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概要
本研究では、運用主体が異なる無線システムの間で最適な協調利用を可能にする制御基盤技術、異種システムと柔軟に
周波数を共用する技術、D2D 通信を有効活用する制御技術に関して取り組んだ。協調利用を可能にする制御基盤技術とし
ては周波数共用基地局による自営システム展開を可能とするアーキテクチャと、複数事業者による基地局の共用を可能
とする集中基地局プラットフォームを開発した。異種システムと柔軟に周波数を共用する技術としては、他システムに割
り当てられている周波数帯を共用可能とするための固定/移動分散モニタリング技術、周波数共用条件分析技術、自律的
無線調停技術、自律的網調停技術を開発し、共用可能な周波数の発見技術を確立した。D2D 通信を有効活用する制御技術
としては、5G の Multi-Operator Core Network 型の 5G コアを中心に、D2D 区間を含む通信経路を管理するためのアーキ
テクチャを策定し、D2D 通信制御方式とネットワーク制御方式を確立した。

Abstract
In this research, we worked on (1)cooperative operation technologies among cellular operators and private
networks, (2) spectrum sharing technologies with different radio access technologies, (3)control technologies for
effective usage of D2D. At the first theme, we developed an architecture supporting private 5G systems using
spectrum sharing base stations and centralized base station platform that can be shared by multiple operators. At
the second topic, we developed distributed fixed/mobile spectrum monitoring technologies on the frequency bands for
different systems, analysis technology of spectrum sharing conditions, and autonomous arbitration technology for
spectrum sharing in radio aspects and network aspects. At the final topic, we developed D2D communication control
technologies and network control technologies for managing communication paths including D2D hop(s) based on
MOCN(Multi-Operator Core Network) of 5G core.

１．まえがき
第 5 世代移動通信システム(5G)は，様々な性能の無線シ
ステムが多様な通信需要に応じてサービスを提供する必
要があることから，異種無線ネットワークを基本とする理
念に基づき、制御信号とデータ通信の経路を分離する技術
（C/U 分離）を本格的に活用して、複数の無線システムが
協調的に利用されていくことになる。この際、複数の無線
システムは各通信事業者内で統合的に制御されるだけで
なく、自営システムを含め、通信事業者を越えて最適に移
動通信システムを利用する技術が必要である。その際、新
たな周波数の確保や端末が稠密に存在する環境での利用
も想定する必要がある。
そこで本研究では、運用主体が異なる無線システムの間

で最適な協調利用を可能にする制御基盤技術（2.1 節）
、
異種システムと柔軟に周波数を共用する技術（2.2 節）
、
D2D 通信を有効活用する制御技術 (2.3 節) に関して取り
組んだのでその成果を報告し、今後の展望を(3 節)につい
て述べる。

２．研究内容及び成果
２．１．協調利用を可能にするシステム構成技術
２．１．１．周波数共用基地局による自営システム
展開と商用網との連携
5G では、超高速、超低遅延、多数同時接続といった様々
な要求性能を満たすことが可能となり、これらの特徴を生
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かした新サービスが創出され、バーチカルセクタ間のサー
ビス多様化・協調が進む。ニーズのある場所はローカルな
場所にも存在し、マイクロセルの柔軟な設置が求められる。
あらゆる要求性能を同時に満たす無線システムをあまね
く展開することは困難であり、全てのニーズを通信事業者
で満たすことに限界がくると考えられる。本研究課題では、
マイクロセル通信事業者(自営 5G)を導入し、セルラ通信
事業者が公衆システムを広域に展開するともに、マイクロ
セル通信事業者がスポット的に自営システムを運用する
ことを提案し、そのための技術を開発した。
公衆網と自営 5G を一体として移動通信システムを構
成、運用する構成を図 1 に示す。自営のマイクロセルが偏
在する需要を満たすようにオンデマンドでエリアを形成
し、移動通信システムの一部を担うことを可能とすること
で、5G の早期展開を進めることが可能となる。

図1

択/統合する技術を開発した。
マイクロセル通信事業者が基地局を運用するにあたり、
運用する周波数帯の在り方について検討を行った。無線装
置の入手性やコストから考えると、世界的に 5G 用帯域候
補とされている帯域を、セルラ通信事業者とマイクロセル
通信事業者で分け合うことが現実的である。その方法とし
ては、(1)マイクロセル通信事業者向け周波数帯を導入す
る方式と、(2)セルラ通信事業者向け周波数帯を共用する
方式が考えられる。また、後者は(2a)事業者は固定帯域を
持ち、未使用の帯域を他事業者と共用する方式と、(2b)ユ
ーザの通信要求に応じて使用帯域幅を動的に変更する方
式が考えられる。図 3 に各方式を図示する。(1)は日本で
検討が始まっているローカル 5G にて取られているアプ
ローチであり、(2a)は次節で述べるような昼夜で利用状況
が異なる環境で有効と考えられる方式である。(2b)は周波
数利用効率からは理想的であるが、競合する事業者間でも
密な連携が必要となるため、実現は先になるものと考えら
れる。

ローカル 5G を想定した自営システムの協調利用

この構成は、5G で導入されるヘテロジニアスネットワ
ークで用いられる C/U 分離技術の応用により実現する。
セルラ通信事業者のマクロセルを c-Plane に使いつつ、マ
イクロセル事業者の基地局経由で通信を行う。実現のため
には、セルラ通信事業者とマイクロセル事業者間で連携す
る必要がある。複数の実現形態が考えられるが、その一つ
として事業者間で制御情報を交換するためのアーキテク
チャを図 2 に示す。本アーキテクチャでは、サービス提供
に必要な加入者に関する照会と、UE の近隣に存在するマ
イクロセル通信事業者が提供するマイクロセル情報を、セ
ルラ通信事業者から報知するためのインタフェースを定
めている。

図 2 通信事業者-自営システム間連携アーキテクチャ
また、複数事業者の経路を束ねて使うための経路制御技
術が必要となる。これも複数の実現形態が考えられるが、
通信事業者と自営システム間の連携が密でない場合にも
適用可能な方式として、上位レイヤで通信経路制御を行う
方式を検討した。MPTCP を拡張し、事業者網を越えた複
数の通信経路を利用者やアプリケーション等に応じて選

図 3 マイクロセル通信事業者向け周波数帯
これらの技術の有効性を検証するため、計算機シミュレ
ーションによる性能評価と、試作無線装置を用いた機能評
価の双方を実施した。
前述の周波数共用の有効性を検証した評価では、もちろ
ん想定環境や想定トラフィックによって異なるが、モデル
(2a)のセルラ通信事業者が未使用周波数帯を共用可とし
た場合に、屋内環境において帯域の 25%程度を共用した
場合、UE の平均スループットが 1.5 倍程度(図 4)に向上
するなど有効性が確認された。

図 4 周波数共用時のスループット向上に関する評価
ま た 、 セ ル ラ 通 信 事 業 者 と ロ ー カ ル 5G 運 用 者 を
2.6GHz 帯と 28GHz/32GHz 帯でそれぞれ模擬し、アーキ
テクチャ、インタフェース、シグナリングを評価できる試
験環境を構築した。その様子を図 5 に示す。本評価によ
り、図 1 及び図 2 に示すアーキテクチャが有効に機能す
ることが確認できた。
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通信事業者により多くの通信リソースを割り当てる。一
方、閉店後、特に夜間は無人空間となるためセルラー通
信事業者への割当を縮小し、秘匿性や即時性が求められ
る商品在庫管理ロボットシステムなどの M2M/IoT シス
テムを運用するマイクロセル通信事業者に多くの通信リ
ソースを割り当てる。
図 7 に提案集中基地局プラットフォームの基本構成を
示す。複数のセルラー通信事業者網およびマイクロセル通
信事業者網のコアネットワークに接続が可能で、スイッチ
ングユニットでその経路を切り替える。複数の異種無線ア
クセス技術（RAT）を同時に収容するため、各 RAT の物
理層、RAT 間干渉を抑圧するための波形整形部、RF ユニ
ットを具備し、さらに制御情報に基づきこれらを制御する
ローカル制御/エッジ管理部を備える。波形整形部には、帯
域外への不要輻射を高能率に抑圧可能な Universal Timedomain Windowed OFDM 方式を提案し、さらに実シス
テムに実装し（図 8）、図 9 に示す通り、提案法により約
20 dB 以上帯域外輻射を抑圧できることを示し、提案手法
の実現性と有効性を実証した。

図 5 実機を用いた機能評価

２．１．２．集中型共有基地局プラットフォーム
5G 時代は、従来のセルラー通信事業者網に加え、管理
されたプライベート空間（例えば大規模ショッピングモ
ールやオフィス空間など）におけるマイクロセル通信事
業者網も含めたヘテロジニアス構成が展開される。この
ようなヘテロジニアス構成を簡易に実現するための集中
基地局プラットフォームの研究開発を実施した。
5G 時代のプライベート空間におけるヘテロジニアス構
成例を図 6 に示す。この例では、複数のセルラー通信事
業者網とマイクロセル通信事業者網が同じ管理空間に存
在し、同一周波数帯でマイクロセルを運用する。ここで
セルラー通信事業者網のマイクロセル運用は C/U 分離技
術によりマクロセルと連動する。マイクロセル通信事業
者も独自のマイクロセルを運用しているが、集中基地局
がこれら複数のマイクロセルを集約し、管理装置によっ
て運用条件やパラメータ等を適切に制御することで、セ
ルラー事業者網と連携した柔軟なヘテロジニアス構成を
安価に実現できる。

図7

図8

図 6 5G の管理空間におけるヘテロジニアス構成と共有
型集中基地局プラットフォーム
プライベート空間の一例として大型ショッピングモー
ルを想定する。日中は来店客の多くが利用するセルラー

集中型基地局プラットフォームの基本構成

リアルタイム波形整形装置による UTW-OFDM を
適用した LTE ダウンリンク実証実験構成

最終年度はこれらの開発物を統合し、前述の大型ショッ
ピングモールでの利用シナリオを想定した実証試験を実
施した。図 10 に実証試験構成とシナリオを示す。試験シ
ステムはセルラ通信事業者システム、マイクロセル通信事
業者システム、および周波数管理マネージャから構成され、
これらの基地局部分は集中型共有基地局プラットフォー
ムで構成した。実験は 2.5GHz 帯（2582.5 MHz、 2587.5
MHz の２チャネル、 各 5MHz 帯域幅）で実施した。日
中はセルラ通信事業者が 10MHz 全ての帯域で運用され、
夜間になると周波数マネージャによって半分の周波数が
マイクロセル通信事業者に貸し出され、マイクロ通信事業
者は貸し出された周波数で M2M ロボットに係る通信な
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どを運用する。この際、周波数を極限利用するために波形
整形を施し、各スペクトルの帯域外輻射を 20dB 以上抑圧
することで、ガードバンドなしで 1.4MHz 帯域幅 LTE 相
当のシステムを 3 つ収容できることを実証した（図 11）。
これらの成果は今後の多種多様な RAT 収容、および周
波数共用など極限周波数利用システムへの応用が可能で
ある。

接続する網を変更することで、一次利用者への干渉を防ぐ。
本システムは、端末や固定センサにより一次利用者の利用
状況を常に測定しているため、一次利用者が移動する場合
も周波数の共用が可能である。
本節では、提案する動的周波数共用システムにおける、
一次利用者の利用状況の測定から干渉対策までの各要素
技術の研究開発成果を報告する。また、試作したシステム
を用いた実フィールドにおける共用可能な周波数の評価
結果について報告する。

図 12 周波数共用システムの概要

図9

リアルタイム波形整形装置による UTW-OFDM を
適用した LTE ダウンリンク実証実験結果

図 10

２．２．２．固定/移動分散モニタリング
固定分散モニタリングセンサは、見通しのよい地点に固
定的に設置され、広い周波数範囲を測定できる。RFCMOS 技術や MEMS 技術を利用した高集積なアレイセ
ンサモジュールを開発し、6GHz 以下の周波数帯で干渉耐
性に優れた特性を実証した(図 13)。具体的には、周波数と
空間の両ドメインで不要波除去が可能な広帯域 CMOS 受
信アレイを開発し、高調波による干渉を 55 dB、不要方向
からの干渉を 13 dB 抑圧する動作を実証した。また、
MEMS スイッチを用いた独自のネスト構造による帯域切
り替え方式を実装し、1-dB 通過帯域幅と中心周波数がそ
れぞれ 65~450 MHz と 0.4~3 GHz の範囲で連続的に可変
である RF フィルタを開発した。

実証試験構成とシナリオ

図 13 広帯域受信アレイモジュール

図 11

実証試験の様子

２．２．周波数の管理共用技術
２．２．１．全体概要
提案した動的な周波数共用システムの全体概要を図 12
に示す。本システムでは、移動端末や固定センサを用いて、
周波数を本来割り当てられた利用者（一次利用者）の周波
数利用状況を測定する。周波数を共用したい利用者（二次
利用者）が周波数を共用する際は、測定結果をもとに使用
する周波数や送信電力などの共用条件を決定し、共用を開
始する。共用中は、一次利用者へ干渉を与えていないかを
定期的に確認し、干渉を与える場合には共用条件あるいは

移動分散モニタリングについて、移動端末でモニタリン
グされた結果は、有線網や無線 LAN、4G 回線などの無線網
を経由してサーバへ送られる。サーバでは、モニタリング
結果をもとに一次利用者の利用範囲を推定する。ここで、
全ての端末やセンサが個々にデータを送ると情報を伝達
する網の制御オーバーヘッドが増大する問題がある。この
問題に対して、端末間のすれ違い通信によりデータを集約
することで、基地局へ送信するデータ量を削減した。
２．２．３．周波数共用条件分析技術
一次利用者に干渉を与えずに周波数を二次利用するた
めには、一次利用者が利用する周波数帯、時間、エリアを
分析し、それに影響しないよう共用条件を決定する周波数
マネジメントサーバが必要である。今回、モニタリング結
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第 12 回成果発表会（2019 年）

果に基づき一次利用者の電波伝搬範囲を推定する技術や、
電波環境の定常状態を学習することでサーバとモニタリ
ングセンサの間の通信頻度を削減する技術を開発した。具
体的には、最尤法による位置推定と内挿手法の一つである
クリギングによる空間補間を組み合わせた手法により、電
波利用範囲の推定誤差を従来比 9 dB 低減できた。また、
電波環境の定常状態を学習する技術を適用し、定常モデル
のパラメータと定常モデルからの外れ値データのみをマ
ネジメントサーバに送信することで、通信量を従来比 97%
削減できることを示した。さらに、これらの技術を用いて
電波環境をリアルタイムに可視化するシステムを開発し
た(図 14)。

図 15 正方グリッドにおける排他領域
与える確率が高くなる。
そこで、干渉発生に関するデータをもとに適切な禁止領
域を設定する手法を検討した。通信履歴と干渉判定情報か
ら各通信座標に対し、強い干渉を生じさせずに通信できた
地点には非干渉ラベル、干渉を発生させた地点には干渉ラ
ベルを付与し訓練データを作成し、教師あり学習により干
渉発生の有無を推定する分類器を獲得することで、通信禁
止領域として追加するべき領域の判定を可能とした。本方
式により、干渉発生確率を 0.01%としたとき、禁止領域面
積を 13%低減できた。

２．２．５．自律的網調停技術

２．２．４．自律的無線調停技術
電波環境や建物状況などの変化により、予め定めた周波
数共用条件を守っていたとしても、一次利用者が干渉等の
影響を受ける可能性がある。このような想定外の事態に対
する、無線パラメータ変更による対処を「自律的無線調停
方式」と呼び、検討を行った。
干渉が生じた際、干渉を引き起こした共用周波数利用シ
ステム送信局が特定できれば、当該周波数での送信を中止
させればよい。また、干渉電力の値も分かれば、干渉を引
き起こさない程度に電力を下げさえすればよい。ただ、こ
のような情報が高い精度で得られない可能性もある。
そこで、本周波数共用システム利用禁止領域に関し、干
渉が生じた場合の再設定を検討した。禁止領域を大きく設
定すると共用周波数利用システムが利用しづらくなり、逆
に小さすぎると一次利用者に干渉を与える確率が高くな
る。このような議論をできる限り一般的にするために、確
率幾何解析を用いた検討を行った。
特に一次利用者のアンテナ指向性の情報要素を取り入
れるために、極座標状の空間グリッドを導入し、各分割領
域を排他領域とすべきかどうかを決定するシステムを想
定した、理論的検討内容を紹介する。グリッドによる分割
を想定し、各分割領域上に共用周波数利用システム送信局
が一様に存在する想定のもと、確率幾何解析で用いられる
キャンベルの定理及び、キュムラントマッチング近似法を
用い、一次利用者が受ける総干渉電力が最大許容干渉電力
を超える確率を解析的に導出した。設定する排他領域が同
じ面積であれば、極座標グリッドと比較し正方グリッドに
設定した方が干渉確率を小さくできることを明らかにし
た。
また、干渉が生じた際、干渉を引き起こした共用周波
数利用システム送信局が特定できたとき、当該送信局の
通信を停止させるとともに、電波伝搬には空間相関性が
あることからその端末の周囲において周波数共用システ
ム利用禁止領域を新たに設ける必要がある。しかし、禁
止領域を大きく設定すると共用周波数利用システムが利
用しづらくなり、逆に小さすぎると一次利用者に干渉を

本研究項目の目的は、二次利用が停止したときにそこに
接続していた端末の既設網への接続を秒オーダーで調停
する自律的網調停手法を実現することである。
第 5 世代携帯電話網では、セルサイズや周波数帯などを
含めて網の構成が多様で不均一である。その一方で、端末
の通信品質も多様化しており単にスループットの最大化
を目的関数として設定することはできない。このようなヘ
テロジーニアスネットワーク環境において、本研究項目の
特色は、端末の自律的な網の選択を活用することで高速な
網調停を実現しつつ、事業者が端末の要求品質を間接的に
制御することで端末の要求する多様な通信品質とネット
ワーク全体の性能の向上を図る点にある。提案手法を実現
するために、1) 端末の自律的な振る舞いを推定し、2) そ
の推定結果に応じて端末の通信品質を制御するアルゴリ
ズムを設計する必要がある。1) については、多様な通信
性能を数学的にモデル化し、その性能モデルを用いてゲー
ム理論に基づいて端末の自律的な振る舞いをモデル化し
た。2) については、端末振る舞いの推定モデルを用いて
性能指標を制御する発見的アルゴリズムを設計した。
評価の一例として、スモールセルとラージセルが混在する
ネットワーク上に、スループットを性能の指標とする端末
と通信コストを指標とする端末が混在する状況における
評価結果を図 16 に示す。
1

0.8

CDF

図 14 電波環境の可視化の例
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図 16 各端末のスループットの分布
評価結果より、提案手法を適用しない場合（黒の破線）と
比較してスループットの最大化を目的とする端末のスル
ープットが向上できることを示した。さらに、図 17 に示
すように、アルゴリズムの達成性能を劣化することなく、
端末の振る舞いの推定モデルの計算精度を粗くすること
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で、駅前などの一般的な数千台規模の高密度環境で 1 秒以
内、スタジアムなどの数万台規模の超高密度環境において
も 2 秒程度で計算が完了できることを示した。
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図 17 ネットワーク内のノード数と計算時間

２．２．６．共用可能な周波数の発見技術
２．２．６．１．技術概要
周波数を共用するためには、対象の周波数が空いている
か事前に確認する必要がある。従来は、一次利用者の電力
が雑音レベルまで減衰する範囲を一次利用者の利用範囲
と定義していた。しかし、この定義により利用範囲を決定
すると、一次利用者の利用範囲が広くなり、二次利用者の
共用可能なエリアが減少してしまう問題がある。これに対
し我々は、通信方式推定による周波数共用可否判定手法を
提案した。
提案する手法では、一次利用者の回線設計情報を用いる。
回線設計情報には、その無線システムのサービスを提供す
るエリアを構築するために必要な許容信号電力対干渉雑
音 電 力 比 （ SINR: signal to interference plus noise
power ratio）、フェージングなどの各種伝搬マージン、通
信方式などが定義されている。二次利用者は、これらの情
報を用いて、“サービス提供エリア端”で電力が雑音レベ
ル以下となるように共用条件を決定する（図 18）。これに
より、雑音レベルのみで判定する場合と比較して、二次利
用者の共用可能エリアの拡大や、より大きな電力での送信
が可能となる。回線設計情報を用いた利用範囲決定のため
には、回線設計情報を無線システムごとに保持する必要が
ある。また、干渉判定する際、保持した情報の中から、判
定対象の無線システムを特定する必要がある。そこで、回
線設計情報から導出した一次利用者の許容 SINR を保持
するデータベースを構築する。さらに、二次利用者の端末
には一次利用者の通信方式を推定する機能を搭載する（図
19）。
電力[dBm]

各種マージン

一次利用者
許容SINRや各種マージンを
加味した所要受信電力

•
•
•
•
•

従来の雑音レベルを基準として判定する場合と比較して、
二次利用者の共用可能な範囲を拡大できる。
回線設計情報を用いた利用範囲決定を実現するため、通
信方式推定機能を有するソフトウェア無線機を試作した。
試作機における通信方式推定方法の概要について紹介す
る。まず、広帯域に信号を測定する。次に、周波数軸上で、
ある一定レベル以上の信号が存在するかを判定する。存在
しなければ「信号なし」、存在すれば「信号あり」と判定
する。「信号あり」と判定されたら、その信号に対し、あ
らかじめ想定する通信方式による復調を複数パターン試
み、正しく復調できたパターンを通信方式推定結果とする。
また、通信方式が推定できた場合には、その方式と受信レ
ベル、信号品質を出力する。信号品質の例として、信号の
復調精度を示す受信 EVM（error vector magnitude）が
ある。出力された EVM あるいは受信レベルから受信
SINR を導出し、共用可否判定を行う。

図 19 周波数共用可否判定システム

２．２．６．２．フィールド実験
試作したソフトウェア無線機を用いて共用可否判定シ
ステムを構築し、実フィールドにおいて共用可否判定を行
った。場所は、人口密度が高い平日日中の渋谷や池袋とし
た。測定地点及び測定装置を図 20 に示す。今回測定対象
とした無線システムは、国内外の周波数共用に関する動向
を鑑みて、公共系の無線システムとした。測定対象周波数
帯の使用用途と規格番号を以下に示す。

防災無線：ARIB STD-T61, T79, T116

デジタル MCA 無線：ARIB STD-T85

テレビ放送用無線中継伝送装置
(field pickup unit)：ARIB STD-B57

二次利用者

シャドウイング
瞬時変動
建物進入損
同一周波数間干渉
降雨減衰 など

図 20 測定地点及び測定装置

雑音レベル

一次利用者からの距離

従来手法

電波到達エリア

二次利用可能エリア

提案手法
サービス提供エリア

一次利用者の利用範囲を縮小

二次利用可能エリアの拡大

図 18 回線設計情報に基づいた利用エリアの決定
二次利用者は、自身が測定した一次利用者の信号を用い
て一次利用者の通信方式を推定し、共用可否判定サーバに
送る。共用可否判定サーバは、推定された一次利用者の通
信方式をもとにデータベースから許容 SINR を参照する。
一方で、複数の端末からの情報をもとに一次利用者の受信
SINR を算出する。一次利用者の受信 SINR が許容 SINR
以上の場合は共用可能、下回る場合は共用不可と判断する。

測定結果をもとに、開発したシステムを用いて共用可否
判定を行い、場所・周波数・時間の観点で評価を行った。
従来手法は、雑音電力以下を共用可とする方式とした。ま
ず、共用可能な場所について、二次利用可能なエリアの比
較を行った。渋谷における防災無線の利用可能エリアを図
21 に示す。提案した方式を適用することで、一次利用者
の利用範囲を正確に推定でき、二次利用者の利用可能なエ
リアを増加させることが確認できた。次に、共用可能な周
波数について、二次利用可能なチャネルの比較を行った。
チャネルとは、無線システムの周波数軸上における最小利
用単位である。図 22(a)に利用可能なチャネルの数を示す。
評価結果より、提案した方式を適用することで、共用可能
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なチャネルを増加させることが確認できた。次に、共用可
能な時間について、二次利用可能な時間の比較を行った。
図 22 (b)に利用可能な時間を示す。評価結果より、提案し
た方式を適用することで、共用可能な時間を増加させるこ
とが確認できた。最後に、これまでの評価結果に基づいた
共用可能な周波数幅を図 23 に示す。今回測定対象とした
無線システムに対して、日中の渋谷という条件下において、
約 260 MHz 幅の周波数資源を確保できることを確認でき
た。

図 24

２．３．２

信号が検出されたCHのうち

総測定時間のうち
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図 22 共用可能なチャネル及び時間の比較
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図 23 フィールド試験結果：共用可能な周波数帯

２．３．D2D 通信方式の利用技術
２．３．１ 概要

評価対象の
座席ブ ロック

奥行100m
幅８０ｍ

5G で想定される複数の種別の基地局(例：マクロ局、小
セル局)をヘテロジニアスに利用するネットワークを対象
に、多種多様な通信品質（例：高スループット、低遅延）
への要求や局地的なトラヒック発生に対応するため、
device-to-device (D2D) の通信制御とネットワーク制御
の両面から実施した。想定するネットワーク構成としては
図 24 に示すように、6GHz 帯以下を想定する広域のマクロ
局がカバーする範囲(セル)の中に、複数の高い周波数帯
(例：ミリ波)を利用する小セル局が存在するような形とな
る。本稿に関する研究開発においては、まず、5G の MultiOperator Core Network 型の 5G コアを中心に、D2D 区間を
含む通信経路を管理するためのアーキテクチャを策定し
た。このアーキテクチャに基づき、D2D 通信制御とネット
ワーク制御を行う方式の検討を行った。

D2D 通信制御方式

D2Dのユースケースの調査を行った結果、スタジアムや
高速道路のサービスエリアといった混雑スポットにおい
て、小セル局の遮蔽等の影響を含めたエリア外の大容量
トラヒックをD2Dで中継する、エリア延伸シナリオが有望
であることを把握した。
エリア延伸シナリオの実現には、マクロ局でのD2D通信
制御用シグナリングの発生が重要な問題となる。一度に
送信できる制御信号の総量には上限があるため、D2Dの制
御信号が送信できないだけでなく、同じリソースで送信
される一般(D2D以外)の通信の制御信号も送信できなくな
る。これにより、D2D通信及びマクロ局での通信の双方が
影響を受け、スループット低下に繋がる。さらに、D2Dは
端末間通信であるため、双方の端末に関する無線環境の
情報が古いと、実際には通信ができないという事象も発
生する。これらの問題を解消可能で、図24のネットワー
クアーキテクチャに適用可能な、(1)チャネル情報収集の
ための制御信号削減法、(2)マルチキャストを利用したリ
ソース割当用制御信号の削減法、(3)移動端末対応のため
の端末近接情報の更新法を考案した。特に(2)では、マル
チキャストでD2D制御信号を送信することで、信号量を削
減できるが、同一のD2D無線リソースを利用するために端
末間で干渉が発生する。この干渉が発生しないように、
端末間の距離や送信電力を元に、マルチキャストするD2D
端末群の選定を行うアルゴリズムを考案した。
前述した考案法の適用の有無による有用性の評価を計
算機シミュレーションで実施した。評価環境として、混
雑する、すなわち端末密度が高い場所をカバーするよう
に小セル局を配置して、エリア延伸シナリオにより小セ
ルエリア外の大容量トラヒックをD2D中継で収容する想定
とし、スタジアム(図25)、高速道路サービスエリア(図
26)の2 種類を準備した。

260m

図 21 共用可能なエリアの比較

ネットワーク構成

430m
•
•

小セル局
(2GHz)

80m×100m四方にマクロ局×2、小セル局×2、静止端末×1200を配置
端末密度：15台/10m四方

図 25

スタジアムシナリオ

電波資源拡大のための研究開発
第 12 回成果発表会（2019 年）

駐車場
(50m x 250m)

店舗
(50m x 200m)

[m]
マク ロ局
(800MHz)

高速道路

‐300

静止端末
(1040台)

100
75
50
25
0
‐100‐25

小セル局
(2GHz)

100

300

[m]

移動端末(160台)
•
•

750m×100m四方に、マクロ局×1、小セル局×2、端末×1200（静止
端末×1040、移動端末×160）を配置
端末密度：5台/10m四方 (道路除く)

図 26
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同一D2D通信リソースを
利用する端末数

図27は、シミュレーション結果を元にした、考案法の
適用により同一D2D通信リソースを利用した端末数を示し
ている。D2D制御信号をマルチキャストすると同一のD2D
無線リソースを利用することから、同一リソースを利用
する端末数が多い方がD2D制御信号の削減数が多いことを
示している。すなわち、図27の結果は考案法を適用した
方がD2D制御信号の削減を図れていることを示している。
このことでマクロ局の制御信号リソースに余裕が出て、
一般向けのトラヒックが送信できるようになる。この結
果、2種類の評価シナリオのD2D 区間のスループット総
量、および基地局に直で収容されている端末を加えたス
ループット総量が、考案法を適用することで10％以上の
改善を確認した(図28、図29)。

図 27 収容 D2D 端末数(サービスエリア、Uplink)
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図 28 スループット総量の向上(Uplink)
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2.3.1 で述べたヘテロジニアスネットワークにおける、
ネットワーク制御方式としては、複数の移動通信網に接続
可能なユーザ端末 UE （User Equipment）における、アプ
リケーションの通信品質への要求に応じて、利用する移動
通信網の選択や結合が考えられる。この中で、小セルの選
択や D2D 通信を行うか否かの選択も経路選択の一部とし
て、網全体の通信品質への要求を満たすよう適切に行うこ
とが課題となる。
図 30 に想定する機能ブロック構成を示す。各基地局(マ
クロ局と小セル局の総称)はコアネットワーク CN (Core
Network)との間にコントロール用のパスを持ち、UE はマ
クロ局を介して制御信号である C-Plane の通信を行う。こ
こでは UE の接続やモビリティの管理に加え、CN 側で D2D
区間を含めた無線リソースの管理を行うことを想定する。
CN は UE に対し、周辺の小セルの確認を定期的に指示、UE
は Measurement Report を CN に対して送信する。UE が実
施している通信フロー(アプリケーション等に行われる
個々の通信)の一覧は、CN 内部で通信フロー毎に要求する
要件(例：スループット、遅延)と共に UE Context の一部
として管理される。

UE

100%

0

２．３．３. ネットワーク制御方式

AMF

D2D通信リソース番号

80

前述した結果等から、スループット総量が10%以上改善
していることにより、研究開発の成果による本課題の到
達目標である「周波数利用効率10%以上の改善」を確認し
た。また、統合評価においては、図24で記したネットワ
ークアーキテクチャや、後述するネットワーク制御のア
ルゴリズムを用いて行ったことから、到達目標である
「他課題と連携した本研究開発で検討したネットワーク
アーキテクチャの妥当性」についても確認されたと考え
られる。

D2D
提案法

図 29 スループット総量の向上(Downlink)

U-Plane
C-Plane

図 30 機能ブロック図
本ネットワーク制御方式では、Measurement Report と
UE Context の情報を元に、CN 側で適切な接続先の小セル
局の選択と、接続しているマクロ局と小セル局への通信フ
ローの分配を行う手法を確立した。制御アルゴリズムの検
討においては、各 UE は異なる要件を有する複数のフロー
を有するケースが想定され、各通信フローの要件を満たす
こととシステム全体の効率的なリソースの配分を両立す
る必要がある。これらの点を考慮して、次のような動作を
行うアルゴリズムを検討した。

通信フローが追加もしくは更新され、UE Context
が更新される場合、また接続している小セル局と
の通信品質に変動があった場合に、CN は当該 UE の
接続先小セル局の更新を試みる。

通信フローは GBR (Guaranteed Bit Rate)、Delay
critical GBR、Non-GBR に主に分類されるが、基本
的に、Delay critical GBR、GBR の各フローの優先
度の順に、その要求を満たすことを最優先の条件
とし小セル局の接続候補の絞り込みを行う。

UE が複数の Delay critical GBR フローまたは GBR
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フローを有し、全てのフローの要件を満たすこと
ができる小セル局が無い場合は、優先度の高い順
になるべく多くのフローの要求を実現可能な小セ
ル局または D2D 通信を接続候補とする。
接続候補の中から、システム全体として Non-GBR
フローの通信速度が向上するよう、小セル局また
は D2D 通信を選択する。ここでは Non-GBR フロー
の通信速度の平均値ではなく、最低となる Non-GBR
フローの速度が向上するよう、最適化を行う。

考案したネットワーク制御方式を計算機シミュレーショ
ンにより有用性の評価を行った。図 31 は評価条件の概要
を示しており、2.3.2 の D2D 評価と同様スタジアムを想定
して UE を配置し、生成される各通信フローの要件を満た
す こ と が で きる か を 評 価 した 。 考 案 方 式で は 、Delay
Critical GBR フローを含む、GBR フローの通信要件を満た
すことができるよう、優先的にリソースの配分が行われる。
このため、各種のフローが混在する環境においては、Non
GBR フローの通信要件への未達が先に発生し、ユーザ体験
を劣化させることに繋がることから、この点に着目した評
価を行った。図 32 は、全体のフローの数に対する、上位
80 パーセンタイルとなる Non GBR フローの通信速度を示
している。考案方式を適用することにより、80 パーセン
タイルとなる通信速度が、UE 数 260 の場合で 1.3 倍、2600
の場合で 6.9 倍と大きく改善される結果が得られた。4K
動画等を Non GBR の通信によってダウンロードしつつ、連
続再生するケースにおいて、再生中に画面の停止が発生し
ないために必要な通信速度を 20Mbps とすると、UE 数が
520 の状況においても 80％以上の充足率を満たすことが
できる結果が得られた。必要な速度を 10Mbps とした場合
は、およそ UE 数が 1000 程度まで 80％の充足率を満たす
ことができることから、到達目標の達成を確認した。

おり、特に事業者間連携に必要となる Network Sharing に
関して複数の寄書を提案しており、その一部が Release
15(5G フェーズ 1)のアーキテクチャ文書に採録されてお
り、引き続き研究成果の入力を行っている。また、MPTCP
の改良方式に関する提案を IETF に入力するなど、成果の
実用化に向けた規格採用活動を進めている。また、国内で
は総務省の 5G 技術を利用した自営無線システムの制度
化の検討 (ローカル 5G 作業班) が始まっており、研究成
果の入力を行っている。
動的な周波数共用技術のコンセプトについて、実用化を
視野に、国際標準化団体へ研究開発成果を入力し、標準化
を目指す予定である。周波数共用分析技術について、周波
数利用を効率化するための動的かつ自律的な周波数共用
システムや、周波数利用の安全を守る不法電波監視システ
ムに加えて、工場や建設現場などの閉域ネットワークサー
ビス事業や地域の活性化を目指したエリアマネジメント
事業での実用化に向けた実証実験を継続していく予定で
ある。自律的無線調停技術について、今後は、より具体的
な共用システムを想定した確率幾何解析や、高い性能が得
られる機械学習手法が必要となろう。自律的網調停技術に
ついて、自動運転などをはじめとした 5G ネットワーク上
での運用が期待される多様なアプリケーションを想定し
た環境における評価を通してその実現可能性を示すとと
もに、国際的な誌上において発信をすることを目指す。
D2D を含めた複数無線アクセス利用技術については、ユ
ースケースシナリオとしては 2.3 で述べた、ヘテロジニア
ス環境でのスタジアム等における端末が集中するような
状況において、可能な限りでの通信品質を担保するための
制 御 に 活 用 で き る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 D2D 自 体 は
V2X(Vehicle to X)や、あまり小セル局が展開されない環
境でのコンテンツ配信における端末間の高速ダウンロー
ド等に活用できると考えられる。特に、V2X においては車
車間通信を中心に、国際標準化団体 3GPP での検討が進ん
でいる。今後の 5G 関連のビジネス並びに標準化動向を注
視しつつ、適宜、研究成果における要素技術を今後の実用
化、受託研究、標準化等に反映していく予定である。

４．むすび

図 31 シミュレーション概要
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図 32 評価結果

３．今後の研究成果の展開
協調利用を可能にするシステム構成技術に関しては、研
究開発期間中から 3GPP に対して研究開発成果を入力して

本研究開発では、運用主体が異なる無線システムの間で
最適な協調利用を可能にする制御基盤技術、異種システム
と柔軟に周波数を共用する技術、D2D 通信を有効活用する
制御技術に関して取り組み、目標通りの成果を達成できた。
協調利用を可能にする制御基盤技術により、事業者間周
波数共用による 50%のスループット向上や、集中型共用基
地局の波形成型技術により 20dB 以上帯域外輻射を抑圧で
きることを示した。異種システムと柔軟に周波数を共用す
る技術として、耐干渉性に優れた広帯域 CMOS 受信アレイ
や、電波利用可能範囲の推定誤差低減や周波数共用システ
ムに対する利用禁止設定領域を削減可能な共用可能性を
向上する方式を開発した。また、一次利用者側の所要受信
電力をから精緻なエリア推定を行うことで、日中の渋谷と
いう条件下において約 260 MHz 幅の周波数資源を確保で
きることを確認できた。D2D 通信を有効活用する制御技術
としては、D2D 通信制御方式としてマルチキャストする
D2D 端末群の選定を行うアルゴリズムにより周波数利用
効率 10%以上の改善を確認した。また、要求通信速度が
20Mbps 時に 520UE、10Mbps 時に 1000UE まで 80%の充足率
を満たすネットワーク制御方式を開発した。
今後は成果の論文誌や国際会議などの発表に加え、3GPP
等への提案による標準化など、これらの技術の実用化に向
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けた努力を継続していく。
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