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研究開発の概要と目的達成状況

達成目標

• 第4世代移動通信システムについて，時間，周波数，空間の３つのリソースを最大限に有効
活用し，伝送品質に依存したユーザ間で生じる通信速度の不均衡を緩和して，通信エリア
内の全てのユーザに対して必要十分量のQoS(Quality of Service)を供給する

•目標値：(1)セルエッジのユーザのアウテージ率を現行のプロポーショナルフェアネスリソース割り当て
方式の半分程度
(2)セル内において最低レートを保証しながら均一スループットの実現

研究開発概要

• プロービング技術：ユーザ情報を周波数，時間，空間領域の観点から電波利用環境を検出
する技術

• マルチディメンショナルリソース割り当て制御技術：周波数，時間，空間領域からなるリソー
スを，ある評価関数を与えて制御する技術

目標達成状況

• 電波伝搬プロービング情報とQoS要件を活用しながら，3次元リソース制御を行うモバイル
QoS制御技術を開発，従来技術に対して2倍以上の人数に対し速度・遅延QoS保証を行うこ
とができ，有効性を確認
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モバイルQoS制御技術の概要(1)
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チャネル容量

モバイルQoS制御技術の概要(2)

ユーザA

ユーザB

ユーザC

サポートQoS
クラス

ユーザC
ユーザA ユーザB

ユーザC

ユーザB

ユーザA
要求QoS
クラス
ユーザ
チャネル
容量

サポートQoS
クラス

要求QoSクラス

ユーザチャネル
容量

従来QoS
の考え方

時間，周波数
空間領域を
活用した

リソース割り当て

電波伝搬・QoSプ
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モバイルQoS制御技術を適用するシステムモデル

MIMO-OFDMAシステム
（4G, WiMAX, LTE etc)

• プロービング情報：
要求QoSクラス，電波伝搬

プロービング情報（MIMO固
有モード伝送用SINR情報）

• マルチディメンショナルリ
ソース割り当て：

MIMO固有モード伝送に
基づいた割り当て
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MIMO固有モードを用いたリソース割り当て制御方式

• 時間・周波数・空間の3次元(3D)構造を持つMIMO-OFDMAリソースブロック
(RB)
 3D構造のRBの品質評価には(空間的に平均された）SINRの利用が一般的で

あるが，平均化された情報のため，３D-RB単体のSINRとは異なる

• 考案手法

 特異値分解を用いて3D-RBから等価1D-SISOスロットへの変換
 等価SISOスロット単位のSINRを用いることで精度の高いRB割り当て
 さらにWater fillingアルゴリズムに基づいた電力分配も用いてリソー

スブロックの割り当て制御
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モバイルQoS制御技術 -QoS保証基準・方法-

• 複数QoS要件（スループット，遅延）と周波数利用効率をまとめ
て一つの指標とするためのプライオリティ式を導入し，その値を
用いてリソース割り当て制御を行うＱｏＳスケジューリング方式
を考案

要求速度・遅延等をサポートQoSクラスに持つ場合

• ２つの割り当て基準((1)システムスループット最大，(２)基地局か
ら遠いユーザの通信速度向上とスループットからの公平性）を
導入し，加えて

• Proportional Fair(PF)指標を追加した手法を考案

• リソースブロック毎に最適な電力を割り当てる電力微調整
アルゴリズムを考案

ベストエフォート通信の場合
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考案QoSスケジューリング概要
• プライオリティ式：周波数利用効率の評価値の項 PPF，許容

遅延に関する項 Plantencyと要求MACスループットに関する項
Prateに対して重み付き和

• 各項は[ 0, 1 ] に正規化，ただし，許容遅延を重視し，レイテ
ンシ項の値はデッドライン近くで1を超えて増加
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速度保証と遅延保証のための
QoSスケジューリングを用いたモバイルQoS制御技術

-シミュレーション結果-

図：ユーザ数を変化させた場合のQoSアウテージ率の推移
(左：下りリンク，右：上りリンク)

(遅延保証優先:wLetency=1,
周波数利用効率＋遅延保証優先:wLetency=0.5, wPF=0.5)

IEEE802.16e-PUSC準拠(OFDMA-TDD方式, 帯域
幅10MHz,リソースブロック数30)

パラメータ 設定値

セル配置
multi-Cell( セル半径
500m)

ユーザ分布 セル内一様分布

BSパラメータ

BSアンテナ数 4
BS最大送信電力(dBm) 40 dBm
BS最大アンテナ利得(dBi) 16 dBi
BS雑音指数(上りリンク) 5 dB
MSパラメータ

MSアンテナ数 4
MS最大送信電力(dBm) 23 dBm
MS最大アンテナ利得(dBi) 0 dBi
MS雑音指数(下りリンク) 10 dB
伝搬パラメータ

搬送波周波数 2.5 GHz

距離減衰
35.04*log10(d) +
33.81* log10(f) +
25.06 dB

最大ドップラー周波数 6.0Hz
その他ロス 10 dB
QoS要件(速度保証遅延保
証あり)

75 kbps VOIP (許容遅
延50 ms)

表:シミュレーションパラメータ

速度・遅延保証しながら，従来方式に対して下りリンクで4倍，上りリンク
で2.3倍の収容人数の改善（アウテージ率0%の場合）

4倍に改善 2.3倍に改善
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ベストエフォート通信のための
モバイルQoS制御技術-シミュレーション結果-

従来方式よりも周波数利用効率を5~18%程度改善しながら，ほぼ均一のスループットを達成

IEEE802.16e-PUSC準拠(OFDMA-TDD方式 , 帯域幅
10MHz,リソースブロック数30)
パラメータ 設定値

セル配置
multi-Cell( セル半径
500m)

ユーザ分布 セル付近に一様分布

BSパラメータ

BSアンテナ数 4
BS最大送信電力(dBm) 40 dBm
BS最大アンテナ利得(dBi) 16 dBi
BS雑音指数(上りリンク) 5 dB
MSパラメータ

MSアンテナ数 4
MS最大送信電力(dBm) 23 dBm
MS最大アンテナ利得(dBi) 0 dBi
MS雑音指数(下りリンク) 10 dB
伝搬パラメータ

搬送波周波数 2.5 GHz

距離減衰
35.04*log10(d) +
33.81* log10(f) +
25.06 dB

最大ドップラー周波数 6.0Hz
その他ロス 10 dB
QoS要件 ベストエフォート

表:シミュレーションパラメータ 下りリンク結果 上りリンク結果

スループット
約5%向上

スループット
約18%向上

CDFカーブ急峻
=均一スループット

CDFカーブ急峻
=均一スループット
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統合試験装置を用いた屋外実証実験概要
・ 基地局(BS)1台と移動局(MS)3台で実験，MSの電波伝搬プロービングにより得られる電波状

況情報(CINR)を元にBSがリソース制御を行う方式の検証のため統合試験装置を開発

・ 横須賀中央市役所屋上にBSを設置，移動局（MS）2,3を静止させMS1を直線上に移動させて
各MSのスループットを測定

・ ベストエフォート通信での通信速度（スループット）の公平性の検証
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統合試験装置系外観
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実証実験結果

システム
IEEE802.16e-PUSC準拠(OFDMA-

TDD方式, 帯域幅10MHz,リソースブ
ロック数30)

送受信周波数 2550MHz

送信出力電力 BS：4W （36dBm）
MS：200mW （23dBm）

アンテナ高 47m(BS),1.5m(MS1,MS2),
2.5m(MS3)

アンテナ利得 BS: アンテナ半値角60度, 12 dBi
MS:オムニアンテナ 2.5dBi

リソース比 上りリンク：下りリンク7:3
フレーム長 5.0 ms
下りリンク比 0.7
電力分配方式 サブキャリア間で等分配

プロービング
手法 CINR測定(50ms毎）

測定点距離 20m
リソース割当の

計算速度
1ms以下

（次フレームで割り当て更新可能)

表 実証試験装置の諸元

図：スループット/CINR特性（基地局から遠いユーザ
の通信速度向上と公平性を基準）

IEEE802.16eシステム上においてもリソース制御はリアルタイム処理
され公平性が実現できることを確認

通信速度
の加点か
ら公平性
を実現

http://www.nict.go.jp/index-J.html�


まとめ

研究開発目標概要：第4世代移動通信システムにおいて通信エリア内に存在す
る全てのユーザに対し，必要十分量のQoSを有する通信を供給できるようにす
る

•セルエッジのユーザのアウテージ率を現行のプロポーショナルフェアネスリソース割り当て方式の
半分程度

•セル内において最低レートを保証しながら均一スループットの実現

目標達成状況：電波伝搬プロービング情報とQoS要件を活用しながら，3次元リ
ソース制御を行い，従来技術に対して2 倍以上の人数に対しQoS保証を行うこ
とが可能な技術を考案（目標達成率100%)

•電波伝搬・QoSプロービング技術と，セルエッジユーザの周波数利用効率を高めるマルチディメン
ショナルリソース割り当て制御技術の開発を行い，ベストエフォート通信のためのモバイルQoS制
御方式を考案。同方式により周波数利用効率と公平性の観点から有効性を確認

•速度保証と遅延保証をQoS保証とする統合モバイルQoS制御方式を考案。同方式により，QoSア
ウテージ率0%の場合の収容人数を従来方式プロポーショナルフェアネス方式の半分以下となる
ことが分かり，同方式が有効であることを確認

•プロービング・マルチディメンショナルリソース制御技術をIEEE802.16eシステム上で統合した実証
試験装置を開発し，その機能と有効性を実証
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