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1. まえがき
研究室発足から6年が経過し，おかげさまで競争
的研究資金獲得，原著論文/国際会議発表，特許取
得，報道発表，受賞等が盛んになってきた．CQ出
版社発行Design Wave Magazine 2007年3月号『大学と
企業の連携，交流実態調査』には，当研究室の昨年
の発表件数が，調査に回答した全国53研究室の中で
国内・国際会議ともにトップであったことが掲載さ
れた[1]．
2006年度には，次の９件の受賞があった：
• 第 4 回 TDU アイディア・コンテスト奨励賞（冨
木淳史，井内洋輔，小泉賢一），11 月．
• 3rd IEEE Tokyo Young Researchers Workshop，12
月．
9 Weisser Entrepreneurial Idea Award（B4 井
内洋輔，小泉賢一）
9 エイムネクストビジネスプレゼンテーショ
ン賞（B4 梶川泰広）
• 東京電機大学学術振興基金論文賞（2005 年修士
修了 鈴木克征（現在ニコン勤務）），1 月．
• 丹羽保次郎賞（D3 冨木淳史）3 月．
• 東京電機大学学長賞（博士前期課程修了者総代
前田晃秀）3 月．
• 工学部長表彰（上記 IEEE Tokyo Young Researchers
Workshop 受賞者 3 名）3 月．
また，D1 岩切直彦が（財）テレコム先端技術研究
支援センターより研究奨励金（3 年間）を授与された．
電気・電子情報学術振興財団，C&C 財団および（財）
中部電力基礎技術研究所からは，国際会議発表助成
を戴いた．さらに，大川情報通信基金およびいくつ
かの企業から研究助成や研究委託を受けた．
学生数は 2007 年 4 月現在，学部 4 年生９名，博
士前期課程 7 名，博士後期課程 1 名，研究生 3 名
の合計 20 名である．当研究室初代の学生の一人，
冨木淳史は博士後期課程を修了，博士（工学）の
学位を取得し，JAXA 宇宙科学研究本部に深宇宙
通信担当の助手として採用されることとなった．
現在の主な研究テーマは次の通りである:

①
②
③
④
⑤

UWB（超広帯域）ワイヤレスシステム
モバイル通信ネットワークのトラヒック特性
移動通信（屋外/屋内）のための電波伝搬
ダイナミックスペクトラムアクセス技術
ワイヤレスシステムにおける失敗例の研究

2. UWB（超広帯域）ワイヤレスシステム
研究室発足時点から，実験的研究（特に UWB）
を中心に据えてきた．多くの大学・研究機関のワ
イヤレス研究がシミュレーション主体である中で
実験に固執するのは，特に電波伝搬や干渉の問題
では，実験による評価が必要と考えているからで
ある．当初から UWB 波源や UWB アンテナの開発
を進め，2003 年には自製の送信機により UWB 実
験局免許を，国内の大学・研究機関として初めて
取得している．
UWB には数多くの研究課題があるが，本研究室
では，ハードウェア要素技術，既存の狭帯域シス
テムへの干渉評価，チャネルサウンダ開発と伝搬
測定，UWB 人体電磁ファントムの開発などを行っ
ている．この 1 年間には，UWB アンテナ[2]，UWB
ワイヤレスシステムから狭帯域ディジタルワイヤ
レスシステムへの干渉の評価 [3]，通信と測距を同
時に行うシステムの提案と評価[4]， 乗用車の車内
環境における UWB 伝搬特性[5]といった論文が刊
行された．また，2005 年度まで兼務していた独立
行政法人情報通信研究機構（NICT）UWB 結集型
特別グループで実施した UWB 伝搬研究に関する
論文も[6][7]も刊行された．本学では BAN（ボディ
エリアネットワーク）を想定した人体近傍におけ
る UWB 伝搬，UWB 人体電磁ファントム，UWB
レーダ等についても研究を進めている．

3. セルラ方式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
ることにより，端末のセル滞在時間分布を推定し
た．さらに，移動軌跡上で呼がランダムに生起し，

ある分布を持つ保留時間の経過後に終了すると仮
定して，各セルにおけるチャネル占有時間分布や
ハンドオフ頻度等を推定した[8]．その結果，(a)車
輛のセル滞在時間は，指数分布よりも対数正規分
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，当研究室では，自立航法システムを用い
て人間（歩行者）の移動特性を実測し，また鉄道
車輌の移動特性を計算し，それらのモデル化と
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見出している．さら
に，さまざまな端末プラットフォームが混在する
場合のトラヒック基本特性や，セルラシステムと
無線 LAN を統合したネットワークにおけるトラ
ヒック特性を研究している．

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，本学の産
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）を行っ
ている．産・官・学との強い連携を今後とも保っ
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．本 WTP の前身で
ある YRP 移動体通信産学官交流シンポジウム以来
のアカデミアセッションにおける毎年の発表が，
簡潔な年次報告になってきたことに感謝する．
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