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概要 

電波を有効かつ効率的に活用するため、異なる無線方式・周波数の無線を束ねることにより、無線リソースの有効利用

を実現することが有効である。複数の無線を協調的に制御することにより、一無線方式では得られない高い信頼性と、無

線リソースの効率的利用を同時に実現させる技術の研究開発を行い、電波の有効利用に資する。 
無線アクセスネットワークでは、イベント等を始め、特定の時間や場所にトラフィックが集中して輻輳状態が発生し、

通信品質が低下する。課題アでは、公衆アクセスネットワークの異種無線システムを協調させる。課題イでは、公衆アク

セスネットワークに加え、オフィスや家庭に設置された自営アクセスポイントで構成される自営アクセスネットワークを

適切に連携させ、かつ、自営アクセスネットワークの運用を 適化する。 
 

Abstract 
 We have recently encountered a serious lack of frequency resources. Under such circumstances, in order to ensure 
the frequency resources for vital mobile communications, research and development (R&D) should be performed to 
enable the effective and efficient usage of restricted frequency resources. Our approach is to cooperatively utilize the 
radio resources of multiple existing different communication systems in some frequency bands, which is generally 
called the heterogeneous radio network. 
 
１．まえがき 
 移動通信システムにとって使い勝手のよい 6GHz 以下

の帯域では、深刻な電波の逼迫状況が生じている。電波を

有効かつ効率的に活用するため、異なる無線システム・周

波数の無線を束ねることにより、無線リソースの有効利用

を実現することが有効である。複数の無線システムを協調

的に制御することにより、1 無線システムでは得られない

高い信頼性と、無線リソースの効率的利用を同時に実現さ

せる技術の研究開発を実施した。 
研究開発の課題として、無線アクセスネットワークにお

いて、イベントや災害等に起因して、時間や場所により、

特定の基地局にトラヒックが集中して輻輳状態が発生す

るような場合においても、良好な通信品質を保つことを設

定した。課題解決に向けて、課題ア「異種無線協調ネット

ワーク技術」、課題イ「公衆自営連携アクセスネットワー

ク制御技術」の両面から研究開発を実施した。 
課題アは、公衆アクセスネットワークを対象として、複

数の公衆無線システムを活用し、異常トラヒック（輻輳）、

設備障害等が生じても、トラヒック負荷を複数の無線シス

テムに効率よく分散させ、通信路を確保することを目指し

た。無線品質監視、負荷分散制御手法等の制御アルゴリズ

ムの提案にとどまらず、中核となる技術は実験システムを

開発して実証的な検証を実施した。課題イは、公衆網のみ

では対処が困難な状況において、オフィスや家庭に設置さ

れた自営アクセスポイントで構成される自営アクセスネ

ットワークを連携させる技術の研究開発を実施した。公衆

アクセスネットワークが輻輳した場合において、自営アク

セスネットワークにトラヒックをオフロードさせる連携

技術が主要課題である。さらに、自営アクセスネットワー

クの収容力を改善するために、無線システムの運用を動的

に 適化する制御技術も対象とした。 
研究開発対象としたネットワーク構成および、課題ア、

課題イの関係を図 1 に示す。課題アの対象である公衆アク

セスネットワークは、LTE、WiMAX、公衆 Wi-Fi 等の複

数無線システムから構成される。複数無線システムと基地

局の関係は、システム毎個別の基地局が分散的に配置され

るケースを想定している。端末は、3 無線システムに対応

するマルチアクセス端末を前提とした。課題アにより公衆

アクセスネットワークが効率的に運用されて、課題イの適

用により更なる向上を目指すものである。 
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図 1 異種無線協調ネットワーク 
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２．研究内容及び成果 
２．１ 異種無線協調ネットワーク技術 

（１）研究内容 

従来、複数の無線システムを制御する無線制御技術とし

て、電波有効利用の向上を目的としたコグニティブ無線技

術の研究開発が盛んに行われてきた。しかしながら、アク

セスネットワークにおいて、イベント、災害等に起因して、

特定の時間、エリアにトラフィックが集中して輻輳状態が

発生する場合等、対応が困難な状況も残されている。その

ような状況において、良好な通信品質を確保することを目

指して、その解決に必要となる各種要素技術の研究開発を

実施した。 
研究開発の方向性として、異種無線アクセスを活用する

ヘテロジニアス無線技術を適用した。ヘテロジニアス無線

技術は、複数の異なる無線システムを組み合わせて，何れ

か１無線システムを選択あるいは，複数のシステムを束ね

る（多重）技術である。公衆網の基地局、端末、公衆網の

無線リソース（無線アクセスネットワーク(Radio Access 
Network: RAN)の周波数、時間）を管理するリソースマ

ネージャが連携して、無線システムの状況を観測して、選

択あるいは多重の制御を実行する。ヘテロジニアス無線ネ

ットワークの構成および動作例を図 2 に示す。同図では、

異なる 3 無線システム（LTE、WiMAX、Wi-Fi）の基地

局がヘテロジニアス無線端末に対向しており，Wi-Fi が選

択される例を示している。 
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図 2 ヘテロジニアス無線ネットワーク 
 
ヘテロジニアス無線制御を実現するための制御ループを

図 3 に示す。異種無線システムの無線品質監視結果に基づ

き、端末側およびネットワーク側で選択・多重制御（負荷

分散制御）の適用を決定して、具体的な無線リンク制御が

実施される。無線リンク制御では、レイヤ関連携が考慮さ

れるケースもある。 
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図 3 テーマ間の関係 
 
本研究開発では、課題解決へ向けて、制御ループ内の鍵と

なる以下の要素技術を、具体的なテーマとして設定した。 
 
① 異種無線協調ネットワーク品質制御 
・無線品質監視：無線品質の見える化に向けた指標ならび

に測定を実現する。 
・負荷分散制御：複数の品質情報に基づき、トラフィック

を異種無線システムに分散する。 

② 非対称型異種無線協調ネットワーク構成 
・無線リンク制御：異種無線システムを選択・多重するリ

ンク制御機構を実現する。 
③ 異種無線協調ネットワークレイヤ間連携 
・レイヤ間連携：上位レイヤの挙動を考慮して、利用者視

点に立った実効スループットを向上させる。 
 
個別の要素技術は、実験システムを開発して、実証的な検

証を行った。無線品質監視では、Wi-Fi センシング実験シ

ステム、負荷分散制御では、LTE、WiMAX、Wi-Fi を含

む実験テストベッドを開発した。無線リンク制御、レイヤ

間連携に対しては、端末主体で動作可能な機能に絞って、

スマートホン上に組み込み、商用ネットワークを介した実

証実験を実施した。エリア的な大規模評価が必要となる負

荷分散制御は、大規模シミュレータを開発した。次節にお

いて、テーマ毎の成果を述べる。 

 

（２）研究成果 

①異種無線協調ネットワーク品質制御 

・無線品質監視 
ヘテロジニアス無線技術では、無線システムの特性を的

確に評価する必要がある。研究開発スタート時点では、大

規模利用が想定されていなかった Wi-Fi に着目し、その品

質を示す新たな指標（Wi-Fi 混雑度、期待スループット）

ならびに、その測定法を提案した。Wi-Fi 混雑度は Wi-Fi
電波の混み具合を示し、期待スループットは、通信開始前

に推定される、通信開始後のスループットを示す。これら

の測定法は、周辺局への干渉を回避するために、周辺局の

Wi-Fi パケットをパッシブに測定しつつ、リアルタイム測

定を行えることを特徴とする。Wi-Fi センシング実験シス

テムを開発して、前述の指標を測定した例を図 4、5 に示

す。図 4 は、Wi-Fi チャネル毎の Wi-Fi 混雑度を Wi-Fi
センシングシステムの画面上にグラフ表示した例である。

図 5 は、自局の通信前に測定した期待スループットおよび、

実際に通信を行って測定した実測スループットの関係を

示した測定例である。これらの成果により、Wi-Fi 無線品

質の定量的な指標化、見える化ならびに、負荷分散制御等

のアルゴリズムへの応用を可能とした。 
さらに、適切な無線システムを選択・切替する際の特性

改善効果について、確率論を用いた解析を実施した。Wi-Fi
を対象として、実測したスループット、遅延の変動データ

に対して、確率密度関数を適用したモデル化を行った。輻

輳時にガウス分布が得られて、スループットから遅延量

（及びその逆方向）を推測できることを明らかにした。 
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図 4 Wi-Fi 混雑度の見える化 
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図 5 期待スループットの測定例 

 
・負荷分散制御 
異種無線システムにトラヒックを分配する負荷分散手

法として、2 手法（端末単独制御、ネットワーク協調制御）

を提案した。端末単独制御は、端末が自律分散的に複数無

線システムから 1 無線システムを選択する。ネットワーク

協調制御は、複数無線システムの基地局、端末の情報をネ

ットワーク側に集約して、複数無線システムに渡って、基

地局毎の負荷を平準化する。PHY 層、MAC 層、IP 層、

トランスポート層、アプリケーション層までを模擬する大

規模シミュレータを開発して、各手法の特性を比較した。

アプリケーション層の実効スループット、基地局単位の無

線リソース利用率に着目した評価を実施した。異種無線シ

ステムを併用する効果は、併用効率という指標を定義して、

各無線システムを単独利用した場合の実効スループット

の総和に対する、異種無線システム利用時の実効スループ

ットの改善度として評価を行った。 
シミュレーション条件としては、LTE、WiMAX 基地局

19 局が展開するエリアの中央部に高トラヒックエリア

（ホットスポット）を設けて、Wi-Fi アクセスポイントを

集中的に配置した。ホットスポットが生成、消滅する状況、

一時的に基地局が停波する場合も評価対象とした。比較対

象として、現在一般的に利用されている固定優先順も評価

している。図 6 に、ホットスポットエリアにおける端末単

位の実効スループットの累積分布特性を示す。累積分布中

央値では、固定優先順の併用効率 52%に対して、端末単

独制御、ネットワーク協調制御とも 100%を超える併用効

率が得られており、複数無線の利用に見合うダイバーシチ

効果を確認した。 
ホットスポット内の端末数が、時間経過とともに増加す

るケースにおける、端末平均実効スループットの変化を図

7 に示す。トラフィック量が増加する過程においても、ス

ループット改善効果が維持されている。ホットスポット内

の端末が減少するケース、ホットスポット内の基地局が一

時的に停波するケースでも、同様の効果を確認した。 
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図 6 異種無線システム利用による端末スループット 

改善効果 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Y
[
m

]

X[m]

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Y
[
m

]

X[m]

ホットスポットエリア

40秒時点

70秒時点

端末が
逐次追加

 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

10 20 30 40 50 60 70

シミュレーション経過時間[sec]

端
末

ス
ル

ー
プ

ッ
ト
5
0
%
値

[
kb

p
s]

ホットスポット形成中

ネットワーク協調制御

固定優先順

端末単独制御

 
 

図 7 ホットスポット形成時の端末スループット特性 
 
②非対称型異種無線協調ネットワーク構成 
・無線リンク制御 
一般的に、無線システム毎に、周波数以外にも基地局と

端末の位置関係が異なる。このため、スループット、遅延

等の無線品質は、無線システム間では異なる挙動を示す。

複数無線システムを多重・切替する際には、その無線品質

の差を加味した制御が必要となる。本研究開発では、アプ

リケーション層の実効スループット向上に向けて、鍵とな

る無線システム間の遅延差に着目した。異種無線システム

の多重時に、無線システム間の遅延を一定値に調整する手

法を採用した。この調整は、意図的な遅延の追加も含むた

め、スループットの低下も懸念される。このため、アプリ

ケーションの特徴を考慮して、異種無線システムの多重を

適用する方向（ダウンリンク、アップリンク）を制限する

非対称型の無線リンク構成を適用した。ダウンロードアプ

リケーションの例では、スループット重視となる、基地局

から端末へ向かうデータ方向（ダウンリンク）に、遅延調

整を含む多重・切替を適用し、上り Ack 方向では遅延が

短の無線システムを選択する。これらの効果を実証する

実験システム（図 8）を開発して、異種無線システムの利

用に見合うスループット向上を確認した。測定結果の例を

表 1 に示す。WiMAX と Wi-Fi の 2 システムを単純に多重
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化した際のスループット 8.5Mbps に対して、遅延調整と

上下非対称接続を適用することで、スループットは

37.1Mbps に向上している。WiMAX 単独時のスループッ

ト 13.4Mbps、Wi-Fi 単独時のスループット 21.4Mbps の

合計値よりも高いスループットが得られている。尚、遅延

調整のみを適用した場合のスループットは 25Mbps であ

った。 
 

 
 

図 8 実験システム 
 

表 1 スループット計測結果 
ダウンリンクの 

無線方式 
アップリンクの

無線方式 
実効スループット

[Mbps] 
Wi-Fi+WiMAX Wi-Fi 8.5 
Wi-Fi+WiMAX 

(Wi-Fi に 25 
msec 遅延追加) 

LTE 37.1 

 
③異種無線協調ネットワークレイヤ間連携 

・レイヤ間連携  
インターネット上のアプリケーションの多数が採用す

るトランスポート層の挙動を考慮して、同層上で多重・切

替の制御を行う改良手法を提案した。異種無線システムの

状況を、上位レイヤで監視して、各無線システムの利用比

率を適応的に調整する手法である。コアとなる機能に絞り、

端末主体で動作する手法に整理した上で、スマートホンを

用いた実験システムを開発した。2 無線システムに対応し

たスマートホンを用いたシステムであり、商用ネットワー

クを用いた実証実験を実施した。 
走行中の電車内で、ネットワークからスマートホンにフ

ァイルダウンロードを反復実行する評価実験を行った（図

9）。比較のために、1 無線システムのみを用いる一般のス

マートホンを並べて、同時にファイルダウンロードを実行

した。提案手法では、1 無線システムのみの場合と比較し

て、平均ダウンロード時間が 60%減少（平均 56 秒⇒21
秒）し、同時に通信時間の標準偏差が 1/4 に減少しており、

異種無線システムを併用するダイバーシチ効果を確認し

た。 
 
 

試行回

2無線システム

1無線システムのみ

 
図 9 実証実験結果（走行中の電車内） 

 
さらに、付加的な機能を設けた実証実験も行った。過剰

な品質（スループット）の提供による無線リソース消費を

避けるために、目標実効スループットを下回る場合にのみ、

2 無線システムの多重を実施する手法である。2 無線シス

テムに対応したスマートホンを用いて、オフィス環境で実

施した実証実験では、1 無線システムのみを利用する場合

と比較して、目標実効スループットを下回る時間率を 1/6
に低減する効果を確認した（図 10）。 
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図 10 実証実験結果（オフィス環境） 
 

2 無線システムに対応したスマートホンを用いて、提案

手法適用時の消費電流を測定した。この結果、提案手法に

よる、顕著な端末消費電流の増加は認められていない。そ

の他、異種無線方式間切替時の瞬断時間を短縮する手法の

提案、評価も実施した。 
 
標準化に関しては、ITU-R SG5 WP5A 会合、APG 会合、

CPM 会合に日本代表団の一員として参加している。これ

らの活動により、コグニティブ無線のレポートが完成され、

またコグニティブ無線の研究を促進する ITU-R 決議が策

定された。その成果は異種無線の高度利用の実用化を推進

するものであり、本研究開発成果の速やかな貢献に繋がる

ものと期待される。 
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２．２ 公衆自営連携アクセスネットワーク制御技術 

（１）研究内容 

①公衆網自営網連携 
3G/4G に代表される公衆無線アクセスネットワークの

補完対策として、ユーザが集中する都市の特定の場所に公

衆無線 LAN(Wi-Fi)アクセスポイント(AP: Access Point)
の設置が進められているが、会社やユーザ宅内に設置され

ている自営 AP の共用もネットワーク拡大の有効な手段

と考えられている。しかし、計画に基づいて設置される公

衆 Wi-Fi と異なり、自営 AP はユーザが任意の場所に設置

するため相互干渉等の問題があり、公衆網の代替として利

用する際に解決すべき課題となっている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図11 公衆網自営網連携アクセスネットワーク 
 
本研究開発における全体の装置構成を図 11 に示す。 
リソースマネージャは、公衆網と自営網間でトラフィッ

クの 適配分を行うトラフィック分散制御マネージャと、

自営網内の 適化を行う自営網制御マネージャより構成

され、AP や端末を含むネットワークノードから得られる

監視情報を活用することにより、高い信頼性と無線リソー

スの効率的利用を実現する。さらに、ゲートウェイ～端末

間でのトラフィック制御を行うための Mobile IPv6 ベー

スのプロトコルの開発も行った。 
 

②トラフィック分散制御 
公衆網・自営網それぞれの空き帯域の状態をリアルタイ

ムに推測し、制御周期時間よりも短い時間で発生するバー

スト的なトラフィック量の変動を考慮し、双方の空き帯域

の度合いが均一化されるようにフロー単位でトラフィッ

クの分散を行う。1 台の端末が複数のフローを扱う場合に

は、それぞれが異なる網（公衆網、自営網）を経由するこ

とがある。 
 

③自営網制御 
自営 AP 網の利用効率向上のために、①動的チャネル割

当制御、②AP 選択制御、③送信電力制御の各基本機能を

有する。各機能の概要を以下に示す。 
1)動的チャネル割当制御 
リソースマネージャは、各 AP および端末より得られた

チャネル情報を用いて、AP を頂点とし、AP 間の干渉強

度を辺の重みで表す「干渉グラフ」を作成し、辺の重みが

小となるチャネル割当を検索、決定する。 
2)AP 選択制御 
一般に端末は、 大受信信号強度(RSSI)が得られる AP

に接続するが、AP と端末の位置関係により特定の AP に

トラフィックが集中するのを回避するため、本方式では各

AP の周波数の空き状況とトラフィック量を測定し、過負

荷の状態を避けるよう制御を行う。 
3)送信電力制御 
本機能では、AP と端末間の通信品質を維持したまま

AP の送信電力を低減することにより、隣接 AP 間の同一

チャネル干渉を削減する。 
これらの機能に加え、移動 QoS(Quality-of-Service)制

御および省電力制御機能がある。前者は端末の移動状態を

把握し、アプリケーションが要求する QoS に基づき公衆

網・自営網間の切替えを抑制する。後者は、AP のカバレ

ッジの重複関係を把握することにより、必要のない AP を

スリープさせ、ネットワーク全体の消費電力を削減する。 
 

（２）研究成果 

①基本動作特性の検証 
本研究開発では、以下の 2 つの数値目標を設定した。 
1)「ネットワーク全体で収容可能なトラフィック 2 倍、

アプリケーションから要求される通信品質を満足する端

末数 2 倍」 
2)「一方のアクセスネットワークにおける無線リソース

利用状況の変化が、他方のアクセスネットワークのトラフ

ィック分散制御に反映される時間を 1 秒以内に抑える」 
図 11 に示す実験システムを構築し、AP3 台の周囲に端

末 6 台を配置して、上記の数値目標の検証を行った。ここ

で、公衆網は商用の 3G 回線を利用した。実験は AP から

端末方向へ 1Mbps の CBR(Constant Bit Rate)トラフィ

ックを送信し、トラフィック数を増やしながら総スループ

ットと遅延を測定した。 
図 12 が提案方式（トラフィック分散、動的チャネル割

当、AP 選択制御機能を動作）と、比較方式（ラウンドロ

ビンによるトラフィック分散、同一チャネル固定、 大

RSSI による AP 選択）の測定結果で、数値目標の達成が

確認できる。 
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図 12 実験結果 
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これら本数値目標の達成により、ネットワークの容量を

倍増し、輻輳の発生を緩和すること、また、公衆網・自営

網いずれか一方に輻輳が発生した場合においても現実的

な時間内(1 秒以内)にその状態を緩和することが可能であ

ることがわかった。 
 
②トラフィック分散制御実証実験 

本研究開発では、輻輳によるネットワークの品質劣化を

軽減することを目的に、公衆網と自営網に同時接続が可能

な端末のトラフィックフローを公衆網と自営網に分配す

ることにより、両網間で負荷を分散させる手法を検討した。

具体的には、公衆網で利用可能な帯域を推定することによ

りトラフィック分散を図る手法と、公衆網の負荷状態に関

する情報を得てトラフィック分散を図る手法の 2 つにつ

いて検証を行った。 
②－１ 商用公衆網を用いた実証実験 
本トラフィック分散方式では、複数の無線インタフェー

スを備え、公衆網と自営網に同時接続が可能なモバイルノ

ード(MN)において、各 MN のトラフィックをフロー単位

で公衆網と自営網へ分配することで、全体として負荷分散

を行う。ネットワーク上に配置された中間ノード上でホー

ムエージェント(HA)機能を実行し、MN へのトラフィッ

クに関しては、MN の通信相手(CN)からのトラフィック

を HA が一度受信した後、MN の持つ複数の経路にフロー

単位で分配する。また、MN からのトラフィックに関して

は、MN 自身が複数の経路にフロー単位で分配して一度

HA 宛に送り、その後 HA が CN へと送信する。 
 

if ( Tsend > Trecv )
Ball = Trecv
Bavail = 0

else
if (Trecv > Ball )
Ball = Trecv
Bavail = 0

else
Bavail = Ball - Trecv

end
end

// 送信したトラフィック量に対して、
// 受信したトラフィック量が少ない場合
// 帯域に余裕がない状況なので、
// 届いたトラフィック量が帯域で、
// 空き帯域は 0 とみなす

// 送信したトラフィック量に対して、
// 受信したトラフィック量が少なくない場合
// 過去に推定した帯域より多くの
// トラフィック量が届いた場合、
// 届いたトラフィック量を帯域とみなし、
// それ以上空きがあるかは不明なので、
// 空き帯域は 0 とみなす

// 過去に推定した帯域以下の
// トラフィック量が届いた場合、
// 空き帯域はその差分とみなす

推定アルゴリズム

 
HAが各経路に送信したトラフィック量と、コグニティブ端末

が各経路から受信したトラフィック量の関係性（到達実績）
から、各経路の帯域および空き帯域を推定

周期的にHAで集計して推定

HAが
送信した

トラフィック量

全コグニティ端末
が受信した

トラフィック量

空き帯域
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帯
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図 13  帯域推定方式 

 
具体的なフロー分配手法としては、各経路の利用可能帯

域の推定を行い、その結果に基づいてフローを分配する方

式を提案している。HA と MN との間で各経路へのトラフ

ィックの流入量と流出量を定期的に計測し、その値に一定

の差が生じた場合に、そのときの流出量をその経路の利用

可能帯域とみなす(図 13)。フロー分配する際には、このよ

うに推定された各経路の利用可能帯域を超えないように

分配するとともに、各経路が利用可能帯域に可能な限り余

裕を残せるよう、利用可能帯域の残量の 小値が 大化さ

れるようにフローを分配することで、制御周期よりも短い

時間のトラフィック量の変化に対する耐性を持たせてい

る。 
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リソースマネージャ（HA）

通信相手（CN）

コグニティブ
端末

自営網 アクセスポイント（AP）

公衆網（UQ WiMAX） 基地局
（BS）

制御前

制御後

自営網 / 公衆網 間で
トラフィックを分散

利
用

可
能

帯
域

（
推

定
値

）

使用帯域

残量
6Mbps

フロー

利
用

可
能

帯
域

推
定

値
）

使用帯域

残量
2Mbps

フロー

残量
4Mbps

フロー

使用帯域 使用帯域

残量
4Mbps

フロー

分散制御
（フローの移動）

インターネット

MN1 MN2 MN3 MN4  
図 14 商用公衆網を用いた実験の構成 

 
この帯域推定方式を用い、図 14 により実験網を構成し

てトラフィック分散方式の検証を行った。公衆網としては

UQ-WiMAX の回線を利用した。 
実験では、4 台の MN(MN1～MN2)に対して異なるビ

ットレートのフローを 1 本～3 本割り当て、それぞれのフ

ローを送信あるいは停止させた時の自営網・公衆網に流れ

るトラフィックの状況を検証した。 
図 15 は、フローの一部が停止したとき、本トラフィッ

ク分散方式によるフローの移動処理が行われた状態を示

す。自営網を流れていた MN1 宛の 3.5 Mbps のフローが

停止する（同図説明 1）ことで、自営網を流れるフローの

トラフィック量が減り、利用可能帯域の残量が増える（説

明 2）。これにより、自営網と公衆網の利用可能帯域の残

量に差が生じる。本トラフィック分散方式は、各網の利用

可能帯域の残量の 小値を 大化するよう、フローの分散

を試みるので、利用可能帯域の残量の差が大きくなったこ

とによって、流れているフローの移動を試みる（説明 3）。
数本のフローを移動させた結果、自営網と公衆網の利用可

能帯域の残量が同じくらいになり（説明 4）、想定通りの

動作をしていることが確認された。 
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公衆網フロー別トラフィック量

1. MN2宛の
このフローを停止

3. 公衆網と自営網の間で
フローを移動させる

2. 公衆網の利用可能帯域の残量が大きくなり，
両網の利用可能帯域の残量に大きな差が生じる

4. 両網の利用可能帯域の
残量の 小値を 大化

自営網フロー別トラフィック量

 
 

図 15 フロー移動処理の例 
 

②－２ 公衆網(課題ア)-自営網(課題イ)連携実証実験 
課題アと課題イの統合実証実験システムを接続し、公衆

網自営網の連携による総合的な信頼性向上技術の実証実

験を行った。その結果、課題ア装置より得られた公衆網の

負荷状態に関する情報を適切に用いることにより、公衆

網・自営網間で効果的にトラフィック分散が可能であるこ

とを確認した。 
 

③公衆自営連携アクセスネットワーク高度化機能評価 
実用化における諸課題の解決に向け、以下の各事項につ

いて検証、評価を行った。 
1) 小型アクセスポイント(AP) 
公衆自営連携アクセスネットワーク制御に関わる各制

御機能を搭載した小型アクセスポイント(AP)装置を試作

し、各機能が正常に動作することを確認した。また、

2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム技術基準」に

基づく技術基準適合証明を取得し、実証実験で利用した。 
図 16 に試作した装置の外観と内部を示す。 
 

 
図 16 小型アクセスポイント装置（外観と内部） 

 
2) IEEE 802.11n への対応 
自営網内の通信方式として、これまで想定して来た

IEEE 802.11a/b/g に加え、高速無線 LAN IEEE 802.11n
の適用について検討、評価を行い、自営網の各制御機能が

同規格にも適用可能であることを確認した。 
 

3) 省電力化機能 
自営網全体の省電力化を行うために必要のないアクセ

スポイント（AP）をスリープさせる方式の有効性につい

て、遮蔽物が存在する環境下等で検証評価を行い、比較方

式に比べより高い省電力効果が得られることを確認した。 
4) 移動端末の QoS 制御 
利用中のアプリケーション毎に求められる品質を確保

することを目的として、端末の移動状況を把握した上で、

公衆網と自営網間の切替制御を行う方式(QoS 制御方式)
の検証、評価を行い、方式の有効性を確認した。 

 
④AP の実配置モデルに基づく自営網制御機能の効果検証 
これまでの検証は、限られた状況下で行っていたが、実

環境における自営網の各制御機能の有効性を検証するた

め、都市および住宅地における Wi-Fi AP の配置状況を実

測し、その結果に基づいて配置モデルを作成し、自営網制

御機能の効果の検証をシミュレーションにより行った。そ

の結果、AP は地理的に一様ではなく不均一に分布してい

るため、トラフィックの偏りを均一化することで効果を発

揮する AP 選択制御、トラフィック分散制御が有効に働き、

さらに送信電力制御で電波干渉を低減することによりネ

ットワーク全体のスループットが向上することが確認さ

れた(図 17)。 
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図 17  実配置モデルに基づくシミュレーション結果 
（AP 600 台、端末 3600 台の実効スループット合計） 

 

標準化に関しては、ITU-R SG5 WP5A 会合および APG
会合に日本代表団の一員として参加した。特に WP5A に

おいては、本研究開発のテーマとなっている「公衆網自営

網連携シナリオ」を提案し、陸上移動業務におけるコグニ

ティブ無線の概要を紹介する ITU-R レポート M.2225 
“Introduction to cognitive radio systems in the land 
mobile service”の中に展開シナリオの一つとして記載さ

れた。 

 

 

３．今後の研究成果の展開 
異種無線システムを併用する必要性は、今後ますます高

まり、異種無線システムを活用するヘテロジニアス無線制

御の必要性も高まるものと考えられる。新技術の実用化に

向けた展開プランは、それが影響するアクセスネットワー

クの範囲により変化する。無線品質監視のように、置局・

運用ツールとして単体で活用できる成果は、フィールドに

おける多数局混在時の特性検証および改善、パフォーマン

ス制約があるプラットフォーム対応等の課題を解決して

端末用ソフトウェア、測定器としての実用化を図る。他の

成果は、既存アクセスネットワーク（端末プラットフォー

ム、無線システム、アプリケーション、サーバ、ネットワ
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ーク設備）に与える影響を精査して、共存に向けた課題抽

出ならびに対応策の検討・検証を実施する。アクセスネッ

トワークの将来に向けたマイグレーションを考慮して、実

用化可能な成果から数年以内の実用化を目指す。 
近の携帯電話端末の高機能化と特にスマートホンの

爆発的な普及によって、公衆移動通信網の電波資源は本研

究開発を開始した 4 年前に比して格段に逼迫している。こ

のため、各通信事業者は、ユーザが集中する駅や繁華街等

をはじめ数多くの場所に公衆無線LAN(Wi-Fi)アクセスポ

イントを設置し、3G/4G 等の公衆無線アクセスネットワ

ークからトラフィックをオフロードする方策を進めてお

り、本研究開発で得られた知見が電波逼迫の状況を緩和す

る上での解となることが期待される。 
 

 

４．むすび 

 異種無線システムのヘテロジニアス無線的な活用に向

けて、中核となる要素技術の研究開発を完了した。一部成

果については、測定ツールとして試用中であり、他にはス

マートホンおよび商用ネットワークを用いた実証実験に

至った成果もある。今後ますます増加するデータトラヒッ

ク対策の要となる自営ネットワークに対しても、その収容

力を向上させる 適化制御等の成果も得ている。標準化に

関しても、ITU-R においてコグニティブ無線のレポート

が完成され、またコグニティブ無線の研究を促進する

ITU-R 決議が策定される等、本研究開発成果の速やかな

貢献に繋がるものと期待できる。今後の課題は、広範囲に

及ぶ研究開発成果を、速やかに実用化展開を行い、電波資

源の有効利用に資することである。 
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