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はじめに 

 

 わが国は，2005 年までに世界 先端の IT 国家となるべく『ｅ-Japan 戦略』を策定して

ブロードバンドの普及や低廉な料金設定などを行って

着実な成果をあげてまいりました。その結果、目標を

大きくクリアしてブロードバンド環境が整備されてき

ました。しかし、国民のすべてがブロードバンドを使

えるようになっているわけではありません。2007 年 12

月末時点で、全国の総世帯数の 4.2％に当たる約 218

万世帯、そのうち関東管内は約 27 万世帯の方がブロー

ドバンドを使えない状況にあります。 

 総務省ではブロードバンドを使えない地域を 2010

年までに解消することを目標にしていますが、ブロー

ドバンドが使えない地域の多くは中山間地域や過疎地など、いわゆる条件不利地域にあり

ます。そのために、コストなどの採算性の問題がありブロードバンドの普及の妨げになっ

ています。 

 このような状況に鑑み、関東総合通信局はブロードバンド条件不利地域対策として、さ

まざまな取り組みを行っています。その一環として今回、地域における周波数の有効利用

及び中山間地域におけるブロードバンドの整備促進を図ることを目的に｢広帯域移動無線

アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に関する調査｣を実施いた

しました。 

 本調査は、中山間地域において広帯域移動無線アクセスシステムによる中継の実現、所

要のシステム構成における回線品質及びワイヤレスブロードバンドシステムの有効活用の

調査検討を内容とするものです。そのための調査検討会を 2007 年 6 月に設置し、2007 年

12 月から山梨県甲州市において技術試験を開始しました。また，2008 年 1 月には、同地に

おいて公開試験を実施しました。 

 本報告書は、これらの試験内容等を取りまとめたものであり、これらの結果が条件不利

地域のブロードバンド普及に貢献することを期待するものです。 

 技術試験に当たっては、山梨県及び甲州市並びに関係各位の多大なるご支援とご協力を

賜りました。ここに記して、関係者の皆様の献身的なご協力に感謝する次第です。 

 

広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域の 

ワイヤレスブロードバンド構築に関する調査検討会 

座長 新藤 久和 

（山梨大学大学院 医学工学総合研究部 教授） 
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第１章 ブロードバンド整備の現状 

１．我が国の現状と課題 

（１）高度情報通信ネットワーク社会形成への取り組み 

2001年1月に高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推

進することを目的とした「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」、いわゆる「IT 基

本法」が施行された。同法には、「重点計画」の作成及び「高度情報通信ネットワーク社会

推進戦略本部」（IT 戦略本部）の設置が明文化されており、これらに基づいて国の IT 政策

が進められているところである。 

2001 年以来、IT 戦略本部を中心に政府一体となった e‐Japan 戦略、e-Japan 戦略Ⅱ等

の推進を経て、我が国のブロードバンドをとりまく環境は世界 先端となったと言える。 

特に、低廉で高速なネットワーク整備が進み、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」

利用できる「ユビキタスネット社会」の到来も現実的なものとなった。 

しかしながら、離島、山間部等を中心として、いまだに DSL 等のブロードバンドが利用

できない地域が存在しており、このような都市部と地方の間で生じているデジタル・ディ

バイドの解消が喫緊の課題となっているところである。 

総務省においては、近い将来到来する本格的な少子高齢化等、社会的な課題を解決する

ためには、「ユビキタスネット社会」を実現することが不可欠であるとの認識の下、体系的

な ICT 政策である「u‐Japan 政策」を 2004 年 12 月に策定した。 

同政策においては、新たな目標として、「2010 年までに全国民が FTTH や DSL 等のブロー

ドバンドを利用可能な社会に」設定することを提言している。 

なお、u‐Japan 政策における政策の基本的な軸は次の３つである。 

①ユビキタスネットワークの整備 

有線中心のインフラ整備から、有線・無線を意識しないで利用できるシームレスなユビ

キタスネットワーク環境へ移行するとともに、デジタル・ディバイドを解消するための

ブロードバンドの基盤整備を推進する。 

②情報化促進から課題解決へ 

情報化の遅れた分野を中心とした施策から、少子高齢化等の様々な社会的課題を解決す

るために ICT の積極的な利活用を推進する。 

③利用環境整備の抜本的強化 

ICT の国民生活への普及浸透・利活用の拡大に応じたプライバシー・セキュリティ等へ

の不安の解消 

 また、政府では、これまでの e‐Japan 戦略等、IT 基盤の確立等に力点が置かれた戦略

から、次に目指すべき社会の実現に向けた IT の利活用の高度化を目指す新たな戦略として、

2006 年 1 月「IT 新改革戦略」を策定し、引続き高度情報通信ネットワーク社会の形成に向

けた取組を推進しているところである。 
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2001 2003 2004 2005 2006 ～

◆ＩＴ基本法

◆IT戦略本部設置
本部長：内閣総理大臣
副本部長：ＩＴ担当大臣、内閣官房長官、総務大臣、経産大臣

ＩＴ基盤整備

e-Japan戦略Ⅱ
(2003年7月)

戦略Ⅱ加速化ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
(2004年2月)

「e-Japan重点計画」

(2001/3)

「e-Japan重点計画-2002」

(2002/6)

「e-Japan重点計画

-2003」

(2003/8)

「 e-Japan重点計画

－2004」

（2004/6）

世界最先端の評価・検証
（評価専門調査会）

e-Japan戦略
(2001年1月)

我が国のＩＴ戦略の歩み

ＩＴ政策ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
(2005年2月)

世界のＩＴ革命を先導
するフロントランナー

ＩＴ新改革戦略
（2006年１月）

自律的ＩＴ社会の実現

ＩＴ利用・活用重視

総務省のｕ－Ｊａｐａｎ政策

ユ
ビ
キ
タ
ス
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
社
会
の
実
現

いつでも、どこでも、誰でも
ＩＴの恩恵を実感できる社会

の実現

総務省の情報通信政策

「 重点計画 －2006」

（2006/7）

u-Japan推進計画２００６
（２００６年９月）

2005年までに世界最先端
のＩＴ国家を実現

 

（２）普及するブロードバンド 

ア．ブロードバンド基盤整備状況 

2001 年 1 月策定の「e-Japan 戦略」では、IT 基盤整備に力点を置いた政策を推進してき

たが、5 年以内に「少なくとも高速インターネットアクセス網に 3,000 万世帯、超高速イ

ンターネットアクセス網に 1,000 万世帯が常時接続可能な環境を整備する」という利用可

能環境整備の目標は、2004 年 2 月時点において、高速インターネットアクセス網への加入

可能世帯数として、DSL（デジタル加入者回線：Digital Subscriber Line）で 3,800 万世

帯、ケーブルインターネットで2,300万世帯、超高速インターネットアクセス網であるFTTH

（Fiber To The Home）で 1,806 万世帯となり、2005 年を待たずに当該目標は達成された。 

2007 年 12 月末現在では、ブロードバンドアクセス網への加入可能世帯数は FTTH,ADSL、

無線、ケーブルインターネットを合わせて4,952万世帯(関東総合通信局管内1,768万世帯)、

超高速インターネットアクセス網である FTTH は 4,410 万世帯(関東総合通信局管内 1,670

万世帯)となっている。 
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ブロードバンドの整備目標

100％

●IT新改革戦略
（2006.1.19 IT戦略本部）

●次世代ブロードバンド戦略２０１０
（2006.8.11 総務省）

90％ 以上

（ ※ 5,1７１万世帯 ）

（ ４,6５４万世帯 ）

60％
（3,000万世帯）

20％
（1,000万世帯）

●e-Japan戦略
（2001.1.22 IT戦略本部）

現状

95.8％
（４，９５２万世帯）

85.3％
（4,410万世帯）

２００５年度
政府目標

※ 総世帯数は5,171万世帯（2007.3末現在の住民基本台帳に基づく世帯数）

目標
2010年度までに光ファイバ等の整備を推進し、ブロード
バンド・ゼロ地域を解消する。

実現に向けた方策

全国でブロードバンド・サービスを利用可能とするために、
民主導を原則に置き、公正な競争を確保しつつ、事業者
に対する投資インセンティブの付与、・・・（中略）・・・等の
国による必要に応じた支援、・・・等の実現を図る。

整備目標

２０１０年度までに、①ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
②超高速ブロードバンドの世帯カバー率を９０％以上とする。

整備の在り方
１ ブロードバンド整備における原則

民間主導原則と国による公正競争の確保・投資インセンティブの付与、
技術中立性の確保

２ 条件不利地域等投資効率の悪い地域における整備
(1) 関係者の連携と推進体制の構築によるロードマップに沿った整備
(2) 地域のニーズ等に応じた多様な技術が利用できる環境の整備
(3) 自治体光ファイバ網の開放等による効率的な整備の推進

３ 積極的な需要喚起・利活用の促進

ＩＴ新改革戦略 （2006年１月 ＩＴ戦略本部） 次世代ブロードバンド戦略２０１０ （2006年8月 総務省）

目標達成
（９４％）

目標達成
（８０％）

ブロードバンド・ゼロ地域を解消

超高速ブロードバンドは

ブロードバンド

超高速
ＦＴＴＨ

FTTH、ＡＤＳＬ、無線、

ケーブルインターネット

ブロードバンド

全体

２０１０年度
政府目標

（世帯カバー率）

世帯カバー率：ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率

（2007年12月末現在）

 

 

また、ブロードバンド基盤整備状況の推移として、2006 年 3 月末の状況と比較してみる

と、1年 9ヶ月の間に、ブロードバンド全体では、全国で 1.9 ポイント（219 万世帯）、関

東総合通信局管内で 0.9 ポイント（69 万世帯）が増加し、FTTH 利用可能世帯数では、同様

に全国で 5.6 ポイント（395 万世帯）、関東総合通信局管内で 6.2 ポイント（158 万世帯）

増加している。 

関東総合通信局管内のブロードバンドの整備が FTTH において急ピッチで進められてい

ることが分かる。 

ブロードバンドの整備状況 －推移－

※１ 2005.3末現在の住民基本台帳に基づく総世帯数（5,038万世帯）より推計
※２ 2006.3末現在の住民基本台帳に基づく総世帯数（5,110万世帯）より推計
※３ 2007.3末現在の住民基本台帳に基づく総世帯数（5,171万世帯）より推計

ブロードバンド
全体

ブロードバンド
超高速

（ＦＴＴＨ）

2006年12月末
（平成18年12月末）

93.9％
(4,733万世帯)※１

79.7％
(4,015万世帯)※１

2006年3月末
（平成18年3月末）

2007年12月末
（平成19年12月末）

サービスエリアの世帯カバー率（推計）

ブロードバンド・サービス（ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬ、ケーブルインターネット等）について、事業者情報等から、原則町丁目字単位での利用可
能の有無を区分し、国勢調査（平成12年）及び住民基本台帳（※1～※3）の世帯数を踏まえサービスエリアの世帯カバー率を推計。

ただし、ＡＤＳＬについては、サービスエリア内であっても、収容局からの距離が概ね4kmを超える地区については信号の減衰が大き
く実用に適しないことから利用可能とせず、世帯カバー率の推計を行っている。

世帯カバー率：ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率

関東管内 97.6％
（1,699万世帯）

関東管内 86.8％
（1,512万世帯）

95.1％
(4,859万世帯)※2

95.8％
(4,952万世帯)※3

関東管内 97.9％
（1,732万世帯）

関東管内 98.5％
（1,768万世帯）

82.6％
(4,221万世帯)※2

85.3％
(4,410万世帯)※3

関東管内 89.7％
（1,586万世帯）

関東管内 93.0％
（1,670万世帯）
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イ．関東総合通信局管内の各都県におけるブロードバンド基盤整備状況 

2007 年 12 月末現在の関東総合通信局管内のブロードバンド基盤整備状況は、全国整備

率 95.8％を上回り 98.5％となっている。 

また、関東管内の都県別でみると、茨城県が整備率 95.1％(未整備世帯数 5.2 万世帯)、

栃木県同 93.0％(同 5.1 万世帯)、群馬県同 96.0％（同 3.0 万世帯）、埼玉県同 97.8％(同

6.1 万世帯)、千葉県同 97.7％(同 5.7 万世帯)、東京都同 99.9％(同 0.1 万世帯)、神奈川

県が同 100％(同 0世帯)、山梨県同 94.0％(同 2.0 万所帯)となっている。 

H18.12.末
総世帯数 ブロードバンド　（全体） ブロードバンド　（超高速） ブロードバンド　（高速） ブロードバンド　（高速）

都道府県 H18.3.末現在 利用可能世帯 FTTH方式 DSL方式 CATVインターネット方式 サービス未提供
（万世帯） （万世帯） (%) （万世帯） (%) （万世帯） (%) （万世帯） (%) （万世帯） (%)

茨城県 106.6 99.1 93.0% 62.0 58.1% 99.1 93.0% 33.4 31.3% 7.5 7.0%
栃木県 72.2 66.1 91.6% 45.3 62.8% 66.1 91.6% 41.0 56.8% 6.1 8.4%
群馬県 73.7 69.2 93.9% 47.7 64.7% 69.2 93.9% 18.1 24.6% 4.5 6.1%
埼玉県 274.0 267.4 97.6% 241.4 88.1% 267.4 97.6% 207.4 75.7% 6.7 2.4%
千葉県 241.5 234.7 97.2% 205.3 85.0% 234.7 97.2% 190.2 78.8% 6.8 2.8%
東京都 596.5 594.5 99.7% 594.5 99.7% 583.9 97.9% 566.6 95.0% 2.0 0.3%
神奈川県 371.3 370.3 99.7% 370.3 99.7% 363.7 97.9% 331.8 89.4% 1.1 0.3%
山梨県 32.5 30.3 93.1% 19.9 61.0% 30.3 93.1% 19.6 60.2% 2.3 6.9%
関東管内 1,768.5 1,731.6 97.9% 1,586.3 89.7% 1,714.4 96.9% 1,408.1 79.6% 36.9 2.1%
全国 5,110.2 4,859.3 95.1% 4,221.3 82.6% 4,826.4 94.4% 3,575.3 70.0% 250.9 4.9%

H19.12.末
総世帯数 ブロードバンド　（全体） ブロードバンド　（超高速） ブロードバンド　（高速） ブロードバンド　（高速）

都道府県 H19.3.末現在 利用可能世帯 FTTH方式 DSL方式 CATVインターネット方式 サービス未提供
（万世帯） （万世帯） (%) （万世帯） (%) （万世帯） (%) （万世帯） (%) （万世帯） (%)

茨城県 108.0 102.7 95.1% 75.4 69.8% 102.7 95.1% 34.9 32.3% 5.2 4.9%
栃木県 73.1 67.9 93.0% 55.7 76.3% 67.9 93.0% 42.6 58.3% 5.1 7.0%
群馬県 74.5 71.6 96.0% 60.6 81.3% 71.6 96.0% 18.4 24.7% 3.0 4.0%
埼玉県 278.1 272.0 97.8% 257.5 92.6% 272.0 97.8% 214.3 77.0% 6.1 2.2%
千葉県 245.4 239.7 97.7% 214.2 87.3% 239.7 97.7% 195.0 79.4% 5.7 2.3%
東京都 606.0 605.5 99.9% 605.5 99.9% 593.3 97.9% 582.0 96.0% 0.1 0.0%
神奈川県 377.4 377.4 100.0% 377.4 100.0% 369.9 98.0% 338.7 89.7% 0.0 0.0%
山梨県 32.8 30.9 94.0% 23.7 72.1% 30.9 94.0% 20.2 61.4% 2.0 6.0%
関東管内 1,795.4 1,767.7 98.5% 1,670.0 93.0% 1,748.0 97.4% 1,445.9 80.5% 27.3 1.5%
全国 5,171.3 4,952.8 95.8% 4,410.2 85.3% 4,917.1 95.1% 3,691.8 71.4% 218.5 4.2%

関東総合通信局管内のブロードバンドの整備状況 －前年同期比較－

※「ブロードバンド」とは、高速インターネットアクセスを可能とする加入者系ネットワークを意味し、「高速大容量通信が可能」、「常時接続」、「双方向性」という一般的
特性を有するものをいう。（2005 年7 月総務省「次世代ブロードバンド構想２０１０」（全国均衡のあるブロードバンド基盤の整備に関する研究会最終報告））また、「高
速インターネットアクセス」とは、音楽データ等をスムーズにダウンロードできるインターネットのことを、「超高速インターネットアクセス」とは、目安として30Mbps～
100Mbps の通信速度を持ち、精密な大容量映像データでもスムーズにダウンロードできるインターネットのことをそれぞれいう。（「e-Japan 戦略」2001 年1 月）

なお、「ブロードバンド」、「高速インターネットアクセス」を実効通信速度等で数値的に定義することについては、例えばデータ圧縮技術等の進歩により同一通信速度
で伝送できる情報量が異なってくること等にかんがみても必ずしも適当ではなく、概ね上記のような情報のやり取りが可能となる速度を有することと定性的に定義する
こととしています。

※ 四捨五入を行っているため、実際の数値と合わない場合がある。

2007年12月末

2006年12月末

都道府県別ブロードバンド整備状況は次表のとおり。 
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※ ブロードバンド・サービス（ＦＴＴＨ、ＡＤＳＬ、ケーブルインターネット等）について、事業者情報等から、原則町丁目字単位での利用可能の有無を区分し、国勢調査（平成
12年）及び住民基本台帳（平成19年3月末）の世帯数を踏まえ、都道府県毎のサービスエリアの世帯カバー率を推計。ただし、ＡＤＳＬについては、サービスエリア内であっ
ても、収容局からの距離が概ね4kmを超える地区については信号の減衰が大きく実用に適しないことから利用可能とせず、世帯カバー率の推計を行っている。

※ 現状、ＡＤＳＬ以外のサービスの整備が進んでいる都府県（ＦＴＴＨ：東京都・神奈川県・滋賀県・大阪府、ケーブルインターネット：富山県・三重県）については、当該サービ
スの世帯カバー率を、それ以外はＡＤＳＬの世帯カバー率を「ブロードバンド」の世帯カバー率としている。
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％

※ 四捨五入を行っているため、実際の数値と合わない場合がある。

世帯カバー率：ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率

※ ブロードバンド・サービスエリアであっても、設備状況などにより、サービスの利用ができない場合がある。
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ウ．関東総合通信局管内の各都県におけるブロードバンド契約数及び世帯普及率 

関東総合通信局管内の都県別のブロードバンドの契約数及び世帯普及率について、2006

年 9 月から 2007 年 9 月までの四半期ごとの推移は下図表のとおりであり、契約数は僅かず

つではあるが着実に増加している。 

2007 年 9 月末現在の都県別契約数及び世帯普及率は、茨城県 518（47.9%）、栃木県 367

（50.2%）、群馬県 365（49.0%）、埼玉県 1,647（59.2%）、千葉県 1,457（59.4%）、東京都 4,336

（71.6%）、神奈川県 2,482（65.8%）、山梨県 165（50.1%）となっている。 

 

ブロードバンド合計の契約数の推移 
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ブロードバンド合計の世帯普及率の推移 
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茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 全国 関東

H18.9末

H18.12末

H19.3末

H19.6末

H19.9末

ブロードバンド合計の契約数及び世帯普及率のデータ 

（３）ブロードバンド・ゼロ地域解消の取り組み 

前述のとおり、我が国のブロードバンド整備は、「e-Japan 戦略」等の推進によって初
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期の整備目標は達成され、その後も徐々にブロードバンド化が進んでいるものの、整備コ

スト等の問題からブロードバンドを享受できない地域が「条件不利地域」を中心に 2007

年 12 月末現在で全国 218.5 万世帯(関東総合通信局管内 27.3 万世帯)ある。これらの地域

では徐々にブロードバンド・ゼロ地域が解消されているものの、高速ブロードバンドから

超高速ブロードバンドへの移行が大きく進んでいる都市部等地域とのデジタル・ディバイ

ドが益々拡大しているものと考えられる。 

これらに対応するため、2004 年 12 月に総務省において公表した「u‐Japan 政策」及び

2006 年 1 月に IT 戦略本部で決定された「IT 新改革戦略」等において 2010 年度を目標年度

とするブロードバンドの全国整備の方針が示された。 

総務省では、「IT 新改革戦略」における整備方針を受け、2006 年 8 月、2010 年度へ向け

たブロードバンド・ゼロ地域の解消等の整備目標、ロードマップの作成等の整備の基本的

考え方、官民の役割分担、関係者による推進体制のあり方を明らかにする「次世代ブロー

ドバンド戦略 2010」を新たに策定し、ブロードバンドの全国整備を積極的に推進すること

とした。具体的には、2010 年度までにブロードバンド・ゼロ地域解消及び超高速ブロード

バンドの世帯カバー率 90％以上を実現するため、関係者による全国及び地域レベルの推進

体制を構築し、地域ごとのロードマップの作成や整備に関する情報提供等の取り組みを推

進する等、地方公共団体及び電気通信事業者等の関係者と連携し、ブロードバンド全国整

備の推進に取組んでいる。 

ブロードバンド・ゼロ町村（ゼロ町村の分布）

粟島浦村
（新潟）

礼文町
（北海道）

小笠原村
（東京）

白川村（岐阜）

野迫川村
（奈良）

東峰村（福岡）

水上村（熊本）
五木村（熊本）

九重町
（大分）

三島村（鹿児島）

北大東村
南大東村
（沖縄）

北海道２

関東１

信越１

近畿１

東海１

四国３

九州６

沖縄５

馬路村（高知）
大川村（高知）
三原村（高知）

島牧村（北海道）

ブロード バンド ・ゼロ町村
合計 ２０町村（平成１９年１２月末現在）

ブロード バンド ・ゼロ町村
合計 ２０町村（平成１９年１２月末現在）

※市町村の行政界は平成１9年４月１日現在。

十島村（鹿児島）

国頭村
大宜味村
東村
（沖縄）

※ ブロードバンド・ゼロ町村とは、ブロードバンド・ゼロ地域（FTTH、ADSL、ケーブルインターネット等いずれのブロードバンド・サービスも全く利用

できない世帯が存在する地域）が、全域に及ぶ町村。

 

 

2010 年度へ向けたブロードバンド整備目標 
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２００６２００６ ２００７２００７ ２００８２００８ ２００９２００９ ２０１０２０１０

９４％（４，７３３万世帯）

８０％（４，０１５万世帯）

９８％程度 １００％

９０％８６％程度

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

解消！

解消！

ゼロ
市町村

ゼロ
市町村

ゼロ地域
（世帯数）

ゼロ地域
（世帯数） １００万

超高速
（内数）

超高速
（内数）

／1,843市町村

／5,000万世帯

2010年度までに

① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
（その過程において、ブロードバンド・ゼロ市町村を2008年度までに解消する。）

② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。

2010年度までに

① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
（その過程において、ブロードバンド・ゼロ市町村を2008年度までに解消する。）

② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。

２０１０年度へ向けたブロードバンドの整備目標

注： 2006年において記載されている世帯カバー率、ゼロ市町村数、ゼロ地域世帯数の数値は、平成18年3月31日現在のもの。
2008年において記載されている世帯カバー率、ゼロ市町村数、ゼロ地域世帯数の数値は、いずれも現時点における目安であり目標ではない。

整備済
団体

整備済
団体

７２％ １００％

３０６万

３９

次世代ブロードバンド戦略２０１０ （2006年8月 総務省）

 1 「u‐Japan 政策」（平成 16 年 12 月 総務省）、「IT 新改革戦略」（平成 18 年 1 月 IT 戦略本部）及び「ICT 政策   

大綱」（平成 17 年 8 月 総務省） 

2 ブロードバンド・ゼロ市町村：ブロードバンド・ゼロ地域（FTTH、ADSL、ケーブルインターネット等いずれのブ

ロードバンドサービスも全く利用できない世帯が存在する地域）が、全域に及ぶ市町村。 

3 超高速ブロードバンド：上り（アップロード）・下り（ダウンロード）の双方向とも 30Mbps 級以上であるブロー

ドバンドを想定。 

4 世帯カバー率：ブロードバンド・サービスエリア内の世帯数が全世帯数に対し占める比率。 
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２．関東総合通信局管内におけるブロードバンドの整備に向けた取り組み 

管内の各都県におけるブロードバンド整備状況として、神奈川県においては 2007 年 3

月に全国初の県全域での光化によるブロードバンドサービスを実現している他、東京都で

は管内で唯一ブロードバンド・ゼロ市町村であった小笠原村が、衛星通信回線を利用した

拠点一括型（地域の拠点に衛星通信用送受信アンテナ等を設置し、拠点から各世帯までは

FTTH や DSL 等の手法によりサービス提供を行う形態）により 2008 年 1 月からインターネ

ットサービスを開始した。 

一方、栃木県、群馬県等の北関東地域においては、山間部における高齢化の進んだ集落

地域が数多く存在しており、また、茨城県においては住宅敷地面積が全国 1位である等、

平野部において様々な場所に住宅が点在しているという地理的特性等があるため、ブロー

ドバンドサービスが利用できない、いわゆる「ブロードバンド・ゼロ地域」が数多く存在

している。 

 

これらのブロードバンド・ゼロ地域が存在する各県においては、関東総合通信局と連携

しながら「次世代ブロードバンド戦略 2010」に基づく地域レベルの推進組織を設置し、市

町村に対するブロードバンド・ゼロ地域の実態調査及び整備に関する衛星回線、ＷｉＭＡ

Ｘ等の新しい技術に関する情報提供並びに市町村毎の整備計画の策定に関するロードマッ

プの作成等、2010 年度末のブロードバンド・ゼロ地域の解消という目標に向けた様々な取

り組みを進めている。 

 

また、関東総合通信局においては、各県相互間の情報交換・情報共有による施策推進を

加速させることを目的として、昨年 5月に管内６県を構成員とした「関東管内ブロードバ

ンド整備推進連絡会」を設置し、各県の取り組みや課題についての情報交換・情報共有を

図るとともに、市町村への個別アプローチとして、ブロードバンド整備の遅れている市町

村を訪問し、ブロードバンド基盤整備計画の策定要請や助言、市町村の意向・要望の把握

などを実施している。その他、講演会やイベントを実施し、ブロードバンド基盤整備への

認識向上・需要喚起・利活用促進のための活動を実施しているところである。 

昨年 5月の情報通信月間では、群馬県みなかみ町において、関東総合通信局と同町主催

で「みなかみ町 ICT フェア」を実施した結果、町内団体、町民などの ICT に関する関心が

高まり、通信事業者から誘致活動の提案、仮申し込みの世帯数の提示等を得るに至るなど、

地域の積極的な対応が見られるようになった。その後も同町では、ICT に関する各種の講

座や行事が開催されており、ICT についての町民の意識が高まっている。 

 

このように、地域におけるブロードバンド基盤整備を推進するためには、地域における

ブロードバンドの活用を地域で考えるという熱意と具体的な取り組みが重要と考えられる。 

関東総合通信局においては国の役割として、それらを後押しするべく、財政的支援措置、

需要喚起及び利活用の促進に関する活動の他、本検討会での取り組みでもあるＷｉＭＡＸ
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に関する技術試験によって、その結果が地域において新しい技術の活用検討の一助となる

施策を実施しているところである。 

今後も引き続き、地域におけるブロードバンド基盤整備にかかる気運のより一層の向上

を図るとともに、関係者が連携を執りながら、2010年度末のブロードバンド・ゼロ地域の

解消という目標に向けて様々な取り組みを進めていくこととしている。 

ブロードバンドの利活用イメージ①

社会が抱える課題社会が抱える課題
ブロードバンドの利活用事例ブロードバンドの利活用事例

●高速大容量のブロードバンドの通信回線を通じ
て放送サービスを提供する。

●働く場所が無く、雇用が生まれない。
●企業の事業活動に必要な情報が入手できない。

●在宅ﾜｰｶｰ 事業者
●遠隔地の 本社

支店･工場

《 関 係 者 》

●ブロードバンドを利用したSOHOやテレワーク等の新規事業の誘致。
●遠隔地に立地した企業や工場と、都会の本社を結ぶ企業内イントラネット

の構築。

《 利 活 用 事 例 》

雇用支援の充実

●遠隔地のため、都会へ地域の情報を発信する機
会が限られている。

●多様な地域資源をもっとアピールしたい。

地域情報の発信の強化
●観光協会 都市市民
●町おこし 都市市民

グループ
●環境保全 都市市民

グループ

●田舎暮らしに興味を持つ都市市民や都会へ就職した地方出身者に、動画
による「ふるさと情報」を配信。

●地域の景観や風土、特産品等を動画によるデジタルミュージアムにより
配信。

●棚田・森林等のオーナー制度の登録者に、自分たちの田園や森林の四季
折々の風景をリアルタイム映像で配信。

●高度な医療を受けるために､長距離の移動を伴う｡
●一人暮らしの高齢者の介護や健康管理が行き届

かない。

医療・福祉の充実
●遠隔地の 中核病院

診療所
●在宅高齢 介護福祉
者 施設

●遠隔地と都会の中核病院を結ぶ遠隔病理画像診断システムにより撮像の
読影を行い、専門性の高い診断を行う。

●一人暮らしの高齢者の在宅健康管理を双方向映像通信を利用して実施す
る。

●少人数学級で、授業のバリエーションが限られ
てしまう。

●遠隔地のため、なかなか専門的な学習を受ける
ことが出来ない。

教育・学習機会の充実
●離島の 本土の学校
学校

●遠隔地 英会話教室
の生徒

●双方向映像通信を利用して、他校の生徒と一体感を持った授業が実施で
きる。

●遠隔地にいながら、双方向映像通信を利用して、英会話や資格講座等の
専門的なプログラムが受講できる。

●家族と離れて暮らしており、なかなか会えない。

●役所が遠く、生活に必要な情報の取得や行政相
談を行うことが難しい。

生活・行政サービスの向上
●遠隔地 都市在住

在住の の孫

祖父母
●地域住民 自治会
●地域住民 自治体

●離れて暮らす子供や孫と、画像や動画でやりとりができる。
●電子回覧板により地区や町からの情報（防災情報等動画を利用した高度

で分かりやすいもの）を取得できる。
●双方向映像通信により、行政機関等への相談が対面実施でき、安心して

対応できる。

●オンラインゲーム等生活を楽しむツールが少な
い。

娯楽、教養・文化の充実

そ の 他

●地域住民 ｺﾝﾃﾝﾂ
事業者

●遠隔地にいながら、双方向オンラインゲーム等を利用した情報のやりと
り、書籍や趣味関連品等の購入が可能となる。

●ブログによる手軽な情報発信、ＳＮＳによる会員制の知人との交流がで
きる。

●地域 通信事業者
住民 放送事業者

●ＩＰマルチキャストの技術を用い、通信事業者の光通信回線を通じて、
多チャンネルサービスや地上デジタル放送を視聴することができる。

社会が抱える課題社会が抱える課題
ブロードバンドの利活用事例ブロードバンドの利活用事例

●高速大容量のブロードバンドの通信回線を通じ
て放送サービスを提供する。

●働く場所が無く、雇用が生まれない。
●企業の事業活動に必要な情報が入手できない。

●在宅ﾜｰｶｰ 事業者
●遠隔地の 本社

支店･工場

《 関 係 者 》

●ブロードバンドを利用したSOHOやテレワーク等の新規事業の誘致。
●遠隔地に立地した企業や工場と、都会の本社を結ぶ企業内イントラネット

の構築。

《 利 活 用 事 例 》

雇用支援の充実

●遠隔地のため、都会へ地域の情報を発信する機
会が限られている。

●多様な地域資源をもっとアピールしたい。

地域情報の発信の強化
●観光協会 都市市民
●町おこし 都市市民

グループ
●環境保全 都市市民

グループ

●田舎暮らしに興味を持つ都市市民や都会へ就職した地方出身者に、動画
による「ふるさと情報」を配信。

●地域の景観や風土、特産品等を動画によるデジタルミュージアムにより
配信。

●棚田・森林等のオーナー制度の登録者に、自分たちの田園や森林の四季
折々の風景をリアルタイム映像で配信。

●高度な医療を受けるために､長距離の移動を伴う｡
●一人暮らしの高齢者の介護や健康管理が行き届

かない。

医療・福祉の充実
●遠隔地の 中核病院

診療所
●在宅高齢 介護福祉
者 施設

●遠隔地と都会の中核病院を結ぶ遠隔病理画像診断システムにより撮像の
読影を行い、専門性の高い診断を行う。

●一人暮らしの高齢者の在宅健康管理を双方向映像通信を利用して実施す
る。

●少人数学級で、授業のバリエーションが限られ
てしまう。

●遠隔地のため、なかなか専門的な学習を受ける
ことが出来ない。

教育・学習機会の充実
●離島の 本土の学校
学校

●遠隔地 英会話教室
の生徒

●双方向映像通信を利用して、他校の生徒と一体感を持った授業が実施で
きる。

●遠隔地にいながら、双方向映像通信を利用して、英会話や資格講座等の
専門的なプログラムが受講できる。

●家族と離れて暮らしており、なかなか会えない。

●役所が遠く、生活に必要な情報の取得や行政相
談を行うことが難しい。

生活・行政サービスの向上
●遠隔地 都市在住

在住の の孫

祖父母
●地域住民 自治会
●地域住民 自治体

●離れて暮らす子供や孫と、画像や動画でやりとりができる。
●電子回覧板により地区や町からの情報（防災情報等動画を利用した高度

で分かりやすいもの）を取得できる。
●双方向映像通信により、行政機関等への相談が対面実施でき、安心して

対応できる。

●オンラインゲーム等生活を楽しむツールが少な
い。

娯楽、教養・文化の充実

そ の 他

●地域住民 ｺﾝﾃﾝﾂ
事業者

●遠隔地にいながら、双方向オンラインゲーム等を利用した情報のやりと
り、書籍や趣味関連品等の購入が可能となる。

●ブログによる手軽な情報発信、ＳＮＳによる会員制の知人との交流がで
きる。

●地域 通信事業者
住民 放送事業者

●ＩＰマルチキャストの技術を用い、通信事業者の光通信回線を通じて、
多チャンネルサービスや地上デジタル放送を視聴することができる。

ブロードバンドの利活用イメージ②

遠隔講義遠隔講義遠隔講義市民講座市民講座市民講座

テレワークテレワーク
遠隔教育・生涯学習遠隔教育・生涯学習

遠隔病理画像診断遠隔病理画像診断 行政サービスの向上行政サービスの向上

電子回覧板

行政相談

現場視察担当者

事業者（本社）

電子回覧板

在宅ワーカー
在宅ワーカー

自 治 体

自 治 会

地域住民

Aさんはマーケットリサーチ

の結果の入力作業と図表化
が担当だ。結果をメールに
添付してすぐ送信して欲しい。

Bさんは本社の

ウェブサーバに
アクセスしてホー
ムページの更新
を頼む。 了解

分かり
ました。

開発予定地域の写
真と映像を今から
本社に送信します。

MRI、CTスキャンで患

部を撮像した。至急診
断して結果を知らせてく
ださい。

了解。診断結果はパソコン
画面上で画像を見ながら
説明しよう。

踊る阿呆に見る
阿呆、同じ阿呆
なら踊らにゃ損、
損・・・

阿波踊り参加ツ
アーを企画して
みよう

質問や意見
のある人は
すぐに送信
してください。

今のポイントの説
明がよくわからな
いのですが・・・

今の点につい
て、私のアイ
ディアはこうな
のですが

確定申告の
手続でよくわ
からない部
分があるの
ですが。

はい、どの
ような点で
すか？

回覧板を回しま
す。読んだらお隣
の加藤さんに送
信してください。

ディバイド地域において想定される

ブロードバンドの利活用事例

ディバイド地域において想定される

ブロードバンドの利活用事例

地域情報の発信地域情報の発信

ブロードバンドの利活用事例

イメージ
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第２章 調査検討会の概要 

１．調査検討会の設置 

2007年6月22日、関東総合通信局長の調査検討会として産学官による「広帯域移動無線ア

クセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に関する調査検討会」（座長：

山梨大学大学院教授 新藤 久和）を設置して、中山間地域等におけるブロードバンド整

備促進に向けた調査検討を行った。 

また、調査検討会にＷＧ（主査：山梨大学大学院准教授 美濃 英俊）を設置し、山梨

県甲州市において技術試験を実施し、ＢＷＡによる中継の実現についての検証を行った。 

 

２．目的と調査検査項目 

中山間地域などの条件不利地域における広帯域移動無線アクセスシステム（以下「ＢＷ

Ａ」と言う。）の活用にあたり、有線と無線のシームレスな接続、回線品質を確保するため

のアンテナ特性や電力等の検討、他の無線システムからの電波干渉による品質回線への影

響の調査等を実施し、地域における周波数有効利用を図るとともに、中山間地域における

ブロードバンド整備を図ることを目的とし、次の調査検討を行うこととした。 

①中山間地域におけるＢＷＡによる中継の実現についての検証とその対策 

・山谷等の多段中継ルートの構成時におけるアンテナ特性に応じた所要分岐角の検討 

・所要の回線品質を確保するためのアンテナ特性や空中線電力等の検討 

・所要のシステム構成における回線品質の検討 

②条件不利地域におけるワイヤレスブロードバンドシステムの有効活用の検討 

 

３．技術試験等の実施 

技術試験は、山村集落の条件不利地域をかかえる山梨県甲州市落合地区と同市中心部と

の間において、2007年12月から2008年2月までの間、電波伝搬特性、遅延及びスループット

性能の測定を実施した。また、2008年1月31日には、同市内勝沼ぶどうの丘において、一般

公開を開催した。 

一般公開では、技術試験の概要と測定結果の中間報告及び、無線アクセスシステムによ

るアプリケーションを紹介した。

２．５ＧＨｚ （ＷｉＭＡＸ）

地域公共ネットワーク

山上中継イメージ
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（「ＢＷＡ活用による中山間地域のブロードバンド構築に関する調査検討会」） 

○第１回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会 

日時：2007 年 6 月 22 日（金） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

 

○第２回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会 

日時：2007 年 8 月 24 日（金） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

 

○第３回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会」 

日時：2008 年 1 月 31 日（木） 12 時から 13 時 

場所：ぶどうの丘（山梨県甲州市勝沼町） 

 

○第４回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会」 

日時：2008 年 3 月 4日（火） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

 

 

（「ＢＷＡ活用による中山間地域のブロードバンド構築に関する調査検討会ＷＧ」） 

○第 1回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会」ＷＧ会合 

日時：2007 年 7 月 6日（金） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

 

○第２回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会」ＷＧ会合 

日時：2007 年 8 月 3日（金） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

 

○第３回「広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築

に関する調査検討会」ＷＧ会合 

日時：2007 年 9 月 21 日（金） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

 

○第４回「広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築

に関する調査検討会」ＷＧ会合 

日時：2007 年 12 月 17 日（月） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 
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第３章 技術試験 

本技術試験は、前章での調査検討会による検討を踏まえ、2007 年 12 月 1 日から 2008 年

2 月 12 日の期間に、ＢＷＡによる検証試験システムを構築し、中継の実現、所要のシステ

ム構成における回線品質及びワイヤレスブロードバンドシステムの有効性の確認及び技術

的条件を明らかにするために実施した。 

 

１．技術試験の内容 

山梨県甲州市をモデル地域に構築した無線アクセスシステムは 2.5GHz 帯の電波を用い

た IEEE802.16ｅ （ＷｉＭＡＸ）に準じた規格とした。2.5GHz 帯無線アクセスシステムは、

以下の図 3-1 にあるように３つの利用シーンが想定でき、本技術試験においてもそれぞれ

のシーンを想定した無線アクセスシステムを構築した。 

 

 

 

 

図 3-1 

 

 

構築した無線アクセスシステムの有効性の確認と必要とされる技術的条件を明らかにす

るため次項以降に示す各種通信試験を行った。 

 

（１）設備の概要と構成 

「利用シーン 1 及び 2」に相当するシステムを 10MHz 帯域幅にて構築し、同様に「利用

シーン 3」に相当するシステムを 5MHz 帯域幅にて構築した。各システムの概要と構成を以

降に示す。 
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ア．利用シーン 1及び 2の概要と構成 

（ア）試験概要 

固定無線アクセス（以下「ＦＷＡ」という。）システムの性能を確認する。2点間でのＦ

ＷＡ性能の確認及び、地域モバイル利用時の性能試験を行う。 

 

（イ）試験フィールド周辺地図及びＷｉＭＡＸ無線装置配置図 

試験フィールド周辺地図及びＷｉＭＡＸ無線装置の配置図を図 3-2 に示す。 

かつぬま情報館にＷｉＭＡＸ無線基地局装置を設置。大藤小学校に子機を設置。 

かつぬま情報館から大藤小学校間の距離は、約 6.3km である。 

 

 

図 3-2 

 

6.3km 
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（ウ）位置関係図 （かつぬま情報館～大藤小学校） 

勝沼情報館に設置された基地局と、大藤小学校に設置された子局の位置関係を図 3-3 に

示す。2点の高低差は 150ｍである。 

 

         図 3-3（カシミール 3D にて作成） 

 

（エ）システム構成図 

以下の図 3-4 にシステムの構成を示す。 

 

図 3-4 

かつぬま情報館 

大藤小学校 
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また、以下に実際の基地局設置状況を示す。 

 かつぬま情報館 
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（オ）無線システム諸元 

表 3-1 

装置 項目 諸元 

送受信周波数 2585MHz 

送信帯域幅 10MHz 

送信電力 2W（10MHz あたり） 

アンテナ利得 15dBi（60 度指向性） 

EIRP 48dbm 

基地局装置 

アンテナチルト +4 度（上向き） 

送受信周波数 2585MHz 

送信電力 200mW 
端末装置 

（CPE） 
アンテナ利得 7dBi/9dBi 

送受信周波数 2585MHz 

送信電力 200mW 
端末装置 

（モバイル端末） 
アンテナ利得 2dBi/6dBi/9dBi 

 

 

本検証試験システムで使用している各無線装置を以下に示す。 

 

制御装置及び電源装置        無線装置設置状況 
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無線装置設置状況（拡大） 

 

屋内子局装置                屋外アンテナ（9dBi） 

 

PC カード型端末 
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イ．利用シーン 3の試験概要と構成 

（ア）試験イメージ 

甲州市立大藤小学校（以下「大藤小学校」という。）屋上に設置したＷｉＭＡＸ無線装置

と、甲州市立神金第二小学校落合分校（以下「落合分校」という。）校庭にある防災無線用

パンザマストに設置したＷｉＭＡＸ無線装置を、柳沢峠頂上近くにあるＮＴＴドコモ柳沢

中継所（以下「柳沢中継所」という。）に設置したＷｉＭＡＸ無線装置にて経由して接続す

る。 

尚、大藤小学校のＷｉＭＡＸ無線装置は、地域公共ネットワークに有線接続されている。

全体的な試験イメージを以下の図 3-5 に示す。 

 

 

 

図 3-5 
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（イ）試験フィールド周辺地図及びＷｉＭＡＸ無線装置配置図 

試験フィールド周辺地図及びＷｉＭＡＸ無線装置の配置図を図 3-6 に示す。 

大藤小学校をＡ局として、ＷｉＭＡＸ無線基地局装置を設置。柳沢中継所をＢ局として、

子局装置及び基地局装置を設置。落合分校をＣ局として、子局を設置。 

尚、Ａ局からＢ局間の距離は約 7.4km となっており、Ｂ局からＣ局間の距離は約 4km と

なっている。 

 

 

図 3-6 
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（ウ）位置関係図（大藤小学校～柳沢中継所） 

大藤小学校屋上に設置されたＡ局と、柳沢中継所に設置されたＢ局の位置関係を図 3-7

に示す。 

 

図 3-7 

 

図 3-8 は、大藤小学校屋上より見た柳沢中継所。 

 

図 3-8 

 

Ａ局 

大藤小学校 

Ｂ局 

柳沢中継所 
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（エ）位置関係図（柳沢中継所～落合分校） 

柳沢中継所に設置されたＢ局と、落合分校に設置されたＣ局の位置関係を図 3-9 に示す。 

 

図 3-9 

 

図 3-10 は、落合分校より見た柳沢中継所。 

  

図 3-10 

 

Ｃ局 

落合分校 

Ｂ局 

柳沢中継所 
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（オ）柳沢中継所アンテナ配置図 

以下の図 3-11 に柳沢中継所におけるアンテナの配置図を示す。 

 

 

図 3-11 
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（カ）システム構成図 

以下の図 3-12 にシステムの構成を示す。 

大藤小学校屋上には基地局が設置され、柳沢中継所上の子局と無線通信を行う。 

この子局は、同じく柳沢中継所に設置された基地局と有線接続されている。この基地局

は落合分校の子局と無線通信を行う。 

全体の構成としては、親－子－親－子の関係となる。 

また、各無線装置には試験測定用ノート PC が接続されており、これらを用いて各測定を

行う。 

 

図 3-12 

 

また、以下の図 3-13 で各設置現場の実際の様子を示す。 

 

 

図 3-13 

 

IF Cable 

IF Cable

RF Cable  
RF Cable IF Cable 

大藤小学校

柳沢中継所

落合分校

試験測定用ノートＰＣ 試験測定用ノートＰＣ 試験測定用ノートＰＣ
試験測定用ノートＰＣ

地域公共ネットワークへ
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（キ）無線システム諸元 

表 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本検証試験システムで使用している各無線装置を以下に示す。 

基地局装置及び電源装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外用無線ユニット               屋外子局装置 

装置 項目 諸元 

送受信周波数 2582.5MHz , 2587.5MHz 

送信帯域幅 5MHz 

送信電力 3.2W 

アンテナ利得 24dBi（6.5 度指向性） 

基地局装置 

EIRP 59dBm 

送受信周波数 2582.5MHz , 2587.5MHz 

送信電力 0.8W 
子局装置 

（CPE） 
アンテナ利得 24dBi（6.5 度指向性） 
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（２）検証内容 

ア．利用シーン 1及び 2における検証内容 

（ア）計測項目 

ａ）ＦＷＡシステムの性能確認（かつぬま情報館～大藤小学校） 

・伝搬減衰特性 

・遅延及びスループット性能の測定 

ｂ）ＦＷＡシステムの地域モバイル利用時の性能試験 

・サービスエリアの確認 

・走行時（40km 程度）の伝搬特性 

・定点でのスループット測定（ノマディック利用を想定） 

 

イ．利用シーン 3における検証内容 

（ア）計測項目 

図 3-14 に示すように、各区間の下り回線・上り回線において以下を計測する。 

ａ）スループット性能の測定（UDP 及び TCP） 

※ネットワーク測定アプリケーション「iperf」を使用。 

ｂ）Ping による遅延測定 

 

図 3-14 

（イ）計測方法 

ａ）以下を基準として上記の計測項目を計測する。 

 

（基準） 周波数 ：F1(2582.5MHz) + F2(2587.5MHz) 

 TDD レート：65:35 

 出力パワー ：35dBm 

 

ｂ）上記から、以下のパラメータを順次変更して各計測項目の変化を検証する。 

 

（出力パワー） 35dBm → 32dBm 

 

（TDD レート） 65:35 → 45:55 

 

（周波数）F1(2582.5MHz) + F2(2587.5MHz) → F1(2582.5MHz) + F1(2582.5MHz) 
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２．技術試験の結果 

（１）試験データ 

ア．利用シーン 1及び 2における試験データ 

（ア）ＦＷＡシステムの性能確認（かつぬま情報館～大藤小学校） 

 ※下り回線測定結果 

 

1 台接続時 

端末装置 測定項目 測定結果 

RSSI -78dBm 

CINR_MCS 25dB_16QAM 3/4 

Ping 遅延 70～80ms 

CPE 

（9dBi アンテナ） 

スループット 6.2Mbps (TCP/UDP) 

RSSI -75dBm 

CINR_MCS 14dB_QPSK 3/4 

Ping 遅延 70ms 

モバイル端末 

（オムニアンテナ） 

スループット 3.41Mbps (TCP) 

RSSI -70dBm 

CINR_MCS 20dB_16QAM 3/4 

Ping 遅延 66ms 

モバイル端末 

（9dBi アンテナ） 

スループット 5.0Mbps (TCP) 

 

2 台同時接続時 

端末装置 測定項目 測定結果 

RSSI -75dBm 

CINR_MCS 14dB_QPSK 3/4 

Ping 遅延 70ms 

モバイル端末 

（オムニアンテナ） 

スループット 2.6Mbps (TCP) 

RSSI -73dBm 

CINR_MCS 20dB_16QAM 3/4 

Ping 遅延 66ms 

モバイル端末 

（9dBi アンテナ） 

スループット 4.1Mbps (TCP) 
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（イ）ＦＷＡシステムの地域モバイル利用時の性能試験 

・サービスエリア走行試験 

 

※ RSSI（受信信号強度） -95 以上で通信可能。 

※ 途切れている部分については、地理的要因により伝搬環境が劣化し圏外とな

っている。 

 

塩山駅

大藤小 

勝沼情報館 

ぶどうの丘 

山東

1km 

主要道路走行試験結果
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・スループット特性 

 

 

地点 
RSSI 

[dBm] 

スループット

[Mbps] 

CINR 

[dB] 
MCS 

RTT 

[ms] 

A -50dBm 5.2 28 64QAM 5/6 80 

B -75dBm 4.9 21 16QAM 3/4 80 

C -80dBm 1.5 9 QPSK 1/2 80 

D -55dBm 4.1 25 64QAM 2/3 80 

E -69dBm 5.5 20 16QAM 3/4 80 

※D及びEはＦＷＡ向け指向性アンテナを使用。その他はモバイル向け無指向性アンテナ。 

A

B 

C

D

E

4.3km
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イ．利用シーン 3における試験データ 

（ア）計測結果  

（基準） 周波数 ：F1(2582.5MHz) + F2(2587.5MHz) 

 TDD レート ：65:35 

 出力パワー ：35dBm 

 

[Ａ局（大藤小学校）～Ｂ局（柳沢中継所）] 

下り （ダウンリンク） 上り （アップリンク） 

 変調度 スループット  変調度 スループット 

UDP QAM64 3/4 8.10Mb/s UDP QAM64 3/4 3.77Mb/s 

TCP QAM64 3/4 7.99Mb/s TCP QAM64 3/4 3.65Mb/s 

 遅延   遅延  

Ping 47ms Ping 45ms  

 

[Ｂ局（柳沢中継所）～Ｃ局（落合分校）] 

下り （ダウンリンク） 上り （アップリンク） 

 変調度 スループット  変調度 スループット 

UDP QAM64 3/4 8.10Mb/s UDP QAM64 3/4 3.77Mb/s 

TCP QAM64 3/4 7.99Mb/s TCP QAM64 3/4 3.70Mb/s 

 遅延   遅延  

Ping 47ms Ping 46ms  

 

[Ａ局（大藤小学校）～Ｃ局（落合分校）] 

下り （ダウンリンク） 上り （アップリンク） 

 変調度 スループット  変調度 スループット

UDP QAM64 3/4 8.10Mb/s UDP QAM64 3/4 3.77Mb/s

TCP A-B 間、B-C 間、共に 

QAM64 3/4 

7.99Mb/s TCP A-B 間、B-C 間、共に 

QAM64 3/4 

3.67Mb/s

 遅延   遅延  

Ping 92ms Ping 94ms 

 

（出力パワー）  周波数 ：F1(2582.5MHz) + F2(2587.5MHz) 

  TDD レート ：65:35 

  出力パワー ：32dBm 

  結  果 ：基準とする 35dBm 時と変化が見られず。 

 

（TDD レート） 周波数  ：F1(2582.5MHz) + F2(2587.5MHz) 



 31

 TDD レート ：45:55 

 出力パワー ：35dBm 

 [Ａ局（大藤小学校）～Ｂ局（柳沢中継所）] 

下り （ダウンリンク） 上り （アップリンク） 

 変調度 スループット  変調度 スループット 

UDP QAM64 3/4 4.90Mb/s UDP QAM64 3/4 7.12Mb/s 

TCP QAM64 3/4 4.79Mb/s TCP QAM64 3/4 7.02Mb/s 

 遅延   遅延  

Ping 47ms Ping 47ms  

 

[Ｂ局（柳沢中継所）～Ｃ局（落合分校）] 

下り （ダウンリンク） 上り （アップリンク） 

 変調度 スループット  変調度 スループット 

UDP QAM64 3/4 4.90Mb/s UDP QAM64 3/4 7.12Mb/s 

TCP QAM64 3/4 4.80Mb/s TCP QAM64 3/4 7.02Mb/s 

 遅延   遅延  

Ping 47ms Ping 46ms  

 

[Ａ局（大藤小学校）～Ｃ局（落合分校）] 

下り （ダウンリンク） 上り （アップリンク） 

 変調度 スループット  変調度 スループット

UDP A-B 間、B-C 間、共に 

QAM64 3/4 

4.90Mb/s UDP A-B 間、B-C 間、共に 

QAM64 3/4 

7.12Mb/s

TCP A-B 間、B-C 間、共に 

QAM64 3/4 

4.82Mb/s TCP A-B 間、B-C 間、共に 

QAM64 3/4 

6.97Mb/s

 遅延   遅延  

Ping 92ms Ping 95ms 
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（イ）計測結果まとめ 

（基準） 周波数 ：F1(2582.5MHz) + F2(2587.5MHz) 

 TDD レート ：65:35 

 出力パワー ：35dBm 

計測区間 
 UDP 

スループット（Mb/s）

TCP 

スループット（Mb/s） 

Ping 

遅延（ms）

Ａ局→Ｂ局 下り 8.10 7.99 47 

Ａ局←Ｂ局 上り 3.77 3.65 45 

Ｂ局→Ｃ局 下り 8.10 7.99 47 

Ｂ局←Ｃ局 上り 3.77 3.70 46 

Ａ局→Ｃ局 下り 8.10 7.96 92 

Ａ局←Ｃ局 上り 3.77 3.67 94 

 

（出力パワー）  周波数 ：F1(2582.5MHz) + F2(2587.5MHz) 

 TDD レート ：65:35 

 出力パワー ：32dBm 

 

 結  果 ：基準とする 35dBm 時と変化が見られず。 

 

（TDD レート） 周波数 ：F1(2582.5MHz) + F2(2587.5MHz) 

 TDD レート ：45:55 

 出力パワー ：35dBm 

計測区間 
 UDP 

スループット（Mb/s）

TCP 

スループット（Mb/s） 

Ping 

遅延（ms）

Ａ局→Ｂ局 下り 4.90 4.79 47 

Ａ局←Ｂ局 上り 7.12 7.02 47 

Ｂ局→Ｃ局 下り 4.90 4.80 45 

Ｂ局←Ｃ局 上り 7.12 7.02 46 

Ａ局→Ｃ局 下り 4.90 4.82 92 

Ａ局←Ｃ局 上り 7.12 6.97 95 

 

（周波数） 周波数 ：F1(2582.5MHz) + F1(2582.5MHz) 

 TDD レート ：65:35 

 出力パワー ：35dBm 

大藤小学校～柳沢中継所間で通信不能 

柳沢中継所～落合分校間を停波した場合、大藤小学校～柳沢中継所間で正常に通信可能

出力パワーを低下させてみる（32dBm, 30dBm）が、状況変わらず 



 33

（２）所要分岐角についての検討と検証法 

ア．概要  

ＷｉＭＡＸ中継局（親機＆子機）における所要分岐角を実測にて導出する手順を示す。 

本文書における所要分岐角の導出方法の概要は、以下の通りである。 

親機から子機（または子機から親機）へ干渉電力が廻り込む状態を実測したのち、干渉

が廻り込んだ状態でも、想定されている MCS（※）の所要 CINR を満たすことを条件として

所要分岐角を導出する。 

※MCS： Modulation and Coding Scheme  

 

また、カ項（付録：分岐角変更しない場合）にて、あらかじめ分岐角が固定されていて

変更が困難な場合に、現在の分岐角に問題がないかを判定する実測実験について記す。 

 

イ．必要機器  

以下、測定に必要な機器を示す。 

■方法 1 

１．送信機（当該周波数帯を出力可能） 

－SG (Signal Generator)＋送信アンプ 

２．受信電力測定器 

－パワーメータ、またはスペアナ 

※受信電力測定器の精度は１ｄＢｍ以下が望ましい。 

 

■方法 2 

１．送信機（当該周波数帯を出力可能） 

－親機（または子機） 

２．受信電力測定器 

－ＷｉＭＡＸスキャナ 

※2.5GHz 帯のＷｉＭＡＸスキャナは入手不可かも知れない。 

※親機や子機を受信電力測定器として用いるのは、精度面からあまり推奨できない。 

 

★注意：方法 1は、電波法で許可された範囲での送信機出力としなければならない。 

方法 1 の場合、ある程度低い送信機出力となるが、実測結果にオフセットを施す

ことで一定の結論は得られる。ただし、受信電力測定機の限界により、精度は悪

くなると考えられる。 

 

ウ．測定系  

ＷｉＭＡＸ中継局の構成を以下に示す。簡単化のため、ＷｉＭＡＸ中継局の 1 方向の信

号のみを示した。 
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測定系を以下に示す。同じく簡単化のため、1方向の信号のみを示した。ただし廻り込み

干渉電力の測定は、子機から親機、親機から子機の双方向を想定して実施する。双方向で

実施する理由は、環境によって、廻り込みの程度が異なる可能性があることに加え、所要

CINR、想定受信信号電力、送信信号電力が異なるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 測定系 

 

エ．測定手順 

（ア） 子機から親機への廻り込み干渉電力測定 

①図 2の様に送信機と受信電力測定器を接続する。 

②ＷｉＭＡＸ中継で想定している電力 P1を送信機から送信する。 

③受信電力測定器にて、送信機からの廻り込み干渉電力 Irndを測定する。 

ただし、ケーブル損失はあらかじめ測定しておき、その分を考慮する。 

④水平面内分岐角 Dを変更する（10 度ステップ）。 

⑤水平面内分岐角 Dを変更して、再び、廻り込み干渉電力 Irndを測定する 

以後、同様のことを繰り返し、350 度まで測定を行う。 

 

（イ） 親機から子機への廻り込み干渉電力測定 

送信機と受信電力測定器の接続を入れ替え、想定している電力にて送信機から送信し、

上記と同様の手順にて測定を実施する。 

 

※水平分岐角の変更に手間がかかる場合には、水平分岐角の変更毎に上記（ア）と（イ） 

の測定を交互に行っても良い。 

表 1 測定結果の例 

水平面内分岐角 Ｄ 廻り込み干渉電力 Irnd 

（子機→親機） 

廻り込み干渉電力 Irnd 

（親機→子機） 

１０度 -90dBm -88dBm 

２０度 -92dBm -89dBm 

３０度 -95dBm -92dBm 

： ： ： 

３４０度 -92dBm -89dBm 

３５０度 -90dBm -88dBm 

送信機 受信電力

水平面内 分岐角 
 D [度] 

アンテナ指向性 
パターン

受信信号周波数 

ｆ0 [GHz] 
送信信号周波数 

ｆ0 [GHz] 

想定受信信号電力

C0 [dBm]

０系 １系 

送信信号電力 
P1 [dBm] 

廻り込み干渉電力 
Irnd [dBm] 



 35

オ．条件式 
廻り込み干渉電力 Irnd は、以下の式 1の条件を満たす必要があると考えられる。 

 

（式 1） 

Co － 10 log10（ 10^(Irnd /10) ＋ 10^ ((N f ＋ No) /10））≧ Ｑreq  ＋Ｍ 

 

Co ：想定受信信号電力 [dBm] ※リンクバジェットでの事前計算にて導出 

Irnd ：廻り込み干渉電力 [dBm] 

N f ：ＷｉＭＡＸ中継器の Noise Figure [dB] 

No ：熱雑音電力 [dBm] 

Ｑreq ：所要 CINR（想定 MCS 時） [dB] ※装置実測や Link Level Simulation で導出 

Ｍ ：設計マージン [dB] ※余裕としての設計マージンは任意に定義 

 

式1を変形すると以下の式2となり、廻り込み干渉電力Irndが満たすべき条件が求まる。 

 

 

（式２） 

Irnd≦10 log10（ 10^（（Co－（Ｑreq ＋Ｍ））/10－10^（ (N f ＋ No) /10）） 

※子機から親機、及び親機から子機への双方の廻り込み干渉電力の条件を定める。 
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結果イメージ 

子機から親機の片方向の測定結果と、式 2で求めた Irndの条件を、以下のグラフに示す。 

グラフ内に所要分岐角のポイントを示した。 

終的には、子機から親機、親機から子機へのそれぞれのグラフを作成し、両者の所要

分岐角を満たす角度が、求めるべき所要分岐角となる。 

 

※所要分岐角は、基本的には 180 度を中心とした対象性を持つと考えられる。ただし、

周辺環境によって異なる可能性もあるため、測定は必要。 

※仮に、Irndの条件が厳しすぎて所要分岐角が求められない場合は、想定受信信号電力 Co  

を増大させるよう、リンクバジェットの再検討が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 結果イメージ 

 

 

カ．付録：分岐角を変更しない場合 

あらかじめ分岐角が固定されていて変更が困難な場合には、現在の分岐角に問題がない

かを判定する実測実験を行うこととなる。 

 

その判定の実測実験手順は、分岐角 D[度]を変更しない点が異なるのみ（前エ、（ア）の

④と⑤の手順を省略するのみ）で、本文書に示した手順と基本的に同じである。 

具体的には、現在の分岐角にて（前オ、式 2）を満たすか否かを判定し、現在の分岐角に

問題がないかを判定する。問題がある場合には、想定受信信号電力 Co を増大させるよう、

リンクバジェットの再検討が必要となる。 

 

 

 

廻り込み干渉電力 
Irnd [dBm] 

水平面内 分岐角 
 D [度] 

０ ３６０ 

Irnd の条件 

１８０ 

所要分岐角 
所要分岐角 

子機 → 親機

親機→子機

所要分岐角の範囲 
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（３）評価と考察 

ア．利用シーン 1及び 2における評価と考察 

【評価】 

利用シーン 1及び利用シーン 2は、ポイント・マルチポイントの接続による面的カバ

レッジシステムと言える。 

試験結果では、基地局から 6km 以上の距離で、6Mbps 強のスループットが得られた。

なお、この結果は今回使用した端末機における設定値の 大スループットであり、事前

の室内試験では、基地局のダウンリンクの 大スループットは約１５Mbps となっている。 

 

【考察】 

本試験地での伝送距離は、高層ビルの並ぶ都心部に同一仕様のマクロセルを構成した

場合と比べ、約 6 倍以上であり、3 セクターアンテナを想定した場合の面積で比較する

と、1基地局で提供できるエリアは都市部の 30 倍以上と推定される。このことにより単

位面積あたりの必要基地局数は、都市部に比べて大幅に少なくすることが出来、低コス

トで安価なサービスの提供が期待できる。  

また、山間部での固定的利用も特別な端末装置を設置することなく、更に郊外地にお

いても高利得宅内設置型端末の設置により新たな回線の引き込みをせずに高速ブロード

バンドの提供が可能である。 

 

イ．利用シーン 3における評価と考察 

【評価】 

多段中継システムにおいては、中継によるスループットの低下がなく、11Km 以上離れ

た地点で、下り約 8Mbps，上り約 4 Mbps スループットが得られた。このことから、中山

間地域における多段中継の実現性について実証された。 

また、送信出力を 35dBm から 32dBm に低下させた場合もスループットに変化がないこ

とから、見通しであれば更に長距離の伝送が可能であると認められる。 

 

【考察】 

多段中継可能な段数としては、システム全体の遅延時間を考慮する必要があるため、

使用するアプリケーションに依存するが、多段中継の段数には制限がある。末端での実

測値に基づいた遅延時間が、使用するアプリケーションに要求される 大遅延時間以内

であれば良く、利用可能な段数が見極められる。 

 

他方、同一周波数による試験では、許容干渉レベルがノイズレベルとほぼ同様な信号

強度であるため、近接して設置する場合については干渉を発生しやすいことが確認され

た。本技術試験におけるアンテナの設置状況（鉄塔の同一平面上距離 10.5m）では、多

段中継は不可能であった。スループットの劣化なく同一周波数による多段中継を実現す
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るためには、以下のような方法により可能となると考えられる。 

 

• 回線設計上、十分なマージンが取れることを前提で、親局と子局の双方が存在する

中継局における、親局の 大空中線電力を可能な限り低減させる。 

• 同一設置場所の親局と子局の 2つのアンテナにおいて、①水平/垂直指向特性が鋭い

アンテナを選択する、②垂直方向で高低差を設けること或いは設置場所を変えて水平

距離を得ること、などの方法で、許容干渉レベルを確保する。 

• アンテナ相互間の回りこみによる干渉を回避するための遮蔽物の設置。 

• 中継局となる場所には基地局－基地局若しくは端末局－端末局という配置を行い、

「子ー親ー親ー子」若しくは「親ー子ー子ー親」という構成とし、双方の同期をとる

ことで干渉を回避する。 

 

今回の多段中継の実験では帯域幅 5MHz：F1-F2 という条件であったが、10MHz の帯域

幅で、かつ F1-F1 が実現した場合、伝送路の距離に対して十分な回線マージンが確保さ

れれば、論理上では 大 2倍のスループットが得られると考えられる。本技術試験にて

使用した同じ無線機（5MHz/10MHz 共用の屋外ユニット）を用いた室内試験では、約 16Mbps

のスループットを記録している。 
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３．公開試験の概要 

ＷｉＭＡＸ活用によるブロードバンド構築のための公開試験は、2008年1月31日（木）14：

00～16：30甲州市勝沼ぶどうの丘「イベントホール」（山梨県甲州市勝沼町菱山5093）に

おいて次のとおり開催した。 

 

（１）公開試験のスケジュール 

時間 項目 説明者等、内容 

14：00 開会の挨拶 関東総合通信局無線通信部部長 岡崎 邦春 

第１部 

14：05 試験概要 【ビデオ放映】 

14：25 測定結果中間報告 調査検討会座長・山梨大学大学院 教授 新藤 久和 

 質疑応答  

第２部 

15：10 ＷｉＭＡＸで実現でき

ること 

（活用事例） 

山梨大学大学院 准教授 渡辺 喜道 

（5Mシステム運用） 

（１）MPEG2,4方式による動画伝送、音声通話 

（２）テレビ電話による行政、医療相談 

（10Mシステム運用） 

（３）インターネット、有線コンテンツの視聴 

 アプリケーション見学 

 質疑応答 
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（２）公開試験模様 

ア．開会の挨拶（関東総合通信局無線通信部部長 岡崎 邦春） 

主催者を代表してお礼とご挨拶を申し上げます。ご案内のとおり総務省は、ブロードバ

ンド社会あるいは情報格差のないユビキタス社会の実現を図るための政策を進めています。 

そうした時期の次世代の無線システムい

わゆるＷｉＭＡＸによるネットワーク作

りが可能になる社会が近づこうとしてい

ます。ＷｉＭＡＸによる地域の活性化やブ

ロードバンド化のための利活用方策や提

言、技術的な試験をするために関東総合通

信局は山間部におけるブロードバンド化

に関する調査検討会を設置しました。 

本日は、その一環である公開試験を準備しました。ＷｉＭＡＸ技術によるブロードバン

ド化は特に山間部、いわゆる条件不利地域に大いに期待されていると言われています。関

東総合通信局は、これを試験してみることでプログラムを用意しました。 

この会場のスクリーン映像にあるのは

会場から12kmほど離れた落合分校の素晴

らしい映像が届いているのを皆様にご覧

いただいています。このスクリーンに写さ

れた素晴らしい映像は、本日の良い天気の

ためではなくてＷｉＭＡＸが実現した高

速のブロードバンド無線回線による動画

像であります。 

皆様には是非本日の内容をご覧いただき、総務省が進める地域のブロードバンド化やデ

ジタル・ディバイド解消のためにＷｉＭＡＸをはじめとするブロードバンド化の政策が有

効であることをご理解いただきたいと思います。 

本日ご参加いただいた130名の皆様にはとくと試験の内容をご覧いただきたいと思いま

す。 

 

イ．試験概要【ビデオ放映】 

 峡東ケーブル株式会社様制作のアンテナ設置工事、試験データの収集などの現場作業の

実際を収録したビデオを照会。 

 

 

ウ．山梨大学大学院 医学工学総合研究部 美濃英俊 准教授のビデオ出演による試験概

要説明 

今回の試験では、広帯域移動無線アクセスに用いられる周波数帯のうち、地域利用に割
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り当てられた 10MHz の帯域を使用して中山間地域へのブロードバンド接続を提供するため

の試験を２つ行いました。 

１つ目は多段無線中継により遠くまで

中継する試験、２つ目は人口密度の低い

所で広いエリアをカバーする試験です。 

１つ目の多段無線中継に関する試験に

ついては、直線距離にして約 12km の山越

え区間を峠で中継して結びました。大藤

小学校から柳沢中継所を経由して落合分

校へ無線中継する試験です。中継点にお

ける干渉の問題、スループット等を試験しました。 

２つ目の試験は、ひとつのアンテナを中心として広いエリアを無線でカバーする試験で

す。勝沼情報館に親基地局を設置し、子局端末を大藤小学校や塩山駅、ぶどうの丘を含む

広い範囲で移動させて電波強度、通信速度の測定を行いました。これにより人口密度の低

い地域における無線ブロードバンドネットワークの可能性、有効性が試験できます。 

 

 

 

 

エ．測定結果中間報告（調査検討会座長・山梨大学大学院 教授 新藤 久和） 

ここまでの結果について簡単に報告いたします。 

中山間地域のデジタル・ディバイドを

できるだけ早く安価に解消できるよう、

必要な技術を確立して、みんながブロー

ドバンドを使えるようにしたいと考えて

います。ＷｉＭＡＸを使って点と点を結

ぶこと、平面をカバーすること、また、

回線品質を確保するためのアンテナ特性

や電力、他の無線電波からの干渉等、こ

のようなことに関する試験を行い検討し
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ています。 

山梨県の特徴として山に囲まれているブロードバンド空白域がありケーブルを設置する

と大変なコストがかかるために、ＷｉＭＡＸに大きな期待かかることになります。山梨県

では 2007 年 3 月末の時点でブロードバンド未提供の地域が世帯割合で 8.6％あります。単

純にＷｉＭＡＸを利用するのではなく、ＷｉＭＡＸを多段で中継することによって山の奥

まで無線が届くようにすることを目的の一つとしています。ＷｉＭＡＸの試験は日本中で

行われている状況ですが多段で中継を行う試験はここが初めての試みとなります。 

現在、細かい数値データを集計検討中であり 終的な数値は 終報告書にまとめて報告

することとし、ここでは、結果を定性的にまとめて簡単に報告することとします。 

測定結果 1は、基準として周波数 F1(2582.5MHz）・F2(2587.5MHz)を使用して行った結果

です。すべての区間で上り下りとも問題なく通信が可能であることが確認できました。 

測定結果 2は、出力パワーを 3dBm 落として行った結果です。若干スループットが落ちま

したが問題なく通信が可能でした。ただし、現在の機器は非常に優れた機能を持っており、

状況に応じて変調度が自動的に変更されるようになっています。そのために、単純にスル

ープットが上がるとか落ちるとかという議論がしにくい状況にあります。このあたり細か

くデータを検討して報告書に反映させることができればと考えております。 

測定結果 3は、同じ周波数（F1+F1）を使用して多段中継の可能性について検討する試験

ですが、干渉の影響がある模様で今後、試験を継続して検討していく予定です。 

測定結果 4は、ＷｉＭＡＸを面として活用することを目的としている試験です。減衰の

特性とか遅延、スループットの性能などを検証するＦＷＡシステムの性能確認の試験です。

サービス地域内では問題なく、モバイル利用が可能であるとの結果が出ています。 

以上のように、取り上げた検討課題はほぼクリアできたのではないかと思われます。こ

れらの検討結果は取りまとめて 終報告を 3月中に公表することとしています。 

ＷｉＭＡＸを用いれば、電車であるとか車で移動中でもインターネットを部屋で使って

いるのと同じように利用できることが期待できると思われます。 

また、中山間地域への利用アイデアとして多段中継が有効な手段となる見通しが得られ

たと考えます。さらに、他の技術と併用して利用する方法も検討できるのではないかと思

われます。 

 

オ．ＷｉＭＡＸで実現できること：活用事例（山梨大学大学院 准教授 渡辺 喜道） 

活用事例ということで、ＷｉＭＡＸによるデモ、活用例をご覧いただきます。まず、はじめに5Mシス

テム多段中継による、ここ会場から大藤小学校

～柳沢峠中継所～落合分校とつないだ音声・映

像によるライブをいたします。 

伝送系統を簡単に説明します。 

落合分校から会場までは、富士通製リアルタイ
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ム映像伝送装置IP-9500を使用してH.264方式により、4～6Mbps程度に圧縮して伝送します。 

落合分校で撮影したハイビジョン映像は HD-SDI 方式に変換され IP-9500 に入力します。 

IP-9500では入力されたHD-SDI信号をH.264方式のIP信号に変換しＷｉＭＡＸ装置へと送

ります。 

ＷｉＭＡＸの無線区間では、落合分校から柳沢中継所までの 4km を 5MHz 帯域幅にて伝送

し、さらに柳沢中継所から甲州市大藤小学校までの 7.4km を別の 5MHz 帯域幅を使用して伝

送します。 

甲州市大藤小学校からは甲州市のイントラネットを使用して、ここぶどうの丘試験会場

まで送られてきます。試験会場では、送られてきた H.264方式の IP 信号を IP-9500 で HDMI

信号に変換し、ここにありますプラズマテレビに写しだされることになっています。 

また、会場から落合分校までは、富士通製リアルタイム映像伝送装置 IP-7000 を使用します。IP-7000

では、MPEG2方式により2～3Mbps程度に圧縮して伝送します。会場の様子は、IP-7000により先程説

明しましたイントラネット、ＷｉＭＡＸ区間を逆方向に伝送し、落合分校にあります

IP-7000に送られます。 

IP-7000から出力された映像は大型テレビアストロビジョンに映し出されます。 

このライブではハイビジョン映像を H.264 に変換し、ＷｉＭＡＸの多段中継により双方向

伝送する初の試みとなる試験です。 

Ω
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 ただ今落合分校と回線がつながっています。落合分校には、橋爪レポーターにいってもらっています。 
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渡辺准教授：落合分校の橋爪さん、こちらぶどう 

の丘会場の渡辺です。こちらの会場の音 

声・映像はいかがですか？ 

 

橋爪：はい、こちら落合分校の橋爪です。渡辺さ 

んの音声、会場の映像はこちらのアストロ 

ビジョンで観ることができます。 

これまでの試験概要や新藤教授の中間報告など音声、映像ともに良好に届ました。 

こちら、落合分校の周りの景色は、１月23日、29日に降りました雪が残り、山は白い帽子をか 

ぶり、私の足元のところにも白いジュータンが敷かれています。 

この寒い落合に、甲州市役所総務部総合政策課辻

さんにお越しいただいています。辻さんよろしく

お願いいたします。 

辻さん、このような中山間地域でブロードバ

ンドを使い、ぶどうの丘と中継ができたこ

とについてはどのよう思われますか。 

 

 

辻さん：先ほどからアストロビジョンで会場の様子を見ているわけですが、とても無線を

使ってこちらに映像が送られてきているとは思えないくらい鮮明な画像で正直驚い

ています。 

橋爪：今後どのような広がりがあるかと思われますか。 

辻さん：行政情報等をリアルタイムに受信できない中山間地域において将来的にこのよう

な仕組みを使いまして行政情報がリアルタイムに得られるような形ができればすば

らしいと思います。 

                      橋爪： 

それでは、ここで今回の試験会場の甲州市塩山

落合をご紹介します落合は、塩山駅からおよそ

23km。車でおよそ30分のところにあります。 

現在30世帯の方が生活をしています。 

この地域には、長い間、地区の人によって伝承

されてきた「春駒」がありました。春駒は、1

月14 日の小正月に笛、太鼓、鐘、歌、に駒踊

りそして切紙が織りなす世界は、山梨県の民族文化財に昭和 42 年に指定されました。 し
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かし、残念ながら、今は観ることができません。後ろのアストロビジョンに写っていますのが、2年ほど

前に山梨県立博物館開館記念に8年ぶりに復活したときの模様です。細かい切細工を使った駒踊りは、長

年たずさわった保存会の人が、白銀の中、舞った日を重ね合わせながら、舞、伝統の芸能に多くの人が酔

いしれました。私は、今回のVTRでの「春駒」しか知りませんがこの白銀の世界に立ちますと山にこだま

しながら、伝統の舞がこの地で舞われたと思うと、心にじんとくるものがあります。 

 

渡辺さんをはじめ会場の皆様に白く輝く落合の冬の風景は、届きましたでしょうか？ 

                          

渡辺准教授： 

落合の音声・映像も良好に届いています。橋爪

さん、寒い中、ごくろうさまです。 

こちらは、100 名を超える多くの方の熱気で熱

いくらいです。これで、ライブを終わります。落

合分校の橋爪さん、スタッフの皆さん、ありがと

うございました。気をつけてお帰りください。 

 

このように、12km のＷｉＭＡＸ区間を使用し山間地域からの音声・映像の交換が良好に行うことがご覧いた

だけたと思います。 

次にご覧いただくのは、ブロードバンドが整備されるとこんなことができる。というテーマで、ビデオを製

作しましたのでご覧ください。ビデオ放映、よろしくお願いします。 
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ＷｉＭＡＸ活用事例（ＶＴＲ）紹介（山梨大学大学院 渡辺喜道 准教授） 

○テレビ電話による行政サービスの例 

橋爪さん（仮称：以下同じ）：甲州市からの市民税・県民税申告書が送られてきたのですが、

住民税申告はどのようにしたらよいのでしょうか。 

 

 

 

甲州市税務課甲州市役所税務課担当：窓口へお越しください、担当職員が説明いたします。 

（生憎その日は雪模様であり申告期限まであと僅か、この日に話しを聞かないとなりませ

ん、橋爪さん宅から甲州市役所まで 20km あまりの雪道を行くことになる。朝から雪、た

めらいがちな相談もブロードバンドが整備されると天気も気にせず、ちょっとした時間

の合間に相談が可能になる。） 

 

甲州市税務課：橋爪さん（パソコン画面を見ながら）送付しました申告書がありますか、

橋爪さんは専業主婦でいらっしゃいますね。 

橋爪さん：はい。 

甲州市税務課：それでは 6番のその他のところに「専業主婦のため」と書いてください。 
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橋爪さん：分かりました。 

（橋爪さんはパソコン画面を見ながら短い時間に申告書が書くことが可能になりました。） 

 

 

○テレビ電話による医療相談の例 

医師：橋爪さん先日の健康診断結果が出ましたので説明します。送付されました診断書が

手元にありますか。（パソコン画面を見ながら） 

橋爪さん：はい 

 

医師：橋爪さんは高脂血症の兆候があるので適度な運動が必要ですが普段は運動されます

か。橋爪さん： 近はほとんど運動していません。 

医師：林のウォーキングとかを 1日 30 分、週 3日以上を行ってください。 

橋爪さん：はい、分かりました。 

（ブロードバンドが整備されたことで離れてい

ても長い時間を費やさずにスムーズに解決でき

ました。） 

 

渡辺准教授：このようにブロードバンドで接続

されますと、高速アクセスが可能になり、ダウ

ンロードの待ち時間が大幅に縮小され、音楽デ

ータや動画データなどの大容量のデータを気軽に交換できるようになります。また、様々

なサービスの配信を受け取ることができます。さらに、ブロードバンド接続サービスの多

くが常時接続で提供されているので、料金や待ち時間を気にせず利用できるようになりま

す。ビデオの中にありましたように、高速のテレビ電話が可能になり、遠隔介護なども実

現でき、高齢者の方などがわざわざ病院などに行く必要がなくなったり、各種の行政サー

ビスのオンライン上で利用することも可能となったりします。また、市議会をインターネ

ット上で中継し、もっと多くの人々が傍聴できるようにもなります。 

 

5Mシステムによる、音声・映像のやりとりをお見せしました。10Mシステムにつきましては、端末局を会場に

設置してあります。ここからは、実際にご覧いただき、操作をしていただきたいと思います。ＷｉＭＡＸの端末
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局の他にも、ＷｉＭＡＸ関連の測定器、また、今回、試験に使用した機材も展示してあります。是非、ごらんく

ださい。 
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第４章 まとめ 

条件不利地域において、ブロードバンドを提供するためには、ワイヤレスブロードバン

ドシステムが有力な手段である。今回の技術検証で、ＷｉＭＡＸがその手段のひとつとし

て有効なシステムであることが確認された。 

加えてＷｉＭＡＸは、①比較的見通しが良く家屋が点在している地域には面的にカバー

するシステム、②山間部にブロードバンドを提供するためには中継回線としての活用、と、

利用シーンに応じて柔軟なシステム設計が可能である。 

 

１．ＷｉＭＡＸによる多段中継の実現性 

今回の多段中継試験システムでは、5MHz のチャンネル帯域幅にてシステム構築を行い、

F1 + F2 の組み合わせでは、通信速度及び回線品質において良好な結果を得ることができ

た。 

しかしながら、F1 + F1 ：同一周波数の場合、今回の試験では通信不可能という結果に

終わっている。この要因は、今回の試験状況からみて、相互の電波干渉の可能性が高い。 

従って、電波干渉を回避できれば同一周波数による中継が可能であるものと推測される。

具体的には以下の２つの手段が有効であると思料される。 

・中継地点におけるサイトエンジニアリングにより電波干渉を回避・低減すること。 

その手段として、指向性の高いアンテナを選定し、かつ、２つのアンテナの離隔をと

ることや、遮蔽物を設置するなどして許容干渉レベルを確保し、また、中継における

親機の送信電力を必要 小限の電力値まで落とすことにより実現可能と考えられる。 

・今回の設計では、「親－子－親－子」という構成であったが、「子－親－親－子」また

は、「親－子－子－親」という構成とし、同期をとること。 

  

同一周波数中継が実現できれば、10MHz のチャンネル帯域幅による多段中継システムの

構築が同様に可能である。 

 

２．想定される活用事例 

今回の検証試験では、ＷｉＭＡＸシステムがデジタル・ディバイド解消に向けた、１つ

のソリューションであるということを確証することができたが、公開試験におけるハイビ

ジョン映像でのライブ中継等の様に新たな利活用も考えられる。 

これらの技術は、防犯・防災又は、災害地の状況把握、緊急医療等に発展することができ

るであろう。 

また、深刻な問題となりつつある医療過疎等の対策としても有効であると考えられ、ま

た森林管理や農作物管理といった有効活用も考えられる。（利活用イメージ図参照） 
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防犯及び防災用に無線ネットワークカメラを配置。また、用水路・河川等には無線水位計

を配置し、水害防止に活用。これらは管理センターにて遠隔管理を行う。 

緊急時や災害時には、現場状況をリアルタイムかつ正確に把握することが可能となる。ま

た、急病人やケガ人の状況を遠隔地の医療施設へ克明に伝えることで、医師の正確な診断・

指示を得ることができる。 

 

 

 
ネットワークカメラ、各種センサー、ワイヤレスモジュールを搭載したフィールドサーバ

ーにより、農地の状態（土壌管理、日照時間等）をリアルタイムで監視及びデータ収集を

行う。 

利活用イメージ図 
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フィールドサーバーにより、森林管理や森林火災の防止、また不法投棄監視を行う。 
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（参考資料） 

○調査検討会開催趣旨 

政府における「e-Japan 戦略」等の結果、我が国のブロードバンド整備は大きく進

展してきましたが、過疎地等の条件不利地域においては、設備投資や運用に係る費用

の回収が困難等の採算性の問題からブロードバンドサービスが利用できない、いわゆ

る地域間での情報通信格差（デジタル・ディバイド）が生じています。 

総務省では、このような地理的なデジタル・ディバイドを早期に是正するため、2010

年度までに国民の 100％がブロードバンドサービスを利用できる社会を目指した取組

を推進しており、昨年８月に「次世代ブロードバンド戦略 2010」を公表したところで

す。同戦略では、国の役割として、条件不利地域等におけるブロードバンド技術とし

て、無線技術等の多様な技術の導入促進について示されました。 

現在、ブロードバンド 100Mbps 級のアクセスを実現する高速無線 LAN の実用化や広

帯域移動無線アクセスシステム等、ワイヤレスブロードバンドの利用に向けた取組が

各地域で進められています。特に、中山間地域等の条件不利地域においては、有線回

線の代替として、安価に提供する方策としての広帯域移動無線アクセスシステム（Ｂ

ＷＡ：Broadband Wireless Access System）の固定的利用（ＦＷＡ:Fixed Wireless 

Access）について、その有用性が注目されているところです。 

このような背景から、本調査検討会は、中山間地域などの条件不利地域における広帯

域移動無線アクセスシステムの活用にあたり、有線と無線のシームレスな接続、回線

品質を確保するためのアンテナ特性や電力等の検討、他の無線システムからの電波干

渉による品質回線への影響の調査等を実施し、地域における周波数有効利用を図ると

ともに、中山間地域におけるブロードバンド整備を図ることを目的とします。 
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○「広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に関す

る調査検討会」設置要綱 

１．名称 

本調査検討会は、「広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバ

ンド構築に関する調査検討会」と称する。 

 

２．目的 

中山間地域において、広帯域移動無線アクセスシステム（以下「ＢＷＡ」という。）によ

る中継の実現、所要のシステム構成における回線品質及びワイヤレスブロードバンドシス

テムの有効活用の検討を行い、地域における周波数有効利用を図るとともに、中山間地域

におけるブロードバンド整備促進を図ることを目的とする。 

 

３．調査検討内容 

（１）中山間地域におけるＢＷＡによる中継の実現についての検証とその対策 

ア．山谷等の多段中継ルートの構成時におけるアンテナ特性に応じた所要分岐角の検討 

イ．所要の回線品質を確保するためのアンテナ特性や空中線電力等の検討 

ウ．所要のシステム構成における回線品質の検討 

（２）条件不利地域におけるワイヤレスブロードバンドシステムの有効活用の検討 

 

４．組織 

（１）本調査検討会は、関東総合通信局長の委嘱を受けた者により構成する。 

（２）本調査検討会に座長を置く。座長は構成員の互選により選出する。 

（３）本調査検討会に座長代理を置く。座長代理は、座長が指名する。 

（４）必要により本調査検討会の下に、ワーキンググループを置くことができる。 

 

５．運営 

（１）調査検討会は、座長が招集し主宰する。 

（２）調査検討会は、あらかじめ構成員に対して日時、開催場所及び議題を通知して招集

する。 

（３）その他、調査検討会の運営に関して必要な事項は、調査検討会において決定する。 

 

６．報告 

座長は、調査検討会の結果を関東総合通信局長に報告する。 

 

７．設置の期間 

本調査検討会は、第１回調査検討会から 2008 年 3 月末までの間とする。 
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８．事務局 

本調査検討会の事務局は、関東総合通信局無線通信部企画調整課に置く。 



 55

○調査検討会構成員一覧（氏名：五十音順 敬称略） 

 

氏  名 所属・役職 

浅川 博史 
日本電気株式会社 第一キャリアソリューション事業本部 

次世代ネットワーク推進本部 グループマネージャー 

大久保 陽一 
株式会社日立国際電気 研究開発本部 情報通信システム研究所  

第一研究部 部長 

岡崎 浩治 株式会社アッカ・ネットワークス ＷｉＭＡＸ推進室 担当部長 

小澤 顕 峡東ケーブルネット株式会社 代表取締役 

笠井 一 山梨県 企画部次長 

河澄 修 社団法人山梨県情報通信業協会 専務理事 

小林 保 日本無線株式会社 ＢＷＡプロジェクト 副参与 

清水 政人 関東総合通信局 無線通信部 次長 

(座長) 

新藤 久和 
山梨大学大学院 医学工学総合研究部 教授 

田中 寛 
ＫＤＤＩ株式会社 コア技術統括本部 ネットワーク技術本部 

技術戦略部 担当部長 

橋爪 俊夫 甲州市 総務企画部総合政策課長 

美濃 英俊 山梨大学大学院 医学工学総合研究部 准教授 

渡辺 喜道 山梨大学大学院 医学工学総合研究部 准教授 

 



 56

○ＷＧメンバー一覧（氏名：五十音順 敬称略） 

 

氏名 所属・役職 

浅川 博史 
日本電気株式会社 第一キャリアソリューション事業本部 

 次世代ネットワークス推進本部 グループマネージャー 

入倉 由紀子 山梨県 企画部情報政策課 副主査 

大久保 陽一 
株式会社日立国際電気 研究開発本部 情報通信システム研究所第一研究部  

部長 

岡崎 浩治 株式会社アッカ・ネットワークス ＷｉＭＡＸ推進室 担当部長 

金丸 武生 株式会社サンテレコム 代表取締役社長 

小林 保 日本無線株式会社 ＢＷＡプロジェクト 副参与 

能戸 智也 
ＫＤＤＩ株式会社 コア技術統括本部 ネットワーク技術本部  

技術戦略部 課長補佐 

古屋 順司 峡東ケーブルネット株式会社 技術部長 

古屋 孝明 甲州市 総務企画部 情報化推進担当リーダー 

（主査) 

美濃 英俊 
山梨大学大学院 医学工学総合研究部 准教授 

渡辺 喜道 山梨大学大学院 医学工学総合研究部 准教授 

馬場 優 関東総合通信局 無線通信部企画調整課 課長 
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○調査検討会開催経過 

 

・第 1回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会 

日時：2007 年 6 月 22 日（金） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

決定事項： 

1.本調査検討会開催運営にあたり原則公開  承認 

2.本調査検討会開催趣旨  確認 

3.本調査検討会設置要綱（案） 承認 

4.座長に、山梨大学大学院 新藤 久和氏を選出 

5.座長代理に、山梨大学大学院 美濃 英俊氏を座長より指名 

6.ワーキンググループの設置及びメンバー（案） 承認 

7.ワーキンググループ主査に、山梨大学大学院 美濃 英俊氏を座長より指名 

8.ワーキンググループ主査代理に、山梨大学大学院 渡辺 喜道氏を座長より指名 

 

・第 2回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会 

日時：2007 年 8 月 24 日（金） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

決定事項： 

1.実地試験予定地   承認 

2.実地試験検証項目  承認 

3.実地試験の公開   承認 

4.今後のスケジュール 承認 

 

・第 3回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会」 

日時：2008 年 1 月 31 日（木） 12 時から 13 時 

場所：ぶどうの丘（山梨県甲州市勝沼町） 

決定事項： 

1.実施試験結果    承認 

2.一般公開      承認 

3.今後のスケジュール 承認 

 

・第 4回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会」 

日時：2008 年 3 月 4日（火） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

決定事項： 
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1.報告書（案）      承認 

 

 

 

・第 1回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会」ＷＧ会合 

日時：2007 年 7 月 6日（金） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

決定事項：以下の議題について承認 

1.第１回調査検討会報告 

2.ワーキンググループの取り組み（案） 

3.実地試験の実施 

(1)実地試験の概要 

(2)実地試験検証項目とシステム構成 

(3)実地試験の場所 

4.今後のスケジュール 

 

・第 2回広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築に

関する調査検討会」ＷＧ会合 

日時：2007 年 8 月 3日（金） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

決定事項：以下の議題について承認 

1.ワーキンググループメンバーの変更 

2.実地試験 

(1)実地場所 

(2)検証項目 

3.ワイヤレスブロードバンドの利活用 

4.今後のスケジュール 

 

・第 3回「広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築

に関する調査検討会」ＷＧ会合 

日時：2007 年 9 月 21 日（金） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

決定事項：以下の議題について承認 

1.実地試験・機器設置スケジュール（案） 

2.実地試験 

3.測定機器 

4.一般公開（案） 
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・第 4回「広帯域移動無線アクセスシステム活用による中山間地域のブロードバンド構築

に関する調査検討会」ＷＧ会合 

日時：2007 年 12 月 17 日（月） 15 時から 17 時 

場所：関東総合通信局 会議室（21 階） 

決定事項：以下の議題について承認 

1.実地試験の中間報告（5M システム） 

2.10M システム通信試験概要 

3.一般公開プログラム（案） 

4.アプリケーション 
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○技術試験協力団体等（五十音順 敬称略） 

 

アジレント・テクノロジー株式会社 

 

アルバリオン株式会社 

 

アンリツ株式会社 

 

株式会社ＮＨＫアイテック 

 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

 

勝沼町ＣＡＴＶ組合 

 

峡東ケーブルネット株式会社 

 

甲州市 

 

甲州市教育委員会 

 

株式会社サンテレコム 

 

株式会社高砂製作所 

 

日東工業株式会社 

 

富士通ネットワークソリューションズ株式会社 

 

モトローラ株式会社 
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○用語解説 

 

ＡＤＳＬ【非対称デジタル加入者線】（Asymmetric Digital Subscriber Line）  

電話線を使い高速なデータ通信を行なう技術。電話の音声を伝えるのには使わない高い周

波数帯を使って通信を行なう xDSL 技術の一種で、一般の加入電話に使われている 1対の電

話線を使って通信する。 

 

ＣＩＮＲ【キャリア対干渉雑音比 】(Carrier to Interference-plus-Noise Ratio) 

受信された信号対雑音比と干渉率 

 

ＣＰＥ（Customer Premises Equipment） 

個人や企業の顧客の宅内や構内に設置され，通信事業者のネットワークに直結する通信機

器。顧客宅内機器と訳される。ルーターや ADSL モデムなどが該当する。 

 

ＥＩＲＰ【等価等方輻射電力】(Equivalent Isotropically Radiated Power)  

地球局又は、衛星の送信アンテナの中心軸方向に放射される電力 Pe(ｄBW）は、送信機出

力を Pt(dBW)、フィーダ損失を Lf(dB)、アンテナ利得を Gt(dB)とすれば Pe=Pt-Lf+Gt(dBW)

となる。 

送信系の性能を表す指標で、アンテナに供給される電力と与えられた方向における送信ア

ンテナの絶対利得との積。 

 

ｅ-Ｊａｐａｎ戦略 

「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」（IT 戦略本部）によって打ち出された国

家戦略である。2005 年度までに世界 先端の IT 国家を目指すという目標を掲げ、実現の

ための方策として「超高速ネットワークインフラの整備と競争政策」「電子商取引ルールと

新たな環境整備」「電子政府の実現」「人材育成の強化」を四本柱としている。 

 

ＦＴＴＨ（Fiber To The Home） 

光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス。元は、一般家庭に光ファイバーを引

き、電話、インターネット、テレビなどのサービスを統合して提供する構想の名称だった

が、転じて、そのための通信サービスの総称として用いられるようになった。 

 

ＦＷＡ【固定無線アクセス】（Fixed Wireless Access） 

無線による加入者系データ通信サービスの方式の一つ。22GHz、26GHz、38GHz の 3 つの周

波数帯を使用し、数 Mbps から数十 Mbps の高速なデータ通信を行なうことができる。 
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Ｈ.２６４【MPEG-4 AVC】 

(※後述解説有り)2003 年 5 月に ITU(国際電気通信連合)によって勧告された、動画データ

の圧縮符号化方式の標準の一つ。ISO(国際標準化機構)によって動画圧縮標準 MPEG-4 の一

部(MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding)としても勧告されている。 

 

ＩＣＴ【情報通信技術】（Information and Communication Technology） 

情報(information)や通信(communication)に関する技術の総称。日本では同様の言葉とし

て IT(Information Technology：情報技術)の方が普及しているが、国際的には ICT が一般

的である。 

 

ＩＥＥＥ【電気電信学会】（The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.） 

電気・電子分野における世界 大の学会。1963年にAIEE(American Institute of Electrical 

Engineers：米国電気学会)と IRE(Institute of Radio Engineers：無線学会)が合併して

発足した。本部はニューヨーク。世界 150 カ国に 38 万人以上の会員がいる。エレクトロニ

クスに関する学会を開いたり、論文誌を発行したり、専門委員会を開いて技術標準を定め

たりしている。コンピュータの世界では LAN の規格を定めた 802 シリーズの標準が特に有

名である。 

 

ＩＥＥＥ８０２．１６ｅ 

2005 年 12 月に米国電気電子学会（IEEE）で承認された無線通信の標準規格。6GHz 以下の

周波数帯を使い、利用可能距離は約 2～3km で、 大で 75Mbps の通信が可能で、日本では

2.5GHz 帯が割り当てられている。 

IEEE 802.16a が固定無線通信の規格であったのに対し、IEEE 802.16e は移動体のための規

格であり、120km/h での移動中も使用可能。携帯電話と同程度の通信可能距離・可動性と、

無線 LAN 以上の通信速度を兼ね備える通信規格として、モバイル事業への応用が期待され

ている。ただし、移動体通信にはエリア移動時のハンドオーバーが必須であるが、IEEE 

802.16e ではハンドオーバーの実現及び高速移動時の補正等は含まれないため、引き続き

規格の調整が行われている。 

 

Ｍｂｐｓ【メガビット毎秒】（megabit per second） 

通信速度の単位の一つで、1 秒間に何百万ビットのデータを送れるかを表す値。1Mbps は

100万bps(=1000kbps)で、1秒間に100万(=10の6乗)ビットのデータを送れることを表す。

1Mbps は 125kbytes/s(キロバイト/秒)に相当する。 

 

ＭＣＳ（Modulation and Coding Scheme） 

変調方式及び符号化率の組合せ。 
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ＭＰＥＧ２（Moving Picture Experts Group phase 2） 

映像データの圧縮方式の一つで、MPEG 規格の一部。再生時に動画と音声合わせて 4～15Mbps

程度のデータ転送速度が必要。 

 

Ｐｉｎｇ（Packet INternet Groper） 

インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネットワークを診断するプログラム。接続

されているかどうか調べたいコンピュータの IP アドレスを指定すると、ICMP を使って通

常 32 バイト程度のデータを送信し、相手のコンピュータから返信があるかどうか、返信が

ある場合はどのくらい時間がかかっているか、などのデータを元にネットワークを診断す

る。 

 

ＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying） 

デジタル信号の情報内容に対応して搬送波の位相を変化させる方式で、 搬送波の位相を 

90 度おきにとり、 単位時間に 2ビットの情報を伝送する方式。（１回の変調で 2ビット伝

送するもので、位相変化を 4極とする） 

 

ＲＳＳＩ（Received Signal Strength Indication, Received Signal Strength Indicator） 

無線通信機器が受信する信号の強度を測定するための回路または信号のことである。 

 

ＲＴＴ【往復遅延時間】（Round Trip Time）  

あるコンピュータから発信したパケットが別のコンピュータに届き，さらにその返答が返

ってくるまでの時間。 

 

ＴＣＰ（Transmission Control Protocol） 

インターネットで標準的に利用される、IP の上位プロトコルのことである。TCP は、RFC 793

で定義されており、OSI 参照モデルにおける第 4 層（トランスポート層）に属し、第 3 層

（ネットワーク層）の IP と、第 5層（セッション層）以上のプロトコル（HTTP、FTP、SMTP、

POP など）の橋渡しをする役目を担っている。 

 

ＴＤＤ【復信時分割通信方式】（Time Division Duplex） 

無線通信などで同時送受信(デュプレックス通信)を実現する方式の一つで、通信経路を時

間軸で細かく区分し、送信と受信を高速に切り替える手法。 

 

ｕ-Ｊａｐａｎ政策 

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」をキーワードとした将来のユビキタスネット社

会を実現するために、総務省が打ち出した次世代 ICT（Information Communications 

Technology）社会の実現化計画。u-Japan の"u"には「Ubiquitous（あらゆる人や物が結び
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つく）」「Universal（人にやさしい心と心の触れ合い）」「User-Oriented（利用者の視点が

融けこむ）」「Unique（個性ある活力が湧き上がる）」という 4つの意味が込められている。 

 

ＵＤＰ（User Datagram Protocol） 

インターネット上でのデータ通信に用いられるプロトコルの一種である。UDP は、コネク

ションレス型と呼ばれ、TCP と並んで IP の上位プロトコルに位置づけられる。 

 

ＷｉＭＡＸ（Worldwide Interoperability for Microwave Access） 

企業や家庭にワイヤレス・ブロードバンド・サービスを提供する、ラスト 1マイル・ソリ

ューションとして注目を浴びる、広帯域移動無線技術。IEEE802.16-2004 規格に基づいて

おり、1.5MHz から 20MHz の帯域、 大伝送速度約 75Mbps、 長 50km の伝送距離を持つ。

有線によるブロードバンド環境が敷設できない地域での利用が期待されている。 

 

アップリンク 

通信回線の上り(ユーザ端末→ネットワークの中心)方向の回線、あるいは、回線の通信速

度のこと。無線通信や ADSL ではデータの送信に使用する周波数と受信に使用する周波数が

分かれている。 

 

アプリケーション 

文書の作成、数値計算など、ある特定の目的のために設計されたソフトウェア。「応用ソフ

ト」とも呼ばれ、どのソフトウェアにも共通する基本的な機能をまとめた OS(基本ソフト)

に、ユーザが必要とするものを組み込んで利用する。 

 

回線マージン 

回線設計・構築にあたる余裕（マージン）のこと。 

 

許容干渉レベル 

当該無線通信機からデータを無線送信しようとする相手である相手側通信機から獲得した

該相手側通信機の通信状況に関する獲得情報に基づき、当該無線通信機における希望信号

に対する干渉信号の強度の許容値。 

 

ケーブルインターネット 

CATV 網を利用して提供されるインターネット接続サービス。加入者宅にケーブルモデムと

呼ばれる装置を配置し、これに CATV の同軸ケーブルを接続して利用する。パソコンとの接

続には Ethernet を用いる。 
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広帯域移動無線アクセスシステム （ＢＷＡ：Broadband Wireless Access） 

総務省が 2007 年 12 月に次世代高速無線通信の免許割り当てを計画しているシステム。モ

バイルＷｉＭＡＸによる 2.5GHz 広帯域移動無線アクセスシステム（ＢＷＡ）事業と呼ばれ

ている。 

 

サイトエンジニアリング 

Ｗｅｂサイトのデザイン、構築、メンテナンスまでを行う体系的技術。 

 

シームレス 

ユーザが複数のサービスを違和感なく統合して利用できること。「seamless」は英語で「継

ぎ目のない」という意味で、転じて複数のサービスの間にあるハードルを低くし、ユーザ

はあたかも同じサービスを利用しているかのように複数のサービスを利用することができ

る、という意味を持っている。 

 

１６ＱＡＭ 

無線などで用いられるデジタル変調方式の一つ。位相と振幅をそれぞれ 4種類ずつ利用し、

それらを組み合わせに値を割り当てることにより、一度に 16 値(4 ビット)のデータを送受

信する。 

 

スループット（throughput） 

単位時間あたりの処理能力。コンピュータが単位時間内に処理できる命令の数や、通信回

線の単位時間あたりの実効転送量などを意味する。 

 

３セクターアンテナ 

無線基地局は通常1局で360°カバーするが、これを120°ごと3つに分けて運用する方式。 

 

ダウンリンク 

通信回線の下り(ネットワークの中心→ユーザ端末)方向の回線、あるいは、回線の通信速

度のこと。無線通信や ADSL ではデータの送信に使用する周波数と受信に使用する周波数が

分かれている。 

 

デジタル・ディバイド（digital divide） 

情報技術を利用できる層とできない層とでの、入手可能な情報の量や質の格差のこと。情

報化が生む待遇や貧富の格差を指す場合もある。 

 

多段中継 

複数の中継器を経由して伝送するネットワーク 
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電波干渉 

同じチャンネル(＝同じ周波数帯)の電波がお互いにぶつかり通信に支障が出ること。干渉

すると、通信速度が遅くなったり、通信が切断されたり、無線 LAN が利用できない等の障

害を起きる。 

 

マクロセル 

１つの基地局で広いエリアをカバーすること。通常、半径 1km～10km 程度のエリア。 

 

イズレベル 

電波信号の乱れの大きさ及び強さ。 

 

ノマディック（nomadic） 

ノマディックとは「遊牧民」を意味する英語「Nomad」の形容詞です。ノマディック無線シ

ステムは通信ケーブルの制約から解放され、いつでもどこでも自由に高速データ通信がで

きるシステムであり、公衆エリア無線 LAN システムから発展していく形態をとります。 

 

ハイビジョン映像 

NHK 放送技術研究所が開発した高精細テレビの一方式。また、単に高精細テレビ一般の総

称。高精細テレビの一般名称は海外では HDTV(High Definition Television)と呼ぶのが通

常であり、特定の方式の名称が一般名詞化しているのは日本固有の事情である。 

 

ユビキタスネットワーク 

あらゆる情報端末、機器、（IC チップを搭載した）物品が、有線／無線の多様なネットワ

ークによって接続され、いつでもどこからでもさまざまなサービスが利用できるようにな

るネットワーク環境、利用環境のこと。 

 

６４ＱＡＭ 

無線 LAN やケーブルモデムなどで使われるデジタル変調方式の一つ。位相と振幅をそれぞ

れ 8 種類ずつ利用し、それらの組み合わせに値を割り当てることにより、一度に 64 値(6

ビット)のデータを送受信する。 

 

ワイヤレスモジュール 

無線通信機能を果たすためのオンボード基板、または基板。 


