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概要
次世代の移動通信システムでは、高速大容量通信を実現するために小セル化に伴う基地局数の増大が進み、特にトラヒ
ックの発生が集中する屋内でのフェムト基地局の利用が促進される。屋内は、電波伝搬に関する現地調査が困難なことな
どから、基地局パラメータの最適化が難しい。そのため、フェムト基地局設置時の無線エリア調整のみでは、設定したパ
ラメータと基地局周辺の通信品質状況との不一致が生じ、ユーザスループットの改善効果が十分に得られない。したがっ
て、本研究開発では、通信品質に関する情報を収集し、収集した情報に基づいて基地局パラメータを設定するまでの一連
の処理を繰り返し行い、無線エリアの調整不足を解消し、電波資源の有効利用に資する自律的エリア設計運用技術を開発
した。

Abstract
In the next generation mobile communication systems, due to the small cell deployment for achieving high speed
and large-capacity communications, the number of base stations becomes large. Especially, use of indoor femto base
stations increases since most traffic is generated from indoor. However, it is difficult to optimize the parameters of
base stations for indoor area. Then, the effective improvement by deployment of femto base stations is not fully
obtained. Therefore, we studied the technologies for Self-organized area design and operation.

１．まえがき
次世代移動通信システムでは、急増しているモバイルト
ラヒックに対応するため基地局の小セル化が進み、今後さ
らなる基地局数の増加が予想される。特に、トラヒック発
生は屋内に集中するため、屋内への基地局設置数が増大す
ると考えられる。屋内の無線エリアを調整するには、設置
された多数の基地局が対象となる。さらに、屋内は複雑な
電波伝搬環境であることから、効率的な無線エリア調整を
実現するエリア設計運用技術が求められる。3GPP（3rd.
Generation Partnership Project）などの標準化団体でも、
電波伝搬環境に応じた自律的な基地局間協調制御などに
より無線エリアを効率的に調整する機能群を標準化して
おり、SON（Self-Organizing Network）と呼称している。
しかし、屋内での電波伝搬に関する現地調査は困難なこ
とから、基地局パラメータの最適化は難しい。このため、
基地局設置時の無線エリア調整のみでは、スループットの
改善効果が十分に得られない。また、屋内は建物の構造か
ら平面的な基地局配置だけでなく、図 1 に示すように垂
直方向にも配置される基地局を考慮しなければならない。
そのため、横方向の干渉や壁の浸透損失に加え、垂直方向
の干渉や床および天井の浸透損失の影響も大きくなる。さ
らに、様々な構造の建物が存在するため、その干渉や浸透
損失の大きさはそれぞれ異なり、屋内の電波伝搬環境を十
分に把握することは難しい。

図 1 屋内の基地局配置と干渉の関係
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そのため、これまでの無線エリア設計運用技術を適用す
るのみでは、無線エリアの調整不足は解消できず、十分な
ユーザスループット改善効果が得られないと考えられる。
したがって、基地局設置時以降も、基地局パラメータ設定
を繰り返し行い、無線エリアの調整不足を解消する必要が
ある。
本研究開発では、屋内に設置される代表的な基地局とし
てフェムト基地局を想定し、多数のフェムト基地局が対象
の場合において、効率的に屋内の無線エリアの調整不足を
解消しユーザスループット改善効果を十分に得ることを
目的として、端末と基地局が連携して測定した周辺基地局
の無線品質や、屋内の電波伝搬環境の特性に基づき、自律
的に基地局パラメータの設定を繰り返す自律的エリア設
計運用技術の開発に取り組んだ。また、本開発技術の適用
により、無線エリア調整前のユーザスループット下位 5%
点に当たるユーザ数を、開発技術適用後にはシステムスル
ープットを低下させることなく 50%以上削減することを
目標とした。

図 3 に研究内容の概要を示す。本研究開発は、3GPP
で 規 格 化 さ れ た LTE-Advanced(Long Term
Evolution-Advanced)技術を対象とし、屋内に設置される
基地局に対し開発技術を適用することを想定し、屋内に設
置される基地局としてフェムト基地局を用いることを前
提に、以下のフェーズにて実施した。図 3 に示すように、
第 1 に、(1)LTE-Advanced で規定された使用周波数帯を
用いて、屋内の複雑な電波伝搬特性を明らかにした。第 2
に、(2)電波伝搬環境や屋内に設置された基地局周辺の通
信状況に基づき基地局パラメータを設定する基地局連携
制御技術の開発を行い、計算機シミュレーションにより目
標を達成することを確認した。最後に、本研究開発では、
開発技術の効率的な適用を実現するために、フェムト基地
局に対する制御を担う制御装置の利用を想定しており、そ
の実現性を評価するため、(3)本開発技術の成果をフェム
ト基地局、制御装置に実装し、情報収集や制御技術による
処理負荷を測定した。
以降、これらの研究内容の概要について報告する。

２．研究内容及び成果
本研究開発では、多数のフェムト基地局を設置するのみ
では無線エリアの調整不足によりスループットが改善さ
れないユーザが存在する可能性が高いことから、ユーザス
ループットの下位 5%を通信品質の劣化指標として屋内に
おけるユーザスループット低下要因を解決するため、以下
の 3 つのアプローチにて研究開発を実施した。ユーザスル
ープットの下位 5%は、3GPP において品質評価を行う際
に用いられる指標の一つである（TR36.814 V9.0.0）。
図 2 にユーザスループットの累積分布関数のグラフを
示す。下位 5％にあたるユーザスループットの向上を得る
ことで、通信品質の改善が示される。

（1）屋内の電波伝搬測定の把握
屋内の複雑な電波伝搬特性を電波伝搬実験により検証

（2）基地局連携制御技術

センシング

制御反映

フェムト基地局

分析

基地局連携制御

本研究開発における
通信品質の劣化指標

制御装置

累積分布関数 [%]
（3）制御技術の実現性を検証
- フェムト基地局試作機、制御装置への制御技術の実装・検証
- 制御技術の実運用を想定した情報収集・処理負荷の検証
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目標：開発技術適用
後、50%以上削減

図 2
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F ( x) : 無線エリア調整前のユーザスループットの
累積分布関数
p( x) : 無線エリア調整前のユーザスループットの
確率密度関数
p( x) : 開発技術適用後のユーザスループットの
確率密度関数

研究内容の概要

式(1)

屋内の電波伝搬環境の特性把握
フェムト基地局の利用が想定される屋内環境および周
辺 環 境 に お け る 通 信 品 質 の 把 握 を 行 う た め に 、 IMT
（International Mobile Telecommunications-Advanced）帯、
および IMT-Advanced 帯に対応した電波伝搬測定装置を
製作し、電波伝搬の特性について測定を行った。フェムト
基地局の利用が見込まれる屋内環境として、マンションや
戸建て住宅などを利用し、屋内基地局間の干渉の状況、屋
内基地局から建物の周辺への漏洩の状況、屋外基地局から
屋内への浸透の状況を把握するための測定を行い、データ
を取得した。
図 4 に実験で使用した電波伝搬測定装置の外観を示す。
同図に示す屋内用の送信機に加え、屋外用の送信機も作成
した。本測定装置では、測定データに対する解析処理や統
計処理の自由度を上げるために、A/D へ変換後の受信デジ
タル信号を直接保存する構成とした。本装置を用いて取得
したデータは、オフラインで解析・統計処理を行い電波伝
搬の特性を取得した。
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図 6 取得データの距離損失の特性

(a) 送信機
(b)受信機
図 4 実験で使用した測定装置の外観
屋外環境と比較して、屋内ではわずかな距離を移動した
だけで伝搬損失など特性の変化が急激である。この変化を
適切に把握するためには、屋内では屋外よりも多くの地点
で測定を行い、データを取得することが必要となる。さら
に、ユーザの移動に伴う通信品質の劣化も考慮が必要であ
るため、定点での固定測定に加えて、屋内を移動しながら
行う測定も組み合わせた。マンションでの屋内測定の様子
を図 5 に、取得したデータ（伝搬距離に対する損失の値）
を図 6 に示す。同一の距離においても、伝搬損失は 10dB
以上の幅を持っていることが確認できた。

取得した受信データを位置情報と対応づけて解析を行
い、システムレベルのシミュレーションに適用するために、
異なる環境での距離損失の特性、ユーザの移動に伴うフェ
ージングの特性、宅内の通信エリアの確保に必要な送信電
力の初期値や干渉量などの特性を求めた。図 6 に示した
受信データの距離損失の値を、伝搬距離に依存する損失特
性と、マルチパスに伴うフェージング・シャドーイングよ
り生ずる損失の変動を分離し、それぞれの求めた特性を図
7 と図 8 に示す。3GPP が規定する屋内伝搬モデル(Indoor
Hotspot LOS や NLOS)と実測により得た値を比較すると
10～15dB ほど乖離が生じていることを確認した。

図 7 伝搬距離に対する損失の変化

図 5 屋内での電波伝搬実験の様子

図 8 移動に伴う伝搬損失の変動
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２．２

制御手法の検討

装置起動

フェムト基地局の設置によって、マクロ基地局のみが存
在する場合と比べ、収容可能なトラヒック量の向上やトラ
ヒックオフロード効果によりシステムスループットが改
善できる。しかし、同一周波数帯を用いる基地局と重畳し
て設置することを前提とすると、下り信号における干渉に
よるユーザスループット低下を引き起こしてしまい、セル
境界が増加する。また、多くの小規模な無線エリアの構築
により、ユーザの移動に伴う端末分布の変動が、基地局で
収容可能なトラヒック量に影響し、ユーザスループットが
低下する端末も発生し得る。
しかし、表 1 に示すユーザスループット低下要因は、
図 9 に示す場所の周辺にあるフェムト基地局の基地局パ
ラメータ設定を制御することで、解決可能である。また、
各要因は同時に起こり得るため、各要因を個別に捉えて制
御を行うよりも、補填し合う、もしくはお互い影響を及ぼ
さないような制御内容および契機とすることが望ましい。
表 1 ユーザスループットが低下する要因
場所

要因

セルが重なり下り信号におけ

在圏先以外のセルが大きい/

る干渉が大きい、
もしくは下り

在圏先のセルが小さいため

Self-Configuration
隣接基地局の測定

時分割制御グループ作成

Self-Optimization
屋内通信品質の収集

負荷分散制御

セルサイズ制御

図 10 無線エリア調整を実現する制御手法
次に、表 2 に示す制御について説明する。
まず、最初の項目のセルサイズ制御について、図 11 を
用いて説明する。

信号の減衰が大きいセル端
（図 9 中(a)）
隣接フェムト基地局間でリソ

無線リソースが十分に割り

ース負荷に偏りがある場所
（図 9 中(b)）

当てられないため

フェムト基地局が近接してい
る場所（図 9 中(c)）

基地局の下り信号における
干渉が過剰なため

ユーザスループットが低下する場所(a)

場所(b)

場所(c)

図 9 ユーザスループットが低下する場所
上記の考えのもと、制御手法の検討を行い、表 2 およ
び図 10 の制御内容および契機で構成される基地局連携
制御技術を開発した。
表 2 制御内容および契機
制御名

制御内容

契機

セル

フェムト基地局のセルサイ

時分割制御の実施

サイズ

ズを端末分布に合わせて拡

や端末分布の変動

制御

大/縮小させる

負荷

隣接フェムト基地局間でリ

時分割・セルサイ

分散

ソース負荷が等しくなるよ

ズ制御の実施や端

制御

うに端末の在圏先を変える

末分布の変動

時分割

下り信号で過剰な干渉が生

フェムト基地局の

制御

じるフェムト基地局を異な

新設等の干渉関係

る時間帯で信号送信させる

の変動

図 11 セルサイズ制御
屋内は電波伝搬特性が複雑であることに加え、ユーザに
よる任意の位置への基地局設置や変更、端末分布の変動が
起こり得る。したがって、セルサイズを一意に定めること
は難しい。本制御では、基地局を連携させ、セル端に存在
する端末が少なくなるようにセルサイズを拡大/縮小させ、
ユーザスループットを改善する。
2 点目の項目の負荷分散制御について、図 12 を用いて
説明する。
特定の基地局にトラヒックが集中し、その基地局におい
て無線リソースが不足する場合、在圏端末のユーザスルー
プット低下が生じる。本制御では、このような基地局に在
圏する端末の一部を、無線リソースに余裕のある隣接基地
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局に在圏させ、ユーザスループットを改善する。
Aに在圏する端末の無線リソース使用量
Bに在圏する端末の無線リソース使用量
下り信号受信電力
Aからの電力
フェムト
基地局A
（高負荷）

価を行い、開発技術の有効性を検証した。
図 14 は評価系の構成である。
図 15 に、本シミュレータにより各項目が可視化された
画面を示す。

無線リソース使用量
Bからの電力
フェムト
負荷分散
基地局B
制御
（低負荷）

基地局間距離

情報収集

ネットワーク
シミュレータ

制御装置

基地局パラメータ制御

図 14 評価系の構成
各フェムト基地局における無線リソース使用率などに基
き、端末の在圏先を定める

3次元的な電波伝搬環境の可視化

図 12 負荷分散制御
3 点目の項目の時分割制御について、図 13 を用いて説
明する。
フェムト基地局が近接する場合、下り信号における干渉
が過剰となるエリアが生じ、そのエリアに存在する端末の
ユーザスループット低下が生じる。本制御では、下り信号
において過剰な干渉が生じているフェムト基地局は、異な
る時間帯で下り信号送信させ、ユーザスループットを改善
する。
干渉電力が強い
干渉電力が弱い

特定基地局のスループット特性の可視化
（特定エリアの拡大表示）

開発
技術
適用前

適用後

送信データ量

システムスループット

システムスループット特性の可視化
時間

適用前

適用後

時分割制御
ユーザスループット
特性（累積分布関数）
の可視化
時間

各フェムト基地局における、周辺基地局から受信した下
り信号電力などに基き、各フェムト基地局の下り信号送
信の時間帯を定める

図 13 時分割制御
開発技術の有効性の検証：
3 次元的な干渉や建物浸透損失を計算することで、本研
究開発で想定する電波伝搬環境を模擬し、電波伝搬環境や
スループット特性を可視化するネットワークシミュレー
タを製作した。本シミュレータを使用してスループット評

適用前

適用後

図 15 電波伝搬環境やスループット特性の可視化
本研究開発では、本シミュレータを用いて基地局間の干
渉条件や浸透損失など様々な屋内環境の条件を構築し、ユ
ーザスループット特性の検証を行った。
図 16 は、本研究開発にて実施したモデルの一例であり、
1.2km 四方のエリアに様々な大きさ、階層の建物が存在
する環境を再現したモデルである。
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表 3 にシミュレーション諸元を示す。

100
90

累積分布関数 [%]

80
70
60
50
40

マクロ基地局のみを設置した場合

30
20

マクロ基地局とフェムト基地局を
重畳して設置した場合（開発技術適用前）

10

開発技術適用後

0
0

200

400

600

800

1000

ユーザスループット [kbps]
10
マクロ基地局のみを設置した場合
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(b) パラメータ設定
図 16 シミュレーションモデル
表 3 シミュレーション諸元
項目

値

搬送波周波数

3.5GHz

占有帯域幅

10MHz

屋外パスロス

IMT-Advanced UMa NLOS

屋内パスロス
マクロ基地局台数

IMT-Advanced InH NLOS
7台

マクロ基地局

36dBm

（3 セクタ）
初期送信電力
フェムト基地局
台数

1081 台

端末数

屋外 400 台、屋内 1600 台
1 階 200 台、2 階以上 1400 台
一様分布

トラヒックモデル

端末あたり 1Mbps

シミュレーションの結果、図 17 の開発技術の適用前後
のユーザスループット特性が得られ、開発技術を適用した
結果、表 1 に示した通信品質が劣化する無線エリアに多
数のユーザが存在する状況において、無線エリア調整前の
ユーザスループット下位 5%点に当たるユーザ数を、シス
テムスループットを低下させることなく 50%以上削減で
きることを確認し、開発技術の有効性が確かめられた。

45

50

700

システムスループット [Mbps]

10dBm

40

また、同一環境下で、設置するフェムト基地局数を徐々
に増やし、調整不足となる無線エリアが増加することを想
定したシミュレーションを行い、開発技術適用時のシステ
ムスループット特性の検証を行った。比較のため、開発技
術未適用時の特性も導出し、シミュレーションの結果を図
18 に示す。シミュレーション時間 0 においては、マクロ
基地局のみが設置されており、時間が経過するにつれ、フ
ェムト基地局数は増加し、時間 100 の時点ではフェムト
基地局数は 1081 台となる。情報収集は矢印間の時間で、
基地局パラメータの再設定は矢印のタイミングで実施し
た。

各階 1 台

初期送信電力

35

図 17 ユーザスループット特性
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図 18 システムスループット特性
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また、フェムト基地局の増加過程における、ネットワー
クシミュレータにより可視化された電波伝搬環境を図
19 に示す。

表 4 装置スペック
項目

制御装置

フェムト基地局

CPU

3.33GHz
（6 コア）

試作装置
1.2GHz
（2 コア）

メモリ

12GB

2GB

LAN インタ

1000Base-T

1000Base-T

フェース

540台

1081台

図 19 基地局の増加過程における電波伝搬環境
図 18 より、開発技術適用時は、未適用時と比較してス
ループットが向上していることがわかる。これにより、開
発技術の適用によって、多数のフェムト基地局を設置する
のみでは改善されないスループットを、無線エリアの調整
を行うことにより、改善可能であることが確かめられた。

２．３

ネットワークシミュレータにより模擬する基地局の台
数を変化させ、表 4 の装置スペック条件における制御装
置の処理負荷評価結果を CPU 処理時間として、図 21 に
示す。
なお、CPU 処理時間とは、全てのフェムト基地局に対
してセルサイズ制御と負荷分散制御を実施し、時分割制御
はセルサイズ制御と負荷分散制御の半分の頻度で実施し
た場合の CPU 処理時間（CPU 使用率 100％換算時）であ
る。

2.5

開発技術の実現性の検証

処理負荷などのシステムの運用状態を可視化する機能
と、開発技術を実装した制御装置や、フェムト基地局試作
装置を製作し、開発技術適用に伴う処理負荷の評価を行い、
開発技術の実現性を検証した。
実現性の検証を行うための評価系の構成を図 20 に示
す。

CPU処理時間 [秒]

フェムト基地局
0台

2
1.5
1
0.5
0
0

200

制御装置

400
600
基地局数 [台]

800

1000

図 21 制御装置処理負荷

コアネットワーク
シミュレータ

図 21 より、CPU 処理時間の線形近似式として式(2)を
導くことが出来る。

y  0 . 0289 x

フェムト基地局
試作装置

式(2)

y : CPU 処理時間 [ 秒 ]
x : 制御装置 1台当たりの
収容基地局台数

エアモニタ
ネットワーク
シミュレータ

端末装置

UEシミュレータ

図 20 実現性検証のための評価系の構成
評価系は、電波伝搬環境やスループット特性を可視化す
るネットワークシミュレータが多数の基地局を模擬する
ことで制御装置の処理負荷の評価を行うことができ、また
制御装置からの制御によるフェムト基地局試作装置の処
理負荷の評価を行うことができる。なお評価に使用した制
御装置とフェムト基地局試作装置の概要スペックを表 4
に示す。

式(2)より、制御装置で収容できる基地局最大数を設計す
ることが可能となる。例えば、セルサイズ制御と負荷分散
制御を 30 分周期、時分割制御を 1 時間周期で実行し、CPU
使用率の上限を 50％までと仮定した場合、制御装置の制
御周期 30 分（=1800 秒）の 50%の時間である 900 秒を
CPU 処理時間にあてることが出来るため、上記式(2)に
CPU 処理時間を代入すると、およそ 31000 台の基地局を
制御装置にて収容できることが分かる。
一方で、制御装置からの各種制御に伴うフェムト基地局
試作装置の CPU 処理負荷増加については、有意な差とし
て検出できないほど小さいものであることが、図 20 の評
価系を用いて判明した。
したがって、本開発技術によって、多数の基地局の基地
局パラメータを制御し無線エリアを調整可能であること
が確かめられ、開発技術の実現性を確認できた。
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３．今後の研究成果の展開
今後の研究成果の展開を以下に示す。
・本研究開発で得られた屋内の電波伝搬特性に関する知見
を活かして、セル配置の指針策定や小型セルの設計に活用
し、新しい周波数での小型セルの実用化を目指す
・本研究開発の研究成果であるシミュレーション技術を、
建物の構造、屋内のユーザ密度、多様なトラヒック量に応
じたセル設計の事前検証を行うシステム検討に活用する
・本研究開発で知見を得た屋内セル設計・運用の指標を活
かし、屋内の無線通信環境に応じて、運用パラメータの制
御を行うフェムト基地局装置およびフェムト基地局装置
の運用に必要となる自律的エリア設計運用技術を実装し
た無線基地局管理装置の実用化を目指す

４．むすび
本研究開発は、次世代移動通信システムを想定し、多数
のフェムト基地局が設置される屋内において、端末と基地
局が連携して測定した周辺基地局の無線品質や、屋内の電
波伝搬環境の特性を用いて、自律的に基地局パラメータ設
定を繰り返すことで、無線エリアの調整不足を解消する自
律的エリア設計運用技術を開発した。
結果として、屋内に設置されたフェムト基地局周辺エリ
アへの近接設置による過剰干渉エリア、セル端エリア、無
線リソース負荷の偏りがある無線エリアに多数のユーザ
が存在する状況において、目標である無線エリア調整前の
ユーザスループット下位 5%点に当たるユーザ数を、開発
技術の適用後にはシステムスループットを低下させるこ
となく 50%以上削減できることが確かめられた。また、
開発技術を実装した制御装置やフェムト基地局試作装置
を製作し、制御装置 1 台当たりに収容できる基地局最大数
を CPU 処理時間から設計することが可能となり、本開発
技術によって、多数の基地局の基地局パラメータを制御し
無線エリアを調整可能であることが確かめられ、開発技術
の実現性を確認した。
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