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概要
ミリ波帯でしか実現できない高速伝送技術を用いたワイヤレスアクセスネットワークの構築に資するため、数ギガバイ
トの大容量データを短時間で伝送可能な低消費電力の携帯端末、ユーザ端末との間で瞬時に大容量データ伝送を行うため
の無線アクセスゲート、緻密に設置された無線アクセスゲートをメッシュ状に結んで基幹通信網に接続する小型軽量で設
置が容易な中距離無線システム、並びに構築したワイヤレスアクセスネットワークの信頼性を維持するための運用技術等
を開発した。

Abstract

In order to construct wireless access network using high-speed transmission technologies realized only by
millimeter-wave, we have develooed a wireless terminal that can transmit several Gbps data for a few seconds with
low power consumption, a wireless access gate for high-capacity date transmission to/from a terminal
instantaneously, a small-size and light-weight wireless system to connect a mesh netowork of wireless access gates
with a backbone network, and operating technology to keep reliability of the wireless access network.

１．まえがき

近年、タブレット PC やスマートフォン等の高性能で多
機能な携帯無線通信端末が爆発的に普及しつつあり、国内
市場における平成 23 年度のスマートフォン出荷台数は前
年比 2.3 倍の 1,986 万台と予測され、携帯電話の総出荷台
数の約 5 割を占める見込みとなっている。これらの端末は、
超高速 CPU や負荷の大きいプログラムを搭載せず、消費
電力を低減して持ち運びを容易にしているところが大き
な特徴である。このような端末は、接続されたネットワー
クの先に超高速・超大型のコンピュータが接続され、必要
な時に情報を端末にダウンロードし、必要な時にネットワ
ークの先のコンピュータに計算させ、必要な時にデータを
アップロードするクラウド的なシステムの利用が前提と
なっているが、ユーザがネットワークの先に接続された大
型コンピュータを全く意識せず各自の端末を利用可能と
するためには、ユーザが場所等を問わず大容量の情報を極
めて短時間にネットワークからダウンロード／アップロ
ードする環境が必要とされる。このため、ネットワークと
端末間を超高速かつ低消費電力で接続するワイヤレスア
クセスネットワークが必須となる。現在、このような無線
ネットワークとしては、マイクロ波帯以下を使用する携帯
電話や WiMAX 等の既存のブロードバンドアクセスの周
波数利用効率を向上させることにより対応しているが、ス
マートフォン等の普及に伴う移動通信システムのトラヒ
ックの爆発的な増大（平成 23 年 12 月現在のデータ通信
トラヒックは 181.3Gbps であり、平成 22 年 12 月のトラ
ヒック 82.2Gbps から 1 年で約 2.2 倍に増加）による周波

数ひっ迫が深刻化していることから、周波数のひっ迫度の
比較的低いミリ波帯へのデータオフロードを早期に実現
する必要がある。このため、ユーザの端末へ近距離で瞬時
かつ確実に大容量のデータを伝送する無線システム（無線
アクセスゲート）等の近距離系ミリ波無線システム、並び
に柔軟に配置される近距離系システムを結び、バックボー
ンとなる幹線通信網に接続するための中距離系ミリ波無
線システムによる無線アクセスネットワーク構築技術の
確立が求められている。

２．研究内容及び成果
ア)60GHz 帯近距離大容量データ伝送用携帯端末/
無線アクセスゲートシステム

ア)-1 60GHz 帯近距離ユーザ伝送速度 6Gbps・低消費電
力携帯端末システムの研究開発
ミリ波帯通信モジュールにおいては、当初目標通り、シ
ステム冗長度 15 %で安定伝送可能な信号処理方式を確立
し た 。 物 理 (PHY) 層 お よ び media-access control
(MAC) 層 を 含 め た シ ス テ ム 全 体 の LSI 化 を 行 い 、
QPSK 変調で無線伝送速度 3 Gbps 時に無線伝送距離
1.1 m、16QAM 変調で 6 Gbps 伝送時に 40 cm を、それ
ぞれ bit-error rate (BER) 1.0 × 10−6 で達成した。また、6
Gbps 無線伝送の外部 I/F を除く BB 部と RF 部の総消費
電力は、Tx 動作時は 561 mW、Rx 動作時はノイズレス
の条件で 780 mW (BER 1.0 × 10−6 で 870 mW) となり、
当初の目標である 1 m 以上の伝送距離と 800mW 以下
の消費電力を、それぞれ達成した。本携帯端末に実装され
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たアンテナは、利得 6dBi、帯域 57～66GHz スラブ導波
路応用のエンドファイヤ形で、RF フロントエンドチップ
を実装するパッケージと一体となっている。
図ア)-1-1 に、開発した三次試作ベースバンド CMOS 集
積回路を示す。システム冗長度を低減するための課題の一
つである、誤り訂正符号の符号化率低減については、全て
の無線通信規格の中で、最も冗長度の小さい LDPC 符号
で あ る 、 IEEE802.15.3c に 採 用 さ れ て い る 符 号 化 率
14/15 の LDPC 符号をベースに、約 20 % の回路規模上
昇率で符号化率 11/15、13/15、14/15 に対応した、新規
Overlaid-rate-compatible (ORC) LDPC Codes を開発し、
チャネル品質に応じた的確な適応レート制御を実現した。
また回路の内部並列度を見直すことで、復号時の繰り返し
回数を 16QAM 時で約 57％増加させ、
性能向上を図った。
図ア)-1-2 に新規開発したそれぞれの符号の白色雑音チャ
ネルにおける性能を示す。従来の符号化率 14/15 の符号と
比較し、符号化率 13/15 の符号で 1.2 dB、符号化率 11/15
符号ではさらに 1.8 dB の利得が得られていることがわか
る。本プロトが接続されるスマートフォンやゲート制御
PC 上で動作する制御 API の開発も同時に行い、ホストか
らのデータアクセス方法を改良することで、無線伝送終了
から、ホストからアクセス可能となる時刻までの待機時間
を 4.5 秒から 2 秒へ短縮した。31dBi スロットアレイア
ンテナを搭載し、当屋外無線モジュールを用いた伝送実験
において、3 Gbps 伝送時で約 200 m の伝送距離を達成
した。標準化については、近接高速無線通信の業界団体で
ある TransferJet Consortium と共同で、IEEE 802.15
Working Group (WG) 下の Task Group (TG) 3e において、
最大 100 Gbps を超える近接 60 GHz 帯高速無線の規格化
を推進した。modulation and coding scheme (MCS) やプ
リアンブルおよびヘッダ構成等、本研究開発の内容が極力
反映された新規 PHY 提案を行い、2017 年の規格正式発
行に向け活動を継続中である。
60GHz 帯フロントエンドを 65nm CMOS 集積回路とし
て実装した。EVM 特性向上のため、I/Q ミスマッチの自
動校正および位相雑音特性のさらなる改善を目指した。ま
た、time-division duplex (TDD) 動作が低下する課題対
策のための高速起動回路を受信ミキサに組み込んだ。送信
機からの変調信号の EVM 劣化の原因となる I/Q ミスマッ
チの補正において、一度 60GHz 帯の変調信号を低周波数
帯に変換する必要がある。ここでは従来と同様に局部発振
器信号の不要な検波器を用いる方式をとった。従来方式の
ままでは、シンボルレートに対応する最大 1.76GHz の信
号を扱う必要があるため、非常に高速かつ高分解能な AD
変換器が必要となる。本研究では、検波器で一度低周波に
変換した信号を、20GHz PLL からの信号を再利用するこ
とでさらにダウンコンバートする回路を用いた。内蔵した
小型高分解能 AD 変換器を用いることで信号帯域全体に
対する I/Q ミスマッチの検出を可能とした。検出した信号
は SPI 経由で読み出すことができ、送信機の制御コード
を調整することで自動での I/Q ミスマッチ校正を実現し
た。表ア)-1-1 に I/Q ミスマッチ自己補償回路による EVM
特性の改善についてまとめた。イメージ抑圧比-18dBc か
ら-44dBc に自動改善できた。EVM を校正なしで-19.0dB
だったものを-27.9dB に改善できた。EVM 特性の更なる
改善のためには、局部発振器の位相雑音の改善が必要であ
る。従来、最良値で-96dBc/Hz@1MHz 離調であったもの
を、テールフィルタリング型の発振器により
-122dBc/Hz@10MHz 離調の性能を達成した(1MHz 離調
で-102dBc/Hz に相当)。また、PLL の構成をサブサンプ
リング型とすることで、帯域内位相雑音を、従来、
-60dBc/Hz だったものを-79dBc/Hz とする大幅な改善を

果たした。図ア)-1-3 にサブサンプリング型 PLL による
60GHz 局部発振器の回路図を、図ア)-1-4 に 20GHz PLL
および 60GHz 注入同期発振器の位相雑音特性を示す。ま
た、消費電力としては、従来 86mW 必要だったものを
32mW で実現した。周波数範囲としても、4 チャネル全体
に対応する 55.6-65.2GHz の周波数範囲を達成した。
高速変換動作に適した変換アーキテクチャである
Flash ADC は、分解能を N とした場合比較器の数を 2N
個用いなければならないため、分解能向上に伴い消費電力
及び回路面積が指数関数的に増加していくという致命的
な問題がある。本研究ではこの問題を解決するために、遅
延時間折り返し型という世界初の変換方式を開発し、低消
費電力化を図った。本 ADC は入力された電圧を遅延時間
情報に変換し、その遅延時間情報を折り返すことで、必要
となる比較器の数を 128 個から 48 個と半分以下に減らし
た。遅延時間情報の折り返しには簡単な AND 回路や OR
回路のような単純ロジック回路を用いて実現することが
でき、今後の微細 CMOS 回路に適した変換方式である。
2.3GS/s 以上の変換周波数を有し、40dB を超える SNR
を有していることが確認された。また、ナイキスト周波数
での SNDR は 37.4dB を達成した。VGA は ADC の高分
解能化に伴い、既存の VGA に対して 2 倍の出力信号振幅
が得られるように設計した。振幅を 2 倍大きくすると歪成
分は 18dB 程度劣化するが、Flipped Voltage Follower ベ
ースの可変利得アンプを開発し、この問題点を解決した。
これにより、大きな消費電力の増加無く線形性と SNR の
向上を達成した。利得は 9 ビットのコントロールコードで
制御され、
コントロールコードに対して dB リニアで 45dB
ほどの可変範囲が得られていることがわかる。また、最大
の SNR も 44dB を達成し、
両者とも目標を達成した。VGA
には 4 次の LPF 機能を持たせたため、ロスと合わせて高
域で信号減衰が生じ、SNR 等が劣化している様子が見受
けられるが、おおむね想定通りの結果が得られた。VGA
の性能を表ア)-1-2 にまとめる。消費電力が若干未達では
あるが、当初の目標を概ねクリアした。DAC は一般的な
電流出力型 DAC とし、出力電流は 5mA～15mA 程度の
範囲で可変できるようにし、後段の RF 回路ブロックの仕
様に適応的に合わせられるようにした。DAC の最大の課
題は、SoC に搭載した場合にデジタルで使用されるクロ
ック周波数起因のスプリアスや、電源ノイズによるクロッ
クジッタに伴う SNR の劣化であった。用いた場合では
SNR が 7dB 程度改善し、16QAM の通信品質を確保でき
る見通しが得られた。表ア)-1-3 に DAC の性能をまとめる。
消費電力が若干未達であるが、これは本来 DAC の機能と
してはオプションであるシリアル-パラレル変換回路を有
しており、ここに用いているデジタル回路のスタンダード
セルの限界性能を用いていることに起因している。その他
の性能については当初の目標を達成した。以上により、
ADC/DAC/VGA において当初の目標を概ね達成し、ベー
スバンド回路として混載を行い、システム全体として
16QAM の通信の成功に寄与した。

図ア)-1-1 三次試作ベースバンド CMOS 集積回路
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ア)-2 60GHz 帯近距離大容量伝送用無線アクセスゲー
トシステムの研究開発
無線アクセスゲート用 RF フロントエンドの部分試作
を繰り返し、無線アクセスゲートの核心技術となる「超広
帯域導波管開口アレーアンテナ」の近傍界への接続要件や
フロントエンド側のレベルダイヤ（温度補正を考慮）を決
定する事により無線アクセスゲートシステムの基本設計
を実施完成させた。図ア)-2-1 にはその最終的なブロック
構成図を示す。表ア)-2 がそのアンテナ共用部の評価結果
サマリである。これによれば、若干の入出力端 VSWR 不
足を認めるがアンテナ共用部としての適応には十分な特
性が得られた。直交変復調部の部分評価結果データを図
ア)-2-3 に示すが、変復調器としての基本特性として、
16QAM 信号を貫通させ得る水準である事も確認できた。
本無線アクセスゲートは、超広帯域導波管開口アレーアン
テナを前記の無線アクセスゲート用 RF フロントエンド
と組み合わせて装置を構成しており、無線アクセスゲート
システムを試作構築、60GHz 帯端末との接続試験といっ
た無線アクセスゲートの機能実証を実施した。その結果、
近傍界エリアへの接続を利用する場合、想定通りアンテナ
の開口面相当幅のシリンダー状のゾーン内でなければ端
末とアクセスゲートの接続が成立せず比較的狭い範囲で
の利用形態となってしまう事が確認された。そこで、本シ
ステムの実証実験としては、端末を携帯して歩行した状況
におけるデータ伝送可能な範囲を確認しつつ、60GHz 無
線アクセスゲートの設置形態を図ア)-2-4 に示すとおりと
した。同図に示した設置形態により、ゲート装置へ直線的
に向かうことで、高さ方向の制約を回避することができ、
実 際 に 図 中 の 赤 線 部 に 示 し た 0.6m の 範 囲 で 3.0 ～
6.0Gbps のデータ伝送が可能であった。
試作した各種円偏波導波管開口アレーアンテナの基本
特性を測定するとともに、伝搬特性を把握した。反射は、
設計値－14dB 以下に対し、－10dB 以下、軸比は、設計
値 2.5dB 以下に対し、－3.5dB 以下、利得は、ほぼ設計
電波資源拡大のための研究開発
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値どおりの約 37dB で、効率は、設計値 80%に対し
60~70％程度が得られている。伝搬実験には、60 GHz 帯
RF フロントエンドとベースバンド回路を取り入れた無線
機を試作し、活用した。変調方式が QPSK 時、最大通信
速度は 3.1 Gb/s である。GATE アンテナは、
数 m から 10m
程度の近距離で使用することから、60 GHz 帯では近傍界
電波伝搬領域を活用することになる。図ア)-2-5 に各種ア
ンテナのアンテナ中心における視線距離における 60GHz
帯 Ch2、QPSK、3.1Gb/s におけるビットエラーレート
BER を示す。BER が約 1m 以内で劣化すること、アンテ
ナサイズにより BER 特性が異なることが実測されたが、
一方、例えば 32x32 素子大規模アレーアンテナでは 1m
以上約 10m までエラーフリーであることも実測された。
幅 25～30cm の筒状の電波伝搬領域を有することが認め
られた。また、伝搬距離の増大に伴い通信ゾーンがアンテ
ナ開口面積より徐々に広がっていくことが認められた。ア
ンテナからの距離が 1m 程度以内の至近距離は、検討の結
果シンボル間干渉の結果であることが解析の結果判明し
た。シンボル間干渉は、アンテナの大開口と相対的短い伝
搬距離による短遅延の影響、送受信アンテナ間の多重反射
の影響、およびアンテナ反射特性劣化によるアンテナ内部
多重反射に影響によるものであることが分かった。
ミリ波帯近距離大容量伝送のための高能率変復調技術
に関しては、64QAM と高符号化率の LDPC 符号を組み
合わせた OFDM 伝送による 10 Gbps 高能率変調方式に
ついて、その仕様を定めた。 伝送系の不完全性として周
波数シンセサイザから発生する位相雑音があるが、それを
信号処理により補償する高精度復調技術を検討した。この
高精度復調技術を FPGA に実装するため、並列処理アル
ゴリズムを確立した。 FPGA と CPU を搭載したベース
バンド回路を用いて、CPU によるオフライン処理により
高精度復調技術の有効性を室内実験により実証した。
64QAM と 高符 号化 率の LDPC 符 号 を 組み 合わ せた
OFDM 伝送による 10 Gbps 高能率変調方式（送信処理）
を FPGA 上に実装し、10 Gbps を達成する実装方法につ
いて検討した。また、位相雑音に加えてキャリア周波数オ
フセットやドップラシフト等による複合劣化を補償する
高精度復調技術について検討した．さらに、パケットの高
効率・高信頼な再送制御法についても提案し、送受信の処
理全体を制御するプロトコルについて検討した。ミリ波
60 GHz 帯において 10 Gbps 伝送を実現する高精度復調技
術（受信処理）について FPGA に実装し、 60 GHz 高周
波回路とベースバンド回路を組み合わせた片方向実証実
験系を構築した．そして、FPGA 上に実装した高精度変復
調回路の動作確認を行った．加えて、無線機の高速移動に
対する耐性を定量的に評価するため、鉄道沿線の伝搬解析
を行い、そのチャネルモデルを構築した。光ファイバ・ネ
ットワーク・インターフェイスを含めたミリ波帯 OFDM
伝送実験系を構築した．送信ベースバンド処理の OFDM
実装を完成し、その性能評価を行った．さらに、想定する
実環境として、鉄道沿線のチャネルモデルを用いて、高速
列車におけるミリ波 OFDM 伝送を検討し、複数の受信ア
ンテナによるダイバーシチ受信の有効性を計算機シミュ
レーションで確認した。

図ア)-2-1 無線アクセスゲートシステムの
ブロック構成図
表ア)-2-2 アンテナ共用部の評価結果サマリ
受信 RF 部評価結果

送信 RF 部評価結果

送信側周波数特性

受信側周波数特性
図ア)-2-3 直交変復調器の各チャネル評価結果
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図ア)-2-4 アクセスゲートの受信ゾーン

図ア)-2-5 試作した各種アンテナの
伝搬距離方向 BER 特性

イ)40GHz 帯周波数利用効率倍増型中距離無線シス
テム

DDD 方式では、送受信アンテナ間アイソレーション不
足による「送信波リーク」および伝播空間中にある遮蔽物
からの長遅延反射などによる「自局送信戻り波」といった
「自局送信回り込み波」を抑圧するキャンセル機能を組み
込む必要がある。特に、後者の自局送信戻り波については、
実際の伝播環境より得られる知見が 必要となるので、現
在東工大大岡山キャンパス内で稼動中のミリ波モデルネ
ットワーク 38GHz 回線を借用し、
図イ)-1 に示すような、
実環境での自局送信戻り波の状況調査を行なった。
その結果、
a) 送信戻り波の遅延量 最大 4μsec までを想定（遮蔽体
までの距離 600m 相当）
b) 300m 以遠にある遮蔽率 25%までの障害物
100m～300m 圏内にある遮蔽率 3%までの障害物
30m～100m 圏内にある遮蔽率 1%までの障害物
からの反射波までを想定
c) 最大 2 波の遠方反射戻波まで対応。但し 2 波の遅延間
隔は 1μsec（300m）以上を想定
d) 反射戻波の滲み（障害物の構造上の問題から生じる多
重遅延）については、反射点の分散幅を 12m 程度までと
して、滲み幅 40nsec 程度 まで線形等価しながら抑圧処
理 というキャンセラ性能要件が得られた。
40GHz 帯 DDD システム用送受分離並列設置型アンテ
ナの送受間アイソレーションについては、図イ)-2 に示す
ように、適応目標帯域 1500MHz（39.5GHz～41.0GHz）
に対し、送受アンテナアイソレーション 80dB 以上を概ね
実現した。図イ)-3 に示すように、自局送信戻り波回り込
みキャンセリングの要となるデジタルキャンセラは、受信
ベースバンド信号において干渉信号を適応デジタル信号
処理によって抑圧し、対向局からの希望信号のみを抽出す
る回路となる。本システムでは、送信電力増幅器の出力を
参照信号としてベースバンド回路へフィードバックする
構成として「自局送信回り込み波」に対するデジタルキャ
ンセルを行う。ここで、デジタルキャンセラはその参照信

号をもとに LMS アルゴリズムで動作する線形適応フィル
タで干渉信号のレプリカ信号を生成した後、受信信号から
レプリカ信号を減算することにより干渉信号を抑圧する
方式を採用した。その主要性能としては、前項に示すキャ
ンセラ性能要件より「自局送信戻り波回り込み」の次図に
示す様なモデルを作成し、このモデルに従って送信戻り波
干渉が負荷された状況での対向からの希望波に対する着
信レベル対 BER 特性劣化量 1dB 以内という条件として、
デジタルキャンセラの設計目標を設定した。図イ)-4 に見
るとおり送信戻り波負荷状態において BER 固定劣化 1dB
以内を実現できる見通しを得た。
一方、デジタルキャンセラにより目標性能を確保する為
には、RF 部からの受信系信号と送信出力モニタ系信号を
高速高能率にてデジタル信号に変換するニタ系信号を高
速高能率にてデジタル信号に変換する「超高速高分解能
ADC」が必要となる。特に本 DDD システムの場合、高精
度でのデジタルキャンセルを目指しているので、係る
ADC 回路についても高い再現性（個々の特性バラつきを
抑圧）と安定性が要求される。そこで本 DDD システムで
は、変復調信号処理を担う SoC のチップ内部に ADC 回路
を組み込む構成を採用した。図イ)-5 に実際に SoC 内部に
組み込まれた ADC 回路構成とサンプリング周波数特性で
ある。
本試作システムが所望の送信戻り波のキャンセル性能
を保持しているかの確認であるが、先行して行った「自局
送信戻り波回り込み」状況オンサイト調査の結果をもとに
机上評価用のモデルプロファイルを策定、これをもとに次
図に示す様な自局送信戻り干渉相加系を作成してその評
価を実施した。ここで想定干渉波プロファイルとしては、
短遅延干渉波、緑が丘一号館設置の無線装置で想定される
長遅延干渉波、石川台 6 号館の設置無線装置で想定される
長遅延干渉波を悪条件で組み合わせて「短遅延: -57dBm、
長遅延 1: CIR 6dB (遅延時間 2us)、長遅延 2: CIR 24dB
(遅延時間 5us)」を用いることとした。なお、希望波電力
はビット誤り率を取得するために変化させる必要がある
が、測定系を簡単化するため、短遅延電力は希望波電力を
変化させても常に-57dBm とし、長遅延干渉波電力は希望
波電力を変化させても CIR が一定になるように用いるこ
ととした。以降このプロファイルを「東工大プロファイル」
という。図イ)-6 には、
「東工大プロファイル」評価系を用
いて評価した本システムの自局戻り波干渉相加状態での
実キャンセラ性能を示した。

図イ)-1 実環境での自局送信戻り波の状況調査

図イ)-2 開発したアンテナ外観と
送受間アイソレーション特性
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ウ）ミリ波帯ワイヤレスアクセスネットワーク運用
技術

図イ)-3 自局送信戻り波回り込み
キャンセルキャンセラ

図イ)-4 デジタルキャンセラによる
BER の劣化量の予測

図イ)-5

ADC の回路構成とサンプリング周波数特性

図イ)-6 試作した 40GHz 帯 1Gbps 双方向級 DDD 方式
中距離伝送システムのキャンセラ性能

ウ）-1 40 GHz 帯無線メッシュネットワークのプロアク
ティブ経路制御技術
25 GHz 帯無線メッシュネットワークにおける観測と評
価に関しては、ミリ波モデルネットワークで取得したデー
タを用いて、降雨イベント数、雨の時間率、また強い降雨
の継続時間などの 2010 年から 2014 年の統計データを調
べた。降雨強度 100mm/h 以上の豪雨の継続時間の最小、
最大、平均はそれぞれ 20 秒、335 秒、71 秒であった。最
長径路 1km の範囲においても、降雨強度の局所性が見ら
れ、強い雨のときに他の拠点ではそれよりも 40 %～70 %
小さな降雨強度になっていることがわかった。受信強度が
ほぼ同じ(-68dBm)となる 2 経路について最大降雨強度が
100mm/h 程度以上で、回線断が生じるイベントについて
調べた。どちらかの回線が回線断の時間において、いずれ
かの回線は断になっていない時間は最小、最大、平均それ
ぞれ 100%、 9%、 65%であった。
中距離無線システム用無線ノードから構成されるミリ
波無線メッシュネットワークにおいて、特定エリアの集中
豪雨による降雨減衰により、バックホール回線の切断の影
響を軽減する経路制御方式について研究開発した。大きく
2つの研究課題として実施した。近未来の降雨の影響を予
測する降雨減衰予測、降雨減衰に基づき回線断が予想され
るミリ波リンクのトラヒックを迂回させる経路制御手法
の2課題である。降雨減衰の予測に関わる検討として、近
隣のミリ波リンク間の降雨減衰量の相関分析を行った。相
関算出時間が短いと、降雨減衰量が高く相関が低い事象
（経路制御による改善を得られる事象）が存在しており、
短周期の経路制御が改善効果を得られやすい知見を得た。
降雨域の移動（無線リンクの降雨減衰の変化）をモデル化
して、降雨減衰の予測手法を考案した。これは、降雨域の
移動の時間変動を学習して、直近の降雨状況を学習データ
と比較することで、近い未来の降雨減衰を予測する手法で
ある）。図ウ）-1-1に示すように、予測手法の効果を計算
機シミュレーションで評価した。近い未来の降雨減衰予測
に基づいて、バックホール回線の切断を回避するプロアク
ティブ経路制御手法を考案した。考案手法では、近い未来
の降雨の影響を受ける見込み情報を、ミリ波無線ノード
（中距離無線システム用無線ノード）間で、ネットワーク
を介して共有する。近未来を見越して、ミリ波リンクの見
込み通信容量（期待できる通信速度）と見込み空き通信容
量（＝見込み通信容量−トラヒック量）を算出する。さら
に、見込み空き通信容量に収まるように、トラヒックをミ
リ波リンクに分配する。通信容量が高い特定リンクにトラ
ヒックが集中しないように、意図的に低いリンクにもトラ
フィックを流す負荷分散により、ミリ波リンク間でトラヒ
ックが頻繁に行き来するバタツキ現象を回避する。累積確
率分布の下側5%（outage）時の通信容量の、降雨量の変
化に対する計算機シミュレーションを実施した。図ウ）
-1-2に示すように、従来手法が、降雨量が70[mm/h]を超
えると通信容量が急激に低下する一方で、考案手法は降雨
量に関わらず、通信容量を維持している。考案手法では、
降雨減衰予測とプロアクティブ経路制御により、集中的な
豪雨の影響を受けるエリアの通信容量低下を10%未満に
抑えた。プロアクティブ経路制御の動作を検証するために、
図ウ）-1-3に示すように、パーソナルコンピュータ、ネッ
トワークスイッチを組み合わせた統合評価環境を試作し、
40GHzミリ波無線機を接続して実験を実施した。降雨減衰
を模擬した環境で、プロアクティブ経路制御の動作を確認
した。
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図ウ)-1-1 降雨減衰予測の計算機シミュレーション

図ウ)-1-2 通信容量・降雨量特性の計算機シミュレーシ
ョン

図ウ)-1-3 統合評価環境
ウ)-2 ミリ波帯ワイヤレスアクセスネットワークにおけ
るゲート運用技術の研究開発
アクセス網の広帯域性を損なわずネットワーク側の帯
域を最大限に有効活用するために、コンテンツの先読みや
移動予測などを想定した新しい通信方式について研究開
発した。具体的には、端末の移動予測ならびにそれに基づ
いたゲートによるファイルの先読みを行うための経路制
御技術を確立、ならびに先読みしたファイルと現在ダウン
ロードしているファイルをユーザが意識せずに利用可能
な通信プロトコルの設計ならびに実装をおこなった。これ
により、単一ゲートではファイル全体を端末に転送できな
い場合においても、複数ゲートを通過することにより、最
終的にファイルの転送が完了するシステムを、ネットワー
ク側に過度な伝送負荷を課すことなく実現できた。
図ウ)-2-1 にユーザの移動モデルを示す。簡単化のため
に各ゲートの次にユーザがゲートを通過するゲートは 2
つであるとする。ユーザは確率 p (≥0.5)で特定のゲートを
通過する。この時、通過する可能性のあるすべてのゲート
に対して、ユーザの通過までにデータ片（転送するファイ
ルの一部）を先読みすれば、移動予測の当否に関わらずユ
ーザにデータ片を転送可能である。しかしながら、バック
ホールのトラヒックは増え、目標値として挙げている
150%の冗長率を達成できない。また、通過する確率の高
いゲートに対してのみ、データ片を先読みさせた場合、移

動予測が外れた場合にゲートから何もデータ片を取得で
きず、ダウンロード完了が遅れる。このトレードオフを解
決するために、通過する確率の最も高いゲートに対して、
d のデータ片を先読みさせる時、(1-p)⋅d のデータ片を確率
の低いゲートに対しても先読みすれば良いことを示した。
この時、(1-p)<0.5 より、目標値である 150%以下の冗長
率は予測精度がいずれであっても成立する。
提案手法の性能評価を解析的に実施するため、課題ア、イ
で開発したデバイスを用いた解析モデルを提案した[2]。
本モデルを用いて、ユーザの移動予測確率𝑝𝑝と、冗長率の
関係を調べた。提案したモデルでは、LTE 網などの広域
網のトラヒックをオフロードする目的で構築している。こ
のため、下記のオフロード率も重要なパラメタである。
�ゲートより取得したデータ量�
�オフロード率� =
(ファイルサイズ)
これらのパラメタの平均値と、移動予測確率𝑝𝑝との関係を
図ウ)-2-2 に示す。なお、パラメタとしては実機を用いた
計測で求められた値を用いた。この結果より、予測率が
0.5 の時、すなわちユーザがまったくどこに行くか分から
ない場合以外は、目標値の 150%(1.5)以下の冗長度を満た
していることが分かる。また、オフロード率は約 65%と
なっており、3 分の 2 近くのトラヒックを広域網からゲー
トにオフロードできていることが分かる。

図ウ)-2-1 ユーザの移動モデル

図ウ)-2-2 移動経路予測率と冗長度の関係

エ）実証実験

40GHz 帯 DDD 無線機による東工大モデルネットワー
クを構築した。東工大大岡山キャンパス内の石川台、緑ヶ
丘、百年記念館の建物屋上に 40GHz 帯 DDD 無線機 3 対
向をトライアングル状に構築した。図エ)-1 にネットワー
ク構成を示す。図エ)-2 に 1 例として、石川台 6 号館から
見た緑ヶ丘 1 号館の設置環境と反射波の実測結果の 1 例
を示す。モデルネットワークは今後長期の経時特性を実測
する。
無線機は 1km の中距離用として設計しているが、4km
の伝送実験を東工大⇔NEC 玉川事業所間で行った。晴天
の条件ではあるが、
図エ)-3 に示すように、
64QAM の DDD
Mode で着信レベル-53dBm、信号貫通に成功した。
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平成 28 年 3 月 2、3、4 日に東工大大岡山キャンパスの
本館前ウッドデッキ上で 40GHz 帯/ 60GHz 帯協調による
次世代高速ワイヤレスネットワークの公開実証実験を行
った。実証実験モデルを図エ)-4 に示す。本館 4 階会議室
に 40GHz 帯無線機 3 台とコンテンツサーバー、Wi－Fi
システムを設置し、ウッドデッキ上に 4 階会議室と対向す
る 40GHz 帯無線機 3 台を設置しそれに 60GHz 帯無線機
（GATE）を接続した。つまり、屋外設置の 60GHzGATE
と屋内設置のコンテンツサーバー間の回線に 40GHz 帯無
線機を利用するというものである。LTE（今回は Wi-Fi
で代用）回線にアシストさせた 60 GHz GATE-端末間通
信によるモバイルトラヒックオフロードの一例としての
実験である。
実証実験として実施した実験項目は以下のものである。
なお、図エ)-5 は同端末と合体したスマートフォンである。
(i) 40 GHz 帯無線機の設置・回線設定・同一周波数同一偏
波同時双方向通信を実演した。対向する 40GHz 帯無線機
の設置・回線設定は非常に容易であることが証明され、
40GHz 帯無線装置の開発目標である「小型軽量で設置が
容易な中距離無線システム」は十分に達成できたといえる。
(ii) 40 GHz 帯無線機を介して、サーバ⇒GATE 端末への
ファイル転送を実演した。3 ヶ所に設置された GATE に
対して、40GHz 帯無線機の回線を通して、100Mbyte の
コンテンツがユーザの通過に先立ち配信されており、
GATE から送信されるコンテンツは 100Mbyte であるた
め、3Gbps 以上の伝送速度であれば、通過する一瞬のタ
イミングでダウンロードすることが可能である。無線アク
セスゲートシステムの開発目的である「携帯端末との瞬時
の大容量データ伝送」の実現可否が評価基準となるが、周
辺機器の制限からコンテンツ容量が、今回は、100Mbyte
のコンテンツ容量にとどまったが、十分な性能を有するこ
とが想定された。
(iii) 60 GHz 帯端末-端末間 6Gbps ファイル転送を実演し
た。GATE から筒状の伝搬領域では、近傍界電波伝搬によ
り GATE から約 10m の視線距離において 6Gbps の速度
でのファイル転送が可能であることが実証された。
(iv) 40 GHz 中距離無線システムをメッシュ構成としたネ
ットワーク運用において、降雨域の移動を先読みしてトラ
ヒックの経路を切り替える制御を行った。実験中に降雨が
なく、事前に取り込んでいた降雨データを 3 ルートの回線
に挿入して、降雨域の先回りによるトラヒック経路切り替
えが想定通り実行することを確認した。
東京工業大学

40G67
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192.168.1.103

大岡山キャンパス

図エ)-2 設置環境と反射波の実測の 1 例
（緑ヶ丘 1 号館から石川台 6 号館 左端が自局、Delay400
の近辺の凸部は前面のソーラーパネルからの反射波相当)

図エ)-3 東工大⇔NEC 玉川事業所間伝送実験（距離 4km、
晴天。64QAMDDD Mode 貫通）

図エ)-4 40GHz/60GHz 統合実証実験
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図エ)-1 東工大 40GHz 帯ミリ波モデルネットワーク
（H28.2）

図エ)-5 60 GHz 帯無線モジュールとスマートフォンへ
の 6.1Gbps 無線ファイル転送実験の様子
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60GHz 帯近距離ユーザ伝送速度 6Gbps・低消費電力携
帯端末システムの研究開発で行った、ベースバンド
CMOS 集積回路開発においては、引き続き、現在規格化
中 の ミ リ 波 高 速 近 接 通 信 の 国 際 標 準 と な る IEEE
802.15.3e で策定された PHY および MAC 層の内容を
反映させるべく、引き続き回路を開発中である。また、携
帯端末への内蔵をめざし、これまでの PHY および MAC
部に加えて、各種 アプリケーション IF の 搭載も視野に
入れた、より集積度を高めた LSI 開発を計画中である。
国際標準化においては、引き続き IEEE 802.15 WG TG
3e および ITU-R において PHY および MAC 部の提案
を行っており、現時点では IEEE 802 における sponsor
ballot を開催中である。2017 年 3 月の規格の正式承認を
目指している。
「60GHz 帯近距離大容量伝送用無線アクセスゲートシ
ステム」の実用化に向けた取り組みとして、現在はより具
体的な装置開発を継続遂行中であり、各種の利用シーン毎
（ウォークスルー型 GATE、タッチ＆ゲット型 GATE な
ど）に想定されるゲートアンテナ伝搬の最適化応用実験を
進めている。
「40GHz 帯 DDD 方式中距離無線装置」については、
ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY （ APT ） 20th
Meeting of APT Wireless Group (AWG-20 ） に て
「 Directional Division Duplex for Fixed Wireless
System on mm-wave band 」 と い う 表 題 で 発 表 し 、
AWG-20 TG-FWS のレポートに本成果が反映されるべく
活動中である。現在はその動向を注視しつつ、然るべき商
用化環境が整うのに合わせる形での実製品化の準備を進
めている。
ミリ波を用いたアクセスネットワークの実用化に向け
て、本研究開発の成果・ノウハウ等の適用・応用に関わる
システムの検討を進めて、広報活動も実施し、実用化段階
に進めるようにする。ミリ波を用いたアクセスネットワー
クの目途が立ち、実用化に向けた活動が本格化する時期に
おいて、本研究開発の成果・ノウハウなどがネットワーク
の 1 構成要素として、世界的に認められており、研究開発
の成果、ノウハウ等の応用に関わるシステムの検討が終了
していることを、成果活用の指標とする。

４．むすび

スマートフォンやタブレット PC 等の高性能・多機能な
携帯無線通信端末の普及に伴い、データ通信を中心とする
急激なトラヒックの増加が既存の移動通信システムにお
ける周波数ひっ迫の大きな要因となっていることを踏ま
え、携帯無線通信端末からインターネット網への接続（ア
クセス系）で発生する大量のトラヒックの一部を周波数ひ
っ迫度の低いミリ波帯へ迂回させるため、ギガビット超級
の伝送速度を有するミリ波帯ワイヤレスアクセスネット
ワークを構築するための周波数高度利用技術の研究開発
を行った。表オ)-1 に、本研究開発による成果数及び合計
成果数をまとめる。
表オ)-1 研究開発による成果数及び合計成果数（実績）
H24
H25
H26
H27 合計
査読付き誌上
5
0
5
16
26
発表論文数
査読付き口頭
発 表 論 文 数 (印
9
33
31
29
102
刷物を含む）
口頭発表数
15
33
38
44
130
申請特許数
6
10
2
1
19
登録特許数
0
1
1
0
2

受 賞 数
報道発表数

4
0

9
0

6
4

10
2

29
6
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