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高効率衛星通信システム
現在NTT事業会社では，災害時に被

災地で利用する災害対策衛星通信，小
笠原諸島 ・ 南大東島などの日本近海の
離島における光回線のバックアップとし
て利用する離島衛星通信，地上インフ
ラがない海上でブロードバンド回線を提
供する船舶向け衛星通信サービスを提

供しています（図 1 ）．
一方で近年衛星中継器のレンタル費

が高止まりしており，事業会社における
衛星通信サービスのOPEX（Operating 
Expense）削減のためには，限られた衛
星中継器の帯域をできるだけ効率良く
利用することが求められています．そこ
で，NTTアクセスサービスシステム研
究所では，災害対策，離島，船舶衛星

通信の次期システムに適用することを目
指して，中継器利用効率を現行システ
ムより大幅に高めた「高効率衛星通信
システム」を現在開発しています．

高効率衛星通信システムの開発コン
セプトは，①衛星中継器利用効率の改
善によるコストの削減，②インタフェー
ス機能の統合 ・ 高度化による衛星通信
を提供するネットワーク設備のシンプル
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図 1 　高効率衛星通信システム

次期衛星通信システムを支える高効率グループモデム 
モジュールおよび高効率ターボ符復号化モジュールの開発
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NTTアクセスサービスシステム研究所では，現行システムの後継となる「高効率
衛星通信システム」の開発を進めており，本システムのキーデバイスとして，最大
64チャネルの変復調および誤り訂正処理を同時に実施できる「高効率グループモデ
ムモジュール」と「高効率ターボ符復号化モジュール」を開発しました．ここでは，
高効率衛星通信システムの開発コンセプトと，開発したモジュールについて紹介し
ます．
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化，③共通基盤化したOpS採用による
システムの監視制御のスキルフリー化，
であり，現在運用されている衛星通信
システムのさまざまな課題を解決するこ
とを目的としています．

ここでは，高効率衛星通信システム
実現の鍵として開発した，周波数利用
効率を既存システムと比べて大幅に改
善 できる高 効 率 グ ループ モデムモ
ジュール（高効率GMM）と高効率ター
ボ符復号化モジュール（高効率TCM）
を紹介します．

現行衛星モデム（グループ 
モデム）の特長

従来のグループモデムモジュール
（GMM）＊ 1 および ターボ 符 復 号 化 モ
ジュール（TCM）＊ 2を実装した現行衛
星モデム（グループモデム）の特長を
図 2 に示します．本モデムは，GMMが
具備する最大256波の信号の一括分波 ・
合波機能，一括変復調機能，および

TCMの最大25チャネルの一括誤り訂正
機能により，さまざまな伝送速度の複数
チャネルの信号を 1 台で処理できます．
市販モデムで同等のシステムを構築す
るとチャネル数分のモデムが必要です
が，グループモデムでは 1 台のモデム
で処理ができます．

もう 1 つの特長は，高速伝送信号の
マルチキャリア分散配置機能です．市
販モデムを利用するシステムでは，高
速信号の送受信に必要な帯域が衛星中
継器上で連続して空いていなければ，
当該信号に周波数を割り当てることが
できませんでした．一方で，グループモ
デムは，送信側で 1 チャネルの高速信
号を複数の独立したキャリア信号にマ
ルチキャリア分割した後，衛星中継器
に散在する未使用帯域に分散配置し，
受信側では分散配置した複数キャリア
の信号を集成して， 1 チャネルの信号
に復元する機能を備えています．本機
能によって，高速信号を効率良く収容

できます．

現行GMMとTCMの技術課題
現行GMMの技術課題を図 3 に示しま

す．現行GMMには，さまざまな伝送速
度の複数のキャリア信号を一括でフィ
ルタリングする方式として，帯域全体を
2 のべき乗で逐次分割するマルチレー
トフィルタバンク方式を実装していま
す．しかしながら，マルチレートフィル
タバンク方式は帯域全体を 2 のべき乗
でトーナメント状に分割する方式のた
め， 1 キャリアに割り当てられる信号の
帯域幅が，基本単位とする周波数スロッ
ト幅の 2 のべき乗倍となる制約や， 1
キャリアの中心周波数が周波数スロット
幅の 2 のべき乗間隔で離散的に固定さ

＊1	 GMM：複数チャネルの独立した無線信号を
一括分波・合波し，変復調処理をすること
ができるモジュール．

＊2	 TCM：複数チャネルの信号に対してターボ
プロダクト符復号化するモジュール．
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図 2 　現行衛星モデム（グループモデム）の特長
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れる制約が存在しました．したがって，
システムから要求される信号帯域幅が，
周波数スロット幅の 2 のべき乗倍から
乖離している場合，結果的に衛星中継
器上で信号を配置できない未使用帯域
が多くなり，衛星中継器の利用効率が
低下する問題がありました．

一方，誤り訂正符復号化処理を実施
するTCMについては，現行仕様は 1 モ
ジュールで25チャネル対応ですが，2₀11
年の東日本大震災を受けて，改めて次
期災害対策システムを検討した結果，
東日本大震災級の大震災における衛星
臨時回線としては，5₀チャネル程度の
同時収容が必要という結論に至りまし
た．本結果を受けて，現行モジュール
の処理チャネル数の拡張が喫緊の課題

でした．

開発モジュールの特長
開発した高効率GMMで採用している

任意配置型FFTフィルタバンク方式の
動作原理を，受信信号の処理を例に説
明します（図 ₄ ）．まず，受信信号に対
して固定長FFTを用い，受信信号全体
を一括で周波数軸上の信号に変換しま
す．その後，周波数軸上でキャリア単
位に信号を抽出します．抽出した信号
に対して，サンプル数が 2 のべき乗とな
るように ₀ を外挿し，さらに周波数軸上
でフィルタ係数を乗算して受信フィルタ
リングを行います．最後に，フィルタリ
ングされた信号を可変長FFTで時間軸
上の信号に戻し，復調回路に信号を渡

します．
この任意配置型FFTフィルタバンク

方式では，周波数軸上で任意の位置か
ら任意の幅の信号を抽出（送信側は配
置）できるので，現行方式の課題であっ
た 2 のべき乗分割による信号配置制約
がなくなり，周波数スロット単位で任意
周波数に任意の帯域幅のキャリア配置
が可能となります．これにより現行
GMMに比べて衛星中継器の利用効率が
向上します（図 ₅ ）．

開発した高効率GMMと高効率TCM
の構成を図 ₆ に示します．高効率GMM
はモデム装置の一部として機能し，送
信側では回線インタフェース部から背面
バスを経由して受け取った送信データ
をキャリア単位で変調し，帯域可変合
波回路で所望の周波数に信号配置を行
い，送信信号を出力します．また，受信
側ではモデム装置の周波数変換部から
受信した信号から，帯域可変分波回路
で所望の周波数の信号抽出を行い，そ
の信号をキャリア単位で復調し，復調
データを回線インタフェース部に受け渡
しします．

一方，高効率TCMについては，内部
処理方式そのものは現行TCMと変わり
ませんが，高速クロックによる時分割処
理を採用し，最大6₄チャネル，全チャネ
ルの延べ伝送速度を最大25 Mbit/sまで
高めることができました．高効率TCM

4（22）周波数スロットで
帯域を管理

【現行】マルチレートフィルタバンク方式

〔周波数スロットは 2のべき乗単位で管理・割当〕 利用できない未使用周波数帯域

キャリア① キャリア② キャリア③

4（22）周波数スロットで
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8（23）周波数スロットで
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図 ₃ 　現行GMMによる中継器利用時の課題
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図 ₄ 　任意配置型FFTフィルタバンク方式



NTT技術ジャーナル　2015.12 61

Ｒ
＆
Ｄ
ホ
ッ
ト
コ
ー
ナ
ー

は，高効率GMMとの組合せを前提とし，
1 台のモジュールで，最大6₄チャネルに
対しターボプロダクト符号を用いた誤り
訂正処理を行います．また，ターボ符号
の符復号ブロックを抽出するためのフ
レーム形成やフレーム同期を行うフレー
ミング機能を有します．

さらに高効率GMMは，通信チャネル
用の連続モード変復調機能だけでなく，
制御チャネル用のバーストモード変復調
機能を具備することで，高効率GMMだ
けで通信チャネルと制御チャネルの処
理が可能となりました．現行GMMには
バーストモード変復調機能がなかったた
め，グループモデムとは別に制御チャネ

ル専用のモデムが必要でしたが，高効
率GMMにより制御チャネル専用のモデ
ムが不要となり，装置集約が可能となり
ました．

最後に現行モジュールと高効率モ
ジュールの諸元のまとめを表に示しま
す．高効率モジュールは，現行モジュー
ルと比べて機能 ・ 性能面で大幅な性能
向上を実現しています．

信号伝送特性
図 ₇ に 高 効 率GMMお よ び 高 効 率

TCMを用いたマルチチャネル ・ マルチ
キャリア信号伝送例を示します．図 ₇ に
示すように 1 つのモジュールで複数

チャネルの異なる伝送速度 ・ キャリア種
別 ・ 変調方式に対応した信号の送受信
が可能であることが確認できます．さら
に，開発モジュールの性能を確認する
ため，信号伝送特性を取得しました．
現行システムで利用しているBPSK

（Binary Phase Shift Keying） ・ QPSK
（Quadrature Phase Shift Keying）の信
号伝送特性については現行GMM/TCM
の伝送特性と同等であることが確認で
きました．一方，₈PSKおよび16QAM

（Quadrature Amplitude Modulation）な
どの多値変調は，高効率GMM/TCMで
初めて実装された変調方式ですが，信
号伝送特性を測定し，実用上問題ない

キャリア③

【高効率GMM】FFTフィルタバンク方式

〔周波数スロット配置制約を撤廃〕

3周波数スロット 3周波数スロット6周波数スロット

連続した周波数スロットに信号を
詰めて配置可能

中継器レンタル費を削減可能

キャリア① キャリア②

図 ₅ 　高効率GMMによる中継器の有効利用
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ことが確認できました．これら多値変調
を活用すれば，将来的にさらなる高速
伝送や衛星中継器の高効率利用が期待
できます．

今後の展開
今後は高効率衛星通信システムの衛

星モデムとして現在開発中の「衛星回
線終端装置COM-U」に，開発したモ

ジュールを実装し，装置としての性能を
確認します．続いて既存装置との接続
試験検証や衛星実験検証，さらにはオ
ペレーションシステムとの組合せ検証な
ど，システムとしての検証を実施し，次
期衛星通信システムとしての開発を完
遂する予定です．

本研究は，総務省委託研究「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」「動的偏波 ・ 周波数制
御による衛星通信の大容量化技術の研
究開発」の成果の一部を活用したもの
です．
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　災害対策，海底ケーブルのバックアップ，
携帯がつながらない海上での通信など，衛
星通信が唯一の通信手段となる重要な利用
シーンは確実に存在しており，NTT研究所
としては引き続き効率的な衛星中継器の利
用技術に関する研究を推進します．

◆問い合わせ先
NTTアクセスサービスシステム研究所
	 無線エントランスプロジェクト
	 衛星通信グループ
TEL	 ₀₄₆-₈₅₉-2₀₉₃
FAX	 ₀₄₆-₈₅₉-₄₃11
E-mail　yamashita.fumihiro lab.ntt.co.jp
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図 ₇ 　マルチチャネル ・ マルチキャリア信号伝送例

表　現行モジュールと高効率モジュールの諸元

現行GMM 高効率GMM
最大キャリア数 送受各2₅₆ 送受各2₅₆

キャリア分割方式 マルチレート
フィルタバンク方式 FFTフィルタバンク方式

周波数帯域幅 2₅.₆	MHz（最大） ₅1.2	MHz（最大）
最大同時通信チャネル数 送受各₆₄ 送受各₆₄
バースト送受信機能 送信のみ 送信・受信
変復調方式 BPSK,π/₄QPSK,OQPSK,QPSK BPSK,	QPSK,	₈PSK,	1₆QAM
ロールオフ率 ₀.2，₀.₃₅，₀.₄，₀.₅ ₀.2，₀.₃₅

現行TCM 高効率TCM

ブロックサイズ
（₃2，2₆）×（₃2，2₆），
（₆₄，₅₇）×（₆₄，₅₇）

いずれか固定

（₃2，2₆）×（₃2，2₆），
（₆₄，₅₇）×（₆₄，₅₇）

いずれか選択
イタレーション回数 ₅，1₀のいずれか固定 1～1₀のいずれか選択
最大総回線速度（bit/s） ₆.₄	M 2₅	M
最大多重チャネル数
（回線数） 2₅ ₆₄


