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あらまし 近年，第 5世代移動通信システム (5G)に向けた開発が進められている．5G導入後は 4Gまでの端末が多
数存在するが，管理下の無線ノードの干渉を制御し，ネットワーク全体の通信量を最大化するコンセプトが提案され

ている．このような多数の IoT端末が存在する環境での基礎検討として，端末側の伝搬特性を把握するための検討を
進めている．本研究では，様々な環境が想定される中でスマートフォン，無線 LAN等の無線通信機器が主に屋内で使
用されていることに注目する．これまでの研究では，電波が屋外から屋内に入る環境において，垂直面の角度の違い

による伝搬損失をを評価した．本報告では，多数の IoT機器の使用が想定される 0.9/2.4/5.1 GHz帯において屋外か
ら窓を経由して屋内に電波が侵入する際の損失（屋内侵入損）特性を比較し，垂直面だけでなく水平面におけるを考

慮した屋外から屋内への入射角の違いによる，0.92，2.425，5.12 [GHz]における屋内侵入損特性を示す．
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Abstract Recently, the next generation (5-th generation: 5G) mobile communication systems have been actively
investigated all over the world. Various systems exist when considering the microwave bands after the introduction
of 5 G systems. Hence, the propagation characteristics when considering the interference among the systems is very
important. In this study, we focus on the fact that wireless communication devices such as smartphones and wireless
LANs are mainly used indoors in various environments. In previous studies, we evaluated the propagation loss due
to the difference in the angle of the vertical plane in the environment where radio waves enter from outdoors to
indoors. In this report, we compared the loss characteristics (outdoor to indoor penetration path loss) when radio
waves enter indoors from outside through windows in the 0.9 / 2.4 / 5.1 GHz band where many IoT devices are
expected to be used. We show the outdoor to indoor penetration path loss characteristics at 0.92, 2.425, and 5.12
[GHz] due to the difference in the incident angle from outdoor to indoor considering the horizontal plane not only
the vertical plane.
Key words radio wave propagation，propagation loss，0.9/2.4/5.1 GHz band，outdoor to indoor penetration path
loss，incident angle

1. ま え が き

近年，スマートフォンやタブレット端末といった無線通信機

器が普及している．また，スマートメーターやセンサネット

ワークなどの IoT (Internet of Things) 機器などの無線接続を
行う新たな技術が進展している．さらに，通信容量の増大可能

な第 5世代移動通信システム (5G)の研究も進み [1], 今後もさ
らなる無線技術の発展が見込まれる. しかし, 無線機器の普及
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による通信トラヒック量の増加に伴い, 受信感度が高い無線シ
ステムなどは電波雑音や電波干渉の影響を大きく受ける可能性

が懸念されている. 一方で, 無線通信端末が多数存在する環境
で端末の伝搬特性を把握することができれば, 干渉量を制御し,
限られた周波数帯域での伝送速度の向上が可能となる. 著者ら
は管理下の無線ノードの干渉量を制御し，ネットワーク全体の

通信量を最大化するコンセプトを提案している [2] [3]．このた
めには，各周波数帯において様々な環境に応じた厳密な受信電

力の把握が必須である．

移動通信における受信電力，すなわち伝搬路の伝搬損失を推

定するモデルとして，奥村-秦式，Wolfish・池上モデル, ITU-R
P1238等が提案されている [4]– [9]．これらのモデルは屋外かつ
高所に基地局，低所に端末が設置されることを想定したモデル，

もしくは屋内に限定した伝搬モデルである．一方，現在では膨

大な無線端末が使用され, 同一および隣接チャネルによる干渉
が存在していることから，当時に想定していた伝搬環境とは大

きく異なる．また，端末は屋外だけでなく屋内にも設置される

ため，屋外・屋内間，様々な置局条件での伝搬特性が考慮され

るべきである [10]．そこで，屋外と屋内を総合的に評価できる
伝搬モデルや干渉量を推定する手法も提案されている [10] [11]．
著者らは，多数の IoT端末が存在する 0.9/2.4/5.1GHz帯を考
えた場合に，垂直面の入射角度を考慮して，屋外から窓を経由

して屋内に電波が侵入する際の損失（以下，屋内侵入損と呼

ぶ）を評価し，周波数特性や屋内区間の伝搬損失をモデル化し

た [14]．
本報告では，[14]を拡張することを目的として，屋内侵入損
を水平面だけでなく水平面も考慮したモデルを構築するための

伝搬試験を実施し，その結果について報告する．具体的には，

0.9/2.4/5.1GHz 帯における周波数特性や，垂直面と水平面の
入射角度を考慮した屋内侵入損について考察する．以下，本稿

の構成を述べる．2．では，屋外-屋内伝搬侵入損失の測定法と
本報告における屋内侵入損の定義について説明し．3．では，
測定結果から解析して得られた屋内侵入損特性を評価する．4．
では，本報告のまとめを示す．

2. 屋外-屋内伝搬侵入損失の測定と定義

2. 1 測 定 環 境

屋外-屋内伝搬侵入損失の測定は新潟大学内の敷地内の図 1に
示すような場所で行った．また，測定環境を上から見た時の図

を図 2に示す．図 1にあるように送信側の装置を赤い直線で囲
まれている部分の 1F, 2F, 4F, 6F, 8Fに設置して，受信側の装
置は青い直線上を移動する測定車に載せてアンテナは測定車の

上に設置した．送信側の階層 1，2，4，6，8Fの 0 [m]地点に対
する各コースの垂直方向の入射角を表 1に示す．図 2に示すよ
うに青い直線の中で送信側の建物に近い順に Course1, 2, 3, 4
と定義し，TX側の建物の 0 [m]地点との距離はそれぞれ 11.5,
19.5, 35.5, 50.5 [m] である．水平方向の入射角を図 2にあるよ
うに送信側の 0 [m]地点から受信側が移動する直線上に対する
垂線と受信側のアンテナと送信側の 0 [m]地点を結ぶ直線のな
す角と定義する．今回の測定では 0.92，2.425，5.12 [GHz]の周

波数帯で測定を行った．測定は以下の手順で行った．送信装置

を設置した建物の廊下の受信側に近い方の窓の位置を 0 [m]地
点として 送信機を 0 [m]から 3 [m]ごとに移動して 27[m](1F
のみ建物の構造の関係上 21 [m]) 地点まで移動して，図 1 に
ある赤い直線上を受信機を載せた測定車が等速で移動するこ

とで水平方向の入射角度 ϕ (Course1 : 0 < ϕ < 63.2. [deg.],
Course2 : 8.1 < ϕ < 49.4 [deg.], Course3 : 0 < ϕ < 32.7.

[deg.], Course4 : 0 < ϕ < 24.2. [deg.]) に対する受信電力を測
定した．測定諸元を表 2に示す．

図 1 測 定 環 境

図 2 測定環境 (上から見た図)

表 1 送信側の各階層に対する各コースの

垂直方向の入射角 [deg.]

1F 2F 4F 6F 8F
コース 1 0 16 32 43 52
コース 2 0 10 20 29 37
コース 3 0 5 11 17 22
コース 4 0 4 8 12 16
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表 2 測定のパラメータ諸元

parameter value
アンテナ数 1
アンテナの種類 スリーブアンテナ

送信信号 CW
送信電力 20 [dBm]

サンプリング周波数 6 [kHz]
中心周波数 0.92, 2.425, 5.12[GHz]

2. 2 測定結果と解析方法の定義

図 3～5 に 0.92，2.425，5.12 [GHz] について送信側の階層
が 1F，屋内区間の距離が 0，6，12，18 [m]であり，受信側が
コース１の場合の水平方向の入射角に対する規格化受信電力を

示す．また，図 6～8に 0.92，2.425，5.12 [GHz]について送信
側の階層が 1F，水平方向の入射角が 0，15，30，45 [deg.]で
あり，受信側がコース１の場合の屋内区間の距離に対する規格

化受信電力を示す．この解析では，自由空間伝搬損失の影響を

考慮するために各データにおける受信電力:yb を各周波数の波

長:λ，送受信距離:drt を用いて式 (1)のようにデータを補正し
て補正後の受信電力:ya を算出した．送受信距離:drt は，受信

側のアンテナと送信側の 0 [m]地点までの距離と送信側の装置
の屋内区間の距離の和とした．

ya = yb + 20 log10
4πdrt

λ
(1)

また，規格化受信電力は式 (1)で補正した後の各周波数の最大
受信電力が 0 [dB] になるように周波数ごとに受信電力を規格
化した．図 3～5に示すようにいずれの周波数帯においても水
平方向の入射角が増加すると受信電力が減少していることが確

認できる．また，図 6～8に示すようにいずれの周波数におい
ても水平方向の入射角が 0，15 [deg.]の場合は屋内区間の距離
の増加に対して受信電力は減少量が小さいが，水平方向の入射

角が 30，45 [deg.] の場合は屋内区間の距離が増加するにつれ
て受信電力が減少する傾向が 0，15 [deg.]の場合と比較してよ
り顕著に表れていることが確認できる．

3. 屋内侵入損の評価

屋内区間の距離に対して生じる付加損失の増加の度合いを表

す変数を損失係数:γ とする．測定で得られた規格化受信電力 y

[dB]として，式 (2)を用いて屋内区間の距離に対する付加損失
L [dB]を算出した．屋内区間の距離を d [m]として，最小二乗
法を用いて式 (3)のように常用対数の回帰曲線に近似した．ま
た，β は本来周波数によって定まる固定値であることからこの

解析では 0 [dB]とした．γ は式 (4)を用いて各送信階層におけ
る各コースにおいて入射角 0.1 [deg.]ごとに求めた．また，式
(4)における各パラメータは，N がある送信階層におけるある

コースの該当する角度のデータ数，Li が i番目データの付加損

失，di が i番目のデータの屋内区間の距離である．

L = −y [dB] (2)

L = γlog10(d + 1) + β [dB] (3)

図 3 TX1F-コース 1|水平方向の入射角に対する受信電力 (0.92 [GHz])

図 4 TX1F-コース 1|水平方向の入射角に対する受信電力
(2.425 [GHz])

図 5 TX1F-コース 1|水平方向の入射角に対する受信電力 (5.12 [GHz])

γ =
∑N

i=1 Li∑N

i=1 (log10(di + 1))
(4)

各測定地点ごとの入射角を，式 (4)を用いて求めた γ の値に

対して最小二乗法を使用した回帰直線を式 (5)を用いて近似を
行った．その結果を送信階層が 1F，2F，4F，6F，8Fで，受信
側がコース 1の場合の水平方向の入射角に対する損失係数:γ を
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図 6 TX1F-コース 1|屋内区間の距離に対する受信電力 (0.92 [GHz])

図 7 TX1F-コース 1|屋内区間の距離に対する受信電力
(2.425 [GHz])

図 8 TX1F-コース 1|屋内区間の距離に対する受信電力 (5.12 [GHz])

図 9～13に示す．回帰直線のパラメータを 0.92 [GHz]，2.425
[GHz]，5.12 [GHz] の順に表 3，4，5 に示す．各表の a，b は

それぞれ，式 (5) における a，b であり R は相関係数である.
また，送信側の階層が 1F，屋内区間の距離が 0 [m]，受信側
のコース 1であるときの水平方向の角度に対する 0.92, 2.425,
5.12 [GHz]の水平方向の角度に対する式 (1)を用いて補正を行

う前の受信電力を図 14に示す．

γ = aϕ + b (5)

図 9 TX1F-コース 1|水平方向の入射角に対する損失係数

図 10 TX2F-コース 1|水平方向の入射角に対する損失係数

図 11 TX4F-コース 1|水平方向の入射角に対する損失係数

表 3 回帰直線の各パラメータ (0.92 [GHz])

測定環境 1F 2F 4F 6F 8F
a 0.52 0.44 0.20 0.075 -0.021
b 3.30 10.5 28.3 36.8 40.1
R 0.97 0.97 0.83 0.63 0.25
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図 12 TX6F-コース 1|水平方向の入射角に対する損失係数

図 13 TX8F-コース 1|水平方向の入射角に対する損失係数

表 4 回帰直線の各パラメータ (2.425 [GHz])

測定環境 1F 2F 4F 6F 8F
a 0.43 0.13 0.13 -0.024 0.038
b 7.66 21.4 26.0 36.6 34.0
R 0.97 0.80 0.70 0.26 0.41

表 5 回帰直線の各パラメータ (5.12 [GHz])

測定環境 1F 2F 4F 6F 8F
a 0.39 0.16 -0.002 0.025 -0.040
b 16.1 24.2 33.6 34.9 37.1
R 0.95 0.89 0.022 0.35 0.25

表 3～5 と図 9～13 に示すように，送信側の階層が 1F，2F
の場合は相関係数:R の値が各 3 周波数で高いことからこの場
合は水平方向の入射角:ϕ に対して，損失係数:γ が直線関数に
従って増加していることが確認できる．このような損失係数:γ
が水平方向の入射角:ϕに対して直線関数の強い傾向がある場合
は，水平方向の入射角が小さい場合は屋内区間の距離が深くて

も直接波が届くことから損失係数が小さいと考えられる．入射

角が大きくなるにつれて屋内区間の距離に対して直接波は届き

づらくなり受信している電波に反射波，回折波が含まれるため

であると考えられる．また，反射波，回折波も入射角が増加す

ると反射回数の増加による損失，回折するときに生じる損失が

それぞれ大きくなると考えられることから，入射角が増加する

と反射波，回折波も著しく減衰するため距離に対する受信電力

が低下し損失係数が増加すると考えられる．

図 14 TX1F-コース 1_0m|水平方向の入射角に対する
3 周波数帯の受信電力

また，図 9～13に示すように，送信階層が 6，8Fの場合は
水平方向の入射角が増加しても損失係数が 1，2Fの場合と比較
して増加量が少ない．これは，送信階層が 1，2Fの場合はコー
ス 1に対して垂直方向の入射角がそれぞれ 0，16 [deg.]と小さ
いことから，上記で述べたように水平方向の入射角が小さい場

合は直接波受信しており，水平方向の入射角が増加するにつれ

て屋内区間の距離に対する損失が大きくなるためであると考え

られる．しかし，送信側の階層が 6，8Fの場合はコース 1に対
して垂直方向の入射角がそれぞれ 43，52 [deg.]と高い値であ
ることから水平方向の入射角と屋内区間の距離がともに小さい

値でもすでに直接波が届いておらず，回折波もしくは反射波を

受信していると考えられる．そのため，水平方向の入射角が増

加しても受信する回折波と反射波が大きく変化しないと考えら

れるため，自由空間伝搬損失の影響を考慮すれば屋内区間の距

離が増加しても付加損失は大きく増加しないと考えられる．

図 9～13に示すように，送信階層が 1Fの場合は 0.92, 2.425,
5.12 [GHz] と周波数が高くなる順に水平方向の入射角に対す
る付加損失が増加していることが確認できた．一方，他の送信

側の階層で各周波数による明確な差異が見受けられないことか

ら，水平方向の入射角に対する電波が屋内区間に入ってからの

付加損失は 0.92，2.425，5.12 [GHz]の間では大きく変化しな
いことが明らかとなった．

図 14 に，3 周波数の絶対電力を最も受信電力が高くなる，
コース 1，0mの場合の水平方向の入射角に対する受信電力を示
す．図 14に示すように 0.92, 2.425, 5.12 [GHz]の周波数帯で
受信電力が大きく異なる．このため，屋内侵入損特性において

各周波数ごとに大きな違いがなくても自由空間伝搬損失による

損失で 920 [MHz] の受信電力と比較して 2.4/5 [GHz] の受信
電力は 8.4，15[dB]ほど低くなり屋内区間に入る前の受信電力
に大きな違いが生じるため，受信電力の観点からは，920MHz
帯は 2.4/5 GHzに比べて非常に大きいことが確認できた．

4. ま と め

本報告では，屋外から窓を経由して屋内に電波が侵入する屋

内侵入損を評価した．本報告では，屋内区間の伝搬損失のみを

評価するため，屋内区間における距離が増加することによる自
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由空間伝搬損失の影響を取り除いた形で，受信電力を常用対

数の回帰曲線を求め，回帰した損失係数をもとに 0.92, 2.425,
5.12 [GHz] の周波数ごとの屋内侵入損特性を比較した．比較
の結果，周波数によらず，垂直・水平の入射角度に応じて侵入

損が大きくなることが確認できた．また，周波数の違いによる

屋内侵入損特性には大きな差異な違いは見られなかった．ただ

し，電波が屋内区間に侵入する前の受信電力そのものについて

は，920MHzが他の周波数よりも非常に大きくなり，絶対値と
いう観点では，920MHzの干渉は屋内にも大電力で届くことを
明らかにした．
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