
1. まえがき
第3世代移動通信（IMT－2000：International Mobile

Telecommunications－2000）では，国際電気通信連合・無線

通信部門（ITU－R：ITU Radiocommunication sector）にお

いて，世界共通のキャリア周波数帯域を用いて最大情報レ

ート2Mbit/s以上を実現することが，システム目標として

規定され，下りリンクにおける5MHzの周波数帯域を用い

た，情報レート2Mbit/s，平均ビット誤り率（BER：Bit

Error Rate）＝10－6以下の高速・高品質データ伝送が実験的

に検証されている．さらに，3GPP（3rd Generation

Partnership Project）において，広帯域符号分割多元接続方

式（W－CDMA：Wideband Code Division Multiple Access）

無線インタフェースに基づく，下りリンク高速パケットア

クセス（HSDPA：High Speed Downlink Packet Access）の

仕様化がほぼ終結しつつある[1]．HSDPAでは，16QAM

（Quadrature Amplitude Modulation）の多値データ変調を含

む適応変復調・チャネル符号化（AMC： Adap t i ve

Modulation and channel Coding），およびMAC（Medium

Access Control）レイヤにおけるパケット合成型の再送方式

（ARQ：Automatic Repeat reQuest）の適用が規定されてい

る．HSDPAではこれらの技術に加えて，高速パケットスケ

ジューリングなどの技術を組み合わせることにより，10

Mbit/s程度のピークスループットを実現できると想定され

ている．

一方，情報レートの高速化に伴い，情報1ビット当りの

ネットワークコストの低減は，本格的なインターネットベ

ースの移動通信方式を実現する上で，非常に重要な課題で

ある．このネットワークコストの低減には，ブロードバン

ド化が効果的な方法である．しかしながら，無線帯域幅5

MHzを用いるHSDPAでは，100Mbit/s以上の高速・大容量

のスループットを，広範囲のカバレッジにわたって提供す

るには不充分であり，これを実現するためには，50～

100MHz程度の周波数帯域幅を用いる新しいブロードバン

ド無線アクセス方式が必要となる．このブロードバンド無

線アクセス方式においては，各ユーザのトラヒックデータ

に応じた所要遅延および最低スループットを保証した上

で，伝搬条件およびトラヒック状況に応じたスループット

を提供するベストエフォート型のサービス形態になる．さ

らに，異なる所要サービス品質（QoS：Quality of Service）

（本稿では，QoSとして，データリンクレイヤ以下で保証す

るパケット誤り率（PER：Packet Error Rate），および遅延

を対象とする）を有するトラヒックデータ（下りリンクに

おいては，音声帯域の数10kbit/s～100Mbit/s）をさまざま

なセル環境，無線伝搬路状態において提供する必要がある．

本稿では，ブロードバンド無線アクセス方式の目標と方

式技術の概要について説明する．

2. 無線アクセスの目標
図1に，目標とする無線アクセス方式を示す．ネットワ

ークコストのより一層の低減を目指して，マルチセル構成

のセルラシステムと，周辺セルからの同一周波数の干渉の

影響が小さいホットスポットエリアや屋内オフィス環境な

どといった孤立セル（ローカルエリア）を，同一の無線イ

ンタフェース，すなわち同じ無線アクセス方式でサポート

することを提案する．そして，同一の無線インタフェース

を用いて，主な無線パラメータの変更により，それぞれの

セル環境において最大のシステム容量を実現することを目

的とする．

下りリンクにおける最大スループットとしては，セルラ

環境において100Mbit/sを目標とする．これは5MHzの周

波数帯域幅をもつHSDPAにおいて将来，実現可能なピー

クスループットの10倍程度に相当する．100Mbit/sのスル

ープットを実現することにより，ネットワークコストの低

減に貢献することはもとより，大容量データのダウンロー

ド，高精細画像伝送のサービスが複数ユーザ間で可能とな

る．さらに，ホットスポットエリアや屋内オフィスなどの

トラヒックの密集エリアにおいては，100Mbit/sをさらに

超えるスループットが必要であると考えられる．したがっ

て，これらの環境においては，最大1Gbit/sを目標とし（周
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（2）ブロードバンド
無線アクセス方式の概要

移動通信ネットワークコストの低減，動画像を中心とし

た大容量のマルチメディア移動通信を実現するために，無

線区間のパケットアクセスを基本とし，また，セルラシス

テムからホットスポット・屋内オフィスなどの孤立セル環

境までを同一の無線インタフェースで連続的にサポートす

ることを特徴とする，ブロードバンド無線アクセス方式の

概要について述べる．さらに，ハンドオーバを含めたデー

タリンクレイヤ・物理レイヤ総合の無線区間での品質

（QoS）を保証するための，高効率パケットアクセス方式に

ついても述べる．
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波数利用効率は10bit/s/Hz），環境に応じたスループットを

同じ無線インタフェース（キャリア周波数，周波数帯域

幅：100 MHz程度，無線フレーム構成など）でサポートす

ることを目標とする．

一方，上りリンクの周波数利用効率としては，ホットス

ポットエリアや屋内環境において，7bit/s/Hz程度を目標と

する．一例として，40MHzの周波数帯域幅を想定した場

合，最大スループットは300Mbit/s程度となる．セルラ環

境においては，セクタ当り20Mbit/s程度を最大スループッ

トの目標とする．

ブロードバンド無線アクセス方式では，無線区間の信号

は，基本的にすべてパケット構成とし，リアルタイム

（RT：Real Time）型のトラヒックデータも，ノンリアルタ

イム（NRT：Non Real Time）型のトラヒックデータも，パ

ケット信号として伝送することを目標とする．したがって，

セル内の複数のアクセスユーザに対するチャネル割当て

は，パケットフォーマットの共有チャネル（Shared

Channel），共通チャネル（Common Channel）あるいは個

別チャネル（Dedicated Channel）を用いて時間分割多重

（TDM：Time Division Multiplexing）ベースで行うことに

より，各ユーザに個別の物理チャネルを割り当てる回線交

換型伝送方式に比較して，基地局装置の物理的な無線機数

を大幅に低減することができる．

3. ブロードバンド無線アクセス方式
における基地局ネットワーク構成

3.1 基地局同期
ブロードバンド無線アクセス方式では，セルラ環境のみ

でなく，地下街，空港・ホテルロビーなどのホットスポッ

ト，屋内オフィスなどの環境に対して連続的なサービスエ

リアの展開が重要である．特に屋内環境への柔軟なシステ

ム展開を実現するためには，自システムで閉じた基地局間

非同期システムが，時間同期をベースとする基地局間同期

システムに比較して有利であると考えられる．

移動端末は，基地局・移動端末間の伝搬ロスが最小とな

る基地局に無線リンクを接続する必要がある．マルチセル

構成のセルラシステムのみをサポートする無線アクセス方

式では，基地局・移動端末間の伝搬ロスが最小という状況

は，下りリンクにおける基準信号（W－CDMAでは共通パ

イロットチャネルが用いられる）の受信レベルが最も大き

いという状態に，ほぼ相当すると考えてよい．したがって，

W－CDMAでは，下り共通パイロットチャネルの受信電力

が最も大きなセル（セクタ）を最適なセル（セクタ）とし

て選択する．しかしながら，図2に示すように，セルラお

よび孤立セル双方をサポートするブロードバンド無線アク

セス方式では，セルラセルとホットスポットセルの基地局

送信電力に違いがあり，下りリンクの共通パイロットチャ

ネルの受信電力が大きい場合でも，基地局・移動端末間の

伝搬ロスが小さなセルとは限らない．図の例では，屋外の

セルラセルからのパイロットチャネルの受信電力が最も大

きいものの，伝搬ロスが最も小さなセルは，屋内のホット

スポットセルであり，この場合，屋内セルに無線リンクを

接続することで，移動端末の送信電力を最も低減すること

ができる．

このように，セルラシステムに加えて，ホットスポッ

ト・屋内オフィスなどの孤立セル環境が混在するシステム

においては，基地局・移動端末間の伝搬ロスが最小となる

セル（セクタ）を選択する，すなわちセルサーチを行う必

要がある．セルサーチは，大きく，①初期セルサーチ，②

通信中のセルサーチ，③待受時（アイドルモード）におけ

るセルサーチに大きく分類できる．これらのセルサーチの

中で，通信中のセルサーチ，および待受時のセルサーチに

おいては，無線リンクが接続されているセル（セクタ）か

らの報知情報，すなわち，周辺セルの送信電力と各セルの

タイプ（すなわちセルラセルか，孤立セルか）を移動端末

に通知することにより，移動端末は，基地局・移動端末間

13

NTT DoCoMoテクニカルジャーナル Vol. 11 No.2

セルラシステム� ホットスポットエリア�

同一の�
無線インタフェースで�

サポート�

IPベースのコアネットワーク�

図1 セルラシステム・ホットスポット環境を同一の無線インタフェースでサポートする無線アクセス方式



の伝搬ロスが最小となる最適なセルをサーチすることがで

きる．

一方，初期セルサーチ法は，次の2つが考えられる．第1

の方法は，従来のセルラシステムのように下りリンクのパ

イロットチャネルの受信レベルが最も大きなセルに，無線

リンクを接続した後，このセルからの報知情報を受信，復

号することにより，周辺のセル情報を得ることで，このセ

ルよりも周辺のセルに伝搬ロス最小のセルがある場合に

は，そのセルに無線リンクを切り替える方法である．第2

の方法は，セル固有のスクランブルコードをセルラセルと

ホットスポットセルで，あらかじめ独立に割り当てておく

方法である[2]．この場合には，移動端末は，初期セルサー

チの段階で，セルのタイプを認識できるために，伝搬ロス

最小の最適なセルを物理レイヤの処理のみでサーチするこ

とができる．

これら3つのセルサーチのうち，最もサーチ時間を要す

る初期セルサーチにおいて，サーチ時間を短縮するアルゴ

リズムとして，OFCDM（Orthogonal Frequency and Code

Division Multiplexing），あるいはOFDM（Orthogonal

Frequency Division Multiplexing）を用いた場合の3段階セ

ルサーチ法が提案されている[3], [4]．まず，第1ステップ

では，OFCDMシンボルタイミングを検出する．次に，第2

ステップでは，セル固有のスクランブルコードのグループ

検出，およびフレーム（スロット）タイミングを検出する．

これらの情報の検出法として，同期チャネルを用いる方法

[3]，および時間多重された共通パイロットチャネルを用い

る方法[4]が提案されている．第3ステップでは，第2ステ

ップで検出されたスクランブルコードグループに属するス

クランブルコード候補の中から最適なセルのスクランブル

コードを検出する．

3.2 ハンドオーバ
セルラシステム内のセル（セクタ）間のハンドオーバに

加えて，セルラセルとホットスポット・屋内オフィスなど

といった孤立セル間でのハンドオーバも連続的なセル展開

を実現するためには必須の機能である．データリンクレイ

ヤ以下のハンドオーバ機能は，セル間あるいはセクタ間の

マクロダイバーシチであり，このマクロダイバーシチによ

り，データリンクレイヤ以下での所要QoSを保証する．ま

た，さらに上位のアプリケーションレイヤに対しては，有

線伝送路（自システムのIP（Internet Protocol）網）を経由

する情報データの遅延，ならびに移動端末のモビリティに

対応した制御信号の遅延の双方を考慮する必要がある．W－

CDMAでは，複数のセル（セクタ）と移動端末は，個別に

チャネルを接続し，同一の情報データを下りリンクでは複

数のセル（セクタ）経由で移動端末に送信し，上りリンク

では複数のセル（セクタ）で受信するソフトハンドオーバ

を用いることにより，ダイバーシチ効果を得ることができ

る．このように，ソフトハンドオーバを用いるセル（セク

タ）間のマクロダイバーシチ効果より，回線交換モードの

個別チャネルの高品質化を実現することができる．

一方，ブロードバンド無線アクセス方式では，上り／下

りリンクともに，送信スロット割当て（パケットスケジュ

ーリング），およびARQが用いられる．したがって，デー

タリンクレイヤ以下の最適なハンドオーバアルゴリズム

は，パケットスケジューリングおよびARQの効果を考慮し

て求める必要がある．

ここで文献[5]では，下りリンクにおけるOFCDMの，セ

ル間マクロダイバーシチ受信時のセル選択切替周期に対す

るスループット特性が検討されている．セル選択切替周期

が500 ms以上の場合には，セル選択の更新がシャドウイン

グ変動に追従できないために，希望波信号電力対干渉電力

比（SIR：Signal to Interference power Ratio）の小さな（すな

わち伝搬ロスの大きな）セルを選択してしまい，所要受信

情報1ビット当りの信号エネルギー対背景雑音電力密度比

（Eb/N0：Signal energy per bit to background noise power spec-

trum density ratio）が増大することが報告されている．

図3に，提案するデータリンクレイヤ以下のハンドオー

バ制御の方法を示す．セル間ハンドオーバは，高速パケッ

トスケジューリング，ARQを考慮した場合には，セル切替

え周期が100ms程度と短いハードハンドオーバが適すると

考えられる．また，ハードハンドオーバの適用により，異

なるセル間のコアネットワークの制御をソフトハンドオー
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バに比較して簡略化できる．一方，セクタ間のハンドオー

バでは，基地局装置内の処理で情報データ系列の分配・合

成が容易にできる．したがって，ソフトハンドオーバ（下

りリンクでは高速セクタ選択を含む）の適用により，特定

のセクタにトラヒックが集中した場合のトラヒック分散な

どの効果が期待できる．

4. ブロードバンド無線アクセス方式
4.1 デュープレックス
FDD（Frequency Division Duplex）とTDD（Time Division

Duplex）のデュープレックス方式において，TDDは，ペア

バンドが不要であるメリットを有するも

のの，セルラシステムに適用するために

は基地局間同期（フレーム同期）が必要

である．さらに，TDDは孤立セル環境に

おいては，同じ周波数帯域を用いて，上

り／下りリンクの送受スロットの割当率

を変えることにより，それぞれのリンク

に応じたスロット割当てを柔軟に実現で

きるものの，セルラシステムの複数のセ

ルが集まったクラスタ内では，同一の上

り／下りリンクのスロット割当てが必要

である．一方，FDDでは，上り／下りリ

ンクでペアバンドが必要になるものの，

基地局間同期は不要であり，柔軟なセル

展開の実現の点からは，FDDがTDDよ

りも望ましいと考えられる．最終的に

は，双方をサポートする必要があると考

えられる，同じ無線インタフェース（フ

レーム構成）に基づく方式構成とするこ

とが望ましい．

4.2 セル周波数繰返し
図4に，セルラシステムにおいて，1

セルおよび3セル周波数繰返しを用いた

場合の周波数利用効率の説明図を示す．

図4（a）に示す1セル周波数繰返しでは，

時間あるいは周波数領域の拡散を行うこ

とにより，システム帯域は増大するもの

の，逆拡散の過程で干渉および雑音成分

を平均的に拡散率分の1に低減する，い

わゆる，拡散利得が期待できる．一方，

図4（b）に示すように，通常のTDMA

（Time Division Multiple Access），FDMA

（Frequency Division Multiples Access）では，同一チャネル

干渉の影響を低減するために3セル以上の周波数繰返しを

適用する必要があり，セル（セクタ）当りの実効的な周波

数帯域は1/3になる．したがって，セルラシステムでは，1

セル周波数繰返しの実現が，システム容量を増大するため

に，必須の条件である．

図5にセルラシステムの下りリンクにおいて，1セルおよ

び3セル周波数繰返しを用いた場合の，希望波信号電力と

周辺セルからの干渉電力の比である受信SIRの累積分布を

示す．各セルのセル半径は同一とし，各セクタの送信電力

は等しいと仮定した．距離減衰は，3.76乗則に，シャドウ
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図4 1セル周波数繰返しと3セル周波数繰返しの比較



イング変動は標準偏差8dBの対数正規分布に，それぞれ従

うものとした．1セクタおよび3セクタ構成のいずれの場合

も，累積分布の50％値で見ると，1セル周波数繰返しは，3

セル周波数繰返しと比較して，受信SIRが10 dB程度小さく

なっていることが分かる．したがって，約10 dB程度の周

辺セルからの干渉を抑圧する“利得”が必要である．時間

あるいは周波数領域の拡散は，周辺セルからの干渉を効果

的に低減することにより，1セル周波数繰返しを容易に実

現できる．さらに，1セル周波数繰返しのセル構成におい

ては，各情報シンボルが，周辺セルの物理チャネルから常

に同じパターンの干渉を受けることを避けるため，セル固

有（あるいはユーザ固有）のスクランブルを行う（スクラ

ンブルコードを乗算する）ことにより，周辺セルからの干

渉信号の影響を平均化することが必須である．

4.3 下りリンク無線アクセス方式
―VSF－OFCDM―

下りリンクにおけるブロードバンド無線アクセス方式の

比較を表1に，DS－CDMAとマルチキャリア伝送方式のブ

ロードバンドチャネルにおける比較を図6に示す．大きく

分類して，各ユーザ固有の拡散符号（コード）で拡散する

方法，および拡散を行わない方法に分類できる．

ブロードバンド化に伴い，無線伝搬路は非常に多数の到

来波（パス）に分解できる．時間領域の拡散を用いるDS－

CDMAのアプローチに基づき，W－CDMAの5MHzという

周波数帯域をさらに拡張していくと，分解できるパス数の

増大とともに，異なる遅延時間のパスからの干渉（マルチ

パス干渉）を受け，Rakeダイバーシチ効果が打ち消される

ことになる．逆拡散した各パスのSIRが非常に小さいと，

Rake合成後の信号は，所要SIRを実現することができなく

なる．したがって，ブロードバンドチャネルにおいて高品

質な信号伝送を実現するためには，マルチパス干渉に対す

る耐力を有する無線アクセス方式が重要になる．マルチキ

ャリア伝送方式は，高速のデータ系列をマルチパスの伝搬

遅延時間に比較して十分長いシンボル長を有する多数のサ

ブキャリア信号に直並列変換し，並列する多数の低シンボ

ルレートのデータ系列として伝送する方式である．マルチ

キャリア伝送では，無線帯域を非常に多くの狭帯域信号に

分割しているため，サブキャリア当りの帯域幅が小さくな

り，そのサブキャリア内の振幅・位相変動はフラットフェ

ージングとみなすことができ，周波数選択性フェージング

に起因する波形ひずみの影響が低減される．さらに，フェ

ージングによって受信電力が落ち込んだサブキャリアが存

在する場合でも，複数のサブキャリアにわたって誤り訂正

チャネル符号化を適用することにより，受信電力が落ち込

んでいないサブキャリアの信号を用いて，受信電力が落ち

込んだサブキャリアの信号の復号誤りを補償することがで

き，高品質な受信を実現することができる．

セルラシステムの下りリンクでは，マルチキャリア

CDMA（MC－CDMA：Multi－Carrier CDMA）[6], [7]に基づ

くOFCDMが，マルチパス干渉の影響を低減しつつ，拡散

およびチャネル符号化されたシンボルを全サブキャリア帯

域にわたってマッピングすることにより周波数ダイバーシ

チ効果を得られるため，他の無線アクセス方式に比較して

大容量化の実現が可能である[8], [9]．OFCDMは，マルチ

キャリアの有するマルチパスフェージングに対する耐力の

メリットに加えて，時間あるいは周波数領域における拡散

を適用することにより，柔軟に1セル周波数繰返しを実現

することができ，システム容量の増大を図ることができる．

一方，周辺セルからの干渉の影響が小さい孤立セル環境で

は，一般に拡散を用いない方が，システム容量を増大する

ことができる．これは，周波数領域の拡散を用いた場合に

は，マルチパス干渉に起因する周波数選択性フェージング

により多重コードチャネル間の符号の直交性が崩れ，同様

に，時間領域の拡散を用いた場合には，高速ドップラ環境

において時間領域における振幅変動が生じるため，時間領

域の直交性の崩れに起因するコード間干渉が生じ，帯域拡

大率に相当する数のコードチャネルを多重することができ

なくなるからである．

そこで，OFCDMの時間および周波数領域における拡散

率をセル構成，伝搬条件（具体的には遅延スプレッド，最

大ドップラ周波数や他セル干渉の大きさ），チャネル負荷，
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無線パラメータ（データ変調形式，チャネル符号化率など）

などに応じて，拡散率を適応的に変化させる可変拡散率

（VSF：Variable Spreading Factor）－OFCDMを提案した

[10], [11]．図7に2次元拡散を適用したVSF－OFCDMの概

念図を示す．2次元拡散では，1つのデータ変調シンボルが

SFTime個の連続するOFCDMシンボル，およびSFFreq個の連

続するサブキャリアにわたって拡散され，全体の拡散率は

SF＝SFTime×SFFreqで表すことができる（SFTime, SFFreqは時間，

周波数領域における拡散率）．2次元拡散VSF－OFCDMで

は，図7に示すように，セル構成に応じて全体の拡散率を

制御し（基地局からの制御情報を基に移動端末が拡散率を

設定する），さらに伝搬条件，チャネル負荷，および無線パ

ラメータなどに応じて，SFTimeおよびSFFreqを適応的に制御

することにより，セルラシステム，およびホットスポット

エリアや屋内セルなどの孤立セル環境の双方においてチャ

ネル容量の最大化が可能となる．

4.4 上りリンク無線アクセス方式
―VSCRF－CDMA―

上りリンクにおけるブロードバンド無線アクセス方式の

比較を表2に示す．上りリンクにおいて最も重要な要求条

件の1つである移動端末の低消費電力化の観点からは，

DS－CDMAのアプローチが，ピーク電力対平均電力比

（PAPR：Peak to Average Power Ratio）の大きい多数のサブ

キャリアを用いるOFDMやOFCDMなどのマルチキャリア

のアプローチよりも有利である．さらに，上りリンクにお

いて，同期検波復調を行うためには，移動端末の物理チャ

ネルごとに個別パイロットチャネルを用いる必要がある．

したがって，多数のサブキャリアを用いるOFDMや

OFCDMでは，サブキャリアごとにチャネル推定を行う必

要があるために，全パイロット電力を一定にした場合，サ

ブキャリア当りのパイロットチャネルの信号電力がDS－

CDMAに比較して小さくなる．結果として，DS－CDMA方

式は，チャネル推定精度に優れ，マルチキャリア方式に比
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キャリア数

マルチパス干渉の影響

周波数繰返し
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1～数キャリア

Rakeダイバーシチを
打ち消す劣化

1セル周波数繰返し

OFCDM

あり

多数キャリア

耐性大

1セル周波数繰返し

OFDM

なし

多数キャリア

耐性大

基本的にはセル周波数
繰返しが必要

シングル／マルチキャリア
TDMA

なし

1～数キャリア

シンボル間干渉による
劣化

基本的にはセル周波数
繰返しが必要

表1 下りリンクにおける無線アクセス方式の比較



較して所要のパケット誤り率を満たす受信Eb/N0を低減し，

リンク容量を増大できることが報告されている[12]．さら

に，DS－CDMA方式では，最も所要送信電力（すなわち受

信Eb/N0）を低減できる帯域が存在する．その最適なサブ

キャリア帯域は，周波数帯域を広げることで，分離できる

パス数が増大し，Rakeダイバーシチにより受信特性が改善

する効果と，マルチパス干渉が増大し受信特性が劣化する

ことのトレードオフにより決まる．遅延プロファイルモデ

ル，パス数などの伝搬条件，および拡散率（SF：Spreading

Factor）をパラメータにした場合，サブキャリア帯域が20

～40MHzのときに最も所要受信Eb/N0を低減できることが

報告されている[12]．したがって，システム帯域に応じて

この最適なサブキャリア帯域をベースに構成するマルチキ

ャリア/DS－CDMAがリンク容量の点で有望な無線アクセス

方式である．

DS－CDMA方式は，時間領域の拡散により，1セル周波数

繰返しを柔軟に実現できる．しかしながら，周辺セルから

の干渉の影響が小さい孤立セル環境においては，1セル周波

数繰返しのメリットが減少するため，Voice Activationを用

いない場合のリンク容量は拡散率の20～30％程度となる．

したがって，DS－CDMAを用いた同じ無線インタフェース

をマルチセル環境と孤立セル環境をサポートするためには，

孤立セルでのリンク容量の増大を図ることが必要である．

DS－CDMA方式では，他ユーザ干渉，マルチパス干渉に起

因して，帯域拡大しても，コード領域での直交化（互いに

相関をもたないこと）が困難であり，周波数，あるいは時

間領域で同時アクセスユーザ間の直交化を図る必要がある．

図 8に提案する可変拡散率・チップ繰返しファクタ

（VSCRF－CDMA：Variable Spreading and Chip Repetition

Factors－CDMA）方式の概念を示す[13]．マルチセル環境

では，基本的に時間領域の拡散のみを行い，1セル周波数

繰返しを容易に実現する．一方，孤立セル環境では，拡散

したチップ系列にシンボル繰返しの原理を適用して，チッ

プ繰返しを行う．ここで全体の帯域拡大の拡散率をSFと表
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OFDM
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ピーク電力大

基本的にはセル周波数
繰返しが必要

シングル／マルチキャリア
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表2 上りリンクにおける無線アクセス方式の比較



す．これは，主に物理チャネルのシンボルレートにより決

まる値である．孤立セル環境においては，SF＝SFhotspot×

CRFの関係により，1以上のチップ繰返しファクタCRFを

設定し，その値に対応して時間領域の拡散率SFhotspotの値を

小さくする．以上の制御を行うことにより，CRF個の同時

アクセスユーザの受信信号を周波数領域で互いに直交する

サブキャリアセットに割り当てることができる．本提案方

法では，セル構成（マルチセル，孤立セル），同時アクセス

チャネル数，および伝搬状態（マルチパス数）に応じて，

CRFおよびSFhotspotを適応的に変更する．

4.5 物理チャネル
構成

図9に想定される物

理チャネル構成を示す．

報知情報やページング

情報を送信する共通制

御チャネルは，一定の

送信電力で送信される．

セル内の所要の場所率

において所要の受信品

質で受信できるように，

固定の変調方式（4相

位相変調（QPSK ：

Quadrature Phase Shift

Keying）），および低符

号化率のチャネルが適

用される．一方，高速パケットデータを送信する共有（共

通）パケットチャネルは，一定の送信電力で送信され，受

信SIRに応じた変調方式・チャネル符号化率を用いるAMC

を適用し，所要受信パケット誤り率を保証する最大情報レ

ートを提供する．また，共有パケットチャネルを高品質に

伝送するための物理レイヤ，データリンクレイヤの制御情

報を伝送する付随制御チャネルは，固定の変調方式

（QPSK）およびチャネル符号化率で送信され，フェージン

グ変動に起因する受信レベル変動を補償するため，送信電

力制御を適用する．
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5. 高効率パケット
アクセス方式

表3にRT，およびNRT型のト

ラヒックの要求条件を示す[14],

[15]．音声，ビデオ伝送などのRT

型のトラヒックデータは，所要遅

延を保持しつつ，所要の残留パケ

ット誤り率以下の受信品質を保証

する必要がある．一方，ファイル

転送やWWWブラウジングなどの

NRT型のトラヒックデータでは，

遅延の要求条件が，数秒以内と

RT型よりも緩和されるものの，

所要遅延内でエラーフリーのデー

タ伝送を実現する必要がある．図

10にデータリンクレイヤおよび

物理レイヤにおけるパケット制御

を説明する[16]．これらのレイヤ

では，トラヒックデータに応じた

無線区間における所要の遅延やIP

パケットロス率を満たすようにスケジューリングを行う．

下りリンクにおいては，各移動端末の受信SIRおよびトラ

ヒックデータの種類（RTあるいはNRT型データ）に応じて

効率的な送信スロット割当て（スケジューリング）を行う．

一方，上りリンクにおいては，データパケットチャネルは，

予約パケットを事前に送信することにより，後続するデー

タパケットのQoSの要求条件，データサイズ，各移動端末

における受信チャネル状態などを基地局に通知し，この通

知情報を基に，基地局が各移動端末に対して送信スロット

割当てを行う．また，データパケットチャネルに対しては，

要求遅延時間に応じたMACレイヤのARQを適用する．こ

れにより，特にNRT型トラヒックデータの場合には，時間

ダイバーシチ効果で所要送信電力を低減できる[17]．

6. マルチアンテナ送受信技術
6.1 マルチアンテナ送受信構成
ブロードバンド無線アクセス方式では，情報ビットレー

トの高速化に伴い，キャリア周波数も高くなると想定され

る．したがって，このサービスを広いエリアで提供するた

めには，小ゾーン化（マイクロセル化）と，所要受信Eb/N0
の低減が必須である．そのためには，各ユーザの角度方向

に指向性ビームを生成するアダプティブアンテナアレー送

信が有効である．

一方，複数の送受信アンテナおよび無線機を用いて，各

送信機から異なる情報データ系列を送信し，空間的に多重

するマルチアンテナ信号伝送法（MIMO：Multiple Input

Multiple Output）は，情報レート（周波数利用効率）の向上

に有効である．下りリンクにおいて100MHzの周波数帯域

を用いるVSF－OFCDM無線アクセスにおいては，16QAM

（64QAM）データ変調とチャネル符号化率3/4の組み合わせ

で，200（300）Mbit/sのピークの情報レートが実現できる．

さらに，例えば4アンテナのMIMOを適用すれば，孤立セ

ル環境において100 MHzの周波数帯域幅で1Gbit/s伝送

（10bit/s/Hzの周波数利用効率）の実現の可能性がある．

表4に，周波数利用効率の向上という観点から比較した，

マルチアンテナ送受信機構成について示す．

本稿では，以下の3種類を比較する．

①　独立な無線伝搬路で異なる情報系列を同一の周波数

帯域，時間スロットで伝送するMIMO多重法[18]

②　情報データ系列を複数アンテナ間で符号化して送信

するMIMOダイバーシチ法[19]

③　複数の送信アンテナによる指向性送信を行うアダプ

ティブアンテナアレー送信法

図11（a）にMIMO送受信機（MIMO多重法）の構成を示

す．MIMO多重法では，変調処理後のデータ系列をN個の

系列に直列／並列変換して，空間的に並列に送信する．こ
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サービスクラス 例

実時間（RT）型 音声，画像
ブロードキャスト

End－to－endの遅延

QoS要求条件（例）

＜150 ms

パケットロスレート

0.5％以下

非実時間（NRT）型 ファイル転送
WWWブラウジング ＜2－3 sec 0％

表3 トラヒックの要求条件

トラヒックデータ�
（ユーザ#1）�

高速パケットスケジューラ�

各ユーザの割当て送信スロット�

優先度の決定�

QoSクラス�
（遅延，IPパケットロス率）�

の検出�

受信伝搬状態の�
フィードバック信号�

トラヒックデータ�
（ユーザ#K）�

優先度の決定�

QoSクラス�
（遅延，IPパケットロス率）�

の検出�

図10 データリンクレイヤおよび物理レイヤのパケット制御



の場合，異なるデータ系列が同一の周波数帯域，時間スロ

ットで送信されるために，受信機では，N個のデータ系列

が混在した受信信号を分離する必要がある．その方法とし

て，パイロットシンボルによるチャネル推定を行った後，

全受信アンテナからの受信信号を用い，次の方法などが提

案されている．

・最尤法（MLD：Maximum Likelihood Detection）に基

づいた信号分離を行う方法

・平均2乗誤差が最小となるように受信信号をウエイト

合成する方法

・再生した情報データレプリカを受信信号から順次差し

引いていく方法（BLAST：Bell Laboratories Layered

Space Time）[18]

一方，MIMOダイバーシチ法では，情報ビットをチャネ

ル符号化して，データ変調を行った後，STBC（Space Time

Block Code）符号化[19]を行って，N個の符号化データ系列

を生成し，送信する．受信機では，各アンテナでSTBC復

号を行った後，最大比合成（MRC： Maximal Ratio

Combining）によるアンテナダイバーシチ受信を行う．

図11（b）に，アダプティブアンテナアレー送信を行う送

受信機の構成を示す．本構成では，チャネル符号化および

変調処理（データ変調および拡散変調を含む）を行った同
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MIMO多重法

要求される送信アンテナ間隔

アンテナ間
フェージング相関

自セル・他セル干渉抑圧効果

RF回路キャリブレーション

効果 情報ビットレートの増大

大

信号分離能力小

不要

信号分離能力大

大

小

MIMOダイバーシチ法

ダイバーシチ利得の増大

送信ダイバーシチ利得小

送信ダイバーシチ利得大

なし

アダプティブアンテナ
アレー送信法

平均受信SIRの増大

小

アンテナ利得大

要

アンテナ利得小

あり

表4 マルチアンテナ送受信機構成の比較
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図11 マルチアンテナ送受信技術



一のデータ系列を，アンテナ数N個分コピーして，それぞ

れのアンテナブランチに固有の重み（アンテナウエイト）

を乗算する．この送信アンテナウエイトは，送信先のユー

ザからの上りリンクにおける受信信号からこの信号の到来

方向を推定して，対象となるユーザ方向に送信アンテナの

メインビームを向けるように適応的に生成される[20]．受

信側ではMRCによるアンテナダイバーシチ受信を行う．こ

のアダプティブアンテナアレー送信法により，理想的には，

送信アンテナ数に相当するN倍のアンテナ利得を得ること

ができる．

6.2 超高速信号伝送時の構成法の比較
表4に示すように，MIMO多重法では複数の送信アンテ

ナを用いた情報の並列伝送を行うため，送信アンテナ数を

増加すれば情報レートを増大できる．一方，MIMOダイバ

ーシチ法およびアダプティブアンテナアレー送信法では，

送信アンテナ数を増加しても情報レートは増大しない．こ

れらの方法で情報レートを増大させるためには，変調多値

数を大きくするか，チャネル符号化の符号化率を高くする

必要がある．100MHz周波数帯域幅のVSF－OFCDM無線ア

クセスで，それぞれ4個の送受信アンテナを仮定した場合，

MIMO多重法では1Gbit/s程度の高効率（10bit/s/Hz）で，

高速の情報ビットレートを，16QAM，64QAMデータ変調

を用いることで実現できる．一方，MIMOダイバーシチ法

およびアダプティブアンテナアレー送信法では，変調多値

数を非常に大きくする必要があり，この場合には，信号点

間の最小ユークリッド距離の減少による特性劣化が非常に

大きくなる．結果として，10bit/s/Hzなどの高効率な伝送

を実現するには，複数のデータ系列を空間的に並列伝送す

るMIMO多重法が最も適している[21]．

7. あとがき
本稿では，セルラシステムからホットスポットや屋内オ

フィスなどの孤立セル環境を同一の無線インタフェースで

連続的にサポートすることを特徴とする，ブロードバンド

無線アクセス技術の概要について述べた．

今後は，室内および屋外実験によって，ブロードバンド

チャネルにおける伝搬チャネルの測定やパケット信号伝送

特性の評価を行う予定である．
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和
　

，

．

，

3GPP：3rd Generation Partnership Project
AMC：Adaptive Modulation and channel Coding

（適応変復調・チャネル符号化）
ARQ：Automatic Repeat reQuest（自動再送要求）
BER：Bit Error Rate（ビット誤り率）
BLAST：Bell Laboratories Layered Space Time
DS－CDMA：Direct Sequence Code Division Multiple Access

（直接拡散符号分割多元接続）
Eb/N0：Signal energy per bit to background noise power spectrum 

density ratio（1ビット当り信号エネルギー対雑音電力密度比）
FDD：Frequency Division Duplex
FDMA：Frequency Division Multiples Access
HSDPA：High Speed Downlink Packet Access

（下りリンク高速パケットアクセス）
IMT－2000：International Mobile Telecommunications－2000

（第3世代移動通信）
IP：Internet Protocol
ITU－R：ITU Radiocommunication sector（国際電気通信連合・無線通信部門）
MC－CDMA：Multi Carrier CDMA（マルチキャリアCDMA）
MIMO：Multiple Input Multiple Output（マルチアンテナ信号伝送法）
MLD：Maximum Likelihood Detection（最尤判定）
MRC：Maximal Ratio Combining（最大比合成）
NRT：Non Real Time（ノンリアルタイム）
OFCDM：Orthogonal Frequency and Code Division Multiplexing

（直交周波数・符号分割多重）
OFDM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OVSF：Orthogonal Variable Spreading Factor（直交可変拡散率）
PAPR：Peak to Average Power Ratio（ピーク電力対平均電力比）
PER：Packet Error Rate（パケット誤り率）
QAM：Quadrature Amplitude Modulation（直交振幅変調）
QoS：Quality of Service（サービス品質）
QPSK：Quadrature Phase Shift Keying（4相位相変調）
RT：Real Time（リアルタイム）
SF：Spreading Factor（拡散率）
SIR：Signal to Interference power Ratio
（希望波信号電力対干渉電力比）

STBC：Space Time Block Code
TDD：Time Division Duplex
TDM：Time Division Multiplexing（時間分割多重）
TDMA：Time Division Multiple Access
VSCRF：Variable Spreading and Chip Repetition Factors

（可変拡散率・チップ繰返しファクタ）
VSCRF－CDMA：Variable Spreading and Chip Repetition Factors－Code

Division Multiple Access
（可変拡散率・チップ繰返しファクタCDMA）

VSF：Variable Spreading Factor（可変拡散率）
VSF－OFCDM：Variable Spreading Factor－Orthogonal Frequency and 

Code Division Multiplexing（可変拡散率OFCDM）
W－CDMA：Wideband Code Division Multiple Access

（広帯域符号分割多元接続方式）
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