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あらまし 移動通信システムの伝送特性は移動伝搬特性に大きく依存するために，移動伝搬の研究に多くの努
力が注がれてきた．また，システム評価及び設計のために，移動伝搬特性をモデル化した “チャネルモデル” に
ついて検討されてきた．評価対象のシステムの進化に対応するために，チャネルモデルは進化を遂げてきた．一
方で，チャネルモデルが複雑になり，内容の理解は容易ではなくなった．ただし，新たなモデルが開発される際
には，従来のモデルに機能を追加する場合が多く，進化の過程を段階的に理解することにより，近年の複雑なモ
デルについても理解が容易になると考える．本論文では，第 1 世代から第 5 世代までのチャネルモデルの理解を
深めるために，世代間の関係性に着目して，各モデルの概要を解説する．
キーワード 移動伝搬，チャネルモデル，MIMO チャネルモデル，Geometry based Stochastic Channel
Model

性（基地局における出射/移動局における到来角度特

1. ま え が き

性）をモデル化した MIMO チャネルモデルが検討さ

移動通信システムの伝送特性は移動伝搬特性に大き

れた [3], [4]．また，現在，研究開発が盛んに進められ

く依存するために，移動伝搬の研究に多くの努力が注

ている第 5 世代移動通信システム (5G) では，広帯域

がれてきた．また，システム評価及び設計のために，

の確保が比較的容易である 6GHz〜100GHz の高周波

移動伝搬特性をモデル化した “チャネルモデル” につ

数帯の検討が利用されており，上記の周波数帯に対応

いて検討されてきた．チャネルモデルの機能は，評価

するためのチャネルモデルが検討された [5]〜[7]．ま

対象であるシステムの利用環境，周波数及び伝送技術

た，MU-MIMO, Massive MIMO 等の評価用モデル

等に依存するため，システムの変遷に伴い変化してき

が提案された [5]〜[7]．

た．例えば，第 1 世代のアナログ自動車電話において

上記のように，移動通信システムの進化に伴い，伝

は，セルサイズを検討するためのパスロスモデルや，

送技術も高度になっており，それらの評価に対応する

移動局の移動に伴い発生するフェージングによる伝送

ために，チャネルモデルも進化を遂げてきた．一方で，

特性の劣化を検討するための瞬時値変動のモデル化が

チャネルモデルは複雑になっており，近年のモデルの

主に検討された [1], [2]．近年では，MIMO (Multiple

内容の理解は容易ではない．ただし，新たなモデルが

Input Multiple Output) 伝送特性を評価するために，

開発される際には，従来のモデルに新たな機能を追加

基地局 (BS) 及び移動局 (MS) における電波の空間特

する場合が多く，[8] が第 3 世代までについて解説して
いるように，進化の過程を段階的に理解することに
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る．第 3 世代以降では，一般的に広く利用されている

ITU-R 及び 3GPP で標準化されたチャネルモデルに
ついて説明する．第 1 及び第 2 世代については，シス
テム評価に必要なモデルを網羅的に定めたチャネルモ
デルは標準化されていないため，各世代のシステム評
価に関する文献を参考にして，主なモデルについて解
説する．なお，第 3 世代以降の標準化モデルは，シス
テム評価のためのリンク及びシステムシミュレーショ
ンを実施するためのモデルであるため，第 1 世代及び
第 2 世代についても，主にシミュレーションに利用さ
れるモデルについて述べるが，シミュレーション以外

図 1 チャネルモデルの基本 3 要素
Fig. 1 Three elements of channel model.

の用途についても本文中で簡単に触れる．また，標準
化モデルは複数のオプションモデルを備えている場合
があるが，システム評価の際に，主に利用されたモデ

る点で，基本的なモデリング手法は，現在まで大きく

ルについて解説する．本論文では，2. で各世代のチャ

変化していない．一方で，ファストフェージングモデ

ネルモデルに共通する要素について述べるとともに，

ルについては，ディジタル変復調，CDMA, MIMO 等

比較的理解が容易な基礎的なチャネルモデルとして，

の伝送技術の進化とともに，大きく変化しており，モ

第 1 世代から第 3 世代のチャネルモデルについて解説

デルの進化の観点からは，最も着目すべき要素である．

する．次に，3. において，MIMO システム評価用に

なお，全世代で共通はしていないが，第 1 世代か

開発された第 4 世代及び第 5 世代のチャネルモデルに

ら〜第 3 世代までは，見通し外 (NLOS) 環境を前提と

ついて述べる．最後に，4. でまとめを述べる．

したモデルが主となっており，第 4 世代以降は，見通

2. 移動通信におけるチャネルモデルの基礎

し内 (LOS) も考慮した検討を行っている．

2. 1 チャネルモデルの基本 3 要素

概要をまとめる．以降の各節で各世代について詳しく

各世代のチャネルモデルに共通する要素は，図 1 に

述べる．

示す 3 要素，すなわち，瞬時値変動（ファストフェー
ジング），中央値変動（シャドウフェージング）及び

表 1 に各世代の通信システム及びチャネルモデルの

2. 2 第 1 世代：アナログ自動車電話方式及びチャ
ネルモデルの特徴

距離変動（パスロス）である．なお，各変動を示す用

第 1 世代のアナログ自動車電話方式は，主に 800MHz

語について，近年の標準化においては，括弧内の用語

帯を利用しており，主な伝送技術としては，FM 変調

が利用されているため，以降これらを用いる．各変動

などのアナログ変調とファストフェージングによる伝

については，多数の文献で解説されているが [9]〜[15]，

送特性劣化を補償するために，空間ダイバーシチが利

以下，簡単に説明する．ファストフェージングは，数

用された [1], [2]．なお，以降の各世代のチャネルモデ

波長程度の短区間内においてマルチパスにより生じる

ルの解説では，2. で述べた 3 要素に対する主なモデル

変動である．シャドウフェージングは，数十〜100m

について述べる．

程度の区間において生じるファストフェージングの短

ファストフェージングモデルは，図 2 に示す MS に

区間内の中央値（短区間中央値）の変動である．パス

振幅が同一で位相がランダムな複数の波が水平面内

ロスは，短区間中央値の長区間内における中央値の送

で一様に到来する Jakes モデルが一般的に利用され

受信局間距離に対する変動である．

た [1]．本モデルは，レイリーフェージングを発生さ

先に述べたように，これらは各世代で共通の要素で

せるモデルであり，一例として，空間ダイバーシチ利

あり，チャネルモデルの進化とは，通信システムの進

得の評価に利用された．上記の評価に重要なパラメー

化に対応するために，上記の 3 要素に修正を加えた過

タとして，図 2 に示すように，アンテナ間隔と受信レ

程といえる．ただし，パスロスモデルは，現在でも測

ベル変動の相関がある．ここでは，Jakes モデルによ

定データを重回帰分析した推定式が主流であることや，

る計算結果を示しているが，相関係数は到来波分布に

シャドウフェージングは，対数正規分布を利用してい

依存する．到来波分布をモデル化することにより，ア
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Table 1

表 1 移動通信システム及びチャネルモデルの変遷
Transition of mobile communication systems and channel models.

における市街地及び郊外地の測定値が報告されてい
るが，6〜8dB を代表させる場合が多いとの報告があ
る [11], [15]．
パスロスモデルとしては，測定値をベースとした
伝搬損失推定式で 150MHz〜1.5GHz へ適用可能な奥
村—秦式が代表的なモデルであり，本モデルを用いた
システム評価例が報告されている [2], [15]〜[17]．
奥村—秦式をはじめとして，本章で取り上げた各モ
デルの詳細については，多数の文献で解説されている
ため，それらを参照されたい [1], [2], [9]〜[17]．

2. 3 第 2 世代：ディジタル自動車電話方式及びチャ
ネルモデルの特徴
第 2 世代の代表的なシステムとしては，欧州で標
図 2 Jakes モデルとアンテナ間の受信レベル相関
Fig. 2 Jakes model and correlation of received levels
between two antennas.

準化されて世界的に利用された GSM (global system

for mobile communications) がある [18]．日本国内
では，PDC (Personal Digital Cellular) が利用され

ンテナ間隔より相関係数を求めることができるが，第

1 世代の方式評価では，無相関の場合，若しくはアン
テナ間の相関係数をパラメータとして与えた検討が多
い [2], [9]．
シャドウフェージングのモデルとしては，一般的に
対数正規分布モデルが利用された [1], [2]．これは，短
区間中央値のデシベル値が正規分布するモデルである．
本モデルは，サービスエリア内において所望のサービ
ス品質を満たすことができない場所的劣化率の評価
にも利用される．評価の際には，対数正規分布の標準
偏差が重要なパラメータとなり，100MHz〜3GHz 帯

た [19], [20]．周波数としては，日本国内では，主に

800MHz 帯及び 1.5GHz 帯が利用された．技術的な特
徴としては，GMSK, QPSK 等のディジタル変復調を
利用したことがあげられる．
チャネルモデルにおいて，シャドウフェージングモ
デル及びパスロスモデルは，第一世代と同様なモデル
が主に利用された．第一世代との大きな違いは，ディ
ジタル通信の導入により生じる符号間干渉の影響を評
価するために，ファストフェージングモデルに，図 3
に示す伝搬遅延を考慮したモデルを用いた点である．
実環境における，遅延波のフェージングは，図に示す
733

電子情報通信学会論文誌 2019/11 Vol. J102–B No. 11

ように，帯域で決まる遅延分解能内の電波が合成さ

door 環境），Outdoor to indoor and pedestrian test

れることにより生じるが，方式の評価では，各遅延波

environment（Pedestrian 環境）及び Vehicular test

をレイリーフェージングさせるタップ付遅延線モデル

environment（Vehicular 環境）の三つの環境を定義

（Tapped Delay Line model，以降，TDL モデル）が

して，環境ごとのチャネルモデルを定義している点が

よく利用された [13], [21]．また，実環境における遅延

あげられる．

プロファイルは複雑な形状であるが，第 2 世代システ

パスロスモデルは，送受信局間距離などをパラメー

ムを対象とした符号誤り率の評価において，遅延プロ

タとした推定式を採用しており，Indoor 環境には，

ファイルの関数は符号誤り率にあまり影響を与えず，

COST231 に基づいたモデルを，Pedestrian 環境及び

遅延スプレッドと密接な相関関係があるとの報告が

Vehicular 環境に対しては，Xia らによって開発された

あったために，図 3 に示す簡易な 2 波モデル若しくは

モデルを採用している [26], [27]．ここで，COST231

指数型 TDL モデルがよく利用された [13], [18]〜[23]．

や Xia に開発されたモデルは，計算式に代入するパ

また，空間ダイバーシチを考慮したシミュレーショ

ラメータが多い比較的複雑な計算式であるが，各パラ

ンを行う際には，各遅延波についてアンテナ間の相関

メータに，各環境の典型値を代入して簡易化した下記

を与える必要があるが，基地局における到来波をガウ

の形式のモデルを方式評価用に示している．

ス分布であらわすモデルが提案されており，基地局ア
ンテナの間隔より求めた相関係数を用いた評価が行わ
れた [24]．

2. 4 第 3 世代：IMT-2000 方式及びチャネルモ
デルの特徴
第 3 世代では，初めて世界統一方式として IMT-

P L = α log(d) + β log(f ) + γ

(dB)

(1)

ここで，P L はパスロス (dB)，d は BS-MS 間距離，f
は周波数，α，β ，γ は，それぞれ定数である．このよ
うな形式のモデルは ABG (Alpha Beta Gamma) モ
デルとも呼ばれ，以降の世代でもよく利用される [5]．

2000 が標準化された [25]．日本国内では，周波数とし

シャドウフェージングモデルは，従来と同様に，対

て主に 2GHz 帯が割り当てられた．技術的な特徴とし

数正規分布モデルを採用しているが，移動局の移動距

ては，アクセス方式に CDMA を採用した点である．

離に対する短区間中央値の自己相関特性を

チャネルモデルは，IMT-2000 の評価ガイドラインを
規定した勧告である ITU-R, M. 1225 において，初め
てシステム評価に必要なモデルの要素が網羅的に定め
られた [25]．モデルの構成要素は，TDL モデルを利用

R (Δx) = exp(|Δx| ln 2/dcor )

(2)

で与えている．ここで，Δx は移動距離，dcor は自己相

している点など，第二世代とほぼ同様であるが，特徴と
しては，無線方式を評価する環境 (test environment)
として，Indoor oﬃce test environment（以降，In-

図 3 タップ付遅延線モデル（TDL モデル）
Fig. 3 Tapped delay line model (TDL model).
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図 4 ITU-R, M. 1225, Vehicular 環境の TDL モデル
Fig. 4 ITU-R, M. 1225, TDL model for Vehicular environment.
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関係数が 0.5 となる距離であり，以降，自己相関距離
と定義する．Vehicular 環境については，dcor = 20m
と規定している．また，環境ごとに対数正規分布の標
準偏差を与えている．
ファストフェージングモデルは，第二世代と同様に

TDL モデルを利用している．IMT-2000 では，アク
セス方式に CDMA を採用しており，RAKE 受信が利
用されたため，図 3 に示す複数波の TDL モデルが利

図 5 MIMO のシステムモデル
Fig. 5 MIMO system model.

用された．図 4 に Vehicular 環境における TDL モデ
ルのパラメータを示す．表中のドップラースペクトラ
ムが Classic とは，到来波分布が水平面内一様の場合
を指している．Indoor 環境については，到来波分布が

3 次元的に一様である Flat を採用している．

3. 移動通信の MIMO チャネルモデル
3. 1 MIMO チャネルモデルの基礎
第 4 世代及び第 5 世代のチャネルモデルは，MIMO
チャネルモデルであるため，最初に，MIMO チャネル
モデルの基礎について簡単に説明する．ここでは，図

5 に示す MIMO のシステムモデルを考える．このと

Fig. 6

き伝搬チャネル応答行列 H は，

⎛

h11
⎜ ..
H =⎝
.
hU R 1

···
..
.

h1ST
..
.

···

hU R ST

図 6 角度スプレッドと相関係数の関係
Relation between angle spread and correlation
coeﬃcient.

⎞
⎟
⎠

(3)

を正確に与えるとは，これらを正確に与えることに他
ならない．図 6 に，出射/到来波の角度プロファイル

で表される [4]．ここで，行列の各要素は，j 番目の送
信アンテナと i 番目の受信アンテナ間の伝搬チャネル
応答 hij （複素数）であり，j 番目送信アンテナの送信
信号が sT j ，i 番目受信アンテナの受信信号が sRj の
とき，

hij = sRi /sT j = aP L · aSF · aF F

びその広がりである角度スプレッドであるため，aF F

がラプラス分布の場合の，角度スプレッドと相関係数
の関係を示す．ここで，受信レベルの相関係数 ρA は，

ρA ≈ |ρ|2
ρ≈

1
ej2πΔx sin θ
(ασ)2 /2 + 1

(5a)
(5b)

(4)

となる [13]．ここで，aP L はパスロスで決定される係
数，aSF はシャドウフェージングで決定される係数，

α = 2πΔx cos θ

(5c)

Δx = d/λ

(5d)

aF F はファストフェージングで決定される係数である．

である．ここで，σ は角度プロファイルの角度スプレッ

よく知られているように，MIMO の性能は，H の固

ド (rad)，θ は平均角度 (rad)，d はアンテナ間隔 (m)，

有値の分布に強く影響を受け，送信側及び受信側にお

λ は波長 (m) である．図より，相関係数は，平均角度

けるファストフェージングのアンテナ間の相関が低い

にも依存するが，角度スプレッドが増加するにつれて

ほど，伝送特性が良好になる．そのため，MIMO を

減少することが分かる．これより，アンテナ間の相関

正確に評価するためには，aF F を正確に与える必要が

を適切に与えるためには，角度スプレッドを適切に与

ある．前述したように，ファストフェージングのアン

えることが重要であり，以降で詳しく説明するが，第

テナ間の相関を決定するのは，送信側及び受信側それ

4 世代以降の MIMO チャネルモデルの重要なポイン

ぞれの出射/到来波の分布である角度プロファイル及

トである．
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3. 2 第 4 世代：IMT-Advanced 方式及びチャネ
ルモデルの特徴
第 4 世代では，IMT-Advanced (IMT-A) 方式が標
準化された [3]．周波数としては，2GHz〜6GHz の利
用が想定されて標準化は進められたが，日本では 3GHz
帯が割り当てられた．技術的には，MIMO 伝送を採
用したことが特徴である．
チャネルモデルは，IMT-A の評価ガイドラインを
規定したレポートである ITU-R, M. 2135 に定めら
れた [3]．M. 2135 では，以下の四つのシナリオ，すな
わち，Indoor Hotspot, Urban Micro, Urban Macro,

Rural Macro を定義しており，シナリオごとにパスロ
ス，シャドウフェージングの標準偏差及び自己相関距
離を定義している点は第 3 世代と同様であるが，3.1
で述べた理由により，ファストフェージングモデルに

図 7 クラスタに基づいた確率的時空間チャネルモデル
Fig. 7 Geometry based Stochastic Channel Model.

おいて，MIMO の性能をより正確に評価するために，

BS 側及び MS 側の出射波/到来波の分布を，モデル化
したことが大きな特徴である．また，第 3 世代までは，

降そのように呼ぶ．M.2135 では，一部のクラスタを

NLOS 環境を前提とした評価が主であったが，IMT-A

除き，クラスタ内のレイの伝搬遅延は同一としており，

では，BS〜MS 間の見通しの有無を BS〜MS 間の距

TDL モデルで考えると，クラスタは遅延波に相当す

離をパラメータとして確率的に与える見通し率モデル

る．従来の TDL モデルとの違いは，クラスタの出射/

を採用して，LOS 環境を考慮した評価を行っている点

到来角やクラスタ内の電波の分布をより正確に与えて

も特徴である．

いるために，任意のアンテナ構成に対して，より正確

パスロスモデルは，WINNER II における実測結果

に遅延波（クラスタ）のファストフェージングを与え

に基づいて構築された伝搬損失推定式を基礎としてい

る点である．また，M.2135 では，伝搬遅延について

る [28]．シャドウフェージングモデルは，M. 1225 と

も，よりリアルに再現するために，各クラスタの遅延

同一である．ただし，自己相関距離が，各環境に対し

時間を，システムシミュレーションの際に，MS ごと

て定義されている点が異なる．

に乱数で与える．

ファストフェージングモデルについて，第 2 世代及

なお，M. 2135 は，BS 及び MS アンテナが水平方

び第 3 世代では，TDL モデルの各遅延波は，Jakes モ

向に配置されているケースを想定して開発されたが，

デルによるレイリーフェージングで与えられるのが一

システム容量の増大のために BS にアンテナ素子を垂

般的であった．IMT-A では，ファストフェージング

直及び水平方向に配置した 2 次元アレー構造のアンテ

の相関特性が MIMO 特性に大きな影響を与えること

ナを利用する FD (Full Dimension) - MIMO が検討

から，BS 及び MS アンテナにおける出射波/到来波

されたために，垂直方向の空間特性を考慮した GSCM

分布をより正確に再現するモデルが提案された．図 7

である 3D チャネルモデルが 3GPP において開発さ

に，M.2135 における MIMO チャネルモデルのイメー

れた [29]．図 8 に 3D チャネルモデルのイメージを示

ジを示す．本モデルは，WINNER II のチャネルモデ

す [7], [29]．M. 2135 との主な違いは，クラスタ及び

ルをベースとしており，Geometry based Stochastic

クラスタ内のレイについて，垂直方向の広がりを考慮

Channel Model (GSCM) と呼ばれる [28]．図のよう

している点であり，基本的な生成フローについては，

に，クラスタの概念を導入して，クラスタの出射/到来

M. 2135 と同様である．

角度及びクラスタ内の電波の分布を与えて，BS 及び

GSCM を用いたシステムシミュレーションは “ド

MS のクラスタをランダムに組み合わせることにより，

ロップ” という概念をもとに実施される．ドロップと

ファストフェージングを発生させる．なお，クラスタ

は，図 9 に示すように，各 MS において遅延及び出

内の電波は M. 2135 では，レイと定義されるため，以

射/到来角度が大きく変化しない数十波長程度のセグ
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素子の配置の決定．
・Step 2：見通し率モデルに BS〜MS 間距離を代入し
て決定される確率をもとに，LOS 若しくは NLOS の
状態を乱数で生成．
・Step 3：パスロスの計算．
・Step4：Large Scale Parameter (LSP) と呼ばれる遅
延スプレッド (DS：Delay Spread)，角度スプレッド

(AS：Angle Spread)，パスロスの短区間中央値 (SF：
Shadow Fading)，K ファクター (K：K factor) を乱
数で生成．
・Step 5：各クラスタの伝搬遅延を指数分布の乱数で
生成．
・Step 6：Step 4 で与えられた DS より指数型遅延プ
図 8 3D チャネルモデル
Fig. 8 3D channel model.

ロファイルのエンベロープを決定した後，Step 5 で与
えられた各クラスタの伝搬遅延を用いて，各クラスタ
の相対受信レベルを決定．
・Step 7：Step 4 で与えられた AS を各環境で定めら
れた出射/到来の角度プロファイルへ適用して，角度
プロファイルのエンベロープを決定した後，Step 5 で
計算した各クラスタの相対受信電力が角度プロファイ
ルのエンベロープに一致するように，各クラスタの出
射/到来角を決定．また，クラスタ内のレイの出射/到
来角を決定．
・Step 8：各クラスタ内の BS 側及び MS 側のレイを
ランダムに結線．
・Step 9：各レイの XPR を対数正規乱数で生成．
・Step 10：各レイの初期位相を乱数で生成．
・Step 11：各レイを平面波と仮定して，各クラスタの
伝搬チャネル応答を生成．
・Step 12：Step 11 で得られた伝搬チャネル応答に，

図 9 GSCM を用いたシステムシミュレーション
Fig. 9 System simulation based on GSCM.

ここまでに計算したパスロス及びシャドウフェージン

メントと定義される短区間におけるリンクシミュレー

際のシミュレーションでは，MS の移動に伴う位相回

ションのことである．ランダムな伝搬環境を再現する

転を与えて，ファストフェージングを再現して利用す

ために，異なる MS については，乱数により異なる受

ることが多い．なお，上記の Step で生成される各レ

グで与えられる減衰を乗算．

GSCM で記載されている手順は以上であるが，実

信レベルの短区間中央値，遅延，出射/到来角度が与

イの受信レベル，遅延，出射/到来角度及び XPR は，

えられる．

Small Scale Parameter (SSP) と呼ばれる．詳しくは

GSCM の具体的な発生手順はかなり複雑であるが，
ここでは，第 4 世代方式用としては，最も汎用性の高

参考文献を参照されたい [3], [29]．
また M. 2135 では，GSCM の簡易版として表 2 に

い 3D チャネルモデルの大まかな生成フローについて，

示す Clustered Delay Line (CDL) モデルを用意して

図 10 をもとに説明する．GSCM は以下の Step 1〜

いる．表に示すように，本モデルは，各クラスタ及び

12 より生成される．すなわち，

レイの受信レベル，遅延，出射/到来角度を固定値とし

・Step 1：シナリオの選択及び BS 及び MS アンテナ

て与えたモデルであり，簡易な MIMO 評価のシミュ
737
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図 10 GSCM の生成フロー
Fig. 10 Generation ﬂow of GSCM.

表 2 クラスター化遅延線モデル（CDL モデル）
Table 2 Clustered delay line model (CDL model)

れた [7]．周波数は，4GHz, 30GHz 等が評価条件とし
て規定されている．技術的には，MU-MIMO, Massive

MIMO 等の適用が検討されている．
チャネルモデルは，IMT-2020 の評価ガイドライン
を規定した ITU-R, M. 2412 に定められており，以下
の四つの環境，すなわち，Indoor Hotspot (InH)，Ur-

ban Macro (UMa)，Urban Micro (UMi) 及び Rural
Macro (RMa) に対応するモデルを定義している [7]．
以下，詳しく説明するが，第 5 世代のチャネルモデル
は，第 4 世代と同様に GSCM をベースとしており，コ
ンセプトは同じである．チャネルモデルは，各環境に
対して，Channel model A 及び B が定義されている．
レーションに利用できる．なお，M. 2135 は，水平面

Channel model A について，6GHz 以下は第 4 世

内の出射/到来角度しか考慮していないが，3GPP で

代で 3D チャネルモデルとして説明した 3GPP TR.

5G 用に開発したチャネルモデルでは，垂直角度を考

36.873 を，6〜100GHz 以上は 3GPP TR. 38.901 を

慮した CDL モデルが提案されている [6]．

3. 3 第 5 世代：IMT-2020 方式及びチャネルモ
デルの特徴
第 5 世代では，ITU-R で IMT-2020 方式が標準化さ
738

ベースとしており，6GHz 以下の既存モデルを残存さ
せることを重視したモデルであるが，そのため，6GHz
を境界として，不連続な周波数特性をもったモデルで

招待論文／移動通信のチャネルモデルの進化について——第 1 世代から第 5 世代のモデル——

ある [6], [29]．なお，TR. 38.901 も，3D チャネルモデ

をもたせている点が，M.2135 や 3D チャネルモデル

ルをベースとしているため，生成のフローは図 10 と同

と異なる点である．

様である．一方，Channel model B は，0.5〜100GHz

また，5G 特有の技術評価用に，Advanced model-

の範囲において，3GPP TR. 38.901 をベースとして

ing component と呼ばれるオプショナルモデルを準備

おり，周波数的な連続性を重視したモデルである [6]．

している点も特徴である．表 3 に Advanced modeling

パスロスモデルは，M. 2135 と同様に，各環境に対

component の概要を示す．各モデルの詳細について

応する推定式が規定されている．これらの推定式は，
企業及び大学などが共同で作成した文献 [5] をベース
としている．シャドウフェージングモデルは，M. 2135
と同一であり，自己相関距離が，各環境に対して定義
されている．

は，文献を参照されたい [7]．

4. む す び
本論文では，主に ITU-R 等で標準化された第 1 世
代から第 5 世代における移動通信システムのチャネル

また，周波数適用範囲が広いため，図 11 に示すよ

モデルの概要について述べた．標準化では，提案され

うに，遅延スプレッド等の LSP について周波数特性

る可能性のある様々なシステムに備えるため，チャネ
ルモデルが複雑になりすぎている側面もあり，今後は，
システム評価に最低限必要な機能について議論を行
い，なるべく簡易なモデルを作成することが必要かも
しれない．また，5G のチャネルモデルは，0.5 GHz〜

100GHz という非常に広い帯域用に開発されたが，モ
デルがベースとしている測定データのサンプルが，あ
まり多くないこともあり，今後，測定結果との比較な
どにより，モデルの有効性を検証していく必要がある
と考えられる．
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2412, UMi B.
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表 3 Advanced modeling component の概要
Table 3 Outline of advanced modeling component.
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