災害時における携帯電話基地局の電池残量を考慮した
カバレッジ最大化のためのセルサイズ制御手法
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概要：災害などによる停電時においても携帯通信網を維持するため，多くの携帯電話基地局にはバッテリ

が搭載されている．24 時間駆動可能な大容量バッテリの設置も進められているが，設置可能な場所が限ら
れるため，全ての基地局に設置することは難しい．したがって，適切に消費電力制御を行うことで被災地
域内に存在する基地局の限られたバッテリ残量をできる限り有効に利用することが求められる．そこで本
研究では，与えられたユーザ分布の予測に基づき時空間的なユーザカバレッジを最大化するための基地局
のセルサイズ制御法を提案する．本問題は整数線形計画問題として定式化可能であるが，ユーザ数や基地

局数が増加すると実時間で解くことができない．このため，消費電力あたりのユーザ数を基準とした貪欲
法に基づくヒューリスティックなアルゴリズムを考案した．提案手法の性能を評価するため，2.4km2 の領
域に約 5700 人のユーザが存在する都市部を想定したシミュレーションを行った．その結果，平均 348.25
秒で解の導出が可能であり，セルサイズの調整を行わない場合と比較してカバレッジを平均 11.5%増加さ
せることができた．
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1. はじめに
日本は地震大国ともいわれるように地震が多く発生し，
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倒壊・水没・流失，地下ケーブルや管路等の断裂・損壊，電
柱の倒壊，架空ケーブルの損壊，携帯電話基地局の倒壊・
流失などの被害が発生したことが報告されている．一方

それに伴う建物の倒壊，火災，津波等，人名やインフラ設

で，東日本大震災では設備の倒壊等により携帯電話基地局

備を脅かす災害の脅威に常にさらされている．一方，情報

の機能が失われる直接的な被害を受けた基地局は少なかっ

技術の発達，普及により情報通信インフラは国民生活上の

たことも分かっている．しかしながら，電力網の寸断によ

重要なライフラインとなりつつある．特にスマートフォン

りバッテリ駆動に切り替わった後，数時間でのバッテリ枯

等のモバイルコミュニケーション端末の普及が進み，情報

渇により間接的に携帯電話基地局の機能が失われてしまう

通信インフラの中でも携帯電話網の重要性は大きくなって

基地局が多かったことが報告されている．例えば KDDI の

きている．このため，地震などの災害時においても携帯電

場合，東日本大震災の際に東北 6 県で 1,933 局の基地局が

話網は人々の情報伝達において欠かせないものとなって

停波したが，その 77 ％は停電によるものであった [2]．ま

いる．

た，NTT ドコモの場合は，地震発生直後に停波した基地

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では，地震や

局が約 3,000 局であったことに対して，2 日後までに停波

津波の影響により通信設備に甚大な被害が生じた．総務省

した基地局の数は約 6,500 局であり，停波基地局数は発生

の平成 23 年版情報通信白書 [1] では，通信ビル内の設備の

直後から徐々に増加していくといった状況であった [1]．
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このような東日本大震災での教訓から，災害時における
携帯通信サービス継続のため，携帯電話各社では様々な取
り組みを行っている．停電時における基地局の駆動時間を

延ばす取り組みとして，大容量バッテリの設置，太陽光な

提案手法の性能を評価するため，横浜市を想定した

どの再生可能エネルギーの利用などが挙げられる [2], [3]．

2.4km2 の領域に約 5700 ユーザが存在するシナリオに対し

また，非常用の通信網を確保する手段として，停電した一

てシミュレーションを行った．その結果平均 348.25 秒で解

帯をカバーできる通信半径をもつ大ゾーン基地局の設置 [3]

の導出が可能であり，セルサイズの調整を行わない場合と

や，船舶に携帯電話基地局の無線機能と衛星電話機能を搭

比較してカバレッジを平均 11.5%増加させることができた．

載し，臨海の被災地の基地局が停波した一帯をカバー出来
る船舶型無線基地局の導入 [2] などが進められている．し

2. 関連研究

かし，これらの取り組みはそれぞれ適用可能な環境が限ら

2.1 携帯電話網の電力消費要因

れているため，様々な対策を併用することが重要である．

災害等で給電が止まってしまった時，基地局はバッテリ

例えば，バッテリの大容量化では 24 時間分の容量を確保

給電に切り替える．ユーザ端末も充電が不可能になるが，

するために重さ数トンのバッテリを設置する必要があり，

消費電力とバッテリ容量の問題で基地局のバッテリ稼働時

物理的に設置が困難な場合も多い．また，バッテリの劣化

間はユーザ端末よりも明らかに短くなる．そのため，基地

に伴うメンテナンスコストも問題となる．風力，太陽光な

局における電力の効率化が携帯通信網によるサービスを維

どの再生可能エネルギーは補助電源として有用であるが，

持するためには重要である．

電力供給が気象条件に依存するため，環境によっては安定

携帯基地局の消費電力には，静的要因と動的要因が存在

した電力が得られない．大ゾーン基地局や船舶型無線基地

する．静的要因は基地局を正常に駆動させるために必要な

局は広範囲をカバーできる一方で，ビル陰など電波が届き

固定消費電力であり，動的要因は基地局の通信範囲などに

にくい場所が残る場合もある．

よって変動させることが可能な消費電力である．例えば，

以上のような様々な取り組みが成されているが，災害時

被災のため備え付けバッテリ単独での基地局運用が迫られ

において基地局の限られたバッテリ残量をできる限り有効

る場合，複数ある空調設備のうち一部のみを動作させるこ

に利用するための方法については十分な検討が成されてい

とにより，基地局が駆動できる最低限の環境を維持しなが

ない．基地局の消費電力の 60%はセルサイズを決定するパ

ら静的な消費電力を極力小さく抑えることが可能である．

ワーアンプによるものである [4]．このため，携帯電話網全

そのため，被災時には基地局電力消費における動的要因の

体の総消費電力の削減を目的として, cell zooming[5] など

占める割合がより大きくなり，基地局の機能をできるだけ

のトラフィックに応じてセルサイズを調整したり，基地局

長く維持させるためには被災地域の状況に応じた通信出力

をスリープさせる方式が考案されている．しかしながら，

の調整が必要と考えられる．特に，基地局の通信範囲（セ

これらの方式は平常時を対象としており，災害時には総消

ルサイズ）を決定するパワーアンプ [6] では，通常のセル

費電力の削減よりもユーザへのサービス維持が重要となる．

サイズで基地局の消費電力の約 60%を占めており，その通

そこで本研究では，災害時に停電した地域を対象とし，

信半径に応じた大きな電力消費を伴う. したがって，セル

バッテリ駆動状態となった携帯電話基地局（以降，基地局）

サイズは各基地局の消費電力に大きく関わる．

による携帯電話網のユーザカバレッジ最大化を目的とした
基地局のセルサイズ制御手法を提案する．提案手法では限
られたバッテリ残量に対して，できる限り多くのユーザが

2.2 基地局の電力消費モデル

一般に，基地局にはそのセルサイズの大きさによって複

できる限り長期間，いずれかの基地局のセル内に存在する

数の種類があり，比較的広いエリアをカバーできるマクロ

状態を維持することで，時空間的にカバレッジ効率の良い

セル (半径数百 m から数 km) やマイクロセル (半径数十 m

電力利用を目指す．将来の予測ユーザ分布が与えられるも

から数百 m)，それらではカバーが難しいビル群などに設

のと仮定し，基地局のセルサイズを考慮した消費電力モデ

置されるピコセル (半径数十 m)，家庭など屋内に設置され

ルに基づき，予測ユーザ分布に対して時空間的なユーザカ

るマイクロセルがある．このように様々な基地局の特性を

バレッジを最大化する．この問題は整数線形計画問題とし

考慮した電力消費モデル [7] が提案されている．また，セ

て定式化できるが，対象領域のサイズが大きくなるとユー

ルサイズの規模によって異なるモデルを使用する場合もあ

ザ数，基地局数が増加し，実時間で解くことができない．

る．例えば，文献 [8], [9] ではマクロセルとマイクロセルの

このため，本研究では基地局の消費電力あたりの接続性が

モデルを提案し，両者の比較を行っている．これらの文献

確保できるユーザ数をカバレッジ効率として定義し，これ

では，実測値に基づきマクロセルにおける消費電力のうち

を基準とした貪欲法に基づくヒューリスティックなアルゴ

パワーアンプが占める割合が非常に大きいことを示してい

リズムを提案する．提案手法によって，一部の基地局がセ

る．一方，マイクロセルなどサイズの小さな基地局では，

ルサイズを増大させ，その他の近隣の基地局がスリープす

マクロセルと比べて空調設備などの静的要因の消費電力は

るといった動作を交互に行うことで，バッテリが枯渇する

少なく，基地局の種類ごとの特性を考慮した電力消費モデ

までの期間を延長し，カバレッジを増やすことができる．

ルが提案されている．マクロセルと比較してマイクロセル

などの小さな基地局では，バッテリが搭載されることが少
ない．したがって，本研究ではバッテリを搭載したマクロ
セルを対象とし，文献 [9] で提案されているマクロセルの
消費電力モデルに基づいて基地局の消費電力を決定する．

2.3 ハードウェアの改良による省電力化

図 1

携帯電話網をはじめとする無線通信網は近年急速に発達

想定環境

しており，端末数やそのトラフィック量の急増により，ネッ

手法 [20] が提案されている．しかし，文献 [20] では基地局

トワーク全体での消費電力の問題が大きくなっている [10]．

の消費電力を考慮していないため，本研究で想定している

基地局は空調設備やパワーアンプ，信号処理部などの複数

災害時の通信網の維持とは目的が異なる．

要素で構成されるが，そのうち空調設備とパワーアンプが

基地局のセルサイズを調整することで省電力化を図る方

消費電力の大部分を占める．パワーアンプのエネルギー効

法としては，トラフィック量やユーザの要求，チャンネル

率は 5%〜20%と低く [11]，パワーアンプに入力された電

状況に応じて調整する cell zooming [5] が提案されてい

力の大半は熱として放出される．パワーアンプからの放熱

る． cell zooming では，トラフィック量が多い基地局と

によって空調設備を稼働させる必要があり，さらに消費電

少ない基地局との間でトラフィックの分散を図る．また，

力が増大するため，パワーアンプのエネルギー効率を向上

基地局を特定の基地局にトラフィックを集中させられる場

させることは基地局の省電力化に大きく貢献する．このた

合には，周辺の基地局をスリープモードにすることでカバ

め，トラフィック量に応じた出力調整が可能なエネルギー

レッジを確保しながら一部基地局の大幅な省電力化を実現

効率の良いパワーアンプ [12] も開発されている．また，空

し，ネットワーク全体の消費電力の総和を削減する．

調設備の消費電力も大きいため，外気を効率的に取り入れ

この概念に基づき，トラフィック量の分散と集約を適切

るなどの工夫により空調設備が不要な基地局の開発も進め

に行うため，集中型や分散型のアルゴリズムが提案されて

られている [13]．

いる．文献 [5], [17], [18], [19] では低トラフィック時にい

このようなハードウェアの改良により，基地局の消費電

くつかの基地局をスリープさせ，他の基地局がセルサイズ

力は削減可能であるが，開発・導入にコストがかかるため，

を大きくしてカバレッジを確保しつつ全体として省電力

迅速な普及は容易ではない．このため，ハードウェアの改

化を試みるスケジューリング手法が提案されている．文

良と合わせて，低コストかつ導入が容易なセルサイズの調

献 [21] では低トラフィック時に現状の空間的，時間的なト

整による省電力化の工夫も重要となる．

ラフィックの変動を基に動的に cell zooming

2.4 セルサイズの調整による省電力化

を行うア

ルゴリズムを提案している．また，文献 [22] では再生可能
エネルギーと組み合わせた場合での適切なセルサイズ制御

基地局の消費電力の大部分を占める通信範囲（セルサイ

アルゴリズムが提案されている．これらのセルサイズ制御

ズ）はトラフィック量のピーク時に合わせて固定されてい

手法はいずれもカバレッジの確保とネットワーク全体の省

る．しかし，トラフィック量は空間的，時間的に変動する．

電力化のトレードオフを追究している．

例えば平日の昼間であればオフィス街においてトラフィッ

これらの研究と異なり本研究では，グリッドからの給電

ク量は多く，住宅街では少ないといった傾向があり，夜間

が期待できない災害時を想定しており，限られた電力を効

にはその逆となる．この場合，それぞれの基地局がピーク

率良く使い，カバレッジの最大化を目的としたセルサイズ

時に合わせたセルサイズに設定されていると非効率である．

制御を行う．

このような状況に対して，セルサイズの調整による省電
力化方式が提案されている．文献 [14], [15], [16] では携帯

3. システムのモデル化

回線の利用計画や基地局の動的な on/oﬀ 操作のアルゴリ

3.1 想定環境

ズムが考えられており，その実例としてトラフィック量に

図 1 に想定する環境を示す．本研究では災害により長時

応じた基地局のスイッチングのスキーマ [5], [17], [18], [19]

間の停電が発生した領域を対象とする．停電状態になった

が学術，産業の両方から提案されている．具体的にセルサ

後，ユーザは避難所や自宅などに移動したり，その場で待

イズを調節する方法としては，通信出力を上げる方法，お

機するなどの行動をとるものとする．各基地局とコアネッ

よび通信アンテナの向きを調整する方法が存在するが，後

トワークとの接続は維持されており，サーバ側で全基地局

者ではアンテナの方向を調整するための機能を加える必要

のバッテリ残量の把握や各基地局のセルサイズ制御等の集

がある．ユーザカバレッジの観点からより効率の良いネッ

中制御が可能な状況を想定する．基地局はバッテリを搭載

トワーク構成を実現するため，マクロセルとマイクロセル

しており，バッテリからの給電により稼働する．マイクロ

などの異なったセルサイズを持つ基地局の最適配置を行う

セルやフェムトセル，ピコセルは設置スペースの制約など

によりバッテリを搭載していないことが多いため，セルサ
イズを制御する対象の基地局はマクロセルを想定する．
また，各ユーザがいつ，どれだけの通信帯域を必要とす
るかを予測することは困難である一方で，災害時には通信
に対する制限を行うことが一般的であると考えられる．し
たがって，本研究ではユーザが行う通信は安否確認や情報
交換のためのテキストメッセージなどに制限され，ユーザ
の通信要求に対して通信帯域は十分に確保できるものと仮
定して，通信帯域に関する制限は考慮しない．
図 2

3.2 システムの動作概要

限られたバッテリを用いて時空間的にユーザのカバレッ

ジを最大化するためには，時間的に変化するユーザ分布に
対して，効率の良いセルサイズの制御を行う必要がある．

セルサイズである．基地局のセルサイズは非負整数 k によ
り表される．

例えば，時刻 t においてユーザが集中することが予想され
る場所付近の基地局では，時刻 t 以前でのセルサイズ縮小
によりユーザカバレッジを落としてでも，時刻 t でユーザ

基地局がカバーする領域例

記号

属性

表 1

記号の定義
説明

R

が集中する場所に対する接続性を確保するために必要な電

集合

領域集合

S

集合

メッシュ内の地点集合

力を残しておいた方が，電力消費の効率が良いと見なせる．

T

集合

タイムスロット集合

提案手法では，時間を一定長のタイムスロットに区切り，

I

集合

基地局集合

Ur,t

定数

時間 t における領域 r 内にいるユー

lr,s

定数

領域 r 内の地点 s の位置

lbi

定数

基地局 i の位置

E(i, t)

関数

タイムスロット t における基地局 i

タイムスロットごとのユーザ分布と各基地局のバッテリ残
量を基にユーザカバレッジを最大化するような基地局ごと
の各タイムスロットにおけるセルサイズを導出する．タイ
ムスロットごとの予測ユーザ分布はシステム管理者により
与えられるものとする．

ザ数

の消費電力 (セルサイズ k( i, t) に
依存)

3.3 予測ユーザ分布

システムに与えられる予測ユーザ分布は，メッシュ状に

区切られた領域ごとの予測ユーザ数とする．予測ユーザ分

|d(lr,s , lbi )|
Cr,s,t,i

関数

距離

2 値変数

タイムスロット t において領域 r
内の地点 s が基地局 i に被覆され

布は避難所の位置や被害状況，および平日や週末，昼夜な
どの災害発生時刻により異なると考えられる．これらの情

基地局 i と領域 s 内の地点 s との

ているとき 1，それ以外は 0

Pstatic

定数

基地局の静的な消費電力

Psleep

定数

基地局のスリープ時の待機電力

発生時刻に応じて予想されるユーザ分布をあらかじめシ

Pmax

定数

基地局の PA 出力の最大値

ミュレーションなどにより用意しておくことができる．例

pi,t

変数

タイムスロット t における基地局 i

ki,t

変数

報の多くは事前に得られるため，災害の種類や規模および

えば，災害発生直前のユーザ分布は混雑統計 [23] などに
よって把握可能である．また，避難所の位置や被害状況に
ついては，自治体により公開されているハザードマップな

の PA 出力
タイムスロット t における基地局 i
のセルサイズ

どから情報が得られる．

4. カバレッジ最大化問題の定式化
4.1 入出力

4.2 予測ユーザ分布に基づくカバレッジの定義

3 章で述べたように，予測ユーザ分布はメッシュ状に区

表 1 に問題の定式化で用いる記号を示す．問題の入力は

切られた各領域に存在するユーザ数として与えられる．本

タイムスロット t でのセルサイズ k における基地局がカ

研究では領域ごとに均一にユーザが分布すると仮定し，カ

バーできると予測されるユーザ数，各基地局 i のバッテリ

バレッジを定義する．図 2 で示されるように，基地局のセ

残量 Li である．基地局の消費電力モデルの詳細は 4.3 節

ルが領域を被覆している面積に応じた数のユーザに対し

で述べる．

て接続性を確保できるものとする．すなわち，セルサイズ

問題の出力は携帯通信網による時空間的なユーザカバ
レッジが最大になるようなタイムスロット毎の各基地局の

ki,t の基地局 i がタイムスロット t において被覆するユー
ザ数 N (i, k, t) は以下で定義される．

表 2 消費電力モデルのパラメータ
Pel/proc
Digital signal processing

れ，通常時のセルサイズ半径 Knormal での PA 消費電力を

Pel/amp

Power amplifier

Pel/trans

Transceiver

となるので，セルサイズ k の時のマクロセル消費電力は以

Pel/rect

Rectifier

Pel/airco

Air conditioning

N (i, k, t) =

! |CVi,k ∩ r|
· Ur,t
|r|

Pel/amp,knormal とすると，電波の到達範囲は電力の 1/2 乗
下の式で表される．

Pel/macro = Pel/amp,knormal (k/Knormal )2 + Pstatic (3)
(1)

r∈R

ここで R は予測ユーザ分布として与えられた領域の集合で
あり，|r| は領域 r の面積，Ur,t はタイムスロット t におい
て領域 r に存在するユーザ数を表す．また，CVi,k はセル

サイズ k の基地局 i が被覆する（接続性を確保できる）領
域を表す．ただし，ハンドオーバーなどを考慮せず最低限
の通信の確保が目的の場合，ユーザは単一の基地局との接

4.4 目的関数

前述のように，できるだけ多くのユーザにできる限り長

期間の携帯通信サービスを提供することが目的であるた
め，全タイムスロットにおける全基地局のカバレッジの合
計を最大化することが目的となる．したがって，目的関数
は以下の式 (4) で定義される．

maximize

続性が確保されていれば良い．つまり，カバレッジ算出の
際，他の基地局に既にカバーされている領域は基地局のセ
ルの範囲内であってもカバレッジに加える事は出来ない．

!

r∈R,s∈S,t∈T,i∈I

Cr,s,t,i ×

Ur,t
|r|

(4)

4.5 制約式

地点 lr,s が基地局 i のセル内に含まれる時，かつその時

のみ地点 lr,s に存在するユーザは基地局 i と通信可能であ

4.3 消費電力モデル

携帯電話基地局の消費電力モデルとして文献 [9] のマク

ロセル電力消費モデルを用いた．このモデルでは，基地局
の構成要素をトラフィックに依存しない要素とトラフィッ
クに依存する要素に分類し，トラフィック量を考慮したモ
デル化を行っている．トラフィックに依存しない要素はエ
アコンおよび整流器であり，これらの消費電力は稼働状態
にある限り一定である．厳密にはエアコンの消費電力は環
境温度によって異なるが，本報告では環境温度は一定であ
ると仮定し，定数とする．一方，トラフィックに依存する
要素にはパワーアンプ（セルサイズ）
，トランシーバー，信
号処理部が存在する．本モデルに基づきマクロセルの消費
電力は表 2 に示すパラメータを用いて式 (2) のようにモデ
ル化される．

る．この制約は以下の式で表される．

ki,t < |d(lr,s , lbi )| → Cr,s,t,i = 0

(5)

この制約は十分に大きい定数 N を用いて以下の線形式で
表せる．

ki,t − N × Cr,s,t,i ≤ |d(lr,s , lbi )| − N

(6)

基地局が稼働しているときはパワーアンプの出力とそれ
以外の電力の和が消費電力となる．基地局がスリープ状態
の時は待機電力が基地局の消費電力となる．この制約は以
下の式で表される．
"
pi,t + Pstatic (ki,t > 0)
E(i, t, k) =
Psleep (ki,t = 0)

(7)

この制約は以下の線形式で表される．

Pel/macro = Pel/rect + Pel/airco + Ft (Pel/amp +
Pel/trans + Pel/proc )

(2)

E(i, t, k) = pi,t + (Pstatic − Psleep ) × y + Psleep

(8)

pi,t ≤ Pmax × y

(9)

Ft は時間 t におけるトラフィック量に応じた 0〜1 の係数
である．本モデルでは Ft の値を適切に設定することで，ト
ラフィック量に依存した消費電力を考慮できるようにして
いるが，実際にはトラフィック量に依存した消費電力の変
化量は他のパラメータの影響に比べて小さい．文献 [9] で
も実測に基づき 1 日で最もトラフィック量の多い時間帯が

1，最もトラフィック量が少ない時間帯で 0.93 であること
が報告されている．また，本報告では災害時を想定してお
り，トラフィック量は常に多いと考えられることから，本
報告では時刻 t によらず Ft = 1 とする．これらより，消
費電力モデルは変数のパワーアンプによる消費電力と定
数の静的な消費電力 Pstatic の 2 つのパラメータで構成さ

0 ≤ pi,t ≤ Pmax (10)
また，基地局 i の総消費電力がバッテリ残量を超えない
という制約は以下の式で表される．

Li ≥

T
!

E(i, t)

(11)

t=0

また，地点 lr,s が複数の基地局のセル内に被覆されてい
たとしても，地点 lr,s に存在する各ユーザが接続する基地
局は一つのみである．この制約は以下の式で表される．
I
!
i=0

Cr,s,t,i ≤ 1

(12)

5. グリーディアルゴリズム

!
"
#
$
!

本システムではタイムスロット長を 30 分としており，
解の導出には少なくとも数分で解が得られることが望まし
い．前章で定式化した整数計画問題は，問題が大きくなる

!"#$$%!

と計算時間が膨大になってしまい実時間で解を得ることが

&!

できない．このため本研究ではヒューリスティックなアル
ゴリズムを提案する．限られたバッテリ容量でカバレッジ
の最大化を実現するためには，より少ない消費電力で多く
のユーザに対して接続性を確保することが望ましい．そこ
で提案手法では，予測ユーザ分布の下でカバレッジ効率を
定義し，各タイムスロットの全基地局の全てのセルサイズ
について，カバレッジ効率が高いものから順にセルサイズ
を決定する．

消費電力の計算例：他の決定済みタイムスロットが無い場合

率の良いタイムスロットおよびセルサイズを決定する．こ
の結果，他のタイムスロットにおける消費電力が変化する
可能性があるため，カバレッジ効率の再計算を行う．この
ようにカバレッジ効率が最大となるタイムスロットおよ
びセルサイズの選択と，その基地局における他のタイムス
ロットでのカバレッジ効率の再計算を繰り返すことで，近
似的ではあるものの各タイムスロットまで基地局を維持す

5.1 カバレッジ効率の計算方法

提案手法では，セルサイズ k を選択した基地局 i のタイ

ムスロット t におけるカバレッジ効率 Ef (i, t, k) を消費電
力あたりの被覆ユーザ数として以下のように定義する．

Ef (i, t, k) =

図 3
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N (i, k, t)
P C(i, t, k)

(13)

ここで，N (i, k, t), P C(i, t, k) はそれぞれ基地局 i がタイム
スロット t でセルサイズ k を選択時に被覆可能なユーザ数，
基地局 i がタイムスロット t においてセルサイズ k を選択
するために必要な電力を表す．N (i, k, t) は式 (1) で定義さ
れる被覆ユーザ数に基づき算出される．

P C(i, t, k) にはタイムスロット t においてセルサイズを
選択するために必要な電力の他に，その時刻まで基地局
を維持する電力も含まれる．例えば，タイムスロット t ま
ではスリープ状態を維持しておき，タイムスロット t でス
リープから復旧させてセルサイズ k を選択する場合，タイ
ムスロットとは独立にセルサイズ k を選択するために必要
な電力 E(i, t, k) に加えて，t − 1 スロット分の期間スリー

プ状態を維持するための電力が必要となる．一方，t − 1 ス

ロットまではスリープ状態が無く，何らかのセルサイズが
選択されている場合，タイムスロット t における消費電力
は他のタイムスロットとは独立にセルサイズ k を選択する
ために必要な電力のみになると考えることができる．
このように，P C(i, t, k) は他のタイムスロットで選択さ
れるセルサイズに依存するため，厳密なカバレッジ効率を
算出するためには，全タイムスロットにおけるセルサイズ

るための消費電力を含めたカバレッジ効率を考慮できるよ
うにしている．
具体的には，以下の 3 つの場合に分けて消費電力を計算
する．まず，基地局 i について他にセルサイズが決定され
たタイムスロットが存在しない場合，基地局 i がタイムス
ロット t においてセルサイズ k を実現するためには，タイ
ムスロット t における消費電力 E(i, t, k)(図 3 の濃い青の
領域) の他に，少なくともタイムスロット t までスリープ
状態で基地局を維持する電力 (図 3 の薄い青の領域) が必要
となる．t までスリープ状態を維持するために必要な電力
を Psleep とすると基地局 i が t にセルサイズ k を実現する
ための消費電力 P C(i, t, k) は式 (14) となる．

P C(i, t, k) = E(i, t, k) +

t
!

Psleep

(14)

a=0

次に，タイムスロット t 以降に決定済みのタイムスロッ
トが存在する場合は，タイムスロット t における基地局 i
のセルサイズ k の電力コスト P C(i, t, k) を決定する際，す
でにタイムスロット t 以降にセルサイズが決定されたタイ
ムスロット tback があれば，タイムスロット t では少なく
とも Psleep 分の電力 (図 4 の黄色の領域) が確保されてい
ることになる．よって，P C(i, t, k) はタイムスロット t に
おける消費電力 P (i, t, k) から確保されている Psleep 分を
除いた値になるので，電力コスト P C(i, t, k)(図 3 の青い領
域) は式 (15) で表される．

の組み合わせを決定しなければならない．しかし，セルサ

P C(i, t, k) = E(i, t, k) − Psleep

イズの候補数が |K| でシステムが駆動するタイムスロット

最後に，以前に決定されたタイムスロットがある場合，

数が |T | の時，|N |

(15)

通りの組み合わせが存在する．した

P C(i, t, k) を決定する際，タイムスロット t より前のスロッ

がって，全ての組み合わせを考慮することは計算時間が指

ト (tf ront とする) にセルサイズが決定されたスロット (図

数的に増加するため現実的でない．そこで，セルサイズが

3 の黄色い領域) が存在するならば．tf ront 以降のスロット

既に決定されたタイムスロットのみを考慮してカバレッジ

から t までは少なくともスリープ状態を維持するための電

効率を算出し，これを基準に時空間的に最もカバレッジ効

力 (図 5 の薄い青の領域) が必要になる．このために必要

|T |
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消費電力の計算例：以降に決定済みタイムスロットがある場合

図 6

カバレッジ効率テーブルの例（初期状態）
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図5
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消費電力の計算例：以前に決定済みタイムスロットがある場合

な電力がタイムスロット t における消費電力 E(i, t, k)(図 5

図 7 カバレッジ効率テーブルの更新例

の濃い青の領域) に上乗せされる．したがって，P C(i, t, k)
は式 (16) となる．なお，以前に複数の決定されたスロット
が存在する場合，一番最後のスロットを tf ront とする．

P C(i, t, k) = E(i, t, k) +

t
!

Psleep

(16)

a=tf ront

5.2 アルゴリズムの詳細

全基地局での各タイムスロットでの全セルサイズ候補の

カバレッジ効率を求め，図 6 のようなカバレッジ効率テー

$%!

ブルを作成する．図 6 はセルサイズ候補数が 7，タイムス

!"#!

ロット数 5 の場合の例であり，基地局の数だけテーブルが
作成される．全テーブルの中から最大のカバレッジ効率を
持つセルを選択し，決定する．いずれかのタイムスロット
におけるいずれかの基地局のセルサイズを確定した後，被

$%!

覆ユーザ数の重複を防ぐため被覆領域を除いた状態でカバ

!"#!

レッジ効率を再度求め，カバレッジ効率テーブルを更新す
る．更新の際，確定したタイムスロット (図 7 の赤文字の
セル) と同タイムスロットのセル，および確定した消費電
力と基地局のバッテリ容量からは実現できないセル (図 7

図 8

グリーディアルゴリズムのフローチャート

の t = 5,s = 6 のようなセル) については計算対象から除外

各セルサイズ時の消費電力は式 (3) を用いて導出した．消

する．以上のようにしてセルサイズの確定とカバレッジ効

費電力のパラメータ Pel/amp,knormal , Knormal はそれぞれ

率テーブルの更新を繰り返していき，各タイムスロットに
おける全ての基地局のセルサイズが確定した場合，処理を
終了する．この処理の流れを図 8 に示す．

800W，200W とした．その他のパラメータは表 3 に示す
通りである．

評価シナリオは人口密度の高い都市部として横浜市を想

6.1 評価環境

定した．基地局の配置は図 9 に示す通りであり，19 台の基
#
地局が 200 (3)m 間隔で配置されるものとした．対象領域

20m 刻みの 22 段階とした．通常時の半径は 200m とした．

局で均一とした．

6. 性能評価
基地局のセルは円形とし，半径は 0m から 400m まで

の面積は 2.4km2 である．シミュレーション開始時の基地

局のバッテリ残量は 4000W（約 3 時間分）であり，全基地

バレッジである．評価では，セルサイズの調整を行わず，

表 3 消費電力パラメータ設定
パラメータ
消費電力 (W)

Pel/proc

100

Pel/amp

セルサイズ依存

Pel/trans

100

Pel/rect

100

Pel/airco

225

全基地局が平常時のセルサイズで稼働した場合との比較を
行った．
まず，予測ユーザ分布がどのタイムスロットも同一であ
るシナリオを想定し，評価を行った結果を表 4 に示す．
表 4

平均カバレッジ (一様分布シナリオ)

タイムスロット数

6

7

8

9

10

平均カバレッジ (提案手法)

0.92

0.88

0.82

0.76

0.69

平均カバレッジ (調整無し)

100

0.85

0.75

0.66

0.6

表 4 の結果より，タイムスロット数が 6 の場合は調整無
しの場合と比較して提案手法の平均カバレッジは低くなっ
ている事が分かる．この理由として，セルサイズを増加さ
せるほどカバレッジ効率が高くなる傾向にあることが挙げ
られる．セルの半径を広げると消費電力はその 2 乗に比例
して増加するが，面積も 2 乗に比例して増加することか
ら，被覆可能なユーザ数もセル半径の 2 乗に比例して増加
する．したがって，基地局の駆動に必要な一定の消費電力
図 9

が存在する分，セルサイズを増加させるほどカバレッジ効

基地局配置（19 セル）

率が高くなる．提案手法では時空間的に最もカバレッジ効

,-.//00+

率の良いセルサイズから順に選択することから，各基地局

&!!!"

が交代でセルサイズを増加させ，その他の基地局はスリー
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プしたり，セルサイズを小さくすることとなる．このため，
セルサイズを調整しない場合と比較してどのセルにも被覆
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,-."

されないわずかな隙間が生じやすくなるため，カバレッジ
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が低下していると考えられる．
しかし，タイムスロット数が大きい場合は提案手法がセ
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タイムスロット数の増加による計算時間の変化

6.2 計算時間の評価

定式化した整数線形計画問題について，CPLEX で解を

ルサイズを調整しない場合よりも 10%程度高いカバレッジ
を確保できている．この理由は，セルサイズを調整しない
場合は全基地局が 3 時間後に停波し，徐々にカバレッジが
低下していく一方，提案手法では周辺の基地局が交互にス
リープやセルサイズの増大を行うことで，停波までの時間
を長くすることができるからである．

導出した場合とグリーディアルゴリズムの計算時間を評

次に，対象領域に 5 ヶ所の避難所があるものとし，ユー

価した．基地局数 19，ユーザ数約 5700 に対してタイムス

ザ分布が均等な状態から地震発生後に一定の割合のユーザ

ロット数を増加させたときの計算時間の変化を図 10 に示

が避難所に避難するようなシナリオを作成し評価を行った．

す．CPLEX で解を導出した場合，計算時間は指数的に増

図 11 は避難が完了した時点でのユーザ分布の例を示して

加し，タイムスロット数が 6 以上になると実時間での解

いる．避難所として小学校や中学校を想定し，収容人数は

の導出が困難となることがわかる．これに対して，グリー

それぞれ最大 1100 人とした．評価結果を表 5 に示す．こ

ディアルゴリズムはタイムスロット数が増加しても計算時

の結果から，タイムスロット数が多くなると平均カバレッ

間の増加が抑えられており，10 タイムスロットに対して

ジが増加する傾向は一様分布シナリオと同じであることが

427 秒で解が導出できている．

分かる．また，避難所に向かうユーザの割合が変化しても
ほとんど結果に差異は見られない．この理由は，一つの基

6.3 カバレッジの評価

地局で被覆される最大ユーザ数が一様分布シナリオと大き

タイムスロット数が 6 から 10 の場合についてカバレッ

く変わらないためと考えられる．災害時は近隣の避難所に

ジの評価を行った．予測ユーザ分布で与えられる各メッ

向かうことが多く，基地局のセルサイズに比べてユーザの

シュは 200m 四方とした．評価項目は各スロットの平均カ

移動距離は短い．したがって多数のユーザが避難したとし
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