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概要
本研究開発では、年率 1.5 倍以上で増加する大都市部でのモバイルトラヒックに対応するため、マクロセルの内部に極
小セルを稠密かつ三次元的に配置する三次元稠密セル構成において、基地局をマクロセル基地局で構成するマクロセル階
層と極小セル基地局で構成する極小セル階層というように仮想的に群分け（グループ化）し、同一階層内と異なる階層間
の干渉制御や移動制御を行う階層化セル制御アーキテクチャを提案した。提案方式により、従来方式と比較して 3 倍以
上の周波数効率を達成できることを示した。

Abstract

To deal with the exponential increase of mobile traffic in a dense urban area, we propose a layered-cell control
architecture in a 3D dense cell structure, in which many small cells are overlaid with a three dimensional way in
macro cells. In the proposed scheme, base stations are virtually divided into two groups, a macro-cell layer and a
small cell layer. Then the inter-layer interference as well as the intra-layer interference are cancelled out. We
confirmed that the proposed scheme can achieve three times more spectrum efficiency than the conventional
method.

１．まえがき
スマートフォン等の高機能データ通信端末の普及によ
り、移動通信システムの通信量が急速に増加しており、最
近の調査では年率 2 倍の増加となっている。この増加する
通信量を遅滞なく運ぶためには、伝送効率の高い新たな無
線伝送方式の開発、利用周波数帯の拡張、セルの極小化な
どが考えられる。その中で、既に移動通信システムに割り
当てられている帯域内で、セルを極小化し干渉を回避しつ
つ稠密に配置するセル構成の高度化技術は非常に有効で
ある。特に、大都市部においては、中高層ビルの屋内オフ
ィスでの通信トラフィックが急増しており、それらの通信
トラフィックを効率的に運ぶ手段が求められている。そこ
で、既存のマクロセル構成に大きさが数十メートル程度の
極小セルを高さ方向を含む三次元空間に稠密に重畳して
設置する三次元空間セル構成が注目されている。
本研究開発では、三次元空間セル構成を対象に、極小セ
ル数が膨大になっても干渉を低減し、周波数利用効率を向
上させることを可能とするネットワーク連携干渉抑圧制
御技術を提案する。そして、本構成技術を適用しない場合
と比べて周波数利用効率を 3 倍以上に向上させることを
目指す。

２．研究内容及び成果

大都市部においては中高層ビル内の通信トラフィック
対策のために、図 2-1 に示すように極小セルを立体的に配
置した三次元空間セル構成が有効であるが、三次元的に膨
大な数の極小セルが不規則に配置されたセル構成では、干
渉源となるセルが膨大であることに加えて三次元方向の
干渉を考慮する必要があり、従来の二次元的なセル構成技
術をそのまま適用することはできない。また、極小セル化
を行うと、図 2-2 に示すように高速走行する移動局が短時
間で複数のセルを移動することから、スムーズなハンドオ
ーバが困難となる。このような場合、図 2-3 に示すように
各セルがネットワーク連携して干渉を抑圧する干渉抑圧
技術が有効である。しかし、マクロセル内の極小セル数が
10 倍、20 倍、---、と増大するに従い、制御の最適化が困
難になるため所定の干渉抑圧効果が得られなくなる。同時
にネットワーク制御量も膨大となる。
そこで本研究開発では、三次元空間セル構成において、
極小セル数が膨大になっても制御の最適化を行い、周波数
利用効率を向上させることが可能な「階層化・稠密セル構
成」を提案する。階層化・稠密セル構成の一例を図 2-4 に
示す。本構成では、基地局をマクロセル層、極小セル層と
仮想的にグループ分けを行い、それぞれを同一階層内基地
局（以下、同一階層）と定義し、階層化しない前の複雑な
干渉状況をマクロセル層及び極小セル層の“同一階層内干
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渉”と、マクロセル層と極小セル層の“異なる階層間干渉”
と単純化することで、現実的なネットワーク連携制御処理
量で（準）最適化を行うことが可能となり、三次元方向か
らの干渉を所定の干渉量以下に抑圧できる。また、三次元
空間セル構成では極小セルが膨大にあり、極小セル層を高
速走行する移動局はハンドオーバ回数が増大する、あるい
はハンドオーバ制御が間に合わずに失敗することによる
通信品質の低下が懸念される。そこで、極小セル層とマク
ロセル層を連携させて、移動局の走行速度に応じた最適な
階層のセルを選択するように制御する。このようなネット
ワーク連携制御技術を適用することで、通信品質を低下さ
せることなく、周波数利用効率を改善させた。
一方、提案する階層化・稠密セル構成技術を計算機シミ
ュレーションや室内実験で高精度に且つ効率よく評価す
るためには、三次元空間セル構成における電波伝搬特性を
推定できる時空間電波伝搬モデルの開発が不可欠である。
そこで、３次元空間に対応可能な時間・空間（時空間）電
波伝搬モデルを開発し、シミュレーション系に実装し、室
内実験等の評価に用いた。
更に、本構成の動作確認を行うための試作装置を開発し、
室内実験や、フィールド実証実験で正常に動作すること、
所定の効果が得られることを確認した。
以下で、階層化・稠密セル構成を実現するための各技術
の詳細内容を説明する。

図 2-1 三次元空間セル構成

図 2-2 極小セル構成の限界

図 2-4 階層化・稠密セル構成

２．１．階層間・階層内の干渉抑圧技術の開発
２．１．１．異なる階層間の干渉抑圧技術の基本検
討
階層化・稠密セル構成において、マクロセル層と極小セ
ル層の異なる階層間のセル間干渉抑圧技術として、各階層
がネットワーク連携して異なる時間の周波数リソースを
割り当てる eICIC（Enhanced Inter-Cell Interference
Coordination）を拡張し、トラフィックの時間変動に高速
に追従することが可能な拡張 eICIC を提案した。図
2.1.1-1 に示すように、トラフィックの時間変動に応じて
最適な無線リソースを割り当てることにより、スループッ
トの向上を実現できる。
また、LTE-Advanced 等の一般的な無線通信システム
では、受信レベル測定、チャネル推定等に用いられる共通
信号である参照信号は、無線リソース割当制御に関わらず
送信を停止できないため、図 2.1.1-2 に示すように eICIC
適用時に与干渉として残留する。そこで、本研究開発では
参照信号が既知である特性を利用し、移動局でその干渉を
除去する参照信号干渉キャンセル技術を提案した。これに
より、eICIC のスループットの向上を実現できる。
さらに、干渉制御は時間スロット単位でリソース割当を
行うことから、マクロセル基地局、極小セル基地局間の時
刻同期を高精度に確立する必要がある。マクロセル基地局
の無線信号を利用して極小セル基地局で高精度に時刻同
期を確立する技術（リスニング同期技術）の検討を行った。
図 2.1.1-3 に示すように、極小セル基地局はマクロセルの
同期信号を受信し時間同期を確立する。このとき、極小セ
ル自身の送信信号が回り込み干渉となるため、本研究開発
では図 2.1.1-4 に示すように、マクロセル同期信号を受信
するサブフレームにおいて、極小セルに ABS（Almost
Blank Subframe）を適用して回り込み干渉を回避する方
式を提案し、1μs 以下の精度で高精度に同期を確立できる
ことを確認した。
極小セルトラフィック量：中

極小セルトラフィック量：小
BS1（マクロ）

BS1（マクロ）

BS2（極小）

BS2（極小）

時間

時間
マクロ5 : 極小5

マクロ8 : 極小2

極小セルトラフィック量：大
BS1（マクロ）

BS2（極小）
時間

図 2-3 ネットワーク連携干渉抑圧技術

マクロ2 : 極小8

図 2.1.1-1 拡張 eICIC
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1ms

参照信号は残留(干渉源）

周波数

マクロセル
（送信停止
サブフレーム）

２．１．３．階層間・階層内干渉抑圧技術の連携技
術検討

データ信号は送信停止

時間
1ms
送信停止

マクロセル

信号送信
極小セル
時間

図 2.1.1-2 参照信号残留干渉

マクロセル信号 : S
回り込み信号 : I
Small

3 次元セル構成を考慮して階層間及び階層内干渉抑圧
技術を同時に適用した場合のスループット改善効果を確
認した。本評価では、2.1.1 節で示した eICIC 技術及び
2.1.2 節で示した隣接基地局間協調マルチユーザ MIMO
技術を用いた。図 2.1.3-1 に評価モデルを示す。本評価で
は、7 セルサイト(各 3 セル(セクタ))構成のマクロセル内
に 2 セルの極小セルをランダムに配置する階層化セル構
成で評価した。eICIC 適用時のマクロセル及び極小セルの
無線リソース割り当てを 5:5 に設定し、マクロセル-極小
セル間の送信信号を時間軸で直交させた。また、協調
MU-MIMO では、同一階層内セルのうち MS において最
も大きな干渉源となるセルを協調候補とし、協調の組合せ
が重複する場合のみランダムにその組合せを除外した。
CRE バイアス
マクロセル基地局
極小セル基地局

図 2.1.1-3 ネットワークリスニングのシステム構成
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２．１．２．同一階層内の干渉抑圧技術の基本検討
同一階層内の干渉抑圧技術として、新たな隣接基地局間
協調マルチユーザ MIMO (協調 MU-MIMO) 技術につい
て検討を行った。特に、基地局間での伝搬チャネル情報の
共有が不要である簡易な送信ウェイト生成方式として送
信干渉キャンセル法を提案した。
送信干渉キャンセル法の基本概念を図 2.1.2-1 に示す。
送信干渉キャンセル法を適用しない従来法では、端末
(MS)#1 におけるスループットは基地局(BS)#2 からの干
渉により大きく劣化する。一方、提案法では MS#1 で受
信する干渉信号を除去するための信号を MS#1 の希望信
号である s 1 に予め重畳することで干渉信号を除去できる。
BS#1 側の信号送信に必要なチャネル情報は MS#1 から
BS#1 にフィードバックされるチャネル情報（h 1 ,h 2 ）の
みであるため、送信ウェイト生成方式として一般に用いら
れるブロック対角化法と異なり、チャネル情報の基地局間
での共有が不要であるという特長がある。本技術の適用効
果については 2.5.3 節で述べる。
送信干渉キャンセル法を適用しない場合
送信信号
s1

BS#1

h1

送信信号
s2
BS#2
MS#1

h2

送信干渉キャンセル法を適用する場合
送信信号

送信信号
s2
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s1の代わりに
MS#1受信信号

r1 = h1 ⋅ s1 + h2 ⋅ s2
希望信号

干渉信号

s1 − h2 / h1 ⋅ s2 を送信

MS#1受信信号

r1 = h1 ⋅ ( s1 − h2 / h1 ⋅ s2 ) + h2 ⋅ s2
= h1 ⋅ s1

希望信号

干渉によりスループットが大きく低下

h2

干渉信号が消える

上記処理を各MSに対して実施することで
干渉を抑圧しスループットを改善

(a) 従来法
(b) 提案法
図 2.1.2-1 提案法の基本概念

図 2.1.3-2 に、図 2.1.3-1 で示した評価エリアにおける
スループット結果の CDF 特性を示す。図 2.1.3-2 より、
eICIC と協調マルチユーザ MIMO を同時に適用した方式
（“協調 MU-MIMO（eICIC あり）
”
）を、eICIC 及び協調
マ ル チ ユ ー ザ MIMO を 両 方 共 適 用 し な い 方 式
（“SU-MIMO”）と比較すると、50%値（中央値）で約
2.2 倍、5%値で約 3.1 倍のスループットの改善が得られる
ことを確認した。上記結果より、本研究開発で実施した干
渉抑圧制御技術を適用することにより、目標とする周波数
利用効率を 3 倍以上に向上できる可能性を示した。
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図 2.1.3-2 評価結果

２．２．階層間モビリティ制御技術の開発
２．２．１．移動局走行速度に基づく最適階層選択
技術の基本検討
本研究開発で提案する階層化・稠密セル構成における階
層間モビリティ制御を実現するためには移動局走行速度
推定技術が必須である。特に、無線伝送部の受信側で測定
した伝搬変動から検出した最大ドップラー周波数 fD によ
り走行速度を推定する技術は GPS 機能が手動で無効化さ
れている移動局に対しても適用できる点で有効と考えら
れるため、本技術の研究開発を実施した。
本技術の研究開発を実施するにあたり、実伝搬環境では
道路近辺における対向車をはじめとする周辺移動散乱体
による成分（インパルス性スペクトル成分）がドップラー
スペクトル上に現れ、その結果、fD を用いた走行速度推
定精度が大きく劣化してしまう。本研究開発では受信側で
電波資源拡大のための研究開発
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測定したドップラースペクトラム上から周辺移動散乱体
による散乱波成分を検出し、これを有効成分から除外する
ことで、移動局の走行速度推定精度を改善するアルゴリズ
ムを考案し、その適用効果を予め測定した見通し内・見通
し外伝搬が混在する実伝搬データに基づき評価した。
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図 2.2.1-1 実伝搬データ評価環境
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図 2.2.1-2 移動局走行速度推定値の累積分布関数(CDF)

図 2.2.1-1 に示した測定コースを v = 15 km/h 及び、v =
40 km/h でそれぞれ走行したときの速度推定値の累積分
布関数 (CDF) を図 2.2.1-2 に示す。図 2.2.1-2 より、昨年
度考案した周辺移動散乱体検出を用いるアルゴリズムに
より、推定精度が大きく改善されていることがわかる。本
結果より、当社が検討している最大ドップラー周波数によ
る移動局走行速度推定技術が目標とする推定精度（速度推
定値 CDF 90%および 10%における推定誤差±5 km/h) を
達成していることを確認した。なお、本推定技術を用いた
階層間ハンドオーバ制御機能を LTE-Advanced ベースの
無線アクセス試作装置に実装し、フィールド実証実験を実
施した。その実験結果については 2.5.2 節で述べる。

２．２．２．階層間最適ハンドオーバ制御技術の基
本検討
階層化・稠密セル構成ではマクロセル上に多数の極小セ
ルが設置されるため、高速で走行する端末は頻繁にハンド
オーバが発生し、通信品質が低下する。この対策として、
端末の走行速度を基地局で推定し、速度に応じて接続する
階層（マクロセル層、極小セル層）を選択する階層間ハン
ドオーバ制御技術を提案した。
図 2.2.2-1 に概念図を示す。
端末の走行速度は、端末で取得した GPS 位置情報のフィ
ードバックや、前節に示すような無線信号から得られるド
ップラースペクトラムから推定することが可能である。極
小セル在圏時に端末の走行速度が所定のしきい値を超え
た場合、マクロセル層に優先接続させることで、高速走行
に伴う頻繁なハンドオーバの発生を回避できる。

２．３．ネットワーク連携制御技術の開発
２．３．１．集中基地局・光張り出し構成を用いた
セル間連携制御技術
従来の光張り出し方式では、装置コストの観点から一本
の光ファイバに 1～2 アンテナ分を波長多重する方式が主
流であった。しかし、1 台の集中基地局から多数の極小セ
ルを制御するためには、一本の光ファイバに数十アンテナ
分の信号を高密度に多重化することで、光ファイバの芯線
数を削減し、低コストで光張り出し方式を運用することが
できる。そこで、時分割多重と波長分割多重を用いて、最
大 36 アンテナ分の信号を一本の光ファイバに多重化でき
る低コストな高密度多重化光張り出し装置を開発した。
図 2.3.1-1 に開発した高密度多重化光張り出し装置の構
成をそれぞれ示す。開発した装置により、6 アンテナ分の
下り・上り回線の信号（LTE の 2x2 MIMO 対応 3 セクタ
局に相当）を 2 波長の光信号で送受信できる。さらに、波
長分割多重（WDM）を用いて最大 12 波長を多重するこ
とで、最大 36（6x6）アンテナ分を 1 本の光ファイバで最
大 10km（許容損失 10dB）伝送可能である。
次に、開発した高密度多重化光張り出し装置を用いて、
2.1.2 節で説明した基地局間協調マルチユーザ MIMO を、
集中基地局方式により実現する実証実験を行った。図
2.3.1-2 に実験構成を示す。本実験では、基地局間協調マ
ルチユーザ MIMO のベースバンド信号処理を行うベース
バンド処理装置 (BBU: baseband unit) を集中基地局に
設置し、地理的に離れた 2 か所のアンテナサイトに無線装
置 (RRH: remote radio head) を設置して、BBU と RRH
を高密度多重化光張出装置により接続する。このとき、各
RRH から無線信号を同時に送信するため、各 RRH に接
続される光ファイバの長さの違いによる伝送遅延差を補
正する機能を実装した。
以上の構成により、協調マルチユーザ MIMO を使用し
た時の各 UE におけるダウンリンクスループットを測定
し、光張り出しによる集中基地局構成においても、協調マ
ルチユーザ MIMO が正常に動作することを確認した。

図 2.3.1-1 高密度多重化光張り出し装置の構成

マクロ セル層
異なる階層間
ハンドオーバ

必要に応じ
て行う

極小セル層
走行速度検出

高速走行

ネットワーク連携制御
図 2.2.2-1 走行速度ベースハンドオーバ
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図 2.3.1-2 集中基地局を用いた協調マルチユーザ MIMO の実験

２．３．２．分散基地局を用いたセル間連携制御技
術
三次元・稠密セル構成において、ネットワーク連携時の
膨大な制御処理を低減させるために、マクロセル層と極小
セル層に分割して制御を行う階層化セル制御アーキテク
チャを開発した。図 2.3.2-1 に階層化セル制御アーキテク
チャの概要を示す。階層化・稠密セル構成において、時間
軸上で無線リソースをマクロセル層と極小セル層に分割
する。そして、階層間の連携制御を階層間ネットワーク連
携制御装置で実行し、各階層内の連携制御はマクロセル層
内ネットワーク連携制御装置および極小セル層内ネット
ワーク連携制御装置で実行する。このように階層間の制御
と階層内の制御を分離して、複雑な基地局間連携制御を簡
素化できる。そこで、階層内の連携制御を行う階層内ネッ
トワーク連携制御装置と、階層間の連携制御を行う階層間
ネットワーク連携制御装置を開発した（図 2.3.2-2）
。これ
らのネットワーク連携制御装置には、基地局間の同期を実
現する高精度同期制御機能、マクロセル層と極小セル層で
使用するリソースの割合を制御する階層間リソース制御
機能、階層間ハンドオーバにおけるハンドオーバ閾値を制
御する階層間モビリティ制御機能が実装されている。
次に、開発したネットワーク連携制御装置を用いて、
2.1.1 節および 2.2 節の成果であるリスニング同期技術、
階層間リソース最適化技術、階層間ハンドオーバ技術を分
散基地局方式により実現する実証実験を行った。そして、
各ネットワーク連携制御装置からの指示により、基地局間
同期、階層間リソース制御、階層間ハンドオーバ制御が正
常に動作することを確認した。

図 2.3.2-2 階層間/階層内ネットワーク連携制御装置

２．４．電波伝搬推定技術の開発
提案する階層化・稠密セル構成を効率よく設計するため
には、極小セル間、マクロセルと極小セル間、マクロセル
間の干渉設計に対応できる三次元空間における時空間電
波伝搬推定技術が不可欠である。
一般に、階層化・稠密セル構成では、マクロセルと極小
セルの設置場所に応じて様々な組み合わせの同一周波数
干渉の推定が必要となり、建物情報や地形情報を直接考慮
できるレイトレース法の適用を想定する。レイトレース法
は基地局から送信された電波が、三次元空間で反射、回折、
透過を繰り返して受信点に到達するレイを探索すること
により三次元空間の時空間電波伝搬特性を解析できるこ
とから、屋内等、複雑な伝搬環境における時空間電波伝搬
推定に極めて有効である。しかし、レイトレースシステム
では、推定精度の向上を図るためには建物の形状や材質の
電気特性等の詳細なデータベースおよび多くの計算資源
(計算機性能や計算時間)が必要となる。そこで、本研究開
発では、複雑な屋内のレイアウトを簡易に取得できる三次
元空間に対応した屋内外レイトレースシステムを開発し
た。
また、本研究開発では、解析的なレイトレース法の開発
だけでなく、電波伝搬実験に基づく時空間伝搬推定法(実
験式)を開発した。開発した実験式は、より簡便に三次元
空間における時空間電波伝搬特性を推定できる。

２．４．１．実測に基づく時空間伝搬推定法（実験
式）の開発
本研究開発では三次元空間において、(a)電波伝搬損失
特性、(b)電波伝搬遅延プロファイル、(c)電波到来角プロ
ファイルを同時に推定できる時空間電波伝搬モデルの推
定式を開発した。
開発した時空間電波伝搬モデルは、送受建物間距離、垂
直方向入射角、水平方向入射角、送受信侵入距離などのパ
ラメータを設定することで、三次元空間における時空間電
波伝搬プロファイルを精度良く推定できる。図2.4.1-1に
開発した時空間電波伝搬モデルによる各プロファイルの
推定例を示す。また、併せて測定例も示す。

図 2.3.2-1 階層化セル制御アーキテクチャ
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図2.4.2-1 開発した三次元空間における屋内外対応
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図 2.4.1-1 三次元空間における時空間電波伝搬プロファイル

２．４．２．レイトレース法に基づく時空間伝搬推
定法の開発
本研究開発では屋内フロア全体のレイアウトを簡易に
構築できるソフトウェアを開発し、屋外対応レイトレース
システムに実装して三次元空間における屋内外レイトレ
ースシステムを開発した。本システムでは、複雑な屋内外
レイアウトを比較的簡易に取得可能なため、極小セル間、
マクロセルと極小セル間、マクロセル間の干渉設計に対応
できる三次元空間における時空間電波伝搬推定が可能と
なる。図2.4.2-1は、本システムで取得した屋内外レイア
ウトとレイトレース計算結果の一例を示す。

２．５．実証評価
２．５．１．階層間干渉抑圧技術の実証評価
三次元空間セル構成における性能改善効果を実際の無
線電波環境で確認するために、3.3GHz 帯の実験用周波数
帯を用いて実験を行った。
図 2.5.1-1 にフィールド実験におけるセル構成を示す。
本フィールド実験では、三次元セル構成において、屋外マ
クロセルの内部に極小セルが設置されている状況を模擬
した。まず、台場実験局を用いて水色の扇形で示すマクロ
セルを構成する。そして、その内部に青海実験局を用いて
ピンク色の扇形で示す極小セルを構成する。台場実験局と
青海実験局はダークファイバを用いた IP 回線で L2 スイ
ッチを介してネットワーク連携制御管理装置に接続され
ており、ネットワーク連携制御管理装置からの指示に従っ
て基地局間同期および ABS パターンの動的変更などのネ
ットワーク連携制御が可能である。同図に示す A-B-C-D
の約 800m の区間において時速 30km で走行して試験を
行った。
台場実験局（マクロセル）と青海実験局（極小セル）に
割当てるリソースの割合を、ネットワーク連携管理制御装
置により、図 2.5.1-2 に示す 0:10（干渉なし、理想状態）,
10:10（干渉あり、通常 LTE）, 5:5（eICIC）の 3 通りに
切り替え、測定車においてダウンリンクスループットを測
定した。
実験結果を図 2.5.1-3 に示す。リソースの割合が 0:10
では、マクロセルからの信号をすべて停止していることに
相当するので、極小セルにおいてマクロセルからの干渉の
ない理想的な状態で受信が可能であり、コース全般にわた
り 10Mbps 以上のスループットが得られている。特に極
小セル中心部を走行する 500-800m の区間では 20Mbps
以上のスループットが得られる。リソースの割合が 10:10
の場合は、通常の LTE の場合に相当し、マクロセルから
の干渉により極小セルにおいてスループットがコース上
のほとんどで 10Mbps 以下に劣化している。特にセル境
界 部 を 走 行 す る 0-500m の 区 間 で は ス ル ー プ ッ ト が
5Mbps 以下に劣化している。リソースの割合が 5:5 の時
は、eICIC を適用して図 2.5.1-3 右上の図のように時間軸
上で信号送信タイミングを制御した場合に相当する。
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eICIC を適用することによりマクロセルからの干渉が抑
制されており、極小セルに割当てられたリソースは 10:10
の場合に比べて半分になっているがコース全般にわたり
干渉ありの場合より高いスループットが得られている。以
上により、走行時においても eICIC により効果的に干渉
を抑制し、通常 LTE と比較して約 3 倍のスループットが
得られることを示した。

図 2.5.1-1 フィールド実験におけるセル構成

40 km/h および速度閾値 v thr = 20 km/h とした場合の実
験結果の一例を示す。ただし、図の(a), (b), (c),はそれぞれ
参照信号受信電力 (RSRP) の測定結果、在圏セル ID、
PDCP レイヤスループットであり、各図の横軸は a 地点
からの距離を表す。図 2.5.2-2 (a),(b)より、階層間 HO 制
御機能を OFF とした場合には、マクロセル（セル ID: 1）
の RSRP に比べて極小セル（セル ID: 0）の RSRP が高く
なる場所（極小セルエリア）で極小セル(セル ID: 0) に
HO している。これに対し、階層間 HO 制御機能を ON と
した場合には、マクロセル(セル ID: 1)の RSRP に比べて
極小セル（セル ID: 0）の RSRP が高くなる場所（極小セ
ルエリア）においても、極小セル(セル ID: 0) へ HO する
ことなくマクロセル（セル ID: 1）との接続が維持されて
いる。本結果より、開発した装置が屋外実伝搬環境におい
て所望の動作を実現していることを確認した。
図 2.5.2.2 (c) に示した下りリンクスループットの累積
分布関数 CDF の 50%中央値は、階層間 HO 制御機能
OFF の場合のスループットが約 2 Mbps に留まるのに対
し、階層間 HO 制御機能 ON 時は HO 処理や HO 失敗に
伴う通信断時間がないため、スループットは約 2.8 Mbps
となり、約 1.4 倍のスループットループット特性が得られ
た。上記これらの実験結果より、最大ドップラー周波数に
よる端末速度推定値に基づく階層間 HO 制御技術の実現
性だけでなく、本技術の周波数利用効率向上の観点からの
有効性を確認することができた。

図 2.5.2-1 階層間 HO 制御フィールド実証実験エリア

図 2.5.1-2 フィールド実験におけるリソース割合の設定
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図 2.5.2-2 階層間 HO 制御のフィールド実験結果の一例

２. ５. ３協調 MU-MIMO 技術の実伝搬実験

協調 MU-MIMO 機能を実装した試作装置を用いた実伝
搬環境での伝送特性を検証するため、屋内実伝搬実験及び
屋外実伝搬実験を実施した。本実験では集中基地局装置 1
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台（基地局 2 台に相当）
、端末装置 2 台を用いて行った。
また、基地局送信アンテナ各 2 本、端末受信アンテナ各 2
本を用い、システム帯域幅を 10MHz と設定した。各端末
に対して 2 ストリーム伝送を行った。また、協調
MU-MIMO 伝送を行わない場合を従来法として比較した。
図 2.5.3-1 に屋内実伝搬実験におけるアンテナ配置構成
図を示す。本実験では 2 基地局（BS#1、BS#2）を 8m 離
した場所に配置し、2 端末のうち片方の端末（MS#2）を
セル境界に固定、もう片方の端末（MS#1）をセル境界か
ら BS#1 の近傍まで移動させた。また、本実験ではセル境
界の SNR が約 10dB となるように設定した。送信ウェイ
ト生成アルゴリズムとして、本実験では、ブロック対角化
法、送信干渉キャンセル法、動的切り替え法の３方式を用
いて比較した。
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討に大いに活用されるものと期待される。

４．むすび
本研究開発では、既存のマクロセル構成に大きさが数十
メートル程度の極小セルを高さ方向を含む三次元的に稠
密に重畳する三次元空間セル構成を対象に、極小セル数が
膨大になっても干渉抑圧効果を保持し、周波数利用効率を
向上させることを可能とするネットワーク連携干渉抑圧
制御技術を検討した。具体的には、膨大な基地局群をマク
ロセルの集合（マクロセル層）と、極小セルの集合（極小
セル層）に仮想的に階層化した「階層化・稠密セル構成」
を提案した。そして、階層間干渉抑圧技術（拡張 eICIC）
、
階層内干渉抑圧技術（協調 MU-MIMO）
、階層間ハンドオ
ーバ技術（ドップラー速度推定技術）、階層化セルアーキ
テクチャ、三次元空間の時空間伝搬伝搬推定方式などの各
技術を開発し、階層間干渉を抑制するための目標である
“本構成技術を適用しない場合と比べて 3 倍以上”の周波
数利用率を達成できることを計算機シミュレーションな
どの机上検討により明らかにするとともに、実証実験を通
じて、実フィールド環境においても提案技術が正常に動作
することを確認した。

0.5

図 2.5.3-2 実験結果

BS#1 から MS#1 までの距離を横軸、2 端末の合計スルー
プットを縦軸として評価した場合の評価結果を図 2.5.3-2
に示す。2 端末が両方ともセル境界に位置する場合のスル
ープットを評価すると、協調 MU-MIMO（ブロック対角
化法）では 7.99Mbps、従来法では 4.02Mbps となり、協
調 MU-MIMO は従来法に対して約 2 倍スループットが改
善した。また、送信ウェイト生成アルゴリズムの動的切替
法により、セル境界においてはブロック対角化法、基地局
近傍においては送信干渉キャンセル法の特性に近いスル
ープット特性が得られている。基地局近傍の領域（BS#1
か ら MS#1 ま で の 距 離 =0.2m ） で 評 価 す る と 、 協 調
MU-MIMO（動的切替法）では 12.24Mbps、従来法では
7.59Mbps となり、協調 MU-MIMO は従来法に対して約
1.6 倍 の ス ル ー プ ッ ト 改 善 が 得 ら れ 、 提 案 す る 協 調
MU-MIMO 技術の実伝搬環境での有効性を確認した。

３．今後の研究成果の展開
年率約２倍で急増している無線トラフィックを収容す
るために、マクロセル構成に大きさが数十メートル程度の
極小セルを高さ方向を含む三次元的に稠密に重畳する三
次元空間セル構成への期待は非常に高い。提案技術を用い
ることで、特にトラヒックの集中する大都市部において、
セル境界のみならずセル全体の通信品質を、大幅に改善で
きることを、計算機シミュレーション等の机上検討のみな
らず実証実験で示した。
本研究成果が今後十分活用されるように、まず、研究開
発成果の有効性を学術論文や学術的国際会議、等を通して
広く啓蒙したい。その結果、通信オペレータが本研究開発
で提案したような三次元空間セル構成を適用することが
期待される。
一方、本研究成果である「時空間電波伝搬モデル」は
ITU-R で標準化された。そのため、無線通信技術者や研
究者、開発ベンダー、通信オペレータがそれを容易に利用
できるようになった。その結果、今後、三次元空間セル構
成の無線伝送技術の最適設計等、周波数有効利用技術の検
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