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LTE技術を活用したホワイトスペース対応のスマートフォンを開発 

【ポイント】 
 周波数利用効率が高い LTE 技術を活用したホワイトスペース対応で携帯が可能な小型軽量スマートフォンを開発 

 ホワイトスペース対応システムと既存の LTE ネットワークとの間をスムーズに切替えが可能 

 通信トラフィックの負荷分散などを目的とした、ホワイトスペース対応の移動通信システムの技術を開発 

 
 

 

 

 

 

 
※今回開発したシステムは、平成 25 年度に総務省から受託した「複数周波数帯の動的利用による周波数有効利用技術の研究開発」

及び「車車間通信技術を活用したネットワーク構築に関する研究開発」の成果を利用して実現したものです。なお、実験に使用する

基地局及び今回開発したスマートフォンでは、ホワイトスペースに対応した通信機能については実験試験局免許を取得して実験を

実施する予定です。 

【背景】 

スマートフォンやタブレット端末の爆発的な普及や動画視聴などの大容量通信の需要の高まりにより、利用者の通信需

要を満たすための移動通信用の周波数不足が深刻化しています。その解決方法の一つとして、ホワイトスペースを活用す

る技術が検討されています。NICTでは、このホワイトスペースにおいて LTE技術を活用した基地局及び PC接続の通信端

末アダプタから構成されるホワイトスペース対応システムを世界に先駆け開発してきました*3。しかし、ホワイトスペースを更

に有効に利用するためには、移動通信において特に利用者が多い携帯端末により、ホワイトスペースの有効性を実証する

ことが重要です。そのためには、携帯が可能で実用的な動作時間を持つ端末が必要であり、小型化や省電力化などの技

術的な課題が残されていました。 

【今回の成果】 

今回 NICTは、テレビ放送帯（470～710MHz）のホワイトスペースでの利用が可能な LTE

技術（Release 8）に対応した利用者が携帯して使用できる実用的な小型軽量型のスマート

フォンを開発しました。このスマートフォンは、市販のものと同じサイズで同様の機能を持って

います。ホワイトスペースは未だ日本では利用可能でないことから、2枚の SIMカードを挿

入する機構とし、NICTが開発したホワイトスペース対応システム（LTE技術を利用）と既存の

LTE ネットワークに接続するために、これら 2 枚の SIM カードをソフトウェアで切り替えること

で、ホワイトスペース対応システムか、既存の LTE ネットワークかをスムーズに選択して利用

することを可能にしました。これにより、商用 LTE ネットワークから通信トラフィックをホワイトス

ペースにオフロードし、周辺地域における通信速度の向上などが期待できます。このスマー

トフォンは、従来の携帯電話で使用されている LTE 用処理回路をそのまま使用し、これにテ

レビ放送帯に対応した無線回路を接続するという構成にすることで、端末の小型化と省電力

化を実現しました。 

【今後の展望】 

NICT は、今回開発したスマートフォンを既に開発しているホワイトスペース対応システムに接続し、移動利用における通

信性能の評価や、限定された地域における情報提供システムなどの実証実験を行う予定です。また、スマートフォンのホワ

イトスペース通信用の UHF 帯アンテナの更なる小型化など、実用化に向けた研究開発を引き続き進めていく予定です。 

なお、テレビ放送帯のホワイトスペースにおける通信には課題が多く、特に移動を伴う通信の場合にはテレビ放送やその

他のホワイトスペースを利用するシステムへの影響を回避することが必要になります。 
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平成 26 年 3 月 17 日 

 

今回開発したホワイトスペース
対応スマートフォン 

独立行政法人 情報通信研究機構（以下「NICT」、理事長： 坂内 正夫）は、テレビ放送帯のホワイトスペース*1

での利用を想定した、LTE（Long Term Evolution）*2 技術を活用した小型軽量のスマートフォンの開発に成功しまし

た。今回開発したスマートフォンは、テレビ放送帯（470～710MHz）のホワイトスペース対応システムと既存の LTE

ネットワークとの間を選択して使用できることから、通信トラフィックの負荷分散やそれによる通信速度の向上などが

図られるものと期待されます。小型軽量な端末となったことで、移動通信において特に利用者数が多い携帯電話

としての実証実験が可能になり、ホワイトスペースを利用した移動通信の技術的課題の明確化や有効な利用シナ

リオの検討に活用していく予定です。 

 



＜用語解説等＞ 

*1 ホワイトスペース 

ホワイトスペースは、放送等の目的で割当てが行われている周波数帯のうち、その周波数の利用がない場合や

本来のシステムに与える影響が十分に小さい場合に、他のシステムが放送や通信の目的で二次的に使用する

ことを対象とした周波数帯を指す。 

 

*2 LTE （Long Term Evolution） 

標準化団体である 3GPP において策定されているブロードバンド移動通信用の規格。国内でも携帯電話への普

及が始まっており、商用サービスでは 800MHz帯や 2GHz 帯をはじめとする周波数帯で運用されている。今後、

700MHz帯や 900MHz帯での運用も予定されている。 

 

*3 NICT報道発表 「テレビ放送帯のホワイトスペースで、LTE技術を活用した移動通信システムを世界に先駆け開

発」（2013年 11月 27日）  http://www.nict.go.jp/press/2013/11/27-1.html 

 

 

開発したスマートフォンの機能概要（左）と UHF 帯無線仕様（右） 

項目 値 

LTE／3G 3GPP release 8 

Wi-Fi 
IEEE802.11a/b/g/n（2.4GHz／5GHz） 

テザリング 11本（Wi-Fi：10本、USB：1本） 

Bluetooth 

バージョン：4.0 

対応プロファイル：HFP／HSP／OPP／SPP／HID／

A2DP／aptX／AVRCP／PBAP／FMP／PXP 

外部アンテナ端子 SMA-P (470-710MHz帯サブアンテナ用)  

寸法 高さ：約 132×幅：約 65×厚さ：約 10.9 mm 

重量 約 146 g 

電池容量 2600 mAh 

連続待受時間 

約 490時間（3G） 

約 440時間（既存周波数帯 LTE） 

約 290時間（テレビホワイトスペース帯） 

連続通話時間 約 610分（3G） 

充電時間 
約 190分（急速充電 ACアダプタ時） 

約 270分（ワイヤレスチャージ時） 

ディスプレイ 

サイズ：約 4.7 インチ 

種類：TFT液晶 

解像度：フル HD(1920x1080) 

タッチパネル：静電式（近接感知） 

画面／音声外部出力 
Miracast 

MHL (Mobile High-definition Link) 

CPU APQ8064T 1.7GHz（クアッドコア） 

プラットフォーム Android 4.2 (JellyBean) 

内臓メモリ 
RAM：2GB 

ROM：32GB 

SIMカードスロット microSIM 

カメラ 

有効画素数：約 1340万画素(CMOS） 

高演色 LEDフラッシュ 

手ブレ防止 

測位 GPS 

外部メモリ対応（最大容量） microSD(2GB)/microSDHC(32GB)/microSDXC(64GB) 

  

項目 値 

対応周波数 
470-710 MHz（テレビホワイトスペース帯) 

Band 1（既存周波数帯） 

信号帯域幅 5, 10, 20MHz 

送信出力 最大 20 dBm 

通信方式 

BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM 

※BPSKは制御チャネルのみ 

※64QAMはダウンリンクデータチャネルのみ 

全二重通信方式 
TDD（テレビホワイトスペース帯) 

FDD（既存周波数帯） 

多重化方式 
OFDMA（ダウンリンク） 

SC-FDMA（アップリンク） 

  

 

 

＜ 本件に関する 問い合わせ先 ＞ 

ワイヤレスネットワーク研究所  

スマートワイヤレス研究室 

原田 博司、石津 健太郎、伊深 和雄、松村 武 

Tel： 046-847-5076  

E-mail： swl-white-space@wireless.nict.go.jp 

＜ 広報 ＞ 

広報部 報道担当 

廣田 幸子 

Tel： 042-327-6923  

Fax： 042-327-7587 

E-mail： publicity@nict.go.jp 



 

 

○今回開発したホワイトスペース対応スマートフォン 

今回開発したホワイトスペース対応スマートフォンを図 1 に示します。このスマートフォンは、LTE 技術（Release 

8）に対応しており、テレビ放送帯（470MHz～710MHz）で運用するホワイトスペース対応基地局のほか、2GHz 帯

における既存の LTEネットワークに接続することができます。ホワイトスペースでの通信用に UHF帯アンテナを接

続しているほかは、市販のスマートフォンと同等の形状をしています。今回開発したスマートフォンは、デュアル

SIM対応となっており、ホワイトスペース対応システムへの接続用の SIMカードと、既存の LTEネットワーク接続用

の SIMカードの 2枚の SIMカードを内蔵することができます。これらの 2枚の SIMカードをソフトウェアで切り替え

ることで、通信周波数を選択して通信することができます。なお、将来的には共通の管理装置（EPC）を使用する

ことにより、既存の LTE ネットワークとホワイトスペース対応システムとの間をローミングさせることも可能です。この

場合、現在 2 枚使用している SIM カードは 1 枚のみで使用することが可能になります。このスマートフォンにはホ

ワイトスペースで通信するためのUHF帯アンテナを内蔵しており、使用時には引っ張り出して伸ばして使用します。

また、より安定した通信を行うためには受信用のサブアンテナを更に追加して接続することもできます。 

試験システムの構成を図 2 に示します。図中のホワイトスペース対応基地局と、利用可能な周波数を計算する

ホワイトスペースデータベースは、NICTが既に開発したものです。EPCは、ホワイトスペース対応基地局を運用す

るために NICT が導入した設備です。ホワイトスペース対応基地局の送受信用アンテナは、横須賀リサーチパー

ク（YRP）の屋上に設置しています。今回開発したスマートフォンは、ホワイトスペースデータベースにスマートフォ

ンの現在の位置情報やスマートフォンの無線諸元を送信することで、利用可能な周波数や送信電力の情報を取

得し、それに基づきホワイトスペースを利用した通信を行います。なお、スマートフォンは、ホワイトスペースデータ

ベースへの問い合わせにはホワイトスペースの電波を利用できませんので、既存の LTE ネットワークや内蔵の無

線 LAN機能を利用します。 

今回開発したスマートフォンは、ホワイトスペース対応システムと既存の LTE ネットワークとの間を切り替えて利

用できますので、ホワイトスペースが利用可能な場合にはホワイトスペースを利用して通信し、それ以外の場合に

は既存の LTE ネットワークを利用することで、既存の LTE ネットワークからホワイトスペースに通信トラフィックをオ

フロード（負荷分散）し、地域全体の通信速度の向上を図ることが可能になります。 

 

 

 

図 1 今回開発したホワイトスペース対応スマートフォン 
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ホワイトスペースデータベースEvolved Packet Core (EPC)
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これまでに開発した
ホワイトスペース対応システム
（平成25年11月27日報道発表）

 
※EPCは LTEシステムにおける管理装置の一つであり、端末の位置管理

や認証、基地局のハンドオーバを制御する機能を担う。 

※上図に示した実験に使用する基地局及び今回開発したスマートフォン

のホワイトスペースに対応した通信機能については実験試験局免許を取

得して実験を実施する予定 

 

図 2 試験システムの構成 

 

 


