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ディペンダブル・エア: 異種統合高信頼無線ネットワーク技術

(1) ワイヤレスネットワークのディペンダビリティ追求の成果
• 既存の評価手法にとらわれない高信頼・高安定な無線通信ネットワーク評価指標の追求

(2) ディペンダブル・エアを実現するネットワーク・信号処理技術
– 異種方式連携・制御技術

• より広域で高速な通信環境を提供できる高信頼システムハンドオーバ技術の特許化

– 世界初・スケーラブル周波数領域等化回路 (FDE) LSI チップ
• 多重伝搬路干渉・デバイス特性補償のための LSI を開発し異種複数方式の伝搬路推定による

適回線選択を実現

(3) ディペンダブル・エアの進化を支えるデバイス技術
– 世界 小変換エネルギー・超高速 ADC

• 6bit, 700MSps ADC で世界 小変換エネルギー 250fJ/conv. を実現

– 世界 高水準・ミリ波帯オールシリコン CMOS LSI チップ開発
• 送信回路: 60GHz 帯送信回路チップ開発で高出力 (12.5dBm)，高利得 (40dB)，

低位相雑音 (-89dBc/Hz@1MHz 離調) を実現
• 受信回路: 5GHz/60GHz 帯統合ヘテロ無線ネットワーク用受信回路 LSI チップ開発
• 80GHz 帯発振器 pMOS 発振回路: 世界で初めて pMOS ドランジスタでの動作を実現

研究成果 ディペンダブル・エア:
異種統合高信頼無線ネットワーク技術

異種エアインタフェースを選択的に
用いた無線環境の接続品質の確保，
常時接続性の確保など，
災害時でも必ずつながり，市民生活に
革新をもたらす情報通信ネットワーク
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研究体制

広島大学グループ
(藤島 実 教授)

微細 Si CMOS 超高周波
デバイスの基礎検討

協力会社: ソフトバンクテレコム (株)

(1) オール Si CMOS
による RF IC 開発

（500MHz ～ 70GHz）

高知工科大学グループ
(岩田 誠 教授)

セルフタイム型回路
適用の基礎検討

東京工業大学グループ
(松澤 昭 教授)

基礎検討

(3) スケーラブル
ADC/DAC 開発

東北大学グループ
設計・試作・評価

東北大学グループ
三菱電機 (株) グループ

富山高専グループ
(小熊 博 准教授)

高知工科大学グループ
(岩田 誠 教授)

(2) ブロードバンド
周波数領域等化

技術開発
東北大学グループ

回路設計・試作・評価

東北大学グループ
回路設計・試作・評価

受信器用 LSI 設計・開発: 東北大学グループ・三菱電機 (株) グループ

送信器用 LSI 設計・開発: 東北大学グループ (協力会社: 日本電気 (株))

「ディペンダブルワイヤレス
システム・デバイスの開発」
に関する連携協定・締結

東北大学
三菱電機 (株)
日本電気(株)
ソフトバンクテレコム (株)

(発展 2)
ディペンダブルネットワーク
プロセッサの機能検討
(発展 3)
災害時にも活用可能な
高信頼異種統合
無線通信ネットワーク

(発展 1) ヘテロ素子ビームフォーミングアンテナ: 東北大学グループ

技術仕様検討

ディペンダブル・エアを支えるデバイス・回路開発

ディペンダブル・エア統合化開発

JST CREST ディペンダブル VLSI システムの基盤技術

ディペンダブルワイヤレスシステム・デバイスの開発

4



異種方式連携・制御技術: 異種システム間ハンドオーバ

スマートフォンなど高機能無線通信端末の登場
携帯電話などの広域モバイルブロードバンド無線アクセス (MBWA) と
無線 LAN (WLAN, WiFi) の両方を利用可能 な端末の普及

・ シームレス接続の実現: MBWA と WLAN の両者を意識することなく利用
・ オフロード技術: ネットワーク負荷分散

⇒ 異種システム間ハンドオーバ技術が必要不可欠

応用例

ブロードバンド
ITS ネットワーク
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異種ネットワーク間ハンドオーバ: 設計概念

切り替えを行う階層の決定

(1) 異種システム: 通常は異なるサブネットに所属
（MBWA と WLAN で端末の IP アドレス変更が必要）
⇒ IP 層より上位層でローミングを実装する必要

(2) TCP 層，IP 層は OS がつかさどる: OS への改変は困難・汎用性が小
⇒ 汎用性・実装容易性を考慮しアプリケーション層にて実装

MAC: media access control LLC: logical link control
IP: internet protocol TCP: transmission control protocol
OS: operating system 6

課題: MBWA と WLAN などの異種ネットワーク間の
回線をどのような仕組みで切り替えるか



提案方式: 複数のソケットを用いた経路選択

アプリケーションがソケットを複数装備
・ おのおののインタフェースにソケット割り当て
・ ソケットを選択することで
送出先インタフェースを選択

⇒ アプリケーションから送出先を選択可能
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実測評価: アクセス回線切り替え時間

Trials Outage times
# 1 160 ms
# 2 166 ms
# 3 155 ms
# 4 158 ms

average 159.75 ms

Trials Outage times
# 1 57 ms
# 2 44 ms
# 3 112 ms
# 4 57 ms

average 67.5 ms

MBWA to WLAN

WLAN to MBWA

異種システム間ローミングは
多くとも数秒に 1 回以下:

切り替え時間は十分実用可能な水準

実験環境

(MBWA)

・ MBWA・WLAN とも常に接続状態
・ クライアント側アプリケーションで
使用回線を切り替え
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従来技術との比較

• 従来方式: Mobile IP
– 通信機器が実際に接続しているネットワークに関わらず，い
つでも固定した一つの IP アドレスで接続できるようにするプ
ロトコル

– ネットワーク中に新たな装置を設置・管理する必要があり，一
般的に高価

• 本提案方式の優位点

– 端末やネットワーク機器の根幹部分を変更することなく，アプ
リケーションをインストールするだけで異種システム間ハンド
オーバーを実現できる利点

– ハンドオーバ機能を有しないシステムに，同機能を後から付
加的に，かつ容易に追加可能
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実用化に向けた課題

• 現在，研究室レベルでの実装・評価まで完了

• 実用化に向けては，種々の端末 OS 用アプリケーショ
ン，サーバ用アプリケーションへの実装を行う必要あり

想定される技術移転

• 初期段階: 特定用途・小規模のアプリケーションへの
実装から導入 (研究室レベルでの実装例の提供)

• 発展段階: 大規模なアプリケーションへの展開も可能
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本技術に関する知的財産権

■ 無線通信端末装置，及び通信ネットワークプログラム

• 登録番号: 特許第 5049069 号（出願番号: 特願 2007-202094）
• 出願人: ソフトバンクテレコム株式会社，国立大学法人東北大学，宮城県

• 発明者: 浅野 安良，山崎 吉晴，飯塚 昇，山形 文啓，亀田 卓，中瀬 博之，

高木 直，坪内 和夫，小熊 博

■ 移動体向けの IP データ無線通信システムの干渉低減装置，

並びにこれを用いた無線通信基地局装置及び移動体端末装置

• 出願番号: 特願 2007-280730
• 出願人: ソフトバンクテレコム株式会社，国立大学法人東北大学，宮城県

• 発明者: 浅野 安良，山崎 吉晴，中瀬 博之，亀田 卓，高木 直，坪内 和夫，小熊 博

■ 無線端末，無線基地局及びそれらを用いたネットワークシステム

• 出願番号: 特願 2004-041747
• 出願人: 国立大学法人東北大学，ソフトバンクテレコム株式会社

• 発明者: 坪内 和夫，礒田 陽次，中瀬 博之，亀田 卓，金 成權，山形 文啓，片山 武彦

登録済

未登録
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お問い合わせ先 ・ Website

■ お問い合わせ先
亀田 卓（かめだ すぐる）

東北大学 電気通信研究所 准教授
phone: (022) 217-5532

■ Website
www.riec.tohoku.ac.jp/lab/

suematsu/index-j.html (末松・亀田研究室)
it-21-mob/index-j.html (IT-21 モバイル分野)

www.dvlsi.jst.go.jp/list/h19-03.html
(JST DVLSI 坪内チーム)
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