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セルラ移動体通信網のトラヒッタモデル  
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且． はじめに  

旧い空想物語の例で言えば，鉄腕アトムが空を飛び  

ながら地上のお茶の水博士と話したり，バットマンが  

無人のバットマンカーを呼び寄せたりするときには，  

移動体が通信している．   

現実的な例では，ラジコン，ワイヤレスマイク，  

コードレス電話，ポケベル，PⅡS，携帯電話（最近で  

は「ケ一夕イ」と片仮名で書く），カーナビや，船，飛  

行機，人工衛星との通信も移動体通信である［1，2］．こ  

れらの移動体通信の本質的特性は無線通信であり，有  

線通信を用いた伝統的な電話，ファックス，パソコン  

通信，もAN，銀行のオンラインシステム，インターネ  

ット等と区別される．   

有線通信では鋼線や光ファイバーのような「線」を  

通して情報が伝えられるのに射し，無線通信が情報を  

伝える媒体は真空そのものであり，その電磁気的性質  

の周期的な変化が真空中を伝わるのが電磁波（簡単に  

「電波」という）である．従って，無線通信は電波の届  

く所はどこでも通信できるという利点があるが，同時  

に，周りの電磁気的活動の影響を受けやすく（雑音，  

電波の干渉），また周りに影響を与えやすい（病院内  

での携帯電話の使用禁止）ことになる．トラヒッタモ  

デルの観点からは，有線通信の回線容量が近年の光フ  

ァイバー技術の飛躍的進歩によりほとんど無限大であ  

るのに対し，無線通信で利用できる電波の周波数帯は  

有限である（「電波の窓」と呼ばれる1～10GⅡz帯よ  

り低い周波数は雑音や電離層の影響を受けやすく，そ  

れより高い周波数は空気や雨による減衰がある）。ま  

た，同じ地域で同じ周波数帯を同じ符号を使って同じ  

時間に，複数のユーザが通信することはできない．従  

って，無線通信においては，有限の資源を複数のユー  

ザに効果的に配分するというORの応用が生まれるこ  

とになる．  

本稿では，多種多様な無線通信システムのうちのセ  

ルラ移動体通信網について，そのトラヒックモデルと  

それに関連する確率モデルを紹介する．この通信網  

は，陸上のサービス地域をいくつかのセルと呼ばれる  

無線ゾーンに分割し，各セル内の固定基地局とそのセ  

ル内の移動体が通信するシステムである．セルラ方式  

は，昔の自動車電話，現在の携帯電話とPHS，近い将  

来のパーソナル通信等で用いられている．無線通信の  

各サしビスには，国際及び国内機関により，使用可能  

な周波数帯が指定される．与えられた周波数帯を，各  

ユーザの使用に必要な幅で細分化して，それぞれをチ  

ャネルと呼ぶ（テレビの「チャンネル」と同じ意味で  

ある）．どの程度まで細かく分割できるかは，無線通  

信技術の問題であり，トラヒッタエ学は，与えられた  

チャネルを効率良くユーザに配分することに係わるこ  

とになる．   

本稿は網羅的サーベイを目指したものではないの  

で，著者の主観に基づき，最も基本的なモデルのみを  

記述し，文献の引用も最小限にとどめた．  

2．チャネル使用方式と性能尺度  

本章では，各セルにチャネルを割り当てる方式と，  

割り当てられたチャネルを複数のユーザに使用させる  

多元接続方式を分類し，サービスの提供者（通信事業  

者）とユーザ（加入者）から見た性能の尺度について  

述べる．  

2．1 チャネル割り当て法  

あるサービスに使用が許可されたすべてのチャネル  

をサービス域全体のユーザで共有する「大ゾーン方  

式」は，資源を最大限利用できるという「規模の経済」  

と，移動するユーザの位置の追跡が不要であるという  

管理上の利点があるものの，無線通信網の場合には，  

電波の出力を大きくしなければならず，従って干渉が  

増加するという欠点があるので，採用されていない．   

サービス域をセルと呼ばれる小ゾーンで敷き詰め，  
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戒、要であること等である巾   

多元接続チャネルにおける競争型方式の代表は少パ  

ケット鯉線網（特に衛星通信）用のA餌α臥ÅとイーJサ  

ネッ＝「漉針欄のα馳摘．である。後者を地上バケツ恥  

鯉繚網に」巨錮、ようとすると．，電波が儲かない所にいる  

ニLhし・仙－ザからの送信が感知できないという隠れ端末間  

畏竃が生じるか ポー∴リング畢卜山タンパッシンダのよう  

針紺御数万磯瀾∴撫練網では制御情報の伝搬に時間が  

かかるので＼即時通信が要求される電話網には適さな  

いとこ思われる1。   

混合方式の代衷である予約方式はタ例えば，短い予  

紺軋祈町再針各ユ山ザがA軋の斑A方式で用いてデし｛  

夕送信時刻の予約をh行ない，データ薗体の送信は予約  

どおりに時間分割で行なうことにする方式である。こ  

れはヅ衛星による船舶∵航空機用無線過信システムで   

‥、′・・●  

莞「式と釧m軋軋英一式を併偏する拡散Å臥⑬盟Å方式で  

はF時間的にかなり藍なった送信でも符号が干渉しな  

ければ螢傾が成隠す】るので効率が隊帖後者の性能解  

析にはトラ1ごツタ理論と情報理論を融合して用いる。  

．          ・∴：  、  

回線の伝送品質が非常に良い有線網と異なり，無線  

チャネルのどットエラし一■M率は雑音や干渉のため高くな  

り，ぞ1れがトラヒッタ量と相互依存する。具体的には，  

デ㌦一・夕通信の場合yエラーhⅥ一 による再送信が増えてトラ  

ヒッタ塞が増加する（音声なら多少のエラ・一皿は簸視で  

きる〕 ま紅パ北側．叙網ではセル内外からの送信者の  

数が干渉のレベルとしてビットエ鴫ラー率に影響する。   

通話中にいぐつものセルに渡って移動する鳥山ザに  

き二って殿も良いサー血Mビスは，（相手が話し中の場合を  

除いて）電話がすぐにかかり，通論が最後まで完了す  

ることである。これを実現するためには，サ山ビス提  

供者（通信車業者）は升剛寺に通話すると考えられる  

ふ」ザの数だけチャネルを用意しておかなければなら  

ないがy、サ、小一ビスに許可されるチャネルの数ほそれよ  

りもはるかに少ない、，従って少 通信事業者の圏的はタ   

、     、 ・・、、     ！・；・、・・・  

とにより，彼らの満足度を▼一山起臥ヒに保ちながら，で  

きるだけ多くの加入者を・収容することである。   

あるセルにいる皿－劇ザが電話をかけるときyそのセ  

ルに割り当てられているすべてのチャネルが使用中で  

あるために電話がかからないことを～．新しい呼の狩場  

とパパう、うまいぐあいに空きチャネルがあって電話が  

オペレーーーションズひリサー¶チ   

各せルで低偲カの電波を使用すると，十分に離れたセ   

′・      ・・ ・・‥：l．・・       ′．  

なむ－、）この性質を利用して，地理的に離れた別のセル  

に同じチャネルを割り当てることができる阜 これを周  

波数の壁間的丙帝機済とルー射割欄当てパ針州ンには，  

閣じチャネルをれパ㌔ または3、セル分だみナ離れたセル  

に割り当てる3汐′7，］L3周波数繰り返しカb式等がある。   

サヤ・ネルのセルへの割り当てを適用期間中は変えな  

、   ・■    ・・．・・      －－－ ・・   

・    ・、・、                  ニ  

ル閣で不均衡にな」がても夕 空車■ぞ亮一るチャネルをやり  

とりすることばできなひ1。トラヒッタ量の時間的変化  

に相応してチャ射レを割り卦ぐる方式を動的伊・ヤ轟ル  

割側壁針だと呼ぷ。これによりチャネルの有効利用が図  

れるが＼集塵管理でこれを行なうためには，サ、－ゼス  

減食俗に渡って時々刻々のトラヒッタ塞きニチャ凍りレの  

健用状況を把捉して射る必要がある“またp分散管理  

では安定ノ身レ臨と東城的畿適化が殊しレー。   

、  、‥ ご 一  

ゴiっ汐〕セルの申で基地局からすべての移動体に遠慮  

す計放送訝傑轟飽では押送信を基地局だけで完全に制  

御できるので，例」えば時分割多重で各点∵ザに送信  

すればよむ－。これに対してpセル内の多数の移動体か  

ら基地燭／＼送信する多元接続チャネルでは夕送信の衝  

突を避けるために様々な方式が用いられている心血・般  

に，チャネル資源を複数のエh－ザが共同便用するとき  

には歩（1）分割型方式少（2）競争型方式夕（3）削御型方  

式フ及びそれらの混食方式が考えられ，それぞれ適用  

対象に応じて利点と飯盛がある。このうちセルラ移動  

体通信網で蓋に使われてルーるのは分割型方式である。   

分割型方式とは，利用可能なすべてのチャネルを  

・・   ●・  ・・ミー：ヽ ．一   － ●  

ムと呼ばれる一一定時間を細分化する時間分割多元接  

続（誉錮MÅ）少周波数帯を細分化する振動数分割多  

義接続欄那錮飢明，憎瀾をディジタル符号化するとき  

に「一俵交サる」符骨を割り当てる符号分割多義接続  

膵防組郎等がある。乳且で述べた周波数の空間的再  

利眉馴ま空間分割多元接続（溺DMÅ）である、，分割方式  

の利点はタ電話のような定常的距ラヒッタに対して伝  

送の量¢質小過延を保証できることであるが，欠点は，  

一時的に使用していないとき（例えば∴露語で無音声  

のとき）でも資源を割り当てておかなければならない  

無駄が生じること夕晴勤しているごユー山ザの数の管理が  
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で与えられる。ここで，P＝スル及び〆＝Å′ルであり，  

P（0）は規格化条件∑呈＝Oj⊃（た）＝1から決められる．   

Poisson過程として発生する呼の発生直前のセルの  

状態は平衡状態におけるセルの状態と同じ確率分布  

に従うので，新しい呼の呼損率Pあとハンドオフ呼の  

呼損率Pゐは   

C  

Pあ＝∑p（あ）；j袖＝P（c）  

た＝e－g  

（2）  

で与えられる．  

乱2 セルラ網のモデル  

次に，セルラ綱全体を考える．セルラ網は乃個のセ  

ル1～れから成ると仮定する。セル遠について，3．1に  

示したトラヒッタ特性のパラメタはすべて添字宣を付  

けて表すことにする。さらに，ユーザがセル玄に滞在  

する時間は平均が1ル古の指数分布に従うと仮定する．  

また，ユーザのセル間移動は確率的に考えて，セル壱  

を出たユーザがセルブに移動する確率をγ豆ブとし，サー  

ビス域の外に出る確率をγ戎eとする（すべての盲につい  

て，∑；＝17盲ブ＋7言e＝1）・このときセル哀で発生する  

ハンドオフ呼の発生率は，他のすべてのセルからハン  

ドオフで出て行くもののうちセル首に入ってくるもの  

を集めて   

ス…＝墓場刷り） 
（3）  

で与えられる．従って，添字付きの式（1）と式（3）は，  

パラメタq，飢，右，捗〝ゎ及び¶メが与えられたと  

きの未知数Å；（1≦盲≦和）に対する非線形連立方程式  

になっている．この解は固定点法と呼ばれる数値計算  

で求めることができる．   

セル宜で発生する新しい呼の3通りの運命の確率，  

すなわち，最初に呼損となる確率Pる（盲），通話途中で  

強制切断される確率即（盲），及び通話が最後まで完了  

する確率pc（古）を計算する。ガ紳）と，セル盲へのハン  

ドオフ呼損の確率Pた勒ま、添字付きの式（2）で与え  

られる．また，セル盲において，ハンドオフの前に通  

話が終了する確率は  

かかったとする．ユーザが通話中に隣りのセルに移動  

するときには，移動先のセルのチャネルに乗り移らな  

ければならない。これをハンドオフといい，移動先の  

セルに空きチャネルがないためにハンドオフができな  

いことをハンドオフ呼損という．通信事業者の主たる  

関心事は新しい呼の呼損率とハンドオフ呼損率の低  

減であると思われる．しかしながら，通話中にいくつ  

ものセルに渡って移動するユーザはセルの境界を認識  

するわけではないので，彼にとって重要なことは，通  

話中にどこかでハンドオフ呼損が起こり通話が強制  

切断されるか，通話完了できるかということである。  

凱 トラたックモデル  

本章では，周波数分割セルラ通信網のトラヒックモ  

デルを紹介する。伝統的なトラヒック工学の用語に従  

って，それぞれの通話を「呼（こ）」と呼ぶことにする．  

乱且 単咄セルのモデル  

c個のチャネルが割り当てられた1つのセルを考え  

る［3］．そこでは新しい呼とハンドオフ呼がそれぞれ  

率入と入′の独立なPoisson過程として発生すると仮定  

する．ここで，チャネルの使用に関して，ハンドオフ  

呼を新しい呼よりも優遇することにする。なぜなら  

ば，既に進行中の通話を継続させる方が新しい呼を開  

始させるよりも重要であると考えられるからである  

（高速道路が混んでくると入り口を閉鎖するのと同じ  

理由である）。ハンドオフ呼を優先的に扱う1つの方  

法は，C個のチャネルのうちガードチャネルと呼ばれる  

g個のチャネルをハンドオフ呼専用にとっておく保留  

優先方式である．すなわち，ハンドオフ呼はすべての  

チャネルを使うことができるが，新しい呼はc－g個ま  

でのチャネルしか使うことができないようにする。新  

しい呼とハンドオフ呼の通話時間は平均がり〃の同じ  

指数分布に従うと仮定する（指数分布の「無記憶性」  

により，途中の任意時点からの残余通話時間も同じ指  

数分布に従う）．このセルにおいて通話中の呼の数を  

セルの「状態」とすれば，その推移は出生死滅過程と  

呼ばれる確率過程となる．このとき，平衡状態におい  

て，通話中の呼の数が彪である確率タ（ゐ）は   

J〉くメ）  

〃壱 Pe（i）＝＿  

机＋レ盲  
（4）  

（β＋〆）ゐ  である．これらを用いて，セル古からセルブへのハン  

ドオフが起こり成功する確率は  

昂メ＝（トpe（盲））Ⅵゴ（1－βゐ（ゴ））  （5）  

（7）261   

1≦ゐ≦c－g－1   

C仙g≦ゐ≦c  

（1）  

（〆）ト（c‾g）  

タ（0）（ク＋〆）仁一g  
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で与えられる。さらに，溺在七月／盲に㍑－る呼が綱の  

どこかで通話完了する確率好古は，再生理論的考察によ  

机：掛経式  
m  

・ 一、 ‾‥、・  

ブ＝1  

′．・・  

を満たすことがわかる∫，この線形連立方程式は数値計  

算で解く。その解から，蔵終的に  

デル，音声とデータの統合通信のモデル等である【6］。  

デー血夕に誓沌－ては送信遅延時間が性能尺度となるが，  

これらの薫ザルの解析の方法は，基本的には上で示し  

たものと閣磯であると言える孤  

軋＋関遮閻魔確率篭デル  

本節では，セルラ移動体通僧綱のトラビックをデル  

に関連のある確率モデルを3つ紹介サる。   

、    ・・・． ∴ －・、上 、  

ノしぼ少電話を掛けたときに話し中であれば少し時間  

を，おいて掛け渡サ。従・つて，新しい呼と掛け直しの呼  

の発盤を区鰯緋する闘将のある梼ち行列モデルが伝統  

的な電話網の解析におレーて多く提案されている［7】p   

この1モデルによれぼク  システムの状態は通話中の  

こ三晶晶・ザ数と悶呼準備中の皿ヤザ数という空つの変数で  

表され嵐．新しい呼は炉0嵐sso皿過穫に従って発生する。  

このとき少 導》1しすべてのチャネルが使用中であればタ  

その呼は帝呼準備の状態となりタ例えば指数分布に従  

う時間の後に再呼を試みるとしてモデル化される。   

ハンーJこ、オフ呼のためのガ山Hドチャネルを設定したセ  

ルラ網のモデルにヨ、n－ザの再呼行動を取り入れると  

きにはタ呼損となる新しV－呼の蒋呼とともに声ハンド  

オフ時に強制切断された呼が再呼をあきらめる確率  

等も導Åすると，また種々のモデルができあがると思  

われる召  

・・‥．；、．上1コ  

ユ山ザがサ山ビ戊地域内を移動する過穫をトラヒッ  

タモデルに直接取り入れることは難しいじそこで＼畢  

純に，セル内滞在時間は適当なパラメタの指数分布に  

従うと仮定して簡単な理論革デルを作るのであるが，  

求める性能尺度が呼損率のようなきわめて観いもの  

であれば∴控ル内滞在時閤の分布の形はあまり影響し  

ないであろう。また，セル内でのチャネル保留時間は  

指数分布に従うと仮定できるとも言われている巨鯨   

セル内滞在時間を計算するための幾何学的確率モ  

デルとして，半径即の円内の任意の点から専確率で任  

意の方向に向かう半直線が円周と交わる点までの距  

離gを考える。厨の分布の密度関数は   

醐二ノ許≡両帝 り≦£≦2γ（9）  

で与えられ紅鶴寅直ぐに進むと仮定されるユ仙ザの  

移動の速さをⅤとすれば，新しい呼の発生からハン  

オペレーションズ。リサーチ   

脛㌔（彦）＝（乱Ⅶ朋（或））（且仙訂或）  

脛e（威）ニニニ（胤叩厨あ（或））Ⅳ盲  
－、●、  

が得られる。   

網内の任意の呼臆対する呼損夕強制終了，及び通話  

完了の確率を求めるには，Pあ（盲），即（言），及び腰c（盲）を  

それぞれ各セルにおける新しい呼の発生率で重みづ  

けして平均を・とればよ』㌔  

遜。忍 横形式解  

遜。胤に示された単仙Dセルのをデルにおいてガレドチ  

ャ射レを設定しな‰－（邸＝0）場合にほp新しい呼とハ  

ンドオフ呼の区別が無くなりタ このとき式（且）は待ち  

行列論の記号で瑚呵c／cと表される即時系に対する  

「打ち切られた㌘oi＄Sのm分布」になり，式（2）で与えら  

れる呼損率は有名な忍野鼠盈mg呼損式となる。もし声セ  

ルラ網の各セルが独立にふるまうならばsセルラ網全  

体のシステムの状態の確率分布は式（且）の形の式の積  

で尊えられる。しか電．。′ながら，各セルが独立でない場  

合でも，矩－くつかの特殊な場合には夕鴇形ま解  

・ 
、、   

∵．．  

（8）  

汗ふ、・・」・・・∵、、、、 ・．    、． ．、．、‥  

は各セルで通話中の呼の数を表すベタ恥ルタ Ⅳは適  

当な行列，瓜は各セルで使用可能なチャネルの数に基  

づレもて作られる適当なべク恥ルである。横形式解をも  

つ有線即時系通信網の例が本特集号のE馴こ示されて  

u、るぬ セルラ無線通僧綱でほ，動的チャネル割り当て  

の理想的上界と考えられる愚衆♂等ッキンダやp CDMÅ  

方式のゼルラ綱に対ずるセル間の干渉を考慮したモ  

、－．．・：・－．J、、   

本章で示したようなモデルを基本としてタ非常に多  

くの変形d拡張モデルが研究されている。例えばタハ  

ンドオフ呼を優先的に扱うために待ちを許すモデルタ  

セルラ網におむ－て矩ラヒッタの多いセルを細分化して  

▽イタⅢセプレやさらにピコセルを構成する階層型モ  

慧鎧霊（8）  © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



ドオフまでの時間7支の期待値は  

勒］＝糾妄］  

なシステムの性能評価に対する理論的研究の効用は，  

現実のシステムの詳細な複製にではなく（そのためな  

ら，精巧なシミュレーションモデルを実測トラヒック  

データで駆動すればよい），抽出されたキーパラメタ  

を用いて単純なモデルを作成し，それらのパラメタが  

システムの動作に与える影響を明確に示して，システ  

ム設計の基礎的指針を与えることに求めるのが適当  

であろう．  
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（9）263   

（10）  

で与えられる．また，半径γの円周上の任意の点から  

円内に入ったユーザが直線的に進んで再び円周と交わ  

る点までの距離yの分布の密度関数は  

；好  

舟（∬）＝   0＜£＜2γ （11）  2㍗即  

で与えられ，通話完了しないハンドオフ呼のセル内滞  

在時間7Yの期待値は  

7rγ  

2月［Ⅴ］  

居［苅′］＝  （12）  

となる［9】．これらの結果はセルの大きさとユーザの  

移動速度からトラヒッタモデルで用いるパラメタの値  

を決めるのに役立つだろう。  

4。3 確率的Vbronoi図  

幾何学的確率のもうひとつの応用として，サービス  

地域内における基地局やユーザの分布を，2次元平面  

上のランダムな点過程としてとらえ，その構造の確率  

的特性をセルラ網の特性に関連づけようとする研究  

がある［10】。最も簡単なモデルでは，基地局とユーザ  

がそれぞれパラメタÅβとÅuの2次元Poissom分布に従  

って分布すると仮定する．基地局の分布が与えられる  

と，その周りの「勢力範囲」を示すVbromo星図を措く  

ことができる．このとき，各基地局の勢力範囲の中に  

存在するユーザの数Ⅳは，セルラ網の設計にとって  

重要なパラメタである．この確率変数Ⅳの平均と分  

散は  

瑚＝窒，Ja酔告＋0・280（告）2（13）  
であることが（結晶の成長過程のモデルの研究から）  

知られている。同じ設定において，有線網の設計に有  

用と思われる，勢力範囲内のすべてのユーザから基地  

局までの距離の総和エの平均と分散も計算できる．こ  

のような結果をトラヒックモデルと融合させると，セ  

ルラ網のマクロな設計に使えるであろう。  

5。 ぁわりに  

本稿でほ，セルラ移動体通信網の基本的なトラヒッ  

クモデルを示した．携帯電話会社がこのような理論モ  

デルの解析を応用して通信網を設計しているのかど  

うかを，筆者は寡聞にして知らない。このような複雑   
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