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要

旨

携帯電話や無線LANの普及に伴い、今後はライフラインとしてのディペンダビリティの向上が強く求め
られていきます。本稿では、現在標準化が進行している次世代携帯電話システムにおける高信頼化技術
を紹介するとともに、オープンで安価な無線通信を提供する無線LAN/WiMAXにおけるディペンダビリ
ティ向上への取り組みに関して紹介します。
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1. はじめに
携帯電話は国内市場において約9千万台の普及に及び、日
常の通信手段として必要不可欠なものとなっています。いつ
でも、どこでも、誰とでも通信可能な手段として、携帯電話
の技術開発はライフライン化の追及をめざしてきましたが、今
後は、より一層の安定性向上が求められるとともに、有線通
信手段にひけをとらないサービスをエンドユーザに提供する
ことが求められています。
一方、家庭内・ホットスポットでの無線データ通信手段を
提供することを目的とした無線LANに関しては、今後は、有線・
無線サービスの統合を担う無線アクセス手段として、より一
層の安定性向上が求められます。
本稿では、次世代移動体通信技術、とりわけ、携帯電話、
無線LAN、そしてWiMAXに関して、安定性向上・利便性向
上のための要素技術に関して紹介します。
2. 次世代携帯電話システムにおける安定性向上化技術
2010年ごろにサービス導入が予定されている次世代携帯電
話システムでは、最大100Mbps(下り:ネットワークから端末方
向)の通信速度の提供、接続時間の短縮化、IP網との親和性向
上、そして、複数の無線アクセス方式の収容をめざして、現
在3GPPにおいて標準化が進められています。

以下では、次世代携帯電話システムのネットワークアーキ
テクチャを紹介し、さらに、システムを構成する要素技術で
ある、移動管理技術、無線空間利用技術に関して紹介します。
(1) 無線ネットワークアーキテクチャ
通信の安定性を向上させるべく携帯電話システムでは、有
線系のシステムと比べ、端末の位置管理、通信中端末の移
動管理、無線資源管理などの複雑な制御を実行することが
要求されます。従来の携帯電話システムにおいては、これ
らの制御は無線基地局制御装置というネットワークノードに
おいて集中的に実行・管理されていました。しかし、無線
基地局制御装置がカバーするエリアは広範囲に及ぶため、
いったん装置に障害などが発生した場合に当該エリア全体
でサービスが提供できなくなるという課題がありました。
そこで、次世代携帯電話においては、分散型アーキテクチャ
(図1)を採用することにより、装置に障害が発生した際にも
サービスの停止が無線基地局のエリアに留まり、より安定
性を増したシステムが提供可能となります。ここで、位置
管理、移動管理、無線資源管理などの機能は個々の無線基
地局装置に配備されますが、無線基地局装置間にメッシュ
に張り巡らせたインタフェースを経由して種々の情報をやり
とりすることにより、よりきめ細かいシステム制御を実行す
ることが可能となります。
さらに、無線ネットワークとコアネットワーク間を複数のイ
ンタフェースで接続することにより、ネットワークの堅牢性
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次世代移動網のアーキテクチャ
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をより強化しています。
(2) コアネットワークのIPベース移動管理技術
次世代All IP移動網の標準化では、IPモビリティの適用が検
討 され て おり、 実 現 プロトコルとし て、 現 在、IETFの
NETLMM(Network-based Local Mobility Management )
WGで標準化審議が進められている、ネットワーク主導の
)
IPモビリティプロトコルが注目されています1 。
インターネットでこれまで用いられてきたMobile IPプロトコ
ルでは、端末が移動先で取得した気付IPアドレスを用いて、
端末自身がアンカノード(Home Agent)に位置登録し、アン
カノードからIPパケットをカプセル化転送していますが、
NETLMMプロトコルでは、この位置登録手続きとカプセ
ル化転送をネットワークエッジのアクセスルータが代行しま
す(図2)。
これにより、①端末能力差によるモビリティ性能劣化がな
く、様々な端末に対して均一で高品位なモビリティサービ
スを提供できます。また、②ユーザパケットのカプセル区
間もコアネットワーク内のみで、無線区間でのカプセル化
が不要であるため、帯域が限られた無線リソースの有効利
用ができ、高品質なサービスが提供可能になります。さら
にNETLMMでは、③ネットワーク内の制御ノードアドレス
を端末から隠ぺいするため、DoS攻撃などの脅威を軽減でき
るメリットや、Mobile IPプロトコルで問題となっていた、経
路最適化によるコアネットワーク有効利用とロケーションプ
ライバシー保護の両立が実現できます。
NETLMMプロトコルは、グローバル/ローカルと階層化さ
れたモビリティ管理アーキテクチャのローカル側モビリティ
管理に適用され、ローカル領域内の移動の際の高速でシー
ムレスなハンドオーバを実現するとともに、端末ユーザが
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選択した任意のグローバルモビリティプロトコル(MIPv4/
v6、
MOBIKE、
HIPなど)と連携することができます。
(3) 無線空間有効利用技術(MIMO)
第3世代携帯電話システムでは無線アクセス方式として符
号分割多重アクセス方式(Code Division Multiple Access:
CDMA)が採用されました。
CDMAは、第2世代までの周波
数分割アクセス方式や時間分割アクセス方式よりも周波数
利用効率が良いだけでなく、過負荷時にシステム容量が急
激に劣化するのではなく徐々に劣化するという特性を持っ
ています。そのため、
上りリンク(端末からネットワーク方向)
において、イベントなどでユーザが一時的に集中した状況
でもシステムの安定性を維持できます。
また、CDMAは隣接する無線基地局で同じ無線周波数を使
用可能であり、無線基地局への無線周波数の割り当ての設
計が容易になります。このことは通常時のネットワークの設
計や変更だけでなく、災害時の早期の復旧や復旧状況に応
じたネットワークの変更にも役立ちます。以上のような
CDMAの性質は、次世代携帯電話システムでも取り入れら
れようとしています。
現在3GPPでは次世代携帯電話システムでのスループットの
向上を目的として、種々の新しい技術が検討されています。
そのうちの1つにMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)多重
技術があります(図3)。
MIMO多重技術は、送受で複数のア
ンテナを持ち、アンテナ間で異なる信号系列を並列に伝送
する技術です。理想的には、周波数帯域は同じでアンテナ
数倍のスループットを実現できますが、信号分離のために
高度な受信処理が必要です。このMIMO多重技術を用いて
同じ信号系列を並列に伝送すれば、サービスエリア内の通
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MIMO多重技術

信品質を高めることもできます。このほか、複数のアンテナ
により指向性ビームを形成して送受信を行えば、妨害波に
よる干渉の低減など信頼性を向上させることができます。
3. オープン無線における安定性向上化技術
安価で簡単にネットワークを構築可能な無線LANやWiMAX
といったオープン無線技術が急速に普及しています。従来は
安定性には若干課題のあったオープン無線技術ですが、今後
は、FMC(有線通信と無線通信の統合)時代の新無線アクセス
手段として、その安定性向上が強く求められています。
以下では、無線LANの高機能化技術への取り組みに関して
紹介し、さらに、無線LANとWiMAXを連携させたネットワー
ク高度化技術に関して紹介します。
(1) 無線LANの高機能化
簡単に無線高速マルチメディア通信を行う手段として、無
線LANが急速に普及しています。家庭やオフィス、駅や無
線LANスポット、さらには飛行機のなかで利用することも
可能となっており、とても便利な環境が整ってきています。
最近では無線LANを搭載したDual携帯電話も開発されてお
り、無線LANのエリア内に入ると高速通信を行うことも可
能となっています。
便利なDual携帯電話ですが、複数の無線方式を搭載して
いるので消費電力が大きくなってしまうという欠点もありま
す。また、無線LAN上で音声通話やテレビ電話などリアル
タイム性のあるアプリケーションを利用する場合、通信品
質(QoS)を向上させる必要があります。低消費電力化を行
い待ち受け時間や通信時間の向上をめざすことと、QoSをサ
ポートすることにより、ユーザが安心して使うことができる
ようになります。
無線LANの相互接続性を確保する業界団体Wi-Fiアライア
ンスでもコンテンションベースのQoS機能の相互接続性を確
保するための認定試験WMM (Wi-Fi Multimedia)が開始さ
れており、
すでに200以上の機器がこの認定を受けています。

現在は主にPC用として利用されている無線LANですが、
チップの小型化や低消費電力化、高機能化が進み、その適
用領域が拡大してきています。今後は情報家電や携帯電話
などPC以外の様々な機器にも組み込まれようとしていま
す。そこでこれらのニーズに合わせ、Wi-FiではIEEE802.11
の相互接続性の認定だけでなく、それぞれの機器に合わせ
た認定試験の検討を行っています。情報家電向けについて
検討しているConsumer Electronics TG、音声通話につい
て検討しているVoice TG、携帯電話との融合端末の認定に
ついて検討しているWi-Fi Mobile Convergence TG、通信
品質について検討しているQoS TG、無線LANのネットワー
ク設定の簡易化について検討しているSimple Conﬁg TGな
ど、様々なタスクグループで検討が進んでいます。
高機能化し、相互接続性が確保された無線LANは手軽で
便利な無線アクセス方式として今後さらに発展していくと
予想されます(図4)。
(2) Wi-Fi/WiMAX連携
次世代ネットワークではマルチメディアに対応できる広帯
域性能が要求されるため、高速大容量を特徴とし、すでに
広く普及しているWi-Fi(無線LAN)の活用は必須と考えられ
ています。しかし、
Wi-Fiはセル半径が100m程度と狭いため、
単独で広範囲に面展開することは困難です。また、無秩序
に配置されたアクセスポイントや他の通信機器からの干渉、
さらにはWi-Fi特有の分散アクセス方式によりQoS機能が弱
いなど、他の通信方式に比べて安定性に欠けるという問題
があります。
これらWi-Fiの抱える安定性の問題を解決するため、QoSを
強化する802.11eなど新たな規格もいくつか制定されていま

図4

無線LAN端末の複合化
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本稿では、次世代移動体通信におけるディペンダビリティ
向上に向けた技術の一例を紹介しました。
NECは安全安心なユビキタス情報化社会を構築するべく、
ここで紹介した個々の技術の標準化活動に積極的に貢献して
いき、さらに、多くの保有技術と組み合わせて次世代移動体
通信のソリューションを提供していきます。
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図5

Wi-Fi/WiMAX連携

す。しかし、すでに広く普及している機器とのコンパチビ
リティの観点からオプション規格となっているため、Wi-Fi単
独で完全な安定性を実現するのは困難な状況です。よって、
便利で安定した次世代ネットワークを実現するには、広帯
域性と利便性に優位性を持つWi-Fiを最大限活用し、干渉
など何らかの問題が発生したときは瞬時に別のベアラに切
り替えることで安定性を確保するマルチホーミング方式が
有効です。
組み合わせるベアラの主な目的はWi-Fiの弱点補強であり、
ライセンスバンド、強力なQoS機能、が必須条件となります。
現在の通信方式ではセルラ(3G)とWiMAXがこの条件に当
てはまりますが、IPとの親和性や無瞬断ハンドオーバーなど
高度な連携動作の実現性を比較するとWiMAXとの連携に
よるマルチホーミングが最適と考えられます。
具体的には図5に示すとおり、WiMAXのBSとその電波到達
範囲内のWi-Fiアクセスポイントを同一グループとして扱い、
両方のアクセス方式が同時に使えるサービスエリアを形成
します。このエリア内ではWi-FiとWiMAXの相互連携によ
り、Wi-Fi側の干渉や信号劣化を検出した場合に、瞬時に
WiMAX側に切り替えることが可能となり、安定性を確保す
ることができます。
4. まとめ
携帯電話や無線LANといった無線アクセス手段は、通信手
段として日常生活に欠かせないものとなっています。今後も、
ライフラインとしてのネットワーク・端末の安定性向上、およ
び様々なニーズに応える利便性向上への要求が強く求められ
ていきます。
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