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概要 

本研究開発では、周波数の有効利用に資する高信頼・低遅延ネットワークを実現する端末間通信技術を開発した。特

に、パブリックセーフティ LTE へ適用することを想定し、D2D 通信の端末検出技術、干渉回避技術、通信管理技術を確

立するとともに、実機デモシステムを構築した。開発した技術により、周波数利用効率 2 倍以上、通信断の確率を 1%以

下や、遅延要求に厳しい用途では遅延時間 10 ms 以下を実現した。 
 
Abstract 
 In order to realize highly reliable and low-latency network, Device-to-Device (D2D) communication technologies 
which efficiently utilize spectrum resources were developed. Specifically, aiming to apply the technologies to public 
safety LTE, we established technologies of direct discovery, interference avoidance, and communication 
management. We also conducted demonstration of the technologies by developed devices. Those technologies 
achieved more than double spectrum efficiency, decreased disconnection to 1 %, and realized less than 10-ms latency 
for latency-critical applications. 
 
１．まえがき 
  
 東日本大震災クラスの大規模災害への対応や、東京オリ

ンピック・パラリンピックなどの世界的イベントにおける

テロ対策など、安心で安全な社会の実現に向けたパブリッ

クセーフティに関する活動の役割が増大している。これま

での活動における通信手段は音声通話が中心であったが、

災害現場の様子を指令部や現場指揮所にて映像で確認す

るといった用途で、大容量データの高速な転送に関するニ

ーズが高まっている。これらのニーズに対して、商用のモ

バイルネットワークで導入されている Long Term 
Evolution（LTE）をパブリックセーフティ用のネットワ

ークとして活用するパブリックセーフティ LTE（Public 
Safety LTE,  PS-LTE）が期待されている。PS-LTE では、

大規模災害等で基地局やネットワークなどのインフラが

ダウンした場合や、山岳や洋上などの特殊環境で業務を行

う場合でも通信を確保する必要があるため、端末間通信が

必要となる。そこで、本研究開発では、PS-LTE への適用

を念頭に、周波数の有効利用に資する端末間通信技術を実

現すべく、研究開発を行った。以下に、その目的および研

究開発目標を示す。 
 

【目的】 

 セルラシステムと共存して使用される端末間通信にお

いて、高信頼、低遅延化、および、高い周波数利用効率を

実現する技術を確立するとともに、国際標準化に貢献する。 
  

【研究開発目標】 

 基地局と端末の間で通信を行う既存の基地局通信の周

波数のひっ迫緩和等により周波数の有効利用に資する、高

信頼・低遅延ネットワークを実現する端末間通信技術の研

究開発を実施する。具体的には、周波数利用効率を 2 倍以

上、通信断の確率を 1%以下とし、遅延要求に厳しい用途

では遅延時間 10ms 以下を実現する。  

  

 図 1 に本研究開発で想定した LTE 端末間通信

（Device-to-Device（D2D）通信）のユースケースを示す。

1 つ目のユースケースは、D2D 通信を用いたリレー通信

である。パブリックセーフティ業務を支える PS-LTE で

は、確実に通信できることが求められる。D2D リレー通

信では、端末を所持した隊員が基地局のカバレッジ外にい

ても、カバレッジ内の端末を経由してネットワークへの接

続を可能にする。2 つ目のユースケースは、D2D 通信に

よるローカル通信である。災害現場では、通常は現場付近

に現場指揮本部が設置される。現場指揮本部の隊長は、災

害現場の映像を確認することで適切な指示を出すことが

できる。D2D 通信によるローカル通信は、災害現場から

現場指揮所への映像伝送に利用できる。現場のローカル通

信に基地局を介さない D2D 通信を用いることで、ネット

ワークが逼迫する環境においても、直接映像を伝送できる

ようになる。 
  

 
図 1 D2D 通信のユースケース 

 

 PS-LTE は、商用モバイルネットワークの LTE とは要

件が異なる部分が多い。また、その運用主体や周波数、エ

リア構成などの運用形態も検討段階であり、流動的な部分

が多い。ここでは、既存業務無線での条件を基に、PS-LTE
導入の際の課題を明確にし、D2D 通信による取り組みを

説明する。この PS-LTE 導入の課題を図 2 に示す。 



 

 

電波資源拡大のための研究開発  
第 10 回成果発表会（平成 29 年） 

 1 つ目の課題は、カバレッジの課題である。パブリック

セーフティ用途のネットワークでは、耐災害性を高めるた

めに高台に立てた鉄塔に基地局を設置することが前提と

なる。このとき、既存の業務無線に使用されてきた鉄塔を

流用することで建設コストを抑えられる可能性がある。既

存の業務無線は、半径 5 km 以上の大ゾーンセルで構成さ

れるため、鉄塔を流用するためには PS-LTE も大ゾーン

構成が求められる。しかしながら、大ゾーンセルとなるこ

とで、建物や地形の影響から通信不能となるカバレッジホ

ールが発生する。特に屋内の電波が届きにくいエリアにお

いてカバレッジホールが多発すると考えられる。このカバ

レッジホールで災害や事件が発生した場合、現場の映像を

関係者へ伝送することができず、甚大な被害を引き起こす

リスクが高まるが、カバレッジホールを追加基地局で補完

した場合、多額の追加コストが必要となってしまう。 
 2 つ目の課題として、キャパシティの課題がある。大ゾ

ーンセルの PS-LTE では、送信電力の限られた端末と基

地局との間の距離が長くなり、結果としてキャパシティが

制限されてしまう。加えて、災害発生時には、パブリック

セーフティユーザーが集中することで突発的なトラフィ

ック増も想定される。このような状況に平常時から備えて

おくためには、追加の基地局が必要になるが、コストの増

加を招いてしまう。すなわち、PS-LTE では、カバレッジ

の課題とキャパシティの課題を解決することが必要とな

る。 
 

 
図 2 PS-LTE 導入の課題 

 

２．研究内容及び成果 
 
 本研究開発では、貴重な電波資源を有効に活用し、安心

安全な社会を実現するネットワーク基盤となる PS-LTE
を構築するために、以下の 3 つの研究課題に取り組んだ。 
 
 課題ア）D2D 通信対象端末検出技術の開発 
 課題イ）D2D 通信干渉回避技術の開発 
 課題ウ）D2D 通信管理技術の開発 
 
これらの研究課題は、PS-LTE でのネットワーク利用形態

を踏まえて、以下に示す 2 つのシナリオの中で検討を行っ

た。 
 1 つ目のシナリオが、図 3 に示すカバレッジ補完シナ

リオである。カバレッジ補完シナリオでは、大ゾーンセル

内にカバレッジホールが存在し、そのカバレッジホールで

災害が発生することを想定する。このシナリオの場合、カ

バレッジ外の端末は、災害現場の映像を遠地の災害対策本

部等に伝送しようとしても基地局通信ができないため、

D2D 通信のリレー機能によってカバレッジ内の端末を経

由してネットワークに接続する。このシナリオでは、カバ

レッジ外の端末とネットワークが安定して映像伝送でき

る通信を確保することが求められる。そこで本研究では、

カバレッジ外に移動する際に確実にリレー可能な候補端

末を検出する技術や、安定通信を実現できるリレー端末を

選択する技術を開発した。 
 具体的には、カバレッジホールへ移動する端末が、周囲

の端末からリレー通信に最適な端末を選択することで、通

信断 1%以下での通信継続性を確保する移動管理技術を開

発した。これが、課題ウ（１）の研究開発に相当する。ま

た、リレー通信を行うためには、カバレッジホールへ移動

する端末が、近傍のリレー通信可能な端末を通信断が発生

する前に発見する必要がある。そのため、限られた時間内

で 99%の成功確率で検出するD2D通信対象端末検出技術

を開発した。これが、課題ア（２）の研究開発に相当する。  
 

 
図 3 カバレッジ補完シナリオにおける 

D2D 通信の課題 

 

 2 つ目のシナリオが、図 4 に示すキャパシティ補完シ

ナリオである。このシナリオでは、災害現場の近辺に現場

指揮所が設置されることを想定し、災害現場から現地指揮

所への映像伝送を考える。前述の通り、大ゾーンの

PS-LTE では、この映像伝送に基地局通信を用いると、キ

ャパシティが不足してしまう。そこで、災害現場の端末は、

D2D 通信によって現場指揮所の端末に対して直接通信を

行う。本研究開発では、現場指揮所への映像伝送が可能な

端末数を増加させるために周波数利用効率を向上させる

技術や、現場指揮所に多数の端末が存在する環境でも周囲

の D2D 通信端末を検出する技術を開発した。 
 具体的には、 D2D 通信を行う端末に対して適切な無線

リソースを割り当てる方式や D2D 端末同士の干渉を回避

する方式を開発した。これらの技術により、端末が既存の

基地局通信のみを行っているときと比較して、周波数利用

効率 2 倍を達成することを目標とした。これが、課題イの

研究開発に相当する。また、ある端末との間で D2D 通信

を行うためには事前に当該端末を検出する必要があるが、

検出のために準備される無線リソースは限られる。そこで、

必ずしも検出用リソースが十分に割けない中で、近傍にい

る端末を適切に把握するための端末検出方式を開発した。

これが、課題ア（１）の研究開発に相当する。 

 

 
図 4 キャパシティ補完シナリオにおける 

D2D 通信の課題 

 

 また、パブリックセーフティを想定した上記の 2 つのシ

ナリオ以外では、車車間通信のような低遅延通信が必要な

となるシナリオについても取り組んだ。D2D 通信は、上

り通信・下り通信が必要な基地局通信と比べて、低遅延化

が可能である。そこで、車車間通信のように D2D 通信が

可能であるが遅延要求に厳しい用途を想定し、遅延時間

10 ms 以下を実現するための技術開発を行った。これが、

課題ウ（２）の研究開発に相当する。 
 以下の節では、各課題で開発した具体的な技術、および、

その性能評価結果について説明する。また、開発した実機

デモシステムについても説明する。 
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２．１ 課題ア D2D 通信対象端末検出技術の開発 
  

 D2D 端末検出とは、端末間で端末検出信号を直接送受

信することで、互いの情報や存在を把握する方法である。

本課題では、課題ア（１）としてカバレッジ内において端

末が定期的に近傍端末を検出することを想定した技術の

開発を実施し、課題ア（２）としてカバレッジ外の端末が、

リレー接続が可能な端末を検出する技術の開発を行った。

以下では、それぞれの技術について説明する。 
 課題ア（１）では、図 5 に示したように、カバレッジ

内の隊員端末が、端末検出信号を定期的に送信し、災害現

場付近の現場指揮所にいる指揮官の端末が受信すること

で、指揮官が周囲の隊員・端末を把握することを想定した。

端末検出信号の無線リソースの割当方法としては、端末が

自律的に無線リソースを決定する自律リソース選択と、基

地局が端末に無線リソースを割当てる基地局スケジュー

リングの 2 通りがあるが、多くの端末に定期的な送信を行

わせる目的のために、前者の自律リソース選択を採用した。

自律リソース選択では、端末検出信号の送信端末は、基地

局通信の上り帯域に設けた上側リソースプールと下側リ

ソースプールの中で検出リソースをランダムに選択し、送

信を行う。受信端末は、複数の端末から送信された端末検

出信号を一括して受信するが、その受信電力は、端末間距

離によって大きく異なる。受信電力差が大きい端末検出信

号を同時に受信する際、相対的に大電力な端末検出信号の

帯域内輻射（Inband Emission，IBE）が、小電力な端末

検出信号に対して干渉となる。特に、検出リソース間の周

波数差が小さい場合に、干渉が大きくなってしまう。  
 この帯域内輻射の影響を低減するため、本研究課題では、

図 5 に示した端末検出信号のリソースマッピング方式を

開発した。この方式では、遠方端末からの端末検出信号も

受信できるようにするため、送信側の端末が端末検出信号

を複数回送信させる想定において、帯域内輻射による大き

な干渉が連続して発生させないような構成とした。具体的

には、送信回毎に検出リソースを上側リソースプールと下

側リソースプールに交互にマッピングさせる構成とした。

これにより、現サブフレームで隣接する検出リソースは、

次のサブフレームで周波数差を拡大でき、帯域内輻射によ

る大きな干渉の連続発生を回避できる。 
 

 
図 5 キャパシティ補完シナリオにおける 

端末検出技術の開発 

 

 開発したリソースマッピング技術を、災害現場を想定し

たシミュレーションによって評価した。ここでは、隊員の

端末が端末検出信号を送信し、災害現場付近の現場指揮所

にいる指揮官の端末が受信することで、指揮官が周囲の隊

員を把握する想定とした。現場指揮所は、狭いエリアに端

末が密集する環境であり、指揮官から近い端末が存在する。

一方で、指揮所外の周辺現場の端末は、指揮官の端末への

距離が相対的に長い。そのため、指揮所内の端末の端末検

出信号から発生する帯域内輻射が周辺現場の端末の検出

信号に対して干渉となることが懸念される。 
 図 6 に示した評価結果は、災害現場内の端末数に応じ

て、各端末を検出するために要する平均時間を示したもの

である。なお、時間の単位は、上り帯域内に一定周期でリ

ソースプールが設定されている想定の下、リソースプール

数を用いている。今回開発したリソースマッピング技術で

は、複数のリソースプールにて端末検出を行うことで検出

確率を 90%以上とでき、検出に要する平均時間は従来技

術と比較して 13%低減できることを明らかにした。 
 

 
図 6 キャパシティ補完シナリオにおける 

端末検出技術の性能評価 

 

 課題ア（２）では、カバレッジ補完シナリオを想定し、

カバレッジ外のリモート端末が、リレー接続が可能な端末

を 99%以上の確率で検出するための技術開発を行った。

リモート端末が、リレー接続が可能な端末を発見するため

には、往復型の端末検出信号が必要である。リモート端末

は、リレー接続の要求信号に相当する端末検出信号を送信

し、この信号を受信したリレー端末は、応答信号を送信す

る。この際に、リレー端末からの応答信号同士が衝突・干

渉する可能性がある。基地局が応答信号をスケジューリン

グすれば、応答信号同士の衝突は回避できるが、応答信号

の帯域内輻射による干渉は発生してしまう。そこで、応答

信号同士の帯域内輻射による干渉の影響を抑えるために、

（１）周波数の割当間隔を拡大して干渉を低減するスケジ

ューリング方式と、（２）リレー端末とリモート端末との

間のパスロスに基づく送信電力制御方式を開発した。開発

した技術の概要を図 7 に示す。前者のスケジューリング

方式では、既に無線リソースを割当済みのリレー端末候補

のリソースと、周波数方向の割当間隔が最大化するように

無線リソース割当を行うことで、帯域内輻射による干渉の

影響を低減した。また、後者の送信電力制御方式では、リ

レー端末とリモート端末との間のパスロスを推定し、リモ

ート端末における応答信号間の受信電力レベル差を調整

することで、干渉を低減した。 
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図 7 カバレッジ補完シナリオにおける 

端末検出技術の開発 

 

 リレー接続が必要となる環境として、屋内の災害現場を

想定したシミュレーションにより、性能評価を行った。こ

の評価では、災害現場の周辺に 5 台のリレー端末を配置し、

99%の確率でもって検出可能な端末数を評価した。その結

果、従来技術では 2 台であったところ、開発したスケジュ

ーリング方式を適用することで 3 台に改善し、さらに、開

発した送信電力制御方式を適用することで 4 台まで増加

できることを明らかにした。 

 

 
図 8 カバレッジ補完シナリオにおける 

端末検出技術の性能評価 

 

２．２ 課題イ D2D 通信干渉回避技術の開発 
  

 課題イでは、キャパシティ補完シナリオを想定し、現場

のローカル通信に D2D 通信を適用することを想定した。

特に、災害現場から現場指揮所への映像伝送が可能な端末

数を増加させるために周波数利用効率を向上させる技術

や、通信の確実性を確保した帯域保証型通信のための干渉

回避技術の開発を行った。目標としては、既存の基地局通

信のみを行っているときと比較して、周波数利用効率を 2
倍以上に改善することとした。 
 図 9 には、本課題で開発した無線リソース割当方式の

概要を示す。まず、D2D 通信は、異なる送受信端末間で

行われることに着目し、（１）セル内の空間的に離れた

D2D ペアに同じ無線リソースを再利用させるスケジュー

リング方式を開発した。その具体的なアルゴリズムとして

は、D2D ペア間の公平性とスループットを両立させるプ

ロポーショナルフェアネス規範に基づくスケジューリン

グ方式と、1 Mbps といった要求レートを達成させるスケ

ジューリング方式を開発した。これらの方式では、同じ無

線リソースをセル内で繰り返し使用できるため、周波数利

用効率を大きく向上できる。一方で、シミュレーション評

価を通し、隣接セルの D2D 通信端末間が干渉してしまい、

所望レートを実現できない端末が存在するという技術課

題が明らかになった。そこで、（２）隣接セルの D2D 通

信端末間の干渉を抑制する干渉回避方式を新たに開発し

た。この方式では、D2D 端末検出を用いることで隣接セ

ルに接続中の D2D ペアを検出し、隣接セルの D2D ペア

に干渉を与える可能性のある D2D ペアは、無線リソース

の割当領域を制限する。このとき、無線リソースを割当可

能な領域は、隣接セル間で異なる領域となるように設定し

ておくことで、隣接セル間干渉を低減できることが期待さ

れる。 
  

 
図 9 キャパシティ補完シナリオにおける 
D2D 通信の無線リソース割当方式の開発 

 
 本課題で開発した無線リソース割当方式を評価するた

め、屋外の災害現場を模擬したホットスポット環境でのシ

ミュレーション評価を行った。図 10 の評価結果は、セル

あたりの送信端末数に応じたセルスループットを表して

いる。D2D 通信を行わずに、基地局通信のみの場合には、

24送信端末の場合のセルスループットが 10 Mbps程度で

あった。これに対して、空間的な無線リソースの再利用を

行う無線リソース割当技術を適用することで、セルスルー

プットを 5.3 倍とでき、さらに、隣接セル間干渉回避技術

を適用すれば 5.8 倍まで改善できることを明らかにした。

これにより、周波数利用効率 2 倍以上を達成できることを

確認し、PS-LTE の映像伝送で想定される 1Mbps の D2D
通信が可能な D2D ペア数を向上できた。 
 

 
図 10 キャパシティ補完シナリオにおける 

D2D 通信の無線リソース割当方式の性能評価 

 

２．３ 課題ウ D2D 通信管理技術の開発 
 
課題ウ（１）では、基地局カバレッジ外を含むエリアに

位置する端末の通信継続性を確保するため、基地局通信と

D2D 通信を互いに補完する D2D 通信移動管理技術の開

発に取り組んだ。 

開発技術

図(1) ：開発した
スケジューリング方式

図(2)：開発した
送信電力制御方式

(1) 周波数方向の割当間隔を最大化するス
ケジューリング、および、(2) 端末間パス
ロスに基づく送信電力制御方式を開発。
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3rd Generation Partnership Project (3GPP) Release 
13 で追加された UE-to-Network Relay（D2D リレー）は、

カバレッジホール内に位置する端末（リモート端末）が、

カバレッジ内に位置する端末（リレー端末）との D2D 通

信を介して基地局と通信することを可能にする、D2D 通

信の機能の一つである。D2D リレーを用いれば、カバレ

ッジホール内に位置する端末が基地局通信することを可

能になる。リモート端末が十分な通信速度を得るには、適

切なリレー端末を選択することが重要である。 
3GPP の標準方式は、少ない制御信号量でリレー端末の

選択が可能であるという点で優れている。しかしながら、

標準方式では、Reference Signal Received Power（RSRP）
に基づくリレー端末候補の選定と、D2D 受信電力に基づ

くリレー端末の選択が別々に行われる。そのため、D2D
通信の受信電力は最も高いものの、基地局におけるリレー

端末の上り通信の受信電力が高くない端末を選択してし

まう可能性がある。その場合、D2D リレーのスループッ

トが映像伝送にとって十分でないことが懸念される。 
そこで、本課題では、カバレッジホールに位置する端末

が、カバレッジ内に位置し、最も高品質な映像が送信可能

な端末を選択するためのリレー端末選択方式を開発した。

本方式を図 11 に示す。本方式では、上り通信の信号対雑

音電力に基づいて計算した各端末の上り通信のスループ

ット推定値と、リモート端末とリレー端末との間の D2D
通信の信号対雑音電力に基づいて計算した D2D 通信のス

ループット推定値とを用い、そのうち値が小さい方を各中

継パスのスループットとする。そして、すべての中継パス

の中から最大のスループットを示すリレー端末を選択す

る。提案方式では、上り通信と D2D 通信にそれぞれ割り

当てるリソース量を考慮の上で算出した中継パススルー

プットを用いるため、中継パス単位での比較が可能となる。 
 

 
図 11 カバレッジ補完シナリオにおける 
D2D リレーのリレー端末選択方式の開発 

 

 開発したリレー端末選択方式の有効性を確認するため、

大規模商業施設で火災が発生する場合を想定したシミュ

レーション評価を行った。この評価では、現場に出動する

消防隊の部隊構成の一例として、ポンプ車 9 台、はしご車

3 台を仮定した。なお、ポンプ車のアンテナ高は 10 m、

はしご車のアンテナ高は 5 m と想定している。図 12 に本

方式によるリモート端末のスループット特性を示す。この

評価結果から、本方式を適用することで、1 Mbps の映像

送信可能な端末を99%とできることを確認した。つまり、

通信断の発生確率を 1%以下にするという本課題の目標を

達成したことを確認した。 
 

 
図 12 カバレッジ補完シナリオにおける 

D2D リレーのリレー端末選択方式の性能評価 
 
課題ウ（２）では、遅延要求の厳しいアプリケーション

を使用する端末のデータ送受信時間を短縮する D2D 通信

低遅延化技術の開発に取り組んだ。 
車車間通信では、車車間距離 5m において、通信に対す

る遅延を 10 ms 以下とすることが求められている。一方

で、3GPP Release 12/13 では、D2D 通信のための無線リ

ソースのスケジュール情報は、D2D 制御周期ごとに設け

られた制御用リソースプールにて、D2D 通信の送信端末

から受信端末に対して通知される。D2D 通信の送信端末

に於いて、制御用リソースプールの直後のタイミングでデ

ータが生成されると、次の制御用リソースプールまでスケ

ジュール情報の送信を待つ必要がある。また、データ送信

は、制御用リソースプールに後続するデータ用リソースプ

ールの開始サブフレームまで待つ必要がある。D2D 制御

周期は、最も短い周期でも 40 ms のため、車車間通信の

要求遅延時間である 10 ms以下を満たすことができない。 
そこで、本課題では、要求遅延を満たすための D2D 通

信リソース指定方式を開発した。本方式を図 13 に示す。

本方式では、制御用とデータ用のリソースプールを周波数

方向に分割することとした。これにより、データ生成後、

即座にスケジュール情報の送信を可能となり、D2D 通信

を低遅延化することが可能になる。 
 

 
図 13 低遅延アプリケーションのための 

D2D 通信のリソース指定方式の開発 
 

低遅延通信を要求する車車間通信を利用する D2D 送受

信端末のペアが 1 組ある状況を想定した定量評価を実施

した。図 14 に端末間距離に応じた D2D 通信の遅延時間

を示す。本方式では、端末間距離が 200 m の場合であっ

ても遅延時間は 3.1 ms まで短縮でき、要求遅延時間であ

る 10 ms 未満とできることが確認できた。 
 

開発技術
リモート端末から基地局までの中継パスのスループッ
トが最も高いリレー端末を選択する技術を開発
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図 14 低遅延アプリケーションのための 
D2D 通信のリソース指定方式の性能評価 

 

 また、本方式については、セルラシステムの国際標準化

団体である 3GPP に標準化提案を行い、Release 14 に採

用された。 
 

２．４ 実機デモシステムの開発 
 
 本研究開発の成果を実機にて示すため、実機デモシステ

ムを構築した。図 15 に構築した実機デモシステムの全体

写真を、図 16 に実機デモシステムの構成を示す。図 16
に示すように、実機デモシステムは D2D 通信端末（リモ

ート端末およびリレー端末）、D2D 通信制御装置、および

D2D 通信端末が基地局通信を行うための LTE 基地局

（eNodeB）、コアネットワーク（EPC）、リモート端末と

データ通信を行うアプリケーションサーバ、リモート端末

の移動状態を疑似的に作り出すプログラマブルアッテネ

ータ（P-ATT）および P-ATT 制御用 PC からなる。リモ

ート端末は基地局と直接通信する機能と、D2D 通信（D2D
リレー通信）する機能を備え、D2D 通信制御装置との間

の制御メッセージに基づいて基地局通信／D2D リレー通

信の切替えを行う。なお、本実機デモシステムでは、無線

LAN を用いて D2D 通信を実現した。 
本実機デモシステムは、課題ウ（１）で開発した基地局

通信および D2D リレー通信のスループットに基づき中継

パススループットを算出し、最適なリレー端末を選択する

機能や、リモート端末が LTE の圏内外状態からでもリレ

ー通信を開始する機能を備える。また、P-ATT を制御す

ることで、屋外と屋内との間のパスロスを模擬し、屋内の

災害現場を模擬した評価を行えるようにした。具体的には、

30 m 四方の建物で火災が発生し、消防隊員が人命救助の

ために建物内を移動しながら現場映像を災害対策本部に

送信する状況を想定した。 
 

 
図 15 実機デモシステムの全体写真 

 

 
図 16 実機デモシステムの構成 

 
 図 17 に実機デモシステムの動作状況をリアルタイム

に表示するデモ画面のキャプチャ画像を示す。本画面には、

リレー端末／リモート端末の無線状態（基地局 RSRP も

しくは無線 LAN 受信電力とスループット推定値）、建物

内を移動中の消防隊員やリモート端末の搭載された消防

車の位置、リレー通信中のリレー端末との接続状態（矢印）

などが表示される。この実機デモシステムを用いることで、

屋内のリモート端末が適切なリレー端末を選択し、安定し

た映像伝送が実現できることを確認した。 
 

 
図 17 実機デモシステムのデモ画面のキャプチャ画像 
 

３．今後の研究成果の展開 
 

図 18 に日本電気株式会社（以下、NEC）が目指す

PS-LTE の姿を示す。本研究で開発した LTE-D2D 技術や

実機デモシステム開発で培った無線 LAN-D2D 技術によ

り、カバレッジ外で D2D リレー通信を行うことができる

ようになり、広域の通信が可能になる。 
 

 
図 18 NEC が目指す PS-LTE 

 
図 18 の左側に示す LTE-D2D 端末は、リレー端末とリ

性能評価
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モート端末との間の通信およびリレー端末と基地局との

間の通信は LTE である。一方で、図の右側に示す無線

LAN-D2D 端末は、リレー端末と基地局との間の通信は

LTE であるが、リレー端末とリモート端末間の通信は無

線 LAN である。LTE-D2D 端末は、カバレッジ内に位置

する場合には基地局通信を行う。また、カバレッジ内の

LTE-D2D 端末は、カバレッジ外に位置するリモート端末

からリレー通信の要求があった場合、リレー端末として振

る舞う。一方で、無線 LAN-D2D 端末は、実機デモシス

テム開発の知見を活用し、NEC が開発したインフラレス

通 信 ア ク セ ス ポ イ ン ト （ Infrastructure-Less 
Communication Access Point, ILC-AP）をベース機とし、

LTE ハードウェアおよび無線 LAN-D2D のソフトウェア

機能を組み込んだものを想定している。LTE-D2D 端末は

小型であるため携帯が容易である。一方で、無線

LAN-D2D 端末は、大容量電池および外部アンテナを備え

るため、カバレッジ拡大に有効と考えている。 
最後に、実用化について説明する。図 19 に本研究開発

成果と適用する実用化端末との対応関係を示す。本研究で

開発した技術は、上述の通り課題アの D2D 通信対象端末

検出技術、 課題イの D2D 通信干渉回避技術、課題ウの 
D2D 通信管理技術の 3 つである。また、実機デモシステ

ムでは無線 LAN-D2D を用いて D2D 通信管理技術（課題

ウ）の一つである中継パススループットに基づくリレー端

末選択技術を実装した。本リレー端末選択技術は、

LTE-D2D だけでなく、無線 LAN-D2D にも適用可能であ

る。そのため、無線 LAN-D2D 端末を商用機器として実

装することで、本研究成果の早期の実用化を図る。これに

対して、D2D 通信対象端末検出技術（課題ア）や D2D 通

信干渉回避技術（課題イ）については、LTE-D2D に特化

した技術であるため、半導体ベンダーと連携して

LTE-D2D端末を実装することで実用化を行う予定である。 

 

 
図 19 研究開発成果の適用先 

 

４．むすび 

 
本研究開発では、周波数の有効利用に資する高信頼・

低遅延ネットワークを実現する端末間通信技術を開発し

た。特に、パブリックセーフティ LTE への適用を念頭に、

D2D通信対象端末検出技術、D2D通信干渉回避技術、D2D
通信管理技術を開発した。具体的には、周波数利用効率を

2 倍以上、通信断の確率を 1%以下とし、遅延要求に厳し

い用途では遅延時間 10 ms 以下を実現する技術を開発し

た。また、実機デモシステムの構築として、D2D 通信管

理技術の実装を中心として D2D 通信端末および D2D 通

信制御装置のソフトウェアを開発し、本研究開発の機能を

評価、検証した。 
 今後は、実用化に向けた取り組みを加速させるべく、実

機デモシステムに使用した LTE 機能を持たせた ILC-AP
を商用機器として完成させ、PS-LTE 市場のみならず公衆

LTE や 5G への導入に向けた提案活動を行い、電波資源の

有効活用に貢献していく。 
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