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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
通信運用シナリオを設定・表示するための運用管制部と、
前記運用管制部で設定された通信運用シナリオを表示し、通信条件を入力するための通信
諸元入出力装置と、実際の無線機とをそれぞれ具備する少なくとも２つの模擬通信所と、
前記運用管制部で設定された通信運用シナリオに基づいて電波雑音を発生する少なくとも
１つの信号発生器と、
前記信号発生器から発生された電波雑音に対する電波伝搬損失であって、前記少なくとも
２つの無線機のそれぞれに対応した電波伝搬損失、および前記少なくとも２つの無線機の
間の電波伝搬損失を算出する模擬空界制御部と、
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前記模擬空界制御部で算出された電波伝搬損失を用いて前記少なくとも２つの無線機にお
ける受信信号を模擬する模擬空界部と、
前記無線機の出力を監視するための信号分析器と、
前記運用管制部および前記模擬通信所内の通信諸元入出力装置と情報の交換、前記信号発
生器からの通信運用シナリオに対応した電波雑音の発射、前記模擬空界制御部における電
波伝搬損失の算出、前記模擬空界部における前記少なくとも２つの無線機の間の電波伝搬
損失の模擬、ならびに前記信号分析器の動作を制御するシステム制御部と、を具備する電
波通信環境模擬装置。
【請求項２】
前記信号発生器および前記信号分析器の動作を制御する計測制御部と、
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各々がクライアント用コンピュータで構成された前記運用管制部、前記模擬通信所、前記
模擬空界制御部、前記模擬空界部および前記計測制御部と、サーバ用コンピュータで構成
された前記システム制御部とを接続するローカル・エリア・ネットワークと、をさらに具
備する請求項１に記載の電波通信環境模擬装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は実際に電波を空中に放射することなく無線通信訓練、無線機運用試験等を実行す
るために空中の電波伝搬および通信障害を模擬する電波通信環境模擬装置に係わり、特に
、２台以上の実際の無線機を使用しての同時通信のために空中の電波伝搬環境を模擬する
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電波通信環境模擬装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
無線通信の訓練あるいは無線機運用試験等において実際の無線機を使用して実際に電波を
放射すると、第三者に使用周波数等の通信諸元が知られてしまい通信の秘密保持が困難と
なる。
【０００３】
このため、電波を空中に放射することなく無線通信訓練をするための電波通信環境模擬装
置が提案されている。
【０００４】
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図１は、特開平２−１８６８４８号公報に提案されている電波通信環境模擬装置の構成図
であって、１組の訓練用端末１１および１１

、通信訓練用管制部１２、ならびに模擬通

信系制御部１３から構成されている。なお、模擬通信系制御部１３は、減衰量を外部から
設定可能な高周波用広帯域可変減衰器、ならびに変調信号、変調種類および搬送波周波数
を外部から設定可能な高周波信号発生器を具備している。
【０００５】
訓練用端末１１および１１

は訓練を受ける訓練生が操作するものであって、訓練におい

て想定する通信所の設置位置およびアンテナの特性等を含む通信諸元を設定するためのタ
ッチパネル１１１および１１１

、ならびに模擬通信機１１２および１１２

れている。なお、模擬通信機１１２および１１２

から構成さ

は訓練対象の実際の無線機と同様の操
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作パネルを有し、この操作パネルを使用して設定される通信周波数、送信電力等を外部に
出力可能な構成となっている。
【０００６】
通信訓練用管制部１２は、訓練指導員が想定するゲーミングエリア、季節、時刻、電波雑
音等の訓練条件を設定するための設定器１２１、ゲーミングエリアに対応した地図データ
を格納するための地図情報記憶器１２２、
練用端末１１および１１

設定器１２１で設定される訓練条件および訓

で設定される通信諸元に基づいて訓練用端末１１および１１

間の電波伝搬損失を制御する制御器１２３、ならびに制御器１２３から出力されるデータ
を表示する表示器１２４を具備している。
【０００７】
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また、模擬通信系制御部１３は、制御器１２３が算出する電波伝搬損失に基づいて訓練用
端末１１および１１

間の通信信号を制御する。

【０００８】
訓練に際しては、まず訓練指導員が設定器１２１から訓練条件、例えば、日付、時刻、ゲ
ーミングエリア等を入力する。すると、制御器１２３は訓練地の地図情報を地図情報記憶
装置１２２から読み込み、表示器１２４に表示するとともに、一対の訓練用端末１１およ
び１１

に対して訓練情報として出力する。

【０００９】
訓練指導員は表示器１２４に表示された訓練情報に基づいて電波雑音諸元（周波数帯等）
を設定器１２１を介して入力する。また、訓練生は訓練情報に基づいて訓練用端末１１お
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を使用して通信諸元（通信周波数等）を入力するとともに、タッチパネル１１

１および１１１

を使用して模擬無線機１１２および１１２

では設定できない無線機の

設置条件（無線機の設置位置等）を入力する。
【００１０】
設定器１２１から設定された訓練諸元、ならびに訓練用端末１１、１１

から設定された

通信諸元および無線機の設置条件に基づいて、制御器１２３は、電波伝搬減衰量を算出す
るとともに、模擬通信系制御部１３が訓練用端末１１および１１

間の伝搬条件（伝搬減

衰量等）が実際の伝搬条件を模擬するように模擬通信系制御部１３を制御する。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしながら、上記の電波通信環境模擬装置にあっては、
１．訓練において訓練生が操作するのは模擬無線機であって、実際の無線機ではなく、無
線機の形式を変更する度に模擬無線機を製作する必要があるため、実際の無線機を使用し
た訓練を行うことはできない。
２．訓練用端末は一対に限られるため、３つ以上の無線機を使用する通信訓練に対応でき
ない。
等の課題があった。
【００１２】
本発明は上記課題に鑑みなされたものであって、実際の無線機を使用しての訓練および新
規に開発された無線機の動作試験が可能であるとともに、３つ以上の無線機を使用しての
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訓練および試験への対応を可能とする電波通信環境模擬装置を提供することを目的とする
。
【００１３】
なお本願において通信運用シナリオとは、電波通信環境模擬装置の運用目的（訓練等）お
よび運用状態に関する情報を意味する。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
第１の発明に係る電波通信環境模擬装置は、訓練条件を設定・表示するための運用管制部
と、運用管制部で設定された通信運用シナリオを表示し通信条件を入力するための通信諸
元入出力装置と実際の無線機とを具備する少なくとも２つの模擬通信所と、運用管制部で
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設定された通信運用シナリオに基づいて電波雑音を発生する少なくとも１つの信号発生器
と、信号発生器から発生された電波雑音に対する無線機の受信電力レベルに対応した減衰
量および無線機間の電波伝搬損失を算出する模擬空界制御部と、模擬空界制御部で算出さ
れた電波伝搬損失を用いて無線機間の電波伝搬損失を模擬する模擬空界部と、無線機の出
力をモニタするための信号分析器と、運用管制部および模擬通信所内の通信諸元入出力装
置と情報の交換、信号発生器からの通信運用シナリオに対応した電波雑音の発射、模擬空
界制御部における電波伝搬損失の算出、模擬空界部における無線機間の電波伝搬損失の模
擬、ならびに信号分析器の動作を制御するシステム制御部と、を具備する。
【００１５】
本発明にあっては、信号分析器によって実際の無線機の送信諸元が順次計測され、この計
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測結果に基づいて信号発生器から発射される電波雑音が訓練条件を満足するように制御さ
れ、実際の無線機を使用して空中に電波を放射することなく無線通信の訓練等が実行され
る。
【００１６】
第２の発明に係る電波通信環境模擬装置は、信号発生器および信号分析器の動作を制御す
る計測制御部と、各々がクライアント用コンピュータで構成された運用管制部、模擬通信
所、模擬空界制御部、模擬空界部および計測制御部と、サーバ用コンピュータで構成され
たシステム制御部とを接続するローカル・エリア・ネットワークと、をさらに具備する。
【００１７】
本発明にあっては、システムがいわゆるクライアント・サーバシステムとして構築される
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。
【００１８】
【発明の実施の形態】
図２は、本発明に係る電波通信環境模擬装置の構成図であって、運用管制部２１、システ
ム制御部２２、計測部２３、模擬空界制御部２４、模擬空界部２５、および模擬通信所２
６ｎ

（１≦ｎ≦Ｎ）から構成される。

【００１９】
運用管制部２１、システム制御部２２、計測部２３、模擬空界制御部２４、および模擬通
信所２６ｎ

（１≦ｎ≦Ｎ）はローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）２７によって

相互に接続されている。
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【００２０】
運用管制部２１は、例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）で構成され、電波通信環境模
擬装置の運用のシナリオ（通信運用シナリオ）、例えば通信訓練を行う場合には、日時、
ゲーミングエリア等の訓練条件を設定および表示する。
【００２１】
システム制御部２２は、本発明に係る電波通信環境模擬装置全体を制御するサーバとして
機能する。
【００２２】
計測部２３は、信号発生器２３１、例えばスペクトラム・アナライザである信号分析器２
３２、およびこれらを制御する計測制御部２３３から構成される。そして、信号発生器２

20

３１は運用管制部２１で設定された訓練条件に基づいてシステム制御部が設定する計測制
御部２３３の設定に基づいて自然界に存在する電波雑音を模擬する高周波信号を発生する
。また、信号分析器２３２は、計測制御部２３３の制御に基づいて各模擬通信所２６ｎ
の無線機６１ｎ

が出力する送信電波の強度および周波数の計測を実行する。

【００２３】
模擬空界制御部２４は、システム制御部２２からＬＡＮ２７を介して伝送されてくる各無
線機６１n の通信諸元、ならびに訓練条件に基づいて決定される電波雑音の諸元に基づい
て送信側無線機６１i と受信側無線機６１j 間の電波伝搬損失Ｌi j を算出して、模擬空界
部２５に出力する。なお、模擬空界制御部２４は電波伝搬損失の算出に必要な地図データ
を記憶する記憶部を有する。
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【００２４】
模擬空界部２５は、模擬通信所２６ｎ

内の実際の無線機６１ｎ

の出力ならびに電波雑

音を模擬するために信号発生器２３２から出力される高周波信号から各模擬通信所２６ｎ
および信号分析器２３２が受信する受信電波を合成する。
【００２５】
模擬通信所２６ｎ

は、模擬空界部２５に接続される実際の無線機６１ｎ

７に接続される通信諸元入出力装置６２ｎ
２ｎ

と、ＬＡＮ２

とを具備する。なお、通信諸元入出力装置６

はＰＣで構成される。

【００２６】
図３は模擬空界部２５の詳細構成図であって、分岐部５１i （ｉは１≦ｉ≦Ｉであって、
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Ｉは無線機６１n の台数Ｎと信号発生器２３１の台数の和）、電波合成部５２j （ｊは１
≦ｊ≦Ｊであって、Ｊは無線機６１n の台数Ｎと信号分析器２３２の台数の和）、および
電波伝搬損失データ記憶部５３から構成される。
【００２７】
分岐部５１i は、無線機および信号発生器の出力ＰT i を各無線機６１n および信号分析器
２３２に分岐するための高周波部品であって、同軸ケーブルによって各無線機６１n なら
びに信号発生器２３２と接続される。
【００２８】
電波合成部５２ｊ

は、分岐部５１ｉ

力し、結合器５２２ｊ

の出力ＰＴ

によって無線機６１ｎ

ｉ

を可変減衰器５２１ｉ

ｊ

を介して入

および信号分析器２３２が受信する模擬
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として出力する。

【００２９】
可変減衰器５２１i j の設定値は、模擬空界制御部２４で算出され、データ分配部５３１を
介してデータ記憶部５３２に記憶されている電波伝搬損失Ｌi j に基づいて決定される。即
ち、模擬受信信号ＰR j は〔数１〕に基づいて算出される。
【００３０】
【数１】
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【００３１】
模擬空界制御部２４で算出された電波伝搬損失Ｌi j は、シリアルデータとして制御信号ラ
インを介して模擬空界制御部２４から模擬空界部２５に伝送され、データ分配部５３１で
ｉ×ｊの記憶素子を有するデータ記憶部５３２に分配される。また、模擬受信信号ＰR j は
同軸ケーブルによって電波合成部５２n から無線機６１n および信号分析器２３２に伝送
される。
【００３２】
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なお、電波合成部５２Ｊ
は各無線機６１ｎ

の出力は信号分析器２３２に供給されるが、信号分析器２３２

の出力をモニタするために使用される。

【００３３】
図４は本発明に係る電波通信環境模擬装置を使用して通信訓練を行う場合の手順を示すフ
ローチャートである。
【００３４】
まず、ステップ４１において訓練指導員は、運用管制部２１を介して訓練条件、即ち、訓
練生が操作する通信所の設置位置、通信を行う年月日および時刻等の訓練条件、ならびに
、電波雑音の周波数等のノイズ諸元を設定する。
【００３５】
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ステップ４２で運用管制部２１ならびに模擬通信所２６ｎ
ｎ

内の通信諸元入出力装置６２

に訓練条件を表示する。

【００３６】
ステップ４３で各模擬通信所２６ｎ
みて、無線機６１ｎ

の訓練生は、通信諸元入出力装置６２ｎ

の表示を

を操作して通信諸元、即ち、使用周波数等を設定する。

【００３７】
ステップ４４において模擬空界制御部２４において通信諸元ならびにノイズ諸元に基づい
て電波伝搬損失を算出して、ステップ４５で模擬空界部２５に伝送して訓練が開始される
。そしてステップ４６では訓練中各無線機６１ｎ

の出力を監視する。

【００３８】
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図５はステップ４６で実行される無線機出力計測ルーチンのフローチャートであって、ス
テップ４６１で送信側の番号を示すインデックスｍが監視すべき無線機６１ｉ

を示す番

号ｉに等しいかを判定し、肯定判定されたときはステップ４６２で電波伝搬損失Ｌｉ
予め定められた較正用損失ＬＣ

Ｊ

を

に設定してステップ４６４に進む。逆にステップ４６１

で否定判定されたときはステップ４６３で電波伝搬損失Ｌｉ

Ｊ

を無限大（＝∞）に設定し

てステップ４６４に進む。
【００３９】
ステップ４６４ではインデックスｍが最大値Ｉに到達したかを判定し、否定判定されたと
きはステップ４６５でインデックスｍをインクリメントしてステップ４６１に戻る。
【００４０】
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ステップ４６４で肯定判定されたとき、即ちインデックスｍが最大値Ｉに到達したときは
ステップ４６６で電波合成部５２Ｊ
たように、電波伝搬損失Ｌｍ

Ｊ

の出力を読み取ってステップ４６７に進む。上述し

はｍ＝ｉではＬＣ

に、他の場合は無限大に設定されるた

め、電波合成部５２Ｊ

の出力は無線機６１ｉ

の出力そのものとなるので、信号分析器

２３２で無線機６１ｉ

の出力を計測することが可能となる。

【００４１】
ステップ４６７ではインデックスｉが最大値Ｉに到達したかを判定し、肯定判定されたと
きはステップ４６８でインデックスｉを

１

にリセットしてこのルーチンを終了す

る。逆にステップ４６７で否定判定されたときはインデックスｉをインクリメントしてこ
のルーチンを終了する。
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【００４２】
上記実施例においては、電波合成部５２ｊ
電波合成部５２ｊ

は直接無線機６１ｊ

に接続されているが、

の出力を２つに分岐し、一方を無線機６１ｊ

に、他方をモニタ用受

信機に接続すれば、訓練指導員は訓練生の訓練内容をモニタすることも可能である。
【００４３】
なお、上記実施例においては本発明に係る電波通信環境模擬装置を通信訓練に使用する場
合について説明したが、本発明に係る電波通信環境模擬装置は不使用状態の無線機６１ｎ
から通信諸元を設定した場合にはシステム制御部２２で通信条件を逆算することも可能
であるので、本発明に係る電波通信環境模擬装置は通信運用シナリオを適当に変更するこ
とにより通信系の設計、あるいは、通信諸元の適切な決定に関する教育にも使用すること
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が可能である。
【００４４】
上記に説明したように、本発明に係る電波通信環境模擬装置はマトリックス構造の可変減
衰器を用いて無線機間の電波伝搬損失を模擬するように構成されているので、任意に通信
系を高精度に模擬することが可能となる。
【００４５】
さらに、本発明に係る電波通信環境模擬装置によれば、実際の無線機を動作させ、かつ、
空中に電波を放射することなく、無線機の通信訓練、運用試験等を実施することができる
ので、実際の無線機の通信諸元（使用周波数等）を第３者に知られることを防止すること
が可能となる。
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【００４６】
【発明の効果】
第１の発明に係る電波通信環境模擬装置によれば、任意の通信系を高精度に模擬すること
が可能となるだけでなく、実際の無線機を使用して空中に電波を放射することなく訓練を
行うことが可能となる。
【００４７】
第２の発明に係る電波通信環境模擬装置によれば、システムをいわゆるクライアント・サ
ーバシステムとして構築することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の電波通信環境模擬装置の構成図である。
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【図２】本発明に係る電波通信環境模擬装置の構成図である。
【図３】模擬空界部の詳細構成図である。
【図４】通信訓練を行う場合の手順を示すフローチャートである。
【図５】無線機出力計測ルーチンのフローチャートである。
【符号の説明】
２１…運用管制部
２２…システム制御部
２３…計測部
２３１…信号発生器
２３２…信号分析器
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(7)
２３３…計測制御部
２４…模擬空界制御部
２５…模擬空界部
２６ｎ

…模擬通信所

６１ｎ

…無線機

６２ｎ

…通信諸元入出力装置

２７…ローカル・エリア・ネットワーク

【図１】

【図２】
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【図３】

【図５】

【図４】
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