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研究開発の背景

既存業務への影響を回避しつつ車車間通信を可能とし
ネットワーク構築を実現する技術の確立

周波数二次利用の実用化
に向けた世界的な取り組み

高速な移動体向けの
動的対応技術は未確立

自律活動が可能な
自動車は災害時に有用

災害時において利用可能な
周波数を迅速に活用可能

平時から高密度な
周波数割り当てが可能

有限希少な電波資源の拡大
次世代ワイヤレスブロードバンドのための周波数確保

二次利用者

一次利用者
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期待される波及効果と実用化等への取り組み

・DBとのアクセスは代表の車載機のみでよいため、無線資源の利用効率は向上

・代表する車載機がDBアクセスできない場合も他車載機がアクセスできればDBの情報
がスワーム内で共有できるため、DBアクセスの安定性は向上

・スワーム内のデータの伝送が安定的にできれば、隊列走行をした場合に先頭車の情報
（前方動画像等）を後続車は安定して共有。より安心な交通社会へ寄与

・実測値を用いたDBによる動的周波数管理技術が実現すれば、従来の検討に比べマー

ジンを適切に縮小でき、二次利用が可能なエリアが拡大。周波数の有効利用の拡大に
つながる

波及効果
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標準化への寄与
（国際標準化活動）

制度化への寄与

普及活動

実用化への取り組み

・ 空き周波数帯を共用する通信技術の規格への研究成果入力(特にIEEE802系、及
びIEEE DySPAN系の関連グループ)

・ 総務省ホワイトスペース推進会議などに対し、得られた知見を提供し、国内におけ
る技術基準の策定や法整備等に貢献

・ 初に実用化の可能性がある災害対応向けの無線機開発は、公共機関への導入
への道を念頭に置き、展示会出展、報道発表等を用いて積極的に世間にアピール

・ 実用化に資する部分については、仕様開示を希望する企業等に開示



研究開発の全体イメージ

3G/LTE
(Commercial 

band and UHF)

実観測を元にした電波環境データベース構築
（電気通信大学）

システム間動的周波数管理技術

データベース（情報通信研究機構）

データベース連携協調センシング
（電気通信大学）

3G/LTE

協調型車車間無線ネットワーク
（トヨタIT開発センター）

二次利用システム間
通信技術

V2V over UHF

スワーム

可搬型基地局－二次利用
システム間通信技術
（情報通信研究機構）

3G/LTE 
over UHF

可搬型基地局
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近隣の車同士での連携を実現し、上記を回避

協調型車車間無線ネットワーク技術

電波環境
データベース

課題ア検討項目

既存業務

freq.[Hz]f1 f2 f3

既存業務

freq.[Hz]f1 f2 f3

既存業務

freq.[Hz]f1 f2 f3

周波数 f1 周波数 f2 周波数 f3

データ通信 データ通信 データ通信

協調型車車間無線ネットワーク

センシング
データ

センシング
データ

センシング
データ

センシング
データ

干渉回避

■ 電波環境データベース(後述)と連携した二次利用システム間（車車間）通信の実現

5

移動する車が単独で二次的に利用可能なチャネルを選択する場合の課題：
利用可能な周波数情報を格納した電波環境データベース(後述)と接続できず、状況が参照できない
高速移動による、利用しているチャネルの衝突 例） 携帯電話ネットワークで接続する場合：

 トンネルやビルの影響で接続が途絶える(都市部も含む)
 災害時に携帯電話ネットワークが途絶えた場合

周辺車両を把握し、近隣の車同士で集団(スワーム)を形成

DB情報を取得・共有し、近隣車と制御チャネルを調整

通信に適した経路とデータチャネルの選択

• 車の位置と動きを考慮した地理的範囲内の情報を入手。
• データベースへのアクセスができなくなった場合、車がスペクトラムセンシング技術（後述）により

利用可能な周波数を把握。

実証実験により、約5Mbpsでの
通信実現を確認



車車間通信向けデータベース協調センシング技術

 周波数共用では，既存システム保護が重要な課題
 二次利用を希望するチャネルで、PU通信有無を正確に検出する必要あり
 信号強度（SNR）分布の偏り、道路内の高いチャネル相関、高い移動性によるチャネル変動などにより、

既存手法では検出性能が低下する恐れ
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 複数ノードと協調することで多数の観測結果を利用し検出性能を向上

CN ,

高度スペクトラム
データベース

平均電力:大 平均電力:
小

MN , CN ,CN ,
・・・

観測情報:

観測位置： ,
平均受信電力：P mW, , ⋯ ,

P mW P mW ⋯ P mW

高度スペクトラムデータ
ベースから得た平均受
信電力

周辺の協調ノード(CN)からの観測情報重みづけ

加重平均による検定統計量

平均SNRが高い位置での
観測情報を優先 (Master Node)

 実証実験により、誤検出の低減を確認



移動体対応電波環境データベースの構成検討移動体対応電波環境データベースの構成検討
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表示対象の車両選択

記録/再生機能

移動予測エリア

利用可能チャネル表示

地上波テレビ放送帯(470～710MHz)中のホワイトスペースの利用可否・共存を可能とするデータベー
ス/マネージャ技術を開発

一次利用者である、地上波テレビ放送への与干渉を回避

異なる二次利用者間の干渉を回避するため、共存マネージャを設計

移動体の情報を考慮したデータベースを設計

データベースが複数の移動体の情報を扱い、移
動範囲を予測して周波数切り替えによる通信切
断回数を抑制

車群が位置情報を集約してデータベースに提供

移動体の代表端末が車群の情報を集約してデー
タベースに提供

代表端末が車群全体の利用可能チャネルをデー
タベースから取得

移動エリア予測に基づく利用可能チャネルの算
出

従来のデータベースで扱っていた位置情報に加え、
速度と方向を併せてWSDBに提供

WSDBは車群の移動範囲を予測し、推奨するチャ
ネルを提供

無線機がデータベースに速度と方角を含む位置
情報を提供できるように、データベース通信規格
であるIETF PAWSを拡張



実観測を元にした電波環境データベース構築

 コグニティブ無線通信における一次利用者保護にデータベース(DB)を活用

エリア算出型DB(FCC型DB)
では伝搬予測誤差を考慮し
たマージン設定のため周波
数共用可能エリアが縮小
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実電波環境でのPU放送エリア

実電波環境での必要保護マージンエリア

観測データにより判定したPU放送エリア
（高精度なエリア判定が期待）

観測SU端末群

正確なPU放送エリア判定による余剰マー
ジンの減少（周波数利用効率の向上）

従来DBでは通信機会を喪

失していたノードも通信可
能

電波環境
データベース

観測情報

実無線環境と電波伝搬モデル
との差を補償するため、実観測
に基づく電波環境データベース
を構築

 電力値を蓄積し、統計的な傾向を保有するデータベースを構築

 観測は，通信を行なっていない二次利用者端末を活用し、センシン
グ情報をローカルストレージに蓄積してまとめてデータベースに登
録するような環境を考える

 周波数共用時には、二次利用者の位置情報をクエリとしてデータ
ベースに送信し、周辺の電波環境を受け取り，センシングや電力制
御を実施

 測定データが存在しないメッシュに対する情報補間法を実装
-120 -60[dBm]

データベース構築結果



可搬型基地局－二次利用システム間通信技術可搬型基地局－二次利用システム間通信技術
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可搬型基地局と自動車間での通信を可能とする可搬型基地局－二次利用システム間通信技術を開発

高トラフィックエリアのオフロード技術として利用

災害時に携帯電話網が使用不能になったエリアに展開し、移動体を含むユーザへ通信環境を提供

地上波テレビ放送帯(470～710MHz)中のホワイトス
ペースを利用したLTE方式を検討

LTE規格をできる限り活用してUHF帯で運用

商用LTE網との連携が容易に

追加コストを小さくユーザ端末を実現可能に

FDD/TDDの両方式に対応したホワイトスペース
LTE基地局および端末を試作

商用機をベースに、UHFコンバータにて任意の帯-域
(470-710MHz帯)に変換して運用可能

FDD,TDDの両モードに対応

データベースとの間で、移動に関する情報の送受が
可能となるように、インタフェースとプロトコルを実装

NRM: Network Reconfiguration Manager
CBSRM: Cognitive Base Station Manager

TRM: Terminal Reconfiguration Manager
TMC: Terminal Measurement Collector

: 基地局への接続(データ送受) : 制御情報の送受

NRM

WS LTE 基地局

WS LTE 端末
(車載)

位置・速度・
方向情報

TRM
TMC

CBSRM

集約して
問い合わせ

移動方向を含む
チャネル情報

TRM
TMC



まとめ

周波数二次利用の実用化において
高速な移動体向けの動的対応技術は未確立

自律活動が可能な
自動車は災害時に有用

下記の開発と実証
・自動車の移動性を考慮したDB
・上記DBと連携し、携帯電話で使用方式を適用した可搬型基地局と車載可能な端末
・上記DBと連携する、車車間通信装置
・開発した装置の連携動作実証

平時には高密度な周波数割当てが可能
災害時では利用可能な周波数を迅速に活用可能

電波資源の拡大
次世代ワイヤレスブロードバンドのための周波数確保への寄与
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