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あらまし 周波数共用の分野では，空き帯域推定および周波数管理のため，外部データベースの活用が 10年以上に

渡って検討されてきた．当初，本データベースに関する議論は既存の距離減衰モデルを用いた空き帯域推定に基づく

ものが中心であったが，近年の深層学習やクラウドセンシングの急速な発達に伴い，これらの技術を融合することで

周波数利用効率の改善を目指す動きも複数ある．そこで本稿では，周波数共用を対象とした，データ駆動型電波伝搬

推定の動向とその課題について述べる．周波数共用では既存の周波数利用者の通信品質保護が最優先となることから，

空き帯域の推定結果の誤差の取り扱いが鍵となる．ここでは特に観測誤差や伝搬特性の推定誤差に焦点を当てた課題

整理を行ない，今後本分野において実測データを活用する上で重要となりうる議論や関連する技術について概説する．
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Abstract In the field of spectrum sharing, spectrum database has been recognized as a practical enabler for es-

timating and managing the white spaces over the last decade. Such a database-aided white space estimation was

originally based on empirical path loss models; in contrast, with the recent rapid development of deep learning and

crowdsourcing, many researchers have actively discussed to combine the spectrum database and learning techniques.

This paper summarizes trends and challenges of the data-driven radio propagation estimation for spectrum sharing.

Because secondary users must not interfere with the primary users, it is crucial to take the property of the estimation

error into account the spectrum sharing design. Based on this background, we discuss technical challenges, caused

by measurement/estimation errors, and their countermeasures.
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1. は じ め に

枯渇する周波数資源の新規開拓に向け，既存の周波数割り当

て済み帯域のうち空間的・時間的に使われていない周波数を他

のユーザが動的に利用する周波数共用に関する議論が産学官に

渡って行われてきた [1]．2000年代の周波数共用の議論におい

ては，二次利用システムが通信の都度自身の電波観測機能を用

いて空き帯域を探索する，周波数センシングに関する議論が中

心であった [2]．一方，このような端末単体による空き帯域の

探索では，マルチパスフェージングやシャドウイングによる影

響からその推定精度に限界がある．加えて，二次利用システム

全体での利用周波数の傾向の把握が困難であるなど，実現に向

けては多くの課題があった．

これらの問題を簡易に解決するため，2000年代後半頃より外

部データベースの活用が検討されてきた [3]．本データベース

には，何らかの方法で推定された既存システムの空き帯域情報

が格納される．二次利用端末に通信開始前に本データベースへ

空き帯域を問い合わせるよう規定することで，端末のセンシン
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グ能力に依存せず空き帯域探索ができる他，データベース側で

二次利用者全体の周波数利用を集中制御できるといった利点が

ある．テレビ帯域において電波伝搬カーブに基づくデータベー

スが実運用されるなど [1], [4]，周波数共用における主要な周波

数管理方式として一定の地位を確立したといえる．

一方，それまでのデータベースにおける空き帯域および干渉

計算には理論もしくは経験則に基づく電波伝搬カーブが用いら

れてきた．このような手法は使用するモデルを周波数や適用環

境に応じて適切に選択することで空き帯域のおおよその傾向を

推定できるものの，シャドウイングのような局所的変動への対

応は困難である [5]．モデルを適切に選択してもなお実際の適

用環境とカーブの間で距離減衰係数に差が生じる可能性が残る

など，その精度には限界がある．周波数共用においては，既存

システムの通信品質保護が最優先事項である．そのため空き帯

域はこのような推定結果の不確定性に応じて保守的に見積もる

必要があり，結果的に，精度の劣化は二次利用者の周波数利用

機会の損失につながる [6]．

本データベースの推定精度を改善し，周波数利用効率を最大

化するため，近年，推定対象であるエリアにおける実測値を活用

する手法が盛んに検討されている．本手法では，予め周波数共

用エリアにおける既存システムの通信品質 (例えば受信電力)を

何らかの方法で観測し，データベースに格納する．データベー

スはこの結果に基づいて，該当エリアにおける空き帯域情報を

推定する．これにより電波伝搬特性の推定精度，および周波数

共用効率の飛躍的改善が期待できる．このような実測値に基づ

くアプローチは，もともと 2000年台後半頃よりテレビ帯域用

データベースを対象に，空間統計学の応用や距離減衰モデルの

チューニングを中心に議論されてきた手法である [7], [8]．近年

は，2010年台における機械学習の急速な発展に伴い，ニューラ

ルネットワークのような学習器を活用する議論も活発になされ

ている [9], [10]．

本稿では，周波数共用を対象とした，データ駆動型電波伝搬

推定の動向とその課題について述べる．上記のように，周波数

共用では既存の周波数利用者の通信品質保護が最優先となる．

そのため共用効率改善のためには，空き帯域の推定結果の精度

そのもののみならず，それがどのような特性を持つかなどを総

合的に考慮した上で周波数共用設計を行なうことが重要である．

一方，関連検討の多くは理想的な環境で観測されたデータセッ

トに対するピーク精度について論じるものが殆どであり，実際

の周波数共用要件を考慮すると、現時点では根本的な課題も多

い．ここでは特に観測誤差や伝搬特性の推定誤差に焦点を当て

た課題整理を行ない，今後本分野において実測データを活用す

る上で重要となりうる議論や，関連する技術について概説する．

なお，データ駆動型電波伝搬推定の議論は空間，時間，周波

数それぞれの軸で様々な議論がなされている．本稿では，これ

までのデータベース活用に関する主要な議論がテレビ帯域を対

象にしたものであったことから，空間軸に着目して述べる．

2. データ駆動型電波伝搬推定の概要

まず，データ駆動型電波伝搬推定の概要を述べる．図 1に概
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図 1 データ駆動型電波伝搬推定の例

要図を示す．本手法では，スマートフォンやWi-Fi端末，車両

の通信機能を電波環境の観測に活用する．移動時に周波数共用

帯域における受信電力値を測定し，観測位置や時間，周波数と

いった情報とともに自身のストレージに蓄積し，後日クラウド

にアップロードする．

端末が観測した受信電力値は通常，マルチパスフェージング

による瞬時変動の影響を含む他，観測位置の誤差を含む恐れも

ある．そこで，クラウド側では前処理としてこれら瞬時値を数

m-数十m四方のグリッドごとに平均化し，グリッド平均を学習

用データセットとして活用する．このような前処理を施すこと

により，通信カバレッジ推定において重要な情報である距離減

衰とシャドウイングを効率よく推定できる．その後，上記デー

タセットに対する曲線の当てはめやデータが存在しないグリッ

ドにおける受信電力値の空間内挿といった処理を施し，これら

を周波数共用設計に活用する．

なお，このような一般ユーザの端末を電波観測に活用する

同様の事例に，セルラにおける Minimization of Drive Tests

(MDT)がある [12]．これは携帯端末から通信品質のフィード

バックを受けることで各基地局の通信カバレッジを把握する技

術であり，オペレータ側での基地局管理のコストを削減するた

めに考案されたものである．既存システムへの干渉制約の有無

を除けば，周波数共用におけるデータ駆動型電波伝搬推定と理

論面で互換がある．

3. データ駆動型電波伝搬推定における精度の
限界

電波伝搬推定の精度改善を目指す上で，その基本的な限界の

把握が重要である．そこで，屋外環境におけるデータ駆動型電

波伝搬推定の，ある観点での精度限界について述べる．

あるユークリッド座標 x(∈ R2)および周波数 f [Hz]におけ

る，固定送信局からの瞬時受信電力を考える．屋外環境におい

て，この特性は次式のようにモデル化できる [11]．

P (x, f) = PTx − L(x, f) +W (x, f) + F [dBm] (1)

ここで，PTx は送信電力 [dBm]，L(x, f) は距離減衰 [dB]，

W (x, f)はシャドウイング変動量 [dB]，F はマルチパスフェー

ジングによる変動量 [dB]である．このうち L(x, f)とW (x, f)

は位置依存かつほぼ時不変であり，図 1に示したような位置ご

との平均受信電力値により推定可能である．一方，F の実現

値を推定するためには受信者からのリアルタイムでの何らかの

フィードバックが不可欠であり，過去の観測結果の統計情報の
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みでは不十分である．この点を踏まえると，観測エリア全体の

受信電力値をくまなく測定した場合のデータ駆動型電波伝搬推

定における瞬時受信電力値に対する平均二乗誤差 (RMSE: root

mean squared error)は次式で表せる．

RMSE =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

(
Pi − P̂i

)2

=

√√√√ 1

n

n∑
i=1

(Fi)
2 [dB] (2)

ここで，nは精度検証用の地点の数，Pi(i = 1, 2, · · · , n)は i番

目の地点における真の瞬時受信電力 [dBm]，P̂i はその推定値，

Fi は Pi に含まれるマルチパスフェージングの変動量 [dB]であ

る．あとは，マルチパスフェージングの統計的性質に応じて上

記 RMSEの限界が決まる．例えば受信信号が狭帯域かつ一度

の観測期間内に変動しないレイリーフェージングに従うと仮定

すると，Fi は真数領域で期待値 1の指数分布に従う．この点を

踏まえ n → ∞とすると，上記の RMSEは約 6.1 dBとなる．

なお，文献によっては，精度検証時の真の値をグリッド平均

値，すなわち PTx − L(x, f) +W (x, f)と定めている．この場

合の究極的な精度の限界は 0 dBとなる．

4. データ駆動型電波伝搬推定手法の分類

次に，関連する電波伝搬推定手法について述べる．ここでは，

グリッド平均の受信電力値群 (以下，データセット)から電波伝

搬推定を実現する手法を i) 古典的電波伝搬モデルに基づく手

法，ii) 空間統計に基づく手法，iii) 機械学習に基づく手法の 3

つに分類し，それぞれについて概説する．

4. 1 古典的電波伝搬モデルに基づく手法

最も簡易かつ古典的な手法は，伝搬特性に何らかの式を仮定

し，データセットに式中のパラメータを当てはめる手法である．

例えば，距離減衰特性に次のような式を仮定する．

L(d, f) = LC(f) + 10ϵ log10

(
d

d0

)
[dB] (3)

ここで，dは通信距離 [m]，LC(f)は周波数依存の減衰係数 [dB]，

ϵは距離減衰係数，d0 は参照距離 [m]を表す．最小二乗法を用

いて所有するデータセットに対する曲線の当てはめを行なうこ

とで，該当のエリアにおける距離減衰特性を精度良く推定でき

る [13]．また，データセットと最小二乗法を適用した後の曲線

間の対数軸での残差項の分散を算出することで推定結果の不確

定性を評価でき，そのまま周波数共用時の干渉マージン設計に

活用できる．

しかし，本手法は簡易かつ幅広く用いることができる一方，

シャドウイングのような局所変動までは推定できない．そのた

めシャドウイングの標準偏差を σ [dB]とすると，推定精度の限

界は (距離減衰 +シャドウイングを真の特性とし，マルチパス

フェージングを無視した場合)RMSE基準で σ となる．

4. 2 空間統計に基づく手法

観測エリアにおける平均受信電力値特性を精度よく推定でき

る手法に，クリギングのような空間統計に基づく手法 [14], [15]

がある．シャドウイングは，数十 m-数百 m程度の空間相関性

を有することが経験則的に知られている [16]．クリギングでは

この特性に着目し，未観測のグリッドにおける受信電力値を周

辺のデータセットへの加重平均により推定する．例えば，常ク

リギング (Ordinary Kriging)ではある観測地点 x0 における受

信電力値を次のように推定する．

P̂ (x0, f) =

N∑
i=1

ωiP (xi, f) (4)

ここで，N はデータセット数，xi は i 番目のグリッドの中心

位置を表す．ωi は i番目のデータセットに対する重み係数であ

り，
∑N

i=1 ωi = 1である．推定誤差の分散の最小化を目的に重

み係数を最適化することで，内挿地点近隣のデータには高い重

みを，遠方のデータには低い重みを与え，精度良く受信電力値

を推定できる．式 (4)は受信電力に対し直接加重平均を取る手

法だが，4. 1 節で述べた距離減衰特性の推定手法と組合わせ，

前処理でデータセット中のシャドウイング項を抽出した後 (ト

レンドの除去)，シャドウイングに対し上記のような加重平均を

適用することでより精度良く推定できる [17]．

クリギングはデータセットに定常的なガウス過程を仮定した

最適化であるため，シャドウイングの空間相関や距離減衰特性

が異方性を有する場合などは精度が劣化しうる．しかし，テレ

ビ帯域のような通信エリアが広い屋外環境においてはこれらを

加味してもなおほぼ最適な推定が実現でき，後述の機械学習に

基づく手法と同等の精度が得られるとの実験結果もある [17]．

なお，ここで紹介したクリギングは機械学習におけるノンパ

ラメトリック回帰であるガウス過程回帰と等価である [18]．そ

のため広義の意味では，クリギングも機械学習の一種といえる．

4. 3 機械学習に基づく手法

機械学習はデータセット内の規則を何らかの方法で学習し，

その結果に基づいて新たなデータの推定を行なう手法全般を表

わす．学習対象に式 (3)のような明示的な式を仮定せず，複雑

なデータに対しても，精度良く回帰や分類ができる [18]．

近年，電波伝搬の分野では，順伝搬ニューラルネットワーク

(FFNN: Feedforward Neural Network)に基づく手法によって

精度良く距離減衰特性をモデル化できるとの報告が多数なされ

ている [9],[19]～[24]．また，図 1に示したようなシステムでは，

グリッド平均の受信電力の可視化結果を平面画像とみなすこと

ができる．この点に着目し，畳み込みニューラルネットワーク

(CNN: Convolutional NN) のような画像処理分野における技

術を適用することで高精度な電波マップの構築を目指す検討も

活発に行われているなど [25]～[27]，多くの研究者によって注

目されている．

例として，任意の長さのパラメータベクトル w によって構

築される NNを考える．オンライン学習を仮定すると，NNで

は次式に示すような最適化問題を解くことで学習を実施する．

min
w

ED [l(D,w)] (5)

ここで，Dは長さN のデータセットベクトルであり，ED [·]は
D に対する期待値を表す．また，lは損失関数であり，電波伝

搬推定においては受信電力値に対する対数領域での平均二乗誤

差 (MSE: Mean Squared Error)が用いられる．確率的勾配降
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確
率

図 2 ブートストラップサンプリングの概要．所有するデータセット

からのリサンプリングと推定を繰り返すことで推定結果の統計

的性質を半解析的に評価できる．

下法 (SGD: Stochastic Gradient Descent) [18] や Adam [28]

のような確率的最適化アルゴリズムに基づく繰り返し演算によ

り，パラメータベクトル w を最適化する．

機械学習を用いた手法では，入力および出力情報を目的や

データセットが持つ特性に応じて適切に設計することが重要で

ある．例えば，入力層に受信位置を仮定すると，クリギングと

同様に任意の受信位置における空間内挿を実現できる [17]．ま

た，入力層を通信距離やアンテナ高，周波数により構成するこ

とで，(受信位置を入力した場合と比較して観測エリアにおけ

る内挿精度こそ劣化するものの)従来の経験則モデルと同様に

データセットの取得エリア以外でも活用できる [19]．

5. 周波数共用環境におけるデータ駆動型電波伝
搬推定の課題

前章で述べたように，データ駆動型電波伝搬推定には複数の

手法が存在し，現在も活発な議論がなされている．一方，特に

機械学習を用いた検討においては理想的な観測を行なったデー

タセットに対するピーク精度を目指す検討が中心であり，周波

数共用分野への応用に向けては根本的な課題も多い．そこで本

章では，周波数共用の要件とこれまでの議論を比べた上で課題

を整理し，それらの対策となりうる技術について述べる．

5. 1 推定誤差特性の把握の難しさ

通常，周波数共用において二次利用者は次式に示すような既

存システムの通信品質に対する共用要件を満足する必要がある．

s.t. Pr [SINR ≥ γd] ≥ 1− pout (6)

ここで，SINR は既存システムの信号対干渉ノイズ比 (signal-

to-interference-plus-noise ratio) の実現値，γd は所望 SINR，

pout はアウテージ確率である．このような要件を満足した上で

二次利用者側の通信機会 (例えば送信電力) を最大化すること

で共用効率を改善できるが，これの実現には電波伝搬特性の推

定誤差の統計的性質の理解が不可欠である．

一方，式 (5)からもわかるように，データ駆動型の電波伝搬推

定手法は所有データセットの範囲内で，いわばベストエフォー

ト的に特性を推定する．これは 4章で紹介したいずれの手法に

対してもいえることであり，多くの場合，実環境における正確

な推定精度は実運用してはじめて明らかとなる．データ駆動型

推定における関連検討のほとんどは推定精度のピーク値につい

て議論するものであり，これらの技術を周波数共用へ応用する

ためには，利用可能なデータセットにおける推定精度を評価す

る何らかの機構に関する議論が重要であると考えられる．

このような推定結果の評価を実現する手法に，ブートスト

ラップサンプリングに基づく手法がある．これは，所有する

データセットからのランダムサンプリングと推定を無数に繰り

返す手法である (図 2)．リサンプリングと推定，検証を繰り返

し，その結果のヒストグラムをプロットすることで，推定手法

の性質を解析的に導出できない場合でもサンプル数に対する推

定精度を見積もることができる [29]（注1）．

また，クリギングを用いた場合，一定の条件のもとで推定誤

差の確率分布を解析的に精度良く推定できる．クリギングは，

内挿誤差の分散を最小化するよう重み係数を決定する手法であ

る．最適化後に導出された分散値をそのまま誤差の分散として

活用することが可能であり，これに基づいて二次利用者の通信

パラメータを設計することで，データセット数が少ない場合で

あっても周波数共用要件を概ね満足できる [31]．

5. 2 観測値の生存バイアスによる既存システムの通信品質

の過大推定

これまでに紹介した電波伝搬推定に関する議論のほとんどは，

信号対雑音比 (SNR: Signal-to-Noise Ratio)が十分高い環境に

おいて高精度なスペクトラムアナライザを用いて観測したデー

タセットに基づくものである．一方，周波数共用設計を実施す

る上で重要となる特性は既存システムの通信エリア端における

通信品質である．つまり，本来高精度な電波伝搬推定を実現す

る必要がある領域は低 SNR領域であり，データセットの観測

系に対し，この影響と対策を検討する必要がある．

ここで，低 SNR領域で受信電力測定を行なった場合の電波伝

搬推定への影響の簡単な数値例を示す．ここでは，ある送信局

の受信電力を直線上で観測した際の最小二乗法に基づく距離減

衰特性の推定に関する評価を行なった（注2）．瞬時受信電力値の

特性に減衰係数 3の距離減衰と標準偏差 8dBの対数正規シャド

ウイング，および減衰量が一度の観測期間内で変動しないレイ

リーフェージングを仮定し，平均雑音電力-95dBmの受信機を

用いて通信距離 10m-1000mの間を 2m区切りで観測した．各

地点では，瞬時受信電力値の観測を 1,000回試みている．1回の

観測における受信信号は，誤り検出機能を具備したパケット長

128bit の二位相偏移変調 (BPSK: binary phase-shift keying)

に基づく信号とした．全ビットを誤りなく受信できた際にその

信号受信電力値を雑音の影響なくデータベースに登録でき，何

らかの誤りが生じた場合は観測失敗としてデータを破棄するも

のと仮定している．

図 3 に，電波観測および距離減衰特性の推定結果の数値例

を示す．ここでは位置ごとの真の平均受信電力とデータベース

（注1）：機械学習においては，バギング (bootstrap aggregating) [30] と呼ば

れる，ブートストラップとアンサンブル平均に基づく手法を用いることでアルゴ

リズムの安定性や精度を改善できることが広く知られている．

（注2）：本シミュレーションは，筆者らの先行検討 [32] に基づくものである．
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に格納されるグリッド内平均，真の距離減衰特性，そして最小

二乗法を観測データセットに適用した際に推定された距離減衰

特性を示している．平均受信電力値の散布図に着目すると，通

信距離が離れるほど観測結果が過大に推定されていることがわ

かる．これは，低 SNR領域ではパケットの復調失敗が生じや

すく，時々復調に成功したとしても，シャドウイングやフェー

ジングが電力を強める方向に作用したケースが殆どのためであ

る．結果，距離減衰特性も，本来の特性に対し過大に推定して

しまう．ここでは信号の復調に成功した場合のみ観測可能とし

たが，復調を試みない電力検出を用いる場合についても，観測

値に雑音項が加算されることから同様の傾向が得られる．

前述のように，周波数共用において重点的に推定すべきは既

存システムの通信エリア端における電波伝搬特性である．一方，

上記のような雑音の影響を考慮せずデータ駆動型の手法を実施

すると既存システムの通信エリアを過大評価することになり，

以下のような影響が表れると考えられる:

• 周波数共用規範を既存システムが定義する保護エリア端

における通信品質保護とした場合，既存システムに対し許容量

以上の干渉を与えることに繋がる．

• 二次利用者が推定した既存システムの通信エリア外での

み周波数の二次利用可能とした場合，既存システムの通信品質

こそ保護できるものの，二次利用者の通信機会を著しく損なう

ことになる．

このような観測値の生存バイアスに関する問題も，5. 1節で

述べた推定誤差の確率的保証の問題と同様，4章で述べたいず

れの手法にも共通する問題である．また，仮に通信距離が短い

(統計的に SNRが高い)領域におけるデータセットのみを使用

する場合，カバレッジ端における受信電力推定は外挿のタスク

に分類されることになる．通常，FFNNやクリギングが精度を

発揮できるのは観測を実施した領域内での推定 (内挿)であり，

このような外挿においては精度が極端に劣化する．いずれにせ

よ，観測値の取り扱い方や推定方法を別途検討することが重要

である．

このような問題に対しては，観測値に何らかのパターンを仮

定した事後処理によりある程度対策可能である [32], [33]．しか

し，文献 [32], [33]で提案されているような手法は距離減衰推定

に対する改善策であり，その精度には限りがある．実際は，該

当の周波数における受信電力の観測値以外の情報の活用が有用

な方針であると考えられる．

関連検討として，推定対象である送信局が使用できる低い周

波数において電波観測を行ない，その結果に基づいて本来の推

定対象である周波数における電波マップを構築するといった方

針が考えられる．屋外環境においては，シャドウイングが高い

周波数相関性を示すことが経験的にわかっている．この点に着

目し，予め広域で通信しやすい低周波数帯で観測を行なった後，

クリギングを拡張した周波数-空間補間によって観測値が得られ

ないエリアにおける受信電力値も精度良く推定できる [34]．ま

た，文献 [35]で提案されているようなレイトレーシングと実測

の併用も有効であると考えられる．

これまでのデータ駆動型電波伝搬推定に関する検討の多くは，

図 3 低 SNR 環境における距離減衰特性推定の例

空間内挿に着目したものであった．今後はこのような関連検討

も踏まえ，外挿のタスクに取り組むことが重要であると考えら

れる．

5. 3 観測端末間での個体差

最後に，端末間での観測値のばらつきについて述べる．デー

タ駆動型電波伝搬推定に関する多くの議論では，電波観測時に

式 (1)に示したような受信電力値を測定できると仮定している．

このような特性を直接観測するためには標準アンテナを用いた

上で端末の観測値を十分校正する必要がある．しかし，観測を

スマートフォンなどに委託する場合，その観測結果は端末の実

装方法や使用アンテナにより大きく異なる他，同一機種であっ

ても，観測結果に数 dB程度の個体差が生じうる [36]．実際に

は観測時の使用者による端末の遮蔽や受信角度のずれによって

受信電力が大きく減衰しうるなど，報告結果の信頼度について

は一考の余地がある．

端末の個体差のみであれば，無数の端末からの結果を集約し

た上でそれらの期待値を取る等で一定量対策可能である [36]．

しかし，後者の問題に対する検討は筆者の知るところ現時点で

皆無であり，周波数共用への応用に向けた大きな課題であると

考えられる．

本問題は，受信結果のずれの傾向の確率特性をモデル化する

ことで補償可能であると考えられる．今後はこのような特性の

実験的検討も，方針の 1つとして挙げられる．

6. お わ り に

データ駆動型電波伝搬推定の動向と，周波数共用への応用を

検討した際に想定される課題の整理を行なった．年々，実測値

を活用することで伝搬推定の精度を飛躍的に改善できるとの報

告が増えている．セルラやWi-Fiのような自システムの効率化

を目的とした場合はこれらの議論で十分な場合がほとんどであ

る．一方，周波数共用において，既存システムの通信品質保護

と二次利用者の通信機会確保を両立するためには，理想的な条

件下で得られたデータセットに対するピーク精度を議論するの

みでは不十分と考えられる．今後は，観測系から伝搬特性の推

定手法，その結果に基づく既存システムの通信品質保護までの
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一連の設計に関する議論がデータ駆動型の手法の実用化に向け

た鍵となる．

なお，筆者は現在，4. 2節で紹介したクリギングに基づく電

波マップ構築に関する Pythonコードを MITライセンスのも

と GitHubで公開している [37]．5章で述べた各種課題は，本

ソースコードの電波観測方法や誤差の評価方法を改変する形で

再現可能である．本稿や本ソースコードが，これらの研究に係

る研究者の一助になれば幸いである．
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