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We introduce our Link Level Simulator and System Level Simulator, used to develop the base station 
for the Mobile WiMAX system. In this paper, we show the problems of the simulation for the whole 
service area of the cellular systems. And we propose the Total Level Simulator as a new idea to solve 
the problems.  
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1． はじめに 
移動無線通信の高速化が進み，ますます便利な世の中

へと発展してきた．高速化を実現するために，基地局や

端末の信号処理も時代とともに複雑化し，扱うデータ量

もハード規模も増加してきている． 
移動無線通信機器の開発では，開発の短期間化・高性

能化を目的としてシミュレーションによる検証が必須で

ある．セルラーシステムにおいて，シミュレーションに

より性能を確認するためには，複数の基地局と多くの端

末を含むサービスエリア全体のシミュレーションが必要

になる．これまでの取組みでは，基地局と端末間をシミ

ュレーションするLLSとエリア全体をシミュレーション

するSLSに分けてシミュレーションを行っている． 
本稿では，これまでのシミュレーション手法の課題を

明確にし，課題を解決する新たなシミュレータシステム

についての提案を行う．また，提案した新たなシステム

の有効性を考察する． 
 

２．移動無線通信 とシミュレーション 

２．１ 移動無線通信技術の発展 

移動無線通信は，セルラー形式(非IEEE系)の基地局～

端末間通信として，1970年代終りに開始されたアナログ

通信である第1世代にはじまり，1990年代に始まったデジ

タル方式の第2世代を経て，現在広く利用されている

W-CDMA，およびcdma2000の第3世代 (IMT-2000)へと

年々進化を続けてきた．近年では，高速なWebアクセス

や動画配信サービスなどをはじめとするマルチメディア

通信をいつでもどこでも利用したいというニーズから，

HSDPA等の3.5世代の機器が実用化された．この技術を

使って，新規キャリアの参入が行われ，伝送容量7Mbps
程度の高速通信を謳う機材が登場するなど競争の激化が

進んでいる．また，次世代の機器として，LTE(S3G)と呼

ばれる技術の開発も進み，数百Mbpsの通信が可能になる

見込みである．1) 
一方，有線LANをワイヤレス化した無線LANの高速化

も進み，近距離であれば100Mbps程度の通信をワイヤレ

スで行うことが可能になってきた．無線LANは経済性を

重視したシステムであり，民生機器として広まっている．

この無線LANのカバーエリアをセルラーシステム並に

広げることを狙ったシステムがWiMAX(IEEE802.16)と
呼ばれる無線通信技術であり，現在世界隔地で注目を浴

びている．WiMAXは有線LANと同じ系列の規格である

ため，インターネット側のインターフェースの親和性が

良く経済的なシステムを構築できる．日本でもWiMAX
に使用予定の無線周波数の免許がキャリアに認定され，

2009年に商用を開始する予定である．無線 LANと

WiMAXの違いは，カバーエリアの広さの違いだけでは

ない．無線LANは，通信に必要な場所だけを対象とした

通信をホットスポット的に行えば良いのに対して，

WiMAXは，それぞれの基地局がカバーするセルを密接

して配置し，全体として大きなエリアの通信を実現する．

このための仕組みとして，セル間を端末が移動しても途

切れないようにするハンドオーバーなどの機能を有する．

このような点は，非IEEE系の無線通信と似ている． 
このように，非IEEE系の無線通信と有線LANを祖とす

るIEEE系の無線通信がそれぞれ異なった形で発展して

きた．図1に示すように，最終的に両者の行き着く先は同

じ技術になるとも言われ，第4世代の無線通信になるので



 

は無いかと考えられる2)．第4世代では，1Gbps近くの伝

送容量をワイヤレスで通信することができ，有線LANに

よるインターネットと変わりなく使用することが可能に

なる． 
 

 
図１ 移動無線通信の変遷 

 
２．２ 機器の開発とシミュレーションの役割 

短期間で急激に発展してきた移動無線通信の機器開

発の特徴を挙げる．主に 5 つの特徴がある． 
a) 世代の移り変わりが早く短期開発が必要 

前節で述べたように,短期間の間に世代が移り変わ

っている.また,3G(第三世代)のように，世代の中に

も複数の世代に相当する技術改革のバージョンがあ

り，その度に機器開発が必要となる.このため，短期

間で開発を終えなければ開発競争に勝てない. 

b) 新しい無線技術が次々に取り入れられる 

世代もしくは世代内のバージョン毎にキーとなる無

線通信技術が新しくなっていく.例えば,第二世代か

ら第三世代の間には，シングルキャリア変復調→拡

散方式→OFDM と劇的に移り変わっている．このため,

新しい開発毎に,新技術の開拓と製品への適用のサ

イクルを高速に回す必要がある. 

c) 実現のための回路規模が非常に大きい 

最新の移動無線通信技術は，FFT や FIR フィルタな

どの重い演算処理を駆使している．近年の最新 LSI

技術を使っても回路規模が非常に大きくなる．この

ため，開発期間が多く必要であり機材も高価になる． 

d) 機器単体の評価を多くの側面から行う必要がある 

電波を使用した無線通信であるために，機器単体の

評価を行う際のパラメータが多い．例えば，基地局

と端末間の空間(伝搬路)は，一定ではなく気象変動

や障害物・端末の動きなどで様々に変化する．全て

の場合を評価することは困難なため，代表的なパラ

メータで行うが，それでも相当な数を評価する必要

がある． 

e) 無線通信機器単体の評価だけでなく，複数セルまで

含めた評価が最終的な品質になる 

d)で述べた基地局と端末間の評価は基本特性として

必要であるが，セルの中には多くの端末が存在する．

また，セルとセルの間も電波は飛び交うため，多く

のセルの状態を考慮して評価を行う．最終的には，

全てのセルとその中の全ての端末の挙動を把握して，

決められた品質を満たすことを確認しなければなら

ない． 

ここで挙げた主に a)～e)の特徴があるために，開発に

おいてシミュレーションを用いることが必須である．シ

ミュレーションを行うことで，機器を製造する以前に特

性の把握を可能にし，新技術の創造と検証を短期間で行

うことができる．また，様々な伝搬路特性を擬似的に作

り出し，基地局と多くの端末間の通信およびセル間の挙

動を模擬することが可能である．シミュレーションを確

実に行うことで開発期間の短期化を行っている． 
しかしながら，シミュレーションにも限界があり，回

路規模が大きいこと，伝送速度が高速になってきている

こと，多くのセル・端末を模擬しなければならないこと

から，シミュレーション時間が膨大になる傾向にある．

この課題の解決のために，Grid の導入や並列演算手法の

導入を行ってきた．これらの活動によって，十分ではな

いが，実用可能なレベルまで課題解決してきている．3) 4) 
 

３．シミュレータ詳細 

本章では，移動無線通信のシミュレータがどのように

構成されているかを説明し，現状のシミュレーションの

課題をまとめる． 
３．１ 移動無線通信におけるシミュレーション 

移動無線通信のシミュレーションを行うためには，複

数のセルに含まれる基地局と多くの端末全てをシミュレ

ーションしなければならない．しかしながら，演算量の

限界やシミュレータ規模が大きくなってしまうことから，

複数のシミュレータに分割してシミュレーションを行う

ことが多い．一般的には，一つの基地局と一つの端末の

通信状態を評価する Link Level Simulator (LLS)，および

複数のセルの通信状態を評価する System Level Simulator 
(SLS)に分けてシミュレーションを行う．以下に両者の特

徴を説明する． 
３．２ Link Level Simulator (LLS) 

一組の基地局，端末，および伝搬路をモデル化し，実

際の環境に近い条件でシミュレーションを行うシミュレ

ータである．基地局と端末はハードウェアを意識したモ

デリングを行うことで実機に近い特性を得ることができ

る．伝搬路は基地局と端末間で起きる自然現象をできる

だけ忠実に再現する．例えば，端末が移動することによ

り起きるドップラー周波数シフトやビル・山による電波

の反射によるフェージング現象や熱雑音によるノイズな

どをシミュレーションする．図2にLLSの構成図を示す．



 

ここで基地局から端末への通信をダウンリンク(DL)，端

末から基地局への通信をアップリンク(UL)と呼ぶ． 
LLSは，基地局と端末一組だけのシミュレータである

が，ハードウェアに可能な限り近い構成になっているた

め，演算処理時間を多く必要とする．特に，近年の移動

無線通信技術は，周波数帯域幅が拡大傾向にあり，FFT
やFIRフィルタなどの膨大な演算を必要とすることがそ

の原因である．また，伝搬路モデルについては，フェー

ジングやノイズなどの現象がアナログ的な要素を持つた

め，それぞれのパラメータの数が多く，その組み合わせ

数は非常に多くなる．LLSで特性評価を行う場合は，多

くの組み合わせの中から代表的な特性だけを計算して機

器の良否を判断せざるを得ないことが多い． 

 
図２ LLS構成図 

 
 

３．３ System Level Simulator (SLS) 
SLS は図 3 のように，複数のセル，複数の基地局，多

くの端末の動作を同時にシミュレーションする．一般的

には，シミュレーションするエリアを定義し，例えば，

数十程度のセルとその中に収容する基地局，および複数

の端末を配置する．SLS でシミュレーションする通信部

分は，基地局，伝搬路，端末の組み合わせによる無線の

通信部分が主である．これに加え，基地局と基地局間，

および基地局とネットワーク間の通信情報と制御情報を

シミュレーションする．このとき，基地局と端末間の通

信情報は実際の無線送受信動作や変復調動作を実機と同

じようには行わず，単なる通信情報としての信号の受渡，

すなわち，無線回線を有線のような通信路として表現し

て，伝搬路情報から通信品質だけを擬似的に与えること

を行う．このため，SLS を動作させるためには，LLS の

演算結果を使用することになる．例えば，SLS 内のある

基地局と端末間の伝搬路状態が，移動速度 50km/h，距離

1km とすると，この条件からフェージング状態と S/N 比

が求まる．このフェージング状態と S/N 比を，予め LLS
で計算済の S/N 対 BER 特性に照らし合わせて BER を求

め，SLS の通信路の状態として適用させる．この操作を

全ての基地局と端末に対して行い，セル全体，およびエ

リア全体のスループットや信号品質を求めることができ

る．SLS では基地局から見てネットワーク側の処理アル

ゴリズム，例えば，エラーが発生したときの再送制御や

無線回線への端末の割当スケジュールなどの評価を行う

ことが可能になる． 

 
 
 図３ SLS 概念図  (7 セルの場合) 
 

３．４ シミュレータの課題  
前節までに述べたように，現在の移動無線通信のシミ

ュレーションは，LLSとSLSを組み合わせてシミュレーシ

ョンを行っている．このため下記のような課題が発生し

ている． 
a) SLSで現実に忠実なシミュレーションが難しい 

SLSは，全ての基地局と端末間の振る舞いについて，

LLSで予め処理した計算結果の中から最も近いもので擬

似している．このため，実際の伝搬路情報とSLSで選択

したLLSの計算結果に差が発生する．端末数が多ければ，

その差の積み重ねで全体として大きな誤差を伴う．仮に，

LLSで取得するパラメータの標本化値を細かくして，SLS
の精度を向上させれば，LLSのシミュレーション実行数

が大きくなり，課題b)が顕著になる． 
b) SLSを実行するまでにLLSで多くの特性取得が必要 

SLSを実行する前に，必ずLLSの実行により基地局と端

末間の特性を取得する必要がある．ここまでに述べたよ

うに，フェージングやノイズのパラメータが多く，取得

する標本化値もある程度細かくなければSLSの精度が悪

くなるというa)の課題に繋がる．また，LLSは実際のハ

ードウェアに直結するため，ハードウェアもしくはそれ

を動かすソフトウェアに変更が生じれば，LLS特性を全

て取り直す必要がある． 

c) 基地局，端末のハードウェアがセルやエリア全体に

及ぼす影響を把握しにくい 

SLS実行前にLLSにより多くの特性取得が必要なため

(課題b)，ハードウェアの検討段階に，変更案がセルやエ

リア全体の特性にどのように影響するかを短時間で把握

することが難しい．セルやエリアへの影響を把握するた

めにはLLSとSLSを実行する必要がある．このため，ハー

ドウェア変更案を数多く試すためには，相当な計算リソ

ースが必要である．実際の開発では，これまでの経験に

より案を絞り込み，多少の最適化のずれは許容すること

が多い． 



 

 
４． 統合シミュレータの提案 
４．１ 統合化シミュレータＴＬＳ 

 前章で述べた課題を解決するため，SLSとLLSを統合化

したシミュレータ，Total Level Simulator (TLS)を提案す

る．TLSは図4のように，T-SLSとT-LLSの二つのブロッ

クから成る．T-SLSの配下にT-LLSを持ち，T-SLSから

T-LLSを駆動することができる．T-SLSは，SLSと同様な

インターフェースを持ち，出力する結果も同様である．

T-SLSを実行させる以前に，予めLLSをすべてのパターン

で実行させておく必要はない．T-SLSは，基地局と端末

間の伝搬路状態を定義すると，従来はLLS計算結果を参

照していた代わりに，T-LLSを実行する．エリア内の全

てのセルについて，基地局と端末の定義とそれに対応す

るT-LLSを実行する．TLSは，この手順でシミュレーショ

ンを行うが，このままではT-LLSの計算数が非常に多く

なる．それを避けるために，T-LLSの計算結果をデータ

ベース化し，同じパラメータでT-LLSの再計算を行うこ

とを避ける仕組みを持つ．また，TLSに求める結果の内

容をシミュレーション開始前に分析し，必要な基地局と

端末のT-LLSについてのみシミュレーションを行う．例

えば，エリア全体のスループットの要求はなく，特定の

セルのスループットだけを要求する場合は，要求のある

セル内のシミュレーションについてのみ計算を行う． 
  このように，TLSは最低限必要なシミュレーションを，

これまでの資源を有効に利用しながら処理を行う．すな

わち，シミュレータおよびシミュレーション環境の両方

を併せ持つシステムである．TLSの特徴について下記に

まとめる． 
a) TLSは，T-SLSとT-LLSの二つのブロックで構成 
b) T-SLSは，従来のSLS相当．T-LLSは従来のLLS相当 
c) T-SLSは，必要によりT-LLSを駆動し，その結果をデ

ータベース化する 
d) T-SLSは，過去に行った計算資源を有効利用し，同じ

計算を再度行わない．また，計算すべきターゲット

を分析して，必要最低限のシミュレーションを行う 
 

 

     図４ ＴＬＳ概念図 
 
 

４．２ ＴＬＳについての考察 
 次に，TLSがシミュレータの課題をどの程度解決できる

かを考察する．3.4章で挙げた課題a)については，TLSの
場合はT-SLSで必要となった基地局と端末の伝搬路状態

をそのままT-LLSでシミュレーションする．このため，

実際のモデルに忠実なシステムシミュレーションができ，

a)の課題を克服すると考える．課題b)については，TLS
を実行させるまでにLLSの実行の必要はない．このため，

直ぐにシミュレーションを開始することができ課題を克

服している．但し，従来手法では，LLSを予め取得する

ことでSLSの実行は短時間で済んだ．TLSでは，T-LLSの
データベースが充実するまではTLSの実行に長時間を必

要とする．データベースが充実してくると従来のSLSと
大きく差の無い時間で実行が可能になる．最後に，課題

c)については，ハードウェア変更を行うと，関係する

T-LLSのデータベースがリセットされ，ハードウェア変

更を即時反映することができる．このため，変更後直ぐ

にシミュレーションを行うことが可能．従来手法では，

LLSを全て実行し直す時間が必要であった． 
 このように，TLSの概念を取り入れることによって，シ

ミュレーション作業時間の無駄を省き，フレキシブル性

の高いシミュレーションシステムを導入することが可能

になる．  
 
５．まとめ 

移動無線通信のシミュレーション手法について解説

を行い，その課題を明確にした．また，課題を克服する

新たなシミュレーションシステムTLSを提案し，考察を

行った．現在，このTLSを実際に開発して運用すること

を検討中である．TLS開発のマネージメント的な課題は，

我々開発者はシミュレーション単体の開発に対しては，

スキルを有して日々取り組んでいるが，シミュレーショ

ン環境まで含んだ開発については，スキル不足のため敷

居が高く感じることである．このため，シミュレーショ

ンシステムを自由に構築することのできるツールや開発

環境を探し出し，TLS開発に有効利用することも問題解

決の一つの手段になると考える． 
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