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概要 

本研究開発では、多数のデバイスに対して様々なサービスを提供する IoT 環境下で、サービス要件や無線品質を踏ま

え、所要のサービス品質（QoE）を満たすユーザ数を最大化する無線スケジューリング技術を開発した。また、多数接続

と低遅延を実現するため、無線リソース要求や送信許可の制御なしに送信を行うコンテンションベースの無線アクセス

技術を開発した。開発した技術により、所要 QoE を満たすユーザ数従来比 2 倍以上を、また 1 アンテナあたり 5 台の多

数接続、通信遅延時間 4ms 以下の低遅延を実現した。 

 

Abstract 

For mobile networks that provide various services to a massive number of IoT devices,new radio scheduling 

technology which makes it possible to maximize the number of IoT users, without compromising a required QoE, 

were developed. In addition, a radio access technology in uplink that brings massive connections in low latency has 

been developed by introducing grant-free or configured grant transmission. The scheduling technology achieved more 

than double the number of users which satisfy the required QoE. And, the radio access technology has achieved that 

a base station receives simultaneous transmission from 5 devices by 1 antenna with latency of less than 4ms. 

 

１．まえがき 

第 5 世代移動通信システム(5G)は、超高速、低遅延、多

数接続等がシステム要件とされ、その実現に向けた研究開

発が世界各国で進められている。特に、従来の移動通信シ

ステムと異なり、IoT の基盤となることが期待されており、

膨大な数の端末が基地局に接続されるとともに、多種多様

なサービスが提供されることが見込まれている。5G にお

いては、求められるサービス品質（QoE：Quality of 

Experience）も多様化することが想定されるため、それぞ

れの QoE に応じた回線品質の割当て技術を実現すべく、

研究開発を行った。また、多数接続とともに、自動走行の

ような低遅延を必要とするサービスの提供も期待されて

おり、基地局と同時接続可能な端末数の増加を実現しつつ

低遅延技術を実現すべく研究開発を行った。以下に、その

研究目標を示す。 

【研究開発目標】 
5G では、膨大な数の端末が基地局に接続されるととも

に、多種多様なサービスが提供されることが見込まれてい

る。このため課題アでは、低遅延を必要としないベストエ

フォート型のサービスと低遅延を必要とするギャランテ

ィ型のサービスが混在する環境において、それぞれのサー

ビスの所要水準を満たす接続端末数を増加させるため、

QoE 確保に必要な通信性能と優先度に合わせた無線リソ

ース制御を実現するアルゴリズムを確立するための研究

開発を行う。QoE が所要水準を満たすギャランティ型の

ユーザ数を、従来の主要な無線スケジューリング方式であ

る Proportional Fairness 方式を用いた場合と比較して 2

倍以上とすることを目標とする。また課題イでは、膨大な

数の端末を基地局に接続するとともに、低遅延を必要とす

るサービスに対応するため、多数接続と低遅延を可能とす
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るコンテンションベースの無線アクセス技術に関する研

究開発を行う。無線リソース要求や送信許可の制御情報が

必須であるノンコンテンションベースの第 4 世代移動通

信システムの無線アクセス技術を用いた場合と比較して、

空中線の数を変更せず、同一周波数・時間で基地局と同時

接続可能な端末数を 3 倍以上（現行が 1 台であることか

ら 3 台以上）、遅延時間を 5ms 以下とすることを目標とす

る。 

 

２．研究内容及び成果 

２．１ 課題ア 多数接続に資するスケジューリン

グアルゴリズムに関する研究開発 

（１）研究開発内容 
基地局に接続する多数のデバイスに対して多種多様な

サービスを提供する IoT 環境において、システムの効率

性やユーザの公平性を規範とする従来の無線スケジュー

リング技術では所要の QoE の確保に必要な通信性能（高

スループット、低遅延など）の需要を満たすのが難しいた

め、本研究開発ではアプリケーションのサービス要件やデ

バイスと基地局の間の無線品質を踏まえて、所要の QoE

を満たすユーザ数を最大化する無線スケジューリング技

術を開発する。具体的には以下の研究開発項目に注力する。 

 

a) アプリケーションのサービス要件やデバイスと基

地局の間の無線品質を踏まえて、サービスの所要 QoE を

満たすユーザ数を最大化する無線スケジューリング技術

の確立 

b) アプリケーションを管理する Multi-access Edge 

Computing (MEC）サーバと基地局の間で、上記スケジュ

ーリングに必要な各種情報を交換して連携制御を行うた

めのアーキテクチャの確立 

 

MEC サーバとは、基地局の近傍に配備された、アプリ

ケーションデータを処理するコンピューティング基盤で

あり、IoT 環境で基地局に接続する多数のデバイスのデー

タ処理を行う。図 1 に本研究開発の全体像を示す。 

 

 
図 1 本研究開発の全体像 

 

本研究開発の到達目標を設定するため、「通信フロー」

という概念を導入し、QoE の評価指標を定義する。通信

フローとは、アプリケーション・レイヤで取り扱われるデ

ータのうち、安全運転支援サービスにおける車両の位置情

報や、AR（Augmented Reality）サービスにおいて表示デ

バイスにオーバレイする情報を表すデータなど、特定のサ

ービスの品質（QoE）に作用するデータの管理単位である。

１つの通信フローに含まれるデータのサイズ（通信フロー

サイズ）や、１つの通信フローの送受信に許される時間（デ

ッドライン）は、ユーザが消費するサービスの種別や、ユ

ーザの状況に応じたサービスの応答の種別によって時々

刻々と変わる。 

所要の QoE を確保することは、所定のサイズの通信フ

ローの送受信を、所定のデッドラインまでに完了すること

に等しいとみなし、サービスの目的や優先度、ユーザの状

況に応じて通信フローサイズとデッドラインを定め、これ

らの要件から必要な通信性能を求め、それを実現する無線

リソースをデバイスに割り当てることでユーザの QoE を

確保する。以上を踏まえて、通信フローの「デッドライン

達成率」をユーザの QoE の評価指標とし、本研究で開発

する技術の評価項目とする。なお、デッドライン達成率と

は、ユーザが送受信した通信フローのうち、所定のデッド

ラインまでに送受信を完了した通信フローの割合と定義

する。 

具体的な到達目標としては、必ずしも低遅延を必要とし

ないベストエフォート型のサービスと 100ms の低遅延を

要求するギャランティ型のサービスが混在する環境にお

いて、QoE 指標（デッドライン達成率）が所要水準を満た

すギャランティ型サービスのユーザ数を、従来の主要な無

線スケジューリング方式である Proportional Fairness 方

式を用いた場合と比較して 2 倍以上とすることを目標と

する。この到達目標を実現するため、提案方式においては、

ユーザが消費するサービスの要件（通信フローサイズ、デ

ッドラインの要件）に応じて、ユーザ毎の無線スケジュー

リングの優先度を調整する。具体的には、QoE 指標（デッ

ドライン達成率）が所要水準を大きく上回るユーザの発生

を抑制するとともに、ギャランティ型サービスのユーザに

対して QoE の所要水準の達成に必要な無線リソースが割

り当てられるように優先度を調整する。図 2 に到達目標

のイメージ図を示す。 

 

 
図 2 到達目標のイメージ図 

 

（２）スケジューリングアルゴリズムの確立 
アプリケーションのサービス要件やデバイスと基地局

の間の無線品質を踏まえて、サービスの所要 QoE を満た

すユーザ数を最大化する無線スケジューリング技術につ

いて説明する。 

図 3 に示す通り提案方式のアルゴリズムを主要な機能

ブロックに分解した。アプリ実行基盤は、IoT サービスを

提供するアプリに対して動作環境を提供すると共に、信頼

性の要求値などサービス毎の所要 QoE を決定する。サー

ビス要件判定部は、アプリ実行基盤からサービス毎の所要

QoE を取得し、その値を加味して通信フロー毎のサービ

ス要件（通信フローサイズ、デッドライン）を決定する。

優先度算出部は、サービス要件判定部からサービス要件を

取得し、その値を加味して通信フロー毎に無線リソース割

当の優先度を決める。無線リソース割当部は、優先度算出

部から通信フロー毎の優先度を取得し、その値に応じて通

信フローを送受信する IoT デバイスに対して無線リソー

スを割り当てる。 
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図 3 アルゴリズムの主な機能ブロック 

 

本アルゴリズムの方針を、図 4 を用いて説明する。本

アルゴリズムは、デバイス毎に通信フローの送受信がデッ

ドラインに間に合うか（緊急度）を監視し、通常（緊急度

が低い場合）は Proportional Fairness スケジューラとし

て動作し、緊急度が高い場合のみデッドラインを考慮した

スケジューラを動作させる。緊急度とは、許容通信遅延時

間内に通信フローの送受信を完了させるために計画通り

進んでいるか（遅れていないか）を判定する指標である。

本アルゴリズムでは、できるだけ既存の無線品質を考慮し

たスケジューリングを動作させつつ、許容通信遅延時間を

守る確率を高める。 

 
図 4 アルゴリズムの方針 

 

スケジューリングアルゴリズムの有効性評価のために、

シミュレーションによる評価を行った。シミュレーション

シナリオを図 5 に示す。本シミュレーションシナリオは、

実在する交通環境での自動運転車を想定し、車 100 台と

歩行者（スマートフォン）100 人が LTE 無線基地局に接

続する環境を想定する。通信遅延 100ms 以下を通信成功

とし、成功端末数の定義は、通信成功率が 95%以上の端末

数とする。 

 
図 5 シミュレーションシナリオ 

 

シナリオでの評価の結果を図 6 に示す。評価の結果、

従来方式に比べて成功端末数が 2 倍以上であることと、高

い通信成功率を確認した。これにより、本プロジェクトの

到達目標を達成した。 

 
図 6 成功台数比較（左）成功率比較（右） 

 

（３）連携制御アーキテクチャの確立 

①アーキテクチャ設計 
(2)項で述べた提案方式をLTE基地局で実現するための

アーキテクチャ設計を行った。MC（Mission Critical）型

サービスのアプリケーションが 100ms の低遅延を要求す

ることを踏まえると、優先度算出部はサービス要件の変動

に対して 100ms の周期で追従することが求められる。そ

こで、LTE に準拠したネットワークアーキテクチャに対

して Multi-access Edge Computing（MEC）の仕組みを

活用し、提案方式の各機能を図 7 のように配備した。 

 
図 7 連携制御アーキテクチャ 

 

本アーキテクチャでは、MC 型のサービスに対するアプ

リ実行基盤を MEC の処理基盤（MEC-PF）に配備し、

MEC-PF を EPC（Evolved Packet Core）に接続した。IP

レイヤのルーティング機能により、MC 型のアプリが動作

するデバイス（MC 型 UE）のトラフィックを MEC-PF と

デバイスの間の経路で伝送し、BE（Best Effort）型のア

プリが動作するデバイス（BE 型 UE）のトラフィックを

外部のアプリサーバとデバイスの間の経路で伝送する。

MEC-PF にサービス要件判定部を配備し、アプリのサー

ビス要件やデバイスと基地局の間の無線品質を踏まえて、

新規インタフェースを介して基地局（eNB）へサービス要

件（通信フローサイズ、デッドライン）を通知する。基地

局の優先度算出部は、MC 型 UE のトラフィックにはサー

ビス要件に応じて提案方式による優先制御を適用し、BE

型 UE のトラフィックには従来方式の優先制御を適用す

る。 

 

②基地局試作 
設計したアーキテクチャに基づき、基地局の試作開発を

行った。基地局は、NEC 製の LTE 基地局をベースに、

3GPP の標準アーキテクチャ上に提案方式のソフトウェ

アを実装した。試作開発した基地局を用いて、提案方式が

机上の想定どおりに動作することを確認するため、MEC

サーバ、基地局、フェージングシミュレータ、評価用端末

などから構成される評価環境を構築した。図 8 に評価環

境、表 1 に基地局の主要諸元を示す。 

 

 
図 8 試作基地局の評価環境 
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表 1 基地局の主要諸元 

 

基地局に、周期バーストデータの通信を行う MC 型 UE

と連続データの通信を行う BE 型 UE を接続し、様々なト

ラフィック条件を変動させた場合の MC 型 UE の通信フ

ローの送受信に要する時間（通信フロー処理時間）を計測

した。トラフィック条件は、MC 型 UE のデータサイズ、

MC 型 UE の数、BE 型 UE の数、基地局と各 UE 間の無

線品質とした。評価の結果、いずれの場合も、提案方式を

適用することで、通信フロー処理時間がデッドライン値以

内となる確率が机上の想定どおりに改善されることを確

認した。これにより、3GPP の標準アーキテクチャ上で提

案方式を実現できることを確認した。 

 

③MECサーバ試作 
設計したアーキテクチャに基づき、MEC サーバの試作

開発を行った。MEC サーバは、NEC 製の MEC サーバ上

に、提案方式のソフトウェアを実装した。 

試作開発した MEC サーバと基地局、コア NW（EPC）

を接続し、MEC サーバと基地局間の連携インタフェース

の確認及び、MEC サーバがさまざまな条件に応じて提案

方式のアルゴリズムに従い正しいパラメータを算出でき

るかを確認した。条件は MC 型端末のアタッチ・デタッチ

や Cell 間移動、通信データサイズや無線品質の変動とし

た。評価の結果、いずれの条件の場合でも、MEC サーバ

と基地局間インタフェースに正しくパラメータが設定・伝

達されていることを確認した。 

 

（４）実証実験 
試作開発した LTE 基地局と MEC サーバを組み合わせ

て、電波暗室内に構築した交差点における安全運転支援の

ユースケースに沿って、提案方式の効果を検証した。 

本ユースケースでは、交差点付近を走行する複数の車両

が、周辺の車両や歩行者の情報をリアルタイムに共有する

ことで、衝突事故などのリスクを軽減する。具体的には、

MEC サーバが、交差点付近を走行する車両の位置情報を

LTE 基地局経由で収集し、各車両へ配信する。また MEC

サーバが、交差点付近に設置した路上カメラの画像を同様

に収集・解析し、歩行者を検知した場合、右折する車両に

注意喚起を示す情報を送信する。これを実現するために、

車両と MEC サーバ間を往復する通信の遅延時間（以降、

通信遅延時間）が 95%以上の確率で 100ms 以内となるこ

とが求められる。図 9 にユースケースの概要を示す。 

 
図 9 安全運転支援ユースケース 

 

従来方式（Proportional Fairness）の期待動作では、車

両や路上カメラと MEC サーバ間の通信遅延時間が長く

なる。このため、MEC サーバによる右折車両の特定や歩

行者の検知に長い時間を要する。その結果、MEC サーバ

から右折車両への注意喚起を示す情報の送信が遅延し、右

折車両が横断歩道を通過した後に停止する。 

 一方、提案方式の期待動作では、車両と MEC サーバ間

の通信遅延時間が 100ms 以内、路上カメラと MEC サー

バ間の通信遅延時間が 70ms 以内となる。路上カメラにつ

いては、画像処理に要する時間（30ms）を加味して通信

遅延時間を 70ms とした。その結果、MEC サーバから注

意喚起を示す情報を受信した右折車両が横断歩道の手前

で停止する。 

今回の実験では、車両に小型 AGV（Automated Guided 

Vehicle）を用い、AGV10 台、カメラ 1 台、BE 型 UE32

台の合計 43 台の端末を、LTE 基地局を介して MEC サー

バと通信させた。従来方式の場合と提案方式の場合のそれ

ぞれで、AGV と MEC サーバ間の往復の通信遅延時間、

カメラと MEC サーバ間の通信遅延時間、および BE 型

UE のスループットを測定した。電波暗室内での実験の様

子を図 10 に示す。 

 
図 10 電波暗室実証実験の様子 

 

AGV の通信遅延時間の測定結果を図 11 に示す。AGV

と MEC サーバ間の往復の通信遅延時間が 100ms 以内と

なる確率は、従来方式の場合に 27%であったが、提案方式

の場合には 99%に改善し、目標値の 95%以上を達成した。

また、全 AGV の平均遅延時間も 149ms から 60ms に改

善した。一方、カメラの通信遅延時間の測定結果を表 2 に

示す。カメラと MEC サーバ間の通信遅延時間が 70ms 以

内となる確率は 0%から 99%に改善し、平均遅延時間も

1586ms から 42ms に改善した。 
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図 11 通信遅延時間（従来方式（左）、提案方式（右）） 

 
表 2 カメラの通信遅延時間 

 従来方式 提案方式 

平均遅延時間 1586ms 42ms 

70ms 達成率 0% 99% 

 

BE 型 UE のスループットについて、提案方式の場合は

従来方式の場合と同等の水準を達成した。これは、スルー

プット測定時間（1 分）が、AGV やカメラがバーストデ

ータ通信を行う期間より長く、それらの通信期間以外で

BE 型 UE に必要な無線リソースを割り当てるためであ

る。さらに、従来方式と提案方式のそれぞれの場合におい

て、上記で述べた車両（AGV）の期待動作を実現できるこ

とも確認した。これらの実証実験の結果、提案方式を適用

することで、混雑した通信環境下でも安全運転支援に求め

られる通信の要件を満たせることを確認した。これにより、

提案方式がギャランティ型のアプリケーションに対して

有効であることを実証した。 
 

２．２ 課題イ 多数接続と低遅延を可能とするコ

ンテンションベースの無線アクセス技術に

関する研究開発 

（１）研究開発内容 
センサー等の膨大な数の端末からのデータ収集を行う

IoT 環境においては、無線アクセス技術に対して、多数端

末の収容ならびにデータ伝送の低遅延化が求められる。し

かしながら、現行の第 4 世代移動通信システムでは、ノン

コンテンションベースの無線アクセス技術を用いている

ことから、ユーザデータ（端末からのデータ）用の周波数・

時間・空間資源を基地局が管理することで、ユーザデータ

間の衝突は回避されるものの、資源割り当てに要するデー

タ（制御情報）の伝送が必要になるため遅延が生じてしま

う。一方、単位資源を複数端末局で使用することを前提と

したコンテンションベースの無線アクセス技術を用いれ

ば、ユーザデータ用の資源管理を基地局で行わないことか

ら、端末でユーザデータが発生後、データ送信のための資

源要求や資源割り当てを行わないことから遅延を最小化

できる特徴を持つ。また、周波数及び時間等の資源をユー

ザデータ間で衝突することを前提で共有することから、多

数端末との接続を実現できることになる。IoT 環境におい

ては、コンテンションベースの無線アクセス技術の導入が

期待されるところであるが、図 12 のように接続する端末

数が増加するとユーザデータ間の衝突確率が上昇するこ

とから、多数接続時におけるユーザデータ間の信号衝突を

効率よく検出して、データ間の干渉を抑圧・除去し、各端

末からのユーザデータを受信することが求められる。 

 

 
図 12 第4世代移動通信システムにおける多数端

末同時利用の課題 

 

この要求に対応するため、多数接続と低遅延を両立する

送信端末識別技術と干渉抑圧・除去技術を備えたコンテン

ションベースの無線アクセス技術に関する研究開発を行

う。具体的には、図 13 に示す手法により、研究開発を実

施する。端末からのデータ伝送の低遅延化を実現するため

には、基地局と端末との間でやり取りされる制御情報は必

要最小限として、端末において送信データが発生してから

基地局へデータが到着するまでの時間を低減する必要が

ある。このことから、端末から基地局へのユーザデータ伝

送における遅延を 5 ミリ秒以下(無線区間のパケット伝送

遅延 1 ミリ秒以下)とし、IoT 環境において想定される膨

大な端末数を収容可能なコンテンションベース型無線フ

レーム構成を設計する。また、多数端末の収容を実現する

ためには、現行システムでは同一周波数・同一時間におい

て基地局との同時接続可能な端末数は空中線 1 本あたり

1 台であるのに対して、複数端末との同時接続を可能とす

ることが求められる。このことから、ユーザデータ間の信

号衝突が生じた場合においても送信端末を識別し、ユーザ

データ間の干渉を抑圧・除去してデータを受信する技術を

開発し、これによって空中線 1 本あたりの同時接続端末数

を 10 台以上とする。送信端末識別は、端末に割り当てら

れた直交系列によって行うこととして、IoT 環境で想定さ

れる膨大な数の端末をセル内に収容できるような系列設

計を行う。この直交系列の割り当ては、端末がセルに入る

際に割り当てられるようにするなど、データ送信時の遅延

に影響しないよう、前述の無線フレーム設計とあわせて符

号設計・割り当て手法を開発する。干渉抑圧・除去技術に

おいては、送信端末の識別結果をもとにして、周波数領域

等化及び誤り訂正復号を行った結果を用いた信号レプリ

カを再生し、受信信号からキャンセルすることで干渉抑

圧・除去を行うアルゴリズムを開発する。これらの技術に

ついては、移動体通信環境において特徴的な通信路特性に

おいても達成目標を満たすようにする。 

 
図 13 本研究開発における課題解決の方法 

 

（２）無線アクセス技術の開発 

①概要 
アプリケーションとして、多数の IoT デバイスからの

周期的な小サイズデータ収集を考えていることから、上り

回線における多数接続の実現をめざした無線アクセス技

術を開発した。本アクセス技術における無線フレーム構成

を図 14 に示す。サブフレーム長を 1 ミリ秒として、10 サ

ブフレーム（10 ミリ秒長）で 1 フレームを構成する。時

分割多重（Time Division Duplex: TDD）を採用し、上り

回線と下り回線はサブフレーム単位で切り替える。図の例

では、上り回線と下り回線との割合は４：１に設定してい

る。 

 
図 14 無線フレーム構成 

 

図 15に上り回線におけるサブフレーム構成を、表 3に
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上り回線の仕様を示す。上り回線における帯域幅は

1.08MHz、サブキャリア間隔は 5kHz とした。サブフレー

ムは、参照信号とデータ信号の各シンボルから構成される。

参照信号は、端末識別及び通信路推定に用いられる。連送

を行う場合、2 つ目のデータ信号区間は連送のために使用

される。これらのシンボルを単位通信資源として、複数の

端末局でこれを使用する（同時接続する）ことにより、コ

ンテンションベースの無線アクセス技術による多数端末

接続を実現する。いずれの信号区間も 25 マイクロ秒のサ

イクリックプレフィックス(Cyclic Prefix: CP）を与えてお

り、これによって局間タイミングずれへの耐性を高めてい

る。また、シンボル間干渉を回避するために、ガード時間

（Guard Time: GT）を与えている。参照信号には、長さ

216の拡張Zadoff-Chu系列（オリジナルの系列長は211）

を用いる。各端末局から送信する参照信号に対して、異な

る巡回シフト数（21~23 ポイント）を与えることで、複数

端末局で参照信号を使用する場合であっても、送信した端

末局の識別と局ごとのチャンネル状態情報（Channel 

State Information : CSI）の推定が行える。データ信号区

間は、参照信号区間と同一の複数端末局によって、端末局

固有の直交系列等を用いることなく使用されるが、参照信

号による端末識別結果と CSI 推定結果を用いて、端末局

間干渉の抑圧・除去を行うことで復調が行える。 

 
図 15 サブフレーム構成（上り回線） 

 

表 3 上り回線の仕様 

 
 

送信側システムモデルを図 16 に示す。データ信号に対

しては、巡回冗長検査（Cyclic Redundancy Check: CRC）

符号を行った後、誤り訂正符号化を行う。DFT-s-OFDM を

用いて、変調方式は BPSK、QPSK または 16QAM とし

た。誤り訂正符号はターボ符号（符号化率は 1/2 または 1/3）

に対応する。連送時には誤り訂正符号語をインタリーブし、

サブフレーム内 2 つ目のデータ信号区間で送信する。参照

信号は周波数領域で巡回 Zadoff-Chu 系列を生成し、時間

領域へ変換後、端末局固有のサイクリックシフトを行い、

CP 挿入後、信号波形とする。 

 

 

 
図 16 送信側システムモデル（端末局） 

 

下り回線の仕様を表  4 に示す。チャネル帯域幅は

1.4MHz、サブキャリア間隔は 15kHz として、シンボル長

66.667 マイクロ秒の OFDM 信号を用いる。変調方式には

QPSK、誤り訂正符号にはターボ符号（符号化率 1/3）を

用いた。 

 

表 4 下り回線の仕様 

 
 

以上の無線フレーム構成において、各端末局からの上り

回線用サブフレームを基地局側で決定し、下り回線で各端

末局に通知する。これにより、端末局は周期的なデータ送

信を行う度に送信許可要求を基地局から得ることが不要

となることから、端末局におけるデータ発生から基地局に

おいてデータを得るまでに要する時間（基地局における信

号処理遅延を含む）の短縮を図る。サブフレームの割り当

ては、端末局が利用するアプリケーションが要求する通信

品質に応じて決定する。 

 

②干渉抑圧・除去技術 
端末局間干渉の抑圧・除去を行うための手法について述

べる。基地局において逐次型干渉抑圧・除去処理を用いる

際のシステムモデルを図 17に示す。復調及び復号は、CIR

推定値をもとに受信信号電力が高い順に行う逐次干渉除

去（Successive Interference Cancellation : SIC）により

行う。まず、ベースバンド波形に対して、CP を削除した

後、離散フーリエ変換（Discrete Fourier Transform: DFT）

を行い、参照信号から得られた CIR 推定値を用いて、周

波数領域等化（Frequency Domain Equalization: FDE）

を行う。FDE を行う際のウェイトは、最小自乗平均誤差

（Minimum Mean-Square-Error：MMSE）基準によって

決定する。偏波合成を行う場合、FDE 後の周波数領域信

号において合成を行う。等化後の周波数領域信号を、逆離
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項目 内容

共通パラメータ

チャンネル帯域幅 1.4MHz

離散フーリエ変換帯域幅 1.08 MHz

離散フーリエ変換ポイント数 216

サブキャリア間隔 5kHz

信号長 200μs

CP長 25μs

GT長 25μs

参照信号

参照信号系列 拡張Zadoff-Chu系列

サイクリックシフト量 0,21,42,64,86,108,129,
150,173,195 (ポイント)

データ信号

伝送方式 DFT-s-OFDM

シンボル長 0.926μs

変調方式 BPSK, QPSK, 16QAM

誤り訂正符号 ターボ符号
（符号化率：1/2または1/3）

Zadoff-Chu
系列

逆離散
フーリ
エ変換

CRCデータ 誤り訂
正符号
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CP
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CP
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項目 内容

信号波形 OFDM

送信帯域幅 1.08MHz（チャネル帯域幅1.4MHz）

サブキャリア間隔 15 kHz

サブキャリア数 72本 (1本あたり180 kHz)

OFDMシンボル長 66.667 us

１サブフレーム長 1 ms

変調方式 QPSK

誤り訂正符号 ターボ符号（符号化率1/3）

CRCビット数 ８bit
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散フーリエ変換（Inverse Discrete Fourier Transform: 

IDFT）によって時間領域信号に変換し、符号語ビットご

との対数尤度比（Log likelihood Ratio : LLR）を求める。

得られた LLR をターボ符号の復号器に入力し、送信ビッ

ト列の判定値を得て、CRC による誤り検出を行う。誤り

が検出されなかった場合、基地局は復号した送信ビット列

から CIR 推定値をもとに受信信号レプリカを作成し、受

信ベースバンド信号より減算することによって、干渉抑

圧・除去を行う。これらの処理を繰り返すことで、同一デ

ータ信号区間に送信された複数端末局からの送信信号を

復調する。 

 
図 17 受信側システムモデル（基地局） 

 

（２）無線アクセスシステムの開発 
多数接続・低遅延を実現する無線アクセス技術をハード

ウェア実装し、無線アクセスシステムとして開発した。図 

18 に概要を示す。基地局では、前述の干渉抑圧除去技術

を含むベースバンド信号処理を FPGA 上にハードウェア

実装した。空中線はセクタアンテナまたはコリニアアンテ

ナとした。端末局においても、ベースバンド信号処理は

FPGA 上に実装した。空中線はホイップアンテナとした。

システムとして収容可能な端末局は 10 台以上である。中

心周波数は 2386MHz（占有帯域幅は 1.4MHz）として、

空中線電力は端末局では 200mW、基地局では 100mW と

した。基地局及び端末局は実験試験局として開局し、屋内・

屋外を含む実環境において、通信実験が行えるシステムと

して構築した。 

 
図 18 システム構成の概要 

 

システム開発にあたって、複数の端末局との同時接続を

安定して行えるようにするため、端末局には送信電力制御

（Transmit Power Control : TPC）機能を実装した。その

仕組みとしては、基地局から各端末局の受信信号電力の所

望値を通知し、端末局は下り回線の受信信号および基地局

の送信電力から伝搬損失量を算出し、所望値と伝搬損失量

から送信電力値を決定する。これによって送信信号電力の

制御を行うものである。また、通信の信頼性を向上するた

め、再送制御（Hybrid Automatic Repeat reQuest : HARQ）

機能を実装している。 

 

 

 

（３）実証実験 

神奈川県横須賀市（横須賀リサーチパーク）において、

5 台の端末局を用いた実証実験を行った。概要を図 19 に

示す。基地局は横須賀リサーチパーク 1 番館屋上（地上

25m）に設置した。アンテナはセクタアンテナ（半値幅は

約 60 度、利得は 17dBi）を用いた。5 台の端末局のうち、

2 台は移動型 IoT デバイスを模擬して自動車（時速 30km

程度で走行）に設置し、残りの 3 台は固定型 IoT デバイ

スを模擬して横須賀リサーチパーク 1 番館内（基地局とは

見通し外となる場所）に設置した。移動する端末局を搭載

した自動車は、基地局から約 480m 離れた位置（図中、右

上）から道路（図中、水色の線）に沿って、反時計まわり

に移動するコースを走行した。本実験では、HARQ は用

いずに、サブフレーム単位での通信が成功した端末局の台

数を測定した。あわせて、基地局側における干渉抑圧・除

去技術による処理遅延を含む遅延時間（端末局においてデ

ータが発生したところから、基地局でデータが得られるま

で）を計測した。 

 
図 19 屋外実験構成の概要（5 台の端末局との同時接続

実験） 

 

実験結果として、図 20 に通信が成功した端末数（1 秒

間隔の平均値）を自動車が走行したコースに沿って示す。

走行コース全体にわたっての通信成功端末数の平均値は

4.5 台となった。実験における通信成功確率としては、5

台すべての端末局で 90%を超えており、mMTC に求めら

れる目標値を満たしている。遅延時間は、基地局側で行わ

れる干渉抑圧・除去処理等の各種信号処理を含んでも、3.9

ミリ秒以下になることを確認した。なお、無線区間の遅延

時間は 1 ミリ秒未満である。実験に際しては、端末局の移

動に伴って発生するフェージングによる通信成功台数の

低下が懸念されたが、偏波合成等の対策を行うことで、干

渉抑圧除去における所望 SINR が得られた。一部の地点

（水色となっている箇所）で、通信成功端末数の低下が確

認されたが、これはこのような対策を行った場合でも、基

地局における受信信号電力が複数端末局でほぼ同じレベ

ルになったことから、所望 SINR が得られない場合であ

った。このような場合には、HARQ を適用することで、確

達性の向上をはかる。 

 
図 20 屋外実験の結果（通信成功端末数を移動端末局

の走行ルートに沿って表示） 
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２．３ フィールド実証実験 
研究開発した課題アの技術と課題イの技術を結合し、フ

ィールドで動作検証を行う。課題間の技術の分担及び実証

概要を図 21 に示す。 

 
図 21 フィールド実証実験の概要 

 

フィールド実証実験シナリオを図 22 に示す。車両に搭

載した通信端末から周期的（100ms 毎）に送信される位

置情報を元に MEC サーバが危険エリアを判断し、エリア

の危険度に応じて設定された許容通信遅延時間（端末毎）

を基地局に対し送信する。MEC サーバからの許容通信遅

延時間を受信した基地局では、無線リソースを動的に割り

当て変更することにより、車両に対し End-to-End 通信遅

延時間 100ms 以下で注意喚起情報を送信することが可能

となる。本実証実験では、車両内の端末で位置情報を送信

してから注意喚起情報を受信するまでの End-to-End 通

信遅延時間を計測しており、エリアに応じた MEC サーバ

からの許容通信遅延時間の指示および計測した End-to-

End 通信遅延時間を評価した。 

 
図 22 フィールド実証実験シナリオ（従来技術

（左）、提案方式（右）） 

 

実証実験の結果を図 23 に示す。左上の地図は MEC サ

ーバが管理している危険エリアと各車両の位置情報を示

す。右上のグラフは、MEC サーバが指示する対象車両の

デッドラインの値（上側の線）と End-to-End 通信遅延時

間（下側の線）である。下側の写真は、注意喚起情報表示

を含む運転者視点の映像である。本検証により、危険エリ

ア内で End-to-End 通信遅延時間 100ms 以下に抑制でき

ることを確認した。 

本フィールド実証実験において、課題アと課題イの技術

に関しシステム連携し、見通しの悪い交差点等の危険エリ

アについては End-to-End 通信遅延時間を抑制すること

で、より早く注意喚起情報を交差点付近の車両に通知する

ことが可能となる。 

 
図 23 交差点付近へ進入時の状況 

 

３．今後の研究成果の展開 
本研究で開発した課題アの無線リソース制御技術及び

課題イの多接続・低遅延を実現する無線アクセス技術によ

り、様々なデバイスが多数接続されている環境においても

多種多様なサービスの提供が可能になる。例えば将来、自

動運転車や工作機械や建機、遠隔医療などの IoT 機器の

自動化・無人化が進み、ネットワークに常時接続して人工

知能（AI）によるリアルタイム制御が行われる可能性があ

る。そのような状況では本研究で開発した、無線リソース

制御技術や多数接続で低遅延の無線アクセス技術が有効

であると考えている。 

実用化については、課題アに関しては国内外のモバイル

オペレータと連携して、既存の基地局システムへの実装を

進めることで早期の実用化を図る。また、自営及び公共網

への活用を目指し、パートナー開拓及び実証を進める。課

題イに関しては基地局と端末の技術であるため、国際標準

化への寄与を継続して行うとともに、モバイルオペレータ

だけではなく端末メーカや半導体ベンダーと連携して実

装することで実用化をめざす予定である。 

 

４．むすび 

本研究開発では、多数のデバイスに対して様々なサービ

スを提供する IoT 環境下で、サービス要件や無線品質を

踏まえ、所要の QoE を満たすユーザ数を最大化する無線

スケジューリング技術を開発した。また、多数接続と低遅

延を実現するため、無線リソース要求や送信許可の制御な

しに送信を行うコンテンションベースの無線アクセス技

術を開発した。開発した技術により、所要 QoE を満たす

ユーザ数従来比 2 倍以上を、また 1 アンテナあたり 5 台

の多数接続、通信遅延時間 4ms 以下の低遅延を実現した。 

今後は、実用化に向けた取り組みを加速させるべく、基

地局、MEC サーバ、端末を商用機器として完成させ、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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