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1. まえがき
本研究室が発足して 3 年余りが経過した．発足
以来，このような研究室紹介（昨年度[1]）の機会
を毎年ご提供いただいていることに感謝したい．
この 1 年間の受賞としては，電子情報通信学会学
術奨励賞（現博士課程 1 年 冨木淳史；UWB の
EMC），丹羽保次郎賞（同前 冨木）および TDU
アイディアコンテスト最優秀賞（現修士課程 2 年
鈴木征克；UWB 電波伝搬測定法）があった．書籍
としては，「コンパクト移動通信辞典」[2]および
「新世代ワイヤレス技術」[3]（第 8 章 「UWB 技
術」を執筆）を上梓した．
平成 14 年度から「UWB ワイヤレスシステムの
研究」に対して総務省戦略的情報通信研究開発推
進制度（特定領域重点型研究開発）による委託研
究（3 年間）を受託しているが，これに加え，平成
15 年度には新たに東京農工大学と共同提案の「次
世代モバイル通信ネットワークのトラヒック特性
および構成法・制御法」も採択された[4]（2 年連
続採択は全国唯一）．
今年度は，これらを含め，次のような研究テー
マに取組んでいる：
① UWB（超広帯域）ワイヤレスシステム
② モバイル通信ネットワークのトラヒック特性
③ モバイル通信のための都市内電波伝搬
④ ワイヤレスシステムにおける失敗例の研究．

机上環境における伝搬特性[7]や地表反射波が存在
する場合の伝搬損失距離特性[8]等を明らかにする
とともに，モノパルスアンテナを用いた新しい時
空間チャネルサウンダ[9]や光ファイバを利用した
UWB over fiber 伝送システムを開発した．
昨年 5 月には，自製の送信機（インパルスラジ
オおよび直接拡散方式）により UWB 実験局の電
波免許を国内の大学・研究機関として初めて取得
しているが，これらに加え，マルチバンド OFDM
および DS-CDMA 方式の信号も生成できるように
なった．白色ガウス雑音と併せて 5 種類の UWB
信号を用いて，狭帯域ディジタルワイヤレスシス
テムに対する干渉を実験的に評価している[9]．ま
た，シミュレーションによる評価も併行して実施
している．さらに，UWB 技術を用いた伝送システ
ム，測距やレーダについても研究を行っている．
本テーマについては，前述のように総務省から
研究を受託するとともに，複数の民間企業からも
受託している．また著者は，独立行政法人情報通
信研究機構の UWB 結集型特別グループに，マイ
クロ波およびミリ波 UWB 伝搬作業班のリーダと
して参加するとともに，情報通信審議会 UWB 無
線システム委員会にも固定・放送作業班の主任と
して参画している．

3. モバイル通信ネットワークのトラヒック特
性

著者等は先に，移動通信端末プラットフォーム
（タクシー等）の移動軌跡を GPS により実測し，
その軌跡上に仮想セルラシステムをオーバレイす
UWB には数多くの研究課題があるが，本研究室 ることにより，端末のセル滞在時間分布を推定し
では，アンテナ等のハードウェア要素技術開発， た．さらに，移動軌跡上で呼がランダムに生起し，
チャネルサウンダ開発と伝搬測定，既存の狭帯域 指数分布を持つ保留時間の経過後に終了すると仮
システムへの干渉評価などを行っている．UWB ア 定して，各セルにおけるチャネル占有時間分布や
ンテナ[5-6]については，特許の外販契約を締結し， ハンドオフ頻度等を推定した[10]．その結果，(a)
ロイヤリティ収入があった．UWB 伝搬については， 車輛のセル滞在時間は，指数分布よりも対数正規

2. UWB（超広帯域）ワイヤレスシステム

分布に従うこと，(b)保留時間やセルサイズが変化
するとチャネル占有時間分布に違いが出ることな
どを明らかにした．また，セル滞在時間の系列に
自己相似性が出現することも見出した．
現在は，自立航法システムを用いて人間自体の
移動特性を実測し，そのモデル化とネットワーク
シミュレータへの実装を行っている．仮想セルラ
システム内で人間のセル滞在時間には自己相似性
が出現することを発見している．さらに，電波伝
搬特性と端末移動特性を考慮に入れたハンドオフ
地点分布の検討を行っている．
本テーマに関しては，昨年度から東京農工大学
川島幸之助 教授・大坐畠 智 博士と共同で総務省
の戦略的情報通信研究開発推進制度から研究を受
託（3 年間）している．また（財）テレコム先端技
術研究支援センターから研究費助成を受けている．

受け入れている（大学院は昼夜開講制であるので，
昼間に勤務のある人でも可能）．また，本学産官
学交流センター（承認 TLO）を通じての技術移転
―受託研究，共同研究，特許外販など―も行って
いる．産・官・学との交流を今後とも強化してゆ
きたいと考えているので，一層のご支援を賜わる
ことができれば幸甚である．
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