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システム概要

多地点データ集信型衛星通信システ
ムは多数の観測局が送信する気象や災
害等にかかわる観測データを，衛星経由

で集信局に集める（集信する）衛星通
信システムです（図１）．使用する周波
数帯は観測局の小型化，低消費電力化
を考慮し，S帯（２～４GHz）を前提
としています．

S帯で衛星通信用に使用可能な帯域
幅は全体で数10 MHz程度に限られてい
ます．この一部を利用して数万局の観測
局を収容するシステムを実現するため，
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NTTアクセスサービスシステム研究所では，衛星通信の広域性と耐災害性の特徴

を生かし，海洋を含む全国の観測局からの気象や災害等にかかわるセンサ情報を衛

星経由で１カ所に集信する，多地点データ集信型衛星通信システムのプロトタイプ

を開発しました．ここでは，衛星中継器で用いる周波数の利用効率を極限まで高め

るために開発した技術の内容と，技術試験衛星Ⅷ型（きく８号）による実証実験に

ついて解説します．
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図１　多地点データ集信型衛星通信システム 
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は，以下の技術を開発しました(1)，(2)．
・アクセス制御技術
・一括復調技術
・周波数同期技術
上記技術の組合せにより，衛星回線

を時間的，周波数的に極めて稠密に利
用し，多数の観測局からのデータ集信が
可能となります．

動 作 概 要

集信局は多数の観測局からの送信
データを一括受信するため，以下のよう
に観測局が用いる衛星回線を制御し
ます．
① 集信局にあるアクセス制御装置
は，各観測局の観測データ量や観
測周期などの情報を定期的に集計
した結果に基づき，各観測局が用
いる回線の予定を示すタイムテーブ
ルを作成します．タイムテーブルは，
集信局モデムから衛星を経由して各
観測局に配信されます．
② 各観測局は，配信されたタイム
テーブルに基づき，自局へ割り当て
られたタイムスロットと周波数ス
ロットを用い，観測データを送信し
ます．
③ 各観測局からの送信データは集信
局モデムにて一括受信されます．受
信データはセンサネットワーク管理
サーバを経由してサービスユーザへ
提供されます．

開 発 技 術

■アクセス制御技術

センサの多くは一定周期ごとに観測
データを送信するため，集信時にはその
周期内で遅延時間が許容されます．こ
のような性質の観測データに対し，例え
ば図２（a）のようにそれぞれ専用の固定
回線を割り当てた場合は，未使用の周
波数領域や時間領域が多くなり非効率
的です．これに対し，データ発生ごとに
回線割当てを行うデマンドアサインや全
観測局が回線を共有するランダムアクセ

スを用いることが考えられます．しかし，
前者は割当て処理のオーバヘッドが多く
なり，後者はデータ衝突によるデータ欠
落が多発するため，いずれも周波数を十
分には有効利用できません．
提案するアクセス制御技術は，前述

の許容遅延時間を利用して未使用領域
が最小となるよう，図２（b）のように観
測データの送信タイミングと周波数を再
配置してタイムテーブルを作成します．
この方法により，例えば１万以上の観
測局に対して，タイムテーブルの未使用
領域を５％以下に抑えることが可能です．
■一括復調技術

図２（b）のように観測局からの送信周
波数と帯域幅はタイムスロットごとに変

化するため，これを動的FDMA（Fre-
quency Division Multiplexing
Access）＊１と呼びます．動的FDMA で
多重された多数の信号を受信する集信
局モデムに適用する一括復調技術とし
て，周波数領域信号処理を用いたFFT
（Fast Fourier Transform）＊２型任意
配置分波回路を考案し，１台で最大
256局からの信号を同時に復調可能とし
ました．本回路は図３に示すように受信
信号をFFTにより周波数領域に変換し，
周波数領域で信号を抽出した後，可変

図２　衛星中継器の使用状況 
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図３　FFT型任意配置分波回路の原理 
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＊1 FDMA：周波数帯域全体をいくつかの帯域に
分割し，各帯域に個別の回線を割り当て，
複数のユーザが同時に通信を行う方式．

＊2 FFT：信号の中にどの周波数成分がどれだけ
含まれているかを抽出する処理．



長IFFT（Inverse FFT）＊３で個別に時
間領域に再変換します．このとき，信号
帯域幅に応じて可変長IFFTの処理量を
変更することで回路規模を小さく抑えま
した．
■周波数同期技術

各観測局はタイムテーブルにより定め
られた周波数に正確に同期してデータ送
信を行う必要があります．観測局装置
の低コスト化のため，携帯電話に用いら
れるような安価な発振器で高い精度が得
られる周波数同期技術を開発しました．
図４に示すように集信局は，自局が

送信する制御信号を衛星折り返しで受
信し，衛星経由で生じる周波数誤差
ΔFsatを補正します．各観測局は制御
信号を基準にして自局の送信周波数誤
差ΔFtを補正しますが，制御信号から
直接検出できるのは受信周波数誤差
ΔFrです．衛星通信では送信周波数Ft
と受信周波数Frが異なるため，ΔFrに
FtとFrの比を乗じた値で観測局の送信
周波数を補正します．上記演算により
送受の周波数差による残留誤差を抑圧

します．

実 証 実 験

衛星の軌道変動や衛星中継器特性に
よる遅延揺らぎ，位相雑音等の信号劣
化要因に加え，観測局の環境差異が存
在する環境下において，提案システムの
実現性を確認するため，実証実験を行
いました．
■実験構成

広域でのセンサ情報を収集できること
を実証するため，２台の観測局を350
km離れた千葉県館山市と京都府けいは
んな学研都市に設置し，各観測局のセ

ンサにて観測したデータを技術試験衛星
Ⅷ型（きく８号）を介して神奈川県横
須賀市に設置した集信局に収集しまし
た．集信局および観測局の概観を図５
に示します．
■実験結果

前述の信号劣化要因により，図６（a）
に示すように周波数補正を行わない集信
局の制御信号は1 115～1 140 Hz程度
の誤差を有します．一方で，図６（b）に
示すように補正後の周波数誤差はおおむ
ね±0.1 Hz以下であり，集信局からは高
精度な制御信号が送信できています．
次に，観測局の受信周波数誤差と集
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図４　周波数同期技術の原理 

NN

集信局 高精度LO低精度LO観測局 

Ft：上り周波数 
Fr：下り周波数 

制御信号 

通信信号 

制御信号RX
制御信号RX

受信周波数誤差ΔFr

通信信号TX

補正 
通信信号RX

制御信号TX

Fr

Ft Fr＋ΔFsat

Ft－ΔFsat

衛星中継器周波数誤差ΔFsat
送信周波数誤差 
ΔFt＝ΔFr×Ft/Fr

図５　実証実験に用いた装置類 
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＊3 IFFT：FFTとは逆の操作により，周波数成分
から信号を抽出する処理．



信局受信入力における受信周波数誤差
を表１に示します．前者は数100 Hzの
誤差を有することが認められますが，高
精度な制御信号に同期することで，後
者は±２Hz以内となり，目標とする数

Hz単位の周波数精度でデータ信号が送
信できています．
次に，集信局から配信したタイムテー
ブルに対し観測局から送信された信号を
集信局で観測した結果を図７に示しま

す．タイムテーブルは図７（a）の７タイム
スロットを１周期とする繰り返しパター
ンであるのに対し，図７（b）から，各観
測局はタイムテーブルに同期して信号送
信していることが確認できます．なお，
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図６　制御信号の周波数誤差補正 
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表１　送信データの周波数誤差補正

試行回数

１回目
館山局

京阪奈局

観測局受信
周波数誤差
ΔFr（Hz）

通信信号受信
周波数誤差
（Hz）

－119.7 0.07

1445.0 －0.53

２回目
館山局

京阪奈局

137.0 －0.97

－726.9 －0.10

図７　データ集信の様子 
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図７（b）右端に見える連続信号は，衛星
折り返しで受信された制御信号です．
また，観測局から送信したビット列を
集信局で受信し，符号誤り率特性を測
定した結果を図８に示します．これより
実衛星を介した状態でシミュレーション
からの劣化は１dB以内と，良好な特性
が得られました．
また，２種類（A，B）のタイムテー

ブルに対し，観測局側から最大トラフィッ
クを与えるような送信間隔とサイズを有
するパケット列を送信し，集信局で一括
受信した結果を表２に示します．表２
より，全送信パケットが欠落なく受信さ
れるとともに，割当て容量に近いスルー
プットが達成されました．
以上の実験結果により，所望のデー

タ集信を正常に行えることを確認できま
した．なお，きく８号の受信系不具合(3)

を補うため，観測局は本来の小型装置
ではなく集信局と同一性能の電力増幅
器とパラボラアンテナを用いました．

今後の展開

全国に散在する多数のセンサ群から送
信される観測データを衛星にて一括集信
可能な，多地点データ集信型衛星通信
システムを紹介しました．
本システムは，観測局からの信号帯域
幅や周波数を変化させながら衛星中継
器上に隙間なく配置する技術，動的に
配置された信号を一括復調する技術，
高精度な周波数同期により周波数誤差
を削減する技術により，システム全体と
して高い周波数利用効率を達成するこ
とが可能です．また，実衛星を用いた開
発技術の実証結果を紹介しました．
今後は商用衛星装置への本技術の実

装等，事業導入を目指していく予定
です．
本研究は，総務省の委託研究「衛星

通信用中継器における周波数高密度利
用技術の研究開発」の成果の一部を活
用したものです．
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周波数の有効利用技術は衛星通信を含め
て無線システム全般にとって非常に重要な
技術です．質問等がございましたら下記に
ご連絡ください．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
ワイヤレスアクセスプロジェクト
衛星通信システム研究グループ
TEL 046-859-3810
FAX 046-855-1752
E-mail nakahira.katsuya lab.ntt.co.jp
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図８　符号誤り率特性 
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表２　パケット転送特性（スループット）

測定条件

タイム
テーブル

観測局
回線容量
（kbit/s）

パケット長
（byte）

送信間隔
（s）

パケット数 スループット
（kbit/s）送信 受信

結果

A
館山局

京阪奈局

12.8 320 0.2 3 012 3 012 12.8

163.8 1 514 0.077 7 888 7 888 156.5

B
館山局

京阪奈局

2.6 320 1 561 561 2.5

20.5 720 0.333 1 083 1 083 17.2


