合わせ 
※：TDD (Time Division Duplex)システムは、上り／下りの比率も一定のシステム間の

場合であって、タイミングが同期している場合は、基地局－基地局間及び移動局－
移動局間については送受のタイミングが完全に一致していることから干渉は発生し
ないため、容易に同期が可能なモバイル WiMAX については検討不要とした。 

  



 

-31- 

 

4.1.3  検討方法 

候補システム間の共用検討は、机上計算で干渉量が最も大きくなる候補周波数帯 A にお

いて行うこととする。全ての候補システムを中心周波数 1518MHz、帯域幅 5MHz として

検討する。 

基地局－基地局間における共用検討は、アンテナ設置高が高いことからお互いに見通し

がある環境を想定し、自由空間伝搬損失による評価を行う。その他の組み合わせにおける

共用検討においては、自営無線ブロードバンドシステムが設置される場所を 4 種の利用地

域（開放地、郊外地、市街地、都市部）に分けて共用検討を行う。それぞれの利用地域に

おいて、干渉発生確率が 3％台となる離隔距離を算出し、共用検討の基準値とする。 

 

4.1.3.1  基地局－基地局間の共用検討 

自営無線ブロードバンドシステムモデルのサービスエリア半径が 1km であることから、

お互いのサービスエリアが重ならない距離である 2km での検討を行う。なお、モバイル

WiMAX 同士については表 4.1-1 のとおり検討は行わない。 

表 4.1-2 に基地局間の所要改善量を示す。無線 LAN 基地局から 625k-MC 基地局間で最

大 45.5dB の所要改善量が必要となるが、一般的に空中線の設置場所及び設置条件（高さ・

向き）を調整することにより数～20dB 程度の改善が見込まれ、アンテナ指向性減衰により

数～20dB 程度の改善が見込まれることから、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。こ

のことから、基地局－基地局間は、離隔距離 2km で共用が可能と考えられる。 

 

表 4.1-2 所要改善量（基地局－基地局） 

      被干渉 

与干渉 モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

モバイル WiMAX － 40.5dB 19.6dB 

625k-MC 40.5dB 42.6dB 21.7dB 

無線 LAN 43.4dB 45.5dB 24.6dB 
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4.1.3.2  開放地における共用検討 

開放地における共用検討では伝搬モデルを拡張秦モデル（Rural）とする。検討結果を表

4.1-3 に示す。括弧内には各離隔距離における干渉発生確率を記載しており、表記のない場

合は 0％である。最大離隔距離は 13km となるが、システム間の組み合わせによっては距離

5km となる場合もある。 

表 4.1-3 開放地における検討結果 

      被干渉 

与干渉 

モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

基地局 移動局 基地局 移動局 基地局 移動局 

モバイル

WiMAX 

基地局 － 9km － 10km － 4km 

移動局 11km － 12km 3km 6km 
2km 

(0.4%) 

625k-MC 

基地局 － 10km － 
11km 
(1.9%) 

－ 5km 

移動局 10km 3km 11km 3km 
5km 

(0.2%) 
2km 

(0.2%) 

無線 LAN 

基地局 － 11km － 13km － 5km 

移動局 7km 
2km 

(2.9%) 
8km 3km 4km 

2km 
(0.1%) 

 

4.1.3.3  郊外地における共用検討 

郊外地における共用検討では伝搬モデルを拡張秦モデル（Suburban）とする。検討結果

を表 4.1-4 に示す。最大離隔距離は 5km となるが、システム間の組み合わせによっては距

離 2km となる場合もある。 

表 4.1-4 郊外地における検討結果 

      被干渉 

与干渉 

モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

基地局 移動局 基地局 移動局 基地局 移動局 

モバイル

WiMAX 

基地局 － 4km － 
4km 

(0.1%) 
－ 

2km 
(0.1%) 

移動局 4km － 4km 
2km 

(0.2%) 
2km 

(1.2%) 
2km 

(0.1%) 

625k-MC 

基地局 － 4km － 4km － 3km 

移動局 4km 
2km 

(0.1%) 
4km 

2km 
(0.1%) 

3km 
0km 

(2.3%) 

無線 LAN 

基地局 － 4km － 5km － 3km 

移動局 3km 
2km 

(0.1%) 
3km 

2km 
(0.1%) 

2km 
2km 

(0.1%) 
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4.1.3.4  市街地における共用検討 

市街地における共用検討では伝搬モデルを拡張秦モデル（Urban）とする。検討結果を表

4.1-5 に示す。最大離隔距離は 3km となるが、システム間の組み合わせによっては距離 2km

となる場合もある。 

表 4.1-5 市街地における検討結果 

      被干渉 

与干渉 

モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

基地局 移動局 基地局 移動局 基地局 移動局 

モバイル

WiMAX 

基地局 － 3km － 3km － 2km 

移動局 3km － 3km 
2km 

(0.2%) 
2km 

2km 
(0.1%) 

625k-MC 

基地局 － 3km － 3km － 2km 

移動局 3km 
0km 

(2.9%) 
3km 

1km 
(1.5%) 

2km 
0km 

(1.9%) 

無線 LAN 

基地局 － 3km － 2km － 2km 

移動局 2km 
2km 

(0.1%) 
2km 

2km 
(0.1%) 

2km 
2km 

(0.1%) 

 

4.1.3.5  都市部における検討 

都市部における共用検討では伝搬モデルを MS-BS 間伝搬、MS-MS 間伝搬とする。検討

結果を表 4.1-6 に示す。最大離隔距離は 2km となる。なお、MS-BS 間伝搬とは、都市部に

おける移動局と基地局間の伝搬モデルであり、MS-MS 間伝搬は都市部における移動局と移

動局間の伝搬モデルである。詳細については、付属資料 4 に示す。 

表 4.1-6 都市部における検討結果 

      被干渉 

与干渉 

モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

基地局 移動局 基地局 移動局 基地局 移動局 

モバイル

WiMAX 

基地局 － 2km － 2km － 
0km 

(0.9%) 

移動局 2km － 2km 
0km 

(1.1%) 
2km 

0km 
(0.2%) 

625k-MC 

基地局 － 2km － 2km － 2km 

移動局 2km 
0km 

(0.2%) 
2km 

0km 
(0.2%) 

1km 
(2.2%) 

0km 
(0.1%) 

無線 LAN 

基地局 － 2km － 2km － 2km 

移動局 2km 
0km 

(0.4%) 
2km 

0km 
(0.5%) 

2km 
0km 

(0.1%) 
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4.1.4  検討結果 

自営無線ブロードバンドシステムの候補システム間において、繰り返し使用する場合に

支障なく運用することができる条件を異なるシステム間並びに同一システム間に分けて整

理する。同一周波数帯を利用することから共用条件については離隔距離を定めることとな

る。基地局－基地局間における検討結果は離隔距離 2km で共用可能となったが、その他の

組み合わせにおける検討結果では離隔距離が 2km 以上必要となる。 

 

4.1.4.1  異なるシステム間における周波数共用条件 

異なるシステム間における共用条件としての離隔距離を図 4.1-1 に示す。開放地・郊外地

では、離隔距離が 4~13km 必要であり、市街地・都市部では、離隔距離が 2~3km 必要とな

る。 

 

 

図 4.1-1 異なるシステム間における周波数共用条件 

 

  

モバイル WiMAX 625k-MC 

無線 LAN 

 

開放地：12km 

郊外地： 4km 

市街地： 3km 

都市部： 2km 

開放地：11km 

郊外地： 4km 

市街地： 3km 

都市部： 2km 

開放地：13km 

郊外地： 5km 

市街地： 2km 

都市部： 2km 
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4.1.4.2  同一システム間における周波数共用条件 

同一システム間における共用条件としての離隔距離を図 4.1-2 に示す。各候補システムを

比較すると同様な値が得られているが、無線 LAN が最も近い距離で利用可能である。開放

地・郊外地では離隔距離が 3~11km 必要であり、市街地・都市部では離隔距離が 2~3km 必

要となる。異なるシステム間の結果と比較すると、開放地・郊外地での離隔距離が短くな

っている。 

 

  

 

図 4.1-2 同一システム間における周波数共用条件 

 

 

モバイル WiMAX 

625k-MC 

開放地：11km 

郊外地： 4km 

市街地： 3km 

都市部： 2km 

モバイル WiMAX 

開放地：11km 

郊外地： 4km 

市街地： 3km 

都市部： 2km 

625k-MC 

無線 LAN 

開放地： 5km 

郊外地： 3km 

市街地： 2km 

都市部： 2km 

無線 LAN 
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4.2.1  携帯電話（↓）（LTE）との共用検討結果 

表 4.2-3、表 4.2-4 に、ガードバンド 3MHz を設けた場合の携帯電話（↓）（LTE）との

共用検討結果を示す。LTE 基地局と自営無線ブロードバンドシステム基地局との共用検討

においては、離隔距離 60m において最大 36.4dB の所要改善量が必要となるが、一般的に

はスプリアス発射の実力値は規格値と比べて数～20dB 程度の改善が見込まれ、空中線の設

置場所及び設置条件（高さ・向き）を調整することにより数～20dB 程度の改善が見込まれ

ることから、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。干渉発生確率による共用検討にお

いては、離隔距離 0m でも干渉発生確率が十分低い値であることから共用が可能と考えられ

る。 

表 4.2-3 所要改善量による共用検討結果（ガードバンド 3MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

所要改善量 所要改善量 

携帯電話（↓） 

LTE 基地局 

自営無線 

基地局 

（60m） 

36.4dB 

(100m) 

18.3dB 

 

表 4.2-4 干渉発生確率による共用検討結果（ガードバンド 3MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

干渉発生確率 干渉発生確率 

自営無線 

基地局 

携帯電話（↓） 

LTE 移動局 

（0m） 

0.8% 

(0m) 

0.2% 

自営無線 

移動局 

携帯電話（↓） 

LTE 移動局 

(0m) 

0.4% 

(0m) 

0.0% 

携帯電話（↓） 

LTE 基地局 

自営無線 

移動局 

(0m) 

0.2% 

(0m) 

0.0% 

 

4.2.2  デジタル MCA（↓）との共用検討結果 

現在、1.5GHz 帯デジタル MCA サービスのサービスエリアは東名阪／九州（平成 26 年 3

月 31 日まで）のみであり、音声による通信等のサービス提供が行われている。デジタル

MCA（↓）は中継局、事務所等の指令局及びトラック等の移動局で構成される。 

表 4.2-5、表 4.2-6 にガードバンド 3MHz を設けた場合の共用検討結果を示す。所要改

善量による共用検討においては、離隔距離 200m において最大 43.2dB の所要改善量が必要

となるが、一般的にはスプリアス発射の実力値は規格値と比べて数～20dB 程度の改善が見

込まれ、空中線の設置場所及び設置条件（高さ・向き）を調整することにより数～20dB 程
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度の改善が見込まれることから、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。干渉発生確率

による共用検討においては、離隔距離 0m でも干渉発生確率が十分低い値であることから共

用が可能と考えられる。 

表 4.2-5 所要改善量による共用検討結果（ガードバンド 3MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

所要改善量 所要改善量 

自営無線 

基地局 

デジタル MCA 

指令局 

（200m） 

43.2dB 

（200m） 

21.5dB 

デジタル MCA 

中継局 

自営無線 

基地局 

（80m） 

34.9dB 

（80m） 

19.1dB 

 

表 4.2-6 干渉発生確率による共用検討結果（ガードバンド 3MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

干渉発生確率 干渉発生確率 

自営無線 

基地局 

デジタル MCA 

移動局 

(0m) 

3.0% 

(0m) 

0.1% 

自営無線 

移動局 

デジタル MCA 

指令局 

(0m) 

1.3% 

(0m) 

0.0% 

デジタル MCA 

移動局 

(0m) 

2.4% 

(0m) 

0.0% 

デジタル MCA 

中継局 

自営無線 

移動局 

(0m) 

0.1% 

(0m) 

0.0% 

 

4.2.3  移動衛星（↓）（インマルサット）との共用検討結果 

移動衛星（↓）（インマルサット）は静止軌道上の通信衛星を使用した通信であり、サー

ビスエリアは全国の陸上及び経済水域となる海上である。インマルサットの主な利用形態

としては、電話、データ通信のほか、海上での船舶通信、GMDSS 通信、災害時における

非常通信回線、ルーラル地域における臨時回線等がある。通信内容も音声、データ、FAX

等がある。また、インマルサットでは、利用できる通信内容や速度によって複数のサービ

ス（B、C、FB、BGAN、F 等）が用意されている。 

表 4.2-7 にガードバンド 3MHz を設けた場合の共用検討結果を示す。自営無線ブロード

バンドシステムが与干渉局の場合、スプリアス干渉は最大 58.8dB の所要改善量が必要とな

るが、空中線の設置場所及び設置条件（高さ・向き）を調整することにより、技術的に対

策が可能な範囲と考えられる。感度抑圧干渉は最大 14.2dB の所要改善量が必要となるが、

インマルサット B においては付図 5-3 より、35m 地点から±10m 程度離れると伝搬損失は
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20dB 程度改善されること及びインマルサットの受信フィルタ特性より、改善が見込まれる

ことから、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。 

インマルサット衛星が与干渉局の場合、スプリアス干渉は最大 10.2dB の所要改善量が必

要となるが、インマルサット衛星の送信フィルタの特性を考慮していないことから、技術

的に対策が可能な範囲と考えられる。 

表 4.2-7 所要改善量による共用検討結果（ガードバンド 3MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

所要改善量 所要改善量 

自営無線 

基地局 

インマルサット 

B 

（35m） 

49.7dB 

（35m） 

14.2dB 

インマルサット 

C 

（300m） 

24.8dB 

（300m） 

-2.7dB 

インマルサット 

F 

（50m） 

49.0dB 

（50m） 

-9.2dB 

インマルサット 

BGAN/FB 

（300m） 

50.3dB 

（300m） 

-0.7dB 

自営無線 

移動局 

インマルサット 

B 

（5m） 

44.7dB 

(5m) 

2.9dB 

インマルサット 

C 

（5m） 

36.4dB 

(5m) 

3.9dB 

インマルサット 

F 

（5m） 

41.3dB 

(5m) 

-3.4dB 

インマルサット 

BGAN/FB 

（5m） 

58.8dB 

(10m) 

2.8dB 

インマルサット 

第 4 世代衛星 

自営無線 

基地局 
1.3dB -58.1dB 

自営無線 

移動局 
10.2dB -61.6dB 

 

4.2.4  まとめ 

携帯電話（↓）及びデジタル MCA（↓）と自営無線ブロードバンドシステムのガードバ

ンド 3MHz を設けた場合の共用検討結果では、携帯電話（↓）において最大 36.4dB、デジ

タル MCA（↓）において最大 43.2dB の所要改善量が必要となるが、一般的にはスプリア

ス発射の実力値は規格値と比べて数～20dB 程度の改善が見込まれること、空中線の設置場

所及び設置条件（高さ・向き）を調整することにより数～20dB 程度の改善が見込まれるこ

とから、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。干渉発生確率による共用検討において

は、離隔距離 0m で干渉発生確率が十分低い値となる。 
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4.3.1  宇宙運用（↑）との共用検討結果 

宇宙運用（↑）には、①地球局→宇宙機（周回 LEO）、②地球局→宇宙機（静止）、③デ

ータ中継衛星→宇宙機（周回 LEO）が存在する。表 4.3-3 にガードバンド 0MHz での共用

検討結果を示す。宇宙運用（↑）との共用検討においては、被干渉局となる宇宙運用シス

テムの種類によって、共用可能な自営無線ブロードバンドシステム数が異なる。共用検討

結果の中で最小のシステム数が共用条件となり、①地球局→宇宙機（周回 LEO）において

モバイル WiMAX では 11,734 システム、625k-MC では 646,147 システム、無線 LAN では

42,096 システムとなる。ここで、１システムとは、1 基地局と 1 基地局に収容可能な移動

局を合わせたものとし、モバイル WiMAX 及び無線 LAN は 1 基地局及び 100 移動局で 1

システム、625k-MC は、1 基地局及び 69 移動局で 1 システムとする。 

なお、検討においては自営無線ブロードバンドシステムの装置のスプリアス発射の実力

値として 20dB 及び送信フィルタ特性として 20dB の減衰を考慮している。また、干渉許容

値には、他の業務の高調波、免許不要の無線設備、海外の無線局等の影響を考慮し、マー

ジンとして 3dB を見込む。本周波数帯へ自営無線ブロードバンドシステムを導入する場合

には、宇宙機に対して ITU-R で示されている基準値を超えないよう、適切に管理すること

が求められる。 

地球局から自営無線ブロードバンドシステムへの干渉については、候補周波数帯 C にお

いて周波数が重複した場合と同様であり、表 4.4-4に示すとおり離隔距離 75kmにおいて、

干渉発生確率が十分低い値となる。離隔距離が 75km 以下の場合は、伝搬路上の地形情報

及び地物情報を考慮し同等の伝搬損失となるように、空中線の設置場所及び設置条件（高

さ・向き）を調整することにより共用が可能と考えられる。 

 

表 4.3-3 宇宙運用（↑）との共用検討結果（ガードバンド 0MHz） 

モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

7,514,492 1,173,480 646,147 1,000 万 1,259,905 4,209,657 

11,734 システム 646,147 システム 42,096 システム 

※上段の左側数値は自営無線ブロードバンドシステムの基地局数、右側数値は移動局数 
※下段はシステム数 
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4.3.2  ルーラル加入者系無線との共用検討結果 

ルーラル加入者系無線システムは、山間部や離島等の地理的制約により、有線による加

入者回線の敷設が困難な地域において、これを無線により代替するシステムである。ルー

ラル加入者系無線には、①Point to Point 方式（以下、「P-P 方式」という。）、②Point to 

MultiPoint 方式（以下、「P-MP 方式」という。）が存在する。 

表 4.3-4、表 4.3-5 にガードバンド 0MHz での共用検討結果を示す。所要改善量による

共用検討においては、スプリアス干渉による所要改善量は離隔距離 10km で最大 23.8dB と

なるが、一般的にはスプリアス発射の実力値は規格値と比べて数～20dB 程度の改善が見込

まれること、空中線の設置場所及び設置条件（高さ・向き）を調整することにより数～20dB

程度の改善が見込まれることから、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。干渉発生確

率による共用検討においては、離隔距離 5km での干渉発生確率が十分低い値である。なお、

干渉発生確率は、自営無線ブロードバンドシステムの装置のスプリアス発射の実力値とし

て 20dB 及び送信フィルタ特性として 20dB の減衰を考慮している。このことから、ルーラ

ル加入者系無線と自営無線ブロードバンドシステムは離隔距離 10km で共用が可能と考え

られる。 

 

表 4.3-4 所要改善量による共用検討結果（ガードバンド 0MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 

所要改善量 

自営無線 

基地局 

P-P 方式 
（10km） 

23.8dB 

P-MP 方式 
（10km） 

14.8dB 

P-P 方式 
自営無線 

基地局 

（10km） 

4.1dB 

P-MP 方式 
自営無線 

基地局 

（10km） 

-11.7dB 
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表 4.3-5 干渉発生確率による共用検討結果（ガードバンド 0MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 

干渉発生確率 

自営無線 

移動局 

P-P 方式 
(5km) 

0.0% 

P-MP 方式 
(5km) 

0.0% 

P-P 方式 
自営無線 

移動局 

(5km) 

2.7% 

P-MP 方式 
(5km) 

0.0% 

 

4.3.3  まとめ 

宇宙運用（↑）と自営無線ブロードバンドシステムとの共用検討結果では、自営無線ブ

ロードバンドシステムの候補システムによって違いはあるが、共用可能なシステム数は、1

万~64 万システム程度となる。地球局からの離隔距離が 75km 以下の場合は、伝搬路上の

地形情報及び地物情報を考慮し同等の伝搬損失となるように、空中線の設置場所及び設置

条件（高さ・向き）を調整することにより共用が可能であると考えられる。 

ルーラル加入者系無線と自営無線ブロードバンドシステムとの共用検討においては、離

隔距離 10km で最大 23.8dB の所要改善量が必要となるが、一般的にはスプリアス発射の実

力値は規格値と比べて数～20dB 程度の改善が見込まれること、空中線の設置場所及び設置

条件（高さ・向き）を調整することにより数～20dB 程度の改善が見込まれることから、技

術的に対策が可能な範囲と考えられる。干渉発生確率による共用検討においては、離隔距

離 5km での干渉発生確率が十分低い値である。このことから、ルーラル加入者系無線と自

営無線ブロードバンドシステムは離隔距離 10km で共用が可能と考えられる。なお、本周

波数帯における干渉発生確率は、自営無線ブロードバンドシステムの装置のスプリアス発

射の実力値として 20dB 及び送信フィルタ特性して 20dB の減衰を考慮している。 

候補周波数帯 B において自営無線ブロードバンドシステムが利用可能な帯域は、宇宙運

用（↑）及びルーラル加入者系無線とのガードバンド 0MHz で 15MHz が適当といえる（図 

4.3-2 参照）。ただし、ルーラル加入者系無線との離隔距離を確保することや宇宙運用（↑）

に対して ITU-R で示されている基準値を超えないよう適切に管理することが求められる。

なお、下隣接となる IMT（衛星↑）の導入に対しては、改めて検討が必要である。 
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4.4.1  宇宙運用（↑）との共用検討結果 

表 4.4-3 に共用検討結果を示す。宇宙運用（↑）との共用検討においては、被干渉局と

なる宇宙運用システムの種類によって、共用可能な自営無線ブロードバンドシステム数が

異なる。共用検討結果の中で最小のシステム数が共用条件となり、①地球局→宇宙機（周

回 LEO）においてモバイル WiMAX では 3 システム、625k-MC では 19 システム、無線

LAN では 15 システムとなる。また、ITU-R で例示がある衛星高度 250km の検討結果につ

いても合わせて示す。ここで、１システムとは、1 基地局と 1 基地局に収容可能な移動局を

合わせたものとし、モバイル WiMAX 及び無線 LAN は 1 基地局及び 100 移動局で 1 シス

テム、625k-MC は、1 基地局及び 69 移動局で 1 システムとする。 

本周波数帯へ自営無線ブロードバンドシステムを導入する場合には、宇宙機に対して

ITU-R で示されている基準値を超えないよう、適切に管理することが求められる。なお、

干渉許容値は、ITU-R の基準に 3dB のマージンを考慮した値としている。表 4.4-4 に地球

局と自営無線ブロードバンドシステムとの共用検討結果を示す。離隔距離 75km において

干渉発生確率が十分低い値となる。離隔距離が 75km 以下の場合は、伝搬路上の地形情報

及び地物情報を考慮し同等の伝搬損失となるように、空中線の設置場所及び設置条件（高

さ・向き）を調整することにより共用が可能と考えられる。 

表 4.4-3 宇宙運用（↑）との共用検討結果（周波数重複） 

衛星高度 モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

180km 
92 388 19 3,818 28 1,528 

3 システム 19 システム 15 システム 

250km 
156 511 38 5,090 49 2,044 

5 システム 38 システム 20 システム 

※上段の左側数値は自営無線ブロードバンドシステムの基地局数、右側数値は移動局数 
※下段はシステム数 

 

表 4.4-4 地球局との共用検討結果（周波数重複） 

被干渉局 
モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

基地局 移動局 基地局 移動局 基地局 移動局 

干渉発生確率 1.9% 0.1% 2.1% 0.1% 1.0% 0.1% 
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4.4.2  ルーラル加入者系無線との共用検討結果 

表 4.4-5、表 4.4-6 に共用検討結果を示す。所要改善量による共用検討において、所要改

善量は離隔距離 50km で最大 38.8dB となるが、空中線の設置場所及び設置条件（高さ・向

き）を調整することにより数～20dB 程度の改善が見込まれること、アンテナ指向性減衰に

より数～20dB 程度の改善が見込まれることから、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。

干渉発生確率による共用検討においては、離隔距離 30km で十分低い値である。このこと

から、ルーラル加入者系無線と自営無線ブロードバンドシステムは離隔距離 50km で共用

が可能と考えられる。 

 

表 4.4-5 所要改善量による共用検討結果（周波数重複） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 

所要改善量 

自営無線 

基地局 

P-P 方式 
（50km） 

38.8dB 

P-MP 方式 
（50km） 

29.8dB 

P-P 方式 
自営無線 

基地局 

（50km） 

33.1dB 

P-MP 方式 
自営無線 

基地局 

（50km） 

17.2dB 

 

表 4.4-6 干渉発生確率による共用検討結果（周波数重複） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 

干渉発生確率 

自営無線 

移動局 

P-P 方式 
(30km) 

3.3% 

P-MP 方式 
(30km) 

0.0% 

P-P 方式 
自営無線 

移動局 

(30km) 

0.0% 

P-MP 方式 
(30km) 

0.0% 
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4.4.3  携帯電話（↓）（CDMA2000）との共用検討結果 

表 4.4-7、表 4.4-8 にガードバンド 3MHz を設けた場合の携帯電話（↓）（CDMA2000）

との共用検討結果を示す。CDMA2000 基地局と自営無線ブロードバンドシステム基地局と

の共用検討においては、離隔距離 60mにおいて最大 27.7dBの所要改善量が必要となるが、

一般的にはスプリアス発射の実力値は規格値と比べて数～20dB 程度の改善が見込まれる

こと、空中線の設置場所及び設置条件（高さ・向き）を調整することにより数～20dB 程度

の改善が見込まれることから、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。干渉発生確率に

よる共用検討においては、干渉発生確率が離隔距離 0m でも十分低い値であることから共用

が可能と考えられる。 

表 4.4-7 所要改善量による共用検討結果（ガードバンド 3MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

所要改善量 所要改善量 

携帯電話（↓） 

CDMA2000基地局 

自営無線 

基地局 

（60m） 

27.7dB 

(60m) 

14.9dB 

 

表 4.4-8 干渉発生確率による共用検討結果（ガードバンド 3MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

干渉発生確率 干渉発生確率 

自営無線 

基地局 携帯電話（↓） 

CDMA2000移動局 

（0m） 

0.4% 

(0m) 

0.0% 

自営無線 

移動局 

(0m) 

0.3% 

(0m) 

0.0% 

携帯電話（↓） 

CDMA2000基地局 

自営無線 

移動局 

(0m) 

0.1% 

(0m) 

0.0% 

 

4.4.4  まとめ 

宇宙運用（↑）と自営無線ブロードバンドシステムとの共用検討結果では、自営無線ブ

ロードバンドの候補システムによって違いはあるが、共用可能なシステム数は、3~19 シス

テムとなる。ここで、自営無線ブロードバンドシステムとルーラル加入者系無線が同一の

周波数帯を使用する場合は、宇宙運用（↑）への干渉はこの 2 システムの総合電力となる

ため、自営無線ブロードバンドシステムの共用可能なシステム数についてさらに詳細な検

討が必要となる。また、地球局からの離隔距離が 75km 以下の場合は、伝搬路上の地形情

報及び地物情報を考慮し同等の伝搬損失となるように、空中線の設置場所及び設置条件（高
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検討は地球局から 150km以遠に自営無線ブロードバンドシステムを設置したときの結果で

ある。②宇宙機(周回 LEO)→データ中継衛星との共用検討時は自営無線ブロードバンドシ

ステムの設置場所に制限はないが、宇宙機(周回 LEO)→地球局との共用検討結果と比較す

ると設置可能なシステム数が少なく、モバイル WiMAX では 102,239 システム、625k-MC

では 183,805 システム、無線 LAN では 65,950 システムとなる。ここで、１システムとは、

1 基地局と 1 基地局に収容できる全移動局を合わせたものとし、モバイル WiMAX 及び無線

LAN は 1 基地局及び 100 移動局で 1 システム、625k-MC は、1 基地局及び 69 移動局で 1

システムとする。なお、宇宙機(周回 LEO)→地球局との共用検討においては、離隔距離が

150km 以下の場合は、伝搬路上の地形情報及び地物情報を考慮し同等の伝搬損失となるよ

うに、空中線の設置場所及び設置条件（高さ・向き）を調整することにより共用が可能と

考えられる。 

表 4.5-4 に宇宙機(周回 LEO)と自営無線ブロードバンドシステムとの共用検討結果を示

す。干渉発生確率が十分低い値であることから共用が可能と考えられる。 

 

表 4.5-3 宇宙運用（↓）との共用検討結果（周波数重複） 

宇宙運用 モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

① 

694,000 1000 万 265,200 1000 万 240,400 1000 万 

694,000 265,200 240,400 

② 

1,683,216 1000 万 195,947 1000 万 468,424 6,595,059 

102,239 183,805 65,950 

①宇宙機(周回 LEO)→地球局 
②宇宙機(周回 LEO)→データ中継衛星 
※上段の左側数値は自営無線ブロードバンドシステムの基地局数、右側数値は移動局数 
※下段はシステム数 

 

表 4.5-4 宇宙機(周回 LEO)との共用検討結果（周波数重複） 

被干渉局 
モバイル WiMAX 625k-MC 無線 LAN 

基地局 移動局 基地局 移動局 基地局 移動局 

干渉発生確率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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4.5.2  ルーラル加入者系無線との共用検討結果 

表 4.5-5、表 4.5-6 に共用結果を示す。所要改善量による共用検討においては、所要改善

量は離隔距離50kmで最大38.3dBとなるが、一般的には空中線の設置場所及び設置条件（高

さ・向き）を調整することにより数～20dB 程度の改善が見込まれること、アンテナ指向性

減衰により数～20dB 程度の改善が見込まれることから、技術的に対策が可能な範囲と考え

られる。干渉発生確率による共用検討においては、干渉発生確率が十分低い値である。こ

のことから、ルーラル加入者系無線と自営無線ブロードバンドシステムは離隔距離 50km

で共用が可能と考えられる。 

 

表 4.5-5 所要改善量による共用検討結果（周波数重複） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 

所要改善量 

自営無線 

基地局 

P-P 方式 
（50km） 

38.3dB 

P-MP 方式 
（50km） 

29.3dB 

P-P 方式 
自営無線 

基地局 

（50km） 

32.4dB 

P-MP 方式 
自営無線 

基地局 

（50km） 

16.5dB 

 

表 4.5-6 干渉発生確率による共用検討結果（周波数重複） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 

干渉発生確率 

自営無線 

移動局 

P-P 方式 
(30km) 

3.7% 

P-MP 方式 
(50km) 

2.3% 

P-P 方式 
自営無線 

移動局 

(30km) 

0.0% 

P-MP 方式 
(50km) 

0.0% 
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表 4.6-2 干渉発生確率による共用検討組み合わせ 

種別 与干渉システム  被干渉システム 

干渉発生確率※1

による 

共用検討 

自営無線 基地局 → 

BWA 移動局（高度化 XGP） 

地域 WiMAX 移動局 

（WiMAX／高度化モバイルWiMAX） 

BWA 移動局（モバイル WiMAX／

高度化モバイル WiMAX） 

自営無線 移動局 → 

BWA 基地局／移動局 

（高度化 XGP） 

地域 WiMAX 基地局／移動局 

（WiMAX／高度化モバイルWiMAX） 

BWA 基地局／移動局 

（モバイル WiMAX／高度化 

モバイル WiMAX） 

BWA 基地局（高度化 XGP） → 自営無線 移動局 

BWA 移動局（高度化 XGP） → 自営無線 基地局／移動局 

地域 WiMAX 基地局 

（WiMAX／高度化モバイル

WiMAX） 

→ 自営無線 移動局 

地域 WiMAX 移動局 

（WiMAX／高度化モバイル

WiMAX） 

→ 自営無線 基地局／移動局 

BWA 基地局 

（モバイル WiMAX／高度化 

モバイル WiMAX） 

→ 自営無線 移動局 

BWA 移動局 

（モバイル WiMAX／高度化 

モバイル WiMAX） 

→ 自営無線 基地局／移動局 

※1：モンテカルロ・シミュレーション 
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4.6.1  BWA（高度化 XGP）との共用検討結果 

表 4.6-3、表 4.6-4 に、運用周波数を考慮してガードバンド 6.5MHz を設けた場合の BWA

（高度化 XGP）との共用検討結果を示す。所要改善量による共用検討においては、離隔距

離 70m において最大 29.2dB の所要改善量が必要となるが、一般的にはスプリアス発射の

実力値は規格値と比べて数～20dB 程度の改善が見込まれ、空中線の設置場所及び設置条件

（高さ・向き）を調整することにより数～20dB 程度の改善が見込まれることから、技術的

に対策が可能な範囲と考えられる。干渉発生確率による共用検討においては、干渉発生確

率が離隔距離 0m でも十分低い値であることから共用が可能と考えられる。なお、干渉発生

確率は、与干渉局のスプリアス発射の実力値として 20dB を考慮している。 

 

表 4.6-3 所要改善量による共用検討結果（ガードバンド 6.5MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

所要改善量 所要改善量 

自営無線 

基地局 

高度化 XGP 

基地局 

（70m） 

29.2dB 

（70m） 

-3.8dB 

高度化 XGP 

基地局 

自営無線 

基地局 

（70m） 

16.8dB 

（100m） 

14.9dB 

 

表 4.6-4 干渉発生確率による共用検討結果（ガードバンド 6.5MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

干渉発生確率 干渉発生確率 

自営無線 

基地局 

高度化 XGP 

移動局 

（0m） 

1.8% 

(0m) 

0.0% 

自営無線 

移動局 

高度化 XGP 

基地局 

（0m） 

0.0% 

(0m) 

0.0% 

高度化 XGP 

移動局 

(0m) 

0.4% 

(0m) 

0.0% 

高度化 XGP 

基地局 

自営無線 

移動局 

(0m) 

0.0% 

(0m) 

0.0% 

高度化 XGP 

移動局 

自営無線 

基地局 

(0m) 

1.1% 

(0m) 

0.0% 

自営無線 

移動局 

(0m) 

0.1% 

(0m) 

0.1% 
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4.6.2  地域 WiMAX との共用検討結果 

地域 WiMAX は開放地から都市部まで様々な地域で使用されており、自営無線ブロード

バンドシステムと周波数が重複することから、自営無線ブロードバンドシステム間の共用

検討と同じ手法を用いることとする。 

表 4.6-5 に各利用地域において干渉発生確率が 3％台以下となる所要離隔距離を示す。開

放地においては 18km、市街地では 5km の離隔距離を確保することで共用が可能となる。 

 

表 4.6-5 所要離隔距離（周波数重複） 

 地域 WiMAX 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX 16km 6km 5km 2km 

625k-MC 18km 6km 5km 2km 

無線 LAN 12km 6km 5km 2km 

 

4.6.3  地域 WiMAX（高度化モバイル WiMAX の場合）との共用検討結果 

地域 WiMAX が高度化モバイル WiMAX となる場合を想定した共用検討を行う。共用検

討は自営無線ブロードバンドシステム間の共用検討と同じ手法を用いることとする。 

表 4.6-6 に各利用地域において干渉発生確率が 3％台以下となる所要離隔距離を示す。開

放地においては 23km、市街地では 4km の離隔距離を確保することで共用が可能となる。 

 

表 4.6-6 所要離隔距離（周波数重複） 

 高度化モバイル WiMAX 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX 21km 7km 3km 2km 

625k-MC 23km 7km 4km 2km 

無線 LAN 17km 5km 3km 2km 

 

4.6.4  BWA（モバイル WiMAX）との共用検討結果 

表 4.6-7、表 4.6-8 に、運用周波数を考慮してガードバンド 2.5MHz を設けた場合の BWA

（モバイル WiMAX）との共用検討結果を示す。所要改善量による共用検討においては、離
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隔距離 70m において最大 32.0dB の所要改善量が必要となるが、一般的にはスプリアス発

射の実力値は規格値と比べて数～20dB 程度の改善が見込まれること、空中線の設置場所及

び設置条件（高さ・向き）を調整することにより数～20dB 程度の改善が見込まれることか

ら、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。干渉発生確率による共用検討においては、

離隔距離 0m でも干渉発生確率が十分低い値であることから共用が可能と考えられる。なお、

干渉発生確率は、与干渉局のスプリアス発射の実力値として 20dB を考慮している。 

 

表 4.6-7 所要改善量による共用検討結果（ガードバンド 2.5MHz） 

被干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

所要改善量 所要改善量 

自営無線 

基地局 

モバイル

WiMAX 

基地局 

（70m） 

32.0dB 

（100m） 

12.7dB 

モバイル

WiMAX 

基地局 

自営無線 

基地局 

（70m） 

22.0dB 

（70m） 

4.2dB 

 

表 4.6-8 干渉発生確率による共用検討結果（ガードバンド 2.5MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

干渉発生確率 干渉発生確率 

自営無線 

基地局 

モバイル

WiMAX 

移動局 

（0m） 

3.2% 

(0m) 

0.0% 

自営無線 

移動局 

モバイル

WiMAX 

基地局 

(0m) 

0.0% 

(0m) 

0.0% 

モバイル

WiMAX 

移動局 

(0m) 

1.6% 

(0m) 

0.0% 

モバイル

WiMAX 

基地局 

自営無線 

移動局 

(0m) 

0.0% 

(0m) 

0.0% 

モバイル

WiMAX 

移動局 

自営無線 

基地局 

(0m) 

0.0% 

(0m) 

0.0% 

自営無線 

移動局 

(0m) 

0.2% 

(0m) 

0.0% 
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4.6.5  BWA（高度化モバイル WiMAX）との共用検討結果 

BWA（高度化モバイル WiMAX）基地局は、モバイル WiMAX 基地局と同様の諸元であ

ることから、検討結果については 4.6.4 と同様となる。 

表 4.6-9 に高度化モバイル WiMAX 移動局との共用検討結果を示す。運用周波数を考慮

してガードバンド 2.5MHz を設けることで離隔距離 0m での干渉発生確率が十分低い値で

あることから共用が可能と考えられる。なお、干渉発生確率は、与干渉局のスプリアス発

射の実力値として 20dB を考慮している。 

表 4.6-9 干渉発生確率による共用検討結果（ガードバンド 2.5MHz） 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

干渉発生確率 干渉発生確率 

自営無線 

基地局 
高度化モバイル

WiMAX 

移動局 

（0m） 

3.7% 

(0m) 

0.0% 

自営無線 

移動局 

(0m) 

1.7% 

(0m) 

0.0% 

高度化モバイル

WiMAX 

移動局 

自営無線 

基地局 

(0m) 

0.0% 

(0m) 

0.0% 

自営無線 

移動局 

(0m) 

0.0% 

(0m) 

0.0% 

 

4.6.6  まとめ 

自営無線ブロードバンドシステムと BWA（高度化 XGP）は運用周波数を考慮してガード

バンド 6.5MHz を設け、BWA（モバイル WiMAX／高度化モバイル WiMAX）とは運用周

波数を考慮してガードバンド 2.5MHz 設けて共用検討を行った。BWA（高度化 XGP）にお

いて最大 29.2dB、BWA（モバイル WiMAX／高度化モバイル WiMAX）において最大 32.0dB

の所要改善量が必要となるが、一般的にはスプリアス発射の実力値は規格値と比べて数～

20dB 程度の改善が見込まれること、空中線の設置場所及び設置条件（高さ・向き）を調整

することにより数～20dB 程度の改善が見込まれることから、技術的に対策が可能な範囲と

考えられる。干渉発生確率による共用検討においては、離隔距離 0m での干渉発生確率が十

分低い値であることから共用が可能と考えられる。なお、干渉発生確率は、与干渉局のス

プリアス発射の実力値として 20dB を考慮している。 

地域 WiMAX と自営無線ブロードバンドシステム間においては周波数帯が重複すること

から、候補システム間の共用検討と同様に離隔距離を算出し、開放地において 18km、市街

地では 5km の離隔距離を確保することで共用が可能となる。また、地域 WiMAX が高度化
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4.7  候補周波数帯 F（2625.0MHz～2655.0MHz） 

候補周波数帯 F の周波数配置及び干渉形態を図 4.7-1 に示す。また、与干渉システムと被

干渉システムの共用検討組み合わせを表 4.7-1、表 4.7-2 に示す。なお、候補周波数帯 F

は周波数再編の動向を注視する必要がある。 

 

図 4.7-1 候補周波数帯 F の周波数配置及び干渉形態 

 

表 4.7-1 所要改善量による共用検討組み合わせ 

種別 与干渉システム  被干渉システム 

所要改善量

による 

共用検討 

自営無線 基地局 → 
BWA 基地局（モバイル WiMAX／

高度化モバイル WiMAX） 

BWA 基地局（モバイル WiMAX／

高度化モバイル WiMAX） 
→ 自営無線 基地局 

 

表 4.7-2 干渉発生確率による共用検討組み合わせ 

種別 与干渉システム  被干渉システム 

干渉発生確率※1

による 

共用検討 

自営無線 基地局 → 

BWA 移動局（モバイル WiMAX／

高度化モバイル WiMAX） 

移動衛星（↑）（N-STAR） 

自営無線 移動局 → 

BWA 基地局／移動局 

（モバイル WiMAX／高度化 

モバイル WiMAX） 

移動衛星（↑）（N-STAR） 

BWA 基地局（モバイル WiMAX／

高度化モバイル WiMAX） 
→ 自営無線 移動局 

BWA 移動局（モバイル WiMAX／

高度化モバイル WiMAX） 
→ 自営無線 基地局／移動局 

移動衛星（↑）（N-STAR） → 自営無線 基地局／移動局 

※1：モンテカルロ・シミュレーション 

候補周波数帯 

F 

BWA 

（モバイル WiMAX） 移動衛星(↑) 

2595.0 2625.0 2660.0 

【MHz】 

2690.0 2655.0 
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4.7.1  BWA（モバイル WiMAX／高度化モバイル WiMAX）との共用検討結果 

BWA（モバイル WiMAX／高度化モバイル WiMAX）との共用結果は、表 4.6-7～表 4.6-9

に示すとおり、ガードバンド 2.5MHz を設けることでスプリアス干渉及び感度抑圧干渉に

よる所要改善量は技術的に対策が可能な範囲と考えられる。また、離隔距離 0m での干渉発

生確率が十分低い値であることから共用が可能と考えられる。 

 

4.7.2  移動衛星（↑）（N-STAR）との共用検討結果 

移動衛星（↑）（N-STAR）は、移動体衛星通信サービス（以下、「WIDESTAR（ワイド

スター）」という。）として静止軌道上にある通信衛星（以下、「N-STAR」という。）を運用

し、電話、FAX 及びデータ通信を日本全土及び日本近海のサービスエリアに提供している。

WIDESTAR は、東経 132 度（d 号機）及び東経 136 度（c 号機）の 2 機の N-STAR で構

成されているが、共用検討においては、日本全土からみて衛星仰角が低仰角となり自営無

線ブロードバンドシステムからの干渉を受けやすい N-STAR d 号機について検討する。 

表 4.7-3 に共用検討結果を示す。運用周波数を考慮してガードバンド 5MHz を設け、共

用可能なシステム数を求めると、各候補システムのいずれも 1000 万システム以上となる。

表 4.7-4 に N-STAR 端末と自営無線ブロードバンドシステム基地局との共用検討結果を示

す。スプリアス干渉においては、所要改善量が 27.8dB となるが、空中線の設置場所の及び

設置条件（高さ・向き）を調整することにより、共用が可能と考えられる。表 4.7-5にN-STAR

端末と自営無線ブロードバンドシステム移動局との共用検討結果を示す。干渉発生確率が

十分低い値である。 

 

表 4.7-3 共用検討結果（ガードバンド 5MHz） 

被干渉局 

与干渉局 

モバイル
WiMAX 

625k-MC 無線 LAN 

N-STAR d 号機 1,000 万 1,000 万 1,000 万 

 

表 4.7-4 N-STAR 端末と自営無線ブロードバンドシステム基地局との共用検討結果 

与干渉局 被干渉局 
スプリアス干渉 感度抑圧干渉 

所要改善量 所要改善量 

N-STAR 

端末 

自営無線 

基地局 

[5MHz]：27.8dB 

[10MHz]：27.8dB 

[5MHz]：0.0dB 

[10MHz]：0.0dB 
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第5章  自営無線ブロードバンドシステムの候補システムにおける実証試験 

5.1  実証試験について 

5.1.1  目的 

自営無線ブロードバンドシステムの候補システムのうち、2 種類の無線システム（モバイ

ル WiMAX 方式及び 625k-MC 方式）を使用して相互の干渉試験を行い、その結果により机

上計算で求めた所要改善量及び干渉発生確率の妥当性の検証及び干渉低減の可能性につい

て検討することを目的とする。 

実証試験に用いる周波数は、自営無線ブロードバンドシステム導入の候補周波数帯で、

無線局が存在しない候補周波数帯 B（2010MHz~2025MHz）を使用する。なお、使用するシ

ステムの占有周波数帯域幅は 625k-MC が 2015.0MHz～2020.0MHz の 5MHz、モバイル

WiMAX が 2012.5MHz～2022.5MHz の 10MHz とする。 

 

5.1.2  実証試験場所 

自営無線ブロードバンドシステムの利用シーンとして、港湾や建設現場、工場、交通

機関、テーマパーク等での利用シーンがニーズ調査でまとめられていることを考慮し、

システム間干渉試験を実施する上で適した敷地、環境を検討した結果、千葉県市原市の

古河電気工業株式会社 千葉事業所内を試験フィールドとした。市原臨海工業地帯に位置

する工場であり、工場、港湾の利用シーンに合致した環境となっている。なお、試験フ

ィールド情報を表 5.1-1 に示す。 

 

表 5.1-1 試験フィールド情報 

項目 内容 

名称 古河電気工業株式会社 千葉事業所 

住所 千葉県市原市八幡海岸通 6 番地 

緯度 35 度 32 分 39 秒 

経度 140 度 06 分 26 秒 
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図 5.1-1 に試験フィールド外観写真を示す。工場敷地内は、1、2 階建ての建物が設備

の大半をしめるなか、地上高 30m 程度の建屋が数棟存在する。本試験では、5 階建て（地

上高 25.7m）の建物の屋上に 625k-MC 基地局又はモバイル WiMAX 基地局を設置し試験

を行う。空中線高及び敷地内の建物の状況は、周波数共用検討の前提条件として定義し

ている自営無線ブロードバンドシステムのモデルに近いものである。なお、基地局を設

置する建物の情報を表 5.1-2 に示す。 

 

 

図 5.1-1 試験フィールド外観 

 

表 5.1-2 建物情報 

項目 内容 

建物名称 古河電気工業株式会社 千葉事象所 FE センター 

建物高 25.7m 
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5.2  無線機仕様 

5.2.1  625k-MC 

(１) 基地局 

表 5.2-1 に 625k-MC 基地局概略仕様を示す。 

 

表 5.2-1 625k-MC 基地局概略仕様 

項目 仕様 

使用周波数 2015.0～2020.0MHz （5MHz 幅） 

通信方式 TDMA-TDD 

タイムスロット数 3 

上り/下り時間比率 2（下り）/1（上り） 

キャリア間隔 625kHz 

キャリア数 8 キャリア 

シンボルレート 500ksps 

フレーム長 5msec 

変調方式 
BPSK、QPSK、8PSK、12QAM、16QAM、24QAM 

による適応変調方式 

空中線電力※1 

1 アンテナ、SDMA 無、 

1 キャリアあたりの送信電力 
0.002W (3dBm) 

1 キャリアあたりの最大送信電力 0.072W (18.6dBm) 

8 キャリア合計の最大送信電力 0.29W (24.6dBm) 

受信レベル感度 

１キャリア（600kHz）に

おける電力値 

-108.6dBm ～ -94.6dBm 

※変調方式による 

装置サイズ 
Base Unit : 665(W)×900(H)×665(D)mm 

PA Unit : 422(W)×540(H)×222(D)mm ※ユニット単位 

装置質量 
Base Unit : 100kg 

PA Unit : 35kg 

使用環境 
温度 : -20 ～ 50℃ 

湿度 : 5 ～ 95% （結露なきこと） 

※1：今回使用した 625k-MC 基地局装置の空中線電力は、8 キャリア合計の最大送信電力
で 29W であるが、本試験フィールド内で干渉試験を実施するため、20dB の固定減衰
器で 0.29W に調整している。 
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また、625k-MC 基地局外観を図 5.2-1 に示す。なお、図 5.2-1 において右が 625k-MC

基地局のアンテナ及び PA、左が 625k-MC 基地局の BaseUnit である。 

 

図 5.2-1 625k-MC 基地局外観 

 

表 5.2-2 に 625k-MC 基地局のアンテナ概略仕様を示す。また、図 5.2-2 に 625k-MC

基地局のアンテナ放射パターン（垂直面）を示す。 

 

表 5.2-2 625k-MC 基地局のアンテナ仕様 

項目 仕様 

対応周波数 2015.0～2020.0MHz 

入力インピーダンス 50Ω 

利得 11.0 ± 1.5dBi 

ビーム幅 垂直 : 6°／水平 : 360° 

電気チルト 2° 

装置質量 約 1kg 

使用環境 
温度 : -20 ～ 55℃ 

湿度 : 95% （結露なきこと） 

 

図 5.2-2 625k-MC 基地局のアンテナ放射パターン（垂直面） 
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(２) 移動局 

625k-MC 移動局は、据え置きタイプ（UTD、UTW）と USB タイプ（UTU）の 3 種

類を使用した。それぞれの概略仕様及び外観を下記に示す。 

 

表 5.2-3 625k-MC 移動局(UTD)概略仕様 

項目 仕様 

モデル User Terminal Desktop type (UTD) 

使用周波数 2015.0～2020.0MHz 

送信出力 最大 27dBm 

データレート 
下り：最大 1061kbps 

上り：最大 346kbps 

PC インターフェース USB1.1 or 10BaseT 

アンテナ コリニアアンテナ (4dBi) 

受信レベル感度 

１キャリア（600kHz）における電力値 

-107.5dBm ～ -91.6dBm 

※変調方式による 

装置サイズ 110(W)×160(H)×37.5(D)mm 

装置質量 280g 

消費電力 最大 6W 

使用環境 温度 : 0 ～ 40℃ 

 

 

図 5.2-3 625k-MC 移動局(UTD)外観 
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表 5.2-4 625k-MC 移動局(UTU)概略仕様 

項目 仕様 

モデル User Terminal USB type (UTU-03) 

使用周波数 2015.0～2020.0MHz 

送信出力 最大 22dBm 

データレート 
下り：最大 1061kbps 

上り：最大 346kbps 

PC インターフェース USB1.1 

アンテナ ヘリカルアンテナ （0dBi） 

受信レベル感度 

１キャリア（600kHz）における電力値 

-107.5dBm ～ -91.6dBm 

※変調方式による 

装置サイズ 39(W)×85(H)×12(D)mm 

装置質量 38g 

消費電力 最大 2.5W 

使用環境 温度 : 0 ～ 40℃ 

 

 

図 5.2-4 625k-MC 移動局(UTU)外観 
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表 5.2-5 625k-MC 移動局(UTW)概略仕様 

項目 仕様 

モデル User Terminal 2Mbps Desktop type (UTW) 

使用周波数 2010～2020MHz 

送信出力 最大 30dBm 

データレート 
下り：最大 2122kbps 

上り：最大 692kbps 

PC インターフェース 10BaseT 

アンテナ コリニアアンテナ(4dBi) ×2 

受信レベル感度 

１キャリア（600kHz）における電力値 

-107.5dBm ～ -91.6dBm 

※変調方式による 

装置サイズ 165(H)×100(H)×40(D)mm 

装置質量 320g 

消費電力 最大 14W 

使用環境 温度 : 0 ～ 40℃ 

 

 

図 5.2-5 625k-MC 移動局(UTW)外観 
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5.2.2  モバイル WiMAX 

本実証試験においては IEEE802.16e に準拠した日本国内地域バンド向けモバイル

WiMAX 装置(中心周波数 2587MHz)を 2017.5MHz へ周波数変換した装置を使用した。 

 

(１) 基地局 

表 5.2-6 にモバイル WiMAX 基地局概略仕様及び図 5.2-6 にモバイル WiMAX 基地局

外観を示す。 

表 5.2-6 モバイル WiMAX 基地局概略仕様 

項目 仕様 

型名 NTF-302-AC 

通信規格 IEEE802.16e 

中心周波数 2017.5MHz（10MHz 幅） 

送信電力 最大 24dBm 

消費電力 最大 200W 

寸法 308(H)×468(W)×184(D) mm 

装置質量 24kg 以下 

温度範囲 -20～+50℃ 

 

 

図 5.2-6 モバイル WiMAX 基地局外観 
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本実証試験におけるモバイルWiMAX基地局の周波数変換部の構成を図 5.2-7に示す。 

 

 

図 5.2-7 周波数変換部の構成図(モバイル WiMAX 基地局) 

 

 モバイル WiMAX 用アンテナは下記の垂直・水平の偏波 MIMO アンテナ及び無指向

性アンテナを試験内容に合わせて使用した。 

 

表 5.2-7 モバイル WiMAX アンテナ仕様① 

項目 仕様 

空中線形式 MIMO 対応 1 パッチ V/H2 偏波型平面アンテナ 

型名 AT1269 

周波数 2012.5MHz～2022.5MHz 

利得 垂直偏波：公称 9dBi / 水平偏波：公称 9dBi 

半値幅 垂直面：約 60 度 / 水平面：約 60 度 

入力インピーダンス 50Ω 

定在波比 2.0 以下 

最大入力電力 3W 

装置質量 350g 
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図 5.2-8 AT1269 アンテナパターン(E 面) 

 

図 5.2-9 AT1269 アンテナパターン(H 面) 

 

表 5.2-8 モバイル WiMAX アンテナ仕様② 

項目 仕様 

空中線形式 MIMO 対応 4 パッチ V/H2 偏波型平面アンテナ 

型名 AT1270 

周波数 2012.5MHz～2022.5MHz 

利得 垂直偏波：公称 15dBi / 水平偏波：公称 15dBi 

半値幅 垂直面：約 30 度 / 水平面：約 30 度 

入力インピーダンス 50Ω 

定在波比 2.0 以下 

最大入力電力 3W 

装置質量 800g 
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図 5.2-10 AT1270 アンテナパターン(E 面) 

 

図 5.2-11 AT1270 アンテナパターン(H 面) 

 

表 5.2-9 モバイル WiMAX アンテナ仕様③ 

項目 仕様 

空中線形式 無指向性コリニア型アンテナ 

型名 AT1258 

周波数 2012.5MHz～2022.5MHz 

利得 公称 4dBi 

半値幅 E 面：約 35 度 

入力インピーダンス 50Ω 

定在波比 2.0 以下 

最大入力電力 3W 

装置質量 500g 
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図 5.2-12 AT1258 アンテナパターン(E 面) 

 

図 5.2-13 AT1258 アンテナパターン(H 面) 

 

(２) 移動局 

表 5.2-10 にモバイル WiMAX 移動局概略仕様及び図 5.2-14 にモバイル WiMAX 移動

局外観を示す。 

 

表 5.2-10 モバイル WiMAX 移動局概略仕様 

項目 仕様 

型名 IMW-C220W 

通信規格 IEEE802.16e 

周波数 2012.5MHz～2022.5MHz 

データ転送速度 DL：10Mbps / UL：4Mbps 

変調方式 QPSK、16QAM、64QAM 

送信電力 最大 10dBm 

最大入力電力 20W 

寸法 116mm(L)×245mm(W)×30mm(T) 

装置質量 400g 
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図 5.2-14 モバイル WiMAX 移動局外観 

 

本実証試験におけるモバイルWiMAX移動局の周波数変換部の試験構成を図 5.2-15に

示す。 

 

 

図 5.2-15 周波数変換部の構成図(モバイル WiMAX 移動局) 
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5.3  試験系構成 

5.3.1  625k-MC 

本実証試験における 625k-MC 試験構成図を図 5.3-1 に示す。 

 

 

図 5.3-1 試験構成図(625k-MC) 

 

625k-MC 基地局を設置した FE センター外観を図 5.3-2 に示す。 

 

図 5.3-2 FE センター外観 

 

FE センター屋上に基地局アンテナ及び BaseUnit を設置し、また FE センター内の一室

であるペントハウス内に送受信パケットのルーティングを行う PDSN、認証システムとし

て Linux（RADIUS）サーバを設置した。 
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5.3.2  モバイル WiMAX 

本実証試験におけるモバイル WiMAX 試験構成図を図 5.3-3 に示す。 

 

図 5.3-3 試験構成図(モバイル WiMAX) 

 

FE センター屋上又は車両にモバイル WiMAX 基地局装置、アンテナ及び認証サーバを設

置した。 

 

5.4  試験項目 

本実証試験では、モバイル WiMAX と 625k-MC のシステム間干渉試験を実施し、干渉

結果について検討を行う。システム間干渉試験は、モバイル WiMAX 及び 625k-MC の両シ

ステムを同時に使用した表 5.4-1 の 8 通りの組み合わせ（パターン A～H）を実施した。な

お、それぞれのシステムを単独で使用した場合の性能評価「基礎試験」については、付属

資料 8 に示す。 
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表 5.4-1 干渉試験組み合わせ 

組み合わせ 与干渉局  被干渉局 

パターン A モバイル WiMAX 基地局 → 625k-MC 基地局 

パターン B モバイル WiMAX 移動局 → 625k-MC 基地局 

パターン C モバイル WiMAX 基地局 → 625k-MC 移動局 

パターン D モバイル WiMAX 移動局 → 625k-MC 移動局 

パターン E 625k-MC 基地局 → モバイル WiMAX 基地局 

パターン F 625k-MC 移動局 → モバイル WiMAX 基地局 

パターン G 625k-MC 基地局 → モバイル WiMAX 移動局 

パターン H 625k-MC 移動局 → モバイル WiMAX 移動局 

 

各パターンにおいて組み合わせ以外の無線局間で干渉が発生しない位置に配置する。例

えばパターン A の場合、試験の組み合わせとなっていない「モバイル WiMAX 移動局」の

電波が 625k-MC システムに影響しない位置、「625k-MC 移動局」の電波がモバイルWiMAX

システムに影響しない位置にそれぞれ配置する。パターン A～H の干渉試験構成を図 5.4-1

～図 5.4-4 に示す。 
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図 5.4-1 モバイル WiMAX 基地局⇔625k-MC 基地局干渉試験構成(パターン A、E) 

 

図 5.4-2 モバイル WiMAX 移動局⇔625k-MC 基地局間干渉試験構成(パターン B、G) 

 

図 5.4-3 モバイル WiMAX 基地局⇔625k-MC 移動局間干渉試験構成(パターン C、F) 
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図 5.4-4 625k-MC 移動局⇔モバイル WiMAX 移動局間干渉試験構成(パターン D、H) 

 

また、それぞれの干渉試験の組み合わせにおける空中線設置高を表 5.4-2 に示す。なお、

モバイル WiMAX 基地局は、離隔距離の調整及び組み合わせ以外の干渉が発生しない配置

とするため、地上に設置して試験を行った。 

 

表 5.4-2 干渉試験時の空中線設置高 

  
モバイル WiMAX 625k-MC 

基地局 移動局 基地局 移動局 

パターン A 2m 2m 28m 2m 

パターン B 2m 2m 28m 2m 

パターン C 2m 2m 28m 2m 

パターン D 2m 2m 28m 2m 

パターン E 2m 2m 28m 2m 

パターン F 2m 2m 28m 2m 

パターン G 2m 2m 28m 2m 

パターン H 2m 2m 28m 2m 
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5.5  システム間干渉試験 

5.5.1  パターン A  (モバイル WiMAX 基地局→625k-MC 基地局) 

(１) 試験方法 

モバイル WiMAX 基地局が 625k-MC 基地局に与える干渉試験を行った。 

モバイル WiMAX 基地局を車両に設置し、テストモードに設定して下り信号のみが送

信されるようにし、図 5.5-2 に示す測定ポイント A-1 から A-3 において電波を発射し、

625k-MC 基地局におけるモバイル WiMAX 基地局からの干渉の状況を測定する。機器配

置イメージを図 5.5-1 に示す。各測定点においてモバイル WiMAX 基地局の電波を発射

した際に 625k-MC が通信可能となるかということに加え、端末側受信電力、スループッ

ト、R 値及び変調方式を測定する。また、625k-MC 基地局位置で、スペクトラムアナラ

イザを用いて干渉波電力(帯域幅 10MHz、625kHz)を測定する。 

本試験では、各測定ポイントについて測定した上りスループットが 0.5Mbps を下回っ

た時を干渉発生として判定した。これは今回 625k-MC 移動局を設置したポイントがエリ

ア端であることから、干渉有無を判定するスループットが、時間により変動しているこ

と、近くで車が通るなどの場合においてもスループットが低下することなど、干渉によ

らない変動を考慮に入れた。 

 

図 5.5-1 機器配置イメージ(パターン A) 

(２) 測定結果 

① モバイル WiMAX 基地局を停波した状態での測定を行う。 

② モバイル WiMAX 基地局を稼働させ 625k-MC 基地局が受ける影響の測定を行う。測

定ポイントを図 5.5-2 に示す。いずれのポイントも 625k-MC 基地局とモバイル

WiMAX 基地局間の見通しは良好である。なお、本測定においてはモバイル WiMAX

基地局から 625k-MC 基地局への影響をより強めるため無指向性コリニア型アンテナ

に加えて、高利得の指向性アンテナも使用した。 
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①、②の測定結果を表 5.5-1 に示す。 

 

図 5.5-2 測定ポイント（パターン A） 

 

表 5.5-1 測定結果一覧（パターン A） 

測定ポイント 
干渉源 
なし 

A-1 A-2 A-3 

与干渉局 

空中線利得[dBi] 
- 4 4 9 15 4 15 

距離[m] - 360 170 80 

625k-MC 通信可否 - 通信可 通信可 通信可 

端末側受信電力[dBm] -94 -94 -94 -94 -94 -93 -94 

下りスループット
[kbps] 

1722 1666 1720 985 657 1586 1191 

上りスループット
[kbps] 

535 527 549 180 138 469 431 

下り R 値 79.42 79.40 79.32 79.20 79.21 79.24 79.22 

上り R 値 79.40 79.35 79.22 79.18 79.16 79.22 79.15 

変調方式(下り) 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 

変調方式(上り) 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 

干渉波電力[dBm] 

/10MHz 
- 

-72.4 

(-66.9) 

-61.5 

(-67.5) 

-49.3 

(-55.3) 

-44.4 

(-50.4) 

-65.1 

(-76.3) 

-51.0 

(-62.2) 

干渉波電力[dBm] 

/625kHz 
- 

-83.9 

(-78.4) 

-73.8 

(-79.8) 

-60.0 

(-66.0) 

-55.3 

(-61.3) 

-79.0 

(-90.2) 

-62.4 

(-73.6) 
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※帯域内電力の括弧内数値は、625k-MC 基地局位置においてコリニア型アンテナを使

用し、スペクトルアナライザで計測した電力値を 625k-MC 基地局アンテナの利得、

放射パターン、給電線損失により補正した値である。 

 

ポイント A-1、A-2 においてモバイル WiMAX 基地局のアンテナに 4dBi の無指向性コ

リニアアンテナを用いた場合にはほとんど影響を受けることなくスループットや変調方

式に変化は見られなかった。しかし、ポイント A-3 及びモバイル WiMAX 基地局のアン

テナをより高利得な指向性アンテナに変更した所、スループットが半減するなど影響を

大きく受ける結果となった。 

ほとんど影響を受けていない結果のうち、干渉波電力が高いポイント A-1（アンテナ利

得 4dBi）の-66.9dBm（10MHz 幅）を、干渉を受けない受信電力と想定する。 

自営無線ブロードバンドシステムの周波数共用検討におけるモデルによる所要離隔距

離を、拡張秦モデル（Suburban）で計算した結果を表 5.5-2 に示す。 

 

表 5.5-2 自営無線ブロードバンドシステムのモデルによる所要離隔距離(パターン A) 

 条件 ポイント A-1（4dBi） 

モバイル WiMAX 基地局 

送信電力 4 W 

送信給電線損失 5 dB 

送信空中線利得 11 dBi 

送信空中線高 30 m 

伝搬損失 118.9 dB 

625k-MC 基地局 

受信空中線利得 11 dBi 

受信給電線損失 1 dB 

受信空中線高 30 m 

受信電力 /10MHz -66.9 dBm 

所要離隔距離 1700m 

 

以上により、本試験におけるモバイル WiMAX 基地局から 625k-MC 基地局への干渉時

に必要となる離隔距離は、1700m という結果となった。 
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5.5.2  パターン B (モバイル WiMAX 移動局→625k-MC 基地局) 

(１) 試験方法 

モバイル WiMAX 移動局が 625k-MC 基地局に与える干渉試験を行った。 

モバイルWiMAX基地局の電波が625k-MCに影響を与えない位置を確保することが困

難であることからモバイル WiMAX 基地局‐モバイル WiMAX 移動局間の下り方向の系

統は有線で接続し、上り方向のみを空中線に出力し 625k-MC 基地局への干渉検討を行っ

た。構成図を図 5.5-3 に示す。 

 

図 5.5-3 試験構成図（パターン B） 

 

 図 5.5-5 に示す測定ポイント B-1 から B-5 においてモバイル WiMAX 移動局から電

波を発射し、625k-MC 基地局におけるモバイル WiMAX 移動局からの干渉の状況を測定

する。機器配置イメージを図 5.5-4 に示す。 

各測定点においてモバイルWiMAX移動局の電波を発射した際に625k-MCが通信可能

となるかということに加え、端末側受信電力、R 値、スループット、変調方式を測定する。

また、625k-MC 基地局位置で、スペクトラムアナライザを用いて干渉波電力(帯域幅

10MHz、625kHz)を測定する。 

本試験での干渉発生の判定基準はパターン A と同様に、スループットが 0.5Mbps を下

回ったときとする。 
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図 5.5-4 機器配置イメージ(パターン B) 

 

(２) 測定結果 

① モバイル WiMAX 移動局を停波した状態での測定を行う。 

② モバイル WiMAX 移動局を稼働させ 625k-MC 基地局が受ける影響の測定を行う。測

定ポイントを図 5.5-5 に示す。 

①、②の測定結果を表 5.5-3 に示す。 

 

図 5.5-5 測定ポイント（パターン B） 
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表 5.5-3 測定結果一覧（パターン B） 

測定ポイント 
干渉源
なし 

B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 

距離[m] - 510 315 280 150 80 

625k-MC 通信可否 - 通信可 通信可 通信可 通信可 通信可 

端末側受信電力[dBm] -95 -95 -96 -93 -94 -94 

下りスループット[kbps] 1838 1762 1659 1591 1635 672 

上りスループット[kbps] 515 511 495 411 416 275 

下り R 値 79.33 79.21 79.26 79.59 79.28 79.35 

上り R 値 79.26 79.23 79.55 78.44 79.39 78.77 

変調方式(下り) 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 

変調方式(上り) 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 

干渉波電力[dBm]/10MHz - 
-69.9 

(-64.9) 

-55.9 

(-50.4) 

-58.8 

(-54.3) 

-61 

(-67.2) 

-57.1 

(-66.0) 

干渉波電力[dBm]/625kHz - 
-84.4 

(-78.4) 

-68.9 

(-63.4) 

-68.9 

(-64.4) 

-73.4 

(-79.6) 

-69.8 

(-78.7) 

※帯域内電力の括弧内数値は、625k-MC 基地局位置において、コリニアアンテナを使

用しスペクトルアナライザで計測した電力値を、625k-MC 基地局アンテナの利得、

放射パターン、給電線損失により補正した値である。 

 

ポイント B-1、B-2、B-3、B-4 においては、上り下りのスループットに若干の低下が見

られるが、これは、625k-MC 移動局の位置が 625k-MC のサービスエリア端であること

が原因と考えられる。ポイント B-5 では、スループットが大きく低下した。 

スループットが 0.5Mbps を超えているポイント B-1 の-64.9dBm（10MHz 幅）を干渉

の受けない受信電力と想定する。 

自営無線ブロードバンドシステムのモデルによる所要離隔距離を、拡張秦モデル

（Suburban）で計算した結果を表 5.5-4 に示す。 
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表 5.5-4 自営無線ブロードバンドシステムのモデルによる所要離隔距離(パターン B) 

 条件 ポイント B-1 

モバイル WiMAX 移動局 

送信電力 0.2W 

送信給電線損失 0dB 

送信空中線利得 2dBi 

送信空中線高 1.5 m 

伝搬損失 99.9 dB 

625k-MC 基地局 

受信空中線利得 11 dBi 

受信給電線損失 1 dB 

受信空中線高 30 m 

受信電力 /10MHz -64.9 dBm 

所要離隔距離 45m 

 

以上により、本試験におけるモバイル WiMAX 移動局から 625k-MC 基地局への干渉時

に必要となる離隔距離は 45m という結果となった。 

 

5.5.3  パターン C (モバイル WiMAX 基地局→625k-MC 移動局) 

(１) 試験方法 

モバイル WiMAX 基地局が 625k-MC 移動局に与える干渉試験を行った。 

 モバイル WiMAX 基地局をテストモードに設定して、下り信号のみが送信されるよ

うにし、図 5.5-7 に示す測定ポイント C-1 から C-5 において電波を発射し、625k-MC 移

動局におけるモバイル WiMAX 基地局からの干渉の状況を測定する。機器配置イメージ

を図 5.5-6 に示す。 

各測定点においてモバイルWiMAX基地局が電波を発射した際に625k-MCが通信可能

となるかということに加え、受信電力、スループット、R 値、変調方式を測定する。また、

625k-MC 移動局位置で、スペクトラムアナライザを用いて干渉波の受信電力(帯域幅

10MHz、625kHz)を測定する。 

本試験での干渉発生の判定基準は、下りスループットが 1.5Mbps を下回ったときとす

る。 



 

-90- 

 

 

図 5.5-6 機器配置イメージ(パターン C) 

 

(２) 測定結果 

① モバイル WiMAX 基地局を停波した状態での測定を行う。 

② モバイル WiMAX 基地局を稼働させ 625k-MC 移動局が受ける影響の測定を行う。

測定ポイントを図 5.5-7 に示す。 

① 、②の測定結果を表 5.5-5 に示す。 

 

 

図 5.5-7 測定ポイント（パターン C） 
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表 5.5-5 測定結果一覧（パターン C） 

 
干渉源
なし 

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 

距離[m] - 380 280 220 150 40 

625k-MC 通信可否 - 通信可 通信可 通信可 一時通信可 通信不可 

受信電力[dBm] -95 -94 -94 -94 -93 - 

下りスループット[kbps] 1902 1523 1713 618 525 - 

上りスループット[kbps] 560 530 401 501 520 - 

下り R 値 79.02 79.57 79.34 - - - 

上り R 値 79.24 79.08 79.38 - - - 

変調方式(下り) 24QAM 16QAM 16QAM 16QAM - - 

変調方式(上り) 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM - - 

干渉波電力[dBm]/10MHz - -90.8 -90.8 -88 -84.8 -64.1 

干渉波電力[dBm]/625kHz - -103.8 -103.8 -102.6 -94.2 -72.6 

 

ポイント C-1、C-2 においては、ほとんど影響を受けていないものの、ポイント C-3 にお

いてはスループットが大きく低下した。さらに、ポイント C-4 においては通信の確立が困

難であった。 

ほとんど影響を受けていない結果の C-1 及び C-2 の干渉波電力-90.8 dBm（10MHz 幅）

を、干渉を受けない受信電力と想定する。自営無線ブロードバンドシステムモデルによる

所要離隔距離を拡張秦モデル(Suburban)で計算した結果を表 5.5-6 に示す。 
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表 5.5-6 自営無線ブロードバンドシステムのモデルによる所要離隔距離(パターン C) 

 条件 ポイント C-2 

モバイル WiMAX 基地局 

送信電力 4 W 

送信給電線損失 5 dB 

送信空中線利得 11 dBi 

送信空中線高 30 m 

伝搬損失 134.8 dB 

625k-MC 移動局 

受信空中線利得 2 dBi 

受信給電線損失 0 dB 

受信空中線高 1.5 m 

受信電力 / 10MHz -90.8dBm 

所要離隔距離 1400m 

 

以上により、本試験におけるモバイル WiMAX 基地局から 625k-MC 移動局への干渉時

に必要となる離隔距離は 1400m という結果となった。 

 

 

5.5.4  パターン D (モバイル WiMAX 移動局→625k-MC 移動局) 

(１) 試験方法 

625k 移動局がモバイル WiMAX 移動局に与える干渉試験を行った。 

モバイルWiMAX基地局の電波が625k-MCに影響を与えない位置を確保することが困

難であることからモバイル WiMAX 基地局‐モバイル WiMAX 移動局間の下り方向の系

統は有線で接続し、上り方向のみを空中線に出力し 625k-MC 移動局への干渉検討を行っ

た。構成図を図 5.5-8 に示す。 



 

-93- 

 

 

図 5.5-8 試験構成図（パターン D） 

 

図 5.5-10に示すポイントD-1 から D-6 においてモバイル WiMAX 移動局から電波を発

射し、625k-MC 移動局におけるモバイル WiMAX 移動局からの干渉の状況を測定する。

機器配置イメージを図 5.5-9 に示す。 

各測定点においてモバイルWiMAX移動局の電波を発射した際に625k-MCが通信可能

となるかということに加え、受信電力、スループット、R 値、変調方式を測定する。また、

625k-MC 移動局位置で、スペクトラムアナライザを用いて干渉波電力(帯域幅 10MHz、

625kHz)を測定する。本試験での干渉発生の判定基準はパターン C と同様に、下りスル

ープットが 1.5Mbps を下回ったときとする。 

 

図 5.5-9 機器配置イメージ(パターン D) 

(２) 測定結果 

① モバイル WiMAX 移動局を停波した状態での測定を行う。 

② モバイル WiMAX 移動局を稼働させ 625k-MC 移動局が受ける影響の測定を行う。測

定ポイントを図 5.5-10 に示す。 
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① 、②の測定結果を表 5.5-7 に示す。 

 

図 5.5-10 測定ポイント（パターン D） 

 

表 5.5-7 測定結果一覧（パターン D） 

 
干渉源 
なし 

D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 

距離[m] - 380 280 220 150 40 2 

625k-MC 通信可否 - 通信可 通信可 通信可 通信可 通信可 通信可 

受信電力[dBm] -94 -94 -94 -94 -94 -94 -94 

下りスループット
[kbps] 

1700 1774 1922 981 654 660 657 

上りスループット
[kbps] 

500 513 510 327 410 340 214 

下り R 値 79.22 79.25 79.62 79.34 79.5 79.1 79.15 

上り R 値 78.33 79.34 79.2 79.11 79.1 79.25 79.37 

変調方式(下り) 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 

変調方式(上り) 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 16QAM 

干渉波電力
[dBm]/10MHz 

- -93.2 -87.4 -80.4 -78.6 -66.2 -26.2 

干渉波電力
[dBm]/625kHz 

- -105.2 -94.2 -91.6 -88.6 -83.3 -37.1 
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ポイント D-1、D-2 においてはほとんど影響を受けていないものの、ポイント D-3、

D-4、D-5 においてはスループットが大きく低下した。 

ほとんと影響を受けていない結果のうち、干渉波電力が高いポイント D-2 の-87.4 dBm

（10MHz 幅）を干渉を受けない受信電力と想定する。自営無線ブロードバンドシステム

のモデルによる所要離隔距離を拡張秦モデル(Suburban)で計算した結果を表 5.5-8 に示

す。 

表 5.5-8 自営無線ブロードバンドシステムのモデルによる所要離隔距離(パターン D) 

 条件 ポイント D-2 

モバイル WiMAX 移動局 

送信電力 0.2 W 

送信給電線損失 0 dB 

送信空中線利得 2 dBi 

送信空中線高 1.5 m 

伝搬損失 114.4 dB 

625k-MC 移動局 

受信空中線利得 2 dBi 

受信給電線損失 0 dB 

受信空中線高 1.5 m 

受信電力 / 10MHz -87.4dBm 

所要離隔距離 100m 

 

以上により、本試験におけるモバイル WiMAX 移動局から 625k-MC 移動局への干渉時

に必要な離隔距離は 100m という結果となった。 

 

5.5.5  パターン E (625k-MC 基地局→モバイル WiMAX 基地局) 

(１) 試験方法 

625k 基地局がモバイル WiMAX 基地局に与える干渉試験を行った。 

モバイル WiMAX 移動局が 625k-MC 基地局の影響を受けないようにするため、モバイ

ル WiMAX 基地局‐モバイル WiMAX 移動局間の下り方向の系統は有線で接続し、上り

方向のみを空中線に出力し 625k-MC 基地局からの干渉試験を行った。なお、モバイル

WiMAX基地局－モバイルWiMAX移動局間の上り方向における空中線の距離は5m程度
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とした。構成図を図 5.5-11 に示す。 

 

図 5.5-11 試験構成図（パターン E） 

 

図 5.5-13 に示すポイント E-1 から E-5 において 625k-MC 基地局から電波を発射し、

モバイル WiMAX 基地局における 625k-MC 基地局からの干渉の状況を測定する。なお、

625k-MC 基地局は移動局を 8 台同時接続し、8 キャリア全てを同時に発射する状態とし

た。機器配置イメージを図 5.5-12 に示す。 

各測定点において625k-MC基地局の電波を発射した際にモバイルWiMAXが通信可能

となるかということに加え、スループット、変調方式を測定する。また、モバイル WiMAX

基地局位置でスペクトラムアナライザを用いて干渉波電力（帯域幅 10MHz、5MHz）を

測定する。 

 

図 5.5-12 機器配置イメージ(パターン E) 

 

なお、パターン E 及び F における試験構成では、周波数変換回路による雑音成分の増

大、MIMO 構成としていないこと、変調方式が QPSK にとどまったこと等により、安定

的に通信が確立できた上りスループットは 0.5Mbps 程度であった。本来、モバイル
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WiMAX における QPSK 変調時の上りスループットは、1.6Mbps 程度であるが、本試験

にでは、上りのスループットが 0.5Mbps をした下回った時を干渉発生として判定した。 

 

(２) 測定結果 

① 625k-MC 基地局を停波した状態での測定を行う 

② 625k-MC 基地局を稼働させモバイル WiMAX 基地局が受ける影響の測定を行う。測

定ポイントを図 5.5-13 に示す。 

① 、②の測定結果を表 5.5-9 に示す。 

 

図 5.5-13 測定ポイント（パターン E） 

 

表 5.5-9 測定結果一覧（パターン E） 

測定ポイント 
干渉源 

なし 
E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 

距離[m] - 510 315 280 150 250 

625k-MC 移動局数 - 8 8 8 8 8 

モバイル WiMAX 通信可否 - 通信可 通信可 通信可 通信可 通信可 

上りスループット[Mbps] 0.516 0.520 0.176 0.480 0.172 0.512 

変調方式(上り) QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK 

帯域内電力[dBm]/10MHz - -67.5 -53.7 -56.0 -53.3 -63.7 

帯域内電力[dBm]/5MHz - -68.0 -54.0 -55.8 -53.3 -63.9 
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ポイント E-1、E-5 においては、ほとんど影響を受けていないものの、ポイント E-2、

E-3、E-4 においてはスループットが低下した。ほとんど影響を受けていない結果のうち、

干渉波電力が高い E-5 の-63.7dBm（10MHz 幅）を、干渉を受けない受信電力として想

定する。自営無線ブロードバンドシステムのモデルによる所要離隔距離を、拡張秦モデ

ル（Suburban）で計算した結果を表 5.5-10 に示す。 

 

表 5.5-10 自営無線ブロードバンドシステムのモデルによる所要離隔距離(パターン E) 

 条件 ポイント E-5 

625k-MC 基地局 

送信電力 4W 

送信給電線損失 1dB 

送信空中線利得 11dBi 

送信空中線高 30 m 

伝搬損失 115.7 dB 

モバイル WiMAX 基地局 

受信空中線利得 11 dBi 

受信給電線損失 5 dB 

受信空中線高 30 m 

受信電力 /10MHz -63.7 dBm 

所要離隔距離 1200 m 

 

以上により、本試験における 625k-MC 基地局からモバイル WiMAX 基地局への干渉時

に必要となる離隔距離は 1200m という結果となった。 

 

5.5.6  パターン F (625k-MC 移動局→モバイル WiMAX 基地局) 

(１) 試験方法 

625k 移動局がモバイル WiMAX 基地局に与える干渉試験を行った。 

モバイル WiMAX 移動局が 625k-MC 移動局の影響を受けないようにするため、モバイ

ル WiMAX 基地局‐モバイル WiMAX 移動局間の下り方向の系統は有線で接続し、上り

方向のみを空中線に出力し 625k-MC 移動局からの干渉試験を行った。なお、モバイル

WiMAX基地局－モバイルWiMAX移動局間の上り方向における空中線の距離は5m程度
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とした。構成図を図 5.5-14 に示す。 

 

図 5.5-14 試験構成図（パターン F） 

 

図 5.5-16 に示すポイント F-1 から F5 において 625k-MC 移動局から電波を発射し、モ

バイル WiMAX 基地局における 625k-MC 移動局からの干渉の状況を測定する。なお、

625k-MC 移動局は、基地局に 8 台同時接続し、8 キャリア全てが発射される状態とした。

機器配置イメージを図 5.5-15 に示す。本試験での干渉発生の判定基準はパターン E と同

様に、上りスループットが 0.5Mbps を下回ったときとする。 

 

図 5.5-15 機器配置イメージ(パターン F) 

 

(２) 測定結果 

① 625k-MC 移動局を停波した状態での測定を行う。 

② 625k-MC 移動局を稼働させモバイル WiMAX 基地局が受ける影響の測定を行う。測

定ポイントを図 5.5-16 に示す。 

①、②の測定結果を表 5.5-11 に示す。 
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図 5.5-16 測定ポイント（パターン F） 

 

表 5.5-11 測定結果一覧（パターン F）） 

測定ポイント 
干渉源 
なし 

F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 

空中線利得 [dBi] - 4 4 4 4 4 

距離[m] - 390 300 250 190 130 

625k-MC 移動局数 - 8 8 8 8 8 

モバイルWiMAX通信可否 - 通信可 通信可 通信可 通信可 通信可 

下りスループット[Mbps] 0.530 0.510 0.515 0.518 0.242 0.244 

変調方式(下り) QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK 

干渉波電力[dBm]/10MHz - -68.5 -65.8 -62.5 -58.8 -50.1 

干渉波電力[dBm]/5MHz - -67.5 -65.8 -62.1 -59.9 -50.4 

 

ポイント F-1、F-2、F-3 においては、ほとんど影響を受けていないものの、ポイント

F-4、F-5 においてはスループットが大きく低下した。 

ほとんど影響を受けていない結果のうち、最も干渉波電力が高いポイント F-3 の

-62.5dBm（10MHz 幅）を、干渉を受けない受信電力と想定する。自営無線ブロードバ

ンドシステムのモデルにより所要離隔距離を、拡張秦モデル（Suburban）で計算した結
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果を表 5.5-12 に示す。 

 

表 5.5-12 自営無線ブロードバンドシステムのモデルによる所要離隔距離(パターン F) 

 条件 ポイント F-3  

625k-MC 移動局 

送信電力 0.16W 

送信給電線損失 0dB 

送信空中線利得 2dBi 

送信空中線高 1.5 m 

伝搬損失 92.54 dB 

モバイル WiMAX 基地局 

受信空中線利得 11 dBi 

受信給電線損失 5 dB 

受信空中線高 30 m 

受信電力 /10MHz -62.5 dBm 

所要離隔距離 40 m 

 

以上により、本試験における 625k-MC 移動局からモバイル WiMAX 基地局への干渉時

に必要となる離隔距離は 40m という結果となった。 

 

5.5.7  パターン G (625k-MC 基地局→モバイル WiMAX 移動局) 

(１) 試験方法 

625k-MC 基地局がモバイル WiMAX 移動局に与える干渉試験を行った。 

モバイル WiMAX 基地局が 625k-MC 基地局の影響を受けないようにするため、モバイ

ル WiMAX 基地局‐モバイル WiMAX 移動局間の上り方向の系統は有線で接続し、下り

方向のみを空中線に出力し 625k-MC 移動局からの干渉検討を行った。なお、モバイル

WiMAX基地局－モバイルWiMAX移動局間の下り方向における空中線の距離は5m程度

とした。構成図を図 5.5-17 に示す。 
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図 5.5-17 試験構成図（パターン G） 

 

図 5.5-19 に示すポイント G-1 から G-4 において 625k-MC 基地局から電波を発射し、

モバイル WiMAX 移動局における 625k-MC 基地局からの干渉の状況を測定する。なお、

625k-MC 基地局は移動局を 8 台同時接続し、8 キャリア全てを同時に発射する状態とし

た。機器配置イメージを図 5.5-18 に示す。 

 

図 5.5-18 機器配置イメージ(パターン G) 

 

なお、パターン G 及び H における試験構成では、周波数変換回路による雑音成分の増

大、MIMO 構成としていないこと、変調方式が QPSK にとどまったこと等により、安定

的に通信が確立できた下りスループットは 1.0Mbps 程度であった。本来、モバイル

WiMAX における QPSK 変調時の下りスループットは、3.3Mbps 程度であるが、本試験

では、下りのスループットが 1.0Mbps をした下回った時を干渉発生として判定した。 
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(２) 試験結果 

① 625k-MC 基地局を停波した状態での測定を行う。 

② 625k-MC 基地局を稼働させモバイル WiMAX 移動局が受ける影響の測定を行う。測

定ポイントを図 5.5-19 に示す。 

① 、②の測定結果を表 5.5-13 に示す。 

 

図 5.5-19 測定ポイント（パターン G） 

 

表 5.5-13 測定結果一覧（パターン G） 

測定ポイント 
干渉源 

なし 
G-1 G-2 G-3 G-4 

距離[m] - 430 350 170 80 

625k-MC 移動局数 - 8 8 8 8 

モバイル WiMAX 通信可否 - 通信可 通信可 通信可 通信可 

下りスループット[Mbps] 1.12 0.507 0.758 1.07 1.08 

干渉波電力[dBm]/10MHz - -66.6 -66.9 -72.9 -72.2 

干渉波電力[dBm]/5MHz - -67.1 -66.8 -73.1 -69.3 

 

ポイント G-3、G-4 においては、ほとんど影響を受けていないものの、ポイント G-1、

G-2 においてはスループットが低下した。 
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ほとんど影響を受けていない結果のうち、干渉波電力の高い G-4 の-72.2dBm（10MHz

幅）を、干渉を受けない受信電力と想定する。自営無線ブロードバンドシステムのモデ

ルによる所要離隔距離を、拡張秦モデル（Suburban）で計算した結果を表 5.5-14 に示

す。 

 

表 5.5-14 自営無線ブロードバンドシステムのモデルによる所要離隔距離(パターン G) 

 条件 ポイント G-4 

625k-MC 基地局 

送信電力 4W 

送信給電線損失 1dB 

送信空中線利得 11dBi 

送信空中線高 30 m 

伝搬損失 120.2 dB 

モバイル WiMAX 移動局 

受信空中線利得 2 dBi 

受信給電線損失 0 dB 

受信空中線高 1.5 m 

受信電力 /10MHz -72.2 dBm 

所要離隔距離 650m 

 

以上により、本試験における 625k-MC 基地局からとモバイル WiMAX 移動局への干渉

時に必要となる離隔距離 650m という結果となった。 

 

5.5.8  パターン H (625k-MC 移動局→モバイル WiMAX 移動局) 

(１) 試験方法 

625k-MC 移動局がモバイル WiMAX 移動局に与える干渉試験を行った。 

モバイル WiMAX 基地局が 625k-MC 移動局の影響を受けないようにするため、モバイ

ル WiMAX 基地局‐モバイル WiMAX 移動局間の上り方向の系統は有線で接続し、下り

向のみを空中線に出力し 625k-MC 移動局からの干渉検討を行った。なお、モバイル

WiMAX基地局－モバイルWiMAX移動局間の下り方向における空中線の距離は5m程度

とした。構成図を図 5.5-20 に示す。 



 

-105- 

 

 

図 5.5-20 試験構成図（パターン H） 

 

図 5.5-22 に示すポイント H-1 から H-3 において 625k-MC 移動局から電波を発射し、

モバイル WiMAX 移動局における 625k-MC 移動局からの干渉の状況を測定する。なお、

パターン H においては、625k-MC 移動局の同時に発射する局数を変化させて試験を行っ

た。機器配置イメージを図 5.5-21 に示す。本試験での干渉発生の判定基準はパターン G

と同様に、下りスループットが 0.9Mbps を下回ったときとする。 

 

図 5.5-21 機器配置イメージ(パターン H) 

 

(２) 測定結果 

① 625k-MC 基地局を停波した状態での測定を行う。 

② 625k-MC 移動局を稼働させモバイル WiMAX 移動局が受ける影響の測定を行う。測

定ポイントを図 5.5-22 に示す。 

① 、②の測定結果を表 5.5-15 に示す。 
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図 5.5-22 測定ポイント（パターン H） 

 

表 5.5-15 測定結果一覧（パターン H） 

測定ポイント 
干渉源 
なし 

H-1 H-2 H-3 

距離[m] - 400 520 520 520 640 

625k-MC 移動局数  8 8 4 1 1 

モバイル WiMAX 通信可否  通信不可 通信不可 通信可 通信可 通信可 

下りスループット[Mbps] 1.0 - - 0.775 0.991 1.0 

変調方式(下り) QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK QPSK 

干渉波電力[dBm]/10MHz - -70.1 -70.2 -74.1 -76.6 -81.6 

干渉波電力[dBm]/5MHz - -71.1 -69.7 -73.0 -77.9 -81.2 

 

625k-MC 移動局 1 台接続時のポイント H-3 においては、ほとんど影響を受けていない

もののポイント H-1（移動局 8 台）、H-2(移動局 8 台)及び H-3(移動局 4 台)においてはス

ループットの低下及び通信が不可であった。 

625k-MC 移動局とモバイル WiMAX 移動局間の干渉波の机上計算は、1 対 1 で実施を
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していることに加え、実運用においても、移動局間の干渉では直近の移動局からの影響

が強いことが考えられることから、ほとんど影響を受けていない結果のうち、干渉波電

力の高い H-2(移動局 1 台)の-76.6dBm（10MHz 幅）を、干渉を受けない受信電力と想定

する。自営無線ブロードバンドシステムのモデルによる所要離隔距離を、拡張秦モデル

（Suburban）で計算した結果を表 5.5-16 に示す。 

 

表 5.5-16 自営無線ブロードバンドシステムのモデルによる所要離隔距離(パターン H) 

 条件 ポイント H-2 

625k-MC 移動局 

送信電力 0.16W 

送信給電線損失 0dB 

送信空中線利得 2dBi 

送信空中線高 1.5 m 

伝搬損失 102.6 dB 

モバイル WiMAX 移動局 

受信空中線利得 2 dBi 

受信給電線損失 0 dB 

受信空中線高 1.5 m 

受信電力 /10MHz -76.6 dBm 

所要離隔距離 80m 

 

以上により、本試験における 625k-MC 移動局からモバイル WiMAX 移動局へ干渉時に

必要となる離隔距離は、80m という結果となった。 
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5.6  実証試験のまとめ 

(１) モバイル WiMAX から 625k-MC への干渉 

625k-MC が「被干渉局」となる干渉検討をパターン A～パターン D の 4 パターン実施し

た。実証試験において、ほとんど影響を受けなかった干渉波電力及びその値から求めた離

隔距離並びに机上計算における許容干渉レベル及び離隔距離を表 5.6-1 に示す。パターン A

／B の結果から、625k-MC 基地局が干渉影響を受ける電力値は-66.9dBm 程度であり、パ

ターン C／D の結果から、625k-MC 移動局が干渉影響を受ける電力値は-90.8dBm 程度で

あると考えられる。なお、システムの許容干渉レベルは 625k-MC 基地局及び移動局共に

-103.8dBm であり、実証試験の干渉波電力に比べて低い値となっている。したがって、本

試験に使用した装置の組み合わせにおいては、机上計算よりも離隔距離を短くすることが

可能な結果となった。本章での机上計算における離隔距離の算出は、実証試験での測定に

あわせ、与干渉局と被干渉局の 1 対 1 での検討結果である。なお、移動局が与干渉となる

パターン B／D においては机上計算の離隔距離に比べ、実証試験の離隔距離が短いことか

ら、実際の利用において複数端末からの干渉波においても、第 4 章の机上計算よりも短く

なると考えられる。 

 

表 5.6-1 パターン A～パターン D の検討結果 

与干渉局→被干渉局 
干渉波電力

※1 

実証試験 

における 

離隔距離 

机上計算 

における 

離隔距離 

モバイル WiMAX 基地局→625k-MC 基地局 

（パターン A） 

-66.9 dBm 

(-103.8dBm) 
1700m 4000m 

モバイル WiMAX 移動局→625k-MC 基地局 

（パターン B） 

-64.9 dBm 

(-103.8dBm) 
45m 1700m 

モバイル WiMAX 基地局→625k-MC 移動局 

（パターン C） 

-90.8 dBm 

(-103.8dBm) 
1400m 3000m 

モバイル WiMAX 移動局→625k-MC 移動局 

（パターン D） 

-87.4 dBm 

(-103.8dBm) 
100m 260m 

※1 括弧内数値はシステムの許容干渉レベル。 

 



 

-109- 

 

(２) 625k-MC からモバイル WiMAX への干渉 

モバイル WiMAX が「被干渉局」となる干渉検討をパターン E～パターン H の 4 パター

ン実施した。上記と同様に干渉波電力及び離隔距離等を表 5.6-2 に示す。パターン E／F の

結果から、モバイル WiMAX 基地局が干渉影響を受ける電力値は-63.7dBm 程度であり、パ

ターン G／H の結果から、モバイル WiMAX 移動局が干渉影響を受ける電力値は-76.6dBm

程度であると考えられる。なお、システムの許容干渉レベルはモバイル WiMAX 基地局

-103.8dBm、モバイル WiMAX 移動局-101.8dBm であり、実証試験の干渉波電力に比べて

低い値となっている。したがって、本試験に使用した装置の組み合わせにおいては、机上

計算よりも離隔距離を短くすることが可能な結果となった。本章での机上計算における離

隔距離の算出は、実証試験での測定にあわせ、与干渉局と被干渉局の 1 対 1 での検討結果

である。なお、移動局が与干渉となるパターン F／H においては机上計算の離隔距離に比

べ、実証試験の離隔距離が短いことから、実際の利用において複数端末からの干渉波にお

いても、第 4 章の机上計算よりも短くなると考えられる。 

 

表 5.6-2 パターン E～パターン H の検討結果 

与干渉局→被干渉局 
干渉波電力 

※1 

実証試験 

における 

離隔距離 

机上計算 

における 

離隔距離 

625k-MC 基地局→モバイル WiMAX 基地局 

（パターン E） 

-63.7dBm 

(-103.8dBm) 
1200m 4000m 

625k-MC 移動局→モバイル WiMAX 基地局 

（パターン F） 

-62.5dBm 

(-103.8dBm) 
40m 2700m 

625k-MC 基地局→モバイル WiMAX 移動局 

（パターン G） 

-72.2dBm 

(-101.8dBm) 
650m 3000m 

625k-MC 移動局→モバイル WiMAX 移動局 

（パターン H） 

-76.6dBm 

(-101.8dBm) 
80m 500m 

※1 括弧内数値はシステムの許容干渉レベル。 
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(３) 実証試験結果の考察 

実証試験結果においては、モバイル WiMAX システムが被干渉となる場合は、625k-MC

システムが被干渉となる場合と比べて、より干渉耐性の強い結果が得られた。これは、干

渉試験において 625k-MC システムは 16QAM で通信していたのに対し、モバイル WiMAX

システムは QPSK で通信しており、変調方式の違いによる耐性の影響があると考えられる。

さらに、被干渉局としてモバイル WiMAX システムは 10MHz 幅で使用し、与干渉局とし

て 625k-MC システムは 5MHz 幅で使用した影響もあると考えられる。なお、本実証試験

では、モバイル WiMAX システムを外部周波数変換回路で周波数変換しているため、その

回路の雑音等の影響が、本実証試験結果に含まれていることに留意する必要がある。 

また、本実証試験の組み合わせにおいては、8 パターン全ての組み合わせにおいて、試験

結果における離隔距離が机上計算における離隔距離よりも短いという結果となった。試験

に使用した機器の特性の影響が支配的とは考えられるが、隣接して使用する場合に、相互

の設置状況に加えて装置の実力値等を考慮して置局設計を行うことが可能であれば、離隔

距離を短くすることが可能となる。したがって、実際に自営無線ブロードバンドシステム

を導入する際、同一免許人が複数の基地局を設置する場合や隣接する免許人が事前に調整

を行うことにより、離隔距離が短くなる可能性があると考えられる。 
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第6章  総合評価 

6.1  周波数共用検討 

周波数共用検討について、ARIB STD 及び IEEE で定められている諸元や情報通信審議

会に示されている諸元等を用いて所要改善量及び干渉発生確率の検討を行い、候補システ

ム間及び各候補周波数帯における共用条件として、自営無線ブロードバンドシステムへの

フィルタの挿入、ガードバンドの設定、離隔距離の確保及び置局数の制限などの要否を確

認した。 

実証試験による机上計算の妥当性の検証を踏まえ、各候補周波数帯における共用のため

の評価を行ったところ、技術的には全ての候補周波数帯において共用は可能なものの、以

下の制約条件が必要となる。 

①各候補周波数帯においてガードバンドの設定若しくは自営無線ブロードバンドシステ

ムにフィルタの挿入（候補周波数帯 A においては、ガードバンドの設定により使用可

能周波数帯幅が 10MHz 未満となる。） 

②候補周波数帯 B、C、D においては、ルーラル加入者系無線との離隔距離の確保及び宇

宙運用業務への干渉軽減のための置局数・設置場所の制限（候補周波数帯 C、D にお

ける移動業務の使用に当たっては、宇宙通信の保護のため、ITU-R 勧告 SA.1154 に従

い、高密度の移動通信システムを導入してはならないとされている。） 

③候補周波数帯 E においては、地域 WiMAX との離隔距離の確保 

各候補周波数帯における自営無線ブロードバンドシステムの共用条件を表 6.1-1 及び図

6.1-1 に示す。 

なお、周波数再編アクションプラン(H23.9 改訂)における方針・取り組みにおいて、候補

周波数帯 E、F については、BWA の更なる高度化及び利用周波数の拡大について検討して

いること、候補周波数帯 B については、TDD 方式を採用する移動通信システムの導入に向

けて、技術の進展状況や利用ニーズを踏まえ、技術的検討を進めることとしているなど、

3.9 世代携帯電話システムや BWA 用の周波数確保に向けた取り組みが実施されているとこ

ろであり、その動向を注視する必要がある。 

また、候補周波数帯 C、D におけるルーラル加入者系無線については、周波数有効利用

を図る観点から使用周波数帯の縮減を図るとともに、新たな電波利用システムの導入の可

能性の検討を行うこととされている。 

したがって、このような政策的動向を考慮すると、制約条件はあるものの候補周波数帯

としては C、D が現実的であると考えられる。また、BWA の利用周波数拡大に係わる検討

結果によっては、候補周波数帯 E も選択肢の一つとして挙げられる。 
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6.2  技術基準等の検討 

自営無線ブロードバンドシステムの候補システムとして、モバイル WiMAX、625k-MC

及び無線 LAN が選定されている。これらの候補システムに関する現行の技術基準を付属資

料 6 に示す。 

各候補システムを自営無線ブロードバンドシステムに用いるためには候補周波数帯の周

波数及び共用条件に対応することが必要である。さらに以下の基準について検討が必要で

ある。 

  

(１) 通信方式 

無線 LAN は CSMA/CA（搬送波感知多重アクセス／衝突回避方式）を用いていること

から 1 基地局で移動局 100 局程度を同時に使用可能とする技術基準又は標準方式を整備

すること。 

 

(２) 占有周波数帯域幅 

自営無線ブロードバンドシステムに用いる周波数帯を考慮して、5MHz、10MHz の占

有周波数帯域幅とすることが望まれる。なお、無線 LAN は占有周波数帯域幅の新たな技

術基準を整備すること。 

 

(３) 空中線電力 

自営無線ブロードバンドシステム基地局は共用検討において使用した空中線電力 4W

以下かつ等価等方輻射電力 50W 以下（空中線電力 4W と共用検討において使用した空中

線利得 11dBi）とすること。また、移動局は各システムの現行の技術基準を踏襲すること。 

 

(４) スプリアス領域における不要発射強度 

候補システムのスプリアス領域における不要発射強度については、候補周波数帯にお

ける共用条件に適合すること。特に各候補周波数帯において共用検討に用いたスプリア

ス発射の実力値を満たすこと。 


