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 周波数共用検討（詳細） 

 

1.  候補周波数帯 A（1511.0MHz~1525.0MHz） 

1.1  携帯電話（↓）（LTE） 

携帯電話（↓）（LTE）と自営無線ブロードバンドシステム間においては、近距離や郊外

地においては見通し環境を想定する。このことより、携帯電話（↓）（LTE）と自営無線ブ

ロードバンドシステム間の伝搬モデルは自由空間伝搬、拡張秦モデル（Suburban）を基に

検討を行う。ガードバンドは 3MHz とし、候補周波数帯 A の帯域幅から自営無線ブロード

バンドシステムの帯域幅を 5MHz 及び 10MHz として検討を行う。 

 

(１) 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 

表 1.1-1 にスプリアス干渉検討結果（干渉発生確率）を示す。離隔距離 0m における干渉

発生確率は、自由空間伝搬モデルで最大 0.8%と十分低い値となる。 

表 1.1-2 にスプリアス干渉検討結果（所要改善量）を示す。携帯電話（↓）LTE 基地局

と自営無線ブロードバンドシステム基地局間の水平距離については、近接して設置される

ことを想定した 3m と付図 5-5 に示す伝搬損失が最小となる 60m（625k-MC）、100m（モ

バイル WiMAX／無線 LAN）とする。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。 
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表 1.1-1 スプリアス干渉（干渉発生確率） 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル 

WiMAX 

基地局 

携帯電話（↓） 

LTE 移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

625k-MC 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.8% 

[10MHz]：0.8% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.6% 

[10MHz]：0.6% 

無線 LAN 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.2% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

 

表 1.1-2 スプリアス干渉（所要改善量） 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:3MHz) 

携帯電話（↓） 

LTE 基地局 

モバイル 

WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：5.9dB 

[10MHz]：5.9dB 

（100m） 

[5MHz]：29.9dB 

[10MHz]：29.9dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：13.0dB 

[10MHz]：13.0dB 

（60m） 

[5MHz]：36.4dB 

[10MHz]：36.4dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-12.9dB 

[10MHz]：-12.9dB 

（100m） 

[5MHz]：11.1dB 

[10MHz]：11.1dB 
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次に、表 1.1-3 に感度抑圧干渉検討結果（干渉発生確率）を示す。離隔距離 0m における

干渉発生確率は、自由空間伝搬モデルで最大 0.2%と十分低い値となる。 

表 1.1-6 に感度抑圧干渉検討結果（所要改善量）を示す。最大 18.3dB 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。 

表 1.1-3 感度抑圧干渉（干渉発生確率） 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

基地局 

携帯電話（↓） 

LTE 移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

625k-MC 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

無線 LAN 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.2% 

[10MHz]：0.2% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

 

表 1.1-4 感度抑圧干渉（所要改善量） 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:3MHz) 

携帯電話（↓） 

LTE 基地局 

モバイル 

WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-5.7dB 

[10MHz]：-5.7dB 

（100m） 

[5MHz]：18.3dB 

[10MHz]：18.3dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-5.6dB 

[10MHz]：-5.6dB 

（60m） 

[5MHz]：17.8dB 

[10MHz]：17.8dB 

 

  



 

付属資料 1 

- 付 1-4 - 

 

(２) 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 

表 1.1-5 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで最大 0.4%と十分低い値となる。 

 

表 1.1-5 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

携帯電話（↓） 

LTE 移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.4% 

[10MHz]：0.4% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.4% 

携帯電話（↓） 

LTE 基地局 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.2% 

[10MHz]：0.2% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 
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次に、表 1.1-6 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

 

表 1.1-6 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

携帯電話（↓） 

LTE 移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

携帯電話（↓） 

LTE 基地局 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

以上のことから、携帯電話（↓）（LTE）との共用検討においては、ガードバンド 3MHz

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、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。 

 

 

1.2  デジタル MCA（↓） 

デジタル MCA 指令局／中継局はビル等の屋上等に設置されていることから、デジタル

MCA 指令局／中継局と自営無線ブロードバンドシステム間の伝搬モデルは自由空間伝搬

を基に検討を行う。また、デジタル MCA 移動局と自営無線ブロードバンドシステム間にお

いては、近距離や郊外地では見通し環境を想定する。このことより、デジタル MCA と自営

無線ブロードバンドシステム間の伝搬モデルは自由空間伝搬、拡張秦モデル（Suburban）

を基に検討を行う。ガードバンドは 3MHz とし、候補周波数帯 A の帯域幅から自営無線ブ

ロードバンドシステムの帯域幅を 5MHz 及び 10MHz として検討を行う。 
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1.2.1  デジタル MCA 指令局 

(１) 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 

デジタル MCA 指令局と自営無線ブロードバンドシステム基地局の水平距離については、

近接して設置されることを想定した3mと付図 5-2に示す伝搬損失が最小となる 200mとす

る。 

表 1.2-1 にスプリアス干渉検討結果を示す。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。 

 

表 1.2-1 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:3MHz) 

モバイル
WiMAX 

基地局 

デジタル MCA 

指令局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-13.9dB 

[10MHz]：-13.9dB 

（200m） 

[5MHz]：27.3dB 

[10MHz]：27.3dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：0.1dB 

[10MHz]：0.1dB 

（200m） 

[5MHz]：43.2dB 

[10MHz]：43.2dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-13.6dB 

[10MHz]：-6.2dB 

（200m） 

[5MHz]：27.6dB 

[10MHz]：35.0dB 
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次に、表 1.2-2 に感度抑圧干渉検討結果を示す。最大 21.5dB 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。 

表 1.2-2 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:3MHz) 

モバイル
WiMAX 

基地局 

デジタル MCA 

指令局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-24.9dB 

[10MHz]：-24.9dB 

（200m） 

[5MHz]：16.3dB 

[10MHz]：16.3dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-21.6dB 

[10MHz]：-21.6dB 

（200m） 

[5MHz]：21.5dB 

[10MHz]：21.5dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-19.9dB 

[10MHz]：-19.9dB 

（200m） 

[5MHz]：21.3dB 

[10MHz]：21.3dB 

 

(２) 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 

表 1.2-3 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで最大 1.3%と十分低い値となる。 

表 1.2-3 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

デジタル MCA 

指令局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：1.3% 

[10MHz]：1.3 % 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.2% 

[10MHz]：1.3% 

 

  



 

付属資料 1 

- 付 1-8 - 

 

次に、表 1.2-4 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

0.0%となる。 

表 1.2-4 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

デジタル MCA 

指令局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0 % 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

以上のことから、デジタル MCA 指令局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、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、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。 

 

 

1.2.2  デジタル MCA 移動局 

(１) 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 

表 1.2-5 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで最大 3.0%と十分低い値となる。 
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表 1.2-5 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

基地局 

デジタル MCA 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.3% 

[10MHz]：0.3% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

625k-MC 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：3.0% 

[10MHz]：3.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.5% 

[10MHz]：0.5% 

無線 LAN 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.3% 

[10MHz]：1.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.3% 

 

次に、表 1.2-6 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで最大 0.1%と十分低い値となる。 

表 1.2-6 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

基地局 

デジタル MCA 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

無線 LAN 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

 

  



 

付属資料 1 

- 付 1-10 - 

 

(２) 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 

表 1.2-7 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで最大 2.4%と十分低い値となる。 

表 1.2-7 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

デジタル MCA 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：2.1% 

[10MHz]：2.1% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.2% 

[10MHz]：0.2% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.5% 

[10MHz]：2.4% 

 

次に、表 1.2-8 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

表 1.2-8 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

デジタル MCA 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

以上のことから、デジタル MCA 移動局との共用検討においては、干渉発生確率が十分低

い値であることから共用が可能と考えられる。 

 

1.2.3  デジタル MCA 中継局 

(１) 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 

表 1.2-9 にスプリアス干渉検討結果を示す。デジタル MCA 中継局と自営無線ブロードバ

ンドシステム基地局間の水平距離については、近接して設置されることを想定した 3m と付

図 5-9に示す伝搬損失が最小となる 80m（625k-MC）、110m（モバイルWiMAX／無線LAN）

とする。最大 34.9dB 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
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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。 

表 1.2-9 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:3MHz) 

デジタル MCA 

中継局 

モバイル 

WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：27.4dB 

[10MHz]：27.4dB 

（110m） 

[5MHz]：25.0dB 

[10MHz]：25.0dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：34.5dB 

[10MHz]：34.5dB 

（80m） 

[5MHz]：34.9dB 

[10MHz]：34.9dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：8.6dB 

[10MHz]：8.6dB 

（110m） 

[5MHz]：6.2dB 

[10MHz]：6.2dB 
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次に、表 1.2-10 に感度抑圧干渉検討結果を示す。最大 19.1dB 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。 

 

表 1.2-10 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:3MHz) 

デジタル MCA 

中継局 

モバイル 

WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：18.6dB 

[10MHz]：18.6dB 

（110m） 

[5MHz]：16.2dB 

[10MHz]：16.2dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：18.7dB 

[10MHz]：18.7dB 

（80m） 

[5MHz]：19.1dB 

[10MHz]：19.1dB 

 

(２) 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 

表 1.2-11 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自

由空間伝搬モデルで最大 0.1%と十分低い値となる。 

 

  表 1.2-11 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

デジタル MCA 

中継局 

モバイル 

WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 
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次に、表 1.2-12 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

表 1.2-12 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

デジタル MCA 

中継局 

モバイル WiMAX 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

以上のことから、デジタル MCA 中継局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、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、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。 

 

1.1  移動衛星（↓）（インマルサット）との共用検討結果 

陸上で使用されるインマルサット端末については、アンテナ指向方向の調整等の問題か

ら移動しながらの運用は難しく、半固定的に利用されることから固定地点間の所要改善量

による共用検討が適当である。インマルサットを利用する際には、南方向の仰角約 35 度～

60 度前後の空が見えることが必要であることから、一般的にインマルサットの利用場所は

見通しが良いため、自営無線ブロードバンドシステムに対しても見通しとなる状況と考え

られる。このことより、インマルサットと自営無線ブロードバンドシステム間は自由空間

伝搬を基に検討を行う。 

ガードバンドは 3MHz とし、候補周波数帯 A の帯域幅から自営無線ブロードバンドシス

テムの帯域幅を 5MHz 及び 10MHz として検討を行う。なお、インマルサット C は運用周

波数を考慮してガードバンドを 5MHz として検討を行う。 

 

1.1.1  インマルサット B 

(１) 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 

インマルサット B には陸上で利用される携帯移動地球局と船舶で利用される船舶地球局

がある。携帯移動地球局と自営無線ブロードバンドシステム基地局間の水平距離について

は、付図 5-3 に示す伝搬損失が最小となる 35m とする。また、船舶地球局と自営無線ブロ
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ードバンドシステム基地局間の水平距離については、船舶が停泊し自営無線ブロードバン

ドシステム基地局に近い状況を想定した 50m とする。なお、海面から船舶の甲板までの高

さ1は 40m とする。 

表 1.1-13 にスプリアス干渉検討結果を示す。最大 49.7dB の所要改善量が必要となるが、

付図 5-3 に示すとおり、移動局においては 35m 地点から±10m 程度離れると伝搬損失は

20dB 程度改善されることに加え、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。 

表 1.1-13 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

基地局 

インマルサット 

B  

自由空間伝搬 

（35m） 

[5MHz]：35.3dB 

[10MHz]：35.3dB 

（50m） 

[5MHz]： 11.0dB 

[10MHz]：11.0dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（35m） 

[5MHz]：49.7dB 

[10MHz]：49.7dB 

（50m） 

[5MHz]：27.4dB 

[10MHz]：27.4dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（35m） 

[5MHz]：35.6dB 

[10MHz]：43.0dB 

（50m） 

[5MHz]：11.3dB 

[10MHz]：18.7dB 

 

次に、表 1.1-14 に感度抑圧干渉検討結果を示す。携帯移動地球局では最大 14.2dB の所

要改善量が必要となる。なお、船舶地球局では所要改善量は 0dB 以下となる。 

付図 2-8 に示す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ほか、移動局に

おいては 35m から±10m 程度離れると伝搬損失は 20dB 程度改善されることから、技術的

に対策が可能な範囲と考えられる。 

表 1.1-14 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

基地局 

インマルサット 

B  

自由空間伝搬 
（35m） 

[5MHz]：9.2dB 
（50m） 

[5MHz]：-15.1dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（35m） 

[5MHz]：12.9dB 

（50m） 

[5MHz]：-9.4dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（35m） 

[5MHz]：14.2dB 

（50m） 

[5MHz]：-10.1dB 

 

                                                   
1  国土技術政策総合研究所 研究報告”統計解析による船舶諸元に関する研究”,ISSN 

1346-7301,March,2006 
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(２) 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 

インマルサット B と自営無線ブロードバンドシステム移動局間の水平距離については、

携帯移動地球局及び船舶地球局共に近距離での利用を想定した 5m とする。 

表 1.1-15 にスプリアス干渉検討結果を示す。最大 44.7dB 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。 

表 1.1-15 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

移動局 

インマルサット 

B 

自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：44.1dB 

[10MHz]：44.1dB 

（5m） 

[5MHz]：24.2dB 

[10MHz]：24.2dB 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：32.7dB 

[10MHz]：32.7dB 

（5m） 

[5MHz]：12.8dB 

[10MHz]：12.8dB 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：37.3dB 

[10MHz]：44.7dB 

（5m） 

[5MHz]：17.4dB 

[10MHz]：24.8dB 

 

次に、表 1.1-16 に感度抑圧干渉検討結果を示す。携帯移動地球局では最大 2.9dB の所要

改善量が必要となる。なお、船舶地球局では所要改善量は 0dB 以下となる。 

付図 2-8 に示すインマルサットの受信フィルタ特性より 3dB 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。 

表 1.1-16 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

移動局 

インマルサット 

B 

自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：2.9 dB 

[10MHz]：2.9dB 

（5m） 

[5MHz]：-17.0dB 

[10MHz]：-17.0dB 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：1.9dB 

[10MHz]：1.9dB 

（5m） 

[5MHz]：-18.0dB 

[10MHz]：-18.0dB 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：-3.1dB 

[10MHz]：-0.1dB 

（5m） 

[5MHz]：-23.0dB 

[10MHz]：-20.0dB 

 

以上のことから、インマルサット B との共用検討においては、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ことから、共用可能

と考えられる。 
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1.1.2  インマルサット C  

(１) 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 

インマルサット C には陸上で利用される携帯移動地球局と船舶で利用される船舶地球局

がある。携帯移動地球局と自営無線ブロードバンドシステム基地局間の水平距離について

は、付図 5-4 に示す伝搬損失が最小となる 300m とする。また、船舶地球局と自営無線ブ

ロードバンドシステム基地局間の水平距離については、船舶が停泊し自営無線ブロードバ

ンドシステム基地局に近い状況を想定した 50m とする。 

表 1.1-17 にスプリアス干渉検討結果を示す。最大 24.8dB 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。 

表 1.1-17 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

基地局 

インマルサット 

C  

自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：7.0dB 

[10MHz]：7.0dB 

（50m） 

[5MHz]：0.8dB 

[10MHz]：0.8dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：24.8dB 

[10MHz]：24.8dB 

（50m） 

[5MHz]：19.1dB 

[10MHz]：19.1dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：-0.4dB 

[10MHz]：16.6dB 

（50m） 

[5MHz]：-6.6dB 

[10MHz]：10.4dB 

 

次に、表 1.1-18 に感度抑圧干渉検討結果を示す。所要改善量は 0dB 以下となる。 

表 1.1-18 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

基地局 

インマルサット 

C 

自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：-7.9dB 

[10MHz]：-7.9dB 

（50m） 

[5MHz]：-14.1dB 

[10MHz]：-14.1dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：-2.7dB 

[10MHz]：-2.7dB 

（50m） 

[5MHz]：-8.4 dB 

[10MHz]：-8.4dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：-2.9dB 

[10MHz]：-2.9dB 

（50m） 

[5MHz]：-9.1dB 

[10MHz]：-9.1dB 
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(２) 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 

インマルサット C と自営無線ブロードバンドシステム移動局間の水平距離については、

携帯移動地球局及び船舶地球局共に近距離での利用を想定した 5m とする。 

表 1.1-19 にスプリアス干渉検討結果を示す。最大 36.4dB 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。 

表 1.1-19 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

移動局 

インマルサット 

C  

自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：36.1 dB 

[10MHz]：36.1dB 

（5m） 

[5MHz]：16.4dB 

[10MHz]：16.4dB 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：28.4dB 

[10MHz]：28.4dB 

（5m） 

[5MHz]：8.7dB 

[10MHz]：8.7dB 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：19.4dB 

[10MHz]：36.4dB 

（5m） 

[5MHz]：-0.4dB 

[10MHz]：16.7dB 

 

次に、表 1.1-20 に感度抑圧干渉検討結果を示す。携帯移動地球局では最大 3.9dB の所要

改善量が必要となる。なお、船舶地球局では所要改善量は 0dB 以下となる。 

付図 2-8 に示すインマルサットの受信フィルタ特性より、4.7dB 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。 

表 1.1-20 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

移動局 

インマルサット 

C  

自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：3.9dB 

[10MHz]：3.9dB 

（5m） 

[5MHz]：-15.8dB 

[10MHz]：-15.8dB 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：2.9dB 

[10MHz]：2.9dB 

（5m） 

[5MHz]：-16.8dB 

[10MHz]：-16.8dB 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m 

[5MHz]：-2.1dB 

[10MHz]：0.9dB 

（5m） 

[5MHz]：-21.8dB 

[10MHz]：-18.8dB 

 

以上のことから、インマルサット C との共用検討においては、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ことから、共用可能

と考えられる。 
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1.1.3  インマルサット F  

(１) 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 

インマルサット F は船舶で利用される船舶地球局である。船舶地球局と自営無線ブロー

ドバンドシステム基地局間の水平距離については、船舶が停泊し自営無線ブロードバンド

システム基地局に近い状況を想定した 50m とする。 

表 1.1-21 にスプリアス干渉検討結果を示す。最大 49.0dB 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。 

表 1.1-21 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量 

モバイル
WiMAX 

基地局 

インマルサット 

F 

自由空間伝搬 

（50m） 

[5MHz]： 32.6dB 

[10MHz]：32.6dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（50m） 

[5MHz]：49.0dB 

[10MHz]：49.0dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（50m） 

[5MHz]：32.9dB 

[10MHz]：40.3dB 

 

次に、表 1.1-22 に感度抑圧干渉検討結果を示す。所要改善量は 0dB 以下となる。 

表 1.1-22 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量 

モバイル
WiMAX 

基地局 

インマルサット 

F  

自由空間伝搬 

（50m） 

[5MHz]：-14.9dB 

[10MHz]：-14.9dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（50m） 

[5MHz]：-9.2dB 

[10MHz]：-9.2dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（50m） 

[5MHz]：-10.0dB 

[10MHz]：-10.0dB 

 

(２) 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 

インマルサット F と自営無線ブロードバンドシステム移動局間の水平距離については、

近距離での利用を想定した 5m とする。 

表 1.1-23 にスプリアス干渉検討結果を示す。最大 41.3dB 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
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能な範囲と考えられる。 

表 1.1-23 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量 

モバイル
WiMAX 

移動局 

インマルサット 

F 

自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：40.7dB 

[10MHz]：40.7dB 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：29.3dB 

[10MHz]：29.3dB 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：33.9dB 

[10MHz]：41.3dB 

 

次に、表 1.1-24 に感度抑圧干渉検討結果を示す。所要改善量は 0dB 以下となる。 

表 1.1-24 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量 

モバイル
WiMAX 

移動局 

インマルサット 

F  

自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：-3.4dB 

[10MHz]：-3.4dB 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：-4.4dB 

[10MHz]：-4.4dB 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：-9.4dB 

[10MHz]：-6.4dB 

 

以上のことから、インマルサット F との共用検討においては、スプリアス干渉による所

要改善量は技術的に対策が可能な範囲と考えられることから、共用可能と考えられる。 

 

1.1.4  インマルサット BGAN／FB 

(１) 自営無線ブロードバンドシステム基地局との共用検討 

陸上向けサービスであるインマルサット BGAN と自営無線ブロードバンドシステム基地

局間の水平距離については、付図 5-4 に示す伝搬損失が最小となる 300m とする。また、

船舶向けサービスであるインマルサット FB については、船舶が停泊し自営無線ブロードバ

ンドシステム基地局に近い状況を想定した 50m とする。 

表 1.1-25 にスプリアス干渉検討結果を示す。最大 50.3dB 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。 
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表 1.1-25 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

基地局 

インマルサット 

BGAN/FB 

自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：34.4dB 

[10MHz]：34.4dB 

（50m） 

[5MHz]：16.9dB 

[10MHz]：16.9dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：50.3dB 

[10MHz]：50.3dB 

（50m） 

[5MHz]：33.3dB 

[10MHz]：33.3dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：34.7dB 

[10MHz]：42.1dB 

（50m） 

[5MHz]：17.2dB 

[10MHz]：24.6dB 

 

次に、表 1.1-26 に感度抑圧干渉検討結果を示す。所要改善量は 0dB 以下となる。 

表 1.1-26 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

基地局 

インマルサット 

BGAN/FB  

自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：-6.0dB 

[10MHz]：-5.9dB 

（50m） 

[5MHz]：-23.4dB 

[10MHz]：-23.4dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：-0.8dB 

[10MHz]：-0.7dB 

（50m） 

[5MHz]：-17.7dB 

[10MHz]：-17.7dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（300m） 

[5MHz]：-1.0dB 

[10MHz]：-0.9dB 

（50m） 

[5MHz]：-18.4dB 

[10MHz]：-18.4dB 

 

(２) 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 

インマルサット BGAN/FB と自営無線ブロードバンドシステム移動局間の水平距離につ

いては、近距離での利用を想定した 5m とする。 

表 1.1-27 にスプリアス干渉検討結果を示す。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。 

表 1.1-27 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

移動局 

インマルサット 

BGAN/FB 

自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：58.2dB 

[10MHz]：58.2dB 

（5m） 

[5MHz]：26.1dB 

[10MHz]：26.1dB 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：46.8dB 

[10MHz]：46.8dB 

（5m） 

[5MHz]：14.7dB 

[10MHz]：14.7dB 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（5m） 

[5MHz]：51.4dB 

[10MHz]：58.8dB 

（5m） 

[5MHz]：19.3dB 

[10MHz]：26.7dB 
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次に、表 1.1-28 に感度抑圧干渉検討結果を示す。インマルサット BGAN では最大 2.8dB

の所要改善量が必要となる。なお、インマルサット FB では所要改善量は 0dB 以下となる。 

付図 2-8 に示すインマルサットの受信フィルタ特性より、3dB 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。 

 

表 1.1-28 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量(陸上) 所要改善量(船舶) 

モバイル
WiMAX 

移動局 

インマルサット 

BGAN/FB 

自由空間伝搬 

（10m） 

[5MHz]：2.8dB 

[10MHz]：2.8dB 

（10m） 

[5MHz]：-29.4dB 

[10MHz]：-29.4dB 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（10m） 

[5MHz]：1.8dB 

[10MHz]：1.8dB 

（10m） 

[5MHz]：-30.4dB 

[10MHz]：-30.4dB 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（10m） 

[5MHz]：-3.2dB 

[10MHz]：-0.2dB 

（10m） 

[5MHz]：-35.4dB 

[10MHz]：-32.3dB 

 

以上のことから、インマルサット BGAN/FB との共用検討においては、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ことから、

共用可能と考えられる。 

 

1.1.5  インマルサット第 4 世代衛星 

表 1.1-29 にインマルサット第 4 世代衛星から自営無線ブロードバンドシステムへの干渉

検討結果を示す。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。 

  



 

付属資料 1 

- 付 1-22 - 

 

表 1.1-29 インマルサット第 4 世代衛星との干渉検討結果 

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 

インマルサット 

第 4 世代衛星 

モバイル
WiMAX 

基地局 

-6.2dB -58.1dB 

625k-MC 

基地局 
1.3dB -60.5dB 

無線 LAN 

基地局 
-15.0dB － 

モバイル
WiMAX 

移動局 

5.3dB -63.6dB 

625k-MC 

移動局 
10.2dB -61.6dB 

無線 LAN 

移動局 
-6.5dB － 
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2.  候補周波数帯 B（2010.0MHz~2025.0MHz） 

2.1  宇宙運用（↑） 

宇宙運用（↑）では、地球局→宇宙機（周回 LEO）、地球局→宇宙機(静止)及びデータ中

継衛星→宇宙機(周回 LEO)の通信が行われている。宇宙運用（↑）と自営無線ブロードバ

ンドシステム間の伝搬モデルは自由空間伝搬を基に検討を行う。ガードバンドを 0MHz と

して検討を行う。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。 

 

2.1.1  地球局→宇宙機（周回 LEO） 

干渉許容値は ITU-R SA.609 の-177dBW/kHz を基準として、一次業務以外のすべての干

渉源からの配分のうち自営無線ブロードバンドシステムへの割当を 1%とし、さらに他の業

務の高調波、免許不要の無線設備、海外の無線局等の影響も考慮し、その半分の

-200dBW/kHz とする。 

表 2.1-1 から表 2.1-4 に地球局→宇宙機（周回 LEO）と自営無線ブロードバンドシステム

間における共用可能数を示す。各表の上段は候補システム別の基地局、移動局別共用可能

な局数1を示し、下段は 1 システム単位2の共用可能数を示す。周回衛星高度が低くなると共

用可能数が減る傾向である。 

 

表 2.1-1 共用可能数（周回衛星高度：180km） 

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 

7,514,492 1,173,480 646,147 1000 万 1,259,905 4,209,657 

11,734 646,147 42,096 

 

表 2.1-2 共用可能数（周回衛星高度：250km） 

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 

1000 万 1,544,834 1,271,451 1000 万 2,153,135 5,632,231 

15,448 100 万 56,322 

                                                   
1 1000 万は 1000 万局以上でも共用可能であることを意味する。 
2 1 システムとは、1 つの基地局と 1 つの基地局に収容される移動局を合わせたものとする。 

モバイル WiMAX 及び無線 LAN は 1 つの基地局及び 100 台の移動局で 1 システム、

625k-MC は 1 つの基地局及び 69 台の移動局で 1 システムする。 

なお、100 万は 100 万システム以上でも共用可能であることを意味する。 
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表 2.1-3 共用可能数（周回衛星高度：750km） 

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 

1000 万 5,911,964 8,754,257 1000 万 1000 万 1000 万 

59,119 100 万 214,547 

 

表 2.1-4 共用可能数（衛星高度：406000km(月周回)） 

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 

1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 

100 万 100 万 100 万 

 

2.1.2  地球局→宇宙機（静止） 

干渉許容値は ITU-R S.1432-1 衛星システムノイズ比 6％に 3dB のマージンを考慮した

-215dBW/kHz とする。 

表 2.1-5 に地球局→宇宙機（静止）と自営無線ブロードバンドシステム間における共用可

能数を示す。静止衛星は衛星高度 36000km であることから、自営無線ブロードバンドシス

テムの共用可能数は多くなっている。 

表 2.1-5 共用可能数（衛星高度：36000km） 

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 

1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 

100 万 100 万 100 万 

 

2.1.3  データ中継衛星→宇宙機（周回 LEO） 

干渉許容値としては ITU-R SA.1155 の-181dBW/kHz を基準として、一次業務以外のす

べての干渉源からの配分のうち自営無線ブロードバンドシステムへの割当を 1%とし、さら

に他の業務の高調波、免許不要の無線設備、海外の無線局等の影響も考慮し、その半分の

-204dBW/kHz とする。 

表 2.1-6 及び表 2.1-7 にデータ中継衛星→宇宙機（周回 LEO）と自営無線ブロードバンド

システム間における共用可能数を示す。周回衛星高度が 180km としていることから、宇宙

機（周回 LEO）のアンテナ指向方向がデータ中継衛星（高度 36000km）を追尾していても、

共用可能数は若干少なくなっている。 
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表 2.1-6 共用可能数（E90.75°データ中継衛星向き、周回衛星高度：180km） 

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 

1000 万 1000 万 9,677,556  1000 万 1000 万 1000 万 

100 万 100 万 100 万 

 

表 2.1-7 共用可能数（E138°データ中継衛星向き、周回衛星高度：180km） 

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 

1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 

100 万 100 万 100 万 

 

以上のとおり、宇宙運用（↑）で運用されているシステムの種類により、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が異なる。これらの結果の中で、最小のシス

テム数が宇宙運用（↑）との共用条件となり、表 2.1-1 に示すとおり、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。 

本周波数帯に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。さらに、

干渉源配分のうち自営無線ブロードバンドシステムへの割当量や運用時のトラフィック量

等の共用検討諸元についても詳細に検討することが必要であると考えられる。 

 

2.2  ルーラル加入者系無線系無線 

ルーラル加入者系無線サービスの多くは、郊外地で提供されることから、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間の伝搬モデルは自由空間伝搬及び拡張秦モ

デル（Rural）を基に検討を行う。ガードバンドは 0MHz とし、候補周波数帯 B の帯域幅

から自営無線ブロードバンドシステムの帯域幅を 5MHz、10MHz 及び 15MHz として検討

を行う。 

 

2.2.1  ルーラル加入者系無線（P-P 方式） 

(１) 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 

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基地局間の水平距離について

は、ルーラル地域で設置されることを想定した 10km とする。 
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表 2.2-1 にスプリアス干渉検討結果を示す。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。 

 

表 2.2-1 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量 

モバイル
WiMAX 

基地局 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：11.1dB 

[10MHz]：11.1dB 

[15MHz]：11.1dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：15.2dB 

[10MHz]：15.2dB 

[15MHz]：15.2dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：23.8dB 

[10MHz]：23.1dB 

[15MHz]：22.6dB 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：2.0B 

[10MHz]：2.0dB 

[15MHz]：2.0dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：4.1dB 

[10MHz]：4.1dB 

[15MHz]：4.1dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：-16.8dB 

[10MHz]：-16.8dB 

[15MHz]：-16.8dB 

 

(２) 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 

表 2.2-2 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 5km における干渉発生確率は、自

由空間伝搬モデルで 2.7%となる。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。 
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表 2.2-2 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：1.8% 

[10MHz]：1.8% 

[15MHz]：1.8% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：2.7% 

[10MHz]：2.7% 

[15MHz]：2.7% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 
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以上のことから、ルーラル加入者系無線（P-P 方式）との共用検討においては、離隔距離

10km でのスプリアス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、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。 

 

2.2.2  ルーラル加入者系無線（P-MP 方式） 

(１) 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 

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基地局間の水平距離について

は、ルーラル地域で設置されることを想定した 10km とする。 

表 2.2-3 にスプリアス干渉検討結果を示す。最大 14.8dB 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。 

 

表 2.2-3 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量 

モバイル
WiMAX 

基地局 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-MP 方式） 

自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：2.1dB 

[10MHz]：2.1dB 

[15MHz]：2.1dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：6.2dB 

[10MHz]：6.2dB 

[15MHz]：6.2dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：14.8dB 

[10MHz]：14.1dB 

[15MHz]：13.6dB 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-MP 方式） 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：-13.8dB 

[10MHz]：-13.8dB 

[15MHz]：-13.8dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：-11.7dB 

[10MHz]：-11.7dB 

[15MHz]：-11.7dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（10km） 

[5MHz]：-32.6dB 

[10MHz]：-32.6dB 

[15MHz]：-32.6dB 
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(２) 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 

表 2.2-4 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m におけるモンテカルロ・シミュ

レーションの結果では、自由空間伝搬モデルで最大 8.4%であるが、拡張秦モデル（Rural）

で最大 3.3%と十分低い値となる。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。 
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表 2.2-4 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-MP 方式） 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-MP 方式） 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（5km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[15MHz]：0.0% 
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以上のことから、ルーラル加入者系無線（P-MP 方式）との共用検討においては、離隔距

離 10kmでのスプリアス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、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。  
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3.  候補周波数帯 C（2025.0MHz~2110.0MHz） 

3.1  宇宙運用（↑） 

宇宙運用（↑）では、地球局→宇宙機（周回 LEO）、地球局→宇宙機(静止)及びデータ中

継衛星→宇宙機(周回 LEO)の通信が行われている。宇宙運用（↑）と自営無線ブロードバ

ンドシステム間の伝搬モデルは自由空間伝搬を基に検討を行う。なお、候補周波数帯 C は

宇宙運用（↑）と重複である。 

 

3.1.1  地球局→宇宙機（周回 LEO） 

干渉許容値は ITU-R SA.609 の-177dBW/kHz を基準として、3dB のマージンを考慮し

た-180dBW/kHz とする。 

表 3.1-1 から表 3.1-4 に地球局→宇宙機（周回 LEO）と自営無線ブロードバンドシステム

間における共用可能数の結果を示す。各表の上段は候補システム別の基地局、移動局別共

用可能な局数1を示し、下段は 1 システム単位2の共用可能数を示す。周回衛星高度が低くな

ると共用可能数が減る傾向である。衛星高度が低くなると共用可能数が減る傾向である。 

 

表 3.1-1 共用可能数（衛星高度：180km）  

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 

92 388 19 3,818 28 1,528 

3 19 15 

 

表 3.1-2 共用可能数（衛星高度：250km）  

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 

156 511 38 5,090 49 2,044 

5 38 20 

 

 

 

                                                   
1 1000 万は 1000 万局以上でも共用可能であることを意味する。 
2 1 システムとは、1 つの基地局と 1 つの基地局に収容される移動局を合わせたものとする。 

モバイル WiMAX 及び無線 LAN は 1 つの基地局及び 100 台の移動局で 1 システム、

625k-MC は 1 つの基地局及び 69 台の移動局で 1 システムする。 

なお、100 万は 100 万システム以上でも共用可能であることを意味する。 
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表 3.1-3 共用可能数（衛星高度：750km）  

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 

1,136 1,957 264 18,755 358 7,789 

19 264 77 

 

表 3.1-4 共用可能数（衛星高度：406000km(月周回)）  

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 

1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 

100 万 100 万 100 万 

 

3.1.2  地球局→宇宙機（静止） 

干渉許容値は ITU-R S.1432-1 衛星システムノイズ比 6％に 3dB のマージンを考慮した

-215dBW/kHz とする。 

表 3.1-5 に地球局→宇宙機（静止）と自営無線ブロードバンドシステム間における共用可

能数を示す。静止衛星は衛星高度 36000km であることから、自営無線ブロードバンドシス

テムの共用可能数は多くなっている。 

 

表 3.1-5 共用可能数（衛星高度：36000km）  

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 

1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 1000 万 

100 万 100 万 100 万 

 

3.1.3  データ中継衛星→宇宙機（周回 LEO） 

干渉許容値は ITU-R SA.1155 の-181dBW/kHz を基準として、3dB のマージンを考慮し

た-184dBW/kHz とする。 

表 3.1-6 及び表 3.1-7 にデータ中継衛星→宇宙機(周回 LEO）と自営無線ブロードバンド

システム間における共用可能数を示す。周回衛星高度が 180km としていることから、宇宙

機(周回 LEO)のアンテナ指向方向がデータ中継衛星（高度 36000km ）を追尾していても、

共用可能数は少なくなっている。 
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表 3.1-6 共用可能数（E90.75°データ中継衛星向き、周回衛星高度：180km）  

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 

622 15,833 133 162,210 266 85,820 

158 133 266 

 

表 3.1-7 共用可能数（E138°データ中継衛星向き、周回衛星高度：180km）  

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 

1,486 30,859 216 305,969 465 159,070 

308 216 465 

 

3.1.4  地球局 

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、表 3.1-8 に地球局高度

200m、自営無線ブロードバンドシステムを地球局から 75km 以遠に設置し地形を考慮して

いない場合の共用検討結果を示す。離隔距離 75km ににおける干渉発生確率が最大 2.1％と

十分低い値となる。地球局との離隔距離が 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可能と考えられる。 

表 3.1-8 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% 

 

3.1.5  データ中継衛星 

表 3.1-9 にデータ中継衛星から自営無線ブロードバンドシステムへの干渉検討結果を示

す。干渉発生確率は 0.0％となる。 

表 3.1-9 データ中継衛星との共用検討結果 

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% 

 

以上のとおり、宇宙運用（↑）で運用されているシステムの種類によって、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が異なる。これらの結果の中で、最小のシ

ステム数が共用条件となり、表 3.1-1 に示すとおり、モバイル WiMAX では 3 システム、
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625k-MC では 19 システム、無線 LAN では 15 システムとなる。 

本周波数帯に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。さらに

地球局との離隔距離や伝搬路上の地形情報及び地物情報を考慮し、空中線の設置場所及び

設置条件（高さ・向き）を調整する等の対策が必要である。 

 

3.2  ルーラル加入者系無線 

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間の伝搬モデルは自由空間伝

搬及び拡張秦モデル（Rural）を基に検討を行う。候補周波数帯 C の帯域幅から自営無線ブ

ロードバンドシステムの帯域幅を 5MHz、10MHz 及び 20MHz として検討を行う。 

 

3.2.1  ルーラル加入者系無線（P-P 方式） 

(１) 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 

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基地局間の水平距離について

は、50km とする。 

表 3.2-1 に共用検討結果を示す。最大 38.8dB 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。 
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表 3.2-1 共用検討結果 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量 

モバイル
WiMAX 

基地局 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：33.8dB 

[10MHz]：30.8dB 

[20MHz]：27.8dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：35.9dB 

[10MHz]：32.9dB 

[20MHz]：29.9dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：38.8dB 

[10MHz]：35.8dB 

[20MHz]：32.8dB 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：31.0dB 

[10MHz]：31.0dB 

[20MHz]：31.0dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：33.1dB 

[10MHz]：33.1dB 

[20MHz]：33.1dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：12.2dB 

[10MHz]：12.2dB 

[20MHz]：12.2dB 

 

(２) 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 

表 3.2-2 に共用検討結果を示す。離隔距離 30km における干渉発生確率は、自由空間伝搬

モデルで最大 3.3%と十分低い値となる。また、拡張秦モデル（Rural）で最大 2.7%と十分

低い値となる。 
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表 3.2-2 共用検討結果 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：3.3% 

[10MHz]：3.3% 

[20MHz]：3.3% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：2.7% 

[10MHz]：2.7% 

[20MHz]：2.7% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：2.8% 

[10MHz]：2.8% 

[20MHz]：2.8% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：2.1% 

[10MHz]：2.1% 

[20MHz]：2.1% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 
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以上のことから、ルーラル加入者系無線（P-P 方式）との共用検討においては、離隔距離

50km での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、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。 

 

3.2.2  ルーラル加入者系無線（P-MP） 

(１) 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 

ルーラル加入者系無線基地局と自営無線ブロードバンドシステム基地局間の水平距離に

ついては、50km とする。表 3.2-3 に共用検討結果を示す。最大 29.8dB 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。 

表 3.2-3 共用検討結果 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量 

モバイル
WiMAX 

基地局 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-MP 方式） 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：24.8dB 

[10MHz]：21.8dB 

[20MHz]：18.8dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：26.9dB 

[10MHz]：23.9dB 

[20MHz]：20.9dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：29.8dB 

[10MHz]：26.8dB 

[20MHz]：23.8dB 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-MP 方式） 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：15.0dB 

[10MHz]：15.0dB 

[20MHz]：15.0dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：17.2dB 

[10MHz]：17.2dB 

[20MHz]：17.2dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：-3.8dB 

[10MHz]：-3.8dB 

[20MHz]：-3.8dB 

 

(２) 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 

表 3.2-4 に共用検討結果を示す。離隔距離 30km における干渉発生確率は、自由空間伝搬

モデルで 0.0%となる。 
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表 3.2-4 共用検討結果 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-MP 方式） 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-MP 方式） 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 
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以上のことから、ルーラル加入者系無線（P-MP 方式）との共用検討においては、離隔距

離 50km での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、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。 

 

3.3  携帯電話（↓）（CDMA2000）との共用検討結果 

携帯電話（↓）（CDMA2000）と自営無線ブロードバンドシステム間においては、近距離

や郊外地においては見通し環境を想定する。このことより、携帯電話と自営無線ブロード

バンドシステム間の伝搬モデルは自由空間伝搬、拡張秦モデル（Suburban）を基に検討を

行う。ガードバンドは 3MHz とし、候補周波数帯 C の帯域幅から自営無線ブロードバンド

システムの帯域幅を 5MHz、10MHz 及び 20MHz として検討を行う。 

 

(１) 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 

表 3.3-5 にスプリアス干渉検討結果（干渉発生確率）を示す。離隔距離 0m における干渉

発生確率は、自由空間伝搬モデルで最大 0.4%と十分低い値となる。 

表 3.3-7 にスプリアス干渉検討結果（所要改善量）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間の水平距離については、近接して設置されることを想

定した 3m と付図 5-5 に示す伝搬損失が最小となる 60m（625k-MC）、100m（モバイル

WiMAX／無線 LAN）とする。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。 
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表 3.3-5 スプリアス干渉（干渉発生確率） 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

基地局 

CDMA2000 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

[20MHz]：0.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

[20MHz]：0.1% 

625k-MC 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.4% 

[10MHz]：0.4% 

[20MHz]：0.4% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

[20MHz]：0.1% 

無線 LAN 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.1% 

[20MHz]：0.2% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.1% 

[20MHz]：0.1% 
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表 3.3-6 スプリアス干渉（所要改善量） 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:3MHz) 

CDMA 2000 

基地局 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-2.8dB 

[10MHz]：-2.8dB 

[20MHz]：-2.8dB 

（100m） 

[5MHz]：21.2dB 

[10MHz]：21.2dB 

[20MHz]：21.2dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：4.3dB 

[10MHz]：4.3dB 

[20MHz]：4.3dB 

（60m） 

[5MHz]：27.7dB 

[10MHz]：27.7dB 

[20MHz]：27.7dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-21.6dB 

[10MHz]：-21.6dB 

[20MHz]：-21.6dB 

（100m） 

[5MHz]：2.4dB 

[10MHz]：2.4dB 

[20MHz]：2.4dB 

 

次に、表 3.3-7 に感度抑圧干渉検討結果（干渉発生確率）を示す。離隔距離 0m における

干渉発生確率は、自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

表 3.3-8 に感度抑圧干渉検討結果（所要改善量）を示す。最大 14.9dB の所要改善量とな

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から、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。 

表 3.3-7 感度抑圧干渉（干渉発生確率） 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

基地局 

CDMA 2000 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 
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表 3.3-8 感度抑圧干渉（所要改善量） 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:3MHz) 

CDMA 2000 

基地局 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-6.1dB 

[10MHz]：-6.1dB 

[20MHz]：-6.1dB 

（100m） 

[5MHz]：11.1dB 

[10MHz]：11.1dB 

[20MHz]：11.1dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-8.5dB 

[10MHz]：-8.5dB 

[20MHz]：-8.5dB 

（60m） 

[5MHz]：14.9dB 

[10MHz]：14.9dB 

[20MHz]：14.9dB 

 

(２) 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 

表 3.3-9 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで最大 0.3%と十分低い値となる。 
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表 3.3-9 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

CDMA 2000 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.2% 

[10MHz]：0.2% 

[20MHz]：0.2% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

[20MHz]：0.1% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.2% 

[20MHz]：0.3% 

CDMA 2000 

基地局 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

[20MHz]：0.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 
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次に、表 3.3-10 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

表 3.3-10 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

CDMA 2000 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

CDMA 2000 

基地局 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

以上のことから、携帯電話（↓）（CDMA 2000）との共用検討においては、ガードバン

ド 3MHz 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、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。 

  



 

付属資料 1 

- 付 1-46 - 

 

4.  候補周波数帯 D（2200.0MHz~2290.0MHz） 

4.1  宇宙運用（↓） 

宇宙運用（↓）では、宇宙機(周回 LEO)→地球局、宇宙機(周回 LEO)→データ中継衛星

の通信が行われている。なお、候補周波数帯 D は宇宙運用（↓）と重複である。 

 

4.1.1  宇宙機（周回 LEO）→地球局 

干渉許容値は ITU-R SA.1154 の-216dBW/Hz を基準として、3dB のマージンを考慮した

-219dBW/Hz とする。 

自営無線ブロードバンドシステムから地球局への干渉について、表 4.1-1 に地球局高度

200m、自営無線ブロードバンドシステムを地球局から 150km 以遠に設置し地形を考慮し

ていない場合の共用可能数を示す。 

表 4.1-1 共用可能数（地球局高度：200ｍ） 

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 

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

694,000 265,200 240,400 

 

ここで、地球局から水平線までの見通し距離1を求めると、臼田局で約 180km、勝浦局で

約 84km である。また、参考として地形情報2を考慮して臼田局および勝浦局から地上 1.5m

および地上 30m に相手局が存在すると想定した場合の見通し状況を図 4.1-1 から図 4.1-4

に示す。図中の赤い印は臼田局及び勝浦局と見通しがある地域を示し、同心円は臼田局及

び勝浦局を中心とした半径 50km 毎の距離を示す。地球局から水平線までの見通し距離以

遠においても地球局を見通せる地域があるが、地球局に近い地点においても見通しが取れ

ない地域もあり、地球局と自営無線ブロードバンドシステムとの共用においては、地球局

との離隔距離や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。 

 

                                                   
1 電波伝搬ハンドブック 細矢良雄監修 リアライズ社（1999） 
2 国土交通省 国土地理院 基盤地図情報 数値標高モデル 10m メッシュ（標高） 
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図 4.1-1 臼田局から地上 1.5m の相手局を想定した場合の見通し状況 

 

 

図 4.1-2 臼田局から地上 30m の相手局を想定した場合の見通し状況 
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図 4.1-3 勝浦局から地上 1.5m の相手局を想定した場合の見通し状況 

 

 

図 4.1-4 勝浦局から地上 30m の相手局を想定した場合の見通し状況 
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次に、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表 4.1-2

に示す。干渉発生確率は 0.0％となる。 

表 4.1-2 宇宙機(周回 LEO)→地球局との共用検討結果 

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% 

 

4.1.2  宇宙機(周回 LEO)→データ中継衛星 

干渉許容値は ITU-R SA.1155 の-181dBW/kHz を基準として、3dB のマージンを考慮し

た-184dBW/kHz とする。 

表 4.1-3 及び表 4.1-4 に宇宙機(周回 LEO)→データ中継衛星と自営無線ブロードバンドシ

ステム間における共用可能数を示す。宇宙機(周回 LEO)→地球局と比較して共用可能数が

少なくなっている。 

表 4.1-3 共用可能数（E90.75°データ中継衛星向き、周回衛星高度：36000km） 

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 

1,683,216 1000 万 199,866 1000 万 545,305 6,643,833 

102,239 184,782 66,438 

 

表 4.1-4 共用可能数（E138°データ中継衛星向き、周回衛星高度：36000km） 

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 

1,826,164 1000 万 195,947 1000 万 468,424 6,595,059 

102,239 183,805 65,950 

 

以上のことから、宇宙運用（↓）においては、宇宙機(周回 LEO)→データ中継衛星との

共用検討から自営無線ブロードバンドシステムの共用可能数、宇宙機(周回 LEO)→地球局

との共用検討から地球局と自営無線ブロードバンドシステム間の離隔距離が共用条件とな

る。共用可能数は、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。なお、宇宙運用（↓）との共用においては、

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。また、

地球局との離隔距離は 150km であるが、や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。 



 

付属資料 1 

- 付 1-50 - 

 

4.2  ルーラル加入者系無線 

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間の伝搬モデルは自由空間伝

搬及び拡張秦モデル（Rural）を基に検討を行う。候補周波数帯 D の帯域幅から自営無線ブ

ロードバンドシステムの帯域幅を 5MHz、10MHz 及び 20MHz として検討を行う。 

 

4.2.1  ルーラル加入者系無線（P-P） 

(１) 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 

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基地局間の水平距離について

は、50km とする。表 4.2-1 に共用検討結果を示す。最大 38.3dB 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。 

表 4.2-1 共用検討結果 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量 

モバイル
WiMAX 

基地局 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：33.3dB 

[10MHz]：30.3dB 

[20MHz]：27.3dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：35.4dB 

[10MHz]：32.4dB 

[20MHz]：29.4dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：38.3dB 

[10MHz]：35.3dB 

[20MHz]：32.3dB 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：30.3dB 

[10MHz]：30.3dB 

[20MHz]：30.3dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：32.4dB 

[10MHz]：32.4dB 

[20MHz]：32.4dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：11.5dB 

[10MHz]：11.5dB 

[20MHz]：11.5dB 

(２) 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 

表 4.2-2 に共用検討結果を示す。離隔距離 30km における干渉発生確率は、自由空間伝搬

モデルで最大 3.7%と十分低い値となる。また、拡張秦モデル（Rural）で最大 2.8%と十分

低い値となる。 
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表 4.2-2 共用検討結果 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：3.7% 

[10MHz]：3.7% 

[20MHz]：3.7% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：2.8% 

[10MHz]：2.8% 

[20MHz]：2.8% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：2.8% 

[10MHz]：2.8% 

[20MHz]：2.8% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：1.9% 

[10MHz]：1.9% 

[20MHz]：1.9% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-P 方式） 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（30km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 
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以上のことから、ルーラル加入者系無線（P-P 方式）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 50km の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、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。 

 

4.2.2  ルーラル加入者系無線（P-MP） 

(１) 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 

ルーラル加入者系無線加入者局と自営無線ブロードバンドシステム基地局間の水平距離

については、50km とする。表 4.2-3 に共用検討結果を示す。最大 29.3dB 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。 

表 4.2-3 共用検討結果 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 所要改善量 

モバイル
WiMAX 

基地局 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-MP 方式） 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：24.3dB 

[10MHz]：21.3dB 

[20MHz]：18.3dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：26.5dB 

[10MHz]：23.5dB 

[20MHz]：20.5dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：29.3dB 

[10MHz]：26.3dB 

[20MHz]：23.3dB 

ルーラル 

加入者系無線 

（P-MP 方式） 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：14.3dB 

[10MHz]：14.3dB 

[20MHz]：14.3dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：16.5dB 

[10MHz]：16.5dB 

[20MHz]：16.5dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：-4.5dB 

[10MHz]：-4.5dB 

[20MHz]：-4.5dB 

 

(２) 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 

表 4.2-4 に共用検討結果を示す。離隔距離 50km における干渉発生確率は、自由空間伝搬

モデルで最大 2.3%と十分低い値である。 
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表 4.2-4 共用検討結果 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

ルーラル 

加入者系無線 

加入者局 

（P-MP） 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：2.3% 

[10MHz]：2.3% 

[20MHz]：2.3% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（50km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：1.8% 

[10MHz]：1.8% 

[20MHz]：1.8% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（50km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：0.6% 

[10MHz]：0.6% 

[20MHz]：0.6% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（50km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

ルーラル 

加入者系無線 

加入者局 

（P-MP） 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（50km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（50km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（50km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

（50km） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

[20MHz]：0.0% 
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以上のことから、ルーラル加入者系無線（P-MP 方式）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 50km の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、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。 
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5.  候補周波数帯 E（2581.5MHz~2592.5MHz） 

5.1  BWA（高度化 XGP） 

BWA（高度化 XGP）と自営無線ブロードバンドシステム間においては、近距離や郊外地

においては見通し環境を想定する。このことより、BWA（高度化 XGP）と自営無線ブロー

ドバンドシステム間の伝搬モデルは自由空間伝搬、拡張秦モデル（Suburban）を基に検討

を行う。ガードバンドは BWA（高度化 XGP）の運用周波数を考慮して 6.5MHz とし、候

補周波数帯 E の帯域幅から自営無線ブロードバンドシステムの帯域幅を 5MHz 及び

10MHz として検討を行う。 

 

5.1.1  BWA（高度化 XGP）基地局 

(１) 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 

BWA（高度化 XGP）基地局（以下、「高度化 XGP 基地局」という。）と自営無線ブロー

ドバンドシステム基地局間の水平距離については、近接して設置されることを想定した 3m

と付図 5-7 に示す伝搬損失が最小になる 70m（625k-MC）、100m（モバイル WiMAX／無

線 LAN）とする。 

表 5.1-1 にスプリアス干渉検討結果を示す。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。 
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表 5.1-1 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:6.5MHz) 

モバイル
WiMAX 

基地局 

BWA 

(高度化 XGP) 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-11.6dB 

[10MHz]：-11.6dB 

（100m） 

[5MHz]：9.4dB 

[10MHz]：9.4dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：10.0dB 

[10MHz]：10.0dB 

（70m） 

[5MHz]：29.2dB 

[10MHz]：29.2dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-17.1dB 

[10MHz]：-5.2dB 

（100m） 

[5MHz]：3.9dB 

[10MHz]：15.8dB 

BWA 

(高度化 XGP) 

基地局 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-9.3dB 

[10MHz]：-9.3dB 

（100m） 

[5MHz]：11.7dB 

[10MHz]：11.7dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-2.2dB 

[10MHz]：-2.2dB 

（70m） 

[5MHz]：16.8dB 

[10MHz]：16.8dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-28.1dB 

[10MHz]：-28.1dB 

（100m） 

[5MHz]：-7.1dB 

[10MHz]：-7.1dB 

 

  



 

付属資料 1 

- 付 1-57 - 

 

次に、表 5.1-2 に感度抑圧干渉検討結果を示す。最大 14.9dB の所要改善量となるが、

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から、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。 

 

表 5.1-2 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:6.5MHz) 

モバイル
WiMAX 

基地局 

BWA 

(高度化 XGP) 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-30.1dB 

[10MHz]：-30.1dB 

（100m） 

[5MHz]：-9.1dB 

[10MHz]：-9.1dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-23.0dB 

[10MHz]：-23.0dB 

（70m） 

[5MHz]：-3.8dB 

[10MHz]：-3.8dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-25.1dB 

[10MHz]：-25.1dB 

（100m） 

[5MHz]：-4.1dB 

[10MHz]：-4.1dB 

BWA 

(高度化 XGP) 

基地局 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-6.1dB 

[10MHz]：-6.1dB 

（100m） 

[5MHz]：14.9dB 

[10MHz]：14.9dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-6.0dB 

[10MHz]：-6.0dB 

（70m） 

[5MHz]：13.0dB 

[10MHz]：13.0dB 
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(２) 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 

表 5.1-3 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで 0.0%となる。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 5.1-3 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

BWA 

(高度化 XGP) 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

BWA 

(高度化 XGP) 

基地局 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 
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次に、表 5.1-4 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

 

表 5.1-4 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

BWA 

(高度化 XGP) 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

BWA 

(高度化 XGP) 

基地局 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

以上のことから、BWA（高度化 XGP）基地局との共用検討においては、運用周波数を考

慮してガードバンド 6.5MHz 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、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。 
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5.1.2  BWA（高度化 XGP）移動局 

(１) 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 

表 5.1-5 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで最大 1.8%と十分低い値となる。 

 

表 5.1-5 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

基地局 

BWA 

(高度化 XGP) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：1.5% 

[10MHz]：1.6% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.6% 

[10MHz]：0.6% 

無線 LAN 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：1.8% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

BWA 

(高度化 XGP) 

移動局 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：1.1% 

[10MHz]：1.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 
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次に、表 5.1-6 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

表 5.1-6 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

基地局 

BWA 

(高度化 XGP) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

BWA 

(高度化 XGP) 

移動局 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

(２) 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 

表 5.1-7 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで最大 0.4%と十分低い値となる。 

 

表 5.1-7 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

BWA 

(高度化 XGP) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.4% 

[10MHz]：0.4% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

BWA 

(高度化 XGP) 

移動局 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 
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次に、表 5.1-8 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで最大 0.1%と十分低い値となる。 

表 5.1-8 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 

BWA 

(高度化 XGP) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

BWA 

(高度化 XGP) 

移動局 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

 

以上のことから、BWA（高度化 XGP）移動局との共用検討においては、運用周波数を考

慮したガードバンド 6.5MHz を設けることで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。 

 

5.2  地域 WiMAX  

地域 WiMAX と自営無線ブロードバンドシステム間の伝搬モデルは、拡張秦モデル

（Rural、Suburban、Urban）、MS-BS（MS-MS）間伝搬とし、帯域幅 10MHz を基本に

検討を行う。ただし、地域 WiMAX 基地局及び移動局と自営無線ブロードバンドシステム

基地局間においては、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。なお、自営無線ブロードバンドシステムにおける候

補システムのモバイル WiMAX については、地域 WiMAX との送受信タイミングを容易に

同期することが可能であることから基地局－基地局間及び移動局－移動局間の干渉は発生

しない。 

 

(１) 地域WiMAX基地局－自営無線ブロードバンドシステム移動局間の共用検討結果 

表 5.2-1、表 5.2-2 に地域 WiMAX 基地局と自営無線ブロードバンドシステム移動局間の

干渉発生確率が 3％台以下となる所要離隔距離を示す。開放地においては最大 18km の離隔
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距離が必要となる等、周辺環境に合った離隔距離を確保することが必要となる。 

表 5.2-1 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      被干渉 

 

与干渉 

地域 WiMAX 基地局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX 13km 4km 3km 2km 

625k-MC 12km 4km 3km 2km 

無線 LAN 8km 3km 2km 2km 

 

表 5.2-2 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      与干渉 

 

被干渉 

地域 WiMAX 基地局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX 16km 5km 3km 2km 

625k-MC 18km 6km 4km 2km 

無線 LAN 7km 3km 2km 2km 

 

(２) 地域 WiMAX 基地局－自営無線ブロードバンドシステム基地局間の共用検討結果 

地域WiMAX基地局と自営無線ブロードバンドシステム基地局間の水平距離については、

（１）の結果を踏まえ 2km、3km、4km、8km、10km とする。 

表 5.2-3、表 5.2-4 に地域 WiMAX 基地局と自営無線ブロードバンドシステム基地局間に

おける干渉検討結果を示す。地域 WiMAX 基地局との離隔距離確保や自営無線ブロードバ

ンドシステムの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。 

表 5.2-3 所要改善量 

      被干渉 

 

与干渉 

地域 WiMAX 基地局 

2km 3km 4km 8km 10km 

モバイル WiMAX － － － － － 

625k-MC 56.9dB 53.5dB 51.0dB 45.0dB 43.0dB 

無線 LAN 59.6dB 56.2dB 53.8dB 47.8dB 45.8dB 
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表 5.2-4 所要改善量 

      与干渉 

 

被干渉 

地域 WiMAX 基地局 

2km 3km 4km 8km 10km 

モバイル WiMAX － － － － － 

625k-MC 55.9dB 52.5dB 50.0dB 44.0dB 42.0dB 

無線 LAN 34.8dB 31.4dB 29.0dB 23.0dB 21.0dB 

 

(３) 地域WiMAX移動局－自営無線ブロードバンドシステム移動局間の共用検討結果 

表 5.2-5、表 5.2-6 に地域 WiMAX 移動局と自営無線ブロードバンドシステム移動局間の

干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離を示す。開放地においては最大 6km の離隔

距離が必要となる等、周辺環境に合った離隔距離を確保することが必要となる。 

 

 表 5.2-5 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      被干渉 

 

与干渉 

地域 WiMAX 移動局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX － － － － 

625k-MC 4km 0km 0km 0km 

無線 LAN 4km 0km 0km 0km 

 

表 5.2-6 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      与干渉 

 

被干渉 

地域 WiMAX 移動局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX － － － － 

625k-MC 6km 5km 4km 0km 

無線 LAN 5km 4km 0km 0km 

 

(４) 地域 WiMAX 移動局－自営無線ブロードバンドシステム基地局間の共用検討結果 

表 5.2-7、表 5.2-8 に地域 WiMAX 移動局と自営無線ブロードバンドシステム基地局間の

干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離を示す。開放地においては最大 16km の離隔

距離が必要となる等、周辺環境に合った離隔距離を確保することが必要となる。 
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表 5.2-7 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      被干渉 

 

与干渉 

地域 WiMAX 移動局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX 10km 5km 4km 0km 

625k-MC 11km 6km 5km 0km 

無線 LAN 12km 6km 5km 0km 

 

表 5.2-8 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      与干渉 

 

被干渉 

地域 WiMAX 移動局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX 14km 6km 5km 0km 

625k-MC 16km 6km 5km 0km 

無線 LAN 8km 5km 5km 0km 

 

以上のことから、地域 WiMAX の無線局免許が付与されている地域の周辺に自営無線ブ

ロードバンドシステムを設置する場合、適切な離隔距離をとり、基地局の設置場所や設置

条件の調整等の技術的な対策を行うことで共用が可能となる。 

 

5.3  地域 WiMAX（高度化モバイル WiMAX の場合） 

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。高度化

モバイル WiMAX と自営無線ブロードバンドシステム間においては、近距離や郊外地にお

いては見通し環境を想定する。このことより、高度化モバイル WiMAX と自営無線ブロー

ドバンドシステム間の伝搬モデルは、拡張秦モデル（Rural、Suburban、Urban）、MS-BS

（MS-MS）間伝搬とし、帯域幅 10MHz を基本に検討を行う。ただし、高度化モバイル

WiMAX 基地局と自営無線ブロードバンドシステム基地局間においては、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。

なお、自営無線ブロードバンドシステムにおける候補システムのモバイル WiMAX につい

ては、高度化モバイル WiMAX との送受信タイミングを容易に同期することが可能である

ことから基地局－基地局間及び移動局－移動局間の干渉は発生しない。 
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(１) 高度化モバイル WiMAX 基地局－自営無線ブロードバンドシステム移動局の共用検討結果 

表 5.3-1、表 5.3-2 に高度化モバイル WiMAX 基地局と自営無線ブロードバンドシステム

移動局間の干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離を示す。開放地においては最大

20km の離隔距離が必要となる等、周辺環境に合った離隔距離を確保することが必要となる。 

 

表 5.3-1 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      被干渉 

 

与干渉 

高度化モバイル WiMAX 基地局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX 14km 5km 3km 2km 

625k-MC 13km 5km 3km 2km 

無線 LAN 9km 3km 2km 2km 

 

表 5.3-2 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      与干渉 

 

被干渉 

高度化モバイル WiMAX 基地局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX 18km 6km 3km 2km 

625k-MC 20km 6km 4km 2km 

無線 LAN 8km 3km 2km 1km 

 

(２) 高度化モバイル WiMAX 基地局－自営無線ブロードバンドシステム基地局間の共用検討結果 

高度化モバイル WiMAX 基地局と自営無線ブロードバンドシステム基地局間の水平距離

については、（１）の結果を踏まえ 2km、3km、5km、9km、10km とする。 

表 5.3-3、表 5.3-4 に高度化モバイル WiMAX 基地局と自営無線ブロードバンドシステム

基地局間における干渉検討結果を示す。高度化モバイル WiMAX 基地局との離隔距離確保

や自営無線ブロードバンドシステムの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。 
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表 5.3-3 所要改善量 

      被干渉 

 

与干渉 

高度化モバイル WiMAX 基地局 

2km 3km 5km 9km 10km 

モバイル WiMAX － － － － － 

625k-MC 42.1dB 38.5dB 33.9dB 28.8dB 27.9dB 

無線 LAN 39.4dB 36.0dB 31.5dB 26.5dB 25.6dB 

 

表 5.3-4 所要改善量 

      与干渉 

 

被干渉 

高度化モバイル WiMAX 基地局 

2km 3km 5km 9km 10km 

モバイル WiMAX － － － － － 

625k-MC 49.1dB 45.5dB 41.0dB 35.8dB 34.9dB 

無線 LAN 27.6dB 24.2dB 19.8dB 14.7dB 13.8dB 

 

(３) 高度化モバイル WiMAX 移動局－自営無線ブロードバンドシステム移動局の共用検討結果 

表 5.3-5、表 5.3-6 に高度化モバイル WiMAX 移動局と自営無線ブロードバンドシステム

移動局間の干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離を示す。開放地においては最大

10km 必要となる等、周辺環境に合った離隔距離を確保することが必要となる。 

表 5.3-5 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      被干渉 

 

与干渉 

高度化モバイル WiMAX 移動局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX － － － － 

625k-MC 5km 0km 0km 0km 

無線 LAN 5km 0km 0km 0km 

 

表 5.3-6 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      与干渉 

 

被干渉 

高度化モバイル WiMAX 移動局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX － － － － 

625k-MC 10km 4km 3km 1km 

無線 LAN 9km 4km 3km 0km 
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(４) 高度化モバイル WiMAX 移動局－自営無線ブロードバンドシステム基地局の共用検討結果 

表 5.3-7、表 5.3-8 に高度化モバイル WiMAX 移動局と自営無線ブロードバンドシステム

基地局間の干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離を示す。開放地においては最大

23km の離隔距離が必要となる等、周辺環境に合った離隔距離を確保することが必要となる。 

表 5.3-7 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      被干渉 

 

与干渉 

高度化モバイル WiMAX 移動局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX 15km 5km 3km 1km 

625k-MC 16km 5km 3km 2km 

無線 LAN 17km 5km 3km 2km 

 

表 5.3-8 干渉発生確率が 3%台以下となる所要離隔距離 

      与干渉 

 

被干渉 

高度化モバイル WiMAX 移動局 

開放地 郊外地 市街地 都市部 

モバイル WiMAX 21km 7km 3km 0km 

625k-MC 23km 7km 4km 0km 

無線 LAN 13km 5km 3km 0km 

以上のことから、高度化モバイル WiMAX の無線局免許が付与されている地域の周辺に

自営無線ブロードバンドシステムを設置する場合、適切な離隔距離をとり、基地局の設置

場所や設置条件の調整等の技術的な対策を行うことで共用が可能となる。 

 

5.4  BWA（モバイル WiMAX） 

BWA（モバイル WiMAX）と自営無線ブロードバンドシステム間においては、近距離や

郊外地においては見通し環境を想定する。このことより、BWA（モバイル WiMAX）と自

営無線ブロードバンドシステム間の伝搬モデルは自由空間伝搬、拡張秦モデル（Suburban）

を基に検討を行う。ガードバンドは、BWA（モバイル WiMAX）の運用周波数を考慮して

2.5MHz とし、候補周波数帯 E の帯域幅から自営無線ブロードバンドシステムの帯域幅を

5MHz 及び 10MHz として検討を行う。なお、モバイル WiMAX 同士における基地局－基

地局間及び移動局－移動局間については、送受のタイミング送受信を容易に同期すること

が可能であることから干渉は発生しない。 
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5.4.1  BWA（モバイル WiMAX）基地局 

(１) 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 

BWA（モバイル WiMAX）基地局（以下、「モバイル WiMAX 基地局」という。）と自営

無線ブロードバンドシステム基地局間の水平距離については、近接して設置されることを

想定した 3m と付図 5-7 に示す伝搬損失が最小になる 70m(625k-MC)、100m（無線 LAN）

とする。 

表 5.4-1 にスプリアス干渉検討結果を示す。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。 

 

表 5.4-1 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:2.5MHz) 

625k-MC 

基地局 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：13.7dB 

[10MHz]：13.7dB 

（70m） 

[5MHz]：32.0dB 

[10MHz]：32.0dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-0.4dB 

[10MHz]：4.6dB 

（100m） 

[5MHz]：20.6dB 

[10MHz]：25.6dB 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

基地局 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：3.7dB 

[10MHz]：3.7dB 

（70m） 

[5MHz]：22.0dB 

[10MHz]：22.0dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-22.2dB 

[10MHz]：-22.2dB 

（100m） 

[5MHz]：-1.2dB 

[10MHz]：-1.2dB 
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次に、表 5.4-2 に感度抑圧干渉検討結果を示す。最大 12.7dB の所要改善量が必要となる

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から、技術的に対策が可能な範囲と考えられる。 

 

表 5.4-2 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:2.5MHz) 

625k-MC 

基地局 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

基地局 

自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-6.1dB 

[10MHz]：-6.1dB 

（70m） 

[5MHz]：12.2dB 

[10MHz]：12.2dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-8.2dB 

[10MHz]：-8.2dB 

（100m） 

[5MHz]：12.7 dB 

[10MHz]：12.7dB 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

基地局 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（3m） 

[5MHz]：-14.1dB 

[10MHz]：-14.1dB 

（70m） 

[5MHz]：4.2dB 

[10MHz]：4.2dB 
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(２) 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 

表 5.4-3 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで 0.0%となる。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 5.4-3 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイルモバイ
ル WiMAX 

移動局 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

基地局 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 
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次に、表 5.4-4 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

 

表 5.4-4 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

移動局 
BWA 

(モバイル
WiMAX) 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

基地局 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

以上のことから、BWA（モバイル WiMAX）基地局との共用検討においては、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、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、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。 
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5.4.2  BWA（モバイル WiMAX）移動局 

(１) 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 

表 5.4-5 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで最大 3.2%と十分低い値となる。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 5.4-5 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

基地局 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：3.2% 

[10MHz]：3.2% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：1.7% 

[10MHz]：1.7% 

無線 LAN 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.9% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.1% 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

移動局 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 
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次に、表 5.4-6 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

 

表 5.4-6 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

基地局 
BWA 

(モバイル
WiMAX) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

移動局 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

(２) 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 

表 5.4-7 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで最大 1.6%と十分低い値となる。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 5.4-7 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

625k-MC 

移動局 
BWA 

(モバイル
WiMAX) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：1.6% 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

移動局 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.2% 

[10MHz]：0.2% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 
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次に、表 5.4-8 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

 

表 5.4-8 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

625k-MC 

移動局 
BWA 

(モバイル
WiMAX) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

BWA 

(モバイル
WiMAX) 

移動局 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

以上のことから、BWA（モバイル WiMAX）移動局との共用検討においては、運用周波

数を考慮したガードバンド 2.5MHz を設けることで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。 

 

5.5  BWA（高度化モバイル WiMAX） 

BWA（高度化モバイル WiMAX）と自営無線ブロードバンドシステム間においては、近

距離や郊外地においては見通し環境を想定する。このことより、BWA（高度化モバイル

WiMAX）と自営無線ブロードバンドシステム間の伝搬モデルは自由空間伝搬、拡張秦モデ

ル（Suburban）を基に検討を行う。ガードバンドは、BWA（高度化モバイル WiMAX）の

運用周波数を考慮して 2.5MHz とし、候補周波数帯 E の帯域幅から自営無線ブロードバン

ドシステムの帯域幅を 5MHz 及び 10MHz として検討を行う。なお、モバイル WiMAX 同

士における基地局－基地局間及び移動局－移動局間については、送受のタイミング送受信

を容易に同期することが可能であることから干渉は発生しない。 

 

5.5.1  BWA（高度化モバイル WiMAX）基地局 

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 5.4.1 と同様となる。 
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5.5.2  BWA（高度化モバイル WiMAX）移動局 

(１) 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 

表 5.5-1 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで最大 3.7%と十分低い値となる。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 5.5-1 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

基地局 

BWA 

(高度化モバイル
WiMAX) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.3% 

[10MHz]：0.3% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：3.7% 

[10MHz]：3.7% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：2.0% 

[10MHz]：2.0% 

無線 LAN 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：1.1% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.1% 

BWA 

(高度化モバイル
WiMAX) 

移動局 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Suburban） 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 
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次に、表 5.5-2 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

 

表 5.5-2 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

モバイル
WiMAX 

基地局 
BWA 

(高度化モバイル
WiMAX) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

BWA 

(高度化モバイル
WiMAX) 

移動局 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

(２) 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 

表 5.5-3 にスプリアス干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、自由

空間伝搬モデルで最大 1.7%と十分低い値となる。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 5.5-3 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

625k-MC 

移動局 
BWA 

(高度化モバイル
WiMAX) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：1.7% 

BWA 

(高度化モバイル
WiMAX) 

移動局 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 
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次に、表 5.5-4 に感度抑圧干渉検討結果を示す。離隔距離 0m における干渉発生確率は、

自由空間伝搬モデルで 0.0%となる。 

表 5.5-4 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

625k-MC 

移動局 
BWA 

(高度化モバイル
WiMAX) 

移動局 

自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

無線 LAN 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

BWA 

(高度化モバイル
WiMAX) 

移動局 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

（0m） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

以上のことから、BWA（高度化モバイル WiMAX）移動局との共用検討においては、運

用周波数を考慮したガードバンド 2.5MHz を設けることで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。 
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6.  候補周波数帯 F（2625.0MHz~2655.0MHz） 

6.1  BWA（モバイル WiMAX／高度化モバイル WiMAX） 

候補周波数帯 F の下隣接は BWA（モバイル WiMAX／高度化モバイル WiMAX）であり、

共用検討については候補周波数帯 E における BWA（モバイル WiMAX／高度化モバイル

WiMAX）と同様となる。5.4 及び 5.5 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、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。 

 

6.2  移動衛星（↑）（N-STAR）との共用検討 

移動衛星（↑）（N-STAR）との共用検討では、ガードバンドは運用周波数を考慮した 5MHz

とする。伝搬モデルは自由空間伝搬、拡張秦モデル（Rural）を基に検討を行う。 

(１) N-STAR d 号機との共用検討 

表6.2-1にN-STAR d号機と自営無線ブロードバンドシステム間における共用可能数を示

す。N-STAR d 号機は衛星高度 36000km であることから、自営無線ブロードバンドシステ

ムによる影響は少ない。なお、干渉許容値については装置諸元に基づき-153.9dBm/kHz と

する。 

 

表 6.2-1 共用可能数（衛星高度：36000km）  

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 

1,000 万 1,000 万 1,000 万 1,000 万 1,000 万 1,000 万 

1,000 万 1,000 万 1,000 万 

※上段は運用可能な局数。 
 下段は「収容端末台数/基地局」を 1 システムとした際の運用可能数。 
 1000 万は 1000 万局以上でも設置可能であることを意味する。 
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(２) 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 

表 6.2-2 にスプリアス干渉検討結果を示す。最大 27.8dB の所要改善量が必要となるが、

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 6.2-2 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:5MHz) 

N-STAR 

端末 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 
[5MHz]：23.3dB 

[10MHz]：23.3dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

[5MHz]：27.8dB 

[10MHz]：27.8dB 

無線 LAN 

基地局 
自由空間伝搬 

[5MHz]：11.5dB 

[10MHz]：11.5dB 

 

次に、表 6.2-3 に感度抑圧干渉検討結果を示す。所要改善量は 0dB 以下となる。 

 

表 6.2-3 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 
所要改善量 

(GB:5MHz) 

N-STAR 

端末 

モバイル
WiMAX 

基地局 

自由空間伝搬 
[5MHz]：0.0dB 

[10MHz]：0.0dB 

625k-MC 

基地局 
自由空間伝搬 

[5MHz]：-2.2dB 

[10MHz]：-2.2dB 
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(３) 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 

表 6.2-4 にスプリアス干渉検討結果を示す。干渉発生確率は、自由空間伝搬モデルで最大

2.5%と十分低い値となる。 

表 6.2-4 スプリアス干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

N-STAR 

端末 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 
[5MHz]：2.5% 

[10MHz]：2.5% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

625k-MC 

移動局 

自由空間伝搬 
[5MHz]：1.2% 

[10MHz]：1.2% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

[5MHz]：0.1% 

[10MHz]：0.1% 

無線 LAN 

移動局 

自由空間伝搬 
[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

拡張秦モデル 

（Rural） 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

次に、表 6.2-5 に感度抑圧干渉検討結果を示す。干渉発生確率は、自由空間伝搬モデルで

0.0%となる。 

表 6.2-5 感度抑圧干渉 

与干渉局 被干渉局 伝搬モデル 干渉発生確率 

N-STAR 

端末 

モバイル
WiMAX 

移動局 

自由空間伝搬 
[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

625k-MC 

移動局 
自由空間伝搬 

[5MHz]：0.0% 

[10MHz]：0.0% 

 

以上のことから、移動衛星（↑）（N-STAR）との共用検討においては、運用周波数を考

慮してガードバンド 5MHz を設けることで、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、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。 
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 各システムの諸元 

1． 携帯電話(↓)（LTE）の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いた LTE の諸元を付表 2-1 に示す。また、LTE 基地局の

アンテナ放射パターン（垂直面、水平面）を付図 2-1、付図 2-2 に、LTE 基地局の送受信

フィルタ特性を付図 2-3 に、LTE 移動局のスペクトラムエミッションマスク特性を付図

2-4 に示す。 

付表 2-1 LTE の諸元 

 基地局 移動局 

周波数帯 1495.9-1510.9MHz 

占有周波数帯幅 5,10,15,20MHz 

キャリア周波数間隔 100kHz 

空中線電力 36dBm/MHz 23dBm 

給電線損失 5dB 0dB 

空中線利得 17dBi 0dBi 

アンテナ放射パターン（垂直） 付図 2-1 参照 無指向性 

アンテナ放射パターン（水平） 付図 2-2 参照 無指向性 

空中線設置高さ 40m 1.5ｍ 

許容干渉レベル 
-119dBm/MHz 

(I/N=-10dB) 

-110.8dBm/MHz 

(I/N=-6dB) 

感度抑圧干渉許容レベル -43dBm 

-56dBm(BWChannel/2+7

.5MHz 離調) 

-44dBm(BWChannel 

/2+12.5MHz 離調) 

スプリアス発射の強度 -13dBm/MHz -30dBm/MHz 

付加損失  8dB(人体吸収損失) 

 

 

付図 2-1 LTE 基地局のアンテナ放射パターン（垂直面） 
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付図 2-2 LTE 基地局のアンテナ放射パターン（水平面） 

 

 

付図 2-3 LTE 基地局の送受信フィルタ特性 

 

 

付図 2-4 LTE 移動局のスペクトラムエミッションマスク特性 
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2． デジタル MCA(↓)の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いたデジタル MCA の諸元を付表 2-2 に示す。また、中継

局のアンテナ放射パターン（垂直面／水平面）を付図 2-5 に、指令局のアンテナ放射パタ

ーン（垂直面／水平面）を付図 2-6 に示す。 

 

付表 2-2 デジタル MCA の諸元 

 中継局 指令局 移動局 

周波数帯 1,503.35-1,513MH 

占有周波数帯幅 20ｋHz 以下 

キャリア周波数間隔 25ｋHz 以下 

空中線電力 40W 2W 2W 

給電線損失 7.5dB 2dB 2dB 

空中線利得 15dBi 12dBi 5.5dBi 

アンテナ放射パターン（垂直） 
付図 2-5 参照 付図 2-6 参照 無指向性 

アンテナ放射パターン（水平） 

空中線設置高さ 40m 10m 1.5m 

許容干渉レベル 

-133.2dBm/20kHz 

-116.2dBm/MHz(C/N=

16dB ダイバーシティの

改善を見込む) 

kTBF より、1dB の劣化

を許容するレベル 

-128.7dBm/20kHz 

-111.7dBm/MHz (C/N = 20dB) 

kTBF より、1dB の劣化を許容す

るレベル 

感度抑圧干渉許容レベル -48dBm 

規格値：-48dBm 

実力値：-38dBm（1MHz 離調） 

-34dBm（2MHz 離調） 

-32dBm（3MHz 離調） 

-32 ～ -28dBm （ 4 ～

10MHz 離調） 

スプリアス発射の強度 
送信電力に対して-60dB

以下又は 2.5μW 以下 

送信電力に対して-60dB 以下又

は 0.25μW 以下 
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付図 2-5 中継局のアンテナ放射パターン（垂直面/水平面） 

 

 

 

付図 2-6 指令局のアンテナ放射パターン（垂直面/水平面）  
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3． 移動衛星(↓)（インマルサット）の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いた移動衛星(↓)（インマルサット）の諸元を付表 2-3、

付表 2-4 及び付表 2-5 に示す。また、インマルサット B のアンテナ放射パターン（垂直

面）を付図 2-7 に、インマルサットの受信フィルタ特性を付図 2-8 に示す。 

付表 2-3 インマルサットの諸元 

 B C 

周波数帯 1,525-1,559MHz 1,530-1,545MHz 

給電線損失 1dB 1dB 

空中線利得 21dBi 0dBi 

アンテナ放射パターン（垂直） 付図 2-15 参照 無指向性 

空中線設置高さ 
1.0m（移動局） 

10m（船舶地球局） 

1.0m（移動局） 

10m（船舶地球局） 

許容干渉レベル -119.8dBm/MHz -111.5dBm/MHz 

感度抑圧干渉許容レベル -41dBm -38dBm 

 

付表 2-4 インマルサットの諸元 

 BGAN/FB F 

周波数帯 1,525-1,559MHz 1,525-1,559MHz 

給電線損失 
TX_2.0dB（フィルタ損含む） 

RX_1.1dB（フィルタ損含む） 

TX_1.2dB（フィルタ損含む） 

RX_0.95dB（フィルタ損含む） 

空中線利得 

TX_19dBi 

（レドーム損込みで 18.9dBi） 

RX_18.6dBi 

（レドーム損込みで 18.5dBi） 

TX_21.7dBi 

（レドーム損込みで 21.6dBi） 

RX_21.2dBi 

（レドーム損込みで 21.1dBi） 

アンテナ 

放射パターン 

（垂直） 

G は絶対利得(dBi)、 

θはアンテナ主軸からの離角 

G≦44 – 25 logθdBi  

(40°＜θ＜90°) 

G≦－5 dBi (θ≧90°) 

偏波は右旋 

P はアンテナ利得(dBi)からの

相対利得(dB) 

P = 0 (dB)（θ = 0° to 40°） 

P = 38 - 25logq (dB) 

（θ = 40° to 90°） 

P = -12 (dB)（θ ≥ 90°） 

偏波は右旋 

空中線設置高さ 
1.0m（移動局） 

10m（船舶地球局） 
10m 

許容干渉レベル -123dBm/MHz -123dBm/MHz 

感度抑圧 

干渉許容レベル 
-30dBm -41.3dBm 
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付表 2-5 インマルサットの諸元 

 インマルサット第 4 世代衛星 

周波数帯 1,525-1,559MHz 

最大 EIRP 67dBW 

 

 

付図 2-7 インマルサット B のアンテナ放射パターン（垂直面） 

 

 

付図 2-8 インマルサットの受信フィルタ特性 
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4． ルーラル加入者系無線の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いたルーラル加入者系無線の諸元を付表 2-6 に示す。 

 

付表 2-6 ルーラル加入者系無線の諸元 

 基地局 加入者局 

周波数帯 2,025～2,075.5MHz、2,205.5～2,225.5MHz 

占有周波数帯幅 4MHz 

キャリア周波数間隔 5MHz 

空中線電力 1W、5W 

給電線損失 5dB(Typical) 5dB(Typical) 

空中線利得 

フラットアンテナ(16dBi) 

1.2mφパラボラ(25dBi) 

オムニ(10dBi) 

90 度セクタ(13dBi) 

フラットアンテナ(16dBi) 

1.2mφパラボラ(25dBi) 

アンテナ放射パターン（垂直） ITU-R F.699-6 に準拠 ITU-R F.699-6 に準拠 

空中線設置高さ 30m または 15～30m 15～30m 

許容干渉レベル -118.8dBm/MHz -118.8dBm/MHz 

スプリアス発射の強度 
5W の場合 250μW 

1W の場合 50μW 
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5． 携帯電話（↓）（CDMA2000）の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いた CDMA 2000 の諸元を付表 2-7 に示す。 

 

付表 2-7 CDMA 2000 の諸元 

 基地局 移動局 

周波数帯 2,115-2,130MHz 

占有周波数帯幅 1.48MHz 

キャリア周波数間隔 50kHz 

空中線電力 43dBm/キャリア 最大 24dBm 

給電線損失 5dB 0dB 

空中線利得 17dBi 0dBi 

アンテナ放射パターン（垂直） 付図 2-1 参照 無指向性 

アンテナ放射パターン（水平） 付図 2-2 参照 無指向性 

空中線設置高さ 40m 1.5m 

許容干渉レベル -118dBm/MHz -110dBm/1.23MHz 

感度抑圧干渉許容レベル -28dBm -44dBm 

スプリアス発射の強度 -13dBm/MHz -30dBm/MHz 

付加損失  8dB(人体吸収損失) 
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6． BWA(高度化 XGP)の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いた BWA(高度化 XGP)の諸元を付表 2-8 に示す。また、

BWA(高度化 XGP)基地局のアンテナ放射パターン（垂直面）を付図 2-9 に示す。 

 

付表 2-8 BWA(高度化 XGP)の諸元 

 基地局 移動局 

周波数帯 2,545-2,575MHz 

占有周波数帯幅 
2.5MHz 以下、5MHz 以下 

10MHz 以下、20MHz 以下 

空中線電力 

40W 以下（20MHz システム） 

20W 以下（2.5MHz、5MHz、

10MHz システム） 

200mW 以下 

給電線損失 5dB 0dB 

空中線利得 17dBi 以下 4dBi 以下 

アンテナ放射パターン 

（垂直） 

付図 2-9 参照 

Rec ITU-R M.1646 
無指向性 

空中線設置高さ 40m 1.5m 

許容干渉レベル -114.0dBm/MHz -112.0dBm/MHz 

感度抑圧 

干渉許容レベル 

中心周波数から 

5M システム:±5MHz 離調

-35dBm  

10M システム:±10MHz 離調

-35dBm 

中心周波数から 

5M システム:±5MHz 離調

-45dBm  

10Mシステム:±10MHz離調

-45dBm 

スプリアス発射の強度 -22dBm/MHz -25dBm/MHz 

付加損失  8dB(人体吸収損失) 

 

 

付図 2-9 BWA(高度化 XGP)基地局のアンテナ放射パターン（垂直面） 
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7． 地域 WiMAX の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いた地域 WiMAX の諸元を付表 2-9 に示す。 

 

付表 2-9 地域 WiMAX の諸元 

 基地局 移動局 

周波数帯 2,581.5-2,592.5MHz 

占有周波数帯幅 4.9MHz 以下、9.9MHz 以下 

キャリア周波数間隔 5MHz、10MHz 

給電線損失 5dB 0dB 

空中線利得 

空中線電力 

17dBi 以下：20W 以下 

17dBi 超え 20dBi 以下 

：10W 以下 

20dBi 超え 23dBi 以下 

：5W 以下 

23dBi 超え 25dBi 以下 

：3.2W 以下 

基地局利得 17dBi 以下 

2dBi 以下：200mW 以下 

2dBi 超え 10dBi 以下 

：200mW 以下 

10dBi 超え 20dBi 以下 

：200mW 以下 

20dBi 超え 23dBi 以下 

：100mW 以下 

23dBi 超え 25dBi 以下 

：63mW 以下 

 

基地局利得 17dBi 超え 

23dBi 以下：200mW 以下 

23dBi 超え 25dBi 以下 

：126mW 以下 

アンテナ放射パターン 

（垂直） 
Rec ITU-R M.1646 無指向性 

空中線設置高さ 32m 6ｍ 

許容干渉レベル -113.8dBm/MHz -111.8dBm/MHz 

感度抑圧干渉許容 

レベル 
-52dBm/キャリア -33dBm/キャリア 
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8． 移動衛星（↑）（N-STAR）の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いた移動衛星（↑）（N-STAR）の諸元を付表 2-10 に示す。

また、N-STA 端末のアンテナ放射パターン（垂直面、水平面）を付図 2-10、付図 2-11

に示す。 

 

付表 2-10 N-STAR の諸元 

 衛星 端末 

周波数帯 2,660-2,690MHz 

占有周波数帯幅 15kHz  

キャリア周波数間隔 15kHz 

空中線電力  2W 以下 

給電線損失 0dB 0dB 

空中線利得 40.8dBi 12.6dBi 

最大 EIRP  45.6dBm 

アンテナ放射パターン（垂直）  付図 2-10 参照 

アンテナ放射パターン（水平）  付図 2-11 参照 

空中線設置高さ 36,000km 1.5m 

許容干渉レベル -153.9dBm/kHz -154.9dBm/kHz 

感度抑圧干渉許容レベル 
 -60dBm 

（0-20MHz 離調） 

スプリアス発射の強度 
 -8dBm/MHz 

（5MHz 離調） 

 

 

付図 2-10 N-STAR 端末のアンテナ放射パターン（垂直面） 
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付図 2-11 N-STAR 端末のアンテナ放射パターン（水平面） 
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9． 高度化モバイル WiMAX の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いた高度化モバイル WiMAX の諸元を付表 2-11 に示す。

また、高度化モバイル WiMAX 基地局のアンテナ放射パターン（垂直面）を付図 2-12 に

示す。 

 

付表 2-11 高度化モバイル WiMAX の諸元 

 基地局 移動局 

周波数帯 2,581.5-2,592.5MHz、2,595-2,625MHz 

占有周波数帯幅 4.9MHz 以下、9.9MHz 以下 

キャリア周波数間隔 5MHz、10MHz 

空中線電力 20W 以下 400mW 以下 

給電線損失 5dB 0dB 

空中線利得 17dBi 以下 5dBi 以下 

アンテナ放射パターン（垂直） 
付図 2-12 参照 

Rec ITU-R M.1646 
無指向性 

空中線設置高さ 40m 1.5m 

許容干渉レベル -113.8dBm/MHz -111.8dBm/MHz 

感度抑圧干渉許容レベル -52dBm/キャリア -33dBm/キャリア 

スプリアス発射の強度 -13dBm/MHz -18dBm/MHz 

付加損失  8dB(人体吸収損失) 

 

 

付図 2-12 高度化モバイル WiMAX 基地局のアンテナ放射パターン（垂直面） 
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10． モバイル WiMAX の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いたモバイル WiMAX の諸元を付表 2-12 に示す。また、

モバイル WiMAX 基地局のアンテナ放射パターン（垂直面）を付図 2-12 に示す。 

 

付表 2-12 モバイル WiMAX の諸元 

 基地局 移動局 

周波数帯 2,595-2,625MHz 

占有周波数帯幅 4.9MHz 以下、9.9MHz 以下 

キャリア周波数間隔 5MHz、10MHz 

空中線電力 20W 以下 200mW 以下 

給電線損失 5dB 0dB 

空中線利得 17dBi 以下 2dBi 以下 

アンテナ放射パターン（垂直） 
付図 2-12 参照 

Rec ITU-R M.1646 
無指向性 

空中線設置高さ 40m 1.5m 

許容干渉レベル -113.8dBm/MHz -111.8dBm/MHz 

感度抑圧干渉許容レベル -52dBm/キャリア -33dBm/キャリア 

スプリアス発射の強度 -13dBm/MHz -18dBm/MHz 

付加損失  8dB(人体吸収損失) 
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11． モバイル WiMAX（自営無線ブロードバンドシステム候補システム）の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いたモバイル WiMAX の諸元を付表 2-13 に示す。また、

モバイル WiMAX 基地局のアンテナ放射パターン（垂直面）を付図 2-13 に示す。基地局

と移動局の送信マスクを付図 2-14 及び付図 2-15 に示す。 

 

付表 2-13 モバイル WiMAX の諸元 

 基地局 移動局 

占有周波数帯幅 5、10、15、20MHz 5、10、15、20MHz 

空中線電力 4W 0.2W 

給電線損失 5dB 0dB 

空中線利得 11dBi 2dBi 

アンテナ放射パターン（垂直） 
付図 2-13 参照 

Rec ITU-R M.1646 
無指向性 

空中線設置高さ 30m 1.5m 

許容干渉レベル -113.8dBm/MHz -111.8dBm/MHz 

感度抑圧干渉許容レベル -52dBm/キャリア -33dBm/キャリア 

スプリアス発射の強度 -13dBm/MHz -18dBm/MHz 

付加損失  8dB(人体吸収損失) 

 

 

付図 2-13 モバイル WiMAX 基地局のアンテナ放射パターン（垂直面） 
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付図 2-14 モバイル WiMAX 基地局の送信マスク 

 

 

付図 2-15 モバイル WiMAX 移動局の送信マスク 
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12． 625k-MC（自営無線ブロードバンドシステム候補システム）の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いた 625k-MC の諸元を付表 2-14 に示す。 

また、625k-MC 基地局のアンテナ放射パターン（垂直面）を付図 2-16 に示す。基地

局と移動局の送信マスクを付図 2-17 及び付図 2-18 に示す。 

 

付表 2-14 625k-MC の諸元 

 基地局 移動局 

占有周波数帯幅 5、10、15、20MHz 5、10、15、20MHz 

空中線電力 4W 0.16W/500kHz 

給電線損失 1dB 0dB 

空中線利得 11dBi 2dBi 

アンテナ放射パターン（垂直） 付図 2-16 参照 無指向性 

空中線設置高さ 30m 1.5m 

許容干渉レベル -116.8dBm/500kHz -116.8dBm/500kHz 

感度抑圧干渉許容レベル -45dBm -35dBm 

付加損失  8dB(人体吸収損失) 

 

 

付図 2-16 625k-MC 基地局のアンテナ放射ﾊパターン（垂直面） 
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付図 2-17 625k-MC 基地局の送信マスク 

 

 

付図 2-18 625k-MC 移動局の送信マスク 
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13． 無線 LAN（自営無線ブロードバンドシステム候補システム）の諸元 

第 4 章の周波数共用検討に用いた無線 LAN の諸元を付表 2-15に示す。また、無線 LAN

基地局のアンテナ放射パターン（垂直面）を付図 2-19 に示す。基地局と移動局の送信マ

スクを付図 2-20 に示す。 

付表 2-15 無線 LAN の諸元 

 基地局 移動局 

占有周波数帯幅 5、10、15、20MHz 5、10、15、20MHz 

空中線電力 4W 0.01W/MHz 

給電線損失 0dB 0dB 

空中線利得 11dBi 2dBi 

アンテナ放射パターン（垂直） 
付図 2-19 

Rec ITU-R M.1646 
無指向性 

空中線設置高さ 30m 1.5m 

許容干渉レベル -84dBm/20MHz -84dBm/20MHz 

付加損失  人体損失 8dB 

 

 

付図 2-19 無線 LAN 基地局のアンテナ放射ﾊパターン（垂直面） 
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付図 2-20 無線 LAN 基地局/移動局の送信マスク 
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1.2  伝搬式 

ITU-R M.1225 より、以下の式を引用してシミュレーションに用いた。 

                
 

   
 
 

         
 

    
 
 

 
 

 

      
 
 

 

                      
 

 
 

   

                     

        
     

 
  

             

 

1.3  見通し／見通し外の選択方法 

MS と BS の距離が 30m 以内の場合は、見通し（以下、「LOS」という。）として計算

を行った。 

MS と BS の距離が 30m から 80m の間では、LOS となる確率が以下の式で表される

ように、LOS と見通し外（以下、「NLOS」という。）をランダムに選択する。LOS とな

る確立 P(LOS)は、移動局間の距離が大きくなるにつれて減少する。 

        

     

    

     
        

     

  

ここで、R1=30m、R2=80m である。 

MS と BS の距離が 80m を超える場合は全て NLOS として計算した。 
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2.3  LOS／NLOS の選択方法 

MS 間距離が 1m 以内の場合には、自由空間損失として計算を行う。MS 間の距離が 1m

から 50m の範囲の場合には、LOS となる確率が以下の式で表されるように、LOS と

NLOS をランダムに選択する。LOS となる確立 P(LOS)は、移動局間の距離が大きくな

るにつれて減少する。 

        

        
    

     
        

        

  

ここで、R1=1m、R2=50m である。 

また、NLOS の式を適用する際には、シャドウィングとして 10dB を付加する。 
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 共用検討における離隔距離設定 

 

自営無線ブロードバンドシステム及び被干渉システムのアンテナ指向性減衰と電波伝搬

損失を計算し、伝搬損失が最小になる与干渉局と被干渉局間の離隔距離を設定する。 

伝搬損失特性は、拡張秦モデル（以下、「Ex-HATA」という。）の 3 分類（Urban、Suburban 

及び Rural）と自由空間伝搬モデル（以下、「Free Space」という。）を同一のグラフに示

す。なお、自営無線ブロードバンドシステムの無線 LAN 基地局アンテナは、モバイル

WiMAX 基地局と同一のアンテナで共用検討を行うため、伝搬損失距離特性はモバイル

WiMAX 基地局と同じとなる。 

図には Free Space における最小伝搬損失となる地点を矢印で示す。 

 

  

(a)625k-MC 基地局送信(30m) (b)モバイル WiMAX 基地局送信(30m) 

 付図 5-1 受信高 1.5m の無指向性アンテナにおける伝搬損失距離特性 

  

(a)625k-MC 基地局送信(30m) (b)モバイル WiMAX 基地局送信(30m) 

 付図 5-2 受信高 10m のデジタル MCA 指令局における伝搬損失距離特性 
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(a)625k-MC 基地局送信(30m) (b)モバイル WiMAX 基地局送信(30m) 

 付図 5-3 受信高 1m のインマルサット B 移動局における伝搬損失距離特性 

  

(a)625k-MC 基地局送信(30m) (b)モバイル WiMAX 基地局送信(30m) 

 付図 5-4 受信高 1m のインマルサット C／BGAN／FB 移動局における伝搬損失距離特性 

  

(a)625k-MC 基地局送信(30m) (b)モバイル WiMAX 基地局送信(30m) 

 付図 5-5 受信高 40m の LTE 基地局における伝搬損失距離特性 
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(a) LTE 基地局送信(40m) 

 付図 5-6 受信高 1.5m の無指向性アンテナにおける伝搬損失距離特性 

  

(a)625k-MC 基地局送信(30m) (b)モバイル WiMAX 基地局送信(30m) 

 付図 5-7 受信高 40m の高度化 XGP／高度化モバイル WiMAX 基地局における伝搬損失距離特性 

  

(a) 高度化 XGP／高度化モバイル WiMAX 基地局送信(30m) 

 付図 5-8 受信高 1.5m の無指向性アンテナにおける伝搬損失距離特性 
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(a)625k-MC 基地局受信(30m) (b)モバイル WiMAX 基地局受信(30m) 

付図 5-9 受信高 40m のデジタル MCA 中継局における伝搬損失距離特性 
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 自営無線ブロードバンド候補システムの技術的条件 

 

「情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告 

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」に記載されている

モバイル WiMAX と 625k-MC の技術的条件を参考に、自営無線ブロードバンドシステムの

技術条件を示す。無線 LAN の技術的条件については、ARIB STD-T66、IEEE Std 802.11

等を参考とする。 

 

1． モバイル WiMAX 

1.1  一般的条件 

1.1.1 通信方式 

TDD (Time Division Duplex：時分割複信)方式 

1.1.2 多元接続方式／多重化方式 

（１）移動局(上り回線) 

OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access：直交周波数分割多元接

続)方式 

（２）基地局(下り回線) 

OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing：直交周波数分割多重)方式及

び TDM(Time Division Multiplexing：時分割多重)方式との複合方式 

1.1.3 変調方式 

（１）移動局(上り回線) 

QPSK(Quadrature Phase Shift Keying：4 相位相変調)又は 16QAM(16 Quadrature 

Amplitude Modulation：16 値直交振幅変調) 

（２）基地局(下り回線) 

BPSK(Binary Phase Shift Keying：2 相位相変調)、QPSK、16QAM 又は 64QAM(64 

Quadrature Amplitude Modulation：64 値直交振幅変調) 

1.1.4 送信同期 

（１）送信バースト繰り返し周期 

5ms ± 10μs 以内 
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（２）移動局及び基地局の送信バースト長は以下のとおりとする。 

送信バースト長[ms]以下 

基地局 移動局 

3.65 1.35 

3.55 1.45 

3.45 1.55 

3.35 1.65 

3.25 1.75 

3.15 1.85 

3.05 1.95 

2.95 2.05 

2.85 2.15 

2.75 2.25 

 

 

1.1.5 認証・秘匿・情報セキュリティ 

不正使用を防止するための移動局装置固有の番号付与、認証手順の適用、通信情報に

対する秘匿機能の運用等を必要に応じて講じること。 

1.1.6 電磁環境対策 

移動局と医療用電子機器等との相互の電磁干渉に対しては、十分な配慮が払われてい

ること。 

1.1.7 電波防護指針への適合 

電波を使用する機器については、電波法施行規則第 21 条の 3 又は無線設備規則第 14

条の 2 に適合すること。 

1.1.8 移動局識別番号 

移動局の識別番号の付与、送出の手順はユーザによるネットワークの自由な選択、ロ

ーミング、通信のセキュリティ確保、無線局の監理等について十分配慮して定められる

ことが望ましい。 
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1.1.9 移動局送信装置の異常時の電波発射停止 

次の機能が同時に独立してなされること。 

（１）基地局が移動局の異常を検出した場合、基地局は移動局に送信停止を要求するこ

と。 

（２）移動局自身がその異常を検出した場合は、異常検出タイマのタイムアウトにより

移動局自身が送出を停止すること。 

 

1.2  無線設備の技術的条件 

無線設備の種別は以下のとおりと想定する。 

① 移動局 

② 基地局 

③ 中継局(基地局と移動局との間の広帯域移動無線通信が不可能な場合、その中継を行

う無線局。上り回線は移動局、下り回線は基地局の技術的条件を準用する) 

 

1.2.1 送信装置 

（１）周波数の偏差 

移動局：2×10-6 以内 

基地局：2×10-6 以内 

 

（２）占有周波数帯幅 

5MHz システム：4.9MHz 以下 

10MHz システム：9.9MHz 以下 

 

（３）空中線電力 

移動局：200mW 以下 

基地局：20W 以下 

 

（４）空中線電力の許容偏差 

移動局：+50%、-50% 

基地局：+50%、-50%  
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（５）隣接チャネル漏えい電力 

（a）移動局 

（i）5MHz システム 

チャネル間隔：5MHz 

帯域幅：4.9MHz 

許容値：-10dBm 以下 

 

チャネル間隔：10MHz 

帯域幅：4.9MHz 

許容値：-20dBm 以下 

 

（ii）10MHz システム 

チャネル間隔：10MHz 

帯域幅：9.9MHz 

許容値：-10dBm 以下 

 

チャネル間隔：20MHz 

帯域幅：9.9MHz 

許容値：-20dBm 以下 

 

（b）基地局 

（i）5MHz システム 

チャネル間隔：5MHz 

帯域幅：4.9MHz 

許容値：-2dBm 以下 

 

チャネル間隔：10MHz 

帯域幅：4.9MHz 

許容値：-12dBm 以下 
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（ii）10MHz システム 

チャネル間隔：10MHz 

帯域幅：9.9MHz 

許容値：-2dBm 以下 

 

チャネル間隔：20MHz 

帯域幅：9.9MHz 

許容値：-12dBm 以下 

 

（６）スペクトラムマスク 

（a）移動局 

5MHz システム 

オフセット周波数Δf 許容値 

2.5MHz 以上 3.5MHz 未満 (-35-15*(Δf-2.5))dBc/30kHz 以下 

3.5MHz 以上 7.5MHz 未満 (-35-(Δf-3.5))dBc/1MHz 以下 

7.5MHz 以上 8.5MHz 未満 (-39-10*(Δf-7.5))dBc/1MHz 以下 

8.5MHz 以上 12.5MHz 未満 -49dBc/1MHz 以下 

 

10MHz システム 

オフセット周波数Δf 許容値 

5.0MHz 以上 5.75MHz 未満 (-38-10.67*(Δf-5))dBc/30kHz 以下 

5.75MHz 以上 7.0MHz 未満 (-46-5.6(Δf-5.75))dBc/30kHz 以下 

7.0MHz 以上 15.0MHz 未満 (-38-0.5*(Δf-7))dBc/1MHz 以下 

15.0MHz 以上 17.0MHz 未満 (-42-5*(Δf-15))dBc/1MHz 以下 

17.0MHz 以上 25.0MHz 未満 -52dBc/1MHz 以下 
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（b）基地局 

5MHz システム 

オフセット周波数Δf 許容値 

2.515MHz 以上 2.715MHz 未満 -14dBm/30kHz 以下 

2.715MHz 以上 3.515MHz 未満 (-14-15*(Δf-2.715))dBm/30kHz 以下 

3.515MHz 以上 4.0MHz 未満 -26dBm/30kHz 以下 

4.0MHz 以上 12.5MHz 未満 -13dBm/1MHz 以下 

 

10MHz システム 

オフセット周波数Δf 許容値 

5.015MHz 以上 5.215MHz 未満 -17dBm/30kHz 以下 

5.215MHz 以上 6.015MHz 未満 (-17-15*(Δf-5.215))dBm/30kHz 以下 

6.015MHz 以上 6.5MHz 未満 -29dBm/30kHz 以下 

6.5MHz 以上 25.0MHz 未満 -16dBm/1MHz 以下 

オッフセット周波数は中心周波数からの差とする 

 

（７）スプリアス領域における不要発射の強度 

（a）移動局 

5MHz システム 

9kHz 以上 150kHz 未満：-30dBm/kHz 以下 

150kHz 以上 30MHz 未満：-30dBm/10kHz 以下 

30MHz 以上 1,000MHz 未満：-30dBm/100kHz 以下 

1,000MHz 以上 1,884.5MHz 未満：-30dBm/MHz 以下 

1,884.5MHz 以上 1,980MHz 未満：-36dBm/MHz 以下 

1,980MHz 以上 2,110MHz 未満：-26dBm/MHz 以下* 

2,110MHz 以上 2,170MHz 未満：-36dBm/MHz 以下 

2,170MHz 以上：-30dBm/MHz 以下 

* 搬送波の中心周波数からシステム周波数帯域幅の 2.5 倍以上の範囲に適用。 
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なお、以下に示す周波数範囲については、次の値とすること。 

1884.5MHz 以上 1919.6MHz 未満：-41dBm/300kHz 以下 

 

10MHz システム 

9kHz 以上 150kHz 未満：-30dBm/kHz 以下 

150kHz 以上 30MHz 未満：-30dBm/10kHz 以下 

30MHz 以上 1,000MHz 未満：-30dBm/100kHz 以下 

1,000MHz 以上 1,884.5MHz 未満：-30dBm/MHz 以下 

1,884.5MHz 以上 2,170Hz 未満：-36dBm/MHz 以下* 

2,170MHz 以上：-30dBm/MHz 以下 

* 搬送波の中心周波数からシステム周波数帯域幅の 2.5 倍以上の範囲に適用。 

 

なお、以下に示す周波数範囲については、次の値とすること。 

1884.5MHz 以上 1919.6MHz 未満：-41dBm/300kHz 以下 

 

（b）基地局 

5MHz システム 

9kHz 以上 150kHz 未満：-13dBm/kHz 以下 

150kHz 以上 30MHz 未満：-13dBm/10kHz 以下 

30MHz 以上 1,000MHz 未満：-13dBm/100kHz 以下 

1,000MHz 以上 1,884.5MHz 未満：-13dBm/MHz 以下 

1,884.5MHz 以上 1,919.6MHz 未満：-36dBm/MHz 以下 

1,919.6MHz 以上 1,980MHz 未満：-49dBm/MHz 以下 

1,980MHz 以上 2,110MHz 未満：-13dBm/MHz 以下* 

2,110MHz 以上 2,170MHz 未満：-58dBm/MHz 以下 

2,170MHz 以上：-13dBm/MHz 以下 

* 搬送波の中心周波数からシステム周波数帯域幅の 2.5 倍以上の範囲に適用。 

 

なお、以下に示す周波数範囲については、次の値とすること。 

1884.5MHz 以上 1919.6MHz 未満：-41dBm/300kHz 以下  
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815MHz 以上 850MHz 未満：-43dBm/3.84MHz 以下 

860MHz 以上 895MHz 未満：-52dBm/MHz 以下 

1,427.9MHz 以上 1,452.9MHz 未満：-43dBm/3.84MHz 以下 

1,475.9MHz 以上 1,500.9MHz 未満：-52dBm/MHz 以下 

1,749.9MHz 以上 1,784.9MHz 未満：-43dBm/3.84MHz 以下 

1,844.9MHz 以上 1,879.9MHz 未満：-52dBm/MHz 以下 

1,920MHz 以上 1,980MHz 未満：-43dBm/3.84MHz 以下 

 

10MHz システム 

9kHz 以上 150kHz 未満：-13dBm/kHz 以下 

150kHz 以上 30MHz 未満：-13dBm/10kHz 以下 

30MHz 以上 1,000MHz 未満：-13dBm/100kHz 以下 

1,000MHz 以上 1,884.5MHz 未満：-13dBm/MHz 以下 

1,884.5MHz 以上 1,919.6MHz 未満：-36dBm/MHz 以下 

1,919.6MHz 以上 1,980MHz 未満：-49dBm/MHz 以下 

1,980MHz 以上 2,110MHz 未満：-16dBm/MHz 以下* 

2,110MHz 以上 2,170MHz 未満：-58dBm/MHz 以下 

2,170MHz 以上：-13dBm/MHz 以下 

* 搬送波の中心周波数からシステム周波数帯域幅の 2.5 倍以上の範囲に適用。 

 

なお、以下に示す周波数範囲については、次の値とすること。 

1884.5MHz 以上 1919.6MHz 未満：-41dBm/300kHz 以下 

 

815MHz 以上 850MHz 未満：-43dBm/3.84MHz 以下 

860MHz 以上 895MHz 未満：-52dBm/MHz 以下 

1,427.9MHz 以上 1,452.9MHz 未満：-43dBm/3.84MHz 以下 

1,475.9MHz 以上 1,500.9MHz 未満：-52dBm/MHz 以下 

1,749.9MHz 以上 1,784.9MHz 未満：-43dBm/3.84MHz 以下 

1,844.9MHz 以上 1,879.9MHz 未満：-52dBm/MHz 以下 

1,920MHz 以上 1,980MHz 未満：-43dBm/3.84MHz 以下  
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（８）スプリアス領域における不要発射の強度(送信相互変調) 

（a）基地局  

希望波を定格出力で送信している状態において、希望波から 1 チャネル及び 2 チ

ャネル離れた無変調妨害波の定格出力より 30dB 低い送信電力で加えた場合におい

て発生する相互変調波の電力が、不要発射の許容値及び隣接チャネル漏えい電力の許

容値以下であること。  

（b）中継局  

基地局と同様とする。 

 

（９）搬送波を送信していないときの漏えい電力 

移動局：-30dBm 以下  

基地局：-30dBm 以下 

 

（１０）送信空中線絶対利得 

移動局：2dBi 以下  

基地局：11dBi 以下 

 

（１１）筐体輻射 

等価等方輻射電力で、4nW/MHz 以下又は等価等方輻射電力として給電点におけるス

プリアス領域における不要発射の強度の許容値に 0dBi を乗じた値以下であること。 

 

1.2.2 受信装置 

（１）受信感度  

受信感度は、QPSK で変調された信号を規定の品質(ビット誤り率 1×10-6)で受信す

るために必要な空中線端子で測定した最小受信電力であり、静特性下において次に示

す値(基準感度)以下であること。 
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（a） 5MHz システム 

移動局：-91.3dBm 以下 

基地局：-91.3dBm 以下 

 

（b） 10MHz システム 

移動局：-88.3dBm 以下 

基地局：-88.3dBm 以下 

 

（２）スプリアスレスポンス 

スプリアスレスポンスは、一つの無変調妨害波存在下で希望信号を受信する受信機

能力の尺度であり、以下の条件で希望波と無変調妨害波を加えたとき、入力された信

号を規定の品質(ビット誤り率 1×10-6 以下)で受信できること。 

 

静特性 

移動局：希望波 基準感度+3dB、無変調妨害波：希望波+11dB 

基地局：希望波 基準感度+3dB、無変調妨害波：希望波+11dB 

入力信号：QPSK 

 

（３）隣接チャネル選択度 

隣接チャネル選択度は、隣接する搬送波周波数に配置された変調妨害波の存在下で

希望信号を受信する受信機能力の尺度であり、以下の条件で希望波と隣接帯域の変調

妨害波を加えたとき、入力された信号を規定の品質(ビット誤り率 1×10-6 以下)で受信

できること。 

 

静特性 

移動局：希望波 基準感度+3dB、無変調妨害波：希望波 + 11dB 

基地局：希望波 基準感度+3dB、無変調妨害波：希望波 + 11dB 

入力信号：16QAM 

 

 



 

付属資料 6 

- 付 6-11 - 

 

（４）相互変調特性 

3次相互変調の関係にある電力が等しい2つの無変調妨害波又は一方が変調された妨

害波の存在下で希望信号を受信する受信機能力の尺度であり、以下の条件で希望波と 3

次相互変調を生ずる関係にある無変調波と変調波の 2 つの妨害波を加えたとき、規定

の品質(ビット誤り率 1×10-6 以下)で受信できること。 

 

静特性 

移動局 

希望波：基準感度+3dB 

無変調妨害波(隣接チャネル)：-55dBm 

変調妨害波(次隣接チャネル)：-55dBm 

基地局 

希望波：基準感度+3dB 

無変調妨害波(隣接チャネル)：-45dBm 

変調妨害波(次隣接チャネル)：-45dBm 

 

（５）副次的に発する電波等の限度 

1GHz 未満：4nW 以下 

1GHz 以上：20nW 以下 

 

1.3  測定法 

モバイル WiMAX の測定法については、国内で適用されている測定法に準ずることが適

当であるが、今後、国際電気標準会議(IEC)等の国際的な動向を踏まえて対応することが望

ましい。 

モバイル WiMAX は、複数の送受信空中線(MIMO やアダプティブアレーアンテナ等の複

数の送信増幅部含む無線設備)を有する送受信装置が一般的であると考えられるため、複数

の空中線を前提とした測定方法としている。 
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1.3.1 送信装置 

（１）周波数の偏差 

無変調波(搬送波)を送信した状態で、周波数計を用いて測定(バースト波にあっては

バースト内の平均値)する。複数の空中線端子を有する場合は空中線端子ごとに測定し、

それぞれの測定値のうち周波数偏差が最大となる値を周波数の偏差とすることが適当

である。ただし、同一の基準周波数に位相同期している等が証明された場合には一の

空中線端子にて測定することができる。また、波形解析器等専用の測定器を用いる場

合は変調状態として測定することができる。 

 

（２）占有周波数帯幅 

標準符号化試験信号(符号長 511 ビット 2 値疑似雑音系列等。以下同じ。)を入力信号

として加えたときに得られるスペクトル分布の全電力をスペクトルアナライザ等を用

いて測定し、スペクトル分布の上限及び下限部分における電力の和が、それぞれ全電

力の 0.5%となる周波数幅を測定する。複数の空中線端子を有する場合は空中線端子ご

とに測定し、それぞれの空中線端子にて測定した値のうち最大となる値を占有周波数

帯幅とすることが適当である。 

ただし、空中線端子ごとに発射する周波数が異なる場合は、各空中線端子を校正さ

れた RF 結合器等で結合し、全ての空中線端子からの信号を合成して測定することが適

当である。 

 

（３）空中線電力 

標準符号化試験信号を入力信号端子に加えたときの平均電力を、高周波電力計を用

いて測定する。複数の空中線端子を有する場合は空中線端子ごとに測定し、それぞれ

の空中線端子にて測定した値の総和を空中線電力とすること。 

また、連続送信波により測定することが望ましいが、バースト送信波にて測定する

場合は、送信時間率が最大となるバースト繰り返し周期よりも十分長い期間における

平均電力を測定し、その測定値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とすることが適

当である。ただし、アダプティブアレーアンテナ(個々の空中線の電力及び位相を制御

することによって空中線の指向特性を制御するものであって、一の空中線の電力を増

加させた場合、他の空中線の電力を低下させることによって、複数空中線の総電力を
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一定に制御する機能を有するもの。以下同じ。)の場合、空中線電力の総和が最大とな

る状態にて測定すること。 

 

（４）隣接チャネル漏えい電力 

標準符号化試験信号を入力信号とし、バースト波にあっては、規定の隣接チャネル

帯域内の電力についてスペクトルアナライザ等を用い、掃引速度が 1 サンプル点あた

り 1 個以上のバーストが入るようにし、ピーク検波、マックスホールドモードで測定

する。複数の空中線端子を有する場合は空中線端子ごとに測定し、それぞれの空中線

端子にて測定した値の総和を隣接チャネル漏えい電力とすること。連続波にあっては、

電力測定受信機又はスペクトルアナライザを用いて規定の隣接チャネル帯域の電力を

測定し、それぞれの測定値の総和を隣接チャネル漏えい電力とすることが適当である。

ただし、アダプティブアレーアンテナの場合にあっては、一の空中線電力を最大にし

た状態で空中線電力の総和が最大となる状態等で測定すること。 

 

（５）スペクトルマスク 

標準符号化試験信号を入力信号として加えたときの規定の離調周波数の平均電力(バ

ースト波にあってはバースト内の平均電力)を、スペクトルアナライザを用いて測定す

る。複数の空中線端子を有する場合は空中線端子ごとに測定し、それぞれの空中線端

子にて測定した値の総和を不要発射の強度とすること。この場合において、スペクト

ルアナライザの分解能帯域幅は参照帯域幅より狭くして測定し参照帯域幅内の電力に

換算することが適当である。ただし、アダプティブアレーアンテナの場合にあっては、

一の空中線電力を最大にした状態で空中線電力の総和が最大となる状態等で測定する

こと。 

 

（６）スプリアス領域における不要発射の強度 

スプリアス領域における不要発射の強度の測定は、以下のとおりとすることが適当

である。この場合において、スプリアス領域における不要発射の強度の測定を行う周

波数範囲については、可能な限り 9kHz から 110GHz までとすることが望ましいが、

当面の間は 30MHz から第 5 次高調波までとすることができる。 

標準符号化試験信号を入力信号として加えたときの不要発射の平均電力(バースト波
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にあってはバースト内の平均電力)を、スペクトルアナライザを用いて測定する。複数

の空中線端子を有する場合は空中線端子ごとに測定し、それぞれの空中線端子にて測

定した値の総和を不要発射の強度とすること。この場合において、スペクトルアナラ

イザの分解能帯域幅は参照帯域幅に設定することが適当である。ただし、アダプティ

ブアレーアンテナの場合にあっては、一の空中線電力を最大にした状態で空中線電力

の総和が最大となる状態等で測定すること。 

 

（７）スプリアス領域における不要発射の強度(送信相互変調) 

基地局及び中継局 

希望波を定格出力で送信している状態において、希望波から 1 チャネル及び 2 チャ

ネル離れた無変調妨害波を規定の電力で加えた場合において発生する相互変調波の電

力を測定する。複数の空中線端子を有する場合は空中線端子ごとに測定し、それぞれ

の空中線端子にて測定した値の総和を相互変調の強度とすること。ただし、アダプテ

ィブアレーアンテナの場合にあっては、一の空中線電力を最大にした状態で空中線電

力の総和が最大となる状態等で測定すること。 

 

（８）搬送波を送信していないときの漏えい電力 

搬送波を送信していない状態において、送信周波数帯域内の規定の周波数幅の電力

をスペクトルアナライザ等を用いて測定する。複数の空中線端子を有する場合は空中

線端子ごとに測定し、それぞれの空中線端子にて測定した値の総和を搬送波を送信し

ていないときの漏えい電力とすること。 

 

（９）送信同期 

送信バースト繰り返し周期及び送信バースト長 

スペクトルアナライザの中心周波数を試験周波数として、掃引周波数幅を 0Hz(ゼロ

スパン)として測定する。ただし、十分な時間分解能が得られない場合は、広帯域検波

器を用いオシロスコープ又は、周波数カウンタ等の測定器を用いて測定することが望

ましい。この場合において、複数の空中線端子を有する場合は各空中線端子を校正さ

れた RF 結合器で結合し、全ての送信装置からの信号を合成して測定することが適当で

ある。 



 

付属資料 6 

- 付 6-15 - 

 

1.3.2 受信装置 

（１）受信感度 

標準信号発生器から規定の変調方式で変調された信号を加え、規定の品質(ビット誤

り率(BER))になるときの空中線端子で測定した最小受信電力であり静特性下において

許容値(基準感度)以下であること。この場合において、パケット誤り率(PER)からビッ

ト誤り率へ一意の換算ができる場合は、パケット誤り率を測定し換算式を明記するこ

とにより、ビット誤り率とすることができる(以下同じ。)。 

 

（２）スプリアスレスポンス 

標準信号発生器から規定の変調方式で変調された信号を加え、標準信号発生器のレ

ベルを技術基準で定められる希望波レベルとする。一の無変調妨害波を技術基準で規

定される妨害波レベルとして、周波数を掃引し、規定の品質(規定のビット誤り率以下)

以上で受信できることを確認する。 

 

（３）隣接チャネル選択度 

標準信号発生器から規定の変調信号で変調された信号を加え、標準信号発生器のレ

ベルを技術基準で定められる希望波レベルとする。別の標準信号発生器から隣接する

搬送波周波数に配置された変調波を隣接妨害波とし技術基準で規定される妨害波レベ

ルとして、規定の品質(規定のビット誤り率以下)以上で受信できることを確認する。 

 

（４）相互変調特性 

標準信号発生器から規定の変調信号で変調された信号を加え、標準信号発生器のレ

ベルを技術基準で定められる希望波レベルとする。別の標準信号発生器から 3 次相互

変調の関係にある電力が等しい妨害波として隣接チャネル周波数の無変調波と次隣接

チャネル周波数の変調波の 2 つの妨害波を技術基準で規定される妨害波レベルとして、

規定の品質(規定のビット誤り率以下)以上で受信できることを確認する。 

 

（５）副次的に発する電波等の限度 

スペクトルアナライザを用いて測定する。複数の空中線端子を有する場合は空中線

端子ごとに測定し、それぞれの空中線端子にて測定した値の総和を副次的に発する電
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波等の限度とすること。 

この場合、スペクトルアナライザの分解能帯域幅は、測定帯域幅に設定することが

適当である。 

 

1.4  端末設備として移動局に求められる技術的な条件 

情報通信審議会諮問第 81 号「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち「2GHz 帯にお

ける IMT-2000(TDD 方式)の技術的条件」(平成 17 年 5 月 30 日)の答申により示された技術

的な条件に準ずるものとする。 
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2． IEEE802.20 625k-MC 方式 

IEEE802.20 625k-MC 方式は、ANSI(American National Standards Institute：米国規

格協会) によるHC-SDMA(High Capacity-Spatial Division Multiple Access)方式をベース

に、64/32QAM の変調クラス、AES(Advanced Encryption Standard)及び BCMCS(同報通

信：Broadcast/Multicast Services)の機能を追加拡張したものであり、以下の技術的条件は

HC-SDMA 方式を包含するものとする。 

 

2.1  一般的条件 

2.1.1 キャリア周波数間隔 

隣接するキャリアの中心周波数の間隔は、625kHz とすること。 

 

2.1.2 通信方式 

TDD 方式 

 

2.1.3 多元接続方式／多重化方式 

（１）移動局(上り回線) 

FDMA(Frequency Division Multiple Access：周波数分割多元接続)、TDMA(Time 

Division Multiple Access：時分割多元接続)及び SDMA(Space Division Multiple 

Access：空間分割多元接続)の複合方式。 

（２）基地局(下り回線) 

FDM(Frequency Division Multiplex：周波数分割多重)、TDM 及び SDM(Space 

Division Multiplex：空間分割多重) の複合方式。 

 

2.1.4 変調方式 

BPSK、QPSK、8PSK(8 Phase Shift Keying)、12QAM(12 Quadrature Amplitude 

Modulation：12 値直交振幅変調 )、16QAM、24QAM(24 Quadrature Amplitude 

Modulation：24 値直交振幅変調)、32QAM(32 Quadrature Amplitude Modulation：32

値直交振幅変調)又は 64QAM 
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変調クラス 変調方式 

Mod 0 BPSK 

Mod 1 BPSK+ 

Mod 2 QPSK 

Mod 3 QPSK+ 

Mod 4 8PSK 

Mod 5 8PSK+ 

Mod 6 12QAM 

Mod 7 16QAM 

Mod 8 24QAM 

Mod 9 32QAM 

Mod 10 64QAM 

＊「+」を付しているものは、コーディングレートの変更である。また、HC-SDMA では 

上りは Mod0-7 まで、下りは Mod0-8 までが適用されている。 

 

2.1.5 フレーム構成及びスロット配列 

フレーム長は、5ms であり、上り/下りがそれぞれ 3 スロットで構成。 

 

2.1.6 送信同期 

（１）送信フレーム同期 

（a）基地局間同期条件 

フレーム同期精度：± 2μs(±1 シンボル)以内 

（b）UL(Uplink)同期 

端末同期精度：± 4μs(±2 シンボル)以内 

 

（２）送信バースト長 

（a）移動局：1.635 ms ± 4μs 

（b）基地局：3.270 ms ± 2μs 
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（３）下り／上り比率 

2：1 

 

2.1.7 空中線電力制御 

周波数有効利用の観点から、必要最低限度の空中線電力に制御できること。 

（１）移動局 

空中線電力制御のダイナミックレンジは、-20dBm 以下から最大送信電力までの間で

制御できること。 

（２）基地局 

空中線電力制御のダイナミックレンジは、15dB 以上の制御ができること。 

 

2.1.8 システム同期条件 

基地局間同期条件として、基地局のフレーム同期には、GPS 又は同等精度の源振を使

用し同期精度の確保を行うこと。 

 

2.1.9 認証・秘匿・情報セキュリティ 

不正使用を防止するための移動局装置固有の番号の付与、認証手順の適用、通信情報

に対する秘匿機能の適用等を必要に応じ講ずること。 

 

2.1.10 電磁環境対策 

移動局と医療用電子機器等との相互の電磁干渉に対しては、十分な配慮が払われてい

ること。 

 

2.1.11 電波防護指針への適合 

電波を使用する機器については、電波法施行規則第 21 条の 3 又は無線設備規則第 14

条の 2 に適合すること。 

 

2.1.12 移動局識別番号 

移動局の識別番号の付与、送出の手順等はユーザによるネットワークの自由な選択、

ローミング、通信のセキュリティ確保、無線局の監理等について十分に配慮して定めら
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れること。 

 

2.1.13 移動局送信装置の異常時の電波発射停止 

次の機能が同時に独立して働くこと。 

（１）基地局が移動局の異常を検出した場合、基地局は移動局に送信停止を要求するこ

と。 

（２）移動局自身がその異常を検出した場合、異常検出タイマのタイムアウトにより移

動局自身が送信を停止すること。 

 

2.2  無線設備の技術的条件 

無線設備の種別は以下のとおりとする。  

① 移動局  

② 基地局 

 

2.2.1 送信装置 

（１）周波数の許容偏差 

（a）移動局：基地局からの制御チャネル受信時においては、基地局に対して、±10kHz

以下、制御チャネル受信後においては、基地局に対して、±100Hz 以下

の周波数偏差であることが適当である。 

（b）基地局：625k-MC 基地局は、GPS 又は同等精度の源振への周波数同期が必須で

あり、同期した状態で±0.05×10-6 以下であることが適当である。 

 

（２）占有周波数帯幅 

（a）移動局：99%帯域幅は、600kHz/キャリア 以下 

（b）基地局：99%帯域幅は、600kHz/キャリア 以下であることが適当である。 

 

（３）空中線電力 

（a）移動局：158.5mW 以下 (カード・USB タイプ) 

500.0mW 以下 (AC 電源タイプ) 

1000.0mW 以下 (AC 電源２波使用タイプ) 
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移動局の定格送信出力 

変調クラス カード・USB タイプ AC 電源タイプ AC 電源２波使用タイプ 

Mod 0-1 158.5mW 500.0mW 1000.0mW 

Mod 2-3 125.9mW 398.1mW 796.2mW 

Mod 4-5 125.9mW 398.1mW 796.2mW 

Mod 6 100mW 316.2mW 632.4mW 

Mod 7 100mW 316.2mW 632.4mW 

Mod 8 79.4mW* 251.2mW* 502.4mW* 

Mod 9 79.4mW* 251.2mW* 502.4mW* 

Mod 10 79.4mW* 251.2mW* 502.4mW* 

*HC-SDMA では規定無し。 

 

（b）基地局：全給電点における送信電力の総和が 29 W 以下。 

 

（４）空中線電力の許容偏差 

（a）移動局 

定格空中線電力の+50%、-50% 以内 

 

（b）基地局 

定格空中線電力の+50%、-50% 以内 

 

（５）隣接チャネル漏えい電力比 

（a）移動局 

チャネル間隔 許容値 

625kHz -35.0 dBc/500kHz 以下 

1250kHz -45.0 dBc/500kHz 以下 

1,875kHz – 4,375kHz -50.0 dBc/500kHz 以下 
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（b）基地局 

チャネル間隔 許容値 

625kHz -43.0 dBc/500kHz 以下 

1,875kHz – 4,375kHz -50.0 dBc/500kHz 以下 

 

（６）スペクトラムマスク 

（a）移動局 

割当周波数帯域の端からのオフセット周波数を foff としたとき以下のとおりであ

ることが適当である。 

① 0MHz≦|foff|＜5MHz 

|foff|＝625kHz：-35.0dBc/500kHz 以下 

|foff|＝1,250kHz：-45.0dBc/500kHz 以下 

|foff|＞1,875kHz：-50.0dBc/500kHz 以下 

② 5MHz≦|foff|＜10MHz においては-30.0dBm/1MHz 以下 

 

（b）基地局 

割当周波数帯域の端からのオフセット周波数を foff としたとき、以下のとおりであ

ることが適当である。 

0MHz≦|foff|＜0.5MHz：-3.0dBm/100kHz 以下 

0.5MHz≦|foff|＜5MHz：-16.0dBm/100kHz 以下 

5MHz≦|foff|＜10MHz：-20.0dBm/100kHz 以下 

 

（７）スプリアス領域における不要発射の強度 

（a）移動局 

9kHz 以上 150kHz 未満：-13 dBm/kHz 以下 

150kHz 以上 30MHz 未満：-13 dBm/10kHz 以下 

30MHz 以上 1,000MHz 未満：-13 dBm/100kHz 以下 

1,000MHz 以上：-30 dBm/MHz 以下 
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PHS 帯域については、以下に示す許容値とすること 

周波数範囲 許容値 

1,884.5MHz以上 1,919.6MHz以下 -41dBm/300kHz 

 

（b）基地局 

9kHz 以上 150kHz 未満：-13 dBm/kHz 以下 

150kHz 以上 30MHz 未満：-13 dBm/10kHz 以下 

30MHz 以上 1,000MHz 未満：-13 dBm/100kHz 以下 

1,000MHz 以上：-13 dBm/MHz 以下 

 

PHS 帯域については、以下に示す許容値とすること 

周波数範囲 許容値 

1,884.5MHz 以上 1919.6MHz 以下 -41dBm/300kHz 

 

FDD 帯域については、以下に示す許容値とすること 

周波数範囲 許容値 

815MHz以上850MHz以下 

-43dBm/3.84MHz 
1,427.9MHz以上1,452.9MHz以下 

1,749.9MHz以上1,784.9MHz以下 

1,920MHz以上1,980MHz以下 

860MHz以上895MHz以下 

-52dBm/MHz 
1475.9MHz以上1500.9MHz以下 

1,844.9MHz以上1,879.9MHz以上 

2,110MHz以上2,170MHz以下 

＊上記の値は、搬送波の中心周波数から 12.5MHz 以上の範囲に適用する。 

 

（８）スプリアス領域における不要発射の強度(送信相互変調) 

特に規定しない。 
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（９）搬送波を送信していないときの漏えい電力 

（a）移動局 

-65.0 dBm/MHz 以下 

（b）基地局 

-60.0 dBm/MHz 以下 

 

（１０）送信空中線絶対利得 

（a）移動局 

4 dBi 以下 

（b）基地局 

11 dBi 以下 

 

（１１）筐体輻射 

等価等方輻射電力で、4nW/MHz 以下又は等価等方輻射電力として給電点におけるス

プリアス領域における不要発射の強度の許容値に 0dBi を乗じた値以下。 

 

2.2.2 受信装置 

（１）受信感度 

受信感度は、静特性下において、フレーム誤り率(FER)が 1%を超えない最小のア

ンテナ端入力電力が、次表の受信感度規格を満足することが適当である。 
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移動局と基地局の受信規格感度 

変調クラス 
基地局 移動局 

規格 [dBm] 規格 [dBm] 

Mod 0 -108.6 -107.5 

Mod 1 -107.0 -105.7 

Mod 2 -105.3 -104.2 

Mod 3 -102.4 -101.3 

Mod 4 -100.2 -100.1 

Mod 5 -97.9 -96.9 

Mod 6 -95.9 -94.8 

Mod 7 -94.6 -93.5 

Mod 8 -92.6 * -91.6 

Mod 9 -90.6 * -89.2 * 

Mod 10 -86.0 * -86.2 * 

*HC-SDMA では規定無し 

 

（２）ブロッキング特性 

（a）定義 

帯域外ブロッキングは、規格感度+3dB の希望波に対し、割当周波数帯域外に無変

調の妨害波を加え、フレーム誤り率(FER)が 1%となるときの妨害波レベルとする。 

（b）規格 

妨害波の周波数がスプリアス周波数と一致しない場合、以下を満足すること。 

 

（i）移動局 

-23dBm 以上 ： 0.1MHz から (X-15) MHz 

(Y+15) MHz から 12.750 GHz 

ここで、X は割り当て周波数帯域の下限周波数、Y は上限周波数である。ただし、

妨害波の周波数がスプリアス周波数と一致する場合は、スプリアスレスポンス(ウ)

に従うことが適当である。 
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（ii）基地局 

特に規定しない。 

 

（３）スプリアスレスポンス 

（a）移動局 -40dBm 以上 

 

（b）基地局 

割当周波数帯域の端からのオフセット周波数を foff としたとき以下のとおりであ

ることが適当である。 

帯域内：46dB 以上 

0Hz＜|foff|≦ 1MHz：46dB 以上 

1MHz＜|foff|≦15MHz：46dB 以上 

15MHz＜|foff|：56dB 以上 

 

（４）隣接チャネル選択度 

隣接チャネル選択度は、隣接する搬送波周波数に配置された変調妨害波の存在下で

希望信号を受信する受信機能力の尺度であり、規格感度+3dB の希望波と隣接帯域の変

調妨害波を同時に加えたとき、規定の品質(フレーム誤り率 1×10-2 以下)で希望波が受

信できること。ただし、変調妨害波の入力レベル規格値は、以下の様に変調クラスと、

隣接帯域によって異なる。 
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静特性 

変調クラス 隣接チャンネル 次隣接チャンネル  

移動局 ： 0－6 30dB 47dB 

 7－8 27dB 47dB 

 9－10 21dB 41dB * 

    

基地局 ： 0－10 30dB 46dB * 

*HC-SDMA では以下の Mod Class で規定無し。 

 

移動局：Mod 9-10 

基地局：Mod 8-10 

 

（５）受信相互変調特性 

特に規定しない。 

 

（６）副次的に発する電波等の限度 

9kHz 以上 150kHz 未満：4 nW/kHz 以下 

150kHz 以上 30MHz 未満：4 nW/10kHz 以下 

30MHz 以上 1,000MHz 未満：4 nW/100kHz 以下 

1,000MHz 以上：20 nW/MHz 以下 

 

2.3  測定法 

625k-MC の測定法は、国内で適用されている測定法に準ずることが適当であるが、今後、

国際電気標準会議(IEC)等の国際的な動向を踏まえて対応することが望ましい。 

625k-MC 基地局は、複数の送受信空中線(MIMO やアダプティブアレーアンテナ等の複

数の送信増幅部含む無線設備)を有する送受信装置が一般的であると考えられるため、複数

の空中線を前提とした測定方法としている。 
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2.3.1 送信装置 

（１）周波数の偏差 

無変調波(搬送波)を送信した状態で、周波数計を用いて測定(バースト波にあっては

バースト内の平均値)する。 

複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定し、それぞれの測定値の

うち周波数偏差が最大となる値を周波数の偏差とすることが適当である。ただし、複

数の空中線端子が、同一の基準周波数に位相同期している等が証明された場合には一

の空中線端子にて測定することができる。 

また、波形解析器等専用の測定器を用いる場合は変調状態として測定することがで

きる。 

なお、基地局については、GPS 又は同等精度の源振に周波数同期させて測定を行い、

移動局については、基地局に同期させた状態の測定を行う場合は、試験用の基地局(擬

似基地局)を用いて同期させて状態として測定する。 

 

（２）有周波数帯幅 

標準符号化試験信号(符号長 511 ビット又は 32767 ビット 2 値疑似雑音系列等。以下

同じ。)を入力信号として加えたときに得られるスペクトル分布の全電力をスペクトル

アナライザ等を用いて測定し、スペクトル分布の上限及び下限部分における電力の和

が、それぞれ全電力の 0.5%となる周波数幅を測定する。 

複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定し、それぞれの空中線端

子にて測定した値のうち最大となる値を占有周波数帯幅とすることが適当である。 

この場合において、複数のキャリアを用いる無線設備においては、1 キャリアずつ送

信状態にして測定することとし、測定値の内最大となる値を測定値とすること。 

 

（３）空中線電力 

標準符号化試験信号を入力信号端子に加えたときの平均電力を、高周波電力計を用

いて測定する。 

複数の空中線端子を有する場合は、空中線端子ごとに測定し、それぞれの空中線端

子にて測定した値の総和を空中線電力とすること。 

また、連続送信波により測定することが望ましいが、バースト送信波にて測定する
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場合は、送信時間率が最大となるバースト繰り返し周期よりも十分長い期間における

平均電力を測定し、その測定値に送信時間率の逆数を乗じて平均電力とすることが適

当である。ただし、アダプティブアレーアンテナ(個々の空中線の電力及び位相を制御

することによって空中線の指向特性を制御するものであって、一の空中線の電力を増

加させた場合、他の空中線の電力を低下させることによって、複数空中線の総電力を

一定に制御する機能を有するもの。以下同じ。)の場合にあっては、空中線電力の総和

が最大となる状態にて測定すること。 

 

（４）隣接チャネル漏えい電力比 

１つの標準符号化試験信号を入力信号として加えたときのフレーム内平均の空中線

電力を、スペクトルアナライザを用い、掃引速度が 1 サンプル点あたり 1 個以上のフ

レームが入るようにし、アベレージ検波で測定する。続いて規定の離調周波数の参照

帯域幅内のフレーム内平均電力を同様の方法にて測定し、フレーム内平均の空中線電

力との強度比を隣接チャネル漏えい電力比とする。 

複数の空中線端子を有する場合は空中線端子ごとに測定し、それぞれの空中線端子

にて測定した空中線電力と隣接チャネル漏洩電力の総和の強度比を隣接チャネル漏洩

電力比とすること。 

この場合において、スペクトルアナライザの分解能帯域幅は 10kHz 程度とし、参照

帯域幅について積算することが適当である。ただし、アダプティブアレーアンテナの

場合にあっては、一の空中線電力を最大にした状態で空中線電力の総和が最大となる

状態等で測定すること。 

 

（５）スペクトルマスク 

標準符号化試験信号を入力信号として加えたときのフレーム内平均の空中線電力を、

スペクトルアナライザを用い、掃引速度が 1 サンプル点あたり 1 個以上のフレームが

入るようにし、アベレージ検波で測定する。続いて規定の離調周波数の参照帯域幅内

のフレーム内平均電力を同様の方法にて測定し、フレーム内平均の空中線電力との強

度比を不要発射電力比とする。 

複数の空中線端子を有する場合は空中線端子ごとに測定し、それぞれの空中線端子

にて測定した空中線電力と不要発射電力の総和の強度比を不要発射強度比とすること。 
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この場合において、スペクトルアナライザの分解能帯域幅は参照帯域幅以下にして

測定し参照帯域幅内の電力に換算することが適当である。ただし、アダプティブアレ

ーアンテナの場合にあっては、一の空中線電力を最大にした状態で空中線電力の総和

が最大となる状態等で測定すること。 

また、不要輻射電力を求める場合には、不要発射電力比とウで測定したバースト内

平均の空中線電力との強度比によって求められる電力を使用することが適当である。 

 

（６）スプリアス領域における不要発射の強度 

スプリアス領域における不要発射の強度の測定は、以下のとおりとすることが適当

である。 

この場合において、スプリアス領域における不要発射の強度の測定を行う周波数範

囲については、可能な限り 9kHz から 110GHz までとすることが望ましいが、当面の

間は 30MHz から第 5 次高調波までとすることができる。 

標準符号化試験信号を入力信号として加えたときの不要発射の平均電力(バースト波

にあってはバースト内の平均電力)を、スペクトルアナライザを用い、掃引速度が 1 サ

ンプル点あたり 1 個以上のフレームが入るようにし、ピーク検波で測定する。 

複数の空中線端子を有する場合は空中線端子ごとに測定し、それぞれの空中線端子

にて測定した値の総和を不要発射の強度とすること。 

この場合において、スペクトルアナライザの分解能帯域幅は参照帯域幅以下にして

測定し参照帯域幅内の電力に換算することが適当である。ただし、アダプティブアレ

ーアンテナの場合にあっては、一の空中線電力を最大にした状態で空中線電力の総和

が最大となる状態等で測定すること。 

 

（７）搬送波を送信していないときの漏えい電力 

搬送波を送信していない状態において、送信周波数帯域内の規定の周波数幅の電力

をスペクトルアナライザ等を用いて測定する。 

複数の空中線端子を有する場合は空中線端子ごとに測定し、それぞれの空中線端子

にて測定した値の総和を搬送波を送信していないときの漏洩電力とすること。 
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（８）送信同期 

（a）基地局間同期精度 

基準となる同期信号に同期した RF 信号又は同期パルス信号が生成できる試験信

号発生器の出力信号及び試験器機の送信信号を広帯域検波器を用いて得た信号につ

いて、2 信号を同期して測定可能なオシロスコープ又は、2 信号の位相差測定が可能

な周波数カウンタ等の測定器を用いて測定することが望ましい。この場合において、

複数の空中線端子を有する場合は各空中線端子を校正された RF 結合器で結合し、全

ての送信装置からの信号を合成して測定することが適当である。 

 

（b）送信バースト長 

スペクトルアナライザの中心周波数を試験周波数として、掃引周波数幅を 0Hz(ゼ

ロスパン)として測定する。ただし、十分な時間分解能が得られない場合は、広帯域

検波器を用いオシロスコープ又は、周波数カウンタ等の測定器を用いて測定すること

が望ましい。この場合において、複数の空中線端子を有する場合は各空中線端子を校

正された RF 結合器で結合し、全ての送信装置からの信号を合成して測定することが

適当である。 

 

2.3.2 受信装置 

（１）受信感度 

標準信号発生器から規定の変調方式で変調された信号を加え、規定の品質(フレーム

誤り率(FER))になるときの空中線端子で測定した最小受信電力であり静特性下におい

て許容値(基準感度)以下であること。この場合において、通信接続手順を制御できる標

準信号発生器に代えて、擬似基地局又は擬似移動局を用いることができる。(以下同じ。) 

 

（２）ブロッキング特性 

標準信号発生器から規定の変調信号で変調された信号を加え、標準信号発生器のレ

ベルを技術基準で定められる希望波レベルとする。別の無変調波発生器から規定の周

波数に配置された無変調波を妨害波として加え、技術基準で定められたフレーム誤り

率で受信できる妨害波レベルを測定する。 
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（３）スプリアスレスポンス 

標準信号発生器から規定の変調信号で変調された信号を加え、標準信号発生器のレ

ベルを技術基準で定められる希望波レベルとする。別の無変調波発生器から規定の周

波数に配置された無変調波を妨害波として加え、技術基準で定められたフレーム誤り

率で受信できる妨害波レベルを測定する。 

 

（４）隣接チャネル選択度 

標準信号発生器から規定の変調信号で変調された信号を加え、標準信号発生器のレ

ベルを技術基準で定められる希望波レベルとする。別の標準信号発生器から隣接周波

数又は次隣接周波数に配置された変調波を隣接妨害波又は次隣接妨害波とし技術基準

で規定される妨害波レベルとして、規定の品質(規定のフレーム誤り率以下)以上で受信

できることを確認する。 

 

（５）副次的に発する電波等の限度 

スペクトルアナライザを用いて測定する。複数の空中線端子を有する場合は空中線

端子ごとに測定し、それぞれの空中線端子にて測定した値の総和を副次的に発する電

波等の限度とすること。 

この場合、スペクトルアナライザの分解能帯域幅は、測定帯域幅以下にして測定し

参照帯域幅内の電力に換算することが適当である。 

副次的に発する電波等の限度の測定を行う周波数範囲については、スプリアス領域

における不要発射の強度と同様とする。 

 

2.4  端末設備として移動局に求められる技術的な条件 

情報通信審議会諮問第 81 号「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち「2GHz 帯にお

ける IMT-2000(TDD 方式)の技術的条件」(平成 17 年 5 月 30 日)の答申により示された技術

的な条件に準ずるものとする。 
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3． 無線 LAN 

3.1  一般的条件 

3.1.1 通信方式 

CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)アクセス方式 

 

3.1.2 変調方式 

DSSS/CCK(Direct Sequence Spread Spectrum/Complementary Code Keying)方式、 

OFDM（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）方式、 

PBCC(Packet Binary Convolutional Code)方式 

 

3.2  無線設備の技術的条件 

3.2.1 送信装置 

（１）周波数偏差（無線設備規則（以下、設備という。）・第 5 条、別表第 1 号） 

 ±50×10－6 以内であること。 

 

（２）占有周波数帯幅の許容値 （設備・第 6 条、別表第 2 号） 

FH 方式又は DS 方式と FH 方式の複合方式若しくは FH 方式と OFDM 方式の複合

方式を使用する送信装置は 83.5MHz 以下、OFDM 方式を使用する送信装置は 38MHz

以下、それら以外の方式を使用する送信装置は 26MHz 以下の必要周波数帯幅（与えら

れた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度

及び質で情報の伝送を確保するために十分な占有周波数帯幅の最小値をいう。）である

こと。 

 

（３）拡散帯域幅 （設備・第 49 条の 20） 

スペクトル拡散方式においては、拡散帯域幅（その上限の周波数を超えて輻射され

及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力が、それぞれ与えられた発射

によって輻射される全平均電力の 5％に等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下

同じ。）は、500kHz 以上であること。 
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（４）拡散率 （設備・第 49 条の 20） 

スペクトル拡散方式における拡散率（拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周

波数で除した値をいう。以下同じ。）は、5 以上であること。 

 

（５）キャリア数 （設備・第 49 条の 20） 

OFDM 方式は、1MHz の帯域幅当たりのキャリア数が 1 以上であること。 

 

（６）滞留時間 （設備・第 49 条の 20） 

FH 方式を使用する送信装置は、周波数滞留時間（特定の周波数において電波を発

射し続ける時間をいう。）は、0.4 秒以下（屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用

に供する送信装置にあっては、0.05 秒以下）とし、かつ、DS 方式又は OFDM 方式

との複合方式を除く FH 方式を用いる送信装置にあっては、0.4 秒に拡散率を乗じた

時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が 0.4 秒以下であること。 

 

（７）空中線電力（設備・第 49 条の 20） 

① FH 方式又はDS 方式及び FH 方式の複合方式若しくは FH 方式とOFDM方

式の複合方式を使用するスペクトル拡散方式であって、2,427MHz 以上、

2,470.75MHz 以下の周波数帯を使用する送信装置の空中線電力は、変調信号

の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、

1MHz の帯域幅における平均電力が 3mW 以下であること。 

② ①以外のスペクトル拡散方式を使用する送信装置の空中線電力は、変調信号の

送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、

1MHz の帯域幅における平均電力が 10mW 以下であること。 

③ OFDM 方式を使用する送信装置の空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送

信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、1MHz の帯域幅に

おける平均電力が次のいずれかであること。 

 占有周波数帯幅が 26MHz 以下の送信装置の場合は、10mW 以下である

こと。 

 占有周波数帯幅が 26MHz を超え 38MHz 以下の送信装置の場合は、5mW

以下であること。 
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④ ①、②及び③以外の送信装置の空中線電力は 10mW 以下であること。 

 

（８）電力の許容偏差（設備・第 14 条） 

空中線電力の許容偏差は、上限 20％、下限 80％であること。なお、定格空中線電力

の最大値に対する許容偏差であり、通信の都合上で空中線電力を低下させる場合の許

容偏差の上限及び下限は規定しない。 

 

（９）スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値（設備・第 7 条、別表第 3 号） 

不要発射の強度の許容値（変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発

射の平均電力により規定される許容値をいう。）は次のとおりとする。 

周波数帯 不要発射の強度の許容値 

2,387MHz 未満及び 2,496.5MHz を. 

超えるもの 

任意の 1MHzの帯域幅における平均電力が

2.5μW 以下 

2,387MHz 以上 2,400MHz 未満及び

2,483.5MHz を超え 2,496.5MHz 以下 

任意の 1MHzの帯域幅における平均電力が

25μW 以下 

ただし、経過措置がある。（設備・附則（平成 17 年 8 月 9 日総務省令第 119 号）

による。） 

 

（１０）空中線の利得（設備・第 49 条の 20） 

① 送信空中線の絶対利得は、12.14dB 以下であること。ただし、等価等方輻射電

力（周波数拡散方式及び OFDM 方式の場合は 1MHz の帯域幅における等価等

方輻射電力）が、絶対利得 12.14dB の送信空中線に平均電力が 10mW（周波数

拡散方式及び占有周波数帯幅が 26MHz 以下の OFDM 方式の場合は 1MHz の

帯域幅における平均電力が 10mW、占有周波数帯幅が 26MHz を超え 38MHz

以下の OFDM 方式の場合は 1MHz の帯域幅における平均電力が 5mW。ただ

し、FH方式又はDS方式及びFH方式の複合方式若しくはFH方式及びOFDM

方式の複合方式を用いるものであって、2,427MHz 以上、2,470.75MHz 以下の

周波数の電波を使用するものにあっては、1MHz の帯域幅における平均電力が

3mW）の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空

中線の利得で補うことができるものとする。 
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② 送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度（輻射電力が 1/2 になる点を挟

む角度）は、次の式で求められる値を超えないこと。 

360÷A ［度］ 

ここで、定数 A は、等価等方輻射電力（周波数拡散方式及び OFDM 方式の場

合は 1MHz の帯域幅における等価等方輻射電力）を、絶対利得 2.14dB の送信

空中線に平均電力が 10mW（周波数拡散方式及び占有周波数帯幅が 26MHz 以

下の OFDM 方式の場合は 1MHz の帯域幅における平均電力が 10mW、占有周

波数帯幅が 26MHz を超え 38MHz 以下の OFDM 方式の場合は 1MHz の帯域

幅における平均電力が 5mW。ただし、FH 方式又は DS 方式及び FH 方式の複

合方式若しくは FH 方式及び OFDM 方式の複合方式を用いるものであって、

2,427MHz 以上、2,470.75MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、

1MHz の帯域幅における平均電力が 3mW）の空中線電力を加えたときの値で

除したものとし、1 を下回るときは 1 とする。 

 

3.2.2 受信装置 

（１）副次的に発する電波等の限度（設備・第 24 条） 

副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と

電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が

1GHz 未満の周波数においては、4nW 以下、１GHz 以上の周波数にあっては、20nW

以下であること。 

 

（２）その他 

隣接チャネル選択度、相互変調特性及びスプリアスレスポンスは規定しない。 

 

（３）制御装置 

制御装置は、次の装置及び機能を備え、それぞれの条件に適合するものとする。 

（４）混信防止機能 

① 識別符号の送受信（電波法施行規則・第 6 条の 2）（設備・第 9 条の 4） 

主として同一構内において使用される無線局の無線設備であって、識別

符号を自動的に送信し、又は受信するもの。 
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② 周波数の切替等 

利用者による周波数の切替又は電波の発射の停止が容易にできること。 

③ キャリアセンス 

占有周波数帯幅が 26MHz を超え 38MHz 以下の OFDM 方式（FH 方式

との複合方式を除く。）の送信装置については、キャリアセンスを備え付け

ること。 

 

（５）回線接続手順 

回線接続手順は、特に規定しない。 

 

（６）電気通信回線との接続 

電気通信回線設備に接続するものは、次の条件に適合すること。 

（a）識別装置（端末設備等規則・第 9 条） 

識別符号（端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路

の設定にあたってその照合が行われるものをいう。）を有すること。 

 

（b）識別符号（郵政省告示・平成 6 年第 424 号） 

識別符号の符号長は、48 ビットで構成するものとする。 

 

（c）使用する電波の周波数が空き状態にあるとの判定方法（端末設備等規則・第 9 条）、

（郵政省告示・平成 6 年第 424 号） 

他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号と拡散のための信号を演

算し信号レベルを検出することにより判定を行う。ただし、通信品質劣化時に通信

路（自通信リンク）の切断を行う機能を有するものにあっては、通信路（自通信リ

ンク）の正常性を確認することにより判定を行うことができる。 

 

（d）電気通信回線とのインターフェース条件 

電気通信回線とのインターフェース条件は、端末設備等規則に定める技術基準

（第一種電気通信事業者が定める技術的条件を含む。）に適合したものであること。 
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3.3  測定法 

第二世代小電力データ通信システム／ワイヤレス LAN システムの無線局の無線設備の

技術基準適合証明に係る試験項目は、次に掲げるとおりである。 

 

3.3.1 送信装置 

 周波数の偏差 

 占有周波数帯幅及び拡散帯域幅 

 不要発射の強度 

 空中線電力の偏差 

 送信空中線絶対利得（アンテナ端子付きで等価等方輻射電力が 12.14dBm を超える

場合） 

 送信空中線の主輻射の角度幅（等価等方輻射電力が 12.14dBm を超える場合） 

 

3.3.2 受信装置 

 副次的に発する電波等の限度 

 

3.3.3 その他 

 混信防止機能 

 ホッピング周波数滞留時間 
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 自営無線ブロードバンド候補システムの技術概要 

 

1.  モバイル WiMAX の技術概要 

モバイル WiMAX は、IEEE802.16e 規格によって補足・修正された 802.16-2004 規格の

WirelessMAN-OFDMA 無線インターフェースに準拠したもので、携帯電話の 3G システム

よりも高速なシステムで、物理層にはサブチャネル（サブキャリアを分割した周波数軸の

論理チャネルと、時間スロットの組み合わせ）を各ユーザに割り当てる OFDMA

（Orthogonal Frequency Division Multiple Access:直交周波数分割多次元接続）を採用し

ており、10MHz の周波数占有帯域幅、TDD による通信方式、2×2MIMO（Multiple Input 

Multiple Output）技術などを有している。 

モバイル通信における電波伝搬では、伝搬環境が連続的かつ複雑に変動するが、サブチ

ャネル単位で無線リソースの割り当て制御（電波状態に応じて周波数（サブチャネル）と

シンボル（時間スロット）を変更）することで、ユーザに対して安定した電波環境を提供

することが可能である。本技術を利用した一般的なモバイル WiMAX においては、下り最

大 40Mbps、上り最大 15.2Mbps の通信速度を達成することが可能となっている。 

 

 

 

 

付図 7-1 モバイル WiMAX（OFDMA/TDD 方式）のデータ割り当て概念図 

（出典）WBB Forum 802.16（BWA）の標準化動向 

http://wbb.forum.impressrd.jp/report/20061016/304?page=0%2C2 
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2.  625k-MC の技術概要 

625k-MC は IEEE802.20 625k-MC 規格に準拠した無線アクセスシステムであり、1 キャ

リア625kHzの占有帯域幅を持つTDD/TDMA/FDMA/SDMAをベースとするマルチキャリ

アシステムである。また、適応変調方式(Adaptive Modulation Method)、マルチキャリア、

アダプティブアレイアンテナ(AAA)技術、SDMA 空間多重技術などの高度化により高速移

動時においても高速通信性能と高い周波数利用効率を実現可能なシステムである。 

625k-MC は、5MHz の周波数帯を 8 キャリアに周波数分割(1 キャリア当り 625kHz)し、

下り方向(基地局から移動局)として 3 つのスロット、上り方向(移動局から基地局)として 3

つのスロットで構成される。さらに、同一周波数、同一時間において 3 つの空間多重(SDMA)

が可能である。 

 

付図 7-2 625k-MC 周波数イメージ 

 

上記のことから、上り下り各 72 スロット（8 キャリア×3 タイムスロット×3 空間多重）

の構成となるが、うち 3 スロットをコントロールチャネル（制御チャネル）として占有す

る為、データ通信用に割り当てられるスロット数は 69 スロットとなる。この上り下りのス

ロット長は同じ長さではなく、下り方向が長い非対称構成（上りが 1 に対して下りが 2）と

なっている。iBurst の標準シンボル長は 2μ（マイクロ）秒のため，シンボルレートは 1/2

μ秒＝500k シンボル/秒となる。 

変調方式では BPSK（2 相位相変調）から 12QAM（12 値振幅位相変調），24QAM（24

値振幅位相変調）まで、下り方向では 9 種類，上り方向では 8 種類の変調クラスをサポー

トしている。ここで下りの最大変調クラス 8（24QAM）では、情報ビット集積度を高める

ことで 1 シンボルに 4 ビットの情報を乗せられる。上りの最大変調クラス 7（16QAM）で
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は 1 シンボルに 3.5 ビットの情報が乗る。 

 1 タイムスロットの最大データ量は、上りが（上り方向の情報シンボル長/標準シンボ

ル長）×1 シンボルに乗せる情報＝（364μ/2μ）×3.5 ビット＝637 ビット、下りは（下り

方向の情報シンボル長/標準シンボル長）×1 シンボルに乗せる情報＝（920μ/2μ）×4 ビ

ット＝1840 ビットとなる。ここから制御情報などの冗長ビットを除くと、実際のデータ量

は上りが 576 ビット、下りが 1768 ビットとなる。1 フレームは 5m 秒なので、1 スロット

に割り当てられる最大データ量は、下りで 1768 ビット/5m 秒=353.6kbps、上りで 576 ビ

ット/5m 秒=115.2kbps となり、各ユーザは、最大 3 スロットを使用可能となるため、最大

スループットは、下り 1061kbps、上り 346kbps となる。 

また、2Mbps 端末（UTW）を使用するユーザは、最大 6 スロットを使用可能となるため、

下り 2122kbps、上り 691kbps のスループットが可能となる。基地局あたりのスループッ

トは、下り 24.4Mbps（353.6kbps/スロット ×69 スロット）、上り 7.95Mbps（115.2kbps/

スロット ×69 スロット）となる。 

 

3.  無線 LAN の技術概要 

IEEE802.11 系無線 LAN の最大通信速度は、IEEE802.11 において 2Mbps、11b におい

て 11Mbps、11a/11gにおいて 54Mbpsと高速化し、11n においては最大 600Mbps となり、

11n は100BASE-TX等の有線LAN の実効通信速度に匹敵する実効通信速度での転送が可

能となっている。このような通信の高速化を図るための技術としては、主に電波の送信方

法に関する物理層の高速化技術と、通信機器間のデータ受け渡し方法や圧縮等に関する

MAC(Media Access Control)層の高速化技術とがある。 

物理層の高速化技術としては、11b において採用された IEEE802.11 の変調方式である直

接散方式 DSSS（Direct Sequence Spread Spectrum）をベースに CCK(Complementary 

Code Keying)を組み合せた技術や、11a/g/n において採用された多数のサブキャリア（副

搬送波）を使う直交周波数分割多重（OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing）

変調方式が挙げられる。また、マルチアンテナによる高速化技術としては、MIMO、アン

テナ・ダイバーシティ、ビームフォーミングなどが挙げられる。 

IEEE802.11 系無線 LAN においてはアクセス制御技術として、端末同士で通信のタイ

ミングを決定する等の自律分散制御方式である DCF（Distributed Coordination Function）

と、主にアクセスポイント等が通信タイミングを決定する等の集中制御方式である PCF
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 実証試験結果（基礎特性） 

 

1.  基礎特性 

実証試験に使用する 625k-MC 及びモバイル WiMAX の基礎特性を測定した。以下に結果

を示す。 

1.1  基礎試験Ⅰ(625k-MC) 

625k-MC の基礎試験について試験項目を下記に示す。 

スペクトル測定 ： 625k-MC の FDMA 方式の特性確認のため、625k-MC 基地局の周

波数スペクトルを測定 

定点測定 ： 試験フィールド内複数ポイント上にてスループット、音声品質、映

像品質、変調方式を測定 

カバレッジ試験 ： 試験フィールド内において車載した625k-MC移動局の受信レベル

を測定 

 

1.1.1  スペクトル測定 

625k-MC の FDMA 方式の特性確認のため、625k-MC 基地局の周波数スペクトルを測定

する。異なる周波数キャリアを使用する移動局を 1 局から最大 8 局まで同時接続し、接続

局数ごとの周波数スペクトルを測定する。スペクトル測定器の概略仕様を付表 8-1 に示す。 

付表 8-1 スペクトル測定器仕様 

項目 仕様 

製品名 SpeCat(NEC エンジニアリング製) 

RF 入力周波数範囲 0.2～2.5GHz 

RBW 4kHz 

ダイナミックレンジ 60dB 

外形寸法(高さ×幅×奥行き) 35mm×90mm×140mm 

質量 300g 

 

付図 8-2 に異なるキャリアを使用して通信した場合におけるスペクトル測定結果を示す。

625k-MC では、5MHz 幅の帯域を 8 つのキャリアに分割しそれぞれのキャリアに対してユ

ーザ割り当てをしている。今回は 1 つの端末に対して 1 つのキャリアを割り当て、最大 8

局通信している状態(付図 8-2 の（h）)のスペクトルを確認した。なお、測定状況は付図 8-1

のとおりである。 
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付図 8-1 スペクトル測定状況 

 

 
（a）接続局数 1 

 
（b）接続局数 2 

 
（c）接続局数 3 

 
（d）接続局数 4 

 
（e）接続局数 5 

 
（f）接続局数 6 

 
（g）接続局数 7 

 
（h）接続局数 8 

付図 8-2 接続局数毎のスペクトル測定結果 
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1.1.2  定点測定 

干渉を受けない状況下での通信性能を確認するために、試験フィールド内において

2Mbps モデルの移動局（UTW）を使用し、スループット、受信レベル、音声品質、映像品

質の測定を行う。また、データ通信時における上り／下りの変調方式についても合わせて

確認する。 

今回の実証試験における定点測定の測定ポイントは付図 8-3 に示した 6 ポイントに加え、

FE センターペントハウス内での測定を含めて計 7 ポイントとする。定点測定における空中

線高は 625k-MC 基地局が 28m、625k-MC 移動局が 2m とする。 

 

 

付図 8-3 測定ポイント(625k-MC 定点測定)  
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各測定ポイントにおける測定結果を付表 8-2 に示す。 

付表 8-2 測定結果一覧(625k-MC 定点測定) 

測定ポイント 基Ⅰ-1 基Ⅰ-2 基Ⅰ-3 基Ⅰ-4 基Ⅰ-5 基Ⅰ-6 基Ⅰ-7 

見通し あり なし なし なし なし なし なし(室内) 

基地局からの離隔 85m 520m 600m 780m 460m 510m 20m 

移動局受信電力 -77dBm -82dBm -88dBm -98[dBm -99dBm -90dBm -67dBm 

基地局受信電力 -112dBm -111dBm -111dBm -112dBm -112dBm -112dBm -113.5dBm 

下りスループット 1945kbps 1922kbps 1544kbps 672kbps 1003kbps 1896kbps 1945kbps 

上りスループット 632kbps 621kbps 611kbps 535kbps 633kbps 639kbps 632kbps 

下り R 値 

End to End 遅延 

79.62 

102ms 

79.70 

98ms 

79.89 

88ms 

79.53 

106ms 

79.02 

131ms 

78.66 

134ms 

78.23 

102ms 

上り R 値 

End to End 遅延 

79.54 

106ms 

79.38 

106ms 

79.40 

105ms 

78.79 

108ms 

79.24 

106ms 

79.17 

109ms 

79.60 

95ms 

移動局間 R 値 

End to End 遅延 

78.60 

137ms 

78.99 

133ms 

78.82 

134ms 

78.63 

136ms 

77.96 

139ms 

78.66 

134ms 

78.30 

131ms 

変調方式(下り) 24QAM 24QAM 24QAM QPSK+ 8PSK+ 24QAM 24QAM 

変調方式(上り) 16QAM 16QAM 16QAM 12QAM 16QAM 16QAM 16QAM 

 

 

映像品質測定において使用したネットワークカメラの仕様を付表 8-3 に示す。また、今回

の映像品質測定でのカメラ設定値を付表 8-4 に示す。 

付表 8-3 ネットワークカメラ仕様 

項目 仕様 

型番 SNC-P1 

有効画素数 33 万画素 

レンズタイプ 固定焦点レンズ 

圧縮方式 MPEG-4 

音声圧縮 G.711 

本体外形寸法(mm) W120×D150×H36 

本体質量 225g 

消費電力 3.5W 
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付表 8-4 ネットワークカメラ設定値 

項目 仕様 

フレームレート 30fps 

ビットレート 64kbps 

I ピクチャ間隔 3 秒 

画面サイズ 640×480px 

プロトコル UDP 

 

1.1.3  定点測定考察 

ポイント基Ⅰ-1～基Ⅰ-7 におけるスペクトラム測定器による測定値と、拡張秦モデル

（Suburban）による計算した理論値との比較を行い、シミュレーションとの差違、モデル

選択の妥当性についての評価を行う。結果を付図 8-4 に示す。図中の記載した番号は各測定

ポイントの番号である。 

 

 

付図 8-4 測定値と拡張秦モデル（Suburban)との比較（625k-MC） 

 

ポイント基Ⅰ-1 は基地局直近ではあるものの、受信電力が実測値とシミュレーション理

論値ともに低い値となっている。これは、アンテナの指向性と基地局空中線設置高、移動

局空中線設置高に関係するものと考えられる。 
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付図 8-5 ポイント基Ⅰ-1 と 625k-MC 基地局間の位置関係 

 

基地局アンテナと移動局のアンテナの高度差が 26.5m とすると、基地局から 86m 離れた

ポイント基Ⅰ-1 はチルト角約 16 度となっており、本実証試験に使用した 625k-MC アンテ

ナのビームパターンにおける、最も利得の高いチルト角 2 度に比べ-21dB のアンテナ利得

差があることによると考えられる。 

ポイント基Ⅰ-4,5,6 は、いずれも基地局と移動局間の直接見通しがない地点であることが、

理論値との誤差を生じているものと思われる。特にポイント基Ⅰ-5 に関しては基地局との

見通しがないことに加え、測定ポイントが基地局設置ビルの裏側方向であることから、今

回基地局を設置した FE センター屋上の構造の影響を受けたものと考えられる。 

次に各測定ポイントにおける音声品質の結果についてはすべての測定ポイントにて、R 値

に関しては 79 前後、遅延も 100ms 程度の値を記録した。この値は、ITU-T G.109 をベー

スに総務省が分類を行った IP 電話の品質クラス分類のうち、クラス A(固定電話)の音声品

質に限りなく近い値であり、また、クラス B の音声品質については十分満足する音声品質

である。今回の測定結果より 625k-MC を利用した場合において今回の試験フィールド程度

の敷地規模であれば十分に IP 電話を使ったサービスが提供可能であるといえる。付表 8-5

に IP 電話の品質クラス分類をまとめた。 

付表 8-5 IP 電話の品質クラス分類 

 R 値 EndtoEnd 遅延 

クラス A 80 超 100ms 未満 

クラス B 70 超 150ms 未満 

クラス C 50 超 400ms 未満 
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映像品質測定に関しては測定ポイントによって異なる結果となった。基地局との見通し

の良いポイント基Ⅰ-1 に関しては画質劣化もほとんどなく良好な結果となった。ポイント

基Ⅰ-2 及び基Ⅰ-3 に関しては、映像に変化が少ない場合は画質劣化がなかったものの、映

像の変化が大きいとブロックノイズが発生するなど映像内容を確認することが困難な状況

となった。また、ポイント基Ⅰ-4 及び基Ⅰ-5 に関しては映像に変化が少ない場合であって

も常に一部ブロックノイズが発生した。これは、ポイント基Ⅰ-4 及び基Ⅰ-5 はエリア端の

ため、下り方向において、スループットが低い変調方式に切り替わったことに起因すると

考えられる。なお、映像品質測定は、移動局が撮影した映像を基地局に一度送信した後、

基地局から受信した映像を用いて判定を行っている。 

本試験結果より、625k-MC を利用し監視カメラ等を使用した映像監視を行う場合におい

て通信環境が悪い場所では映像に乱れが生じるが、フレームレートや画面サイズを小さな

設定とすることにより、そのような場所においても対応が可能と考えられる。 

 

1.1.4  カバレッジ試験 

625k-MC システムの電波伝搬特性について、試験フィールド内において 625k-MC 移動

局の受信レベルを測定する。カバレッジ試験においては、付図 8-6 の写真のとおり、車両の

天板部分に 625k-MC 移動局及び GPS を取り付け、試験フィールド内を走行し受信レベル

の測定を行う。付図 8-7 にカバレッジ試験結果を示す。 

 

 

付図 8-6 カバレッジ試験測定状況 
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付図 8-7 カバレッジ試験結果 

 

基地局と比較的見通しの取れている試験フィールドの中央部分については高い受信レベ

ルで良好な通信状況となっている。一方基地局からの距離が遠く、かつ見通しが困難な試

験フィールド右上エリアにおいては受信レベルが低く、通信状況が不良となっている。ま

た、基地局との距離は比較的近いものの試験フィールド左エリアについては受信レベルが

低くなっている。これは今回 625k-MC 基地局を設置した FE センター屋上の構造の影響を

受けているものと考えられる。 

カバレッジ試験の測定結果を評価するために。拡張秦モデルの Open エリアモデルと

Suburban エリアモデルで計算した理論値と測定値との比較を行い、シミュレーションとの

差違、モデル選択の妥当性について評価を行った。付図 8-8 に測定値と拡張秦モデルによる

理論値を示す。 
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付図 8-8 測定値と拡張秦モデル（Open、Suburban)との比較（625k-MC） 

 

付図 8-8 より、測定値の受信レベルに大きなばらつきが出ていることがわかる。これは同

じ距離であっても基地局との見通しが取れているポイントと取れていないポイントが混在

していることが要因として考えられる。基地局との見通しが取れているポイントについて

は拡張秦モデルの Open エリアモデルに近い値となっており、見通しが困難なエリアについ

ては Suburban エリアモデルに近い値となっている。Suburban エリアモデルと比べて大き

く測定値が落ち込んでいるところは前述のとおり基地局を設置した FE センター建物の構

造の影響と考えられる。 

平均すると、拡張秦モデル（Suburban）に近い値となっており、これを本試験地におけ

る電波伝搬モデルとして使用することが適切と考えられる。 
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1.2  基礎試験Ⅱ(モバイル WiMAX) 

モバイル WiMAX の基礎試験について試験項目を下記に示す。 

スペクトル測定 ： モバイル WiMAX 基地局及びモバイル WiMAX 移動局が通信をし

ている状態での周波数スペクトルを測定 

定点測定 ： 試験フィールド内複数ポイント上にてスループット、音声品質、映

像品質、変調方式を測定 

 

1.2.1  スペクトル測定 

モバイル WiMAX 基地局及びモバイル WiMAX 移動局が通信をしている状態でのスペク

トルを測定する。なお、スペクトル測定器の概略仕様を付表 8-6 に、スペクトラム測定結果

の一例を付図 8-9 に示す。 

付表 8-6 スペクトラムアナライザ概略仕様と設定値 

項目 仕様 

製品名 MS2721A(Anritsu 製) 

計測周波数範囲 2,007.5MHz～2,027.5MHz (20MHz 幅) 

RBW 100kHz 

掃引時間 600ms 以上 

トレースモード MAX ホールド 

外形寸法(高さ×幅×奥行き) 313mm×211mm×77mm 

質量 3kg 

 

 

付図 8-9 スペクトラム測定結果 
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1.2.2  定点測定 

干渉を受けない状況下での試験フィールド内における帯域内電力を測定する。測定には

アンリツ製のポータブルスペクトラムアナライザを使用する。測定ポイントを付図 8-10 に

示す。なお、定点測定における空中線高はモバイルWiMAX基地局が 28m、モバイルWiMAX

移動局が 2m とする。 

 

付図 8-10 定点測定ポイント(モバイル WiMAX)  

 

定点測定においては、モバイルWiMAX基地局をFEセンター屋上に設置（空中線高 28m）

し、アンテナは三脚に固定（空中線高 2m）する。また、モバイル WiMAX 移動局装置は車

載しアンテナは車両窓付近に固定する。なお、アンテナはモバイル WiMAX 基地局、移動

局共に無指向性コリニアアンテナ（AT1258）を使用する。 

モバイル WiMAX 基地局の設置状況を付図 8-11 に、移動局の設置状況を付図 8-12 にそ

れぞれ示す。 
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（a）モバイル WiMAX 基地局装置 

 

（b）モバイル WiMAX 基地局アンテナ 

付図 8-11 モバイル WiMAX 基地局の設置状況 

 

  

（a）モバイル WiMAX 移動局装置 

 

（b）モバイル WiMAX 移動局アンテナ 

付図 8-12 モバイル WiMAX 移動局の設置状況 
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測定結果を付表 8-7 に示す。 

 

付表 8-7 測定結果（モバイル WiMAX 定点測定） 

測定ポイント 基地局との見通し 基地局-移動局間距離[m] 
受信電力[dBm] 

帯域幅 10MHz 

基Ⅱ-1 なし 30 -63.2 

基Ⅱ-2 あり 80 -54.5 

基Ⅱ-3 あり 170 -56.8 

基Ⅱ-4 あり 360 -68.1 

基Ⅱ-5 なし 480 -73.7 

基Ⅱ-6 あり 470 -69.5 

基Ⅱ-7 なし 550 -74.0 

基Ⅱ-8 なし 780 -74.3 

基Ⅱ-9 あり 410 -70.3 

基Ⅱ-10 なし 450 -74.1 

基Ⅱ-11 あり 320 -70.9 

基Ⅱ-12 あり 260 -65.9 

基Ⅱ-13 なし 220 -74.4 

基Ⅱ-14 なし 210 -73.4 

 

 

1.2.3  定点測定考察 

ポイント基Ⅱ-1～基Ⅱ-14 における、測定値を拡張秦モデル(Open、Suburban)で計算し

た理論値との比較を行い、シミュレーションとの差違、妥当性について評価を行う。測定

値及び拡張秦モデル（Open、Suburban）を付図 8-13 に示す。図中の記載した番号は各測

定ポイントの番号である。 
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付図 8-13 測定値及び拡張秦モデル（Open、Suburban）との比較（モバイル WiMAX） 

 

基地局との見通しが取れているポイントについては拡張秦モデルの Open エリアモデル

に近い値となっている。基地局との見通しが樹木や建物で阻害されているポイントについ

ては Suburban エリアモデルに近い値となっている。なお、ポイント基Ⅱ-1 については基

地局の直下であり基地局との見通しが取れないこと、高低差が影響したことにより理論値

に対して大きな差が生じたものと考えられる。 

平均すると、拡張秦モデル（Suburban）に近い値となっており、これを本試験地におけ

る電波伝搬モデルとして使用することが適切と考えられる。 
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2.  干渉試験時のスループットの様子 

干渉試験においては、ネットワークパフォーマンス測定ツール（IxChariot）を使用して、

スループットを計測した。付図 8-14 は、625k-MC システムがモバイル WiMAX 基地局か

らの干渉を受けた時の下りスループット変化の様子である。 

 

 

付図 8-14 干渉発生時のスループット変化 

 

測定開始から 270 秒辺りまでは干渉源であるモバイル WiMAX 基地局を停波している状

態であり 625k-MC における下りスループットは UTW（移動局）における最大通信速度か

ら 1.5Mbps の間で推移している。これは、移動局の設置位置が 625k-MC のエリア端であ

るためと考えられ、干渉によるものではない。270 秒から 450 秒の間は、干渉源であるモ

バイル WiMAX 基地局からの干渉波を発射している状態であり、625k-MC の下りスループ

ットが大きく低下している様子が見られる。また 450 秒辺りで再びモバイル WiMAX 基地

局を停波したところ 625k-MC における下りスループットが回復している。 
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 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

調査検討会設置要綱 

 

1. 目的 

本作業部会は、「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」（以下「検討会」という。）における審議を円滑・効率的に進めるため、検討会の

指示等に基づき必要な作業を行う。 

 

2. 主な作業 

(1) 自営無線ブロードバンドシステムに適した通信方式の候補の選定。 

(2) 自営無線ブロードバンドシステムに割り当てられる可能性のある候補周波数に関する

調査。 

(3) 自営無線ブロードバンドシステム内及び他の無線システムとの共用条件の検討。 

(4) (3)で検討した共用条件を検証するための実地試験の実施。 

(5) 報告書の構成・内容の検討 

(6) その他、検討会から指示・委託された事項 

 

3. 構成 

(1) 作業部会には、主査を置く。 

(2) 作業部会の構成員は、作業内容に関係する業務を行うもの若干名とする。ただし、主

査が必要と認める場合は、随時、構成員の追加等を行うことができる。 

(3) 構成員は、主査の承認の下に、必要な者を作業部会に出席させることができる。 

 

4. 運営等 

(1) 主査は調査検討会座長が指名する。 

(2) 主査は作業部会を主宰する。 

(3) 作業部会は、会合開催によるほか、効率的運営を図るため電子メール等の通信手段を

利用した会議も実施できることとする。 

(4) 作業部会の事務局は、関東総合通信局無線通信部企画調整課に置く。 
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【主査】眞田 幸俊 

 

小松 明子 

 

 

濵﨑 隆志 

 

中林 優介 

 

 

日比 学 

 

 

平工 秀也 

 

 

福家 直樹 

 

慶應義塾大学 理工学部 電子工学科 教授 

 

(株)構造計画研究所 情報・通信事業企画部 

電磁界解析室 サブリーダー 

 

(独)宇宙航空研究開発機構 周波数管理室 主任 

 

(株)野村総合研究所 情報・通信コンサルティング部 

コンサルタント 

 

京セラコミュニケーションシステム(株) 

経営企画室 研究部 通信応用研究課 課長 

 

日本無線(株) 通信インフラ技術部 マイクロ通信グループ 

課長 

 

KDDI(株) ネットワーク技術本部 国際ネットワーク部 

衛星通信グループ 課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7 名） 
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 調査検討会及び作業部会開催状況 

 

「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」、「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作業部会」の開

催状況及び主な審議内容は以下のとおりである。 

 

調査検討会 

・第 1 回調査検討会 平成 23 年 5 月 25 日（水） 

 調査検討会の開催要項、設置要綱について 

 調査検討会の検討内容等について 

 

・第 2 回調査検討会 平成 23 年 8 月 29 日（月） 

 作業部会における検討状況について 

 実証試験の計画について 

 

・第 3 回調査検討会 平成 24 年 2 月 22 日（水） 

 周波数共用検討について 

 実証試験について 

 技術基準について 

 報告書の構成について 

 

・第 4 回調査検討会 平成 24 年 3 月 13 日（火） 

 報告書について 
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作業部会 

・第 1 回作業部会 平成 23 年 6 月 29 日（水） 

 自営無線ブロードバンドの利用シーンについて 

 自営無線ブロードバンドシステムに求められる性能について 

 自営無線ブロードバンドシステムの候補周波数帯について 

 

・第 2 回作業部会 平成 23 年 7 月 26 日（火） 

 自営無線ブロードバンドの利用シーンについて 

 自営無線ブロードバンドの候補システムの技術比較について 

 自営無線ブロードバンドシステムの候補周波数帯について 

 候補システム間の共用条件の検討方法について 

 

・第 3 回作業部会 平成 23 年 10 月 13 日（木） 

 自営無線ブロードバンドシステムへの要求条件とモデル化について 

 自営無線ブロードバンドシステムの周波数共用検討について 

 候補システム間の実証試験について 

 

・第 4 回作業部会 平成 24 年 2 月 8 日（水） 

 周波数共用検討について 

 実証試験について 

 技術基準について 

 報告書の構成について 

 

・第 5 回作業部会 平成 24 年 3 月 6 日（火） 

 周波数共用検討について 

 実証試験について 

 技術基準について 

 

以上


