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無線通信システム構築に 
必要な伝搬損失モデル

無線通信システムの構築には通信方
式の特性評価やエリア設計などが必要
であり，通信速度や通信エリアサイズな
どは電波の減衰量（伝搬損失）に大き
く依存します（図 １ ）．伝搬損失を含む
電波伝搬特性は周波数によって大きく
異なるため，無線通信システム構築で
は利用周波数帯における伝搬損失モデ
ルの構築が必要不可欠です．

近年では第 ５ 世代移動通信システム
（５G）で ６ GHz以上の高周波数帯の利用
が想定されていますが，従来の移動通
信システムで主に使用されてきた ６
GHz以下の低周波数帯に比べて，高周
波数帯においては波長が短いほど伝搬
損失が大きくなることや直進性が高い
などの特徴が知られています．５Gへ向
けた高周波数帯を含めた周波数割当て
については，2019年に開催予定のWRC

（World Radiocommunication Confer
ences：世界無線通信会議）19にて議論
される予定ですが，通信方式の特性評
価やエリア設計などを通して５Gに適し
た周波数割当てを論じるためには，高
周波数帯における伝搬特性を把握して

おくことが必須です．そのため，無線ア
クセスシステム向けの高周波数帯での
電波伝搬特性の把握が喫緊の課題と
なっています．

NTTアクセスサービスシステム研究
所では，さまざまな無線通信システムの
実現に向けて，幅広い周波数帯での伝
搬特性を把握するための周波数横断的
伝搬モデル構築に関する検討を進めて

います．ここではその検討結果の 1 つと
して，従来は低周波数帯における検討
が中心であった移動通信システムにつ
いて，20～40 GHz帯の高周波数帯にお
いて確立した伝搬損失モデルを紹介し
ます．

構築した伝搬損失モデルの概要
次世代無線通信システムの適用先と

基地局

端末局通信エリア

通信速度やエリアサイズの変化
⇒ 建物や地形による電波の減衰量（伝搬損失）が影響

図 1 　無線通信システム設計における伝搬損失モデル

高周波数帯の無線アクセスシステム構築を支える 
伝搬損失モデル
NTTアクセスサービスシステム研究所
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無線通信システムを構築する際には通信方式の特性評価やエリア設計などを行う
ために，利用周波数帯における伝搬損失モデルが必要不可欠です．近年では第5世代
移動通信システム（5G）で6GHz以上の高周波数帯の利用が想定されていることな
どから，無線アクセスシステム向けの高周波数帯での伝搬損失モデル構築が喫緊の
課題となっています．ここではNTTアクセスサービスシステム研究所で開発した，
携帯電話や無線LANの利用シーンで利用可能な20〜40 GHz帯の伝搬損失モデルを
紹介します．　
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して携帯電話や無線LANなどの利用
シーンで重要な都市部環境と住宅地環
境に着目し，伝搬測定やシミュレーショ
ンを通して電波伝搬現象の解明を進め
ました．その結果，目に見えない電波伝
搬現象から支配的な伝搬経路を抽出す
ることで，これまで ６ GHz以下でしか解
明されていなかった広範囲にわたる伝
搬損失特性を新たに高周波数帯で明ら
かにし，さまざまな環境での高周波数
帯伝搬損失モデルを確立しました（図
２ ）．

まず，都市部環境においては送信機
（Tx: Transmitter） か ら 受 信 機（Rx: 
Receiver）まで見通しの良い見通し領域，
ビル遮蔽のある見通し外領域，これら
の切り替わるコーナー領域の ３ つの領
域における伝搬経路について，それぞ
れ伝搬損失特性（LLoS，LC，Latt）を抽
出することで伝搬損失モデルを確立し
ました．図 2（a）に示すように，Txから
送信された電波は ３ つの領域において
伝搬損失が加算されながらRxまで伝搬
していきます．これらの伝搬損失が周
波数，TxからRxまでの道路に沿った距

離，Txから交差点までの道路に沿った
距離を用いて推定できることを明らかに
しました．

また，住宅地環境においてはTxとRx
の間において，道路に沿って伝搬する
伝搬経路，建物の間を伝搬する建物間
伝搬経路，建物の上を伝搬する屋根越
え伝搬経路の ３ つの伝搬経路を抽出す
ることで伝搬損失モデルを確立しまし
た．各経路の伝搬損失（Lr，Lb，Lv）に
ついてはTxからRxまでの道路に沿った
距離，建物密度，建物高などを用いて
推定できることを明らかにしました．こ
こでRxでは，図 2（b）に示すように，こ
れらの伝搬経路のうちもっとも伝搬損
失が小さくなる電波が強く受信されるた
め，都市部環境での伝搬損失モデルと
は式が異なる関数形となっています．

このように，無線アクセスにおける伝
搬特性について，これらの支配的な伝
搬経路を用いることで，簡単なパラメー
タから広範囲にわたる伝搬損失を高精
度に計算できる伝搬損失モデルを世界
に先駆けて確立しています．

確立した伝搬損失モデルの 
計算例

確立した伝搬損失モデルの推定精度
を検証した結果を図 ３ に示します．高
層ビルの立ち並ぶ都市部環境，および
一戸建て家屋の多い住宅地環境におい
て，高周波数帯である2６ GHzと３7 GHz
を用いた伝搬損失の測定結果と比較を
行いました．

図 ３（a）において，都市部環境では約
180 m地点においてRxが交差点を曲が
り，見通し領域から見通し外領域へ変
化しており，伝搬損失が急激に増加し
ています．また，図 ３（b）に示す住宅地
環境では，交差点や建物の遮蔽により
Txからの見通し状況が変化するA～Eの
各領域間を移動する際に，伝搬損失が
大きく変動しています．

どちらの環境についても，確立した伝
搬損失モデルがすべての領域において
精度良く測定結果を推定できています．
RMS（Root Mean Square）誤差は ５ dB
以下となっており，システム設計に活用
できる十分に高精度な推定結果となっ

図 2 　都市部・住宅地環境での伝搬損失モデル

道路沿い伝搬経路を見通し内～外で分類することで
高周波数帯での高精度な伝搬損失モデルを確立

支配的な伝搬経路を考慮することにより高周波数帯での
高精度な伝搬損失モデルを確立
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（b）　住宅地環境（a）　都市部環境
※ 伝搬損失計算のための推定式を多数含む

L=LLoS＋LC＋Latt
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ています．

今後の展開
確立した高周波数帯における伝搬損

失モデルは，簡単なパラメータを用いる
ことで実環境における伝搬損失特性を
高精度に推定することが可能なため，
高周波数帯を用いるさまざまな次世代
の無線通信システム構築へ向けた通信
方式の特性評価やエリア設計に役立て
ることができます．

昨今では５Gについて高周波数帯の活
用へ向けた研究や標準化議論が世界的
にさかんになっているため，そのよう
な次世代無線通信システムの実用化加
速に本成果を活用することが期待で
きます．

今後は，さまざまな無線システム構築
へ柔軟に対応できるよう，さらに幅広い
周波数帯や環境に対応した電波伝搬モ

デルの研究開発に取り組んでいく予定
です．
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　さまざまな無線通信システムを実用化へ
結び付けるため，幅広い周波数やいろいろ
な環境における電波伝搬技術の研究開発を
日夜行っています．
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図 3 　都市部および住宅地における測定結果との比較
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