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無線局数が全国で１億局を突破 

携帯電話１台１局で無線局１億突破、３０

年で１００倍 

 総務省は２日、免許を受けた無線局が、７月末現在

で１億１６０万局となり、１億局の大台を突破したと発

表した。 

 １９７５年には１２１万局だったが、携帯電話の普及

により３０年間でほぼ１００倍に増えた。 

 無線局は、携帯電話の端末と基地局だけで約９８３

３万局にのぼり、全体の約９７％を占める。アマチュア

無線は５８万５００２局、放送局は２万４１９２局などだ。 

 電波法が施行された１９５０年当時は、無線は船舶

などの利用が中心で、局数は５１１８局に過ぎなかっ

たが、「ケータイ」の登場が事情を一変させた。 

無線局数の主な内訳 

 

無線タグ付きナンバープレート 

すべての車が追跡可能に？ 無線タグ付き

ナンバープレート 

 イギリス政府は、新たなハイテク・ナンバープレート

のテスト運用準備に取りかかっている。 

 （http://www.wired.com/news/images/0,2334,6842

9-18594,00.html） 

このナンバープレート(写真)にはマイクロチップが

搭載されていて、90 メートル以上離れたデータ読み

取り機にも、車両固有のナンバーなどのデータを無

線で飛ばすことができる。 
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 米政府当局者らは、イギリスでの試みをじっくりと注

視していくつもりだとしている。車の電子的追跡を可

能にする RFID タグ(無線タグ)組み込みナンバープレ

ートのテスト運用は、米国でも検討されている。 

 「是非とも、RFID タグ付きナンバープレートをテスト

してみたいと思っている」と語る

のは、米国交通管理協会(AA

MVA)会長でテキサス州交通局

の車両登録部長、ジェリー・ダ

イク氏。 

 

（http://www.dot.state.tx.us/v

tr/default.htm?pg=bio） 

 

 

 英ヒルズ・ナンバープレーツ社製の『 http://www.e

-plate.com/ イープレート』(e-Plate)のように、電波を

発信する、いわゆる「アクティブな」RFID タグは、内蔵

バッテリーを備え、小売店の在庫管理用の小型の

「パッシブ」タグよりもデータを遠くに飛ばすことができ

る。 

 米国の道路ではすでに、限定的ではあるがアクティ

ブ RFID が利用されている。米国土安全保障省は新

プログラムの下で、入国してくる貨物車両や乗用車向

けに RFID タグを発行している。 

 アクティブ RFID は、米国の自動料金支払(ETC)シ

ステムでも使用されていて、登録運転者は無人の料

金所をゆっくりと通過する際に自動的に課金される。

サンフランシスコ湾岸地域の ETC システム『ファストラ

ック』では、料金所以外にもデータ読み取り機が置か

れ、地区ごとの http://traffic.511.org/ 通過所要時

間を知ることができる。 

 RFID 推進派は、RFID の義務化と全面使用は、道

路を使うテロ攻撃の脅威への対抗手段として必然的

な方向であり、同時に保険加入や車両登録をごまか

している者をあぶり出すことにもなるだろう、と訴える。 

 「車両登録や保険加入の状況の検証から子供の誘

拐情報配信まで、(イープレートは)あらゆることにおい

て絶大な効果が見込める」と、AAMVA のダイク氏は

語る。しかし、RFID ナンバープレートは通常のナンバ

ープレートより 10 倍以上も値段が高いため、米国で

テストを行なう際には、州知事や州議会からの強い支

援が必要だと、ダイク氏はつけ加える。毎年、テキサ

ス州で登録される 400 万から 450 万台の車両すべて

に対して「イープレートのテストを実施できるようにな

るまで、あと数年かかるだろう」 

 一方、プライバシー擁護派は、このハイテク・ナンバ

ープレートに乗り気ではない。 

 「RFID ナンバープレートは、あまりにも容易に隠れ

た監視ツールになりうる」と、自由主義系シンクタンク

のケイトー研究所の情報研究部門責任者で米国土

安全保障省データプライバシー保全諮問委員会の

委員も務めるジム・ハーパー氏は話す。 

 ETC システムでは、いったん決済処理の済んだ車

はデータベースの中で「匿名化」されるため、市民的

自由の擁護者たちもこれに反対はしていない。しかし、

情報をのどから手が出るほどほしがっている政府が、

そうしたプライバシー保護基準を利用するのではな

いかと、彼らは疑っている。法執行側の視点からすれ

ば、「いかなる場合でもプライバシーを守る理由など

ないのだ」と、 http://www.eff.org/ 電子フロンティア

財団の上級スタッフ弁護士、リー・ティエン氏は言う。 

 光学的文字認識(OCR)でナンバープレートを読み

取るカメラの精度が 75～90％であることに比べれば、

アクティブ RFID は大変大きな進歩だと、カナダでイ

ープレートを扱う EVI マネージメント・グループ社のマ

イケル・ウルフ社長は語る。 

 イギリス運輸省は先週、マイクロチップ搭載ナンバ

ープレート(イギリスではこう呼ばれる)に正式なゴーサ

インを出した。テスト運用は今年中に始まると見られる。

イギリス政府は詳細について固く口を閉ざしているが、

テストに参加の意志を表明しているあるメーカーは、

手始めに警察用車両に高性能プレートを付けること

から始まることになるだろうと話す。 

 テストのポイントは、マイクロチップでナンバープレ

ートの改竄(かいざん)や複製に歯止めがかかるかどう

かだ、とイギリス運輸省のイアン・ウェラー＝スキット報

道官は話す。 

 ロンドンでは、混雑する時間帯に市の中心部に入る

車両に対して課される http://www.cclondon.com/ 

渋滞税から逃れようと、多くの通勤者が偽のナンバー

プレートを使っている。 

 

「ようこう」の消滅 

太陽 X 線観測衛星「ようこう」（SOLAR-

A）の大気圏再突入結果について 

  旧文部省宇宙科学研究所（現宇宙航空研究開発

機構）が平成 3 年 8 月 30 日に内之浦宇宙空間観測

所から M-3S-II 型ロケット 6 号機により打上げた太陽

X 線観測衛星「ようこう」（SOLAR-A）は、米国 SSN

（注）の情報によりますと、平成 17 年 9 月 12 日 18 時

16 分ごろ、南アジア上空(北緯 24 度、東経 85 度付
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近)において大気圏に再突入して、軌道上から消滅し

たことが確認されました。 

 なお、事前の解析により、「ようこう」の構成物は再突

入した際に焼損して消滅し、地上に落下してくること

はないとされておりました。 

 
 

ＵＷＢ無線通信 

パソコンと周辺機器との接続で最も使われ

ているＵＳＢにも無線化が起こりそうだ。 

 ５月25日、米インテルや米マイクロソフト、ＮＥＣエレ

クトロニクスなどが中心となり、新規格「ワイヤレスＵＳ

Ｂ」の仕様を決めた。ＮＥＣエレクトロニクスでは、これ

に対応したＬＳＩを年内に製品化する予定だ。 

 ワイヤレスＵＳＢとは、パソコン側と周辺機器側にチ

ップを取り付け、お互いを近づけるだけで通信が可

能となるシステム。パソコンと周辺機器との距離が３メ

ートル以内ならば、ＵＳＢ２・０と同じ４８０Ｍｂｐｓ、10 メ

ートル離れても１１０Ｍｂｐｓで転送できる。近距離の無

線通信で数多く使われている規格、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈが最

大１Ｍｂｐｓなので、データ通信量が飛躍的に上がる。

これまでキーボードやマウスなどのワイヤレス化だけ

だが、今後はプリンターなども無線ＬＡＮを設置せず

に扱えるようになる。複数の周辺機器とつなぐときも、

コードで接続していた場合と違い、ハブの必要がな

い。１つのパソコンから最大１２７台も同時に接続でき

る。 

 通信で使う電波は、ＵＷＢという新方式。消費電力

が、無線ＬＡＮ機器の約４分の１なので、バッテリー消

費が少なくて済む。 

 ＵＷＢは現在の電波法では認められていない。電

波の帯域を広く使うので、ほかの無線と干渉するかも

しれないためだ。しかし、影響も小さく、法改正への

動きもあるので、開発の支障にはならないようだ。 

 セキュリティー面は、パソコンにつなぐ周辺機器を１

度認証させる設定をすることで接続できるようにする。

これで、むやみにパソコン内には入れない。 

 邪魔だった配線から解放される日は遠くない。 

 

■UWB は「究極のスペクトラム拡散」方式  

 いつものように UWB の辞書的な定義を考えてみると、

これはその名の通り「従来の無線通信に比べて非常に

広い帯域を利用する無線通信」と呼ぶしかないだろう。

従来の無線通信では、電波を狭い帯域に高出力で飛

ばすことで通信を実現していたのに対し、UWB では逆

に非常に広い帯域に低出力で電波を飛ばす。UWB の

電波の出力レベルは、グラウンドノイズ（宇宙線など、自

然界に元々存在する電波が原因のノイズ）と同じぐらい

に抑えても通信が可能になる、というのが売りの 1 つだ。

  では、なぜそのような低出力で通信が可能になるの

か。そこで使われる技術が「スペクトラム拡散」だ。スペク

トラム拡散は、すでに IEEE 802.11b などの無線 LAN や

携帯電話の CDMA 技術などで広く使われている。デジ

タル信号を一度電波（搬送波）に乗せた上で、その信号

を元の電波よりも広い帯域幅に拡散させて送信し、受信

側でその拡散した電波を元の搬送波の形に戻すことで

通信を可能にする技術のことだ。  

 ただし、既存の無線 LAN などでは拡散する帯域幅が

数 MHz 程度であるのに対して、UWB ではその幅は最

大で数 GHz にも達する。スペクトラム拡散方式には、元

の搬送波（ベースバンド信号）に対して拡散後の帯域幅

の比率が大きいほど、通信を行なうのに必要な電波の

出力を下げられるという特徴がある。UWB は、その特徴

を究極まで突き詰めて利用した、いわば「究極のスペク

トラム拡散」方式ということができる。また帯域幅が広いと

いう点は通信速度を上げる点でも有利であり、既に Intel

などは UWB を利用して数 Gbps 程度の通信が可能であ

ることをシミュレーションで確認しているという。  

 ここまで見ると UWB はいいこと尽くめのように聞こえる

が、もちろん UWB にも弱点はある。それは「通信距離が

短い」ことだ。UWB は電波の出力が非常に低いため、

電波の飛ぶ距離は非常に限られ、一般的には送信アン

テナから半径 10m 程度が通信できる限界だと言われて

いる。また距離が通信速度に与える影響も大きく、後述

する MB-OFDM 方式の UWB システムの場合、距離が 3

m で最大 480Mbps の通信が可能なものが、距離が 10m

になると速度は最大 110Mbps に低下するという。そのた

め UWB は主に「同一の部屋内での高速通信」用途に

使われるのではないか、と見る関係者がほとんどだ。  

 ところで「非常に広い帯域」といっても、実際 UWB と呼

ばれるためには最低どのぐらいの帯域幅を使う必要が

あるのか、という疑問を持たれる方もいると思うが、これ

には FCC が明確な答えを出している。FCC の基準によ

れば、ある無線通信システムが UWBとして認められるた

めには、以下の 2 つの条件のどちらかを満たさなければ

ならない。  

10dB 比帯域幅が中心周波数の 20％以上  

帯域幅が 500MHz 以上  

 また現在の FCC のルールでは、UWB 用に使用できる

帯域は「3.1～10.6GHz」の間に限られているため、それ

に従うと帯域幅は最大でも 7.5GHz ということになる。  

 

■異なる 2 方式が独自に標準化を行なう方向へ  

 UWB は電波の出力レベルがノイズ並みのため、他の
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無線通信システムにほとんど影響を与えることなく高速

通信が可能という特徴を持つ。このことから、以前から関

係者の間では注目を集めていたが、2002年の米国での

規制緩和が引き金となり、多くの企業が UWB を利用し

た製品の本格的な開発に着手。それに伴う形で、IEEE

における UWB システムの標準化も始まった。UWB も当

初は様々な規格が乱立していたが、標準化作業が進展

するに伴い、現在はほぼ 2 つの規格に集約されている。 

  規格の 1 つは Motorola や NICT（情報通信研究機

構）らが推す「DS-UWB（Direct Sequence UWB）」方式

（DS-CDMA 方式と呼ぶこともある）。この方式はデジタ

ル信号を 3.1～4.85GHz、6.2～9.7GHz の 2 バンドに分

けてそれぞれ拡散を行ない、最大 1,320Mbps での通信

が可能という方式。DS-UWB 陣営の関係者によれば、こ

の方式はそのシンプルさ故に 1 チップ化で有利な立場

にあるほか、省電力という点でも有利だという。  

 これに対して、Intel らが推進するのが「MB-OFDM（M

ultiband OFDM）」方式だ。こちらは FCC が認める UWB

の帯域幅を 528MHz 単位で 14 のサブバンドに分割し、

それぞれのサブバンド内で通信を行なうという方式で、

最大通信速度は 480Mbps となっている。Intel はこの方

式を推す理由について「802.11a など UWB の帯域に含

まれる既存の無線通信との干渉を考慮した場合、今後

新たな方式が登場してきた場合でも MB-OFDM 方式で

はその部分のサブバンドを off にすることで混信を回避

できる」「米国以外では依然として UWB に対してどの帯

域の利用が認められるかが不透明だが、国によってUW

B 用の周波数帯が異なっても、利用するサブバンドを変

更することで対応が容易」という点などを挙げている。ま

た省電力化や 1 チップ化の面でも DS-UWB と遜色がな

いとする。  

 当初は IEEE 802.15.3a において UWB の方式の一本

化が図られる予定だったが、この 2 陣営が対立した結果、

どちらも IEEE での標準化に必要な 75％以上の賛成を

得られていない。そのため、現時点では両陣営とも独自

に規格の標準化作業を進めているほか、最終製品への

採用を巡る働きかけも盛んだ。MB-OFDM 方式を推す

「Multiband OFDM Alliance（MBOA）」では、2004 年 11

月に物理層のプロトコルの標準化を完了しているほか、

ワイヤレス USB や FireWireless（IEEE 1394 の無線版）

などが IEEE での標準化の動向に関わらず MB-OFDM

方式の UWB を採用することを決めるなど、規格面では

MB-OFDM 方式の方がやや先行している感がある。一

方で DS-UWB 陣営は、2004 年 8 月に FreeScale の U

WB チップセットが FCC に初の UWB 製品として認定さ

れるなど製品化の面で先行しており、どちらが主導権を

握るかはまだ甲乙付けがたい。  

DS-UWB 方式の利用周波数  MB-OFDM 方式の利用

周波数   

■現時点では日本では事実上利用不可、早期の規制

緩和に期待  

 さて、UWB を搭載した製品が実際に登場したとしても、

今のところ日本ではその製品を利用する場合には個別

に無線局の免許を総務省から得なければいけない。こ

れでは一般消費者が気軽に UWB 製品を利用するとい

うわけにはいかないため、米国と同様に日本においても

UWB の利用が広く認められる必要がある。  

 そこで日本でも総務省の情報通信審議会の中に「UW

B 無線システム委員会」が設けられ、現在も検討が続け

られているが、今のところ具体的な結論は出ていない。2

004 年 3 月に出された中間報告を見ても、アマチュア無

線や電波天文といった分野だけでなく、携帯電話や衛

星放送などに対しても影響が出る可能性があるとの指

摘がなされており、場合によっては高速電力線搬送（PL

C）などと同様に導入が先送りされる可能性も否定でき

ない。  

 ちなみに今回は通信用途の UWB についてのみ解説

してきたが、UWB は他に車載レーダー等の用途でもそ

の利用が有望視されており、そちらの分野でも開発が

着々と進められている。このように様々な分野での応用

が期待されている技術だけに、何とか既存機器との干

渉問題を早期に解決し、実製品の登場と同時に利用が

できる環境が整うことに期待したい。  

 

南極のオーロラの画像 

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は１６日、地球磁気圏観

測衛星が１１日に撮影した南極のオーロラの画像を

公表した。 

 今月７日から９日にかけて太陽で大規模なフレア

（爆発現象）が多発した影響と見られ、南極大陸上空

に、緑色の巨大な輪がかかっている神秘的な様子が

はっきり写っている。 

 ７日の太陽フレアは観測史上５番目という大きなも

のだった。ＮＡＳＡ当局者は「地球上での生活に深刻

な影響を及ぼすものではないが、今月末にかけて、

衛星通信のトラブルや、電波障害が予想される」とし

ている。 

 

観測衛星が１１日に撮影した地球のオーロラ＝ＮＡＳ

Ａ提供 

 


