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研究成果の概要（和文）：無線モバイル通信環境は，WiFi，WiMAX，LTEなど多様な無線システムが混在する．さ
らに，高い周波数帯を用いた第5世代無線技術の開発が進み，異種無線の多数のアンテナが混在する環境とな
る．本研究課題は，このような無線モバイル通信環境において，無線ノードが有する多数のアンテナを，複数の
異種無線システムのチャネル間で共有し，かつ最適に分配割当てて，複数の離散MIMOチャネルを動的に構成し，
複数MIMOチャネルの総容量最大化をする方式を考案した．さらに，この多重MIMOチャネルを単一仮想チャネルと
して合成することによりアプリケーションスループットの拡大を可能とした．

研究成果の概要（英文）：In recent years, the mobile wireless communications are required to wide 
band because of emergence of rich mobile application and spread of IoT over society. The environment
 of wireless communications is composed of heterogenous wireless systems such as WiFi, LTE, and 
WiMAX, and in future it will be composed of enormous number of antennas that support communication 
in high frequency with 5G.
In this research, Dynamic Configuration for Multiple MIMO channel with Heterogenous Wireless Systems
 was devised. The method introduces sharing antennas among heterogenous wireless systems, configures
 dynamically Multiple MIMO channel by distributing the sharing antennas to each wireless system, and
 aims to maximize the sum of MIMO channel capacity of wireless systems. Additionally, Virtual 
Channel Bonding was devised. The bonding can aggregate the multiple MIMO channels as a single 
channel. The combination of them could increase application throughput in evaluation with network 
simulator.

研究分野： ネットワーク工学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
2020年以降の無線アクセス，「5G」の要求条件を満たすため，高い周波数帯で広帯域な通信を可能とする新たな
無線技術が導入される．しかし，新技術は高い周波数帯利用のため高速な移動通信に適さない問題がある．従っ
て，5Gの要求条件を満たすには従来周波数帯の無線システムと新たな高周波数帯の無線システムの連携が必須で
ある．提案方式は，従来周波数帯の複数の無線システムと高い周波数帯の新たな無線システムを，無線アクセス
容量拡大の主要技術であるMIMOにおいて，それらの特性や利用状況により連携を可能とし，その総容量の最大化
を可能とする．従って，提案方式は5G時代の無線アクセス容量拡大の重要技術を提供する．



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
(1)無線モバイル通信の広帯域化の必要性：スマートフォンの普及により多様かつ高度なモバイ

ルアプリケーションが利用され，トラフィック量が急増している．また，将来の Internet of 

Things（IoT）や Machine-to-Machine（M2M）においては，膨大な数の無線デバイスが利用され，

そのトラフィックが無線アクセスネットワークを介してインターネットへ収容される．従って，

無線モバイル通信は，より一層の広帯域な通信が求められる． 

(2)MIMO によるチャネル容量拡大：WiFi，WiMAX，LTE などは MIMO によりチャネル容量拡大を積

極的に図っている．MIMO はアンテナ数に比例して対象チャネルの容量拡大が可能であるが，ア

ンテナ数を増やして空間多重度を上げるとアンテナ間の空間特性の差異が減少し，また 1 アン

テナ当たりの出力が減少するため，干渉やノイズに弱くなる．そのため，干渉を抑制する技術が

導入されている．しかし，更なる容量拡大を図るには，より高度で複雑な干渉抑制技術が必要で

あり，そのオーバーヘッドが容量拡大に影響を与える問題がある． 
 
２．研究の目的 
 近年のスマートフォンの普及による高度モバイルアプリケーションの利用拡大，将来の

Internet of Things（IoT）における膨大な数の無線デバイスのインターネットへの収容などに

より，無線モバイル通信は一層広帯域な通信を求められる．無線モバイル通信環境は，WiFi，

WiMAX，3G，LTE など多様な無線システムが周波数的に離散して混在する．さらに，今後，従来よ

りも高い周波数帯を用いた第 5 世代無線技術の開発が進み，異種無線システムにおける多数の

アンテナが混在する環境となることが予想される．本研究課題は，このような無線モバイル通信

環境において単一無線システムの容量限界を大きく超えた広帯域通信の実現ために，無線ノー

ドが有する多数のアンテナを，周波数的に離散した複数の異種無線システムのチャネル間で共

有し，かつ最適に分配割当てて，複数の離散 MIMO チャネルを動的に構成し，複数 MIMO チャネル

の総容量最大化を図る．さらに，これらを単一仮想チャネルとする合成方式を確立する． 

 

３．研究の方法 
 MIMO は無線チャネルの容量拡大の重要技術であり，無線モバイル通信の広帯域化のため，MIMO

による無線システムのチャネル容量拡大の研究が盛んである．MIMO 研究の大部分は，アンテナ

数を増やし空間多重化を高めることにより MIMO チャネルの容量拡大を図るために，チャネルの

干渉やノイズをセンシングした上で，干渉抑制を行い，多数のアンテナ間において空間多重化の

効果を確保することに注力している．しかし，一層のチャネル容量拡大を図るには，より高度で

複雑な干渉抑制機構が必要でり，そのオーバーヘッドは容量拡大に影響する．また，無線ノード

（基地局，移動端末）において，アンテナは MIMO チャネルを構成する単一無線システムに固定

に割当てられ，異種無線システム間でのアンテナ割当の自由度は全くない．そのため，MIMO に

よる無線チャネルの容量拡大は単一無線システム内に閉じている． 

本研究開発では，単一の無線システムに閉じて MIMO 容量拡大を上げるのではなく，複数の異種

無線システムにおいて構成される MIMO チャネルの総容量において拡大を図る．このために，次

の異種無線多重 MIMO チャネル動的構成と仮想チャネルボンディングの 2点について注力する．  

・ 異種無線多重 MIMO チャネル動的構成 

無線ノードが有する無線システム毎の複数のアンテナを，複数の異種無線システムのチャネ

ル間で共有する（以降，共有アンテナ）．共有アンテナを各無線システムのチャネル状況応じ

て最適にチャネル間で分配し，周波数が離散した異種無線システムの MIMO チャネルを複数動

的に構成する．この動的構成において，複数の異種無線システム MIMO チャネルの総容量を最

大化する共有アンテナ分配を行う． 

・ 仮想チャネルボンディング 

上記の周波数帯において離散する異種無線多MIMOチャネルを仮想チャネルボンディングによ

り単一仮想無線チャネルとし，無線アクセスネットワークにおけるアプリケーションフロー

のスループット向上を図る．  

特に，上記の異種無線多重 MIMO チャネル動的構成の挑戦的な試みを実現するためには，次のよ

うな非常に自由度高い自律的ロードバランス制御を研究する． 



・ 基地局は移動端末の共有アンテナ分配メカニズムと連携して，基地局の共有アンテナを移動

端末毎に，異種無線システムの複数チャネルへ最適に分配し，スケジューリングする． 

・ 移動端末は基地局の共有アンテナ分配メカニズムと連携して，移動端末の共有アンテナを異

種無線システムの複数チャネルへ最適に分配する． 

・ 通信特性の異なる複数の異種無線システム MIMO チャネルを１つの大容量仮想チャネルに合

成するために，MIMO チャネル間で各 MIMO チャネル通信特性に応じたトラフィック分配を行

う． 

 

４．研究成果 

(1) シャノンの定理に基づく MIMO チャネル容量のアンテナ数依存性分析と共有アンテナ分配モ

デル 

 シャノンの定理に基づくと，MIMO アンテナ数 xとした場合，MIMO チャネル容量 Cは次のよう

になる． 

    𝐶 = 𝑥 ∗ 𝐵log) *1 +
-./
0
1                              

 

だだし，Bは帯域幅，SNR は SN 比である．上式から MIMO アンテナ数に関する導関数，および 2

次導関数は次のようになる． 

𝑑𝐶
𝑑𝑥 = 𝐵 log)

1 + 𝑆𝑁𝑅𝑥
𝑒

-./
07-./

> 0 

𝑑)𝐶
𝑑𝑥) = −

𝐵 ∗ 𝑆𝑁𝑅)

𝑥(𝑥 + 𝑆𝑁𝑅)) log 2 < 0 

 

上記 2式より，MIMO チャネル容量のアンテナ数に関する導関数は常に正であり，2次導関数は

常に負であるので，MIMO チャネル容量はアンテス数に対して上に凸の単調増加関数となる． 

このような MIMO チャネルの特性において，2つの無線システム Aと Bがアンテナを共有して相

互に割り当てる場合を考える．無線システム Aの MIMO チャネル容量は無線システム Aへ割り当

てられた共有アンテナ数に対して上に凸の単

調増加関数であり，また無線システム Bへ割り

当てられた共有アンテナ数に対して上に凸の

単調減少関数である．同様に，無線システム B

の MIMO チャネル容量は無線システム B へ割り

当てられた共有アンテナ数に対して上に凸の

単調増加関数であり，また無線システム Aへ割

り当てられた共有アンテナ数に対して上に凸

の単調減少関数である．従って，無線システム

A と B の MIMO チャネルの総和は，いずれかに

割り当てられている共有アンテナ数に対して

上に凸の関数となる（図 1）．以上のことから，

異種無線多重 MIMO チャネルの容量総和を最大

化する共有アンテナ分配モデルは，「異種無線多重 MIMO チャネルの容量総和が増加する結果と

なる無線システムへアンテナを移動する」として定義する． 

(2)異種無線多重 MIMO チャネル動的構成方式 

(1)の MIMO チャネルの特性に基づく共有アンテナ分配モデルを最急降下法により複数の無線シ

ステムの MIMO チャネル容量総和を最大化する異種無線多重 MIMO チャネル動的構成方式として

次のように実施する（図 2）． 
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図 1．共有アンテナ割当数と MIMO チャネル容量 



① 基地局において各無線システムの MIMO チャネル

のスループットを取得する 

② 取得したスループットにおいて，前回取得スルー

プットからの減少量が最小となる無線システムか

ら前回取得スループットからの増加量が最大とな

る無線システムへ共有アンテナを移動する 

③ 各無線システムは分配されたアンテナ数に応じて

Rank/Link Adaptation を実施し，基地局と移動端

末間で MIMO チャネル設定を行う． 

上記①〜③を繰り返し，異種無線多重 MIMO チャネルの

容量最大化する共有アンテナ分配を継続的に探索す

る． 

(3)仮想チャネルボンディング 

 (2)で構成された異種無線多重 MIMO チャネルをアプ

リケーションに単一の無線チャネルとして提供するた

め，IP レイヤと MAC レイヤ間に MIMO チャネルを集約

するサブレイヤを設定する．このサブレイヤでは複数

MIMO チャネルを集約する仮想サブネットワークを構成

する（図 3）． 

(4)シミュレーション評価 

 (2)(3)による方式をネットワークシミュレータ

QualNet により評価を行った．評価方法は，基地局と移

動端末間でダウンロードの CBR トラフック 5Mbps 転送

し，かつ移動端末を基地局から離れる方向へ移動した場

合，アプリケーションスループットを評価した（図 4）．

無線システムは IEEE802.11n（2.4GHz）と IEEE802.11ac

（5GHz）を用い，共有アンテナは 4本とした．2本のア

ンテナ毎にアンテナ局が異なることとして，2 本毎の

アンテナ毎に一定の送信出力を設定した．また，提案

方式の有用性を検証するため，アンテナ数を固定配置

した 5 ケースの構成（11n:アンテナ 4，11n:アンテナ

3+11ac:アンテナ 1，11n:アンテナ 2+11ac:アンテナ 2，

11n:アンテナ 1+11ac:アンテナ 3，11ac:アンテナ 4）と比較した．図 5に 5ケース構成の基地局

からの距離に応じた CBR アプリケーションスループットを示す．各構成において次の状況が発

生する． 

・ 11n:アンテナ 1+11ac:アンテナ 3において基地局より約 10m 地点以降で容量超過する 

・ 11n:アンテナ 2+11ac:アンテナ 2 において基地局より約 38m 地点以降で容量超過し，約 200m

地点で複数アンテナな利用のための送信出力不足により通信不可となる 

・ 11n:アンテナ 3+11ac:アンテナ 1 において基地局より約 44m 地点以降で容量超過し，約 245m

地点で複数アンテナな利用のための送信出力不足により通信不可となる 

・ 11ac:アンテナ4において基地局より約54m地点で複数アンテナな利用のための送信出力不足

により通信不可となる 

・ 11n:アンテナ4において基地局より約228m地点で複数アンテナな利用のための送信出力不足

により通信不可となる 

図 6 に提案方式の基地局からの距離に応じたスループットを示す．提案方式は多少スループッ

トが振動するが，基地局から 228m 地点まで容量超過を起こさず，これ以降も送信出力不足によ

る通信不可状態を発生させない．すなわち，5 構成において多重 MIMO チャネルのスループット

が最大となるスループットと同等のスループットを基地局からの距離に依存せずに提供する．

以上のことから，提案方式は無線システム間で最適なアンテナ分配を可能として，アプリケーシ

ョンスループットを最大化する． 
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図 2．異種無線多重 MIMO チャネル構成図 

図 3．仮想チャネルボディングサブレイヤ構成 

図 4．評価シナリオ 
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