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モバイル社会の未来

小特集の発行にあたって
編集チームリーダ　ベンジャブール・アナス 

 Anass Benjebbour

未来のモバイル社会はどんな姿に変貌するのだろう？　という思いの下，この小特集号が企画されました．モバイル
社会は，これまで最先端の無線技術を活用しながら多様なサービスのイノベーション創出によって支えられてきました．
近年，LTE （Long Term Evolution）を始めとする無線技術の発展，及びソーシャルネットワーキング，モバイル動画など
のサービスやスマートフォンの普及が現代モバイル社会の大きな原動力となっています．しかし，10 年後及びその後の
モバイル社会はどのような姿を見せるのでしょうか？　無線技術が今後どのような壁を乗り越えていくのでしょうか？

米国の学者アラン・ケイが“未来を予測する最良の方法は，それを創ることである”（The best way to predict the 
future is to invent it）という名言を 1971 年に残しました．それは何事も待ちの姿勢ではなく，自ら切り開かなければ，
道は伸びていかないということです．これはまさに，モバイル社会の将来予測にも当てはまります．そこで，難題で
はありますが，あえて本小特集号を企画させて頂きました．

 本小特集号では，各分野の最先端で御活躍されているまさに将来を切り開いている皆様に原稿を依頼し，将来の展
望を語って頂きつつ，モバイル社会の未来を幾つかの側面から取り上げました．本小特集号は，五つの「解説」と二
つの「解説論文」と一つの「所感・書簡」から構成されています．

 まず，解説①ではモバイルがもたらす社会変革のビジョンについて解説します．次に，解説②ではモバイル技術と
通信技術の新たな融合形態について解説します．続いて，解説③ではモバイル端末について 3.5G 及び 3.9G の構成，そ
れを支える技術例及び今後の進化について解説します．続いて，解説④では未来のアンテナについてアンテナ技術の変
遷をたどることで，現在の技術から類推して解説します．次に，解説⑤では頼れる情報通信インフラストラクチャの実
現に向けた課題・解決案について解説します．続いて，解説論文⑥では将来無線アクセス技術に関する要求条件・技術
課題と，それを解決するために有望な候補技術について解説します．最後に解説論文⑦では，長年にわたって検討され
てきた三つの周波数帯の電波を用いた ITS 情報通信システムについてその現状と将来展望について解説しています．
これら将来に向けた執筆者の展望及び提案はきっとモバイル社会の未来像の形成に貢献していくでしょう．また，

次のサービス・技術のイノベーションの創出は，本マガジンの読者の皆様にもかかっているかもしれません．

Let us together invent the future !!
本小特集号で紹介した内容が，モバイル社会の繁栄の一助となれば幸いです．最後に，大変お忙しい中，原稿の執

筆を快諾して頂いた執筆者の皆様，編集に御尽力頂いた本誌編集委員及び学会事務局の皆様に深く感謝の意を表します．

【小特集編集チーム】ベンジャブール・アナス，小野文枝，翁長久，清水聡，高橋応明，辻宏之，西本浩，長谷川輝之
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解　説

1.  ま え が き

「将来モバイル社会のビジョン（仮題）」を書いてみない
かという依頼が通信ソサイエティマガジン編集委員会か
らあった．私は，制御・ロボティクス・電力を主な研究
テーマとしながらも本学会に属し，社会科学との連携を
図るべく 2001年 10月に時限研究専門委員会（第 2種）
「インタラクションによる知識の創生に関する研究会－社
会科学系との新しい関係の構築」を組織し，新しい社会の
在り方を展望するという地道な活動を進めていた．つい
に，私の高い志が認められたのかと喜んだ．しかし，委
員会も随分前に解散し，私の高い志も日々の生活の中で
次第に小さなものへと変わっていたのに，なぜ，今依頼
が来たのだろうか？
本誌関係者がモバイル社会で検索をしたとき，モバ
イル社会研究所の「2030年のモバイル社会ビジョン」の
ホームページ＊1にヒットしたのではないだろうか．そこ
に私を見いだし面白そうなことを言っているではないか，
何か気の利いたことを書けるのではないかと考えられた
のであろう．
「2030年のモバイル社会ビジョン」は，2005年の時
点において 4半世紀先の 2030年を展望するというプロ
ジェクトであった．今でもその報告書は目を通す価値が
ある．バックキャスティングという言葉を初めて聞き，
ビジョン策定前にオピニオンペーパを求められ，1泊 2

日の合宿ではファシリテータが議論を喚起し，メリハリ
のある会議運営（マネジメント）で実に有意義なプロジェ
クトであった．
まずは，2005年に立ち返り合宿当時の議論を検証し，
合宿後の 2005年 7月から 2011年 7月現在までの 6年
間の環境の変化とその影響を考え，最後に私の考えるモ
バイル社会のビジョンを示す．

1.1　私はユーザ
私は通信そのものを研究したことがない．しかし，ロ
ボットのテレオペレーションに関する研究では当然のこ
とながら通信を用いる．1994年の雲仙・普賢岳の無人
化施工では無線通信による制御の評価を行い（1），1995

年には SIGGRAPH（Special Interest Group on Computer 

Graphics，コンピュータグラフィックスの国際会議）に
参加してインターネットを介して世界初の遠隔握手の
デモを行った（2）．いずれもユーザの立場である．現在
は，1996年から進めている空間知能化の研究において
通信・ネットワークを使う立場である（3）．電力伝送の研
究も進めているが，やはり通信に関してはユーザの立場
である（4）．
通信そのものを専門としない私がモバイル社会のビ
ジョンを語るのは心もとないと思われるかもしれない．
しかし，モールス電信機のサミュエル・モールスは肖像
画家，電話のグラハム・ベルは音声生理学者であった（5）．
決してその分野の本筋の専門家ではなかった．得てして
革新は辺境から生まれるのである．革新はユーザがもた
らすかもしれない．

1.2　空間知能化とは
私は個々の機器というより IT（Information Technology）
と ET（Energy Technology）が集積した空間（道路，部屋，
家，ビル，都市，Smart Home，Smart Cityなど）に関心
を持っており，具体的には，ネットワーク化された様々
なセンサが人を見守り，その情報から空間がロボットや
情報提示装置を制御して適切なサービスを実現する空間
知能化の研究を進めている（3），（6）～（9）．
空間知能化の観点から，人と空間，人と機械（ロボッ

ト）に関するインタフェース及び人の認知特性を研究
テーマとしている．また，ワイヤレスセンシング及び電
力伝送を用いたエネルギーマネジメントによる環境制御
など，インフラ側も重要な研究対象としている．

私のモバイル社会のビジョン
橋本秀紀 Hideki Hashimoto 中央大学理工学部
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＊ 1　http://www.moba-ken.jp/theme/2030vision.html
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2.  2030年のモバイル社会ビジョン

「2030年のモバイル社会ビジョン」は，2004年 4月
に設立されたモバイル社会研究所が，2005年 7月 9日
（土），10日（日）に 17名の専門家と協力して 1泊 2日
のワークショップ（合宿）を行いまとめたものである．
私は，ロボット工学の専門家としてワークショップに参
加する機会を得た．このワークショップでは，最初に「望
ましい将来像」を描き出し，それを実現するためにはど
うすればよいかをロードマップとして考えた．「バック
キャスティング」手法と呼ばれているものであり，今で
はかなりの方が御存じかと思われる．

2.1　バックキャスティング
最初に 2030年に実現が望ましい社会を設定し，2030

年から現在（2005年）を振り返って，「望ましい社会を
実現するには，それまでの間にどのようなことをすれば
よいのか」という観点から議論をする手法である．現在
から積み上げて予測するフォアキャスティングと対比さ
れる手法であり，環境問題での CO2の削減目標を設定
するときに用いられた．

2.2　「キーワード」と「オピニオンペーパ」
参加者は合宿の前に，「キーワード」と「オピニオンペー

パ」の提出を求められた．これらは，6年経った現在で
も本プロジェクトの HPに掲載されている．
私は，将来の方向性が決定的なキーワードとして
①　高齢者が増える（長生きする）
②　介護が深刻に（病人が増える）
③　日本の人口が減少する（世界全体は増えるだろう）
将来の方向性は分からないが重要と思われるキーワー
ドとして
①　日本が巻き込まれる大きな紛争があるか
②　エネルギー危機はあるか
③　科学技術にブレークスルーはあるか

を提出した．
オピニオンペーパに関しては，2030年における人と社
会に関するテーマとして，「ITと RT（Robot Technology）
の融合，IRT（Information and Robotics Technology）」を提
出した．そこでは，2005年時点で JST（科学技術振興機
構）が提唱していた IRT（10）を引用しながら実に明るい展

望を主張した．
本稿では，オピニオンペーパの中で私の考えた 2030

年の社会に関する部分を当時のまま引用する．2030年
時点から過去を振り返り 2050年を展望する形の記述に
なっている．

「 20 世紀の終わりごろから日本におけるモバイル社会

は加速された．携帯・PDA といった情報機器によるコ

ミュニケーションは，IT の進展によって全てのヒト・

モノ・コト（事象）のネットワーク化を目指し，VR

（Virtual Reality） 技術とあいまって著しい深化を示し

た．21 世紀に入り，日本は人と人とのコミュニケー

ションを中心としたモバイル社会となり，様々な問題

が議論され，心豊かなモバイル社会を世界に先駆けて

実現した．社会問題化していた心の問題は，コミュニ

ケーションの問題として解消される方向で社会自体が

進化し出した． 

 　その一方で，少子高齢化のような大きなトレンドは

解決することができず，現実の生活において介護や労

働力不足が深刻化してきた．この頃，日本では RT が

注目され始め，IT と RT の融合した IRT が実用化の段

階に入ってきた．当初，ヒューマノイドタイプのロボッ

トを期待していた人々にとっては，サイバースペース

から実世界へ働きかけるインタフェースである IRT は

力不足に見えたということである． 

 　しかし，IRT はモバイル社会のインフラを積極的に

用いてネットワークロボットなどを実用化し，少子高

齢化に直面し深刻化しつつあった介護及び労働力不足

の問題に大きく貢献した．2030 年の現在では，各家

庭，路上，病院，駅，学校，ショッピングセンターな

どあらゆる場所にロボット技術が活かされ，人々の生

活を物心両面からサポートするまでになり社会を構成

する不可欠な要素となっている． 

 　深刻な社会問題に目処をつけた政府は，人間と共存

するロボットの更なる研究開発を進め，また法整備に

も積極的に取り組み始めた．20年後の 2050 年には

人を看護するヒューマノイドロボットを実現する大規

模なプロジェクトも始まった． 

 　 2030 年の今，自動車産業の規模に追いついた IRT 

は日本を支える基幹産業として世界に輸出され始めた．」

Topics of Emerging TechnologiesTechnology Reviews and Reports
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実に楽観的な記述である．1泊 2日の合宿では，他分
野の様々な意見を持った方々と楽観及び悲観の双方に基
づいた議論を十分に行ったが，私自身の基本的な考え方
は変わらなかった．
エネルギー問題・資源問題なども議論されたが，それ
ほどの切実さを感じなかった．いかに自由な議論といえ
ども 2005年の状況は，それほど深刻なものではなかっ
た．2011年 3月 11日以降の世界とは大きく違っていた
のである．
本プロジェクトでは多士済々な方々がオピニオンペー
パを書かれたので，是非 HPを訪れて 2005年時点での
2030年を見て頂きたい．
合宿後にまとめられた 2030年のモバイル社会のビ

ジョン自体も明るいものであった．「2030年，モバイル
コミュニケーションをすればするほど響き合う文化的社
会が創発」，と記述されている．そして，そのための三
つのパス（メディアの変化と文化の創造，豊かな暮らし
を支えるネットワーク型社会，モバイルネットワークの
進化）が示されている．そして，2010年代は世の中の変
革期で，「モノ」から「コト」へ社会のパラダイムシフト，
「伝達」から「共振・共鳴」へコミュニケーションの質と
量の変化，の過渡期にあるとしている．詳細は HPを参
照されたい．
今，プロジェクト当時の 2005年を振り返ると，愛知

万博，郵政解散，とそれなりに大きな出来事があったの
だが，いつもとそれほど変わらない年であった．それほ
どうまくいっている社会ではないが，そんなに悪くもな
く，世界の大きな枠組みが変わることはないだろうとい
う思い込みがあった．

3.  2005年から2011年へ

3.1　大きく変わったか？

2005年 7月の合宿から 6年経った 2011年 7月，何
が大きく変わっただろうか．政治経済的には，2005年 8

月の郵政解散，2007年からのサブプライムローン問題
に端を発した世界金融危機，2008年のリーマンショッ
ク，2009年の民主党政権の誕生，いつものように一瞬
驚きはあるものの経済はそれほど良くなくデフレが続い
ても政権が代わっても将来が大きく変わることはないと
いう雰囲気であった．

しかし，2011年 3月 11日の東日本大震災での大津波，
そして原発事故で状況は変わった．皆さんも同じ思いだ
と思うが，起きるはずがない，少なくとも自分には起き
ない，世の中が変わるわけがない，といった根拠のはっ
きりしない思い込みが崩れつつある．

3.11以降，計画停電などの試練を乗り越え，電力不足
には自分自身の節電・省エネルギーで対応するといった
適応性を示すなど，つい最近まで根拠のない思い込みに
安住していた人々ではないような行動を示している．自
らリスクを取ることは良しとはしないが，与えられたリ
スク（好ましくない外部制約）は甘んじて受け入れて自
分自身が適応していく．今回の件で自らのライフスタイ
ル及び社会の在り方を大きく変える可能性が出てきた．
本当に変わるのである．
変わらないと思われていたことの一つにエネルギー政

策があるが，3.11から大きく再生可能エネルギーに踏み
出し脱原発を検討しているようである．国が一旦決めた
方向は何があっても変わらないと思い込まされてきた私
には本当に驚きである．
これは未来予測，未来のビジョンを考える上に非常に

大きなインパクトである．多くの場合，予測やビジョン
は現在の方針の延長であり，変動する部分は限られてい
た．変わることは想定せず，変えることは困難なことと
して捉えられていた．

3.11以降，様々なことが変わるかもしれないと思える
ようになった．事実変わり始めている．少なくともエネ
ルギー政策は大きく変わらざるを得ない．社会の基本的
な部分があっという間に変わるのである．そして，それ
を受け入れて自らも変わることができるという確信が生
まれつつある．

3.2　では，モバイル社会は？
モバイル社会に関しては，スマートフォンが普及

し，ツイッター，フェースブック，そしてクラウドコン
ピューティングなど実に様々な展開が進んでいる．多く
の人がこれらを受け入れユーザとして活用している．も
ちろん個々の技術的な点は，手元にある『2015年の情
報通信技術』（立川敬二監修，NTT技術予測研究会編，
NTT出版，2001）などでも的確に議論されていたことで
はある．
ただし，北アフリカでの政変にツイッター，フェー
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スブックが果たした役割，3.11での携帯メールの果た
した役割，など ICT（Information and Communication 

Technology），モバイル技術が社会への関わりを予想以
上に増大している．ここでも何か大きく変わるのではな
いかという期待が生じてきている．

3.3　電脳コイル

電脳コイルは 2007年 5月から 12月まで NHKで放
映されたアニメーション（以下，アニメ）である．日本
SF大賞を取るなど話題になった作品で，何度か再放送
されたので御存じの方も多いであろう．電子データを埋
め込んだ現実空間をキーにした状況設定が，空間を電子
的に再構築する空間知能化の研究と重なる部分が大き
く，2008年の再放送から見入ってしまった．2026年の
未来をアニメで見て，ICT及びモバイル技術で何か本当
に変わるのではないかとの印象を持った．
その他には，オタクの世界の存在であった初音ミク

（ボーカロイドというソフトウェア）がプロダクション
に所属しコンサートを行うなど，実世界において着実に
存在感を増してきている．私は，初音ミクは何か国語も
しゃべり，早口で歌うことのできる才能豊かな実在のア
ニメ歌手であると固く信じていた．バーチャルなものが
実在のように受け入れられ実体経済にも寄与している．
確かに何かが変わるのだという思いを強くした．

4.  電脳コイルの世界：風景は変わらない

電脳コイルはとてもインパクトの大きいアニメ作品で
あった．しかし，2007年に NHK教育テレビで初めて
見たときには，2026年の未来なのに小学生はランドセ
ルを背負っており，街は電柱だらけ，そして街にも家に
もロボットがいないという設定に戸惑った．2030年に
近い未来なのに今と何も変わっていないではないか．例
えば，2035年のシカゴを舞台にした映画「アイ，ロボッ
ト」（2004年，米国）では，超高層ビルが林立し，自動
車は自動走行し，そして多くのロボットが街の至る所を
歩いているのである．未来はこうでなければならないと
の強い思い込みがあり，電脳コイルの世界に何か物足り
なさを感じた．

4.1　風景は変わらない
見ていない方は何の話か分からないであろう．簡単

に「電脳コイル」を紹介する．2026年の夏休みを挟ん
だ数か月間の小学生の物語である．電気自動車，ITS

（Intelligent Transport Systems，高度道路交通システム）
といったものは見られるが，小学生はランドセル，中学
生は学生服，駅前にはショッピングセンター，電柱だら
けの街並み，ごく普通の電車，今と変わらない風景，一
つだけ異なるのは「電脳メガネ」によって電脳空間に構
築された世界が現実世界に重ねて表示され操作できるよ
うになっていることである．この舞台設定の元に謎解き
と子供たちの活躍，そして心理が描かれている．
図 1を見て頂ければ本誌の読者諸氏は，電脳メガネ
はシースルー形の AR（Augment Reality）を提示するデ
バイスだと理解できる．電脳メガネを通して見える犬
は電子データで構成された電子ペットである．既にユー
チューブでは，この方向の研究成果が数多く登録されて
おり，実用化のレベルはともかく，電脳コイルに描かれ
ている世界は確実に近づきつつある．

2007年の最初の放映のときの私の感想は，何ら驚く
に値するものはない，ごく控えめの未来予測でしかな
い，というものであった．結局数話だけ見て終わりと
した．
これは私の誤った判断であった．2008年 5月に再放

送を見て，日常の風景は今と変わらないのに，電脳世界
と交流できるようになった世界の面白さに引き込まれた
のである．同様な感想を持つ方々が多いのがこのアニメ
の特徴かもしれない．

2026年の電脳コイルの世界はことごとく普通であり，
今と同じ風景なのである．しかし，その変わらない風景

図 1　電脳コイル（電脳メガネを通して電脳世界とつながる）

アニメージュ2007 年 2月号初出　原画：本田雄　仕上げ：中内熊美　特殊効果：広川由利（レアトリック）　背景：合六弘（小倉工房）
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が典型的な未来を思い描いている私たちの関心を強く引
き付ける．

4.2　電脳メガネのすごさ
電脳メガネを単なる ARデバイスだと考えていたが，
電脳コイルの解説本（11）には以下のような記述がある．
全 26話中の終盤の 23話で語られる台詞である．専門家
の目から見れば，技術的には何も語っていないと言われ
るだろうが，私にとってはワクワクする記述である．

「 量子回路のある特殊な基盤パターンが，過去例を見な

いほど高性能なアンテナになることに，コイルス（電

脳メガネの開発会社）の主任技師が気づいた．おかげで

微弱な電磁波でも高速通信ができるようになり，今の

電脳メガネと革命的な通信インフラが実現した．当然

コイルスはその現象の理論を解明しようとしたけれど，

原理すら分からなかった…．しかし，現象の再現と回

路のコピーだけは簡単だった．経営者は量産に踏み切

りコイルスは急成長した．でも，技師の発見はそれだ

けじゃなかった．回路が電磁波以外の何かを受信して

いたのを発見した．人間の意識．技師はそれをイマー

ゴと名づけ，さらに実験を繰り返した．人間の意識を

電脳空間に取り出したり，イマーゴを逆流させて意識

を操作したり．そしてイマーゴを中心としたコイルシ

ステムを構築し，電脳医療にも応用した…」

ワクワクするではないか．ガンダムのニュータイプ，
エヴァンゲリオンの人類補完計画のときに感じたワクワ
ク感である．技術予測ではとても出てこない話である．

少しオカルト的な雰囲気を持つ電脳コイルにおけるイ
マーゴを図 2に引用する．技術情報がないと思われるだ
ろうが，電脳空間と肉体（現実世界）と意識（心）の位置
関係を意識することによって面白い研究課題を設定でき
ると思われる．少なくとも新しい世界観でのシナリオを
考えることができるであろう．

4.3　身体性（指電話，ノートパソコン）
電脳メガネは携帯電話の機能を持つ．手をあたかも携
帯電話を使うかのように指を曲げて耳に近づけると，電
脳メガネが指の形を認識し，携帯電話の機能を提供する
ものであり指電話と呼ばれている．2026年にはまだ公
衆電話が残っており，通常の携帯電話を使っている人が
多数いることを考えると，この指電話は社会自体が持っ
ている電話に対する身体性といえる．新しいものは急に
古いものを断絶するのではなく，次第に駆逐するのであ
り，社会はそのプロセスを身体性として記憶している．
社会自体が持つ身体性は電脳メガネを通して現れる
ノートパソコンでも同様である．入力作業の必要がある
ときは，キーボードとディスプレイが目の前に現れ，子
供たちはものすごい速さでタイプ入力する．とてもリア
ルな設定である．

4.4　電脳コイルでの空間
2026年の人々の生活している空間は今と変わらな

い．ロボットも出てこないごく普通の世界である．ただ
し，至る所に情報が電子的に書き込まれている．空間は
電子的にデザインされている．これは GIS（Geographic 

Information System，地理情報システム）の一つであり，
国及び自治体によって管理されている．
しかし管理が不十分な電脳空間が，現実空間とのリン
クを残し古い空間と呼ばれながら存在している．これ
は，先ほどのイマーゴによって結ばれた電脳空間であ
り，医療空間としても検討されたのだが，肉体に悪影響
を与えるものとして抹消されつつある空間である．電脳
局，空間管理室，といった行政によって再フォーマット
されつつあるという設定である．電脳空間による健康被
害を隠蔽しようとする企業と当局の体質をも表現されて
いる．非常にリアルでありかつその管轄までが議論され
ており，モバイル社会のビジョンを考える上には有益で
あろう．

◆ 不整脈
◆ 目まい
◆ 頭痛

肉体

イマーゴ

電
脳
空
間

意
識
（
心
）

◆ 記憶操作
◆ 電脳体分離現象
◆ 暗号の抽出
◆ 古い空問の音や
映像関知

◆ キーボードを使わない
    メガネの操作
◆ 電脳空間の形成
◆ 暗号の生成

図 2　イマーゴ（アイディアがわくかも）
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電脳空間には，電脳メガネを通して人と結び付くが故
の問題がある．その一つが，意識（心）を扱う上での避
けられない人の記憶の取扱いである．電脳コイルの物語
では，交通事故で意識が戻らない少年の治療のために作
られた電脳空間において，医者が少年の心の中に入り込
む．少年の記憶に向かい合う形で治療が行われる．
私自身は，記憶はデザイン可能な対象として研究の対
象になり得ると考えるが，記憶の改ざんと捉えれば医療
行為としても倫理問題を考えざるを得ない．技術の進展
が次第に人間の心の領域に入ってきている．この点は，
ARも含めセンシティブな課題になるであろう．もち
ろん，かなり遠い話として考えて頂きたい．
現在と変わらない 2026年の風景（電柱があって，工事

現場があって，駅ビルがあって，神社があって）を見て，
未来はこんなものかと少し残念に思った．しかしながら，
これは当然であって，建築物は短いものでも数十年はそ
のまま存在するのである．そして，小学校で学ぶという
制度設計のような社会的な決め事は一度設計すれば数十
年から数百年も維持される．人の日常は何千年という長
い営みであって，そう簡単に変わるものではない．人そ
のものが変わるには更に長い年月が必要であろう．
将来のモバイル社会では，風景は変わらず，テクノロ

ジーによって電脳空間に結ばれた人の在り方が変わる．
それを支えるのは，電脳コイルでは電脳メガネであり，
モバイル社会ではモバイルコミュニケーションを推し進
めるデバイス（具体的にスマートフォンなど）であって，
人と電脳世界を結び付けることそのものが大きな価値を
生み出す．

5.  私のモバイル社会のビジョン

将来のモバイル社会では，既に述べたように風景は変
わらないが電脳空間と結ばれた人の在り方そのものが中
心になる．期待どおりの主張だと思われるであろう．多
くの方々が同様な主張をされているのはもちろん了解済
みである．ただ，ここに幾つかの私見を付け加えさせて
頂きたい．

5.1　モノが先導してきた関係性
モノ（ここでは物財，サービスなどの商品を意味する）

が作られ流通し経済規模が大きくなると，モノをめぐっ

て誰が作り，消費し，利益を得る，といった関係性（コ
ト）が社会の中心となる．簡略化した言い方になるが，
モノがヒトに満足感，社会からの承認要求を満たす，と
いった私たちが生きていく上でとても大事なコトを創り
出している．
例えば，携帯電話の会社で，Aさんが新しい通信サー

ビス X（モノ）を実用化し，多くの人たちが，通信サー
ビス Xを購入し使用することによって満足感を得る．
そして，Aさんは会社で遇される（承認される）．
この一連のコトが私たちの社会の営みである．もち
ろん，このように単純な話ではないし，現在言われてい
るモノからコトという文脈よりも更に上位のことであ
る．いずれにしろ，モノが中心となった関係性（コト）
で社会が記述されている．
これはとても長い歴史を持っているので論じること自

体が危険であるが，あえて述べる．人が生きていくこと
は，モノを介したコトを自らの記憶に刻み込む営みであ
ろう．生まれてきたときから死ぬことだけが確実な営み
の中で，幸不幸も含めどのように感じるかもモノに準拠
したコトに縛られてきた．私たちの認知特性の問題もあ
ろうが，このモノに先導されてきた関係性（コト）は強
固であり，私たちはここから逃れることはできないよう
に思われてきた．

5.2　モノからコトへ
多くの方々が既に気付いているように，世の中はモノ

からコトへと変わってきている．モノに先導されてきた
関係性（コト）も揺らぎ始めている．社会から認められ
ることは，今までは所属している組織（会社，コミュニ
ティ）で認められて肩書きが上がることであったが，ポ
ジションを増やせなければどのように満足感を与えれば
よいのか．幾つもの呼び名のポジションを作るのか．限
界があるであろう．
可能性のある解は，小さなコミュニティを作り一人一
人が主役となる場を提供することである．モノが先導す
るのではなく情報通信技術が関連性（コト）を作るのであ
る．既に SNS（Social Networking Service）が成長し，ス
マートフォンといったパーソナルメディアが大きな潮流
となってきており，人々の在り方を形作り始めている．
人の長い歴史の中では，人と社会の在り方（関係性と

いうコト）が本質である．現在の情報通信技術の進展で
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進められているモバイル社会の構築はこの関係を書き直
す可能性があり，とても大きな影響を与えるものである．
モバイル社会における一つ一つの技術はおおむね予測
されるものでありそれほどインパクトは大きくないが，
一たびインターネットのように多くの人に提供され用い
られることによって確実に人と社会の在り方を変えるの
である．
しかし，私はツイッターのどこがそんなにすごいの
か，フェースブックの何がそのように受け入れらている
のか，技術的には当然な流れなのだろうとしか考えてい
なかった．北アフリカでの人々の連携，3.11でのコミュ
ニティの紐

きん

帯でのモバイル社会の進展の意味を小さく
考えていた．これは，技術の周辺にいるがゆえの軽視で
あった．モノからコトへと変わりつつあるのに，まだま
だモノに準拠した技術にとらわれているようだ．

5.3　もっと先に，記憶のデザイン
モバイル社会のビジョンを考えるとき，五感に働き

かけるコミュニケーションは確実に進展する．そして，
各々の技術の完成度，実用度，といったことより，今ま
でにないコミュニケーションのチャネルが開発されれ
ば，人は即座に新しい展開を思いつくであろう．
触覚の新しいチャネルができれば，触覚と視覚との

間のチャネル交換のサービス（錯視，前頭葉をだますよ
うなエンタテインメント，など）が考えられ，現在まで
蓄積されてきた膨大なデータを用いれば同時代の人との
通信ではなく擬似的に作られた過去の人たちとの通信な
ど，様々なことが提案されるであろう．
五感に働きかけること自体はモノに立脚した技術で進

みそうである．しかし，その技術で作られる新たなチャ
ネルに誘起されるコトに関しては，センスの良い人が世
界を変える提案をするのである．生き残ってきた SNS

などはその例であろう．そして，そのようなセンスの良
い人を創り出す術はなく，時代が生み出すとしか言いよ
うがない．いまだに属人性の強い営みである．
ここで話を終えると，モバイル社会のビジョンは，

個々の技術はそこそこ進み，センスの良い人が新しいビ
ジネスモデルを作ってくれる，などということになる．
ＸＸさんがいなければ YYはなかった，と．難しいとこ
ろではあるが，これには組したくない．少なくとも，私
たちはそんな素晴らしい人が出てこなくとも，自らを素

晴らしくする営みを加速できる．
モバイル社会においては，五感に働きかけ記憶をデザ

インすることが自らを素晴らしくする方向であると考え
る．かなり危険な話かもしれないが，生きるということ
が記憶を創り出していく行為であるなら，五感への提示
の自由度が増えれば記憶すなわち人生はデザインの対象
になり得る．記憶のデザインを可能とするツールは様々
なところで研究されているようである．これらのツール
が使えるようになれば，多くの人が自己の記憶を積極的
にデザインし活力を持って生きていくことができる．

5.4　空間の解体と再構築
空間は古くから人の創造の活動によって切り刻まれて
きた．古代人の壁画から始まり，住居，道路，橋，広場，
建物，など空間は仕切られ，それらの圧倒的な存在感で
私たちの意識に記憶として刻まれてきた．建築家の営み
は，空間を切り刻み続け風景を創り続けることであり，
私達はそれを記憶してきた．
そして，工学者は仕切られ記憶される空間にモノを満

たし続けてきた．照明，空調，AV（Audio Visual）機器
など，実に多くのモノを供給してきた．モノにあふれた
空間は人によって様々な物語を生み出し，次第にコト作
りとしての機能を充実する．モバイル社会はその途上に
位置する．
モノに責められ続ける空間は，そのあふれ出るモノに
いつか解体され，コト作りの機能を中心に再構築される
のである．コト作りにはコミュニケーションが本質であ
り，ヒト，モノ，コトを結び付けるモバイル社会こそが
それを行う．携帯電話のサービスを見れば，既に，その
解体は始まっている．

5.5　切実な問題とモバイル社会（最後に気になること）
3.11以降，安全・安心はもとよりエネルギー問題，資
源問題，といった切実な問題が再びクローズアップされ
ている．一方，モバイル社会では，切実さから距離があ
ると考えられている心，連帯，癒し，つながり，といっ
たコミュニケーションの問題が中心となる．
コミュニケーションの問題は，切実な問題と対立する

関係なのか，切実さにおいて距離があるのか．危険から
身を守り生きることがまず第一だということはそのとお
りである．その観点から考えるとコミュニケーションの
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問題は下位に位置付けられる．
しかし，永遠に生き続けることはできず，100%安全
ということもなく，私たちは限られた時間を生きてい
るのである．死は避けられない．だから，どのように生
きるかという問題は切実な問題と捉えられる．コミュニ
ケーションの問題は，いかに限られた生をデザインして
生きていくかという切実な問題である．モバイル社会の
ビジョンを語ることは，生きることだという意識を持た
ないと，目の前にある切実と思われる問題（天災，飢饉，
病気，など）に埋もれてしまう．
この点に関してはもっと精緻な議論をしないと，ビ
ジョンを語ることすらが切実さからかけ離れた単なる夢
を語っていると捉えられる危うさがある．

6.  む　す　び

2005年 7月のモバイル社会研究所の「2030年のモバ
イル社会ビジョン」を振り返り，2005年 7月から 2011

年 7月までの 6年間の変化を検討した上で私自身のモバ
イル社会に対するビジョンを述べた．
いわゆる技術予測であれば，膨大なデータと現実に研

究開発を行っている専門家の方々が関与することによっ
て精度の高い予測が可能となる．5年から 10年であれ
ばほとんど予測できると思われる．そのような報告は経
産省を中心に各分野でロードマップとして提供されてい
る．今回の 3.11によって大きく予測が狂った分野もあ
るが，おおむね多くの人たちに受け入れられるものであ
ろう．そして，それほど面白くないと思われる方も多々
いるようである．
予測でなくビジョンには，自分の思いを入れ込めるこ

とができる．それは大変面白い作業であるが，ビジョンは
共感してもらえなければただの独りよがりの思いとなる．
私のモバイル社会のビジョンは，目の前にある風景
は大きく変わらないが人は電脳空間とつながり，モノか
らコトへの流れは加速され，記憶はデザインの対象と
なり，空間は解体され再構築されていき，コミュニケー
ションは限られた生をデザインすることであって切実
なのだ，ということである．そして，モバイル社会のビ
ジョンを語ることは，生きることだという意識を持つべ
きだとした．
あとは，皆さんがどう感じるかである．
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1.  ま え が き

モバイル通信は，無線が発明された当初から無線の最
大の応用として着目されてきたので，既に 100年以上の
歴史を有する．モバイル通信の最大の市場は携帯電話で
あり，更にインターネット機能が搭載されるに至って，
社会インフラストラクチャの一翼を担う技術ともなって
いる．また，モバイル通信は，可搬局，車載局，携帯局と
いう通信機器の小形化の歴史に沿って進化し，現在では，
スマートフォン，携帯音楽機器，電子書籍ビューアといっ
た，モバイル通信機能を有する携帯形コンシューマ機器
の市場をも形成するに至っている．では，モバイル通信
技術の未来として，それ以外の分野への展開はあり得る
のであろうか？　本稿の主要テーマはその点にある．
モバイル通信は，移動しながら通信が可能な形態を意

味している．この形態がこの先どうなるのかを考える場
合の一つの考え方は，「モバイル通信」という六文字トー
タルの意味での考察であろう．しかしながら私自身，「モ
バイル通信」という枠組みでは数年先までを考えるのが
精一杯であった．そこで発想を変え，モバイル通信を，
モバイル（移動体）機能と通信機能の二つに分け，この
両者の関係について改めて考えてみたい．
モバイル機能を考える上では，車がクローズアップ
される．特に最近の車には，カーナビゲーション（以下
カーナビ）に代表されるように情報プラットホーム機能
が標準的に搭載されつつある．この分野では，より高
度な情報プラットホーム実現に向けて，ユビキタス ITS

（Intelligent Transport System） （1）という概念が提唱され，
その実現に向けた研究開発が進められている．
また， カーナビにおける GPS（Global Positioning 

System）は，空間的位置特定機能があるので，車を移動
するセンサとして活用することも可能となり，その結果，
様々なセンシング情報の空間分布測定が可能となる．イン
ターネット ITS （2）で検討されたプローブカー（3）がその例

であり，動的にスペクトルを獲得しながら通信するコグ
ニティブ無線システム （4） の高度化への適用も期待される．
更に，例えばハイブリッド車における発電 /蓄電機能
は，スマートグリッド （5） におけるエネルギーフローを，
消費者側でミクロ，かつ効率的に制御するためのエネル
ギーのバッファリング機能としても利用可能である．
以上の背景を踏まえ，本稿では，車に搭載されている

各種機能をモバイル機能と位置付け，それと通信機能の
関わり合いを検討する中で，モビリティ機能と通信機能
が融合したモバイル＋通信（モバイル・通信）の将来像
について検討する．

2.  通信とモビリティの関係の多様化

モバイル機能と通信機能について考察する前に，現
在のモバイル通信における移動性（モビリティ）の位置
付けについて考える．通常モバイル通信というと，端末
がモビリティを伴う場合でも回線品質が維持できる通信
形態を意味しており，モビリティは，通信という主目的
に対する拘束条件となっている．一方，最近ではモビリ
ティと通信の関係がより多様化している．図 1にその
例を示す．自然災害等で発生する通信障害時に投入され
る移動基地局や移動中継局は，災害による通信品質の低
下に対し，その影響が緩和できる地点に設置される．こ

( a ) 通常のモバイル通信
（通信が主，モビリティは拘束条件）

（ b ） 移動基地局，移動中継局
（通信をモビリティが支える関係）

（ c ）車車間通信による衝突防止 
（モビリティを通信が支える関係）

図 1　通信とモビリティの関係の多様化

人と環境が調和する社会を支える
将来のモバイル・通信技術
三瓶政一 Seiichi Sampei 大阪大学
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れは，通信機能をモビリティが支える関係にあるといえ
る．一方，車々間通信による衝突防止機能 （6） は，車の
位置情報を無線通信回線経由で随時交換することで衝突
防止能力を強化している．これは，車のモビリティ機能
を通信機能が支える関係にある．
以上に加えて，最近の車にほぼ標準的に搭載されてい

る GPS機能は，自動車が走行している場所とリンクし
た各種情報の提示を可能としている．これは車のモビリ
ティ機能の多様化の一端と位置付けられる．
すなわち，これまでは独自に進化してきたモバイルと

モバイル通信ではあるが，通信とモビリティの関係の多
様化や車のモビリティ機能の多様化が進んでいることを
踏まえて，ここでは一旦，モバイル及びモバイル通信をモ
バイル機能と通信機能という二つに分けた上で，再度それ
らの複合体としてのモバイル・通信を考えることとする．

3.   車の機能の多様化が情報社会へ与える
インパクト
図 2に，車の機能の多様化がもたらす車の役割の変

化を示す．車の開発は，「走る・止まる・曲がる」とい
う機能の追求の歴史であったが，そこにモバイル通信機
器が搭載され 更にカーナビが搭載されるに至った結果，
車は，位置情報とリンクした情報へのアクセスを可能と
する情報プラットホームに進化しつつある．ユビキタス
ITS （1）がその代表例である．またカーナビに搭載された
GPSは，交通トラヒックや天候などを空間的にスキャ
ニングするプロービングツールに道を開き，インター
ネット ITSプロジェクトでは，その有効性が実証されて
いる（2），（3）．更に電気自動車やハイブリッド車の投入に
伴い，車に搭載される蓄電池が，スマートグリッドシス
テムにおけるミクロなエネルギーフロー調整役としても

期待され始めている．
以上のように，車は，我々の生活に係る，より多様な

分野との関わり合いを持ち始めているので，多様化する
車の機能と通信機能が効果的に融合すると，現代社会が
抱える様々な課題に向けた解決手段として期待ができる．
図 3に，現代社会における様々な課題と，その解決策
としてのモバイル機能及び通信機能の関係を示す．ここ
では，現代社会における様々な課題の中で，特にモバイ
ル機能，通信機能に関係する，低炭素社会の実現，人と
環境の調和，そして，情報システムを活用した活力ある
社会の実現を挙げている．

低炭素（LC: Low-Carbon）社会は，温室効果という，
我々を取り巻く環境における最大の課題を解決するため
の社会像である．スマートグリッドシステムは，従来の
エネルギー需要側に太陽光発電などの分散型電源を配置
することで，発電所から家庭へという従来の単方向エネ
ルギーフローを双方向化するとともに，情報通信ネット
ワークと電力ネットワークの一体化によるエネルギー需
給の「見える化」により，エネルギーを効率的に運用す
る中で，LC社会を実現しようとするものである．例え
ば，その枠組みにおいて，ネットワーク経由で，ハイブ
リッド車の発電 /蓄電制御と家庭におけるエネルギー需
給制御をリンクさせることで，車の発電 /蓄電機能に，
スマートグリッドにおけるエネルギーバッファの役割を
担わせることも期待できる．
人と環境の調和とは，我々の生活に欠かせない社会
システムと環境を，調和を保ちつつ共存させることであ
る．センサネットワークは，社会システムや環境状態に

移動体
（モバイル）

移動する手段
・従来の車としての機能（走る・止まる・曲がる）
・搭載機器の一部としてのモバイル通信機器
・走行管理機能の強化（カーナビ）

・環境パラメータ
・スペクトル利用状況
・交通トラヒック状況

・発電／蓄電機能
・スマートグリッド
内拠点機能

・カーナビ
・交通情報
・インターネット

情報プラットホーム
としての活用

各種センシングの空間
スキャニング機能の活用

エネルギー需給拠点
としての活用

図 2　車の機能の多様化がもたらす車の役割の変化

情報通信システムを活用
した活力ある社会の実現

低炭素社会の
実現

適応無線
アクセス・伝送

電波環境
センシング

社会システム・
環境センシング

通信機能+

空間スキャニング機能を
有するセンサネットワーク

スマートグリッド
システム

エネルギー
バッファ

生活環境に浸透した
情報通信ネットワーク

モバイル機能
移動性発電／蓄電 GPS センサ

コグニティブ無線

社会システム・
環境制御

現代社会における課題
人と環境の
調和

図 3　 現代社会における様々な課題の解決策としてのモバイル
機能と通信機能
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関する様々なデータを取得し，社会システムの状態や環
境の状態を「見える化」することで，我々の環境意識を
高め，社会システムや環境を，より適切な状態に維持す
るための手段である．
一方，情報通信システムは我々の生活にとって単に身

近になっただけでなく，より活力ある社会を実現するた
め，我々の生活環境に深く浸透し始めている．その中で
通信機能を支えている無線アクセスは，システム間の干
渉を避けるため，電波主管庁（日本では総務省）による
周波数監理の下で運用されている．
移動性を許容した無線端末に対し，無線リンクを安定

的にサポートするためには，電波が面的に伝搬しやすい
6 GHz以下の周波数が望ましいが，6 GHz以下の周波数
割当状況は既に満杯である（7）．すなわち，従来行われて
いる静的無線周波数運用では，更なる需要に対する安定的
無線リソースの確保は不可能なので，将来的には，動的無
線周波数運用と適応アクセス・伝送技術の複合技術であ
るコグニティブ無線技術の導入は不可欠であろう（8）．そ
の際，各端末が独自に 6 GHz以下の無線帯域を常にセン
シングすることはかなり困難であるので，各地点における
無線スペクトルの使用状況が，事前にある程度分かって
いることは非常に有効である．電波環境の空間スキャニン
グによって作成されるスペクトルマップ（9）はそのための
ツールと位置付けられ，今後の技術の進展が期待される．

4.   人と環境の調和を目指した社会

図 3に掲げた課題を同時に解決するためには，それ
らを束ねる「理念」が必要である．我々の社会生活では，
個人の自律した行動を基本としつつも，周りの人々との
「調和」が求められる．図 3の課題は，調和を維持する範
囲を，いわゆる人間関係から，人，社会基盤，周辺環境
等との間の関係まで拡張することに相当する．
では，調和とはどのような意味であろうか？　調和の

意味を，大乗仏教の真髄である般若心経 （10） まで遡ると，
それは「空」（くうと読む）という言葉で説かれている．
「空」を私なりの浅い解釈で説明すると，「煩悩を捨てた
上で世の中を見るとき，我々の貪欲さ，不満，損得はど
れも些細なことであるので，現状の出来事をあるがまま
に受け入れれば，我々は調和の保たれた心穏やかな世界
で生きることができる」ということである．
では，調和を保つための尺度とは何であろうか？　通

信の世界では公平性という言葉がよく用いられる．需要
に対して供給が少ない場合には，公平性という尺度には
合理性がある．無線リソースは，これまで需要に対して
供給が少なかったという状況にあったので，確かに平等
性という尺度の適用は妥当である．しかしながら，需要
に対して供給が少ないという状態が崩れると，公平性は
不満を生む原因になり得る．
では，コグニティブ無線技術の導入によって，仮に，高

い確率で需要と供給のバランスが保たれるとするならば，
そのときの調和の尺度は何になるのであろうか？　その
ような状況では，人間の気持ちにつながる尺度がふさわ
しい．協力ゲーム理論では，協力して得られた利益の提携
者間での配分法として，全提携者の不満を最小化する「仁」
という概念がある（11）．確かに「不満」は気持ちにつながる
尺度ではあるが，「不満」は貪欲さに通じるものであり，「調
和」を維持するための尺度としてはふさわしくない．その
観点からは「満足感」のほうが適切に思われる．
「満足感」は，技術分野での評価尺度としては分かり
にくいが，その一例に，大阪大学で平成 19年度より文
部科学省のグローバル COEプロジェクトの一つとし
て行われている「アンビエント情報社会基盤創成拠点」
プロジェクト（12） がある．図 4に，アンビエント情報
（AmI: Ambient Information）社会をユビキタス情報（UbI: 

Ubiquitous Information）社会と対比させて示す．UbI社
会は人がいつでも情報システムにアクセスできる社会で
ある．この場合，その目的は情報アクセスに限られてい
るので，人と情報システムとの関係は，単に，人から情
報システムへの働きかけのみである．それに対して AmI

社会では，情報システムから人へ働きかけるといった，
UbIと逆方向の働きかけをも通じて，人と情報システム
が共生し，人の満足度を高めることのできる社会を目指

ユビキタス情報社会 アンビエント情報社会
時と場所を問わず，ユーザが主体的
に情報システムにアクセスし，情報
を得る社会

ユーザからの情報アクセスに加えて，情報
システムがユーザに対して，時と場合に応
じた情報提供，あるいはユーザ環境の制御
をさりげなく行う社会

・人が情報システムにアクセスす
るという形での共存

・人と情報システムが相互に働き
かけることによる共生

図 4　アンビエント情報社会の概念
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している．ここでのポイントは，情報システムから人へ
の働きかけはさりげなく行われることであり，それに
よって人は一定の満足感を得ることである．
一方，情報ネットワークの視点から満足感をテーマに

した技術開発も行われている．その一つが PUC（Pervasive 

Ubiquitous Communication）技術 （13） である．PUCに基
づく PUC社会は，我々の生活環境に深く浸透したネット
ワークである PUCN（Pervasive Ubiquitous Communication 

Network）（14） を前提に，ハードウェア，ソフトウェア，通
信機能の単なる組合せではなく，それらが融合された機器
により，人の生活や行動がさりげなくサポートされる社
会である．この概念は，AmI社会より通信ネットワーク
に近い立場から考え出されたものであるが，現在の PCに
よる情報アクセスのように，人がコンピュータに合わせ
るのではなく，PUC機能が埋め込まれた機器の操作性が，
日常生活の中で我々が利用している道具と同じレベルと
なることを目標としており，やはり，満足感が指標となっ
ている．AmI社会や PUC社会は，これまで我々と遠い距
離にあった情報システムや情報ネットワークを我々の生
活環境に溶け込ませることで，我々の生活空間を，満足感
のある豊かなものにしようとするものである．
図 5に，「満足感」を基本理念とした現代社会の課題

とそれを解決するための各種技術の関係をまとめたもの
を示す．モバイル機能と通信機能に支えられた，空間ス
キャニング機能を有する各種センシング技術は，AmI社
会や PUC社会において，人に「満足感」を与える上での
基礎となるデータベースを構築するものと位置付けられ
る．それ自体は「情報システムを活用した活力ある社会」
の範疇での情報サービスと位置付けられるが，そのサー
ビスの結果は，場合によっては，周辺の人や環境にも
インパクトを与え，その結果が当人の満足感に何らかの
作用を与えることになるので，結果として，「人と環境
の調和が保たれた社会」とも両立することになろう．
一方，「情報システムを活用した活力ある社会」と「LC

社会」の両立のためには，最近のエネルギー問題でもそ
の重要性が顕著となっている「電力消費の時間的空間的
平準化」が重要であろう．スマートグリッドは，機器レ
ベルでの電力消費制御やハイブリッド車の発電 /充電制
御をエネルギーのバッファリング機能として活用するこ
とで，消費者サイドでの電力消費の時間的空間的平準化
の可能性を秘めている．このようなエネルギーの効率的

運用は，「情報システムを活用した活力ある社会」と「LC

社会」の両立にとって大きな進展をもたらすと期待され
る．同様に，「人と環境の調和が保たれた社会」と「LC

社会」の両立についても，エネルギー生成 /消費と環境
保全を空間分布制御という観点から捉え，エネルギーの
効率的運用を行うことが重要であろう．

5.   モバイル・通信に期待される機能

以上で説明したように，車の機能は，従来の「走る・
止まる・曲がる」といった単純な機能からの多様化の道
を歩んでいる．図 6に，モバイル機能と通信機能の融合
によって期待されるモバイル・通信機能をまとめる．
現在，車に対しては，先に説明した情報プラットホー
ム機能，エネルギーバッファリング機能，社会システム・
環境センシング機能に加えて，ITSの開発で多くの検討が
なされている，車々間 /歩車間通信による，対人・対物
センシング機能の導入も期待されている．これらは全て情
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図 5　 「満足感」を基本理念とした現代社会の課題とそれを
解決するための各種技術の関係
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報通信ネットワークへのアクセスを前提としているので，
そのための資源である無線リソースの獲得が最大の課題
であろう．コグニティブ無線は，そのための重要な切り札
と考えられるが，それは，単なる利用可能な無線リソース
の拡大ではなく，無線リソースを時間的空間的に繰返し利
用するという考え方の下で，持続的な需要の増大に対処す
るための技術と捉えるべきであると考えられる．そのよ
うな状況では，従来，通信機器の物理層の中に組み込まれ
ていた伝搬路特性測定機能を切り出した上で車のモビリ
ティ機能と統合化し，電波環境センシング単体を新たな
独立した機能として進展させることが重要であろう．
一方，同図下部に示されているように，これらの機能

は，ハードウェアとしての車載機器と，センシング情報を
処理するための各種理論の上に成り立っている．特に，一
つ一つのセンシング情報の信頼度はあまり高くなく，ま
た，ユーザが必要とする情報は，センシングされた一次情
報ではなく，そこから抽出される何らかの意味情報であ
る場合が多いので，センシングされた情報の処理にあたっ
ては，確率・統計理論に加えて，ベイズ理論，サポート
ベクトルマシン，ニューラルネットワーク，ファジィ制
御などの各種分析・処理技術の導入が不可欠である（15）．

6.   む　す　び

本稿では，モバイル・通信の未来を，モバイル技術と
通信技術の新たな融合と解釈し，それが，低炭素社会の
実現，人と環境の調和，情報システムを活用した活力あ
る社会の実現といった課題の解決手段としてどのように
位置付けられるかを説明した．また，その中でも電波環
境センシングに基づくコグニティブ無線は，単なる無線
リソースの拡大ではなく，無線リソースの繰返し利用と
いう観点で，持続的な無線通信需要の増大に対処するた
めの技術と捉えるべきであることを述べた．更に，従来，
無線アクセスシステムにおける物理層に組み込まれてい
た伝搬路測定機能を切り出した上で，車のモビリティ機
能と統合化し，電波環境センシングを独立した機能とし
て進展させることの重要性も述べた．
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1.  ま え が き

移動通信システムはこれまでに著しい発展を遂げてき
た．図 1に示すように，携帯電話の最大通信速度を例に
とると，1993年に NTTドコモが第 2世代移動通信シ
ステム（2G：2nd Generation）の PDC （Personal Digital 

Cellular）で下り 2.4 kbit/sのデータ通信を開始し，2000

年に 3 GのW-CDMA （Wideband-Code Division Multiple 

Access）で 384 kbit/s，2007年に 3.5 Gの HSDPA （High 

Speed Downlink Packet Access）で 3.6 Mbit/s，2010年
に 3.9 Gの LTE（Long Term Evolution）で 75 Mbit/sを
実現し，17年間で 3万倍もの高速化を実現した．同時に
国内の携帯電話加入者数は，1996年 1月時点ではわず
か 840万人であったが，2011年 9月時点では 1億 2,700

万人にまで増加している（1）．今後も複数の端末の所有や
M2M（Machine-to-Machine）通信の増加により，移動通
信システムのトラヒックは 2017年には 2007年の約 220

倍に増大すると試算されている（2）．
携帯電話を通じて提供されるアプリケーションにつ
いては，通話機能から始まり，現在では，インターネッ
トブラウジング，メール，音楽・動画配信，コンシェ

ルジュなど多岐にわたる．今日の移動通信システムの発
展は，図 2に示すように，モバイル端末のハードウェ
アの進化と，それを利用するソフトウェア（アプリケー
ション）の進化の相互連携により実現されてきた．そし
て，モバイル端末のハードウェアの進化は，特に，アン
テナ部，無線部，ディジタルベースバンド処理部，アプ
リケーション CPU（Central Processing Unit）部の進化に
よって支えられてきた．
本稿では，モバイル端末の無線伝送技術の進化につ
いて述べ，3.5 G及び 3.9 Gモバイル端末の構成及びそ
れらを支える技術を概説する．更に，4 Gである LTE-

Advancedにおける変革点を示し，最後に 4 Gモバイル
端末に求められる進化について述べる．

2.  3.5G/3.9Gモバイル端末の構成

図 3に，3.5 Gモバイル端末の構成例として，NTTド
コモ向け P-04Bを示す．GSM（Global System for Mobile 

Communications）（2 G）/GPRS（General Packet Radio 

Service）（2.5 G）/W-CDMA（3 G）/HSPA（3.5G）のマル
チモードをサポートするために，アンテナ，RF（Radio 

Frequency），ベースバンド・アプリケーション CPUが

年
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搭載されている．多岐にわたるサービスをサポートす
るために，カメラ，ワンセグ，GPS（Global Positioning 

System），Bluetooth，FeliCaなどが搭載されている．小
形・省電力化及び低コスト化のために，一部の機能が共
用化あるいはワンチップ化されている．
また，図 4に 3.9 Gモバイル端末の構成例を示す．図

4では，図 3における GSM/GPRS/W-CDMA/HSPAの
マルチモード構成に加えて，LTEをパラレルに追加する
構成とした．以下，図 4の各ブロックについて説明する．

2.1　アンテナ部
前述の携帯アプリケーションの進化（図 2）は，表 1

に示す多岐の無線通信システムに支えられている．ス
ペースの限られたきょう体内に，これらの異なる無線通
信システムに対応する全てのアンテナを内蔵するため
に，アンテナ素子の小形化・薄形化や，異無線通信シス
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図 4　3.9 G モバイル端末の構成例

表 1　 無線通信システムに対する周波数とアンテナ数

システム 周波数（MHz） アンテナ数

LTE

UL：1,447.9 ～ 1,462.9,
         1,940 ～ 1,960
DL：1,495.9 ～ 1,510.9,
         2,130 ～ 2,150

最大 4
（MIMO受信用）

HSPA UL：830 ～ 845, 
DL：875 ～ 890 2 （ダイバーシチ受信用）

W-CDMA

UL：1,769.9 ～ 1,784.9,
         1,940 ～ 1,960
DL：1,864.9 ～ 1,879.9,
         2,130 ～ 2,150

1

GSM/GPRS

UL：890 ～ 915,
         1,710 ～ 1,785,
         1,850 ～ 1,910
DL：935 ～ 960,
         1,805 ～ 1,880,
         1,930 ～ 1,990

1

ワンセグ 470 ～ 770 2 （ダイバーシチ受信用）
GPS 1,574.397 ～ 1,576.443 1
FeliCa 13.56 1
Bluetooth 2,402 ～ 2,480 1

無線 LAN
2,400 ～ 2,500
5,150 ～ 5,350
5,470 ～ 5,725

1
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テム間のアンテナ統合が行われている．更に，モバイル
端末のきょう体の形や機構（例えば，折畳み，Wオープン
スタイル），ユーザの利用方法（例えば，ユーザが端末を
握る位置や持ち方，テーブルの上に置く，など）に応じ
て最適な通信特性が得られるようアンテナ設計が行われ
ている．

LTEでは，MIMO（Multiple Input Multiple Output）対
応するために最大 4本のアンテナを，端末内の他の電
子部品や人体による電磁的影響を考慮しつつきょう体に
内蔵することが求められる．複数アンテナ素子を近接配
置することで，素子配置に用いる体積低減や，アンテナ
部から無線部への RF線路引回し削減による伝搬損低減
が可能である．しかしその一方で，素子間結合の増大に
よる，放射効率の減少とアンテナ相関の上昇により，ス
ループットが減少する課題があり，素子間結合を低減（デ
カップリング）する研究が盛んに行われている．複数アン
テナ素子間を接続する手法（3）や，メタマテリアルを挿入
する手法（4）が報告されている．

2.2　無　線　部
無線部は送信部，受信部，シンセサイザ部から構成さ
れる．ベースバンド部から AFC （Automatic Frequency 

Control），AGC （Automatic Gain Control），APC 

（Automatic Power Control）を制御する．
近年，無線部の低消費電力化への要望が強い．特に，
端末における消費電力の大部分を占める，送信時の電力
増幅器（PA：Power Amplifier）の効率向上のために，新
しいアーキテクチャが提案されている．中でも，ディジ
タル RF技術を用いた，ディジタルポーラ送信システム
及びディジタルサンプリングミクサ受信器は今後の主力
技術である．ディジタルポーラ送信システム及びディジ
タルサンプリングミクサ受信部のブロック図を図 5に
示す．
従来のダイレクトコンバージョン方式の送信システム

は PAを線形領域で利用する．そのため，高いピーク対
平均電力比が要求される LTEでは，PAの効率が落ちる
という課題があった．ディジタルポーラ送信システムで
は，PAの入力信号に定放絡の RFの位相信号（φ）を入
力し，PAの電源に振幅信号（ψ）を入力し，それらを足
し合わせることによって PAの効率を大幅に向上させる
ことができる．また，従来のアナログのミクサの代わり

に，ディジタルサンプリングミクサを用い，後段のフィ
ルタで妨害波を除去することにより，入力フロントエン
ドに用いる SAWフィルタを不要とすることができる．
携帯電話の無線部は様々な無線通信システム（GSM/

GPRS/W-CDMA/HSPA/LTE）に対応しなければならな
い．更に，様々な周波数（例えば日本ではバンド 1（上り
1,920～1,980 MHz，下り 2,110～2,170 MHz），欧州ではバン
ド 7（上り 2,500～2,570 MHz，下り 2,620～2,690 MHz），
米国ではバンド 13（上り 777～787 MHz，下り 746～
756 MHz）），及び様々な周波数帯幅（1.4/3/5/10/15/20 MHz）
に対応しなければならない．そのため，上記に述べた
ディジタルポーラ送信システムやディジタルサンプリン
グミクサ受信器が，無線部におけるマルチバンド・マル
チモード化を実現するためのソフトウェア無線アーキテ
クチャとして採用されている（5）．

2.3　ディジタルベースバンド部及び

　　　　コミュニケーションCPU部

図 4に示す LTEコア部と GSM/GPRS/W-CDMA/
HSPAコア部は，それぞれのディジタルベースバンド
処理及び通信プロトコル処理を行う．以下，LTEコア
部の主な処理ブロックを説明する．OFDM（Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing）復調部は，無線部で
A-D変換された OFDM信号を復調する．セルサーチ部
は，下りの同期処理用チャネルを受信し，同期獲得・保
持を行う．MIMO復調部は複数のアンテナで多重化され
た信号を分離する．通信性能向上のために，MIMO復調
部では，信号分離性能が高いMLD （Maximum Likelihood 

Detection）などが必要である．その一方で，MLDは送
信アンテナ数や変調多値数の増加に対して演算量が指

Current
sampler

Rx

RF Digital
LogicA/DDiscrete

time

ce
ss
orLNATA

TDC ba
nd
 P
ro

Tx

Digital
LogicDCO Tx 

Data

LO clock

RF
 F
ro
nt
 E
nd
 M
od
ul
e

ita
l B
as
eb

RF out

in

Σ∆
Amplitude regulation

D
ig
i

DPA

Rx
Data

図 5　 ディジタルポーラ送信器及びディジタルサンプリング
ミクサ受信器のブロック図
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数関数的に増大するため，信号候補数を減らすことで
演算量を低減する QRM-MLD（QR decomposition with 

M-algorithm-Maximum Likelihood Detection）や QRM-

MLD with ASESSなどが提案されている（6）．Hybrid ARQ

部は再送されたデータと先に受信・保持していたデータ
とを合成して，FEC（Forward Error Correction）部に出力
する．FEC部はターボ符号や畳込み符号の符号化 /復
号を行う．ターボ復号は，処理時間短縮のために並列化
され，更に，演算量低減のためにビットゆう度を近似計
算する Log-MAPやMax-Log-MAPなどが用いられる．
SC-FDMA（Single Carrier-Frequency Division Multiple 

Access）変調部は，誤り訂正符号化された送信データを
変調する．帯域制限部は，変調された送信データを，フィ
ルタを用いて帯域制限した後，無線部に出力する．AMC 

（Adaptive Modulation and channel Coding）部は，情報レー
トをチャネル状態に応じて適応的に変化させる適応変復
調・誤り訂正符号化に対応した機能である．コミュニ
ケーション CPU部は通信プロトコルの処理やMACの
処理を行う．
ディジタルベースバンド処理部は，（1） ディジタル回

路設計に関する小形・省電力化，（2） 半導体チップ設計
に関する小形・省電力化，の両方を駆使して小形・省電
力を実現する．（1）としては，共通機能の共用や演算量
を低減するアルゴリズムの採用が挙げられる．（2） とし
ては，半導体プロセスの微細化や，それに伴い増大する
リーク電流低減のために，必要最小限の回路と時間にお
いてのみ電源供給を行うクロックゲーティング技術の活
用や，回路の処理速度に応じたトランジスタしきい電圧
（オン電圧）の設定（しきい電圧が高いほど動作は遅いが
リーク電流が少なくなる）が挙げられる． 

また，実装面積の低減（小形化）・省電力化，更に低コ
スト化を実現するために，一つのパッケージの中にベー
スバンド部と CPU部を搭載して一つのシステムを構成
する SiP（System in Package）技術が用いられる（図 6）．
その中でも特に，実装密度の観点から三次元の積層実装
が求められている．積層方法としては，複数のパッケー
ジを積層する PoP（Package on Package）技術が用いられ
る．PoPは，ベースバンド部などのロジック LSIを搭載
したパッケージと，メモリを搭載したパッケージとの積
層が主であり，パッケージごとに検査ができ品質保証が
容易である，メモリ増量やスピードアップなどのアップ

グレードが容易である，などのメリットがある（7），（8）．ま
た近年，別の積層方法として，複数チップを貫通する電
極で接続するシリコン貫通電極（TSV：Through-Silicon 

Via）が注目されており，実現に向けた研究が行われてい
る（9）．TSVは，チップ間を最短距離で接続することがで
きるため，ワイヤボンディングによる接続に比べて，小
形・高速化なシステムの実現が可能になる．
無線部と同様，ベースバンド処理部においても，様々

な無線通信システムへの対応を実現するためにソフト
ウェア無線が注目されている．その実現方法としては，
（1）汎用的なプロセッサや DSPのみでベースバンド処理
を行う方法や，（2）ある程度の汎用性を維持しつつ，ソ
フトウェアによる処理とハードウェアによる処理を適宜
使い分ける方法などが挙げられる．（1）は，完全にソフ
トウェアのみで実現するため，理論上いかなる無線通信
システムであっても対応可能である．その一方で，超高
性能（高コスト）のプロセッサが必要になり，また，同
等の処理をハードウェアで実現した場合に比べて，消費
電力が増加する傾向がある．（2）は，前者の方法に比べ
て消費電力が小さくなる傾向がある一方で，汎用性を限
定してしまうため，あらかじめ想定した無線通信システ
ムでしか使うことができない可能性が高くなる．また，
チップサイズが大きくなる傾向がある．現状では（2）の
方法での実現が一般的であり，そのうえで，チップサイ
ズ・消費電力に加えて，コストと汎用性を考慮しつつ，
ソフトウェア処理とハードウェア処理をいかに適材適所
で使い分けるかが課題になっている．

2.4　アプリケーションCPU部
アプリケーション CPU部は，IPアプリケーションや
プロトコルの処理を行う．また，動画像処理・音声 /音
楽処理・各種デバイスの制御，電源・充電の制御を行う．
2Gモバイル端末では，一つの CPUが通信制御ソフト

平面構造 〇 組立工数が少ない
× 占有面積が大きい

〇 実装密度が最も高い
× 組立工数が多い
× 1 チップの不良が全体不良となる

〇 各チップの検査が容易
〇 複数メーカの組合せが可能
× 取付高さ，コストが高い

Multi-Chip Module

Stacked Die

PoP

立体構造

図 6　各 SiP の構造と特徴
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ウェアの処理とアプリケーションやユーザインタフェー
スの処理を行うのが一般的であった．現在でもローエンド
端末においては 1 CPUで構成される場合があるが，ハイ
エンド端末では通信速度の向上に伴うアプリケーション
の高度化と多様化に対応するために，コミュニケーション
CPUとは独立の CPUを持つのが主流である．
アプリケーション CPU部は，LTEの導入によるデー

タの大容量化，スマートフォンなどに見られるモバイ
ル端末の高機能化（Full HD映像の録画再生や 3Dグラ
フィックスの採用など）やユーザビリティの高度化（マル
チタッチ UI（User Interface）など）が進められ，Android

などオープンプラットホームへの対応も進められている．
また 3G回線を利用した，モバイル端末でのリアルタイ
ム映像伝送システムが実用化されている（10）．
今後は，LTEの高速・低遅延という特長を生かして，

モバイル端末から HD映像をリアルタイム伝送するサー
ビスが実用化されることも考えられる．伝搬路環境の変
動によって通信速度が低下したときにも映像を途切れな
く送受信できることが求められ，通信品質に応じた誤り
訂正処理，映像及び音声の圧縮・伸張処理が必須であ
り，CPUの高性能化は今後も求められる．

2.5　電　　池
モバイル端末の高機能化・高性能化に伴い，電池も

大容量化が求められると同時に，電池の異常発熱や発火
が発生しないよう安全性も求められる．現在主流のリチ
ウムイオン電池は，リチウムイオンポリマーの採用や電
極材料の変更などによる大容量化と安全性向上という連
続的な進化だけでなく，容量を飛躍的に増加させるため
に，例えば燃料電池などの異なる電池材料を用いた電池
の活用が進められている．
電池の進化は，電池単体の進化だけではなく，ユーザ
ビリティを考慮した電池の使いやすさの進化も重要で
ある．電池は，たとえ短時間であっても切れてしまう
とユーザにストレスを感じさせてしまう．また，電池の
充電時間が長いこともユーザビリティを損なう原因と
なる．そのため，ストレスの少ない充電方法や電池の充
電スピードなどの観点での開発が行われている．充電ス
ピードに関しては急速充電システムが実用化されてい
る．充電方法に関しては電動歯ブラシや電気シェーバな
どで古くから用いられている電磁誘導方式が用いられ

る．また近年では，電磁誘導方式の給電距離（～数 mm）
よりもはるかに長い距離（～数 m）の給電が可能な，電
界・磁界共鳴方式を用いた非接触充電システムの開発が
盛んである（11），（12）．

3.  4Gにおける変革点

2012年の最終勧告を目指して，ITU-R （International 

Telecommunication Union-Radiocommunications sector）
は下り回線で最大 1 Gbit/s通信を実現する IMT （Inter-

national Mobile Telecommunication）-Advancedの要求
条件を策定した．これを受け，3GPP （3rd Generation 

Partnership Project）や IEEEなどの標準化団体が IMT-

Advancedの無線インタフェースの策定を行っている．
3GPPは，LTEの無線インタフェース仕様を 2009年 3

月に凍結した．また，LTEとの後方互換性を保ちつつ，
1 Gbit/s通信を実現する LTE-Advanced （LTE Release 

10）の無線インタフェース仕様を 2010年 12月に凍結
し，現在は LTE Release 11の標準化を行っている．
表 2に，LTE及び LTE-Advancedのシステム要求条件を
示す．LTEは下りリンクにOFDMA（Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access），上りリンクに SC-FDMA を採
用した．また，周波数利用効率の向上のために，下りリンク
に最大 4レイヤのMIMO伝送技術を導入した．
図 7に，LTE-Advancedでの変革点を示す．LTE-

Advancedは LTEの更なる高度化を目指し，
（1） 複数の LTEキャリヤ（1キャリヤ当り最大 20 MHz）
を最大五つ束ねて 100 MHz帯域を実現するキャリヤ
アグリゲーションによる最大通信速度の向上

（2） 周波数利用率向上を目的に，最大 8レイヤ送受信

表 2 　LTE/LTE-Advanced のシステム要求条件

LTE LTE-Advanced

最大通信速度（Mbit/s）
DL 300 1000

UL 75 500

最大周波数利用効率
（bit/（s・Hz））

DL 15 30

UL 3.75 15

キャパシティ
（bit/（s・Hz・Cell））

DL 2.67（4 × 4） 3.7（4 × 4）

UL 0.74（1 × 2） 1.2（1 × 2）
2.0（2 × 4）

セル端ユーザ
スループット

（bit/（s・Hz・user））

DL 0.08（4 × 4） 0.12（4 × 4）

UL 0.024（1 × 2） 0.04（1 × 2）
0.07（2 × 4）

※ （m × n）：m transmit-antennas and n receive-antennas
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4.  4Gモバイル端末に求められる進化

LTE-Advancedに向けて，アンテナ部では複数素子の
近接配置と素子間結合の低減の同時実現が今後も求めら
れる．メタマテリアルなどの従来とは異なる設計の検討
も必要である．無線部では，今後も携帯電話における消
費電力の大部分を占めることが予想され，特に，LTE-

Advancedで新たに採用される上りMIMO送信に対応す
るために複数の RF回路の搭載が必要になると同時に，
RF回路固有の位相回転を高精度に補正することが求め
られる．更に，世界各国，通信事業者ごとの利用周波数
帯域の違いに加え，先述のキャリヤアグリゲーションに
よって利用可能な周波数帯域の組合せが増加する．グ
ローバルに利用可能なモバイル端末を開発する際に課
題となり，ソフトウェア無線に向けた，より柔軟なマル
チバンド対応 RFの開発が望まれる．ディジタルベース
バンド処理部では，最大 8レイヤMIMO受信による回
路規模の増大が課題となる．半導体プロセスの微細化に
伴う小形化だけでなく，更なる小形化を実現する信号処
理方式が望まれる．
また，スマートグリッドに端を発して，ETSI （European 

Telecommunications Standards Institute），3GPP及び
IEEEでは各家庭の電力計の遠隔検針の他，遠隔監視な
どの実現に向けたM2M通信の利用を検討している．本
格普及に向けては，配置された多くのM2M通信デバイ
スが基地局に一斉にアクセスする場合のネットワーク負
荷の増大の課題を解決する必要がある．また，配置され
たM2M通信デバイスの電池交換などのメンテナンスコ
ストを低減するために，デバイスが設置された周辺環境
の熱，振動，光や電磁波から発電し，超低消費電力のデ
バイス動作させる，エネルギーハーベスティング技術も
必要であろう．
更に，近年ひっ迫が課題となっているマイクロ波帯域

を有効活用するためには，多層MIMOだけでなく，複数
の基地局と一つのモバイル端末との間でMIMOを適用す
るマルチサイトMIMOを含めたマルチアンテナ技術や，
下り /上りリンクで同一のリソースを割り当てるネット
ワークコーディング，他の端末を経由してより広い範囲
の端末との通信を実現するマルチホップ通信など，1端
末対多基地局あるいは多端末対多基地局の通信システム
の実現による周波数利用効率の向上が重要である．

が可能な下りリンクシングル /マルチユーザMIMO，
最大 4レイヤの上りリンクシングル /マルチユーザ
MIMO，及び上りリンクの非連続周波数リソース割当

（3） 広帯域化に伴う基地局のカバレッジエリアの縮小を
補うリレー中継局の利用

（4） セル端ユーザスループットの向上を目指し，地理
的に離れた複数の送信点からスケジューリングを協
調して送信する協調多地点通信（CoMP：Coordinated 

Multi-Point transmission/reception）
を検討してきた．これらの高度化を実現するためにモ
バイル端末の更なる進化が求められる．
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モバイル端末の進化により，携帯電話は通信速度が向
上した．また，異種網である無線 LAN経由でインター
ネットに自動接続できるようになった．昨今では，ユー
ザがモバイル端末とネットワークの垣根を意識する必要
なく，データ・アプリケーションをネットワーク上に持
たせる，クラウドサービスが次々と現れている．今後も
これらの流れは継続すると考えられ，その先には，膨大
な量のセンサデータや，ユーザの行動データに基づいて，
ユーザの意図を正しく理解した上で，ユーザごとのきめ
細やかな支援サービスを行えるモバイル端末が登場する
日も近いと考える．

5.  む　す　び

本稿では，モバイル端末の無線伝送技術の進化につい
て述べ，3.5G及び 3.9Gモバイル端末の構成とそれを支
える技術例を示した．更に，4Gである LTE-Advanced

における変革点と 4Gモバイル端末に求められる進化に
ついて概説した．
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1.  ま え が き

通信ソサイエティマガジンに 10年後のアンテナにつ
いて何か書いてもらえないかとの打診があったとき，10

年くらいなら現在の研究動向プラスアルファ程度で何と
かなるだろうと思い軽い気持ちで引き受けた．ところが，
10年と年限を区切ると書きにくいからとの配慮で，タイ
トルが「未来のアンテナ技術」となってしまった．よく
考えてみるとアンテナの未来を予測するという，とんで
もない課題になってしまったのである．次の学会で何を
発表しようかと悪戦苦闘している最中に，10年，20年
先に責任をもった議論などできるわけがないと思いなが
らも，まずは，アンテナの歴史を振り返ることにした．
歴史を学ぶのは，過去の出来事を正確に理解し，将来の
ために役立てることであると学んだからである．しか
し，アンテナの歴史は短く，ヘルツの実験から 125年し
か経っていない．他にもアンテナの歴史については含蓄
のある文献が多数あるが，未来を考える材料の一つとし
て本稿でも簡単にまとめてみる．まず，これまでにアン
テナの未来を予想したものがたくさんあるだろうとネッ
ト検索に励んでみるとこれが意外に少ないのだが，幾つ
か示唆に富んだ指摘があるので紹介したい．
責任を回避するわけではないが，先輩諸氏たちが「未
来のアンテナ」や「アンテナの研究」に対して名言を残し
ている．これらを参考にしながら，未来のアンテナ技術
を議論するのに役に立つ「格言」が存在するかについて
検討してみる．この格言などから本稿の趣旨から少し外
れるかもしれないが，「アンテナ芸術論」としてアンテ
ナ研究の他分野との違いを浮かび上がらせたい．そして，
「未来のアンテナ技術」について本稿なりの結論を導きた
いと思うので御一読頂ければ幸いである．

2.  アンテナの歴史から

2.1　代表的なアンテナの歴史
アンテナの歴史は 1886年にヘルツが実験で使ったダ
イポールから始まるといわれている．その後，現在でも
広く利用される代表的なアンテナとしては，マルコー
ニのモノポール（1891），八木・宇田アンテナ（1923），
ホーンアンテナ（1939），アレーアンテナと反射鏡アン
テナ（1940年代），マイクロストリップアンテナ（1970

年代），板状逆 Fアンテナ（1980年代）がある．ヘルツ
は電磁波の存在を確認するため，マルコーニは無線通信
の実用化，ホーン，アレー，マイクロストリップは軍事，
反射鏡は衛星通信，板状逆 Fは携帯電話というように，
まずアプリケーションがあって，それに適切なアンテナ
素子として開発されたと考えられる．なお，八木・宇田
アンテナの発明の経緯については多くの文献があるので
それらを参照されたい．以上のような 100年単位の歴
史でアンテナを見ると，アンテナが必要とされるアプリ
ケーションがあって，そこから新しいアンテナが生まれ
てきているといえる．したがって，未来のアンテナは未
来の無線を用いたアプリケーションに依存するので，将
来使われるかもしれない無線システムを考えればよいこ
とになる．

2.2　アンテナの理論とシミュレーションの歴史
アンテナの歴史の中で少し範囲を限定して，アンテナの
理論に関わる研究について見てみると，1960年以前は実
験的な試行錯誤と積分方程式を用いた解析が大きな柱で
あった．その後計算機を用いた研究が盛んになり，幾何光
学法（GTD：Geometrical Theory of Diffraction），モーメン
ト法（MoM：Method of Moments），有限要素法（FEM：
Finite Element Method），有限時間差分法（FDTD：Finite 

Difference Time Domain method）の多くは 1960年代に提
案され，その後 1990年頃からシミュレータとして研究

未来のアンテナ技術
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者用に普及してきた（1）．本格的な普及は 21世紀に入っ
てからであるが，これはパソコンの性能の向上による
ところが大きい．インテルが Pentium 4をリリースした
のが 2000年 11月，また CPUクロックが 1 GHzを超
えたのが 2000年 3月であることからも明らかである． 

1998年 3月の総合大会では，「電磁界 /回路解析におけ
るシミュレータの役割と問題点」（EMT/MW研），「アン
テナ設計から見た電磁界シミュレータの使い方と評価」
（AP研）といったシンポジウムが開催され，その時点で
の結論は，時間をかけてうまくモデリングすれば実験
値と合う結果が得られる，というものであった．その
後，アンテナの研究開発は，実験的な検討がシミュレー
ションに置き換わっていった．
シミュレーションツールがアンテナ研究の分野に大き

な影響を与えているのは電子情報通信学会の大会での発
表件数から読み取ることができる．図 1から分かるよう
に 2000年頃から急速に発表件数が増加し，その後増減
をしているが，これは開催場所に依存しているようで，
シミュレータによって容易にアンテナ特性の計算ができ
るようになったことが発表件数の増加に寄与している．
この流れをアンテナ研究開発の未来に当てはめれば，

今後シミュレーションの比重がますます大きくなること
は容易に予想できる．問題はシミュレーション結果をい
かに正確に評価できるかではないだろうか．

2.3　これまでのアンテナ未来予測から
IEEEの前進である IRE （Institute of Radio Engineers）
の創刊は 1913年で，そのときの最初の論文はアンテナ
に関する，“Experimental Tests of the Radiation Law of 

Antennae”であった．このためか，IEEEでは創設 50周
年と 80周年にはアンテナの特集が組まれている．50周
年のときの予測の中で間違っていると 30年後に指摘さ
れたものは，大開口の反射鏡アンテナがなくなるとい
うものである．巨大なアンテナは深宇宙探査の有力な手
段として現在でも活躍している．これに対して予想が当
たった例としては，合成開口面レーダ，衛星通信，電子
スキャンをするアレーアンテナなどである（2）．80周年
のときに 30年前を振り返って指摘していることは，そ
の後研究が盛んになったマイクロストリップアンテナ
と超広帯域（自己補対）アンテナはその時点では注目さ
れていない，ということである．予測を積極的には行っ
ていないが，この時点での有望される技術や理論が取り
上げられている．近年になって注目を集めているもので
80周年当時に取り上げられた例としては，医療応用と光
プローブがある．80周年当時からこれらの技術が注目
されていたことを考えれば，将来のアンテナ技術は，現
在取り組まれている研究対象として存在していることに
なる．つまり，身近にあるものが将来技術の中心となる
かもしれないし，マイクロストリップアンテナのように
現在は誰も取り組んでいないが，あるときに現れて急速
に発展することもあり得るということである．
アンテナの研究開発には流行がある．1970年代には

アンテナを取り付けるきょう体の曲面に沿うようにアン
テナを配置するコンフォーマルアンテナの研究が盛んで
あった．1979年には IEEEでマイクロストリップに関
してのワークショップが開かれた．その特集号が 1981

年に出版され，前後して非常に多くのマイクロストリッ
プアンテナの研究発表が行われるようになった．また，
1980年代に入ると衛星放送用の平面アンテナの研究が
盛んに行われるが，その後，市場は低コストなオフセッ
トパラボラに席巻されてしまう．アダプティブアンテナ
の特集号が本会で企画されたのが 1992年，その後軍事
技術であったアダプティブアンテナが移動体通信に応
用されていった．また，昔からあった技術が時を経て注
目されたものとしては 2000年以降のアクティブアンテ
ナである．その原形は 1950年代に真空管を使って検討
されており，半世紀の歳月を経て，半導体との集積化で
着目を浴びている．メタマテリアルも理論が発表された
のは 1968年，その後左手系の実証が 2000年，2002年
に伝送線路理論の応用が登場し，一気に研究が盛んに

0

100

200

300

400

1995 2000 2005 2010

ソ大

総大

（年）

（件数）

図 1　大会でのアンテナ関連発表件数
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なった．メタマテリアルについては，シミュレータの
普及と加工技術の進歩が寄与していることも無視でき
ない．また，2002年に FCC（Federal Communications 

Commission）が民生用に UWB（Ultra Wide Band）を認
可したことから，UWB用の小形超広帯域アンテナの研
究開発が盛んになった例もある．この超広帯域アンテナ
として，1948年に発見された自己補対構造を持つアン
テナが着目された．
流行の技術は数十年の時を経て時代にマッチした形で
現れることもあるし，全く新しい応用技術となって登場
することもある．少なくとも過去の研究で十分に成果が
得られていないものを発掘する必要はあるであろう．

3.  先人たちの言葉

アンテナの歴史から我々が学ぶことは，アンテナはア
プリケーションに依存すること，シミュレーションは今
後も発展すること，そして，未来の種は身近にもあるは
ずで，過去のアンテナも再検討する必要があるというこ
とである．これらの事実を参考にアンテナの未来を考え
てみたいと思うが，その前に先輩諸氏が過去にどのよう
なことを考えていたのかを見てみたい．
本会では折に触れアンテナに関する特集号を企画して

いるが，その中から幾つかの言葉を紹介したい．1965

年当時，内田英成は「アンテナ理論は実際問題について
行けない…電気工学の中でアンテナほど着想に自由性の
あるものは他にそうたくさんない」と述べている（3）．理
論に関してはその後のシミュレータの発達が少しは役に
立っていると思われるが，着想の自由性については今も
変わってはいない．1988年，進士昌明は「小さくてゲ
インの高いアンテナ」が今後期待されるものと指摘して
いる（4）．また，「アンテナの歴史と未来」というコラム
で安達三郎は，「アンテナをどんどん小形にしても利得
と周波数帯域を一定に保てないか？　利得については超
伝導を利用して可能であるが，帯域については解決策が
見つかっていない」と述べている（5）．無線機器の開発者
からよく切望される「小さくて性能の良いアンテナ」を
実現することが今も昔も大きな課題であることは事実で
ある． 1973年当時の DynaTACには 25 cmものアンテ
ナがきょう体から飛び出していたが，40年近く経った
現在，携帯電話の内蔵アンテナは 2 ～ 3 cmで 1/10以

下に小形化されている．これは，回路技術の進歩にも大
きく依存しているが，最も重要なことは携帯電話の基地
局の整備が進んだためである．どんな場所でも安定して
通信ができるように，インフラが整備されたことが大き
い．そこで，アンテナを小さくできませんか，と聞かれ
たときには次のように答えることにしている．「アンテ
ナの大きさを 1/1,000にしますよ．でも，基地局の数も
1,000倍にして下さいね」．つまり，アンテナの大きさと
性能を議論するとき，目の前にあるアンテナのみで議論
するのではなく，そのアンテナが使われているシステム
の中での役割について十分理解した上で，どこに負担を
掛け，どの部分の負担を減らすのかという観点でアンテ
ナの設計をする必要がある．
さて，2003年に伊藤精彦は Ralmat Smaiiの言葉とし

て，「アンテナ技術とは電流という絵の具で描く芸術」
ということを紹介している．その上で，「小形アンテナ
は芸術ではなく技（わざ）」であり，「電流の可視化によっ
て技術から芸術に」と述べている（6）．シミュレーション
という強力な可視化手法が容易に手に入る今，いかにう
まく描けるかは我々の課題である．
以上のように先輩諸氏が考えられていたことは現在で

も十分通用する要望や希望であり，その意味ではアンテ
ナの根底を覆すような理論体系は半世紀近く現れていな
い．この事実を否定的に解釈するか，肯定的に将来への
希望として捉えるかは読者の判断に委ねたい．

4.  アンテナ芸術論

アンテナの歴史と先輩諸氏の言葉を中心に話を進めて
きたが，ここで少し話題を変えてみたい．先に示したよ
うに，「アンテナの着想に自由性がある」，「技術から芸
術に」，といったキーワードを取り出して，アンテナ設
計を芸術と考えることができるか議論してみたい．
随分前のことになるが，信号処理関係を専門とする方
が，「アンテナは形状で勝負するから大変だ」と発言さ
れたということを聞いたことがある．アンテナの特性は
材料にも依存するが，最も大きなパラメータは形状であ
る．つまり形が違えば新しいアンテナを作ることができ
る．しかし，現実には多少形状を変えたところで新しい
アンテナを作ることは難しく，動作に大きく寄与する形
状，または構造を変えない限り，アンテナに造けいの深
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い専門家から，○×と基本的には同じだよ，と冷たく批
評されてしまう．形状にこだわって「芸術は爆発だ」と
いうように極めて珍しい形のアンテナを作っても性能的
に評価されることはまれである．しかし，アンテナを批
評するときに，「シンプルで良いね」とか「美しいね」と
いう，まるで陶器を評価するような褒め方をすることが
ある．良いものは無駄がないともいわれるが，アンテナ
として動作している部分が効率良く実現されているもの
は，結果として性能も良いといえる．これに対して性能
は良くても複雑な構造をしているものに対する評価は厳
しい．もっと簡単にできないのか，と必ず苦言を呈され
る．実際にアンテナを作る立場になれば，簡単な構造の
方がコストも安く作りやすいのは明らかで，その意味か
らも簡単な構造のアンテナが好まれる．シンプルさと芸
術を議論するほどの見識は持ち合わせていないが，今あ
るアンテナでもより構造を簡単にして美しくすること
は，新しいアンテナを作り出す第一歩になることは間違
いない．

5.  アンテナと材料

アンテナの発展を考える上で見落とせないものに材
料がある．マイクロストリップアンテナが盛んに研究開
発されるようになったのは，低損失な誘電体基板がマ
イクロ波帯で供給されたからである．もちろん，印刷技
術を応用したもの作りの容易さも忘れてはならない．小
形アンテナに使われる高誘電率材料も大きな貢献をして
いる．特に GPS（Global Positioning System）という周波
数帯域が狭くてよいアプリケーションにおいては比誘電
率が 90といった材料が使われている．これには，高誘
電率材料の誘電損の改善が大きく貢献している．更に，
チップアンテナが他の部品と同様に実装可能となったの
も誘電体材料と加工技術の進歩によるところが大きい．
アンテナの指向性を電気的にスキャンするためには移
相器が必要である．かつてはフェライトの移相器が用い
られたが，現在では半導体スイッチを用いたディジタル
移相器が主流となっている．位相を電気的に変化させる
ためには，フェライトに直流磁界を加えてアナログ的に
調整するか，可変容量ダイオードによる容量の変化を用
いるしかない．後者を利用したアナログ移相器も材料と
加工技術の進歩で，ある程度挿入損失の少ないものが開

発されつつある．この他にも液晶やバリウム，ストロン
チウムといった材料も検討されているが，損失が依然
として大きな課題となっている．MEMS（Micro Electro 

Mechanical Systems）も駆動電圧が十分に小さくなれば
大きな可能性を持っている．また，加工技術の進歩も大
きな影響を及ぼす，現在盛んに研究が行われているメタ
マテリアルの実現には高精度な加工技術の確立が不可欠
である．
新しいアンテナを考えるとき，損失が少なく性能に優

れた材料が開発されることは新たな選択肢を持つことに
なる．画期的なデバイスがアンテナの未来を変えること
を期待したい．

6.  アンテナの未来

未来のアンテナ技術を考えるために，アンテナの歴
史や先人たちの言葉を取り上げてみた．アンテナの未来
を考えるキーワードは，アプリケーション，シミュレー
ション，身近にあるもの，そして材料である．
まず，アプリケーションについて考えると，通信の
流れが高速化，パーソナル化に向かってこれからも続
いていくことは間違いないので，より高い周波数帯での
パーソナル利用が増えてくる．つまり，アンテナは小さ
くなり，機能を加えようとすると，微細な加工技術が不
可欠になってくる．損失との戦いとなるが，シミュレー
ションでは可能でも，いかにして実際のアンテナを作成
するかを考える必要が生じる．単に周波数に応じて小さ
くするのではなく，波長に比べて大きなアンテナを利用
することもあるであろう．その意味では過去のアンテナ
が改めて用途と周波数を代えて再登場する可能性があ
る．今はあまり使われていないアンテナを見直すことが
未来のアンテナにつながるのではないだろうか．
シミュレーションについては，その発展がどこまで

続くかを予想する必要がある．現在でもアンテナ形状
の最適化はソフトウェアが行ってくれるので，この機能
が拡充され，シミュレーションソフトにアンテナのデー
タベースが統合されれば，大きさと特性の要求事項をパ
ラメータとすれば，これまでのアンテナを元に，仕様を
満足するアンテナを設計してくれるようになるのは間
違いない．そうなると，アンテナ技術者は何をすればよ
いのかを考える必要がある．データベースの拡充に貢献
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するのも一案であるし，最適化手法の高効率化も課題と
なる．しかし，計算機上で構成されたものをどのように
具現化するかというアナログのアプローチがアンテナ
技術者に求められるとも考えられる．アンテナにはもの
作りと測定による評価が必要なので，全てをシミュレー
ションに置き換えることはできないが，仮想的な空間で
の設計作業の比重が増すことを心しておく必要がある．
最後に材料と加工技術がアンテナの未来を変えるのは

間違いないので，最新の材料とその応用について日頃か
ら関心を持っていることが新たなアンテナ開発につなが
る．それと同時に材料に対しての要求をアンテナ技術者
が考えて開発してもらう取組みも必要である．

7.  む　す　び

本稿では，「未来のアンテナ技術」を議論するために，
アンテナの歴史から始まり，歴史から見たアンテナの未
来を明らかにできないかと考えてみた．単なる事実の羅
列との批判はあえて享受したい．未来が分かれば苦労は
しない．分からないから我々はもがいているのである．
ただ，学ぶべきことは学び，謙虚に過去を見つめ直すこ
とは重要ではないだろうか．
今から 20年以上前，ある会で著名な先生から，「今ど

きアンテナをやっている奇特な方だ」と称されたことが
ある．当時は携帯電話のサービスが始まったばかりで，
アンテナの研究に取り組む人の数も少なかった．「奇特」
という意味は，本来はプラスの意味で決して「奇妙」と
いうマイナスの意味ではないそうだが，当時は釈然とし
なかった．また，別の方には「なんでアンテナをやって
いるの」と言われたこともある．しかし，年月が経つと
通信分野でも最も発表件数の多い分野がアンテナであ

り，隔世の感がある．ということは，10年，20年先は，
またアンテナの分野は冬の時代になるかもしれない．歴
史は繰り返すともいわれるからである．
しかし，未来のアンテナの種を常に探しながら，その
時代に必要とされるアンテナがすぐに提供できるような
アンテナ技術者であることを願いたいものである．

　　　 “Esperienza è madre di scienza.”
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1.  ま え が き

2011年（平成 23年）3月11日14時 46分，東日本大震
災が発生した．発生から1か月以上経過した今もなお，1

万人以上の行方不明者と13万人を超す避難者がいる＊．強
震，津波，そして原子力発電所からの放射能汚染の影響を
受ける地域は災害の真っただ中にある．壊滅状態となった通
信インフラストラクチャ（以下，インフラ）は一部を除き暫定
復旧されたが，完全復旧への道のりは遠い．読者の多くも震
災の影響を直接，間接に受けていることだろう．この震災を
契機に，これからの社会基盤として災害に強いネットワークと
災害に強い情報システムとを早期に実現していくことが情報通
信に携わる者の役目ではないだろうか．
筆者は 2020年代の実現を目指した新世代ネットワークの
研究において無線アクセスネットワークを担当するなかで，新
しいネットワークを構想し，その実現に必要な技術の研究を
仲間と進めてきた．そのネットワークの特長に耐障害性や自立
稼働性（部分障害があっても全体が停止せず正常部分だけで
動作し続けること）の向上がある．このような背景から，本
稿では大震災の体験や大震災が情報通信インフラや人々 の
情報伝達に与えた影響を振り返り，将来求められるネットワー
クと情報システムを考えてみたい．

2.  東日本大震災―体験を踏まえて未来を考える

2.1　都内での体験から考えること
地震発生時，職場最寄りの JR国分寺駅上り線ホーム（東
京都国分寺市）にて 14時 53分発の中央線特快を待ってい
た．46分頃に自分の携帯電話から1通のメールを友人の携
帯電話宛に送信した（このメールが夜になってから届いたこ
とを後日知った）．それからほどなく揺れが始まり，徐 に々強
まっていった．頭上から鉄製部品も落下し始めて危険を感じ
たので，停車中の快速車両内に避難した．家族の携帯電話

に発信したところ，運良くつながり無事が確認できた．しか
し，その後の実家への発信は，通信規制かふくそうのため，
何度試しても成功しなかった．震源を確認するために携帯電
話端末でワンセグ受信を試みた．所有する端末では，ワンセ
グは電子番組表閲覧アプリケーションと一体化している．ア
プリケーションを起動し，番組データのダウンロードを終える
とワンセグ番組を受信することができた．臨時ニュースで震
源が東北方面であることを確認した．実家が静岡県東部にあ
り普段から東海地震を懸念しているので，地震を体感したと
きは震源を確認することにしている．車両内は満席に近かっ
たが，通話で安否確認をする人は数人程度，ワンセグ受信す
る人は他に数名しかいなかった．幸い自宅が近いため帰宅で
きたが，首都圏では 10万人以上の帰宅難民が発生した．通
信規制により，親族や職員の安否確認，救援依頼，災害や
交通等の情報確認が困難だったようだ．計画停電が実施さ
れる見込みであることが発表されると，東京電力のウェブペー
ジにアクセスが集中し，一時的に閲覧ができなくなる問題も
発生した．計画停電に伴う通信需要増（交通機関等の混乱に
伴い家族や勤務先等への連絡が増えた）に対応するため通
話規制が実施され，携帯電話からは発信しにくい不便な状態
が数日間続いた．
このような体験から，被災地域以外でも通信規制やふくそ
うのために通話やメールによる安否確認やデータ通信による
災害情報確認が困難になる可能性があることが分かった．
携帯電話から電子メールを送信できても，ふくそう等で大きな
遅延があり得るし，受信確認もできないため，安否確認手段
としては心もとない．放送は災害情報の伝達手段として有効
である．しかし，筆者の携帯電話端末でのワンセグ受信方
法が煩雑なように，機種や設定によっては番組表の受信が必
要であり，いざというときにすぐに受信できないことが分かっ
た．受信方法を知らない人も多いことだろう（最近の機種では
スイッチ一つで受信可能なものもあるらしい）．東京タワーな
どの電波塔が機能停止すると広域で受信不能になるリスクも
ある．また，通信が正常でも，アクセスが集中するとウェブサ
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イトを閲覧できなくなる問題は従来からある．日常的にアクセ
スが多く，閲覧不能がビジネス上の損失につながる e-コマー
ス等では，民間のコンテンツ配信ネットワークサービス等とあ
らかじめ契約して安定したウェブサイト運営を行っている．今
後は，予期せぬアクセス集中があっても即座に対応して安定
したウェブアクセスを可能にする仕組みが期待される．
2.2  被災地の状況から考えること
時間の経過とともに徐 に々被災状況が明らかになっていっ

た．しかし，それをテレビやインターネット経由で知ることが
できるのは皮肉にも被災地域外の人々 であった．被災地域
（首都圏の一部でも）では大規模な停電が発生し，数時間の
非常用バッテリ容量が尽きた携帯電話基地局が多数あった．
沿岸部では津波で多くの基地局や通信ビルが直接被害を受
け，海底ケーブルも含めて伝送路断も多数発生．携帯電話
基地局は 5社合計で一時 2万局以上が停止，固定系は加入
電話，ISDN（Integrated Services Digital Network），光回
線の合計で最大 150万回線以上が使用できなくなった（1）．
このように固定系や移動系の通信回線が使用不能にな

り，携帯電話端末等の通信端末を失い，携帯ラジオ等を
除くと情報通信手段を失った被災者が多かった．通信手段
があっても，家族や親類への通話はなかなか成功しなかっ
た．加えて，災害に関する情報はもとより，地域内の情報を
得るのも困難な状態が続いている（執筆時点）．地域内の情
報とは，避難所がどこにあり，家族・親類がどこに避難し
ているのか，支援物資はどこに行けば得られるのかといっ
た情報や，すぐにでも購入したい洗濯機の在庫が徒歩 1時
間以上かかる家電販売店（電話は不通）にあるかどうかと
いった避難所生活の長期化に伴い必要となる日常生活のた
めの情報を意味する．
このような状況から，通信回線の重要性が改めて認識され

た．特にアクセス回線や通信端末は重要である．比較的早
期に中継回線が回復しても，ユーザの通信確保が進まない要
因となるからである．通信回線に加えて，情報システムも重要
である．ポイントは蓄積情報喪失のリスク低減，地域内生成
情報の蓄積処理，誰でも使える簡単なインタフェースである．
平時には，ユビキタスな高速ネットワーク環境をよりどころ

にクラウドサービスの利便性が注目されている．非常時にお
いても，クラウドの実体である遠隔地のデータセンタとの通信
が可能であればその利便性が享受できる．しかし，通信イン
フラに被害があれば，クラウドサービスを利用できなくなる可
能性もある．かといって，強震や津波で地域全域が被害を

受ける可能性もある．地域内の情報を地域内のみで蓄積する
のはリスクがある．各データの重要性やアクセス頻度等を踏ま
えて，同一地域内での分散や国内広域あるいはグローバルに
分散して蓄積することも重要である．
災害発生後は，通信回線が回復しても通話の発着信が不

安定な可能性がある．通話以外の連絡手段確保も大切であ
る．また，災害情報や被災地内情報の蓄積，共有，交換が
重要である．普段使わない，あるいは一度も使ったことがな
い情報システムを非常時になってから使うのは，管理者にも
一般ユーザにも簡単ではない．例えば地域ポータルサイトを
地域内情報の交換場所とし，日頃から市民に利用され，情報
閲覧だけでなく市民も情報を書き込める双方向形メディアとし
て普通に利用される状態にしておく．そうできれば，非常時
の情報デバイドも減らせるかもしれない．
「インターネットは今回の震災でも停止することなく使えた」，
「ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）が情報伝達手段
として活躍した」といったことが報じられている（例えば文献
（2））．情報伝達メディアの一つとして機能したのは確かであ
る．しかし，その詳細は今後検証する必要があるだろう．通
信インフラが稼働している地域や被災地以外の人々 は潤沢
な情報に触れることができた一方，情報を必要としている被
災者や救援者は最も情報を得られにくい状況だったのでは
ないだろうか（例えば文献（3）では被災地でのインターネット
や SNSの有効度が全国平均より低いという調査結果が示さ
れている）．インターネットは使えた，便利，という一面的な
評価で済ますべきではないと考える．確かに自律分散制御，
ISP（Internet Service Provider）相互接続で構成するインター
ネットゆえ，たとえ被災地での通信インフラ壊滅や国際間ケー
ブル断があってもインターネットは稼働した．しかし，日本の
インターネットトラヒックはふくそうが危ぶまれるほど増加した
わけではなさそうだ．むしろ，これらの障害が影響したのか
もしれないが，震災直後のトラヒック量が減少したという報告
がある（4）．

3.  頼れる情報通信に向けた研究例～NerveNet ～

新世代ネットワークの時代には，地域社会や住民，その
地域を訪れた人々 が求める情報やサービスが適切なタイミン
グで提供されるネットワークや，災害など非常時にも頼りにな
るネットワークが必要ではないだろうか．そこで考えたのが地
域情報共有通信網「NerveNet」である（5）～（7）．ネットワークに
接続されたセンサが，気象，交通，災害，防犯などの地域
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事象や家族や個 人々の動きなどを感知し，それらの情報に基
づいて地域や個 人々が求める情報やサービスを提供する．こ
のように地域の神経網の役割を果たすことから名付けた．回
線切断や装置故障，電源喪失等で一部機能が停止しても全
体が破綻することなく，残った部分だけで稼働する意味で信
頼性の高い，頼れるネットワークとしての役割も果たす．なお，
当初は常設形の情報通信基盤として構想したが，非常時に
臨時展開するネットワークとしても有効であると考えている．
3.1　未来の地域社会基盤に求められる三つの機能
一つ目は「プラットホーム」機能である．単独アプリケー

ションだけのためにネットワークやシステムを構成するのは高
コストで非効率である．多様なアプリケーションが提供できる
社会基盤として構築することでコスト低減を図り，実用化しや
すくするねらいがある．
二つ目は「自律・自動的にネットワークを構成する」機能で

ある．地域の情報通信サービス会社や自治体，NPOなども
地域ニーズに基づいて適宜ネットワークを構築できるために
は，簡易に設置しても無線や有線による接続が自動的に確立
する仕組みが大切である．自然災害の際にもネットワーク機
能を存続させるために，ネットワークの一部がダウンしても自
律的にネットワーク構成を変更して機能維持できることも求め
られる．
三つ目はセンサ情報の「安全・確実な伝送」である．現在

は，携帯電話やパソコン上でユーザ IDとパスワードを手入力
してウェブサイトや企業ネットワークに遠隔からログインする方
法が一般的である．また，ウェブサービスやクラウドサービス
では自分のメールやファイルの格納場所やそこまでの通信経
路が不明である．将来は，気象など公共情報とともに，組織
や個人に関する重要情報（例えばタグリーダで読み取った電
子タグ情報やセンサカメラで撮影された情報）も無人動作の
センサが発信する．センサが発信する情報が安全・確実に
所定の送信先まで届けられる仕組みが必要になる．

3.2　分散通信制御と分散情報処理を一体化した
　　　　NerveNet
無線や有線経由で相互接続可能な基地局を高密度に配

置し，移動端末やセンサ，アクチュエータなどエンド端末を
無線で収容する（図 1）．地域の各センタや教育機関，サー
ビス提供企業，個人宅などには CSG （Community Service 

Gateway）を置く．各 CSGは網上にそれぞれの論理ドメ
インを形成し，所属するエンド端末を管理する．データベース
（DB）に記録されるセンサ情報を使った各種アプリケーション

が稼働し，エンド端末に情報やサービスを提供する．例えば
A宅の CSGは，Aの家族が所有する移動端末の登録や網
接続，位置情報を管理する．家族の位置情報を第三者に提
供することなく，子供見守りや歩行距離把握による自己健康
管理などが可能になる．NerveNetは，世帯を含む様 な々組
織の CSGを収容し，それらにより防災，健康医療，福祉，
交通，教育等の官公・民間・プライベートの各種サービスが
提供されるプラットホームとして機能する．
基地局は周辺の基地局を探索して無線接続を確立する．

遠隔の基地局に至る通信経路を探索し，発見した複数の通
信経路を把握する．通信障害が発生しても，別の通信経路
に瞬時に切り換える．このようにして自律・自動的なネット
ワーク構成と維持を行う．
センサ情報を安全・確実に伝送する仕組みを図 2で説明

する．①センサからの信号は，②移動端末との間に生成され
るセンサ情報トンネルを経て，更に移動端末とCSGとの間
に生成されるモバイル認証パスを経てCSGのデータベースま
で暗号化されて伝送され保存される．この伝送は必要なとき
にのみ，また移動端末とCSGとの間で認証が確認されたと
きに限り行われる．これにより安全・確実なセンサ情報伝送
を実現する．同じセンサを複数の人や組織が共有できること
も特徴である．④センサ情報に基づいた情報やサービスは，
②と同様にモバイル認証パス経由で移動端末へ提供される．
基地局が DBを搭載し， 分散情報処理を行うことも

NerveNetの特徴である．多くのユーザが必要とする情報は
常に NerveNetに流し込まれ，DBに蓄積される．例えば，
店舗を選ばずに近隣店舗からタイムセール情報が欲しいユー

NerveNet 上に形成される様々な論理ドメイン
地域防災センタ 地域交通システム

学校 A さん宅

地域健康保険
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（地域向け官民アプリケーション群）

DB DB DB DB 地域交通情報インターネット・
携帯電話網
などの外部網

DB

センサセル
地域

センタ

基地局

DB
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CSG
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防災センタ
地域健康保健
センタ基地局
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基地局
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CSG
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教育機関
図書館，児童館
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CSG: Community Service Gateway
DB: Database

外部網への接続

図 1　地域情報共有通信網NerveNet の基本構成
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ザには，居場所と時刻に基づいて近隣店舗の広告がプッシュ
通知される．基地局のDBは，接続中のユーザ情報や周辺
のAED（Automated External Defibrillator，自動体外式除
細動器）など重要情報を分散蓄積することもでき，災害時に
は稼働中の基地局に接続して情報を取り出すことで，周辺の
災害前の状況を確認することができる．
3.3　既存インフラとの対比
既存の通信と対比することで，NerveNetの有効性を説明
する．図 3はインターネットとの対比である．本来のインター
ネットは，機器に割り当てたソフト的なアドレスに基づいて相
互のパケット交換をグローバルなネットワーク上で可能とする
論理的なネットワークである．それは，既存の物理通信網で
ある固定メタル，光，携帯電話網等の上に構築されている．
この物理的な面に着目すると，現在の固定インターネットは，
家庭やオフィス等の建物，すなわち「点」の展開が中心であ
る．携帯電話網経由はモバイルのインターネットだが，居住
地や主要交通路中心のエリア展開であり，農耕地や山間部等
はカバー率が低い．面積カバー率は日本全体の約 6割ともい
われている（筆者の知る限り公式なデータはない）．固定，携
帯共にネットワークは木形構造ゆえ，端末（木の「葉」に相当）
からネットワークの先の宛先端末や宛先サーバへの経路（木の
「葉」から「幹」へ向かう道）は原則一つのみである．途中の
経路断や制御装置故障，トラヒック集中によるふくそう等に
よるぜい弱性がある．参考までに 2004年 10月の中越地震
の際の通信状況（8）を図 3の中で引用した．NerveNetは，有
線や無線で基地局同士を相互に接続できるアーキテクチャで，
「横」への展開が容易である．メッシュ形ゆえ複数経路を設

定でき，コア網側と複数点で相互接続できる．コア網に依存
せずにアクセス網内に閉じた通信を実行できる．既存アクセ
ス網ではサーバやデータベースを原則置くことはできないが，
NerveNetはそれらをアクセス網内に接続できる．このように
従来網より障害への耐性を高め，コア網との接続が途絶えて
もローカルでの通信と情報処理を可能としている．
携帯電話との対比を図 4に示す．携帯電話網は木形構造，
中央制御形である．それゆえ，例えば基地局制御装置が故
障したり基地局と基地局制御装置間の伝送が途絶えたりする
と，たとえ基地局自体は正常であっても，端末位置管理装置
等との制御系通信が不能になる．そのため，その電波範囲
内の携帯電話同士の通話も含めて全ての通信が不能になる．
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　 される
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　 サーバへ伝送できる
④ センサ情報アプリケーションからの情報やサービスがモバイル認
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図 2　モバイル認証パスによる情報の安全・確実な伝送
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図 4　携帯電話と対比したNerveNet
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4.   これからの通信ネットワークと
  情報システムに向けて

2.では，体験や被災地の状況を踏まえて，通信ネットワー
クや情報システムの課題を幾つか挙げ，若干の提案を述べ
た．国としては，例えば総務省の「大規模災害等緊急事態
における通信確保の在り方に関する検討会」（9）において，通
信事業や ISP事業を担う各社の震災後の取組み状況の把握
や，緊急対応の在り方，基地局や中継局が被災した場合の
通信手段確保の在り方，今後のネットワークやインターネット
活用の在り方に関する提案集約など，今後に向けた検討を進
めている．しかし以下では，今後の研究開発で理想の通信
ネットワークと情報システムを創造していくという研究者視点
で，2.で述べたこともまとめつつ，述べてみたい．
4.1　これからのネットワーク
災害によって万が一ネットワークの一部が切断されたり，構

成する機器が故障や電源喪失で機能しなくなったりしても，
ネットワーク全体が停止してしまうことなく，残った部分で稼
働し続けるような頼れるネットワークであることが望ましくは
ないか．そのためには，従来の木形構造のネットワークと中
央集中形の制御アーキテクチャによる平時の安定性，運用
の容易性等を生かしつつ，メッシュ形ネットワークの耐障害
性と分散形制御による拡張柔軟性等を備えたハイブリッド
形ネットワークが一つの候補である．端末を無線収容する基
地局同士を無線や有線で相互接続してメッシュ形ネットワー
ク構造とし，中央集中形と分散形のハイブリッド制御を行う
NerveNetもこの思想で設計している．
更に耐障害性と柔軟性を高めるために，基地局単体でも動

作できるようにする．その基地局が無線収容する端末同士の
通信だけは提供し続けられるようにする．すなわち無線 LAN

（Local Area Network）のアクセスポイントと同様の機能を携
帯電話網でも提供する．避難所などに最低一つの携帯電話
基地局だけがあれば，その場所の通信が可能なようにする．
このような自立稼働可能な基地局を学校や公園などの避難所
や公共施設に最低限設置し，それらを相互に接続して広域エ
リアを形成するのが NerveNetである．
万が一の設備や通信接続障害に備えて，幾つかの基地局
は衛星通信機能を備えておくことも有効だろう．メッシュ形
ネットワークであれば，全ての基地局が備えていなくても効
果があるだろう．非常時にそれら基地局の衛星通信機能が
オンとなり，衛星経由で遠隔地と接続されれば，当該エリア
が遠隔地との間に複数の接続を持つことができる．衛星以

外に，ヘリコプタや比較的長い時間滞空できる無人航空機
UAV（Unmanned Aerial Vehicle）とダイナミックに接続でき
ると，衛星よりも高速な通信，複数の遠隔地との接続が期
待できる．
非常時の放送の有効性を生かすために，基地局が放送受
信機能を持つことも考えてはどうだろう．基地局が放送を受
信し，放送内容（映像でなくても，災害情報等のニュースデー
タだけでもよい）を携帯電話端末に対するブロードキャスト
チャネルで報知する．ワンセグと併用し，ユーザに情報を届け
る手段を増やすためである．
4.2　これからの情報システム
頼れるネットワークとともに，頼れる情報システムも必要だ
ろう．2.2で述べたリモートクラウド（現在のクラウド）とロー
カルクラウド（図 1でいう地域クラウド）の連携もその一つで
ある（10）．NerveNetのように基地局がデータ保存機能を持ち，
それらと地域内のデータセンタ等で全体として地域クラウドを
形成する．平時の保存データの復元性を高めることに加えて，
被災時に発生する各種データの保存・処理・分配が容易に
行える仕組みを整えておくことが大切である．これにより，た
とえ外界との通信が途絶えても，地域内の被災状況，避難
状況，安否情報などを地域内で収集し，地域内に配信する
ことができる．同じ機能がリモートクラウドでも実行できるよ
うにしておくことも大事で，ローカル機能が大きく失われたとき
のバックアップになる．
基地局のデータ保存・処理機能を活用すれば，非常事態
になる直前に基地局に接続していた端末の情報を当該基地局
が記録しておくことができる．救援の際に基地局のデータを
参照できれば，その近傍に何人いたのか，位置情報も分かれ
ば何人がそれぞれどの辺りにいたのかを判断するのに役立ち，
救援活動に役立てられるかもしれない．防火水槽やAEDな
どの位置データも基地局で記録しておく対象となろう．
4.3　実現イメージ
ここまで述べてきたことを絵にすると図 5のようになる．こ

れは平時の状態を示しており，頼れるネットワークと情報システ
ムの上で，平時は様 な々アプリケーションが提供されている．
非常時に通信接続が切断されても，通信経路を複数確保
しやすいメッシュ形ネットワークの特長により，切断された箇
所をなるべく避けてデータを転送することが可能になる．切断
により周囲から孤立した基地局があっても，自立稼働してそ
の近傍の通信機能を提供する．近傍の人や物，地図データ等
を救援隊に提供する．衛星通信機能を持った基地局は，遠
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隔地と通信接続する．端末に着目すると，非常時には安否情
報のみを伝達するためのデータ量の少ないメッセージをあらか
じめ決められた宛先（例えば一元的な安否確認サイト）へ自
動発信する．機能不全となった基地局に無線接続できなくて
も，端末間の通信機能が臨時にオンになり，メッセージが周
囲の端末に転送され，いずれ基地局に到達させることも可能
だ．アドホック通信やDTN（Delay Tolerant Network）技術
が生かされる．

5.   む　す　び

内閣府総合科学技術会議では，第 4期科学技術基本計
画の再検討を開始した（11）．復興・再生並びに災害からの安
全性の向上に向けた重点化を行う．日本にはもともと地震，
台風，洪水，最近のゲリラ豪雨など様 な々自然災害が多く，
災害列島ではないかと思っていた．大震災をきっかけとして，
本稿で述べた頼れるネットワークと頼れる情報システムのよう
なテーマに注目が集まること，そしてそれが一時だけではな
く，実現されるまで継続されることを期待したい．この機会
を逃すと，頼れる情報通信インフラを実現できないのではな
いだろうか．一過性のものにしてはならない．
最後に，この大震災にて亡くなられた方々 の御冥福をお祈

りするとともに，被災された方々 に心よりお見舞い申し上げま
す．本稿が，災害の際にも頼れる情報通信インフラへの関心
を高め，その研究開発の促進に少しでも役立てば幸いです．
これまでの研究仲間の協力に感謝します．
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まえがき1

NTTドコモでは，2001年に「FOMA」（フォーマ）と
いうブランド名で第 3世代（3G）の移動通信システム
規格であるW-CDMA（Wideband Code Division Multiple 

Access）の商用サービスを開始した．それから 10年後
の現在では，W-CDMAの高速データ通信規格である
HSPA（High Speed Packet Access）を搭載した端末が広く
普及し，モバイルデータ通信のサービスを支えている．
また，NTTドコモでは，更なる高速・大容量・低遅延の
要求に応えるため，2010年 12月から「Xi」（クロッシィ）
という新しいブランドで LTE（Long Term Evolution）と
呼ばれる新しい移動通信システム規格の商用サービスを
開始した（1）．LTEは 3Gと同じ周波数スペクトルを用い
て，第 4世代（4G）の移動通信システムの無線アクセス
技術をいち早く導入する Super 3Gのコンセプト（2）に沿っ
ており，世代的に 4Gの一歩手前という意味で 3.9Gと
も呼ばれる．移動通信システムの国際標準化団体である
3GPP（3rd Generation Partnership Project）において，2008

年に LTE無線システム仕様の初期バージョンが Release 

8仕様として規定された（3）,（4）．更に，LTE Release 8仕
様を基本として，本格的な 4Gともいえる，国際電気通
信連合無線通信部門（ITU-R）における IMT（International 

Mobile Telecommunication）-Advancedの移動通信システ
ム規格である LTE-Advancedの標準化が行われている．
LTE-Advancedは，3GPPにおいて LTE初期バージョン

の Release 8から Release 9, 10, 11,… と継続的にアップ
デートされている LTEの仕様のうち，Release 10とそ
れ以降を指す．なお，Release 9は Release 8からの比較
的軽微な機能追加である．Release 10までの仕様は既
に完成し，IMT-Advancedの要求条件である広帯域幅化
（40 MHz以上）や周波数利用効率の改善等（5）を実現する
ため，キャリヤアグリゲーションや多アンテナMIMO

（Multiple-Input Multiple-Output）送受信などの拡張技術が
導入されている（6）．
一方，近年，スマートフォンを代表とする携帯形の高

速データ通信端末が一般層へ普及してきたことを起爆剤
として，動画配信等のブロードバンドサービスを中心に
無線ネットワークにおけるデータトラヒックが爆発的に
増大している．文献（9）において，Mobile Videoが 2015

年までに総トラヒックの 66％程度の割合を占めると予
測されている．また，将来的には，クラウドコンピュー
ティングと呼ばれるユーザがインターネットの向こう側
から様々なサービスを受ける形態も普及していく可能性
があり，これに伴って位置情報やモビリティ等のモバイ
ルネットワークの特徴を生かした通信サービスの需要も
高まっていくことが予想される．更に，M2M（Machine-

to-Machine）通信のような新しいアプリケーションによっ
て，多数の多種多様な通信端末が世の中に普及していく
ことが予測されている．例えば，文献（7）では「50 Billion 

Connected Devices」というキーワードでそのような予測
が示されている．このような背景の下，移動通信業界
では，将来のモバイルトラヒックの伸びについて様々
な予測が行われている（8）～（12）．例えば，文献（8）では，
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2007 ～ 2017年の 10年間でトラヒックが 200倍に増大
することが予測されている．NTTドコモでも，これま
で“i-concier”や“BeeTV”といったモバイルコンテンツ
の普及によって，同様な傾向でトラヒックが伸びてき
ており（12），今後は，スマートフォンを代表とする高速
データ通信端末の普及やM2M等による通信端末数の増
大によって，更にトラヒックの伸びが加速することが予
想される．したがって，著者らは，文献（13）において，
2010～ 2020年までの 10年間でトラヒックが 500～ 1,000

倍（年率 1.86～ 2.00倍）に増大することを想定し，更な
る飛躍的な無線ネットワークの大容量化を実現する次世
代の無線アクセス（将来無線アクセス）を確立していくこ
とを目標として提案した．
本稿では，2010年代を支える移動通信の無線インタ

フェースであろう LTE及び LTE-Advancedの技術動向を
基に，10年後の未来，すなわち 2020年代に向けた将来無
線アクセスの要求条件及びそれを達成するための技術課
題について考察する．以降，まず 2.において，将来無線
アクセスの要求条件について考察を述べる．そして，3.で
LTE及び LTE-Advancedにおける適用技術を振り返った
後，4.において，将来無線アクセスにおける技術課題に
ついて考察する．最後に，5.に本稿のまとめを記す．

将来無線アクセスの要求条件2

表 1に 10年後を想定した将来無線アクセスの要求条
件（13）を示す．まず，システム性能改善の観点からは，今
後のモバイルトラヒックの伸び（前述のとおり 500 ～
1,000倍を想定）をサポートするための無線ネットワーク
容量を確保することが必須である．どのようなアプロー
チでこれを実現するかについての考察は後述する．また，
将来予測されるブロードバンドサービスを固定網に匹敵
する高速なデータレートで提供するため，データレート
の高速化も要求される．IMT-Advancedにおけるデータ
レートの目標値（14）が広域エリアで 100 Mbit/s，ローカル
エリア環境などで達成できるピーク値で 1 Gbit/sだった
ことを考慮すると，次世代ではその 10倍，すなわち，広
域エリアで 1 Gbit/s，ピークで 10 Gbit/s以上を達成する
ことが目標になり得ると考えられる（15）．一方で，近年ブ
ロードバンド通信サービスにおいて，ユーザの体感品質
を意味する QoE（Quality of Experience）という言葉がよ

く用いられている（16）．システム性能の改善を QoEの改
善に生かすための要求条件としては，ユーザスループッ
トの公平化や低遅延化などが挙げられる．特に LTEで
は，ピークと平均やセル端の周波数利用効率との間に大
きな隔たりがあり，このギャップを埋めていく観点から
も，ユーザスループットの公平化は重要な要求条件であ
る．また，M2M通信等によって端末やサービス形態が
多様化していくことを想定すると，様々なサービス品質
（データレートや遅延等の要求条件）や通信形態（例えば

Device-to-Device通信）をサポートするためのシステム
の柔軟性がより重要になってくるものと考えられる．更
に，オペレータにおけるシステム運用の観点からは，定
額制のパケット通信サービスが主流となってきているこ
ともあり，システム性能の改善と同時に CAPEX（Capital 

Expenditure）及び OPEX（Operating Expenditure）といっ
たネットワークコストを低減することが非常に重要な要
求条件である．また，省エネルギー化（Energy Saving）
も近年注目されている重要な要求条件であり，世界的に
盛んに検討されている（17）,（18）．更に，災害等におけるラ
イフラインとしての無線ネットワークの有効性も見直さ
れつつあり，故障等に対してより堅牢性の高い無線ネッ
トワークの確立も重要である．このため，マクロセルを
更に大ゾーンのエリアの基地局でカバーし災害時に備え
ること等，様々な取組みが検討されている（19）．
前述した 500～ 1,000倍といった過去にない急激なト

ラヒックの伸びをサポートするためには，周波数利用効
率の改善や広帯域化といった従来形のアプローチだけで
は不足する．したがって，基地局間協調やネットワーク
の階層化も考慮したネットワークの高密度化，トラヒッ
クオフロードといった複数のアプローチの組合せを考慮

表 1　将来無線アクセスの要求条件

改善内容 詳　細

システム性能の改善

無線ネットワーク容量の飛躍的な増大
（500 ～ 1,000 倍のトラヒック増大を想定）

固定網に匹敵するデータレートの高速化
（広域エリアで 1 Gbit/s，ピークで 10 Git/s
以上が目標） 

ユーザ体感品質 (QoE)
の改善

ユーザスループットの公平化 
低遅延化

様々なサービスの要求品質や通信形態に
対するシステムの柔軟性

オペレータのシステム
運用面からの改善

ネットワークコスト（CAPEX/OPEX）の低減

省エネルギー化 
災害等に対するシステムの堅牢性の向上
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する必要がある．表 2に各アプローチで実現すべき利得
の要求値の例を示す．
周波数利用効率は，現在の無線ネットワークで広く用い

られている HSPAからの累積利得で考える．LTE（Release 8）
では新しい無線インタフェースを導入し，HSPA（Release 6）
に比較して約 3倍の周波数利用効率（bit/（s・Hz・cell））を達
成した．更に，LTE-Advanced（Release 10）では，要素技
術の拡張により，LTE（Release 8）に比較して更に 1.3倍程
度の周波数利用効率を達成できる評価結果が示されてい
る（20）．したがって，将来無線アクセスでは，HSPAが
LTEに進化したのと同等な周波数利用効率の増大を実現
することを目標とし，LTE-Advanced（Release 10）と比較
して，更に 3倍の周波数利用効率を要求値とした．周波数
利用効率は無線アクセス技術の改善に加えて，送受信アン
テナ数を増やすことによっても増大できるが，平均的な
周波数利用効率を考慮する場合，最も広く普及するユーザ
端末（スマートフォン）の形態を考慮する必要がある．し
たがって，端末の受信アンテナ数として，現状が HSPA

でサポートされ，LTEのベースラインでもある 2本とし，
LTE-Advancedを経て 10年後の将来無線アクセスまでに
は倍の 4本がベースラインになるものとした．以上より，
HSPAから周波数利用効率の利得を累積すると 24倍程度
と見積もることができる．
広帯域化は大容量化を実現しつつビット当りのコスト

を低減できるアプローチであり，データレートの高速化
にも必須である．例えば，100 MHz帯域幅で送受信アン
テナ 12本のMIMOを適用することにより，5 Gbit/sの
スループットを達成できることが示されている（21）．した
がって，特に広域エリアで 1 Gbit/s，ピークで 10 Gbit/s

といった非常に高いデータレートの要求条件を達成する
ためには，少なくとも 200 MHz以上の広帯域化が望まし
いと考えられる．ただし，ネットワーク容量を考慮する
場合は，ユーザ当りの通信帯域幅ではなく，システム全
体での合計周波数スペクトルに着目する必要がある．し

たがってこの見積もりでは，ITU-Rの世界無線通信会
議（WRC-07）で特定されている合計 750 MHzに対して，
2倍（1,500 MHz）以上の周波数スペクトルが将来無線ア
クセスにおいて利用できるものと見積もった．上記の見
積もりは，例えば，4オペレータで上下リンク 200 MHz

ずつの帯域幅を割り当てた場合，合計 1,600 MHzの帯域
幅となるため，前述のデータレートの観点からもそれな
りに妥当なのではないかと考えられる．
現在ほとんどのスマートフォンが 3Gと無線 LAN

（Wi-Fi）のマルチモードをサポートしているように，
インドア環境におけるデータトラヒックのオフロードは
極めて有効かつ必須である．文献（9）において，30～
45％程度の無線パケットトラヒックが自宅，それと同程
度のトラヒックが屋内オフィスでのモバイルインター
ネットから発生している分析が示されており，そのよう
なデータからもオフロードの重要性はうかがえる．本
稿では，将来増大する無線パケットトラヒックのうち，
30%程度は無線 LAN等の他システムへオフロード可能
と見積もった（容量で 1.5倍相当の利得）．
以上のアプローチで足りない分のネットワーク容量は，

ネットワークの高密度化（面積当りのセル数（cell/m2）の
増大）で補っていく必要がある．累積で 500～ 1,000倍
のネットワーク容量を達成するには，高密度化によって
7～ 14倍の利得が必要となる．しかしながら，要求条件
を満たすためにはネットワークの高密度化が必要ではあ
るが，これを可能な限り低コストで実現することが重要
である．したがって，将来無線アクセスでは，低送信電
力のフェムトセルや RRE（Remote Radio Equipment）（22）

などを用いる低コストなネットワーク構成で高密度化を
実現することが，無線インタフェースの設計と同時に要
求される技術課題である．以上より，前述の周波数利用
効率（bit/（s・Hz・cell））の改善と合わせ，面積当りの周波
数利用効率（bit/（s・Hz・m2））を低コストで飛躍的に増大
することが将来無線アクセスにおいて重要な要求条件で
あると考えられる．具体的には，Release 10に比較して
3倍の周波数利用効率と高密度化による 7～ 14倍の利得
を乗算すると，面積当りの周波数利用効率では 21～ 42

倍の改善が要求されることになる．

表 2　 無線ネットワーク容量の増大に必要なアプローチと
要求値の例
アプローチ 要求値（例） 

周波数利用効率（bit/（s・Hz・cell））
の改善

3倍（LTE Release 10 比）
 HSPA 比で約 24 倍

広帯域化（Spectrum Extension） 2 倍以上
トラヒックオフロード 1.5 倍
ネットワークの高密度化（cell/m

2） 7 ～ 14 倍
合　計 500 ～ 1,000 倍
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LTE及び LTE-Advancedにおける
適用技術とこれからの発展3

将来無線アクセスの要求条件を達成するためには，更
なる無線アクセス技術の発展が必要であり，これに伴っ
て新しい無線インタフェースの標準化が必要である．基
地局や端末の実装に依存する技術は標準化対象になりに
くいが，上りリンク SC-FDMA（Single Carrier Frequency 

Division Multiple Access）の周波数領域等化のように実効
的に必須な技術もある．目標とする周波数利用効率の実
現は，一つの大きな利得を持つ技術の大発明によって成し
遂げられてもよいし，多数の要素技術による利得の累積
によって成し遂げられてもよい．LTE及び LTE-Advanced

でも要求条件を達成するために様々な無線アクセス技術
が適用されたが，中でも比較的大きな利得を与える技術
はキー技術として考えることができ，将来無線アクセス
においてもこのキー技術を見いだすことがまず重要であ
る．そこで，本章では LTE及び LTE-Advancedにおける
キー技術について振り返り，将来無線アクセスにおける
今後の発展の方向性を考察する．

HSPAは， 回線交換を重視したW-CDMAの無線イン
タフェースに基づくパケットアクセスへの拡張である．これ
に対し，LTEの無線インタフェースは IMS（IP Multimedia 

Subsystem）及び VoIP（Voice over IP）の普及を前提とし，シ
ステムのシンプル化とデータトラヒックの急増を考慮してパ
ケットアクセスに最適化する形で設計された．更に，特性改
善に必要なキー技術として，HSPAで適用されたターボ符
号，ハイブリッドARQ（Automatic Repeat reQuest），AMC

（Adaptive Modulation and Coding）などに加えて，
・ 下りリンク OFDMA（Orthogonal Frequency Division 

Multiple Access），上りリンク SC-FDMAによるセル
内直交多元接続方式

・ 周波数選択性フェージングを利用する周波数領域ス
ケジューリング

・ 複数送受信アンテナを用いるMIMO空間多重，送
信ダイバーシチ（下りリンク）

などがキー技術として適用された（3）,（4）．
図 1に，LTE-Advanced（Release 10）で適用された無線

アクセス技術を示す．LTE-Advancedでは，LTE（Release 8）
とのバックワードコンパチビリティ（LTE端末の LTE-

Advancedネットワークへの接続性，及びその逆）を保証

することが必須であるという前提条件の下，上記の LTE

で採用された技術に加えて，更に以下のようなキー技術
が適用された（6）．
・ キャリヤアグリゲーションによる広帯域化（最大

100 MHz）
・ MIMO送受信の上りリンクにおける適用，下りリン
クにおける拡張（マルチユーザMIMOなど）
・ セル間干渉コーディネーション（eICIC: enhanced 

Inter-Cell Interference Coordination）及びセル間協調
（CoMP: Coordinated Multi-Point）送受信
・リレー伝送
このうち，eICICや CoMPといった技術（23）,（24）は，

LTE Release 8の標準化が行われていた頃では想定されて
いなかった低送信電力のフェムトセルや RREなどを用
いる階層形のセル構成（ヘテロジーニアスネットワーク）
を考慮したキー技術として挙げられ，現在も 3GPPにお
いて，2012年末頃完成予定の Release 11仕様に向けての
検討が進められている．
以上より，10年後の将来無線アクセスでは，要求条件

を満たすための新しいキー技術を導入しつつ，最初から
LTE-Advancedのような広帯域化や階層形セル構成を前提
条件として，無線インタフェースを設計することが発展
の方向性になると考えられる．

将来無線アクセスにおける技術課題4

4.では，将来無線アクセスにおける多元接続方式，セ
ル展開方式，及びパケットアクセスの制御方式の発展と
いう観点から，それぞれ技術課題について考察する．

最大 100 MHz
下り最大 8レイヤ

f
コンポーネントキャリヤ
キャリヤアグリゲーション

上り最大 4レイヤ
MIMO送受信の拡張

eICIC 及び CoMP
リレー伝送

図 1　LTE-Advanced における適用技術
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4.1　多元接続方式の発展

（1） 温故知新的な考察
一対一通信（point-to-point communication）の場合，

有限の送信電力では，シャノン式の帯域幅と信号電力
のトレードオフとなり，電力密度を稼ぐよりも，帯域
幅を広げる方が理論上高効率であることはよく知られ
ている（15）．しかしながら，移動通信の多元接続方式に
おける問題は，限られたシステム帯域幅の中で，基地局
が複数の移動局に対して，どのように電力・周波数及び
時間・空間（アンテナ）といった領域の無線リソースを
割り当てるのか，ということである．
表 3に，これまでの各世代（1～ 4G）の多元接続方式

と将来無線アクセスにおいて考えられる方式の比較を
示す．初期（1G及び 2G）の無線アクセス方式では，時
間または周波数領域で分割する方式，及び周波数繰返し
の適用により，同一チャネル干渉を低減し，情報伝送に
必要な受信 SINR（Signal-to-Interference and Noise power 

Ratio）を確保していた．これに対し，3GのW-CDMA及
び HSPAでは，畳込み符号やターボ符号を代表とする
チャネル符号化技術の進歩もあり，シャノン式上から
も理にかなっている広帯域送信を適用した．具体的に
は，拡散・符号化の利得により 1セル周波数繰返しを
実現し，システム帯域幅を全て使って高速送信電力制御
という無線リソース制御を伴う符号分割多重により受信
SINRを確保する多元接続方式である．しかしながら，
広帯域化によって発生するマルチパス干渉の影響を受

ける信号波形であり，更にマルチパス環境では多元接続
によるユーザ間の干渉の影響も受けることからシステム
容量が制限されるデメリットがあった．この劣化は電力
密度の低いチャネルを多数多重する回線交換形のアクセ
スではさほど目立たない．しかしながら，パケットスケ
ジューリングにより，瞬間的にはある程度少数のユーザ
に集中して送信電力を割り当て，多値変調を多用するパ
ケットアクセスでは，マルチパス干渉及び多元接続によ
るユーザ間干渉の影響が顕著に現れスループット特性が
劣化する（25）．
したがって，LTEでは，最初からパケットアクセス

に適した無線インタフェースを設計することが前提と
なった．具体的には，マルチパス干渉への耐性に優れ，
MIMO送受信技術との親和性も高い OFDM（Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing）ベースの信号波形を採
用し，ダイナミックな時間・周波数のリソースブロッ
ク（RB: Resource Block）割当を行うセル内直交多元接続
方式を採用した．かつ，3Gの長所でもあった拡散・符
号化利得による 1セル周波数繰返しの概念を OFDMに
適用し，全システム帯域幅を使った広帯域送信が可能な
無線インタフェースを実現した．ただし，特に下りリン
クでは基本的に RB当りの送信電力密度は一定であり
（Release 10で規定されたユーザ固有の復調用参照信号
（DM-RS: Demodulation Reference Signal）を用いる場合は
ある程度柔軟な送信電力制御を行うことも可能），3Gと
比較して，送信電力制御の柔軟性は失っている．また，
LTEはハードハンドオーバを基本とするセル内の多元接
続方式の最適化を原点としているため，後に（Release 10

以降），CoMP送受信や階層形セル構成における eICIC

技術に対応する無線インタフェースの拡張が行われたも
のの，バックワードコンパチビリティを確保するため適
用可能な技術にも制限がある．
以上の考察を踏まえて，将来無線アクセスの多元接続

方式について，LTE及び LTE-Advancedの長所を残しつ
つ，前提条件の違いや技術・デバイスの進歩を考慮した
発展の可能性を検討したものを以下に挙げる．
【主な残すべき長所】
・ 広帯域化に伴うマルチパス干渉への耐性，無線リ
ソース制御の柔軟性，MIMO送受信技術との親和性
といった OFDMベースの信号波形が持つ特性

・ 広帯域送信が可能であること（拡散・符号化利得に

表 3　各世代のマルチアクセス方式と将来無線アクセスの比較

Narrow-
band 
system 
(1G/2G)

W-CDMA/
HSPA 
(3G/3.5G)

LTE (Rel-
8/9) 
(3.9G)

LTE-
Advanced 
(4G)

将来無線ア
クセス（検
討中） 

マルチ
パス
干渉

なし
（狭帯域）

非直交（広
帯域 Rake
受信）

直交（OFDMベース
の Cyclic prefi x） 

直交（OFDM
ベースの
Cyclic prefi x
またはその
拡張）

セル内
無線リ
ソース
割当

直交
(FDMA/
TDMA)

非直交
(CDMA)

直交 (FDMA/TDMA/
SDMA) 

直交(FDMA/
TDMA/
SDMA) ＋非
直交

セル間
無線リ
ソース
割当

周波数
繰返し

1セル
繰返し

1セル
繰返し

1セル
繰返し
＋ eICIC/
CoMP 

1 セル繰返
し＋ eICIC/
CoMP の高
度化

無線リ
ソース
制御

直交割当 高速送信
電力制御

周波数スケジュー
リング

高度化無線
リソース制
御（電力・
周波数・時
間・空間）
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より 1セル周波数繰返しが可能であること）
【発展の可能性があるところ】
・ 階層形セル構成を含む多対多（マルチセル対マルチ
ユーザ）の通信環境や幅広い周波数帯域の利用（不
連続なスペクトル利用など）を前提とした無線リ
ソース制御技術の更なる高度化

・ 多元接続におけるユーザ間干渉の除去処理を前提と
した非直交多元接続（26）,（27）の適用

ここで，OFDMベースの信号波形というのは上りリン
クで採用された DFT（Discrete Fourier Transform）-Spread 

OFDM（28）や拡散 OFDMなどを含む広い意味で用いてお
り，現状では，抜本的に OFDMに代わる候補を見いだ
すことは難しい．しかしながら，特に上りリンクでは
PAPR（Peak-to-Average Power Ratio）を低く抑えなけれ
ばいけない要求条件もあり，OFDM的な信号処理をベー
スに最適な信号波形を追及していくアプローチも考えら
れる（29）．
以降では，発展の可能性として挙げた無線リソース制

御の高度化と非直交多元接続について詳しく述べる．
（2） 無線リソース制御技術の高度化と非直交多元接続
多元接続方式にはW-CDMAにおける高速送信電力

制御，LTE及び LTE-Advancedにおける周波数領域スケ
ジューリングのような無線リソース制御のキー技術が
セットで存在する．将来無線アクセスでは，分散ネット
ワーク（30）とも呼ばれる不連続なスペクトル割当を伴う
広帯域化や階層形セル構成などを新しい前提条件とし
た，無線リソース（電力・周波数・時間・空間といった
領域）の制御技術の最適化によって，周波数利用効率を
改善することができると考えられる．特にユーザスルー
プットの公平性といった要求条件を考慮すると，LTEと
比較して，送信電力制御の高度化がより重要になるもの
と予想される．また，これらの無線リソース制御技術に，
干渉キャンセラおよび周波数・時間・空間といった領域
の自由度を有効利用する干渉アラインメントのような技
術（31）～（33）を併用することで更に特性を改善できる可能
性もある．
非直交多元接続は，将来的には受信信号処理（例えば

シリアル干渉キャンセラ）により特定のユーザ間干渉は
除去できる前提で，同一の無線リソース（例えば周波数）
に複数のユーザを割り当てることで，ユーザ当りの無線
リソース（帯域幅）がユーザ分の 1になる直交アクセス

に比較して周波数利用効率を増大するアプローチであ
る．下りリンクでは，複数ユーザへのブロードキャスト
チャネルとなるため，重畳符号化（Superposition Coding）
や階層変調（Hierarchical Modulation）を用いた送信法と
もいえる．同一の周波数・時間に複数ユーザを多重する
観点ではマルチユーザMIMOと似ているが，空間領域
の自由度を消費していない点で異なる．
図 2に，下りリンクにおいて，柔軟な無線リソース

（電力・周波数）割当，及び非直交多元接続により容量
を改善できる簡単な例を示す．周波数選択性フェージン
グを考慮しない場合，LTE（Release 8）のような直交多元
接続では，図 2（a）のように，各ユーザに公平に帯域幅
を割り当てる（Proportional Fairness基準）．したがって，
受信 SNR（Signal-to-Noise power Ratio）が 20 dB（セル近
傍）と 0 dB（セル端）の 2ユーザが存在した場合，シャノン
式に基づいて周波数利用効率を計算すると，2ユーザ合計
で約 3.8 bit /（s・Hz）となる（ユーザ 1が 3.3 bit /（s・Hz），
ユーザ 2が 0.5 bit /（s・Hz））．一方，帯域幅に加えて送信電
力を柔軟に制御できる場合，例えば，図 2（b）のようにセル
近傍ユーザに比較してセル端ユーザの帯域幅を狭く，送信
電力密度を高く制御することにより，2ユーザ合計の周波数

帯域×1/2帯域×1/2

ユーザ 1: SNR = 20 dB ユーザ 2: SNR = 0 dB

送
信
電
力

密
度

周波数

0.5log2 (1＋100) = 3.3 bit/s 0.5log2 (1＋1) = 0.5 bit/s 

（a） 直交マルチアクセス（等無線リソース割当）

帯域×1/4
電力×3帯域×3/4

電力×1/3

周波数

ユーザ 1: SNR = 15.2 dB
3/4×log2(1＋100/3) = 3.8 bit/s 

ユーザ 2: SNR = 4.8 dB

（b） 直交マルチアクセス（帯域幅・送信電力制御あり）

電力×1/4

電力×3/4

ユーザ 1: 14.0 dB（干渉除去後）
log2(1＋100/4) = 4.7 bit/s  

ユーザ 2: －2.2 dB

周波数

（c）非直交マルチアクセス（送信電力制御あり）

送
信
電
力

密
度

1/4×log2(1＋3) = 0.5 bit/s

送
信
電
力

密
度

log2(1＋3/4×5/4) = 0.6 bit/s 

図 2　柔軟な無線リソース割当及び非直交マルチアクセス
　　　の簡単な例
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利用効率を約 4.3 bit/（s・Hz）（ユーザ 1が 3.8 bit/（s・Hz），
ユーザ 2が 0.5 bit/（s・Hz））に増大できる．更に非直交
多元接続では，例えば，図 2（c）のような送信電力制
御を行うことで，2ユーザ合計の周波数利用効率を約
5.3 bit/（s・Hz）（ユーザ 1が 4.7 bit/（s・Hz），ユーザ 2が
0.6 bit/（s・Hz））まで増大できる．ここで，セル近傍のユー
ザ 1はセル端のユーザ 2への送信信号を復調・除去でき
るものとし，干渉として考慮しない前提がある．仮に非
直交多元接続で干渉除去を行わないものとすると，2ユー
ザ合計の周波数利用効率は約 1.0 bit/（s・Hz）（ユーザ 1が
0.4 bit/（s・Hz），ユーザ 2が 0.6 bit/（s・Hz）まで下がって
しまう．
以上の例のように，無線リソース制御の高度化及び非

直交多元接続は，特にユーザ間に大きなパスロス差が存
在するマルチセル環境において，ユーザ間の公平性を保
持しつつ容量を増大することができる．すなわち，LTE

が周波数スケジューリングというキー技術によりフェー
ジング変動の有効利用を試みたのと比較して，将来無線
アクセスではユーザ間のパスロスのばらつきを有効利用
して利得を出す試みが重要になってくると捉えることも
できる．
このような非直交多元接続や無線リソース制御の高度

化を実現するためには，LTEの後続リリースになるのか，
全く別の無線インタフェースになるのかという議論は別
として，新たに無線インタフェースの標準化が必要であ
る．逆に，既存の無線インタフェースで実現できてしま
う技術は標準化対象にはならない．無線インタフェース
の設計には様々な要素が関連し，3GPPでも同じ目的を
実現するために実に様々な無線インタフェースのアイ
ディアが提案される．したがって，現時点で最適解を述
べることは困難であるが，大枠としては，図 3のような

直交化と非直交化を組み合わせた無線インタフェース設
計が考えられる．非直交多元接続では，複数のユーザに
同一の無線リソース（周波数・時間・空間など）を割り
当てるため，当該無線リソース内で干渉除去を高効率
に行うために最適化された無線インタフェース（参照信
号，制御信号の規定など）が必要だと考えられる．一方，
異なる無線リソースを割り当てるユーザ間（及び送信ス
トリーム間）では，柔軟な無線リソース制御をサポート
する無線インタフェース（制御信号や符号化・再送の単
位であるトランスポートブロックの割当に関する規定な
ど）が必要だと考えられる．

4.2　セル展開方式の発展

図 4に各世代におけるセル展開方式を示す．セル間は
1G及び 2Gにおける固定の周波数繰返しから，W-CDMA

及び LTEにおいて，各セルで同一の周波数帯域を用い
る 1セル周波数繰返しへと発展した．これに対し LTE-

Advancedでは，1セル周波数繰返しをベースとしつつ，
高送信電力の基地局が形成するマクロセルと低送信電力
の基地局や RREが形成する複数のピコセルが重畳した階
層形のセル構成が新しいセル展開シナリオとして考慮さ
れ，マクロセルとピコセルとの間の適応的な無線リソー
ス割当技術（eICIC）が導入された（23）．現在も 3GPPにお
いて，基本的に準静的な制御速度である eICICに比較し

無線リソースの
分割単位 直交

非直交

送
信
電
力
密
度

周波数・時間・空間（及びコード）などの無線リソース領域

非直交 非直交

柔軟な無線リ
ソース割当及び
トランスポート
ブロック（符号
化・再送単位）
の分割 /結合

図 3　 直交と非直交を組み合わせる無線インタフェースの
　　　一例（無線リソースの色の違いがユーザの違いを表す）

周波数繰返し
（1G/2G）

1セル周波数繰返し
（W-CDMA/LTE）

階層形セルデプロイメント
（LTE-Advanced）

マクロセル ピコセル

周波数 周波数

周波数

図 4　セル展開方式の発展
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て，より動的で高速なセル間の無線リソース割当制御を
行う CoMP送受信技術（24）の検討が行われている．
将来無線アクセスでも，LTE-Advancedの流れを継い

だセル間干渉に対するチャレンジは，ネットワークの
高密度化と合わせて，面積当りの周波数利用効率の飛躍
的な増大を実現するためのキーであると考えられる．一
方，下りリンクの CoMP送受信技術等で大容量化を実
現するためには，複数セルに対する CSI（Channel State 

Information）のフィードバックが必要であり，利得とオー
バヘッドを注意深く検討する必要がある（34）．したがっ
て，セル間干渉を低減するために，基地局の送信処理（プ
リコーディング）とユーザ端末における受信処理（干渉
キャンセラ）の両方を活用するアプローチ（例えば干渉
アラインメント（31）,（32））が，現実的な制御情報量で周波
数利用効率を改善するのに有望なアプローチとなる可能
性がある．
このような従来のシングルセル対マルチユーザ通信か

ら，マルチセル対マルチユーザ通信への拡張を考慮する
と，無線インタフェースにおける「セル」の定義につい
て，再検討が必要になってくると思われる．例えば，複
数のセルを包含するスーパセルのようなものを定義す
るとか，あるいは，物理レイヤの観点からはセルの概念
自体をなくしてしまう等が可能性として考えられる．実
際に，3GPPの LTE-Advancedにおいても，CoMPの議
論が進捗する中で，セルの定義を再検討しようという傾
向の議論が見られる．図 5に既に仕様化が終了した LTE

（Release 8），LTE-Advanced （Release 10）及び現在議論中
の Release 11におけるセルと物理チャネルの関係の変化
を示す．Release 8では，基本的にユーザ端末は接続する
一つのセル（サービングセル）から，全ての物理レイヤの
信号・チャネルを受信する．一方，Release 10では，複
数セルにわたる CoMP送信を行う場合，共有データチャ
ネルにユーザ固有の DM-RSを適用し，実際に信号を送
信するセルに依存せず，ユーザ端末が共有データチャネ

Release 8 Release 10 Release 11（未決定）
サービングセルから受信

・同期信号
・CRS
・報知チャネル
・制御チャネル
・CSI-RS*2

サービングセルから受信

・同期信号
・CRS
・報知チャネル

サービングセルから受信

・同期信号
・CRS*1

・報知チャネル
・制御チャネル
・データチャネル

サービングセル以外から
受信可能

サービングセル以外から
受信可能

*2 CSI-RS: Channel State Information Reference Signal
*3 DM-RS: Demodulation Reference Signal

・DM-RS*3
・データチャネル

・CSI-RS
・DM-RS
・制御チャネル
・データチャネル

*1 CRS: Cell-specific Reference Signal

図 5　LTE 及び LTE-Advanced におけるセルと物理チャネルの関係の変化

Remote Radio Equipment (RRE)

BS

BSBS

Base station (BS)

BS

BS

RRE2

RRE1

RRE3
RRE2

RRE1

RRE3

BS

BS

光ファイバ 光ファイバ（3色で 3周波数キャリヤを表す）

オーバラップ
したスーパセル

BS

BSスーパセル

（a）RRE を用いてスーパセルを形成する構成 （b）RRE を用いてキャリヤ間でオーバラップ
したスーパセルを形成する構成

BS

図 6　セル間無線リソース制御のためのネットワーク構成の例
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ルを復調可能な無線インタフェースがサポートされた．
しかしながら，制御チャネルを含むその他の信号・チャ
ネルはやはりサービングセルに依存する仕様である．
これに対し，現在 3GPPで議論されている Release 11

では，未決定ではあるが，制御チャネルを含めたマルチ
セル送信も可能な無線インタフェースが検討されてい
る（35）,（36）．図 6（a）に示すように，RREを用いたセル構
成において，複数の送信地点に同一のセル IDを適用し，
共有データチャネルと同様，DM-RSを用いて復調可能な
制御チャネルを新たに規定して，ビームフォーミングや
マルチセル送信を適用する．これは前述した複数セルを包
含するスーパセルを定義するのと近い考え方であり，ハン
ドオーバなどの処理は個々の送信地点ではなくスーパセ
ルの単位で行うため，ハンドオーバ処理の頻度を減らすメ
リットもある．しかしながら，同一ネットワークで旧リ
リース（Release 8～ 10）のユーザ端末をサポートする場合，
それら旧リリースのユーザ端末は複数ある送信地点の違
いを認識できないため，システム全体では特性劣化を招
く懸念もある．したがって，スーパセルのような新しい
セルの概念が本格的に導入され，効果を発揮するのは，将
来リリースに特化した新規周波数帯導入時，若しくは次
世代の無線通信システム以降になるかもしれない．
将来無線アクセスでは前述のようにネットワークの高

密度化が予想され，スーパセルのような拡張されたセル
の概念に沿ったネットワーク構成の検討も近年盛んに行
われている（37）,（38）．特に，セルという概念は周波数領域
のキャリヤにも拡張することができ，実際，3GPP仕様
におけるセルは周波数キャリヤ一つ一つのことを表す．
LTE-Advancedにおけるキャリヤアグリゲーションによ
る広帯域化は仕様上，周波数の異なる複数セルへの同時
接続に近いといえる．そこで，図 6（b）のように，スー
パセルの境界をキャリヤ間でずらすことにより，セル間
無線リソース制御の恩恵が得られない境界を減らすよう
なネットワーク構成も検討されている（34）．なお，図 6（b）
において，直線が基地局と RREを結ぶ光ファイバを表し
ており，周波数キャリヤごとに色を変えている（3色で
3周波数キャリヤを表している）．図中央の基地局から太
線で結ばれた三つの RREによって，破線で示されてい
るスーパセルがそれぞれ形成されている．

4.3　パケットアクセス制御方式の発展

前述した多対多の通信環境や幅広い周波数帯域の利
用，更に多様化する無線ネットワークの端末やアプリ
ケーションを考慮すると，セルサーチ，ランダムアクセ
ス，CSIフィードバック，パケットスケジューリングと
いった基本的な無線パケットアクセスの制御方式につい
ても発展の可能性があるものと考えられる．
まず，幅広い周波数帯域の利用，特に不連続な多数の

周波数スペクトルを用いて広帯域化する場合，高効率
なセルサーチ法及びキャリヤ（スペクトル）アグリゲー
ションを確立するまでの制御法が技術課題として挙げ
られる．例えば，初期セルサーチを行う周波数キャリヤ
はできるだけ限定した方が効率が良いので，図 7に示す
ように，初期セルサーチで検出するキャリヤ（プライマ
リーキャリヤ）を足掛かりとし，そこから受信した制御
情報をもとに，アグリゲーションが可能なデータの送受
信に特化したキャリヤ（例えば，3GPPにおいて検討さ
れているエクステンションキャリヤ（39））に接続するとい
うプロセスなどが考えられる．また，多対多の通信環境，
特に前述した階層形セル構成を考慮すると，複数のオー
バラップしたセルを高精度に検出できる同期信号が要求
される．例えば，セル間であらかじめ直交した同期信号
を規定するようなアプローチが考えられ，LTE-Advanced

でもセル間で同期信号を含むサブフレームのタイミング
をオフセットすることで，擬似的に直交化を行うことが
検討されている（36）．

また，パケットアクセスにおける QoEの向上におい
て低遅延化は重要な要求条件である．セルラシステムを
前提とした LTEでは基地局がスケジューリングにより
多数のユーザに無線リソースを割り当てるため，伝送遅
延を短縮するためには，時間領域のパケットの送信単位
である TTI（Transmission Time Interval）長やハイブリッ
ド ARQにおける再送間隔を短縮することに加えて，CSI

1 2

図 7　 エクステンションキャリヤを用いるキャリヤアグリ
ゲーションの拡張
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の高効率なフィードバックやスケジューリングに要する
遅延の短縮もトラヒックによっては非常に重要である．
更に，上りリンクでは衝突形とスケジュール形のパケッ
トアクセス方法があるが，今後の無線ネットワークの高
密度化，階層化，多様化を考慮すると，LTEのようなス
ケジュール形よりも無線 LAN的な衝突形（ランダム）ア
クセスの方が適するデータ量の少ないパケットトラヒッ
クが増してくる可能性もある（40）．したがって，例えば，
衝突形のパケットアクセスに用いる無線リソースを従来
よりも効率良く（例えば動的に）制御する方法や，適応再
送などを用いて衝突形からスケジュール形へスムーズに
移行可能なパケット制御技術などが検討課題として考え
られる．

む　す　び5

本稿では，2010年代を支える移動通信の無線インタ
フェースであろう LTE及び LTE-Advancedの技術動向を
基に，10年後の未来，すなわち 2020年代に向けた将来
無線アクセスの要求条件と技術課題について考察した．
要求条件については，今後のトラヒックの伸び（500～
1,000倍を想定）をサポートするための無線ネットワーク
容量をできるだけ低コストで実現することが最も重要で
あり，これを，周波数利用効率の改善や広帯域化といっ
た従来のアプローチに加え，基地局間協調やネットワー
クの階層化も考慮したネットワークの高密度化，非ライ
センスバンドへのトラヒックオフロードといった複数の
アプローチの組合せで実現していく必要があることを述
べた．技術課題については，多元接続方式は，LTE及び
LTE-Advancedの良いところを残しつつ，無線リソース
制御の更なる高度化や非直交多元接続の適用などの発展
の可能性について考察した．空間・周波数領域へのセル
展開方式も進化しており，今後は標準化に関係する無線
インタフェースと，その前提となるネットワーク構成の
両方が重要な検討課題であることを述べた．また，多様
化する無線ネットワークの端末やアプリケーションを考
慮すると，無線パケットアクセスの制御方式についても
発展の可能性があることを述べた．
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まえがき1

1.1　これまでの経緯
1999年 7月に ITS情報通信システム推進会議が設立

され，ITS（Intelligent Transport Systems）通信システム
を世の中に出すべく夢を持ったメンバが集まった．当専
門委員会もこの中の一つであり，システムの実態はまだ
はっきりとは見えないものの大きなアプリケーションが
広がるとワクワクした期待を胸に技術検討を開始した．
運転支援通信システム専門委員会（旧；車々間通信シス
テム専門委員会）の開始当初は 10人にも満たない委員会
であったが，10年，20年先のシステムの姿を描きつつ
議論を進め，10年あまり経過した今や 100人規模の専門
委員会に発展し，一部のシステムは実現時期が近い状況
に進展した．
このような中で，2010年 5月に「新たな情報通信技術

戦略」が公表され（1），「交通事故等の削減のため，情報通
信技術を活用した安全運転支援システムの導入・整備を
推進する」と述べている．目標は，2018年をめどに交通
事故死者数を半減することである．この目標に向かって

様々な技術開発が進んでいるが，ここでは，700 MHz帯，
5.8 GHz帯，及び 79 GHz帯の三つの電波を用いたシステ
ムへの期待と開発現状，及び無線インタフェースの標準
化を解説し，将来展望を述べる．
1.2  ITS通信への期待
（1 ）地上波テレビジョン放送のディジタル化によって

2012年 7月から利用可能となる 700 MHz帯の電波
を用いた衝突事故防止等の安全運転支援のための
車々間・路車間共用通信の実現が期待されている．
この電波は，市街地のビル等で遮蔽された見通し外
環境でも回折効果によって車両との通信を可能とす
るものであり，システムの開発，実証実験，標準化
が進んでいる（2）.

（2 ）5.8 GHz帯の電波を用いた車々間通信には，ETC/
DSRC（Electronic Toll Collection/Dedicated Short 

Range Communications）に加えてなお一層のこの周
波数帯の活用が考えられる．この電波の特徴を生か
した短距離・大容量，更には，安全用途に加えて自
動運転隊列走行などの環境・利便のための ITS通
信が期待されている．

（3 ）79 GHz帯の電波を用いた ITS通信には，この周波
数は比較的広帯域な利用が可能になるとされている
ことから，従来難しいとされてきた 20 cm程度の物
体を分離分解検出するレーダが実現することによっ
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　運転支援に有効な見通し外通信を実現するため，地上波テレビジョン放送のディジタル化の後に利用可能になる 700 MHz
帯の電波を用いた通信システム実現に向けた技術検討や実験解析を通して実験用ガイドラインを作成し，これを様々な実
証実験に供した．これらの実験により本ガイドラインの妥当性を検証したが，引き続きこれを国の標準規格にすべく技術
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Range Communications）で用いられている周波数帯をなお一層活用することを目的に技術検討や実験解析を実施してきた．
ここでも実験用ガイドラインを基に様々な実証を行い，実現可能性を示した．更に，未利用周波数資源開発が世界的に活発
となっている中，日本でも 79GHz 帯のミリ波の電波を用いたレーダの開発と標準化検討を進めた．これらいずれの電波メ
ディアも，これからの社会において道路交通の安全を第一に，利便・安心を含めた社会基盤を構築するものと期待される．
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て歩行者や車椅子利用者などを個々に検出可能とな
り，これからの高齢化社会において増加する事故を
防ぐシステムが期待される．

1.3　海外の状況
海外においては，特に欧米において 2013年に予定し

ているインフラ協調通信の標準化に向けた動きが活発で
ある．ここでは 5.9 GHzの周波数帯を用いた車々間通信
と路車間通信の実現を目指しており，欧米が協調してこの
仕様作りを進めている．中でも欧州においては，欧州委員
会が発した ITSアクションプランに基づくシステム標準
化指令の下，様々な開発プロジェクトが進んでいる（3）．ま
た，欧州 ITSの特徴であるが，GNSS（Global Navigation 

Satellite System，衛星航法システム）とセルラシステムと
を活用した汎欧州通行料金徴収システムも実用化されて
いる．いずれのシステムも運転者の負荷を低減する，あ
るいは安心・安全や利便性の向上をM2M（Machine-to-

Machine，以下M2M）通信で実現するものである．日本の
各プロジェクトは，この仕様を始めとして標準化を海外
と歩調を合わせて進めており，各国の道路事情の特殊性
も加味しながらできる限り共通のシステム作りを目指し
ている．一方で，79 GHz帯の電波を用いた国際規格を
作る動きはなお一層活発である．欧州では先行して 2004

年に当該周波数の解放を決めており（4），各国政府，民間
で 2013年を目標として開発が進んでいる．

700MHz帯の電波を用いた
車々間・路車間共用通信2

地上波テレビジョン放送のディジタル化によって利用
可能となる 700MHz帯を用いた情報提供・注意喚起形運
転支援通信システムの開発と標準化の一端を紹介する．
2.1　技術検討の背景
2007年 6月に，総務省・情報通信審議会から「VHF/

UHF帯における電波の有効利用のための技術的条件」に
関する一部答申（5）として，地上波テレビジョン放送の
ディジタル化による空き周波数の利用方策等が取りまと
められ，UHF帯（710～ 770 MHz）のうち 10 MHz幅が
ITSのために活用されることとなった．これを受けて当
専門委員会では無線通信仕様の検討を行い， 700 MHz帯
の電波を用いた運転支援通信の実験用ガイドラインを策
定した（6）．以下に，その概要を述べる．

2.2　実験用ガイドライン（ITS FORUM RC-006）

（1）ガイドライン策定の経緯
専門委員会では，2006年度から，ASV（Advanced 

Safety Vehicle，先進安全自動車）推進検討会，UTMS

（Universal Traffic Management System，新交通管理システ
ム）協会等と連携し，UHF（Ultra High Frequency）帯を用
いた ITS無線通信の電波伝搬特性，変調方式，通信制御
方式等の技術の調査研究を行ってきた .その結果，2009

年 2月に車々間通信システムの無線区間インタフェース
を想定した，「700 MHzを用いた運転支援通信の実験用
ガイドライン」（ITS FORUM RC-006，以下 RC-006と略
す）を策定した．更に，総務省・ITS 無線システムの高
度化に関する研究会報告書（2009年 6月）からの提言を
受け，同周波数帯を車々間通信と路車間通信とで共用す
るため，RC-006の改訂を行った（7）．
（2）RC-006の概要
図 1に標準化に資する RC-006のシステム概要と適用

範囲を示す．無線通信を用いて運転支援に関わる情報を
提供し，M2M通信を介して運転者に対して注意喚起等
を行うシステムであり，基地局が設置可能な場所では，
路車間通信による交通管理者等からの確度の高い運転支
援情報の提供が想定され，基地局のない任意の場所では，
車々間通信による低遅延かつ直接的な運転支援情報の交
換が想定されている．適用範囲は OSI 参照モデルの 3 層
構造とし，レイヤ 1，レイヤ 2 及びレイヤ 7 を対象とし
ている．本システムでは，同報通信を短時間，低遅延で
実施可能とするため OSI 参照モデルに規定されるレイヤ
3～ 6に必要な機能はレイヤ 7 に規定している．
表 1に RC-006の策定指針を示す．IEEE802.11（ARIB 

STD-T71）に準拠することを基本として策定しており，

陸上
移動局

規定点
（陸上移動局間） 

（車載器）

（関連設備）

（車載器）

（関連設備）

基地局

（路側機）

（関連設備）
規定点（基地局と陸上移動局間）

必須

アプリケーションレイヤ 7 レイヤ 2 レイヤ 1 

参考

ガイドライン対象範囲

陸上
移動局

対象外

図 1　RC-006 のシステム概要と適用範囲
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下位層では周波数のみが異なる仕様となっている．ま
た，700 MHz帯の ITSチャネルは単一周波数帯であり，
同一周波数帯，及び同一エリア内での車々間通信と路車
間通信を同時成立させるため，これらの通信を時分割に
よって共用するという IEEE 802.11とは異なる方法を導
入した．
表 2に RC-006の通信仕様を示す．前述のように IEEE 

802.11に準拠した変調方式として OFDM（Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing）方式（サブキャリヤ数 52）
を，媒体アクセス方式として CSMA/CA（Carrier Sense 

Multiple Access/Collision Avoidance）方式を採用している．
図 2に車々間通信・路車間共用通信のイメージを示

す．前述のように車々間通信と路車間通信とを時分割に
よって共用している．車々間通信時間においては，通常
の CSMA/CA方式によって通信されるが，基地局が存在
する場所での路車間通信時間においては，基地局が同報
通信している時間に仮想キャリヤセンスによって移動局
の送信を禁止する方式を用いている．また，路車間通信
確立のため，隣接する基地局同士が同期して時分割で通
信する方式である．

2.3　実証実験
2008年に，国土交通省と総務省の共同による車々間

通信の大規模実証実験が実施され，RC-006に基づいて
700 MHz帯の車々間通信の成立性が実証された．更に，
2009年度，2010年度に，総務省の技術試験において，
車々間通信と路車間通信との共用検討が実施された．以
下にその一端を述べる．
（1）実験の概要
大規模実証実験では，テストコースと実道路とを使

用して安全運転支援アプリケーションの実現可能性が検
証された．図 3に実験風景の一例を示す．この例は，交
差点の一つの角に建物が存在する見通し外環境における
車々間通信実験であり，停止している 1当車両（事故の
第 1当事者）と優先道路を走行している 2当車両の間で
の出会い頭衝突を想定したものである．

（2）成果及び課題
図 4に，実験データを受けて実施した大都市環境（東

京・銀座モデル）での車々間通信単独の成立性検証シミュ

時間

車々間通信と路車間通信の共用エリア
（路側機の通信エリア内）

車々間通信単独ゾーン
（路側機の通信エリア外）

路車間通信データ

路車間通信時間 車々間通信時間

車々間通信データ

図 2　車々間通信・路車間通信の共用

見通しの悪い一つ角
（物流用コンテナで構成）

１当車両（停止）

2当車両（走行）見通しの悪い一つ角
（物流用コンテナで構成）

１当車両（停止）

2当車両（走行）見通しの悪い一つ角
（物流用コンテナで構成）

１当車両（停止）

2当車両（走行）

図 3　大規模実証実験

表 1　RC-006 の策定指針

検討項目 考え方 策定指針

使用周波数帯域 数百台規模の車両間での
短期間・繰返し通信

一部答申のUHF10MHz
幅を 1チャネルで運用

変調方式
移動環境におけるマルチ
パスフェ－ジング下での
通信耐性

ガードインタバルを持つ
直交周波数分割多重方式
（OFDM方式 )

通信方式 数百台規模の車両間でのト
ラヒック過多の抑止 応答不要の同報通信方式

通信プロトコル
スタック

国際標準規格を考慮した
通信レイヤ構成規定

IEEE 802.11-2007 規格を
参照

無線アクセス 数百台規模の車両間での
効率的かつ自律的な通信

自律分散形の協調通信アク
セス方式（CSMA/CA 方式）

車々間・路車間共用
通信制御

車々間通信，路車間通信
が個々に確実性の高い共
用通信

時分割による車々間・路
車間共用通信制御

キャリヤセンス
優先車両通信制御

車々間通信での緊急車両
等の優先的な通信

CSMA/CA ベースキャリ
ヤセンス優先制御

表 2　RC-006 の通信仕様

項　目 仕　様
無線周波数 700 MHz 帯の単一周波数
データフレーム長 0～ 1,500 Octet まで任意
周波数選定 不要（固定）
スクランブル ARIB STD-T71 準拠
誤り訂正 畳込み FEC R＝ 1/2，3/4
変　調 BPSK OFDM / QPSK OFDM / 16QAM OFDM
送信出力制御 規定しない

PHY ヘッダ ARIB STD-T71 準拠
媒体アクセス方式 CSMA/CA 方式
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レーション結果を示す．シミュレーションは，実験デー
タを基に車両間の電波伝搬特性を導入し，平日昼間の大都
市部の全ての車両に車々間通信機が搭載された条件で，隠
れ端末も考慮して行った．なお，平日昼間の大都市部の車
両密度は，銀座での実測により 43台 /（km・車線）とした．
想定した全ての交通事故シーンにおいて，評価区間 5 m

での積算パケット到達率 95%以上（RC-006の規定）を満
足することができた．この積算パケット到達率とは，車
両が特定の評価区間を走行する間にパケットが正しく受
信できる確率である．なお， 図 4の交通事故シーンのうち
「出会い頭衝突防止」は，図 3に示す道路環境であり，建
物に遮蔽された見通し外通信を想定している．また，「右
折時衝突防止」，「左折時巻込み防止」は，車両等での多少
の遮蔽はあるものの，見通し内通信を想定している．

2009年以降の技術試験を受けて実施した，路車間通
信実行下での車々間通信の積算パケット到達率のシミュ
レーション結果を図 5に示す．時分割で同一周波数を共
用する際に，車々間通信エリア内に基地局が 4機存在す
る場合は，評価区間 5 mでは RC-006の車々間通信規定

を満足せず，10 mで積算パケット到達率 95%以上を達
成し，基地局が 6機の場合は 15 mにて達成することが
分かった．すなわち，基地局数が増加すると，基地局が
路車間通信に利用する時間率が増加するため，車々間通
信のふくそうが発生して，所望の通信品質を得るために
必要な走行距離が長くなるとの結論である．
図 6に 2009年に行った 700 MHz帯の電波伝搬実験の

結果の一例を示す．この例は，銀座での測定結果であり，
RC-006で規定される OFDM方式のガードインタバル
1.6 µs以上の遅延波が観測された．しかし，遅延波が主波
に対して大きく減衰しているため，この環境下でも通信
品質の劣化は観測されなかった．
2.4　標準化
2009年 7月より，総務省・情報通信審議会において

「700 MHz帯安全運転支援通信システムの技術的条件」
の検討が開始された .この施策を背景に専門委員会では，
700 MHz帯の無線通信仕様，プロトコル等の技術検討を
進めており，2012年 7月の実用化を目指して標準規格，
無線機試験法の準備を進めている．
課題の一つに，700 MHz帯における隣接他システ

ムとの共存がある．専門委員会では，基礎的検討を
行い，「700 MHz帯を用いた運転支援通信システムと
隣接システムとの周波数共用条件に関する技術資料」
（ITS FORUM RC-007）を策定した（6）．図 7に ITS路側
機（ITS基地局）と携帯電話システム（LTE：Long Term 

Evolution方式）との干渉モデル例を示す．例では，ITS

路側機から携帯電話（LTE方式）基地局，端末への与干
渉をモデル化しており，実運用環境において干渉電力が
最大となる配置を最悪干渉モデルとして想定している．

（a）受信電力

（送受信間距離 100m）

（b）遅延プロファイル

（送受信間距離 100m）
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図 6　700 MHz 帯の電波伝搬特性の例
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図 4　大都市における車々間通信の実験解析結果 図 5　路車間通信下での車々間通信の解析結果
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2.5　将来展望
700 MHz帯は，1960年代の UHFテレビジョン放送開

始から長きにわたって，放送周波数帯として多くの国民
がその利便性を享受してきた極めて貴重な電波資源であ
り，回折効果による優れた伝搬特性，低周波数化による
高周波回路の低コスト化等多くの優れた特徴を有してい
る．この貴重な電波資源を，ITSの新しい基幹システム
となる，車々間や路車間での情報交換による運転支援通
信に利用できることは，ITSの歴史における画期的な出
来事であり ITS高度化における希望の灯としたい．

5.8 GHz 帯の電波を用いた車々間通信3

3.1　技術検討の背景
現在既にサービスが行われている ETCや ITSスポッ

ト（DSRC）は 5.8 GHz帯の電波を使用している．これ
らの路車間通信システムは 2001年に制定された ARIB 

（Association of Radio Industries and Broadcast） STD-T75

規格により実用化されている． 当専門委員会では，
5.8 GHz帯のより一層の活用を目的に 2002年から車々間
通信方式の確立に向け，路車間通信との技術的相違点に
注目しつつ技術検討，基礎検証を行ってきた．
3.2　実験用ガイドライン（ITS FORUM RC-005）

（1）ガイドライン制定の経緯
国土交通省と自動車会社により構成されている ASV

推進検討会による車々間通信を使用した安全運転支援
サービスの検討が進み，2005年には技術検討の段階から，
実際に車両に無線機を搭載して実環境等による実験，検
証を実施する段階にきた．この状況を受け 2007年 5月

に，運転支援アプリケーションを対象とした実験に対応
するため，無線区間インタフェースをまとめた実験用ガ
イドライン「ITS FORUM RC-005」を制定した（6）．
（2）ITS FORUM RC-005の概要
実験用ガイドラインにて規定する車々間通信システムは，

ARIB STD-T75のレイヤ 1を参考とし，レイヤ 2とレイヤ 7

は車々間通信に適した通信方式へ変更した．また車々間中継
通信機能を取り入れるため，新たにレイヤ 3の追加を行った．
適用アプリケーションの範囲は，ASVの要件を元に見直しを
行い，5.8 GHz 帯の電波を用いて実現が期待できるものとし

ITS 路側機 --->LTE 基地局（最悪干渉モデル）

アンテナ高
離隔距離 96.5 m

40 m

アンテナ高
7m

水平距離 90.7 m

ITS 路側機 --->LTE 端末（最悪干渉モデル）

アン
テナ高
4.7m

チルト 30 度
離隔距離 4.5 m

水平距離 3.2 m
アンテナ高

LTE 端末（受信） ITS 路側機（送信）

1.5 m

所望信号
LTE

所望信号
LTE

干渉信号
ITS

干渉信号
ITS

LTE 基地局（受信） ITS 路側機（送信）

図 7　ITS と電気通信（LTE）との干渉モデル例 表 3　ガイドライン（RC-005）の主要諸元

項　目 仕　様 備　考
無線周波数 5.8 GHz 帯（ 送受同一周波数）

ETC/ITS
スポット
と同一仕様

変復調方式 π/4 シフト DQPSK
伝送速度 4096 kbit/s
空中線電力 10 mW以下
占有周波数帯幅 4.4 MHz 以内
無線通信方式 同報通信方式
アクセス方式 CSMAを基本とする

100m

100m
100m

200m

5m

・アプリケーションデータサイズ：100 Byte 以下
・送信周期：車両速度に応じて送信周期を決定
・パケット到達率：累積パケット到達率 95％以上
　（評価区間 10m）
・パケットサイズ：400 Octet 以下
　（制御フィールドを含む，誤り訂正符号化後）

◆通信エリア（目標値）
　見通し内通信
　・前方 200m
　・後方 100m
　・左右 100m

　見通し外通信
　　前方 100m 伝搬後，
　　交差点見通し外
　　回折後 5m

100m

後方から
オートバイが
接近しています

前方に停止車両が
接近しています

右前方から車両が
接近しています

左前方から車両が
接近しています

図 8　 目標とするアプリケーション要件
（通信エリア／伝送データ要件）
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た．表 3にガイドラインの主要諸元，図 8に目標とするアプ
リケーション要件を示す．
3.3　実証実験

（1）実験の概要
既に 2.3で述べた 2008年大規模実証実験では，5.8 GHz

帯の電波を用いた車々間通信についてもテストコースと
実道路（公道）を使用してアプリケーションの実現可能
性を検証した．
（2）成果及び課題
公道においては，車々間通信の 1対 1通信実験を実施

し，ASVアプリケーションを可能とする通信が実現でき
ることを確認できた．テストコースにおける多数の車両
を用いた大規模な車々間通信実験では，擬似的な高負荷
トラヒック条件で通信品質が劣化する場合があることも
確認されたが，その後の公道での実験結果を基にした大
都市モデル環境でのコンピュータシミュレーションでは
通信性能が確保できる可能性を確認できた（8），（9）．
3.4　将来展望
5.8 GHz帯は路車間通信用途に ITSへ割り当てられた電

波であるが，車々間通信への適用も含めて検討することによ
りサービス拡張ができると考える（図 9）．例えば，エネルギー
ITS推進事業では大形車の省エネルギー化を目的とした自動
隊列走行の実験が進められているが，この実現には車々間通
信技術が鍵となる．更に，歩車間通信は歩行者と車両間の直
接通信を実現するものであるが，これをシステムに加えること
によって人と道路と車両のコミュニケーションがつながる．

79GHz帯の電波を用いたレーダ4

未利用周波数資源開発が世界的に活発となっている
中，専門委員会では 2014年からの実用化を目指して，
ミリ波帯の電波を用いた，新たな高分解能レーダの標準
化検討を行っている．
4.1　レーダシステムへの期待
現在，死者数は減少傾向にあるものの，交通事故数は

高い水準で推移しており，特に，今後は交通弱者といわ
れる高齢者を中心とした歩行者の安全確保が急務となっ
ている．このような中で，交通事故防止のみならず運転
者の運転負荷低減を目的に，一般乗用車へのミリ波レー
ダの搭載が 1999年に始まり，今や日本だけで 50万台
規模に搭載されるに至っている．現在普及している 76 

GHz帯の車載レーダは主として車の前方～ 200 m内の先
行車を距離分解能数 m，視野角 20度程度で検出して走
行方向の車間距離を一定に保ち，不慮の追突を防ぐ働き
をしている．
一方で，運転者が見にくい，あるいは見落としがちな，

また，見えていても回避不可能な自車の周辺近傍の歩行
者などを検出してより安全な走行を目指す動きがあり，
その一例として図 10に示すような応用が考えられてい
る．図中の LRRとは“Long Range Radar”のことである．
自車周辺監視の場合，最大検知距離 30～ 70 m程度，距
離分解能 20 cm程度以下が求められている．
また，車載レーダ以外の用途についても様々なシス

テム適用が検討されている．例えば，道路側にこれを設
置して見通しの悪い道路における多重事故誘発を防止す
る，また，踏切り内に停留した車椅子などを全天候下で
検出する，更に，横断歩道エリアにいる歩行者や自転車
を検知して道路走行する車に注意を喚起するなどのシス
テム実験が行われている（11）～（14）．

歩行者実験
端末装置

歩車間通信のイメージと
端末装置

エネルギー ITS 推進事業における大型車隊列走行

図 9　5.8 GHz 帯車々間通信の研究開発事例
（10）

図 10　車載レーダによる障害物検知領域
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4.2　高分解能レーダの目標性能と実現すべき技術
目標性能を表 4に示す．ここでは，既存のミリ波レー

ダの分離分解能を 10分の 1以下にすることが課題であ
り，この目標を占有周波数幅の拡大によって実現しよう
としている．
一方，広帯域の周波数を用いることによる新たな課題

も発生する．それは，同一システム内の干渉である．こ
れはレーダの普及が進めば進むほど顕著に現れると予想
され，この回避策を今から用意しておく必要がある．ま
た，実用化においては誰でもが自由に使えることが重要
であり，従来は高価であるといわれたミリ波帯のデバイ
スを安価に提供する技術開発も必須と考えている．

4.3　技術試験と標準化検討
目標とする 79 GHz帯レーダの技術標準は，ITU-R

（International Telecommunication Union Radiocommunications 

Sector）での審議を含めて世界で活発になっており（16），特
に欧州では既に幾つかの勧告が承認されている（4）． 

このような国際的な標準化動向の中で，総務省は制度
化に向けて 2007 ～ 2009年に高分解能化のための技術
試験を行った．この中で，レーダ間の干渉事象も実験に
よって検証し，更に，回避策案も提案するに至っている．
分解能試験の一例を図 11に示す．横軸が距離，縦軸が
レーダの受信強度である．グラフの上に示した 20 cm 離
れのコーナリフレクタを検知した結果であり，装置の
都合から 3 GHz まで変調した．この測定から，分解能
20 cm程度で検知対象物を分離するためには占有周波数

帯域が最低限 3 GHz必要であることが分かった（17）．
以上の技術試験から得られた干渉回避策やその他の成

果を加味してレーダの技術的条件案を作成した． 

4.4　将来展望
ミリ波レーダは車載用センサとして実用化を迎えた．

実用化されたのは道路交通の安全や安心，更には快適性
や環境負荷軽減の手段として有効であると認識されたこ
と，一方で，デバイス技術の進展によって小形・低コス
ト化が急速に進んだからと認識している．これを足掛か
りに 79 GHz高分解能レーダ単体で応用範囲が広がり，
更にこの電波を検知だけではなくレーダ波にごく僅かな
情報を乗せて通信機能をも持つ複合形の使い方も期待さ
れる．例えば，前後左右の走行車両をレーダで検知しな
がら同じ電波を用いてこれらの車両間でM2M通信を行
えば（運転意思疎通），進入・離脱を含めてよりスムース
なきめの細かい車群走行が可能となる．図 12に，様々
なアプリケーション展開へと広がるミリ波帯の電波を用
いたM2M通信の将来展望を示す．

表 4　目標性能例
（15）

利用シーン
Pre Crash
歩行者
保護

Multi-Range
近中距離検知

路側設置
周辺エリ
ア検知

24G-UWB
（参考 *）

最大検知距離
（m） 50 25 70 40 30

最小検知距離
（m） 0.2 1 25 0.5 0.2

距離分解能（m） 0.2 0.2 1 0.2 0.2

最小検知対象 歩行者 歩行者 オート
バイ

歩行者・
自転車 歩行者

対象の RCS
（dBsm）

－10 －10 0 －10 －10

最大相対速度
（m/s） 17 17 55 11 55

速度分解能
（m/s） 1 1 1 0.5 0.1

データ更新周期
（ms） 40 50 50 100 10

検知方位全角
（deg） 60 60 15 60 60

*  24 G-UWB レーダの応用シーンの目標値は最も厳しい値の組合せ

The distance which is made conversions of measurement 
units from results performed FFT（m） 

Re
ce
iv
ed
 P
ow
er
 （
dB
） 

1.5 GHz 2 GHz 2.5 GHz 3 GHz

8 9 10 11 12

0

－10

－20

－30

－40

－50

－60

図 11　分解能試験

広がる機能

歩行者の
支援

安全運転の支援

路側機器から情報収集 先行車との距離検出
路上障害物検出

先行車の挙動把握
特殊車両の識別

運転意思疎通道路管理
の効率化

商用車の
効率化

車両への情報提供
先行車
接近警告 停止車両検出

交通量検出

ナビゲーション
の高度化

自動料金収受

公共交通の
支援

緊急車両
の運行支援

交通管理の
最適化

プロ
ービ
ング

車両識
別

図 12　レーダの将来展望
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む　す　び5

ITSの基盤となる車々間通信，路車間通信，ミリ波レー
ダを物と物とのコミュニケーション手段と考えて，この
技術開発状況と標準化を述べた．一般的にはM2M通信
はネットワークにつながれた機械同士が人間を介せずに
相互に情報交換し，自動的に最適な制御を行うものであ
るが，ITSの世界では必ずしもここに限定したものではな
い．また，ここでは，最長でも 300m程度の通信エリアを
持つ，比較的に通信ゾーンの狭いシステムを取り上げた
が，これは，これらのシステムが安全運転を支援するリア
ルタイム性に優れたものであるからであり，今後の自動
車交通事故を削減するに必須と考えるからである．一方
で，比較的リアルタイム性の必要が少ないM2M通信は利
便性向上にも使えると考えられる．例えば，数秒～数十秒
前の数 km範囲内の交通情報を伝え運転者の利便性を上げ
る，自車の走行状況や電子機器の動作状況を常に車載機器
データベースに蓄積し安心走行の役に立てる，などがあろ
う．我々は，安全運転支援用通信システムの規格を整えす
ぐにでも使えるようにしておくことを第一と考えている
が，更に，これらのメディアが有効・拡大利用されてな
お一層の利便性も実現されることも期待している．

文　献

 （ 1 ） http://www.soumu.go.jp/
 （ 2 ）  K.Nakaoka, M.Yokota, K.Sasaki, and T.Horimatsu, “A 

feasibility study on inter-vehicle communication system 
for practical use in urban area based on multi-vehicle 
experiment，”IEICE Trans.Fundamentals, vol.E93-A, no.4, 
pp.689-699, April 2010．

 （ 3 ） 3rd. ETSI TC ITS Workshop, 2011．
  http://www.etsi.org/WebSite/homepage.aspx
 （ 4 ） 2004/545/EC:Commission Decision of 8 July 2004
 （ 5 ）  総務省報道資料 HP，http://www.soumu.go.jp/menu_news/ 

s-news/2007/070627_4.html
 （ 6 ）  ITS情報通信システム推進会議 HP，
  http://www.ITSforum.gr.jp/
 （ 7 ）  総務省情報通信審議会 HP，http://www.soumu.go.jp/main_ 

sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/index.html
 （ 8 ）  岩井誠人，伊庭隼人，後藤聡史，“5.8 GHz帯にお

ける路車 ･ 車車間通信環境の伝搬特性，”信学技報，
ITS2011-5, May 2011.

 （ 9 ）  畑本浩伸，菊池典恭，中林昭一，清水聡，“5.8 GHz帯
車車間伝搬路モデルを利用した無線通信システム性能
に関する検討，”信学技報，ITS2011-6, May 2011.

 （10） http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/ITS/dai1/siryou6.pdf
  http://www.oki.com/jp/press/2009/01/z08113.html
 （11）  堀松哲夫，一津屋正樹，“実用化を迎えたミリ波レー

ダシステム，”信学誌，vol. 87, no. 9, pp. 756-759, Sept. 
2004.

 （12）  T. Horimatsu, “ITS sensor for railroad crossing safety，” 
FUJITSU Sci.Tech. J., vol. 42, no. 2, pp. 220-226，April 
2007.

 （13）  堀松哲夫，“運転支援通信システムの標準化，”http://
www.acr.atr.jp/event/FRAN2009/download/ATR_FRAN_
N1_Horimatsu.pdf

 （14）  堀松哲夫，“日本における運転支援通信システムの研
究 開発状況，”IEEE；http://www.ieee-jp.org/japancouncil/
chapter/VT-06/vt.files/VTS-ITS20100623-3.pdf

 （15）   社団法人電波産業会，ミリ波帯を用いたレーダーシ
ステムの高分解能化技術に関する調査検討報告書，
March 2010.

 （16） Recommendation ITU-R M.1452-1，2009.
 （17）  K. Hamada,“High-resolution 79 GHz millimeter-wave 

radar,”18th World Congress on Intelligent Transport 
Systems, Orlando, Florida, Oct. 16-20, 2011． 

（平成 23年 4月 14日受付，7月 12日再受付）

堀松哲夫（正員）
1974 東工大大学院理工学研究科電気工
学専攻修士課程了．同年，富士通株式会
社入社．各種通信システムの研究・開発
業務に従事．ここ数年は，ITS通信の標準
化に関わり，主に，総務省が管轄する各
種委員会のリーダとして，マイクロ波，ミ
リ波帯の電波を用いた ITS 無線通信シス

テムの開発を背景に規格作りに活躍している．更に，ミリ波レー
ダ開発においてはその実用化に貢献し，現在は新たな 79 GHz 
帯を用いた高分解能ミリ波レーダ開発と標準化を目指している．
1995 本会“Best Paper Award” 受賞．2009 ITS 運転支援通信
システムの実用化に向けた活動により，専門委員会を代表して
「電波の日」総務大臣表彰を受賞．

佐々木邦彦（正員）
1980 早大・理工・電気卒．同年，日本電
装株式会社（現，株式会社デンソー）入
社．自動車用センサ，ミリ波レーダ，無線
通信システム等の研究・開発業務に従事．
2000 から ITS 情報通信システム推進会議
において運転支援通信システムの調査研
究，標準化を担当しており，現在は標準検

討タスクグループ主査として 700 MHz 帯を用いた安全運転支援
通信システムの標準規格化を目指している．

浜口雅春（正員）
1987 宇都宮大・工・電子卒．同年，沖電
気工業株式会社入社．PHS，VICS，ETC
等の無線通信システムの商品開発，車々
間通信システムの研究開発業務に従事．
2004から ITS 情報通信システム推進会議
において運転支援通信システムの調査研
究，標準化を担当しており，現在は方式検

討タスクグループ主査として5.8 GHz 帯を用いた安全運転支援
通信システムの技術検討，規格化を目指している．



通信ソサイエティマガジン  No.19［冬号］2011228 ©電子情報通信学会 2011

未来からの教訓
沖電気工業株式会社  清水　聡

Satoru Shimizu

2030年の冬，田舎大学の老教授は，落ち葉を眺めなが
ら考えていた．タイムマシンを使って 20年前の研究者・
技術者にアドバイスできたら，と．
思い返すとバブル崩壊以降，我が国は苦しんだ．経済
の回復が遅れ，政治は混乱し，少しずつ社会インフラス
トラクチャが狂い始めた．電車は遅れるのが普通になり，
ATMも頻繁に停止した．停電や電話でさえ不通になるこ
ともしばしば．何かがおかしくなっていたのだ．ただ，漠
然と誰かがいつかなんとかしてくれるだろうと思ってい
た．世界があこがれるクールジャパンなのだから．
ところが，テレビ放送の停止が国民の目を覚ました．原

因はサマータイム導入に伴う放送制御プログラムの設定変
更でのトラブルだった．プログラムを開発したエンジニア
を探したが，リストラされて中国に移住してしまっており，
日本には対応できる人が誰もいなかった．仕方なくゲーム
ソフトのプログラマに修正を依頼した．それでも前もって
準備しておけばよかったのだが，コスト削減のためサマー
タイム導入前日からエンジニアを雇った．修正は徹夜で一
週間かかり，こういう事態が発生した．
国民の不安は一挙に増大した．テレビ放送は次に何かの

問題で停止したら，もう直らないだろう．いや，ラジオも
危ないかもしれない．よくよく見ると，電気製品や自動車
の競争力もとっくに低下している．あると思っていた技術
力が日本にはなくなっていたのだ．気が付けばクールジャ
パンはお寒い日本になっているではないか．GDPは世界
ランクで 10位に落ちている．それでも政治家はトップ 10
と言っているのだが．
そんな状況でも，日本全体の不調の原因を客観的に解明

し，適切な対策を打てば，まだ早く浮上できたかもしれな
い．しかし，残念なことにマスコミは責任の追求を，政治
家は人気取りの短期的施策を，学者は傍観者を決め込んだ．
やがて，真面目に働くこと自体がバカバカしく感じられる
風潮になり，社会全体が縮小した．一方で，食料自給率は
増加した．政府が盛んに政策の成果を強調したが，人口が
減り，食の細い高齢者が増えたため，必要な食料が減るな
か，第二次，第三次産業が不況で，農業に従事する人が増
えただけなのだが．
悪いことだけではない．野球はWBCで何度も優勝し，
ついにサッカーもワールドカップで決勝まで進んだ．もう，

次は優勝してもおかしくない．ただ，どちらのチームも海
外で活躍する選手がほとんどだ．スポーツで成功するには
海外しかないのだ．
ビジネスも海外進出を，と政府は盛んに後押しした．社
内の公用語を英語にすると法人税を減税される制度が導入
された．あわてて，英語を使い出した会社の中は挨拶や簡
単な会話しかない英会話教室状態．その結果，考える能力
より，うまく英語をしゃべれることが評価され，マネージャ
クラスは，英語はうまいが開発力も営業力もない人が多く
なっていった．次第に，ビジネスでの会話は幼稚な内容に
なり，海外の企業から徐々に敬遠されていった．
ただ，新しい希望の芽も出ている．暇な高齢者が無料で
教える塾があちこちにできて，子供の学力が徐々に向上し
ているのだ．私も最近，塾を立ち上げた．塾生はまだ小学
生三人だが夢は大きい．吉備真備のような才人を育てて，
まず超先進国の中国に留学させる．そこで，多くの知恵を
得て，帰朝したあかつきには国家再建の中心を担ってもら
うのだ．
全国にできたそのような塾の中から，強い志を持った人
物が集まり，新しい国を作るのだろう．想像しただけでワ
クワクする．私の塾から偉人が出れば，吉田松陰や緒方洪
庵のように永遠にリスペクトされるのだ．いや，リスペク
トなどどうでもよい．長生きして新国家ができるのを見届
けたい．平均寿命は 100歳を超えているので，まんざら無
理ではないかもしれない．
2030年になって思うと，本来，我々が重視すべきだっ
たのは，単なる「ものづくり」や「マネジメント」ではな
かった．幅広い見識を備え徹底的に考えて，強い意思を持っ
てアウトプットを出すこと．すなわち 50年前にはやって
いたはずの「知恵」と「信念」をベースに，シンプルに優
れた製品やサービスを生み出すことだった．
先日，本棚を整理していたら 20年ほど前に編集委員を

していた通信ソサイエティマガジンが出てきた．確か「モ
バイル社会の未来」という小特集号もあったはずだ．その
中で研究者・技術者に向けてもっときちんと書くべきだっ
た．読むべきは「もしドラ」ではない．「通信ソサイエティ
マガジン」なのだと．そして，決して観客になるな．2030
年になっても，ヒットを打った観客は一人もいない．幸い
なことに，今，君たちは間違いなく打席に立っている．
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