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　第 3 世代携帯電話は 2014 年 3 月時点で 205 の国や地域で，861 の通信事業者からサービスが

提供されています（The Global mobile Suppliers Association，CDMA Development Group の

調査）．主要な規格には W-CDMA（Wideband Code Division Multiple Access）と CDMA2000 

Code Division Multiple Access 2000）があり，前者は 2001 年，後者は 2000 年にサービスが開

始され，それぞれが商業上の大きな成功を収めています．その後，端末の形はスマートフォンへ変

わり，通信方式も LTE（Long Term Evolution）が広がってきましたが，今でも重要な通信インフ

ラとしてその価値を発揮しています．

　第 3 世代携帯電話の規格策定の開始からほぼ 30 年，規格の完成からほぼ 15 年が過ぎたことを

機に，読者の皆さんと共有したいとの思いで小特集を企画しました．まず，第 3 世代携帯電話に

関して，生活の変化，国際標準化，装置開発，サービス開発をまとめ，最後に，将来方式の開発で

結んでいます．

　具体的には次のような 9 本の記事で構成しています．最初に「第 3 世代携帯電話の普及で社会

はどう変わったか」で，私たちの暮らしがどのように変化したかを述べています．続いて「第 3 世

代移動通信システムの国際標準化への取組み」と「移動通信の国際標準化よもやま話」で標準化

活動を俯瞰しつつ，当時を生々しく語ってもらいました．そして，「W-CDMA 方式の研究から商用

システム開発まで」と「IMT-2000（International Mobile Telecommunications-2000）ネット

ワーク装置」の 2 本と，サービス・アプリケーション開発の 2 本で，端末やネットワークなどの装

置の研究開発から実用化までと，次々生まれてきたサービスやアプリケーションについて解説して

います．最後の 2 本は，移動通信方式の衛星通信への拡張や，次世代の移動通信方式の方向性を

記しています．

　読者の皆さんには，2011 年冬号『モバイル社会の未来』，2013 年春号『標準化で世界を歩く！』

の二つの小特集も一緒に御覧頂き，第 3 世代携帯電話・モバイル・標準化にまつわる活動の全体

像を理解する一助になればと思います．

小特集の発行にあたって
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  1 第 3 世代携帯電話とは何か
第 3 世代携帯電話（3G）について述べるに当たり，

初めに携帯電話の世代や歴史，普及の背景などについて
一通り触れておくこととしたい．
1. 1　携帯電話の「世代」
これまでの携帯電話の歴史を振り返ると，技術的にも

利便性的にも料金的にも，幾つかの飛躍のタイミングが
あったことが分かる．そうした飛躍的な変化は，これま
でのところおよそ 10 年ごとに訪れているとされ，携帯
電話に携わる人々の間では，この区切りから区切りまで
を「世代」と呼び習わしている．

我が国に自動車電話が登場してから本年末で満 35 年
となるが，現在の日本では第 3.9 世代とも第 4 世代と
も呼ばれる LTE（Long Term Evolution）方式の携帯
電話が市場をにぎわせている．

3G の議論に入る前に，まずは第 1 世代と第 2 世代に
ついて，簡単に振り返ってみたい．
1. 2　第1世代携帯電話
我が国における，主に陸上を移動して使うセルラ無線

方式の電話機の登場は 1979 年末に遡る．電話機のきょ
う体が大きかったこと（代表的な端末である TZ-801 は，
体積 6.6 L ，重さ 7 kg （1））や必要とする大きな電力の確
保のため，その名のとおり自動車に搭載される自動車電
話としての登場であった．これはセルラ方式として世界
初のサービスであり，日本電信電話公社が提供した （2）．
用いられた技術は，通話チャネルごとに異なる周波数を
用 い て 周 波 数 変 調 を 行 う ア ナ ロ グ 方 式（FDMA：
Frequency Division Multiple Access）である．これ
により音声帯域の信号を基地局との間で送り受け，基地
局の交換設備にて公衆電話網と相互に接続して，通話を
行う．それまでも，モバイルで利用できるいわゆるトラ
ンシーバは存在していたが，数千万もの端末を擁する固
定電話網とつながった意義がいかに大きなものであった
ことは容易に想像がつく．

その後，消費電力の削減などに成功し，1985 年には
人間が持ち運んで使うことのできるサイズ（体積 1.5 L ，
重さ 3 kg （3））にまで小形化され，使い勝手が大幅に向

上した．しかし，電話機（端末）は依然として公社の所
有であり，契約には 20 万円の保証金と新規加入料 8 万
円が必要とされ，一般の個人が気軽に利用できるもので
はなく，1985 年 3 月末における加入者数は約 4 万件に
とどまっていた （4）．総じて電話機というより，無線機
の面影を強く残しているものと言える．この世代のもの
を第 1 世代携帯電話と呼んでいる．その後，第 1 世代
も後期になると，基地局の数が増え，端末側の出力を下
げることが可能となり，ポケットに入るサイズにまで小
形化した．
1. 3　第2世代携帯電話
第1世代携帯電話の登場の2年後となる1981年には，

既にディジタル方式の新たな携帯電話の研究開発が始め
られていた．研究開発の成果は 1990 年 6 月，郵政大臣
の諮問機関である電気通信技術審議会ディジタル方式自
動車電話システム委員会により答申の形にまとめられ
た．答申では，携帯電話の普及促進のため，質の高いサー
ビスの提供，通信の秘匿性の向上，周波数の有効利用の
促進，日本全国でのローミング（接続）を可能とする方
式の統一などが掲げられている （5）．この世代の携帯電
話システムを第2世代携帯電話（2G）と呼んでいる．ディ
ジタル方式の採用により，音声信号を容易に圧縮・伸張
して帯域を節約することが可能となっただけではなく，
時間軸での多元接続（TDMA：Time Division Multiple 
Access）が可能となり，周波数の利用効率を高めるこ
とに成功した．これにより，増加する利用者を収容でき
るだけの容量が確保されるようになった．我が国では，
上記答申に沿い，日本が独自に開発した PDC（Personal 
Digital Cellular）方式を採用する形で，1993 年 3 月に
2G 端末が市場に投入された．ただし，1993 年 1 月に
おける世界各国での携帯電話普及率は，スウェーデン
7.9％，米国 4.4％，英国 2.4％，香港 4.1％で，我が国
の 1.3％は主要国と比べると低かったと言える．

しかし，その後の急速な普及には目を見張るものがあ
る．当時，電気通信事業は，1985 年に施行された電気
通信事業法により既に自由化されており，1994 年には
端末の自由化（売り切り制）が導入されるなど制度面で
の自由化が大きく進展したこともあり，携帯電話事業へ
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の新規参入が相次いだ．同時に，1993 年 10 月には保
証金が廃止され，事業者間の競争が激化し利用料金が著
しく下がった．また，それまでは自動車電話を想定し基
地局は道路沿いに設置されていたが，段階的に面的な設
置へと変化していったことなどから端末の接続性が改善
された．これらを背景に，1995 年度末に 1,000 万であっ
た 2G の加入者数は，1996 年度末には 2,000 万，1997
年度末には 3,000 万と，急激に増えていった （6）．

2G の携帯電話サービスは，第 1 世代同様，通話を主
たる目的として開発されたものであったが，ディジタル
方式であることもあり PDC では回線交換モードで
9.6 kbit/s，パケット通信モードで最大 28.8 kbit/s での
データ通信が可能となっていた．特に，我が国では，世
界に先駆け 1999 年 2 月に携帯電話からのインターネッ
ト接続サービス「i モード」の提供が開始され，当時一
般の利用が広がり始めたインターネットによるデータ通
信需要の高まりとあいまって，3G の時代も含めて非常
に多くの利用者の支持を得ることとなった．

なお，欧州を中心に世界で広く普及した GSM（Global 
System for Mobile communications）や，米国で開発さ
れた IS-95（Interim Standard-95, いわゆる cdmaOne）
の各システムも 2G に分類される．
1. 4　ITUでの議論，FPLMTS
利便性向上に伴い，世界各国で携帯電話の重要性が認

識され始めると，音声かデータかを問わず，世界のどの
国に滞在中であっても，また，鉄道や自動車で移動中で
あっても，妥当なコストで利用できる携帯電話システム
が必要であるとの認識が醸成されていく．こうした携帯
電話サービスの開発が必要であるということについては，
1985 年頃から ITU（International Telecommunication 
Union，当時 CCIR）でも議論が開始されている．この
意欲的な要求条件を満たすことのできる将来システムは
F P L M T S （ F u t u r e  P u b l i c  L a n d  M o b i l e 
Telecommunication Systems）と呼ばれていた．外出
先での動画像視聴やテレビ電話といった応用サービスが
実現できるよう，データ通信の速度の目安は ISDN 回線
の 1.5 Mbit/s を参考に決定された．この検討結果は，
1990 年に ITU-R 報告 M.1153 として取りまとめられ，
その後に続く IMT-2000，すなわち 3G の土台となった．
1. 5　IMT-2000
FPLMTS は，1997 年に開催された ITU の世界無線

通信会議（WRC）において，IMT-2000（International 
Mobile Telecommunications-2000） と 改 称 さ れ た．
こ の 2000 と い う 数 字 に は，（1） 世 界 中 で 2 GHz

（=2,000 MHz）帯を用いること，（2）2000 年頃の商
用化を目指すこと，更に（3）静止時 2,000 kbit/s の通
信速度を実現すること，の 3 点が込められているとさ
れる．

IMT-2000 がいわゆる 3G であり，初めての世界共通
の携帯電話システムとなった．

  2 第 3 世代携帯電話普及の背景
我が国では 2012 年に 2G のサービスは終了しており，

現在は LTE が急速な普及を見せているが，世界全体で
見てみるとこれらの状況は標準的とは言えない．例えば
アフリカを中心に，世界では依然として GSM が広く利
用されているのが実情である．では，第 1 世代携帯電
話の普及がほかの主要国に比べてそれほど進んでいな
かった日本で，なぜ 3G への移行がこれほどまでスムー
ズに進んだのであろうか．ここではその背景を考えてみ
たい．
2. 1　第2世代携帯電話の限界
前述のとおり我が国では，電気通信事業の競争環境の

整備などがうまく機能したことなどにより 2G サービス
の利用者数が急速に伸びたため，システムの容量を拡大
するための対策が求められた．当然ながら周波数幅の拡
大は解決策の一つとなる．そこで郵政省（当時）は，そ
れまで携帯電話サービスに使われていた 800 MHz 帯に
加え，1994 年には 1.5 GHz 帯でも携帯電話サービスへ
の周波数の割当を行った．また，事業者においてもセル
の分割を行ったり，1996 年には，音声通話の回線一つ
当りの使用周波数帯域を半分にしたりするなどして加入
者増に対応した．しかし，それでも利用者数の伸びは続き，
2000 年には 5,000 万加入を超えるまでになった（図 1）．

3G では，それまでの TDMA 方式に代わり，多元接続
の方式として周波数利用効率の高い CDMA（Code 
Division Multiple Access）方式を採用し，格段に多く
の利用者を収容できるようになった．データ通信モード
におけるセクタ当り，1 Hz 当りのビットレートで理論値
を比較すると，PDC では 0.04 bit/ （s ・ Hz）であるところ，
W-CDMA では 0.4 bit/ （s ・ Hz）となる．このため，日本
の携帯電話事業者各社は積極的に 3G への移行を進め，
増え続ける利用者とトラヒックに対処することとした．

このような 2G の方式による限界も，3G 普及の背景

図1　契約者数の推移のグラフ
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にあると言える．
2. 2　初期費用（端末導入費用）の低さ
我が国の携帯電話ビジネスにおいて，1994 年の端末

自由化から継続して行われている特徴に携帯電話事業者
主導による端末供給がある．これは，事業者が端末メー
カと共同で端末を開発し，製造した端末は全て事業者が
買い取り，事業者が通信サービスと一緒にして一般顧客
に販売する方法である．事業者がサービス全体の品質を
コントロールできるというメリットのほか，長期契約を
前提に端末価格を低く抑え，契約時のハードルを下げる
ことができるという特徴がある．

高機能，高性能化が進んだ 3G 端末は，それ単体での
価格は数万円以上になるものの，事業者による販売奨励
金の支払いなどにより，一般の利用者は無料かそれに近
い初期費用で 3G 端末を購入，または買い換えることが
できるようなった．こうした手法には賛否両論があるが，
3G 端末を試してみようかなと考える人が多くなる効果
は確かにあり，普及に貢献したのは間違いない．
2. 3　高速な通信速度とモバイルインターネット
3G の一番の特長は，やはり高速なデータ通信速度で

あろう．静止時 2 Mbit/s，低速移動時 384 kbit/s，高
速移動時 144 kbit/s というのが規格上の最大速度であ
る．（2001 年のサービス開始当初は，端末側の処理能
力や消費電力の点から最大伝送速度は 384 kbit/s とさ
れていた．）これにより，当時固定通信回線で普及が始
まっていた DSL サービスに比肩する速度を達成するこ
ととなり，利用料金の点を除けば，モバイルでのインター
ネット利用がストレスなく，また場所を問わず行える環
境が実現した．

高速化という一見量的な変化は，実は質的な変化をも
もたらし得る．通信速度が足りずに実用に耐えなかった
サービスやアプリケーションも，10 倍，100 倍の速度
が実現することで実用的になるものもある．文字情報を
送るのに適した速度であったものが，10 倍になれば静
止画像を実用的に送受信できるようになり，また 100
倍になれば動画像の送受信もストレスなく行えるように
なる．テキストのみのメッセージと，動画像のメッセー
ジとでは，質的な違いがあることは明らかであろう．

ま た，3G 後 期 に は，HSPA（High Speed Packet 
Access）と呼ばれる更なる高速化技術が導入され，
CDMA ベースでありながら 10 Mbit/s を超える速度を実
現した．HSPA（周波数利用効率は 2.88 bit/ （s ・ Hz））技
術の導入による速度向上が顕著なことから，HSPA が
3.5G と呼ばれることもある．

更に，目下普及が著しい LTE では，複数のアンテナを
用 い て 高 速 化 す る 技 術（MIMO：Multiple Input 
Multiple Output） と，MIMO の 効 果 が 現 れ や す い
OFDMA（Orthogonal Frequency Division Multiple 
Access） 技 術 が 採 用 さ れ， 周 波 数 利 用 効 率 は
7.5 bit/ （s ・ Hz）（2 × 2 MIMO の場合）に達し，PDC の
実に 180 倍にもなる．

2. 4　端末の高機能化・高性能化
スマートフォンがこれだけ普及した今では当り前に

なっていることであるが，2Gの時代には携帯電話を使っ
たインターネット利用はやりたくてもできないもの，あ
るいは短文の電子メール利用などに限定されるもので
あった．当時のモバイルといえばラップトップ型のパソ
コンを公衆電話のモジュラジャックに接続してダイヤル
アップするか，一部で進んだ使い方をしている人は，
2G の携帯電話用モデムを接続してダイヤルアップする
というのが一般的であった．

3G では，携帯電話端末単体でのインターネット利用
が画期的に進展した．2G 以前は，相手先電話番号の確
認や電話帳の閲覧程度の，電話機能を補助する目的にし
か使われていなかった携帯電話の液晶画面であるが，
3G 化の前後に高精細化，大画面化，カラー化が進み，
表示できる情報量が格段に増えた．これにより，携帯電
話端末でのコンテンツ利用の幅が広がり，高速な通信と
あいまってよりリッチなコンテンツが増え，更に携帯電
話端末の処理能力も向上するという端末高度化の好循環
が生まれることになった．中には，パソコン向けの一般
の Web サイトの閲覧が可能な機種も登場し始めた．

3G 後期には，スマートフォンと呼ばれる，更に高機
能化し，様々なアプリケーションを実行できる端末が登
場し，移動体によるインターネット利用が一段と進展し
た．固定通信の世界で起こったものと同じ現象，すなわ
ち，電話からインターネットへの移行が進んでいると言
える．
2. 5　テレビ電話
その昔，未来の通信と言われていたテレビ電話も，

3Gの規格制定当初から用意されていたメニューである．
多くの携帯電話端末ではカメラ機能が標準的に搭載され
ていたこともあり，また，固定回線用の端末に比べ，端
末の買換えサイクルが短いことから，テレビ電話が利用
可能な環境が普及していたと言える．このテレビ電話機
能は，ネットワーク側で用意されるサービスであり，今
日一般的な，利用者が用意するソフトウェアで実現する
ものとは位置付けが異なるものである．しかし，このテ
レビ電話が 3G 普及の鍵となったかというと疑わしい．
筆者はテレビ電話のトラヒックを調査した資料も見たこ
とがなく，詳細を承知していないが，統計が見当たらな
いというのは，さほどトラヒックが多くないことの現れ
とも考えられる．
2. 6　グローバル規格と世界的に調和のとれた周波数
第 1 世代携帯電話は，国ごとにまちまちの技術とま

ちまちの周波数により提供されていたため，北欧の一部
を除き国境を越えると携帯電話としての利用はできな
かった （7）．1985 年のシェンゲン協定（締約国間の国境
での検査を廃止）の署名に見られるように，欧州では国
境を越えての利用シーンが多くなってきていたことか
ら，この不便さが顕在化することとなった．これを踏ま
え，2Gでは欧州で共通の技術を採用することとし，また，
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可能な限り共通の周波数を利用することで，外国におい
ても利用可能なシステムの構築を目指して GSM 規格が
策定された （8）．この取組みは非常に良い結果をもたら
し，GSM は欧州のみならず，アフリカ，中東，アジア，
アメリカなど，日本と韓国を除くほとんどの国で利用が
可能な規格となり，2014 年の今でも世界で広く利用さ
れている （9）．

3G では，世界中で共通に利用することができるよう，
統一仕様によるグローバル化を目指した．とはいえ，実
際には，規格の制定を行った ITU での議論の過程では，
できるだけ方式の数を減らすべく努力したものの，一つ
の方式だけを標準とするのではなく，複数の方式を標準
規格として認める方針とせざるを得なかった．その結果，
代表的なものだけでも，日欧を中心に開発された
W-CDMA 方 式 と， 米 国 を 中 心 に 開 発 さ れ た
CDMA2000 方式とが相互に互換性のない形で併存し，
どちらもおよそ世界中で利用されている．

いずれにせよ，こうして 3G 携帯電話が広く普及する
ことによって，携帯電話ならではの即時性の高い電子
メール，即座に画像を共有できる内蔵カメラ，契約後す
ぐに使える簡便なインターネットなど，従来にない様々
な特長を備える移動通信のポテンシャルを世に知らしめ
ることとなった．

  3 第 3 世代携帯電話が 
   もたらした変化
3. 1　第3世代携帯電話が通信の世界にもたらしたもの
3G の時代以降，通信の内容が音声ではなくディジタ

ルデータが中心になってきているという点にまずは触れ
なければならない．逆に，3G によってデータを中心と
した使い方が可能になったということでもある．

人間のコミュニケーションは，最終的には音声，画像，
動画像などのアナログの情報のやり取りによって行われ
るが，3G 登場前後の電子技術の総合的な進歩により，
人間が伝えたいこれらの情報，動画像を含む大容量の情
報を，容易にかつリアルタイムでディジタル化し，また
逆にアナログに戻すことができるようになった．

ディジタル化は，圧縮や誤り訂正をはじめとする伝送
面での優れた貢献をもたらしただけでなく，もう一つ重
要な点として，端末に内蔵された計算機（コンピュータ）
で情報を取り扱うことを可能にした．計算機の能力の許
す限り高度で複雑な処理を施すことができるようになる
ということは，これは利用者にとって優しい（ユーザフ
レンドリーな）形の情報，より使いやすいサービスを提
供できるようになることを意味する．

交わされる情報がディジタルデータ中心となること
で，通信システムにおける網と端末の役割分担にも変化
が訪れた．通信サービスに新たな付加価値をつけようと
する場合，これまでは事業者が管理運用する交換機，す
なわち網側に機能を追加することで対処してきた（した

がって端末側での機種変更は不要）．しかし，ディジタ
ルデータ中心の時代には端末側での情報処理が容易にな
るため，利用者側，端末側だけの工夫で新たな「通信サー
ビス」を導入することが可能となる．端的に言えば，ア
プリケーションベースで新たな機能やサービスが提供で
きるようになるということである．

こうした変化は固定系でも移動系でも見られるもの
であるが，この傾向で鍵を握るのは端末の機能及び性能
であり，移動系の端末の進歩と更新のスピードを考慮す
れば，移動系での変化が顕著になっていることが分かる．

実際，スマートフォンのアプリ（アプリケーションソ
フト）で高い人気を誇っているものに短いメッセージの
やり取りを実現するものがある．キャリヤが提供する
SMS にあるようなメッセージ長の制約もない上，画像
なども同じ操作で送ることができる．また，アプリのバー
ジョンアップで同報送信や開封確認などもできるように
なるという特徴もある．そのほか，テレビ電話相当の機
能を持つアプリも多数存在する．事業者の手を借りずと
も，こうした全く新しいコミュニケーション方法を楽し
むことができる．また，これまでにない画期的なコミュ
ニケーションツールが今後出現してくることも期待され
る．しかも，アプリの利用者がどの事業者の顧客である
かに無関係で，更にどこの国の利用者であるかも関係が
ない．加えて，そうしたアプリは多少の開発環境を整え
ることで，一般の人でも開発することができることも重
要な点である．

しかし，こうした変化は同時に，網側に求められるも
のが付加価値や機能ではなく，その性能のみに限定され
てくることを意味する．すなわち，網は，シンプルで安
定してひたすら高速な通信路，口悪く言えば「高速な土
管」を提供することだけが求められるようになってきて
いる．そして，網の先にはクラウドと呼ばれる高度なコ
ンピュータ群が存在し，端末と密に通信し合う．かつて
の電話網とは全く異なる構造である．

固定と移動の融合（あるいは固定と移動とを区別しな
いこと）といった概念やあらゆる情報のディジタルデー
タ化が，いよいよ具体的な変化となって現れてきている
と考えられる．
3. 2　第3世代携帯電話が暮らしにもたらしたもの
2G の時代に先駆的に始まった携帯電話端末によるイ

ンターネット接続サービスは，前述のとおり 3G の時代
に本格的な普及を迎えることとなった．

パソコンによるインターネット接続では，プロバイダ
との契約から始まり，モデムの設定，OS の設定，メー
ルソフトの設定，セキュリティソフトの設定など，専門
用語にあふれる資料を頼りに各種設定を正しく行う必要
があり，敷居が高い感が否めない（どういうわけか，
10 年以上経過した今も当時と大差がないが）．

しかし，携帯電話端末でのインターネット利用は，携
帯電話ショップに出向いて契約を行う必要があるもの
の，それだけで利用の準備が全て整う．それまでインター
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ネットと無縁であった人々も，携帯電話を契約すること
で電子メールアドレスを入手することができたのであ
る．これはインターネットの利用者層を広げる意味で，
大変意義のあることであった．また，携帯電話は常時電
源が入っているのみならず，端末はいつも手許にあり，
すぐにメールの到着を確認できるため即時性の高いイン
ターネットメールとして重宝されている．

3G によるモバイルインターネットでインターネット
の利用者層が広がったのは電子メールだけではない．ボ
タン一つ押すだけで事業者が提供するポータルサイトへ
接続され，そして天気予報，ニュースなどの情報系サー
ビス，オンラインバンキングなどのトランザクション系
サービス，鉄道の経路検索などの検索系サービスに安心
してアクセスすることができるようになった．

3G携帯電話の浸透，固定及び移動体通信でのインター
ネット利用の普及，インターネット上の秀逸なコンテン
ツやサービスの登場などにより，人々の暮らしの中にも
確実に変化が生じている．

唐突ではあるが，ある日常の例を三つ挙げてみたい．

 ・  例 1：今日は日曜日．午後 3 時に銀座で友人と待ち
合わせ．スマートフォンの無料アプリで最寄り駅の電
車に何時に乗ればよいか検索しておいたので，ぴった
りに到着．でも，正確な場所を決めていなかった．さ
て，友人はどこにいるのだろう．GPS で自分の現在
地を送ってみる……と，すぐに返事が来た．友人がこ
こまで来てくれるそうだ．では，その間に近くの評判
の良いカフェを携帯で探しておこう．

 ・  例 2：朝の通勤電車の中．中吊り広告の俳優を見てい
て，今晩のドラマの録画予約をするのを忘れたことを
思い出した．でも大丈夫．手許のスマートフォンアプ
リを使って……予約完了．原作の小説も気になるんだ
よな．ええい，電子書籍を注文してしまおう．ダウン
ロードに 2 分か．では早速読んでみよう．……もう
会社の駅に着いてしまった．続きは昼休みに．

 ・  例 3：（自宅で携帯電話からサイレンの音が鳴り響く）
ん？  緊急地震速報だ．5 秒後に地震が来るのか．ラー
メンをゆでているガスを止めなければ．よし，と．テー
ブルの下に潜っておこう．……揺れは収まったようだ．
被害はないようだが，追加でゆでるべきかちょっと悩む．

創作ではあるものの，今の日本ではどれも実際にあっ
てもおかしくない話である．しかし，10 年前にこんな便
利なことができたであろうか．3G 以外の分野の取組み
がなければ実現できないものもあるが，少なくとも 3G 携
帯電話サービスなしには実現し得ない，3G 以降の時代に
やっと実現したと言えるものである．恐らく，もう慣れ
てしまっているのであるが，誰でも，いつでもどこでも
ネットワークにアクセスし，必要な情報を手に入れるこ

とができるというのは，とてもすばらしいことである．

  4 おわりに
3G というものの普及は，端的には「モバイルによる

データ通信が社会に浸透したということ」だけであり，
これだけ見れば小さな変化であるし，10 年以上前から
予見可能な範囲のものであった．しかし，通信基盤の変
化は社会の至る所に影響を与えるものであり，この小さ
な変化がもたらす二次的，三次的な効果は極めて大きく，
予測不可能ですらある．

このように社会のインフラとしてデータ通信のモバ
イルネットワークが構築され，その他様々な情報通信技
術を活用することによって，ほかの経済活動との間でポ
ジティブな影響を与え合う状況というのは，これぞ正に，
かつてよく見聞きした「高度情報化社会」そのものでは
ないだろうか．最近余り聞かなくなった言葉ではあるが，
この「高度情報化社会」や，その発展形の「ユビキタス
社会」が既に実現しているとすれば，3G の技術がその
実現の中心的役割を果たしてきたということは疑いよう
がない．

筆者らの日常生活に欠かせないものとして，余りにも
自然に，また，身近に溶け込んでいる携帯電話システム
であるが，仮にこれが存在しない世の中を考えると，と
ても恐ろしく感じるものである．
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  1 まえがき
1985 年 11 月に開催された国際電気通信連合（ITU：

International Telecommunication Union）の国際無
線通信諮問委員会（CCIR：International Radio Con-CCIR：International Radio Con-：International Radio Con-International Radio Con-
sultative Committee，現在の国際電気通信連合無線通
信部門（ITU-R：ITU-Radio Communication Sector））
の第 8 研究委員会（SG8：Study Group 8）会合におい
て，その後の移動通信システム標準化の方向を決定する
重大な出来事が起きました．第 1 世代移動通信システ
ム（アナログ方式）の勧告が各国のシステムを併記する
勧告となり，第 2 世代移動通信システム（ディジタル
方式）の勧告も各案を併記する方向付けが行われたので
す．これは，この当時，既に各国でアナログ方式のサー
ビスが開始されており，事実上一つの方式に標準化する
ことが不可能であったことが大きな原因でした．また，
EC 統合に向かっていた欧州が，方式が固まっていない
にも関わらず GSM（Global System for Mobile com-GSM（Global System for Mobile com-（Global System for Mobile com-Global System for Mobile com-
munications；当初は Groupe Speciale Mobile という
フランス語の頭文字をとったもの）方式を第 2 世代シ
ステムの世界標準方式として認めるように求めたこと
も，事態を複雑にする要因となりました．

結局，この会合では各国のシステムを併記する勧告と
なり，標準化がうまくいかなかったことの反省から，将
来システムのためには，早い段階から国際標準化を目指
した研究が必要であるとの合意がなされました．そこで，
将来の公衆陸上移動通信方式（FPLMTS：Future Public 
Land Mobile Telecommunication Systems）の標準化
に向けた中間作業班 IWP8/13（Interim Working Party 
8/13）が設置され，「世界中で使用できるポケットサイ
ズの移動電話」というコンセプトで，第 3 世代移動通信
システムの標準化作業が開始されました．

ここでは，第 3 世代移動通信システムの国際標準化
活動の経緯を概説するとともに，我が国の取組み状況に
ついて紹介します．

  2 IWP8/13 での標準化活動が 
   スタート

1986 年 5 月の IWP8/13 の第 1 回会合では，将来シ
ステムは西暦 2000 年頃の商用化を目指し，世界標準の
ディジタル方式で，かつ，3 GHz 以下の周波数帯で実現，
という研究目標が設定されました．3 GHz 以下のディ
ジタル方式でという目標は我が国の提案に基づいていま
す．また，我が国は第 5 回の箱根会合を招致するなど，
この会合の重要性から積極的に対応していきました．
IWP8/13 における当初の検討は，FPLMTS の概念と目
的，要求条件，無線アクセス方式，所要周波数帯域幅な
どで，これらの検討結果は無線方式を除いて，1992 年
頃までに勧告としてまとめられました．

1986 年から 1992 年にかけては，第 2 世代システム
の研究開発が全盛の時代で，各国とも IWP8/13 での将
来システムの検討に多くのリソースを割ける時代ではあ
りませんでした．また，各国が第 2 世代システムの無
線アクセス方式を FPLMTS でも採用しようと主張した
ため，無線方式の議論はまとまらず，継続課題として先
送りが続いていました．このような状況から，検討は捗
ら ず，1992 年 に 開 催 さ れ た 世 界 無 線 主 管 庁 会 議

（WARC：World Administrative Radio Conference，
現在の世界無線通信会議（WRC：World Radiocom-WRC：World Radiocom-：World Radiocom-World Radiocom-
munication Conference））において，FPLMTS の所要
周波数帯域幅の検討に基づき，2 GHz 帯に 230 MHz を
確保したことが，サービス実現性の保障の意味において，
当時の IWP8/13 における最大の成果でした．

  3 TG8/1 での本格的な 
   標準化活動と我が国の取組み

1991 年 5 月の ITU の組織再編（ITU-R が誕生）により，
IWP8/13 がタスクグループ（TG8/1：Task Group 8/1）
に格上げされ，ITU における FPLMTS の検討体制が強化
されました．また，各国で第 2 世代システムのめどが立っ
た 1992 年以降は，無線方式の本格検討に入れる状態にな
りました．ところが，欧米は第 2 世代システムの延長線上
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秦　正治 Masaharu Hata 岡山大学
佐藤孝平 Kohei Satoh 一般社団法人電波産業会

ⓒ電子情報通信学会2014



92 通信ソサイエティマガジン No.30  秋号 2014

にある方式案の主張を展開し始めました．これは，例え
ば GSM 方式のように，大きくなった第 2 世代システム
の市場の状況を無視して次世代システムを導入すること
が難しくなったためでした．しかしながら，さすがに
FPLMTS の標準化に時間が掛かり過ぎていることから，
1993 年の TG8/1 会合において，1995 年頃までに無線
伝送技術の評価方法の手順と評価基準を定め，1996 年
頃から各国に提案を求める方向性が合意されました．

我が国もこれに合わせて標準化体制の強化が行われ，
1993 年 4 月，郵政省の移動業務専門委員会に FPLMTS
分科会が設置され，実質の検討を行う組織として財団法
人 電 波 シ ス テ ム 開 発 セ ン タ ー（RCR：Research & 
Development Center for Radio Systems，現在の一般
社団法人電波産業会（ARIB：Association of Radio 
Industries and Businesses））に FPLMTS 研究委員会
が設置されました．RCR の FPLMTS 研究委員会では，
TG8/1 の議論に対応して，評価方法の手順と評価基準
に関する議論と寄与文書の作成が作業班を設置して精力
的に行われるとともに，1994 年 10 月，無線伝送技術
の検討と日本案作成のための FPLMTS 無線方式検討会
が設置されました．

検討会メンバーは方式技術提案者で，検討開始時には
24 メンバーから 30 もの提案がありました．幾つかの提
案の取り下げが行われた後，1994 年末，当時 TG8/1 で
議論されていた選択手順に基づいて検討会メンバーによ
る提案方式の評価が実施され，12 時間にも及ぶ議論の
後に，CDMA（Code Division Multiple Access）技術
を ベ ー ス と す る 四 つ の コ ア 提 案 と TDMA（Time 
Division Multiple Access）技術による二つのコア提案
にまとめられました．更に，これらの提案を日本案とし
て収束させるため，各コア提案に対して，シミュレーショ
ン及び実験による有効性と評価基準の満足度などに関す
る検討が行われました．1997年3月，既に詳細検討に入っ
ていた CDMA 方式が，フィージビリティの点において
TDMA 方式に勝るとして，日本案として採択されました．

  4 IMT-2000 無線インタフェース 
   詳細仕様の勧告化

TG8/1 では，その後も無線方式の選択方法をめぐっ
て日米と欧州が激しく対立するなど厳しい状況が続いて
いました．これは，GSM 方式の世界的な進展と周波数
帯域に余裕があるため次世代システムの導入を急ぐ必要
がない欧州と，サービス開始を市場の意向に任せ方式の
移 行 性 を 重 視 す る 米 国，PDC（Personal Digital 
Cellular；RCR で策定された標準規格 RCR-STD 27 に
基づく日本の第 2 世代移動通信システム）方式のユー
ザ数の急増から次世代システムの導入を急ぐ日本と，そ
れぞれの国の抱える事情が異なるためです．しかしなが
ら，アナログ方式での失敗を避けたいことと，FPLMTS
標準化の議論を始めて既に 10 年もたつ，という TG8/1

参加者の共通の認識から，1996 年 4 月の TG8/1 マイ
ンツ会合において，各国・機関に無線伝送技術の提案を
求め，1999 年末までに標準方式を定める計画が合意さ
れました．また，具体的なシステムを特定する時期に将
来方式（Future）という用語や一般用語である“PLMTS”
を使用することは好ましくないとして，FPLMTS の名
称は 2000 年に 2,000 MHz 帯へ導入することの意味を
合わせて 1997 年に IMT-2000（International Mobile 
Telecommunications-2000）に改称されました．

その後，TG8/1 では，IMT-2000 のシステム概要を
明確化するとともに，世界標準となる無線伝送方式の策
定作業を開始しました．まず，IMT-2000 の無線伝送方
式の最小要求条件である「高速移動環境で 144 kbit/s，
低速移動環境で 384 kbit/s，屋内環境で 2 Mbit/s」を
明らかにするとともに，無線伝送方式の勧告化作業では，
ITU と地域標準化機関との連携・協調を重視した開発
プロセスに合意しました．これによりシステム提案の仲
間作りが盛んになりました．

1997 年 4 月の ITU-R からの無線伝送技術の提案要請
を受けて，各国や各機関から地上系 10 システム，衛星系
 5 システムの提案がありました．ITU と地域標準化機関
との連携・協調作業の結果，1999 年 11 月の TG8/1 ヘ
ルシンキ会合で，IMT-2000 の無線伝送方式として地上
系の 5 システムと衛星系の 6 システムが盛り込まれた

「IMT-2000 無線インタフェース詳細仕様の勧告草案」が
14年にもわたる標準化期間を経て完成しました．その後，
ITU-R SG8 会合での採択を経て，2000 年 5 月に開催さ
れた無線通信総会（RA-2000：Radiocommunication 
Assembly-2000）において正式な勧告（勧告 ITU-R 
M.1457）として承認されました．図 1 に勧告 ITU-R 
M.1457 で採用された地上系の無線伝送方式を示します．
いずれにせよ，世界標準を目指した第 3 世代システムも，
結局それまでの世代と同様，一つではなく複数のシステ
ムが標準方式として認められました．これは，既に巨大
化した移動通信のマーケットを支える既存の方式を無視
できないこと，また，デバイスや実装技術の進歩により複
数のシステムへの対応機能を有する携帯端末の実現が可

図1　�ITU-R 勧告で採用された IMT-2000の地上系無線
伝送方式�（1），�（2）
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能になったこと，無線方式が異なっていてもネットワー
クに相互接続機能を持たせればグローバルローミングが
可能であることなどから，ユーザは複数の標準方式を意
識せずにサービスを受けることができるようになったた
めです．

  5 IMT-2000 の標準化作業 
   におけるトピック

IMT-2000 の標準化作業が本格化してからも，第 3 章
と第 4 章に述べた以外に様々な課題や問題点が顕在化
しましたが，それらを一つ一つ解決して勧告化という目
標に到達できました．ここでは，問題解決に大きく貢献
した二つの話題を取り上げます．

5.1　ファミリーコンセプト
ITU の電気通信標準化部門（ITU-T：ITU-Telecom-の電気通信標準化部門（ITU-T：ITU-Telecom-ITU-T：ITU-Telecom-：ITU-Telecom-ITU-Telecom-

munications Standardization Sector）では，1993 年か
ら IMT-2000 の信号方式の検討が開始され，1999 年 3
月に IMT-2000 のネットワークの枠組みとアーキテク
チャを 規 定 す る 勧 告 を 作 成しまし た．この 中 で，
IMT-2000 において既存システムの設備・資産を最大限
に活用するというマーケットニーズから，複数の異なる
方式を持つ IMT-2000 システム間においてもグローバル
なサービスの提供を可能とする「IMT-2000 ファミリーコ
ンセプト」という概念が定められました．そこで，IMT-
2000 の能力を持つシステムの集合体であるファミリーメ
ンバーの技術仕様は，各地域や国を代表する標準化機関

（SDO：Standards Development Organization） で 作
成されることになりました．関連 SDO が共同で技術仕
様の作成作業を進めるために，二つの第 3 世代パートナー
シ ップ プ ロ ジ ェ クト（3GPPs：The 3rd Generation 
Partnership Projects；3GPP と 3GPP2）が設立されま
した．このプロジェクトの概要については，第 6 章で述
べます．

5.2　�オペレータハーモナイゼーション
グループによる協調活動

ARIB を含めた五つの地域標準化機関は，1997 年 6
月から二つの技術提案である W-CDMA と CDMA2000
の一本化を目指した調整活動を開始しました．しかしな
がら，この活動は，技術パラメータの調整以外に特許問
題もからみ一層複雑化したため，1998 年 4 月に不十分
との結論に達しました．

一方，世界の移動通信事業者の集まりであるオペレー
タハーモナイゼーショングループ（OHG：Operators 
Harmonization Group）は，1998 年 11 月頃より非公
式 な 活 動 を 行 い，CDMA 技 術 で あ る W-CDMA

（Wideband-CDMA）と CDMA2000 における主要パラ
メータの可能な限りの統一並びにコアネットワークとの
柔軟な接続性を実現する技術仕様の開発などを盛り込
み，図 2 に示すような CDMA 技術のハーモナイズ案を
導き出しました．OHG の提案は，ITU 及び 3GPPs に
直ちに受け入れられて必要な修正と機能追加が行われ，
IMT-2000 の技術仕様の策定及び勧告化作業に多大な貢
献をしました．

  6 第 3 世代パートナーシップ 
   プロジェクトの概要

ITU-T の「IMT-2000 ファミリーコンセプト」の合意に
基づいて，関連 SDO が共同で国際標準となる技術仕様
の作成を効率的に進めるための，二つの第 3 世代パート
ナーシッププロジェクトが 1998 年 12 月から 1999 年 1
月にかけてそれぞれ設立されました．無線方式及びコア
ネットワーク技術として，3GPP は W-CDMA と欧州標
準規格の GSM コアネットワークの発展系を，3GPP2 は
CDMA2000 と 米 国 標 準 規 格 の ANSI-41（American 
National Standards Institute，米国規格協会のネット
ワーク規格）コアネットワークの発展系をそれぞれ採用
しました．

3GPPs は，図 3 に示すように，関連 SDO が標準化
機関パートナー（OP：Organizational Partner）とし

図2　�オペレータハーモナイゼーショングループ（OHG）
の提案�（3） 図 3　3GPPsの組織概要と全体像�（2），�（3）
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て運営に参画するグループと，各SDOの個別のメンバー
企業（IM：Individual Member）が直接参加して技術
仕 様 の 作 成 を 行 う 技 術 仕 様 化 グ ル ー プ（TSG：
Technical Specification Group）の二つのグループで
構成され，それらを事務局が支えています．3GPPs に
参加している標準化機関は，ここで作成された技術仕様
を各標準化機関の標準として採用することを約束してお
り，参加している標準化機関間で技術仕様の共通化を図
ることができます．3GPPs では，次の合意事項の下に
共同で標準化作業を行っています．
（1）  標準化機関間で重複した作業をやめて，共通の

技術仕様作成に貢献すること．
（2）  3GPPs で作成した全ての技術仕様書を，内容の変

更を行わず各標準化機関の標準に変換すること．
（3）  各地域や各国の行政的な要求条件は可能な限り早

期に指摘し，技術仕様のオプションにすること．
（4）  知的所有権（IPR: Intellectual Property Rights）

の方針を明確にすること．
ITU-R は，IMT-2000 無線インタフェース詳細勧告（勧

告 ITU-R M.1457）の中で各地域や各国の標準を参照
しており，各無線方式の研究開発の進展に基づいて，勧
告 M.1457 の改訂の是非について検討しています．
ITU-R で勧告化された無線インタフェースと関係して
いる標準化機関との関係を，前出の図 1 に示しています．
3GPPs はあくまでも標準化機関間の共同作業の場であ
り，法的機関ではないため，ITU-R は 3GPPs が作成し
た技術仕様を正式に参照できません．そこで，ITU へ
の対応については，3GPPs に参加している SDO の参加
メンバーが代わりに行っています．

  7 むすび
第 3 世代移動通信システムの国際標準化活動では，

国際標準化機関である ITU と地域標準化機関との綿密
な連携・協調により，IMT-2000 無線インタフェース詳
細仕様の勧告化作業が円滑に行われるようになったこと
が理解して頂けたと思います．換言すると，第 3 世代
移動通信システムの標準化を契機にして，純粋な技術論
などだけに基づく ITU での国際標準化が難しくなり，
多数の国のキャリヤやメーカが推奨するいわゆるデファ

クト標準化へと変化した，そういう時代だったとも言え
ます．

実は，IMT-2000 の標準化活動で確立した無線インタ
フェース詳細仕様の開発プロセスは，若干の改善はある
ものの，第 4 世代移動通信システム（IMT-Advanced）
の標準化活動でも踏襲されました．この辺の標準化活動
の経緯や裏話などについては，別の機会にお話ししたい
と思います．

本稿で話題とした第 3 世代移動通信システムの国際
標準化動向に関しては，文献 （1） 〜 （4） から関連情報を
入手することができます．
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  1 第 1 世代，第 2 世代標準化
秦  ：第 1 世代のアナログ方式は各案併記になりました．

第 2 世代のディジタル方式も各案併記で落着しまし
た．「標準化」なので本来は一本化するのがあるべき
姿なのだけれども，もう無理だということで．

というのは既にアナログ方式のサービスをやってい
て，それぞれのディジタル方式の検討も進んでいるの
で，ディジタル方式を一つにするのは無理でした．も
う一つは，この頃は EC 統合に欧州が燃えていたので，
GSM（Global System for Mobile Communications）
を世界標準にするというのが欧州のベースでした．議

論は紛糾し，妥協の産物で各案併記はしょうがないと．
PDC（Personal Digital Cellular）も GSM も D-AMPS

（Digital Advanced Mobile Phone Service）もあると
いう状況ですね．

裏話があって，欧州が GSM を世界標準にするため
ITU-R（International Telecommunication Union-
Radiocommunication Sector，ITU の下部組織の無
線通信セクタ）の SG8（Study Group 8，無線通信
などを扱う検討組織）に単独で入力という情報を得
て，日米で協調してそれぞれの国の方式を提案して各
案併記に持っていきました．

渡 辺：そう，昔は日米で協調していました．今はこのパ
ターンほとんどないですね．
秦  ：さすがに，会議参加者に標準方式が一つにまとまら

なかったのはちょっと恥ずかしいという気持ちが
あって，将来方式は早い段階から意識を合わせようと
いう動きがありました．それで，1985 年 7 月の SG8
で将来方式の検討を始める合意がなされ，将来の公衆
陸 上 移 動 通 信 方 式 FPLMTS（Future Public Land 
Mobile Telecommunication Systems）の標準化に向
けた作業班（昔は IWP8/13（Interim Working Par-（昔は IWP8/13（Interim Working Par-昔は IWP8/13（Interim Working Par-
ty，中間作業班）と呼ばれていた）が設立されました．

日本はこれに対応するため，電気通信審議会の陸上
分科会で ITU-R の TG8/1（Task Group：FPLMTS
を扱う）への対策作業班が 1991 年に設立されました．
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とにかく，第 1 世代，第 2 世代が国際標準化と言
いながら各案併記で余りに恥ずかしいので，第 3 世
代はちゃんと標準化しようということになりました．
裏には，GSM が世界シェアを取ろうと世界戦略に乗
り出していて，日本や米国はまだそのような意識はな
か っ た と い う， ご ち ゃ っ と し た 雰 囲 気 の 中 で
FPLMTS 標準化が始まりました．

  2 FPLMTS 標準化の黎明期
秦  ：作業班の第一回会合が 1986 年 5 月にカナダの

British Colombia 州の Harrison Hot Springs であり
ました．このときに将来方式は，西暦 2000 年頃の実
用化を目指す，世界標準のディジタル方式，なおかつ，
3 GHz 以下の周波数帯で実現，という研究目標が設
定された．ディジタル方式で 3 GHz 以下の周波数帯
で，というのは日本の提案です．

このときに，日本代表としてプレゼンしろと言われ
ました．その中で，次回会合は日本に招へいすること
を提案した．うまくいったと思ったら，コスタリカが手
を上げて，「招へいに関してコスタリカは南米何十か国
の代表だ」と言ったので，第二回会合はコスタリカにな
りました．

日本としては会議の招へいを含めて第 3 世代をしっ
かり力を入れて引っ張っていこうということでした．
第二回は南米でしたけど，第五回は箱根に招致してと
か，いろいろ頑張りました．

作業班では，最初は FPLMTS の概念と目的，要求
条件，無線アクセス方式，あるいは所要の周波数帯と
帯域幅を議論した．これらについて，それぞれまとめ
ようということです．

一番もめたのは無線方式です．全く決まらないまま
先送り，先送りでした．とりあえず 1992 年に概念と
目的，要求条件，周波数帯域幅がまとめられました．

な ぜ な ら，1992 年 に 世 界 無 線 会 議 WARC（ITU 
World Administrative Radio Conference）がある
ので，そこで FPLMTS 用の周波数帯域を割り当てて
もらおうとしたからです．

この頃無線方式の議論がもめにもめたのは，各国と
も第 2 世代方式，すなわち TDMA（Time Division 
Multiple Access）のディジタル方式の開発に一生懸
命で，リソースがなかなか割けないという裏事情もあ
りました．それから第 2 世代の延長線で第 3 世代も行
きたいというのも当然で，特に米国は第 2 世代と第 3
世代のデュアルモードでないと駄目とか言って，新し
い技術の芽を潰すようなことをやっていました．

ということで無線方式の議論はまとまらず，継続課
題としてずっと先送りになっていました．1986〜
1992 年 の 6 年 間 も FDMA（Frequency Division 
Multiple Access），TDMA，CDMA（Code Division 
Multiple Access）のバトルがずっと続きました．誰
も譲らない．

この 6 年間の成果というと，WARC で 2 GHz 帯に
230 MHz を確保し，将来のサービスが保証されたこ
とです．これが最大の成果でした．

以上が，れい明期の FPLMTS の標準化をやろうよ
と始めたけれども，うまくいかずにズルズルいった状
況です．
渡 辺：まだ PDC 方式が始まっていなかったし．
秦  ：研究開発部門は PDC に力を割いていたし，GSM

がようやく導入された頃でした．
佐 藤：外に出てもまだ携帯電話は使えなかった．
渡 辺：第 2 世代がまだ実用になっていない頃にその先

をやろうというのだから無茶な話です．
秦  ：ただ，第 1 世代と第 2 世代と標準化を失敗したから，

さすがに第 3 世代は何とかしようという基本的な合
意があった．けれども，現実の状況はうまくいかな
かったですね．

渡 辺：WARC92 の成果というのは大きいですよね．
秦  ：この 230 MHz が取れたことは非常に大きい．
佐 藤：それでも各国で事情が異なっていた．米国は

PCS（Personal Communication System）で既に周
波数オークションをしていました．

秦  ：日本も PHS（Personal Handyphone System）で
1.9 GHz 帯を使っていました．
渡 辺：グローバルで 230 MHz のフルバンドを使えな

い．しかし，建前は世界で使えると．

  3 FPLMTS 標準化の本格化
秦  ：第 2 世代 TDMA 方式のめどが立った 1992 年以降

に各国の研究開発部門がそちらに力を入れるように
なりました．

だけど欧米は第 2 世代方式の延長線にある方式の
提案を当然のように始めました．特に GSM は世界の

渡辺文夫 （正員：フェロー）
昭50東工大・工・電子卒．昭55同大学院博士課程了．
工博．同年KDD入社．KDD研究所取締役，KDDI（株）
理事を経て，現在（株）KDDI研究所代表取締役会長．
UQコミュニケーションズ（株）CTO兼務．平3電波功
績賞，平13 ITU協会功績賞，平22文部科学大臣表彰
科学技術賞各受賞．
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シェアを相当取ってしまったので，それを無視して次
のシステムを入れるのはなかなか難しい．米国は先ほ
ど言ったデュアルモードとか，前の世代からの移行性
とか，面倒なことを言い出して，難しかった．

さすがに 1992〜1993 年頃になると発足から 6 年
もたっているので，標準化に時間が掛かり過ぎている
と言われ始めました．それで，1993 年の TG8/1 会
合で 1995 年頃までに無線伝送技術の評価方法とその
手順，あるいはその基準を定めて，1996 年頃から各
国に提案を求める方向性が合意されました．

この辺りから渡辺さんが参加したのですね．
その頃やっと収束させようと，幾ら何でもこのまま

ズルズルやるのは良くない，ということで，ターゲッ
トを 1996 年に各国に提案を求めるというスケジュー
ルが作られました．我が国も郵政省の中に専門委員会
の下に FPLMTS 分科会をちゃんと設置していよいよ
本格的にやるぞ，ということになりました．

これに対応して ARIB（Association of Radio In-
dustries and Businesses，現，一般社団法人電波産
業会）の FPLMTS 研究委員会が設置されました．
佐 藤：こ の 頃 は RCR（Research and Development 

Center for Radio Systems）ですね．
秦  ：それで，その TG8/1 のスケジュールに従って提案

しなければいけないから，評価方法の手順と評価基準
に関する議論と寄与文書の作成が精力的に行われる
ようになりました．日本案として積極的に作るために
FPLMTS 無線方式研究会，要は無線方式をターゲッ
トに絞った組織，が作られました．

甕さんが座長で，渡辺さんが TDMA，私が CDMA
の作業班を担当しました．このように TDMA 対応の
作業班と CDMA 対応の作業班を作って検討を始めま
した．

検討会メンバーは方式提案者だけでクローズしま
した．24 メンバーから 30 の提案がありましたが，
中身のない提案だけのものとかがあって，幾つかが取
り下げになりました．1994 年の年末に，TG8/1 で議
論されていた選択基準に基づいて，メンバーによる提
案方式の評価が実施されました．

12 時間以上議論して CDMA 技術をベースとする
四つのコア提案，TDMA 技術の二つのコア提案に収
束しました．最初に 30 あったのが，withdraw が
ちょっとあって，四つと二つに収束しました．

でもこれでも六つもあるので，更にこれらの提案を
日本案として収束させるために，提案者に対して，シ
ミュレーション実験とかフィールド実験とかで有効
性とか評価基準をどの程度満足しているかを出しな
さい，それに基づいてまた議論しましょう，というこ
とになりました．

1996 年 11 月の検討会で，CDMA 技術をベースと
する提案は NTT ドコモにほかの CDMA 関連の提案
をマージして一本化する，TDMA 技術はマージでき

ない，というところまで絞られました．
その後更にTDMAについては，もう少しシミュレー

ション実験とかいろいろなデータを取ってきなさい
というのが宿題になって検討が継続されました．

1997 年 3 月 に， 既 に 詳 細 検 討 に 入 っ て い た
CDMA 方式がフィージビリティの点において TDMA
方式に勝るとして日本案として採択されました．これ
が箱根での検討会でしたっけ？  

佐 藤：違います．鬼怒川ですよ．
秦  ：欧州は最後に Voting で，郵政大臣が調印するとこ

ろまでいかないとCDMA方式に決着しなかったです．
というくらいに，各国とも同じような状況でもめてい
ました．

秦  ：それまでは TG8/1 に行くとやっぱり激論で，無線
方式の採択をめぐって日米と欧州が激しく対立する
という厳しい状況が続いていました．これは欧州がな
かなか GSM のことでうんと言わないためでした．

EC 統合で GSM をちゃんとやりたいというのが欧
州のベースラインとしてある．譲れないものは譲れな
い．

だけど，米国と日本，特に日本は PDC がパンクしそ
うなので早く次を入れないと駄目だという状況にあり
ました．米国は移行性を重視するというので，どちら
かというと日本に近いというスタンスでした．

ところが，日本と欧州が CDMA 方式にまとまって， 
W-CDMA を推し始めました．

片や米国は，その頃から FCC（Federal Communi-米国は，その頃から FCC（Federal Communi-は，その頃から FCC（Federal Communi-
cations Commission，米国連邦通信委員会）が全く
方式提案をコントロールしなくなりました．エチケッ
トルールとか言って．Qualcomm が 1995 年から
CDMA をガンガン言い出して，（FCC がコントロール
した米国とは違う）another America ができ，提案の
一本化ができなかった．結局，最後は日本と欧州が
W-CDMA でまとまって，米国は延長線のようなもの
を提案するようになりました．

これはこれで，またまた審議に時間が掛かりました．
さすがに10年以上たって何も決めないのはまずい．

佐藤孝平 （正員）
略歴は本小特集 2（pp.91–94）を参照．
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周波数はとにかく取ったけど，それ以外は決まってい
ない．そこで，1996 年 4 月のマインツ会合で各国・
機関に無線方式の提案を求め，1999 年末に標準方式
を定めるという計画が合意されました．

これにより方式提案の仲間作りが盛んになり，議論
は純粋な技術論から多数の国のキャリヤやメーカが
推奨するいわゆるデファクト標準を意識するものに
変化しました．これはとても重要なことです．

それまでの ITU-R の標準化は技術的に優れている
とかで決まっていました．しかし，国の利害などもあ
り，それではもう決まらなくなりました．

また，ITU-R で決めようとしても時間的に足りな
い．それで，提案を打ち出したら，それをサポートす
る人たちが集まって団体を作って，そこから ITU-R
に提案しなさい．提案書に Japan という名前を付け
ようと何とかと付けようと政府がサポートすればそ
れでよい，というようなデファクト標準に移行したの
です．

当時は移動通信に限らず，日本の提案を標準化する
と日本メーカが潤うだけで，欧米のメーカがつぶされ
るという心配が欧米にあり，日本提案は，技術は優れ
ていたが反対されました．

ということで，デファクト標準，皆がサポートする
方式を標準にしようということになった．この辺りか
ら標準化の進め方が変わってきた．SG8 自体も，今
は SG5 ですが．

このときに FPLMTS の名称は長ったらしいため，
2000 年に 2,000 MHz 帯に導入する方式として IMT-
2000（International Mobile Telecommunications 
2000）に改称されました．

1999 年末までという約束どおり，1999 年秋に 14
年にもわたる標準化期間を掛けた第 3 世代方式が
IMT-2000 方式として決まりました．結局，地上系五
つ，衛星系六つが勧告されたため，なんだ各案併記
じゃないか，と言われましたが．ただね，地上系，衛
星系も CDMA 方式が多数になりました．

いずれにせよ，世界標準を目指した第 3 世代方式
もそれまでの世代と同様に一つではなく複数の方式
が標準方式として認められました．

これはなぜかというと，三つの理由があります．一
つ目は，この頃になると既に巨大化した移動通信の
マーケットを支える既存の方式を無視できなかった
からです．

二つ目は，デバイスや実装技術の進歩により複数の
システムへの対応機能を有する携帯端末の実現が可
能になったからです．メーカが方式の違う端末を張り
合わせてもそんなに大きくならないと言い出しまし
た．じゃあ，方式が二つあってもメーカは一つの端末
にアセンブリできるというので，ユーザにとっては問
題ないということになったのです．

三つ目は，ネットワークに相互接続機能を持たせれ

ばグローバルローミングができるから，ユーザからす
れば複数の方式があったって，そんなことを意識せず
にちゃんと使えるということです．このグローバルロー
ミングは OHG（Operators Harmonization Group）
で CDMA 側と TDMA 側で決められました．

要するに複数の方式があってもユーザに何も不利
益にならないという確信が得られたので複数あって
もいいやということになったのです．

ここまで私（秦）が関与しました．ここから先は，
私は大学に移ったので，あまり把握していません．

  4 今までの話で強調することは？
渡 辺：大事な点は，日本で 30 提案あったけれども，世

界中でもそうだった．ITU-R は何を最初にしようと
したかというと，RSEL（Radio Technology Selec-
tion Procedure）を決めました．1993 年から一生懸
命作って 1994 年にまとめました．

セレクションするためには評価の基準が必要です．
結局，セレクションは無理ですと．現実的になって一
ランク下の R-EVAL（Guidelines for evaluation of 
radio transmission technologies for IMT-2000/
FPLMTS，無線通信方式の選択手順），すなわち
Evaluation Procedureを決めました．これで少しリー
ズナブルになりました．

大事だったのは同じ条件でシミュレーションをする
ことが大事ということで，厳格な同じシミュレーショ
ンコンディションを定義したことです．Vehicular En-
vironment だとか Indoor とか複数環境を定義してい
ます．この共通シミュレーションという考え方は，最
新の技術評価に対応できるように変形しながら今でも
続いています．

そ れ が 3GPP（The 3rd Generation Partnership 
Project，W-CDMA の 規 格 を 作 成 す る 団 体 ） や
3GPP2（CDMA2000 の規格を作成する団体）にも
引き継がれ，更に 4 環境の定義をきちんとして，当
時必要とされたシミュレーションパラメータが定義
されました．パスモデルやトラヒックモデルも作っ
て．同じ条件でシミュレーションすればフェアに比較
できるという環境を整えました．

日本でもそれを使いました．だからシミュレーショ
ンデータが出せない提案者が落ちます．シミュレー
ションは膨大だから，当時のコンピュータではシステ
ムシミュレーションは相当大変でした．それができな
い人がまず落ちます．そして，シミュレーション結果
が出れば相対的に比べることができます．コンピュー
タ化の時代に入ってきたタイミングだったのでシ
ミュレーションをちゃんとやり始めるにはちょうど
良かったです．

だから R-EVAL は形の上では役に立ちました．
FPLMTS の基本的な Requirement Document が
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あったから，Requirement に合致しているか判断で
きます．

最後に 1999 年に陸上で五つも無線方式が残ってい
るけど，これは R-EVAL からすると合格判定が出た
ということです．

結局は ITU のスタンプを押しました．これがヘル
シンキ会合で承認した IMT-2000 無線伝送方式勧告．

いいなと思ったのは，秦さんに話してもらったけど，
有力な W-CDMA（Wideband Code Division Multi-
ple Access） と CDMA2000 は そ れ ぞ れ 3GPP と
3GPP2 ができているからコンソーシアムベースで皆で
やろうと．だから標準が幾つあってもいいじゃないか．
佐 藤：3GPP とか 3GPP2 ができ始めた頃からデファク

ト標準に変化していった．

大 橋：皆さん関心が ITU-Rからデファクトの方に移っ
ていました．だからスタンプでいいというようになっ
たのですね．

渡 辺：五 つ の う ち 残 り の 二 つ も 使 わ れ て い ま す．
UWB136， これが TDMA の進化系．もう一つは
FDMA/TDMA，これは ETSI（European Telecom-
munications Standards Institute，欧州電気通信標
準 化 機 構 ） の 推 し た DECT（Digital Enhanced 
Cordless Telecommunications）です．DECT をやっ
ている国でセルラとして使います．

ほかの三つは DS-CDMA（Direct Sequence-CD-
MA）， CDMA-MC（CDMA-Multi Carrier），CDMA-
TDD（CDMA-Time Division Duplex）．中国の Low 
Chip Rate は CDMA-TDD の中に入っています．

  5 3GPPs の黎明期
渡 辺：日本では 1997 年に IDO（日本移動通信）が

cdmaOne（CDMA 方式を採用し，第 2.5 世代方式
とも呼ばれる．米国電気通信工業会の規格名称は
IS-95（Interim Standard 95））をサービスイン，米
国でも 1997 年に cdmaOne が動きました．その延長
で，cdmaOne 系の人たちがグループを作る流れに
なっていました．そういう枠組みができたのが大き
かった．
秦  ：そうでもしないと無線方式の議論は収束しなかっ

た．
渡 辺：この 3GPP，3GPP2 を作るプロセスが面白かっ

た．作り方には幾つか案が挙がりました．一つは，
ARIB のような標準化団体が世界に幾つかあるので，
どこかがリーダーになって規格書を書き，それを皆が
承認する，というやり方．例えば ETSI が書く，など．
二つ目は，規格書のセクションを分けて，団体間で分
担執筆をする，というやり方だが，これはなかなか難
しい．三つ目は，既存の団体とは独立した国際標準化
団体を作る，というやり方．これはこれで非常に大変

ということで，結局は，作業場所だけ作る，という第
4 の方法に落ち着きました．つまり，3GPPs は作業
場所でしかない．各標準化団体が作業結果を持ち帰っ
てそのままコピーして，自標準化団体のタイトルを付
けるという原則だけを取り決めた．作業場は欧州だと
いうのは，ETSI の立ち回りがうまかったところによ
るもので，本当に強かった．

大 橋：日本からはどのような提案をされましたか．

渡 辺：日本で全部を主導するわけにいかないのは分かっ
ていたから，連携してやりましょうというのが日本の
基本スタンスで，その意味で作業場所という考え方は
よい，という方向に進みました．それ以外の，例えば
著作権の問題とか，そういうものはきちんと整理して
いきました．

中でも特筆すべきは，3GPPs で作った規格を ITU
が参照する，という仕組みを作っていったことです．
ITU 勧告を参照型でやるというとんでもないアイデ
アを作ったわけ．あの形式で ITU 勧告を作ったのは
IMT-2000 が初めて．対案として，作った規格の全ボ
リュームを全てコピーするかという考えもあったが，
作業量は膨大になるし，何より権利関係をどうするか
という問題がありました．そういった問題を一つ一つ
解決していきながらやっていきました．だから，一見
ややこしいけど洗練されたやり方になっています．

佐 藤：ITU 勧告としては URL（Uniform Resource Lo-
cator）を参照するだけでいいから非常に簡素化され
ました．要素技術だけ記載して，詳細仕様は各国や各
機関の URL を参照します．日本については ARIB の
URL を示しておけばよいのですが．だから，ITU 勧
告に ARIB 規格が直接入っていません．URL が参照
できるようになっていて，そこにアクセスすれば
ARIB のサイトに飛んでダウンロードできるという大
変うまいやり方です．ITU-R のプロセスはこのやり
方で非常に円滑に進むようになりました．ITU-R は，
周波数に関する取り決めを行うという重要なミッ
ションを持っています．周波数に関して ITU-R がリー
ドし，標準化プロセスでは参照型というアプローチで
うまく進むようになった．

大 橋：ITU-R は，それまでは自分たちで規格を作り，
規格書を書き込んできました．それが一気に参照型に
変わりました．要するに，3GPPsが主導権を握った
ということですね．

佐 藤：参照型にすることについては，ITU 内で非常に
議論されましたが，これで標準化のスピードは一気に
速くなったし，ITU-R も変わりました．

平 松：これをきっかけに，実際の開発者なり実務者なり，
その分野に携わる人たちが標準化の中心となりまし
たよね．
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秦  ：だから，標準化の出張から会社に戻ったら，経験の
ために若手を標準化の場に出す必要があると言い続
けました．室長や部長が行っても仕方なく，実際に規
格を作る者が行くべきだと．でも，一方で，標準化に
行っている者には，そればっかりやっていても駄目だ
から，長く続け過ぎずに早いうちに後任を作って抜け
ろとも言ったけどね．

  6 第 3 世代の要求条件
渡 辺：少し時期を遡って，1993 年ぐらいまでの間で，

FPLMTS の 基 本 的 要 件 を 議 論 す る 場 が あ り，
「2 Mbit/s」というキーワードが出ました．あれが明
記されたのは 1992 年頃だったかな．
秦  ：ちょうど WARC92 で周波数をもらって，これで帯

域は大丈夫だっていう頃．2 Mbit/s もの能力がある
というアドバルーンにしたかった．
渡 辺：そう，象徴的なターゲット数値を決めました．そ

れからしばらく 2 Mbit/s なんて形式的に達成できる
ものだと仮定して，議論していました．割り切ってい
たけど，ある種大事なところだったかもしれない．

大 橋：とはいえ，いろいろなところから2 Mbit/s って
何に使うのかという議論が湧き起こったんですよね．

渡 辺：当時は，この先 10 年たっても 2 Mbit/s もいら
ないという人もいました．ところが，それからの技術
の進歩は著しかった．
佐 藤：IMT-2000 の 2000 には，2000 年，2,000 MHz，

2,000 kbit/s の意味を込めています．
渡 辺：その頃のコンセプトで面白いのは ISDN（Inte-

grated Services Digital Network）との互換性に関
するところです．シグナリングは 2B+D，というよう
な ISDN 互換をうたった書き方をしていました．無線
方式上もそういうことを考えていました．でも，最後
の方はインターネット指向に変わりました．

大 橋：最初は移動 ISDNとか言われていましたよね．

渡 辺：ただ，その ISDN 互換というコンセプトはずっと
生きていて，無線方式評価の段階でも生きていまし
た．インターネット的な意味合いでのネットワーク評
価は全然なくて，ベストエフォートという考えは当時
非常に薄かった．だから，2 Mbit/s とは何かという
議論をする際は非常に混乱していました．今ではシス
テムレートはピークレートというのが常識だが，当時
はそうでないから，一人に 2 Mbit/s を充てるのかと
か，2 Mbit/s が安定的にちゃんとつながるのかとか，
そんな議論がありました．
秦  ：私も単なるアドバルーンだと思っていました．
渡 辺：一応は，シミュレーション評価で 2 Mbit/s 必達で

した．屋内環境で 2 Mbit/s 出るとか言っていました．
　　当時，ネットワークの議論で面白い話があります．

OHG でとんでもない議論をしていました．ハーモナ
イズといいながら，既存のコアネットワークをそのま
ま使いたがる企業がいるから，何を継続使用したいの
か，無線層か，無線基地局か，コアネットワークか，
みたいな議論で紛糾していて．だったら無線とコアが
クロスでつながればいいとか，それは「フック & エ
クステンション」でできるとか．GSM のインタフェー
スであっても「フック & エクステンション」を付け
ると CDMA がつながるとか，そうやってお互いにう
そまがいのことを言いながらでも，何とか落としどこ
ろを探っていった．

大 橋：日本側でOHGへの対処方針はあったのですか．

渡 辺：基本的に OHG はオペレータ側の問題だったか
ら，日本から出席したのはドコモ，KDDI，IDO．

佐 藤：OHG での議論については，総務省へ逐次報告を
入れていました．第 3 世代はこういうふうに変わりま
す，と．

平 松：OHGの会合では，メーカにはオブザーバ室が割
り当てられて，そこから会議場の声だけ聞こえる異様
な状況でした．

佐 藤：言わばオペレータのガス抜きの場みたいなもので
したので，OHG 自体にそれほど大きな意味はなかっ
たかもしれません．OHG はカナダの提案で始まりま
した．ただ，カナダが議長をすると米国寄りだとかで
いろいろと問題があるので，中国（チャイナモバイル）
に議長をさせて．先ほど話があったような，多少強引
な理屈をこじつけてコンプロマイズするような形を作
りました．

  7 CDMA2000 と W-CDMA

平 松：スペクトル拡散のチップレートが変わったのは，
メーカにとっては大きな変化でしたね．

佐 藤：チップレートを一本化できないと分かった時点
で，もうとにかく仕方ない，チップレートを変えなけ
ればならない，と．

渡 辺：チップレートの優劣については 3GPPs でずいぶ
ん議論していたね．

佐 藤：あのとき問題になったのは，チップレート以外に，
基地局間の同期とダウンリンクのパイロット構成．こ
のままではこれらも一本化できない，と．

大 橋：それは米国方式のCDMA2000 と日欧方式の
W-CDMA（Wideband-CDMA）の違いですよね．

佐 藤：最初は何とかマージしようとしたのですが，どう
にもならないので，それをあきらめました．
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大 橋：米国は既存のCDMA（IS-95：Inte�i� Stan-：Inte�i� Stan-Inte�i� Stan-
da�d-95）の延長のチップレートと，GPS（Global 
Positioning Syste�）を使った完全同期をずっと
推していました．一方でW-CDMAは初めからチッ
プレートが違っていた．W-CDMAは当初から非同
期を狙っていたのですか．

佐 藤：同期もオプションとしてあったのですが，非同期
の方が性能が良かったと記憶しています．最後の方の
議論では特許問題も絡んで，すったもんだしました．
それで，OHG に決めてもらったような格好にするた
め，OHG から要望を出してもらって，決めるという
形を作りました．

大 橋：なるほど．3GPPと 3GPP2間では決められな
いので，OHGが要望を出して決議のきっかけにしよ
うということですか．

佐 藤：そう，実際に使うオペレータの方々の要望に従う
という形にしました．
渡 辺：オペレータとしては，二つあっても大丈夫ですと

表明しました．ネットワークがこうなっていてもクロ
スできるとか訳の分からないことを一杯言って納得
したということにして，だから二つともいいですよ
と．まあ，単なる形式だけの話ですよね．
秦  ：これはしょうがないでしょう．OHG は，そういう

意味では技術論とかパラメータうんぬんではなく，コ
ンプロマイズが主眼だから．
佐 藤：これが 1998〜1999 年の話で，ちょうど ITU-R

で勧告草案が承認される直前です．

大 橋：承認される前にOHGでの山場があったというわ
けですね．

秦  ：このときの ARIB での寄書原案作成には随分時間を
掛けましたよね．ほとんど缶詰状態で，メーカは大変
でした．合宿なんかもやっていましたし．

平 松：箱根1回と鬼怒川2回ですね．最後の寄書を取
り上げたときには，「終わりましたね」って言って全
員で拍手してねぎらった記憶があります．

  8 欧米の状況
渡 辺：TG8/1 ヘルシンキ会合で IMT-2000 無線方式勧告

を承認しましたが，現地の新聞に載っているんですよ．
秦  ：ARIB と同じようなことを欧州でもやっていまし

た．欧州も同じようにセレクションプロセスがうまく
いかないと．最後は大臣が出て来て MOU（Memo-
randum of Understanding，了解覚書）を調印しま
した．そうしないと決着しなかった．

渡 辺：欧州は最後は日本がサポートしてくれるという前
提でディシジョンに臨みました．日本からも薮崎さん
も行ってパリで応援の演説をしました．

佐 藤：一番の問題はネットワークをどうするか．日本が
GSM のネットワークを受入れるか．
渡 辺：言わば W-CDMA の無線アクセスと GSM のコア

のバーター．欧州は W-CDMA を飲むから，日本は
GSM のコアを飲めと．

それからふと気が付くと 10 年たってネットワークは
周りが全て欧州になっています．韓国も含めて．

恐ろしいことです．
渡 辺：米国のネットワークベンダはいなくなった．

Nortel，Lucent，Motorola が消えました．

大 橋：チップセットだけが残りました．

秦  ：米国は国としてどうにかしなければということを
FCC が放棄しました．あの時点で分かったよね．

欧州は EC 統合で欧州政府とか作って，いろいろな
整合性とかを調整しました．

その辺に米国と欧州の違いがある．欧州は米国に対
する対抗意識が強いから，当然そうします．

渡 辺：実際のところ今の LTE（Long Term Evolution）
だって欧州は商用サービスを余りやっていない．第 3
世代だってちょっと田舎に行くとない．GSM しかな
いところも一杯あります．

それなのに標準化は牛耳っているし，ネットワーク
のベンダも牛耳っている．したたかだよ．

だからいかに標準が大事かと．戦略的ですよね．

図1　左から渡辺文夫さん，秦�正治さん，佐藤孝平さん
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大 橋：その頃，標準戦略という意味ではやはり欧州は卓
越していたのですか．日本ってメーカの技術者が汗は
流しているが片手間でやっている感じ．
　　欧州はプロフェッショナルな人たちがやっている感
じがします．

秦  ：本質的には EC 統合ですよね．そこから始まってい
ます．
佐 藤：欧州は，ローミングできないとどうしようもない

し，かつローミング時のお金の授受方法が全然違う．
そうすると一本化するしかない．
秦  ：GSM 方式はその象徴みたいなもの．そこから欧州

の世界戦略を決めています．
渡 辺：それがうまくいったからというのが大きい．
佐 藤：彼らにとっては，GSM ⇒ GPRS（General Packet 

Radio System） ⇒ EDGE（Enhanced Data rates for 
Global Evolution）で，それをペイするまで使って，
それからでも十分に間に合います．
秦  ：LTE サービスは入ったと言っているけど，全然入っ

ていない．

平 松：へき地対策の周波数でサービスを始めて，まだ本
格的な商用にはなっていない．

佐 藤：今の ITU のビルでも地下の会議室に行くと 3G
が入らないところがあります．EDGE に切り替わっ
たり，GPRS に切り替わったりします．全て 3G でカ
バーできているわけではない．
秦  ：戻るけど，第 3 世代の標準化でデジュールの標準

化からデファクトの標準化に変わったのがこの頃で
すよね．ジャパン，ジャパンというのも通用しなく
なってきました．

大 橋：日本方式にこだわらないというのは総務省さんも
認めていらっしゃったのでしょうか．それともやっぱ
り，日本をリードしてとかですかね．

渡 辺：最初の頃は日本がリードしていました．
佐 藤：実際の会議には総務省の方も参加しており，雰囲

気的には分かっていたと思います．

  9 周波数行政の難しさ
渡 辺：次に使うのは 3.4〜3.6 GHz．上は衛星があるし，

世界的にはレーダでも結構使っている．なかなか難し
い．
佐 藤：第 3 世代に特定された周波数は 1,885〜2,025，

2,110〜2,200 MHz の合計 230 MHz．
秦  ：周波数帯に間が空いているのはスペースシャトルと

か惑星探査衛星が使っているからです．
渡 辺：学術的に使っています．
秦  ：更 に い う と， 日 本 は PHS で 既 に 1,884.65〜

1,919.75 MHz を使っていました．

大 橋：時間的には先にPHSをやっていたのですよね．

渡 辺：一番の問題は共通バンドを取れたけど米国が
PCS の周波数をオークションにかけてしまっていま
した．

佐 藤：1992 年の WARC のときには既に決まっていま
した．

渡 辺：方針を打ち出しただけ．実際のオークションは後．
1993 年か 1994 年．

WARC で決まって，オークションやって，じゃあ
ハーモナイゼーションをどうするんだっていうこと
になりました．

大 橋：それは米国が初めからオークションすると決めて
いたからWARCの後にやってしまったと．

渡 辺：FPLMTS として周波数をアイデンティファイし
たけれども，米国としては方式に周波数を割り当てる
つもりはなかった．

佐 藤：アロケーションしては移動業務（MS：Mobile 
Service）として割り当てただけ．
渡 辺：IMT という方式を指定して周波数を割り振るや

り方が一定の成功を収め，今の発展につながった．一
方，その習慣が強く残り過ぎていて，MS とすれば良
いところを IMT としないと満足しない．

日本でもそうだけど．欧州もそういう傾向がある．
佐 藤：移動業務に割り当てるのだから MS でいい．
渡 辺：MS に使うのだからそれでよくて，IMT に限定的

である必要があるかはそろそろ怪しくなって来ている．
佐 藤：最後は主管庁がこの周波数で使うと宣言すればい

い．それに近いことを米国はしょっちゅうやってい
る．

渡 辺：米国の場合はオペレータは自由．周波数マスクを
満足すればよい．MS の周波数で MS をやるのだから
何を使ってもよい．変調方式まで規定する必要はな
い．

大 橋：欧州はクリアに空いていたのですか．DECTが
使ってたりとかは．

佐 藤：必ずしもそうではない．
秦  ：欧州は GSM 用に 1.7 GHz が空いていた．

大 橋：だから音声のフルレートを全然止めなかった．

  10 標準化団体の今後
渡 辺：3GPP2 をどうするかですね．
佐 藤：7〜8 年前の PCG（Project Coordination Group，

3GPP の全体の線表決定や進捗管理を行う）会合の中
で開催された非公式会合で，3GPP，3GPP2 を一体化
するというアイデアを ETSI が出したが，3GPP2 が乗っ
てきませんでした．
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大 橋：3GPP2の立ち上げのときに何年かしたらマージ
を検討すると書かれていたはず．でも，スタートして
数年したらそういう意識は飛んでしまいました．

佐 藤：3GPP2 側は規模も小さく小回りが利きますので，
彼らの標準化の開発スピードは早い．LTE と UMB

（Ultra Mobile Broadband）をやったときにスター
トはほとんど一緒だけど UMB の方が完成は早かった
です．一年ぐらいであっという間にできました．
渡 辺：今の 3GPP の問題はそこ．余りに巨大過ぎてい

ろんな意見を持ち寄るから遅い．もう一つはパラメー
タやオプションが増え過ぎています．
佐 藤：3GPP の会議では優先順位付けの議論を延々とし

ています．その議論で 1，2 回の会合が飛んでしまう
こともあります．

平 松：タイムテーブルのスロットの割当て方ですね．

秦  ：TG8/1 と同じになりつつありますね．
渡 辺：WiMAX Forum（Worldwide Interoperability 

for Microwave Access Forum）と比べると遅すぎま
す．小さいチームなのであっという間に作れます．
だーっと書き下して，ミスがないか確認するだけで完
成する．グローバルエコではないけど．

だから，一昔前に OFDMA （Orthogonal Frequen-
cy Division Multiple Access）を使ったり，MIMO

（Multiple Input Multiple Output）を使ったりと新
しいものを取り入れるのが早かった．

大 橋：やりたい人だけで精鋭化して作るのがよい．

佐 藤：最初はそうでした．しかし，みんなの関心が
3GPP の方に移りました．技術選択や優先順位付けに
関心のあるプレーヤが多過ぎて，かつその方々がいい
ポジションを取って，会議や作業をマネージし始める
と過去の悪いやり方に近づいていきます．

大 橋：今一番悩ましいところですね．

佐 藤：それでは 3GPP2 をマージしようという機運は起
こらない．

3GPP2 はメンテナンスモードに近くなってきたの
で，活動を少し落としていって必要最低限のものだけ
やりましょうと．
秦  ：TG8/1 の反省点で 3GPPs ができたはず．今度は議

長が方針を持つようになりました．
佐 藤：3GPP はまとめるのが大変で，特に無線関係の

TSG-RAN（Technical Specification Group-Radio 
Access Network）の標準化の作業スケジュールがタ
イトです．

最初は ARIB の古谷さん（NEC）が TSG-RAN の
議長を務め，ETSI のフランソワ氏が引き継いで，ま
た ARIB の中村さん（NTT ドコモ）が議長になり，
日本が引っ張ってきています．

ただし，だんだん肥大化してきたことがネックに
なっています．

渡 辺：そのネックがいつ爆発するか，まだ爆発しないけ
ど．グローバルエコマーケットもがっちりしているし，
益もあるし．でもいずれは爆発する可能性があります．

第 5 世代や第 6 世代に向けては違う形で，誰か全
然違うところに突っ走って，いいものを売り始めるか
もしれません．

こんなめちゃくちゃ複雑なネットワークを抱えた
まま続けられないことは見えています．

大 橋：10年たったわけですから，レガシーになってき
ています．

秦  ：最初の第 1 世代，第 2 世代から 10 年くらい過ぎて
規格化のやり方がデファクトに変わりました．それ
で，3GPP や 3GPP2 でデファクトを作るやり方にし
ました．それから更に既に 10 年以上たっています．
たぶん，やり方を変えるときが来ています．

佐 藤：3〜4 年前に第 4 世代というか，IMT-Advanced
の議論のときに，3GPP をどうするかをオペレータ同
士で議論しました．案としては 4GPP を作るという
意見もありました．

しかし，最終的には立上げのイナーシャが大き過ぎ
るのと，LTE は非常に良い技術で，当面はこれを進
化させていくのが一番エコじゃないかという結論に
なって，3GPP の協定書のスコープを拡張しようとい
うことになりました．

これがこの次のステップに対してもよいかどうか
は分からない．第 4 世代の次（いわゆる第 5 世代）
は無線系よりはネットワーク系が焦点になっており，
レイヤの高いところで勝負せざるを得なくなってき
ています．3GPP が今のままでよいかというとちょっ
と，クエスチョンですね．改革が必要かもしれません．

  11 標準化の節目
秦  ：標準化のやり方はそういう意味では 1985 年から 15

年たってデファクトに変わって，それからまた 15 年
近くたっているから，また多分変わるのでしょうね．
渡 辺：やっぱり 15 年ぐらいって節目ですね．標準化の

やり方自体が 15 年くらいで変わっているから．
秦  ：セルラシステムは大体 10 年ぐらいで変わってきた

でしょ．標準化はもう少し長くて15年くらいなのかね．
佐 藤：ちょうど昨年の 11 月 20 日に ETSI 主催で 3GPP

の 15 周年記念式典がカンヌの近くでありました．
1985 年にグローバルな標準化をやろうとしてから

30 年近くなります．ここまで継続して拡大を続けて
いることは，大変すごいことだと思います．ここまで
は最初に考えたようなコンセプトで進んできました
が，今後どうするかはちょっと考えなければいけない
ところですね．
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  12 モバイルネットワークと 
   インターネット，ITU の役割
秦  ：一方で ITU-T（International Telecommunication 

Union-Telecommunication Standardization Sector）
もなかなか大変です．プロトコルだから．手続きに象
徴されています．
佐 藤：でも，インターネットになって違ってきましたね．

大 橋：それは，ITU-T で決められることがなくなって
きたということですか？  

佐 藤：逆に ITU で決めてもらわなくてもできるように
なってきました．昔なら ITU-T で決めなければ標準
化作業は何も進まなかったが，インターネットの世界
になって大きく変わりました．モバイルネットワーク
に関しては，3GPPs で作業しなければならないこと
がたくさんありますが，それに ITU のお墨付きが必
ずしも必要ではなくなっています．
秦  ，佐藤：このようにネットワークに関しては標準の仕

方自体も大きく変わって来ているんだと言えます．
渡 辺：それで次の世代に齟齬が出るのはコアネットワー

ク．GSM をずっと引っ張ってきた EPC（Evolved 
Packet Core）のアーキテクチャのままでよいのかと．
それがやっぱり苦しいよね．

大 橋：3GPP は GSM evolved でしょう．GPRS 
evolvedとかまだ残っているじゃないですか．

渡 辺：SIM（Subscriber Identity Module）ベースだし．
SIM って電話ですよね．インターネットに SIM なん
ていらないでしょ．インターネット屋さんに SIM な
んて言うと皆毛嫌いする．WiMAX では Over The 
Air で Subscription できますが SIM ではできないか
ら．Embedded にしても物理的なセキュアチップが
いるからマルチデバイスはできないし．もういい加
減，電話の世界から決別しないと．
秦  ：そろそろ変えどきなんでしょうね．

平 松：もうM2M（Machine to Machine）とか IoT
（Inte�net of Things）では物理的なSIMでは明ら
かに破綻していますよね．

佐 藤：3G，4G のときは良かったのかもしれないが，で
もそろそろという感があります．ネットワークの方々
に是非検討して頂きたいと思います．

  13 要求条件の変遷
秦  ：FPLMTS 標準化の歴史で，案外その次の動きを予

感させることが出て来ています．
渡 辺：当時は 2B+D みたいなものを作ろうとした．

ISDN の呪縛からなかなか逃れられなかった．でも
やっている途中でインターネットが出てきた．それで

もう頭を切り換えなければならかったにもかかわら
ず，体は変わらなかった．

佐 藤：でも既存のビジネスをしている人がいたわけだか
らそんなには変えられなかったのですよね．無線で
2 Mbit/s が出るかどうか，出っこない，という時代
だったから．今は，2 Mbit/s 以上を一人で使うので
すからね．

大 橋：当時 2 Mbit/s を何に使うのかってすごく議論
だった．また当時の想定アプリケーションを見ると真
面目なものばかりだった．

佐 藤：でもそういうクリアなイメージがあったからやれ
たのではないかな．5G に向けてはいろんな話が出て
いるが，今はクリアなイメージはないよね．

大 橋：当時は SNS（Social Netwo�king Se�vice）
のようなたわいもないおしゃべりや画像のやり取り
なんて誰も言っていません．そんなこと言ったら不謹
慎な感じがして（笑）．

佐 藤：その場にはいなかったけど，幾ら計算しても
230 MHz（が必要）なんて出て来ません．230 MHz
を出すときも鉛筆なめなめ，かなり苦労したと聞いて
おります．

大 橋：大盤振舞いですか？  

秦  ：いいや．それは将来に向けてどう確保していくかと
いうこと．これをやれば第 3 世代を皆が検討し始め
ると思ってやりました．

佐 藤：筑波大の先生にサポートして頂き，第 4 世代シ
ステムのトラヒックを予測してもらった．（急激に需
要が伸びる）カーブを誰も最初は信用しなかった．

渡 辺：今はそれ以上に急に伸びている．当時，あのカー
ブを作れたのは大したものです！

秦  ：今はトラヒック理論もあったもんじゃない．つな
ぎっぱなしだから．アーラン B 式なんてもう使えな
いでしょう（笑）．

  14 mITF の貢献
渡 辺：2000 年以降のイベントで大きかったのはそれが

一つと，あとは mITF（mobile IT Forum：第 4 世代
移動通信システムを検討するフォーラム）で作ったフ
ライングカーペット．

大橋，平松：サービスプラットホームWGを主査とサ
ブとして二人でやらせて頂きました．

佐 藤：あのイメージが 4G そのものです．あのイメージ
を 5G でも作ろうとしています．逆にあれ以上は出て
来ないかもしれませんが．

渡 辺：絵をよく見てもらうと岩波さん（インフォシティ）
がこだわって，当時，クラムシェル型の電話機を描い
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たら，全部消してボタンとツノ（アンテナ）のないデ
バイスの絵に直しました．この時代にはキーボードな
んてないんだとおっしゃって．あれは正にスマホの予
言ですよね．

大 橋：サービスプラットホームWGでいろいろ検討し
て最後に出てきたのは，端末機能とネットワーク機能
が二極で肥大化するという概念でした．当時は言葉も
なかったけど，スマホとクラウドになって，正に検討
してきたことが実現しています．

渡 辺：マルチレディオアクセスもちゃんと入っている
し．あれは大したものです．英語にまで翻訳して普及
させたし．
佐 藤：正にあのとき描いたストーリーを歩んでいます．

あの頃は夢だったけれど，今ではそのうちの幾つかが
具体的に使われています．まだのものも結構あります
が，それが多分次のステップのときに実現されること
になるのでしょう．
渡 辺：mITF は総務省の渡邊克也さんがドライブしてく

れたのが大きい．
佐 藤：政府系じゃできないから，民間でやってくれと．
渡 辺：かつ，人をうまくアレンジしました．電話屋さん

だけでなく，コンテンツ屋さんとかサービス屋さん，
例えば銀行とかの人も集めて下さったのが大きかった．

平 松：�ITF はフォーラムという仕掛けを作ったから
（異なる業界からも）自由に参加できました．

渡 辺：それが今やっている 2020 and Beyond の悩みだ
けど，特別委員でいろいろな人に入ってもらうから何
とかなる？  

  15 5G について
秦  ：こういう歴史的な背景があって議論されてきたこと

を理解すると，15 年とか 10 年での変化点が納得で
きるようになります．
佐 藤：過去にああいう議論をしているから，次のステッ

プのときにそれを糧にできます．
秦  ：1985 年頃は皆純粋だったですよ．このまま（標準

化ができない状況）じゃいかん，恥ずかしいって．3
回同じことを繰り返すのかと．
渡 辺：ARIB の無線方式検討会で，CDMA でも TDMA

でもないソニーさんの提案．あれって実は（今 LTE
の中核技術となっている）OFDMA．純粋に技術だけ
で見ると，どのタイミングでどの技術が出てくるかっ
て結構面白い．CDMA だっていろいろな変遷があっ
て，あのタイミングでうまく出たからいいけれど，そ

うじゃないとうまくいっていたかどうか分からない．
（第 3 世代のときに）TDMA か CDMA かといったら，
当時はCDMAでした．でもまたTDMAに戻りました．

その辺りって，入れ替わりの変遷ですよね．後から
見ると，それがどうしてそうなったかって分かってと
ても面白い．確かにあの当時は OFDMA をやっても
駄目でした．

大 橋：何が足りてなかったのですか？  

渡 辺：例えばアンプ．やっぱり地デジで使われるように
なってから発展しました．

佐 藤：アイデア自体は放送関係で昔からありました．
渡 辺：まず放送で使われるようになって，それからよう

やく通信に来ました．
佐 藤：ETSI の UMTS（Universal Mobile Telecom-

munication System）無線アクセス方式の議論のと
きには，ソニーとテリアとルーセントが OFDM （Or-
thogonal Frequency Division Multiplexing） を 提
案していました．ソニーが ETSI に提案したときに彼
らとマージしました．決して孤立していたわけではな
い．ESTI 内ではベータグループと呼ばれていました．

秦  ：技術って，どのタイミングで出て来て，テイクオフ
するかだよね．実用ベースで．ターゲットは 2000 年
と決まっているのだから，そのときに実用化されない
と困る．LTE だって，地デジでメーカが技術的に磨
かれてできるようになったから実現性が高かった．

渡 辺：かえって通信の方がシンプル．
秦  ：地デジはモード 3 で 5600 サブキャリヤぐらい出し

ています．LTE はそれより少ない．リバースリンク
が問題だけれどもね．でも，基本的なことが見えてき
たら，後は頭を使えば何とかなります．

渡 辺：結局，さんざんやって LTE リバースリンクはシ
ングルキャリヤに落ち着いた．WiMAX はマルチキャ
リヤだけど．

秦  ：でももうこのレベルはやり尽くしちゃったのではな
い？  

渡 辺：いやーその次となるとそうでもないですよ．次は
非直交性・非線形数学の世界じゃない？  ガウス雑音
のような信号がより多くの情報を運べるみたいな一
見怪しげに見える提案がいろいろ出ています．次の次
の世代かもしれないけど , テクノロジーに限界がある
とは思えない．

佐 藤：計算機を使い数学を駆使すれば，テクノロジーは
幾らでも出てくるかもしれません．きっと非線形にな
るんでしょうね．今後は可能な計算量も増大するだろ
うから，これを活用して実現してゆくことになるので
はないのかな？
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  1 はじめに
移動通信システムはこれまで，おおよそ 10 年ごとに

新しい世代に進化してきており，現在第 4 世代方式の
システムの普及が急速に進んでいる．第 1 世代のアナ
ログセルラ方式，第 2 世代のディジタルセルラ方式ま
では各国，地域で異なる方式が導入され互換性のない複
数の方式が運用された．第 3 世代方式では単にディジ
タル化するだけでなくデータサービスの飛躍的な向上を
図るとともに世界統一標準が大きな目標となった．自動
車電話から始まったセルラ方式であったが，携帯電話が
普及すると世界中に持ち歩ける利便性のためにも世界統
一標準は大きな意味を持つことになった．本稿では，第
3 世 代 シ ス テ ム で あ る W-CDMA（Wideband Code 
Division Multiple Access）方式に焦点を当て，その研
究からシステム実験，商用化に至る経緯について述べる．

  2 研究段階
前の世代の方式が商用開始した頃には次の世代の技術

の研究，方式検討が開始され，おおよそ 10 年弱で商用
化に至るというのがこれまでの移動通信の歴史である．

1990 年代初頭に第 2 世代方式が各国で商用開始され
ており，日本では 1993 年に第 2 世代方式である無線ア
クセスに TDMA（Time Division Multiple Access）を
採用した PDC（Personal Digital Cellular）方式による
移動通信サービスが NTT ドコモ（以下，ドコモ）によ
り開始された．その頃，ドコモでは既に第 3 世代の研
究に着手しており，1994 年には無線アクセスとして
CDMA（Code Division Multiple Access）を採用して
設計・開発した研究試作装置によるデータ伝送実験を開
始した．1996 年には ITU-R で第 3 世代方式として標
準化が進められていた IMT-2000（当時は FPLMTS

（Future Public Land Mobile Telecommunication 
Systems）と呼ばれた）が目標とした 2 Mbit/s のデー
タ伝送に成功している （1） 〜 （5）．

第 3 世代方式の研究段階では様々な無線アクセス方
式が検討され，TDMA も含め提案・議論されたが，標

準化が進むのに従って伝送レートの高速化，多様な伝送
レートによるサービスの柔軟な提供等に適した CDMA
が次第に有力となっていった．更に，CDMA には，同
一周波数を隣接セルで利用可能なため周波数配置設計の
煩雑さがない，基地局・移動機間のマルチパス（多重伝
搬路）によって生じるフェージング変動を積極的に利用
できる，連続送信でピーク電力を小さくできる，ソフト
ハンドオーバと呼ばれる複数の基地局と移動機が通信を
継続しながら基地局を切り換えることができる，等の特
長があった．

後に第 3 世代方式として標準化される W-CDMA 方式
の無線アクセスは，ドコモが提案したコヒーレントマルチ
コード DS-CDMA（Direct Sequence CDMA） （1）， （2） が
原型となっているが，その重要な特徴として無線伝送帯
域幅すなわち拡散帯域幅の広帯域化がある（W-CDMA
方式が「Wideband」を冠するゆえんである）．DS-
CDMA は，一次変調した狭帯域データ信号を更に速度
の速い ±1 の値をランダムに取る符号系列で二次変調（拡
散変調とも呼ぶ）を行うことで広帯域に拡散してから送
信するが，提案方式ではこの DS-CDMA を前提により速
いチップレート（ランダム符号系列の値の変化速度で単
位は「cps」（チップ / 秒））を用いて，拡散帯域幅を当時
米国で先行導入されていた cdmaOne 方式（標準規格名
称は IS-95，第 2.5 世代方式に相当）の 1.25 MHz に対
して 4 倍以上の 5 〜20 MHz へ広帯域化している．広帯
域化することにより，マルチパスフェージングチャネル
を伝搬した受信信号をより多くのマルチパス成分に分離
できるため，RAKE 受信機を用いてマルチパス合成した
後の受信品質向上を図ることができるとともに，より多
くの通信ユーザを同時収容できるため，統計多重効果の
増大による大容量化のメリットが得られる．また，拡散
変調に用いるランダム符号系列として拡散率（データ伝
送速度に対するチップレートの比）が可変の階層化直交
符号を採用するとともに動的な可変レートデータ伝送技
術 （6）の適用により，音声などの低速レートサービスと高
速データ伝送サービスが混在するマルチメディアサービ
スを柔軟かつ効率良く収容可能なシステムを実現した．
更 に，3 段 階 セ ル サ ー チ 方 式 の 採 用 （7） に よ り，

W-CDMA方式の研究から 
商用システム開発まで

尾上誠蔵 Seizo Onoe 株式会社ＮＴＴドコモ

ⓒ電子情報通信学会2014
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cdmaOne 方式では必須であった基地局間同期を不要と
できることが大きな特徴となっており，屋内外の幅広い
エリアへのシステム導入を容易とした．

ドコモはコヒーレントマルチコード DS-CDMA の要素
技術の検証を目的に，1994 年頃から拡散帯域幅が
1.25／5／10／20 MHz，チップレートが 0.96／3.84／
7.68／15.36 Mcps の研究試作装置を開発し，2 GHz 帯
で 屋 内 外 における実 験 を行った （3） 〜 （5）．その 結 果，
32 kbit/s の拡散コードチャネルを最大 24 チャネル多重
して 32 kbit/s から 768 kbit/s までのマルチレート伝送
に成功し （3）， （4），更に，60 チャネル多重により 2 Mbit/s
の無線伝送にも成功した （5）．ここで，拡散帯域幅につい
ては，標準化の最終段階で5 MHz帯域幅の規定を優先し，
20 MHz 帯域幅の仕様は削除されることとなったが，結
果として後の LTE（Long Term Evolution）へ進化の余
地を残すこととなった．

二次研究試作ではチップレートを 4.096 Mcps に変更
し，その後の W-CDMA 方式の国内での標準化を提案，
推進していく過程や，次の実証実験や商用開発の開始時
もこの値を採用した （8） 〜 （11）．欧州等の他の W-CDMA
ベースの提案も日本案と整合したチップレートとなって
いたが，第 3 世代方式の国際標準化では，後述のように，
CDMA2000 方式とのハーモナイズの過程でチップレー
トを 3.84 Mcps に再度変更されることになった．なお，
W-CDMA 方式及び CDMA2000 方式のハーモナイズの
議 論 の 過 程 で， そ の 議 論 を 反 映 す る こ と に よ り
W-CDMA 方式提案自身もブラッシュアップされた．先
述のマルチメディアサービス対応や基地局間非同期の実
現方法などがその例である．

  3 実証実験
研究試作によるデータ伝送実験の成功に加えて，シス

テムとしての実証実験も1998年から進められた （8） 〜 （11）．
研究段階での実験では無線区間の信号伝送に主眼を置い
ていたのに対して，システム実証実験では制御系も加え
システム動作の検証も行い，次の商用システム開発の前
段として実施された．

第 3 世代方式の目標の一つは世界統一標準であっ
た （12）， （13）．標準化の場での議論だけでなく，W-CDMA
方式の推進のためにもシステム実証実験の装置開発は意
味のあるものであった．つまり，商用システム開発の前
段の技術確立の目的だけでなく，W-CDMA 方式の普及
促進も大きな目的とした．これは標準化に並行して開発
を進める状況において実施した特別な開発のステップと
もいえる．

ドコモは実証実験装置の調達を国内外に広く提案を
求めるプロセスによって実行した．結果，日本ベンダだ
けでなく海外ベンダも W-CDMA 方式の装置開発に巻き
込んで実証実験を進めることとなり，技術確立とともに
グローバルな仲間作りも狙うことができた．実証実験実

行のポリシーは，国際標準のトレンドに従って仕様を必
要に応じ柔軟に変更すること，暫定インタフェース仕様
を開示すること，各社の実験装置を相互接続試験する実
験環境を提供すること，であった．1998 年後半から国
内のフィールド実験を横須賀地区の 3 基地局及び東京
都心の 4 基地局でそれぞれ実施した．一方，1996〜
1998 年にかけて，欧州，アジア，オセアニアの合計
10 の通信事業者や研究機関と次世代移動通信方式開発
の協力の覚書を締結し，フィールド実験については，シ
ンガポール等との海外での共同実験にも成功した （9）．

実証実験の基地局装置 （10）とその主要諸元を図 1 と表
1 に，システム構成を図 2 にそれぞれ示す．主な要素技
術である RAKE 受信や高速送信電力制御，3 段階セル
サーチ及びソフトハンドオーバ等の機能を実装し，それ
ら機能の高い性能を屋外で実証した．また，大形の機能
試験用移動機に加えて小形携帯機の試作 （11）も行って，
走行中の安定した音声通話，データ伝送とともに，TV
電話，TV 会議などのアプリケーションのデモも行った．

  4 商用システム開発
IMT-2000 は 先 述 し た よ う に 最 大 デ ー タ レ ー ト

2 Mbit/s すなわち「2,000 kbit/s」の実現を目標とした
が，「2000」には「2,000 MHz」帯に「2000 年頃」のサー
ビ ス 開 始 と い う 意 味 も あ っ た． ド コ モ に お け る
W-CDMA 方式の商用システム開発は 2001 年のサービ
ス開始を目指して進められた．3GPP における第 3 世代
方式の標準仕様の最初のバージョンはリリース 99 とい
うように 1999 年 12 月に承認されたが，その後も仕様
変更が繰り返されその安定化には時間を要した．その要
因の一つが，世界統一標準を目指したがゆえに異なる提
案間での対立があり，基本パラメータであるチップレー
トでさえ最後まで調整が続けられたことにあった．具体
的には CDMA2000 方式が採用する現行 cdmaOne 方
式のちょうど 3 倍の 3.6864 Mcps に合わせるべきとい
う議論であった．最終的に 1999 年 5 月に基本パラメー
タの合意がなされ，3GPP 標準仕様におけるチップレー

図1　実証実験の基地局装置
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トが当初の 4.096 Mcps から 3.84 Mcps へと変更が承
認された．ドコモの商用装置開発は 1999 年初頭に当初
のチップレートを想定して既に設計を開始していたが，
標準仕様の変更に対応して設計変更を行った．チップ
レートはハードウェア設計に関わる基本パラメータであ
り，開発進捗へのインパクトは大きいものであった．そ
の後も標準仕様の部分的な変更が続いたがソフトウェア
の変更で対応できる範囲内のものであり，サービス開始
当初の装置仕様としては 3GPP のリリース 99 の 2000
年 3 月版に仕様凍結して進めることにより，2001 年 5
月の試験サービス開始，同年 10 月の本格サービス開始
に至った．

標準仕様の確定までに時間を要したもう一つの要因
は，3GPP での多くの参加者の合意が必要で細部までの
技術仕様の作成に時間が掛かったことである．各国で異

なる第 2 世代の方式を持つという背景もあり，細かな点
で様々な要求条件を盛り込む必要もあった．結果として，
技術仕様はできても運用するパラメータの選択肢が多過
ぎて，実際に運用する際の装置間（特に移動機－基地局
間）の相互接続性確保の困難性が危惧された．（当時，
これを too much flexibility 問題と称した．）特に世界で
最初に運用する計画で進めていたドコモでは，運用パラ
メータが孤立してその後に導入される装置と接続不可と
なる危険を避ける必要があったため，本問題を重要課題
として 2000 年に典型的なパラメータセットを選定する
働き掛けを行った．当時は GSMA（GSM Association）
に ISG（IMT-2000 Steering Group）が設置されており，
この問題をそこに提起し，Radio Parameter Ad-Hoc を
立ち上げてそこでの議論によりパラメータセットを決め
た．最終的には ISG で選定されたパラメータセットを

表1　実証実験用基地局の主要諸元

チップレート（拡散帯域幅） 4.096 Mcps（5 MHz ／キャリヤ）

キャリヤ周波数（上り／下り） 1.92～1.94 GHz ／ 2.11～2.13 GHz

セクタ数 6 セクタ

最大平均送信電力 20 W／セクタ

シンボルレート 16～1,024 ksps

拡散
ショートコード 256～4 チップ長 階層化直交符号，直交ゴールド符号

ロングコード長 下り：10 ms（218 -1 チップ長 Gold 符号を 10 ms 長で打ち切り使用）
上り：216 × 10 ms（241 -1 チップ長 Gold 符号を 216 × 10 ms 長で打ち切り使用）

変調
データ 4 相位相変調（QPSK：Quadrature Phase Shift Keying）

拡散 同上

復調方式 パイロットシンボル同期検波

チャネル符号化／復号 畳込み符号（r = 1/3，K = 7）／軟判定ビタビ復号

ダイバーシチ受信 2 ブランチスペースダイバーシチ＋ RAKE（受信可能 Finger 数 = 8）

図2　実証実験のシステム構成
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3GPP のテスト仕様に反映することにより実効的な意味
を持たせることに成功した．

  5 あとがき
W-CDMA の研究，方式提案，実証実験及び商用シス

テム開発の経緯を述べた．次世代方式の研究から商用化
までは相当の時間を要し，前の世代の商用開始の直後に
はその検討が開始されるのが常であり，第 3 世代方式
である W-CDMA もその一つであった．第 3 世代方式
は世界統一標準を目指したものであり，その実現のため
には標準化の場だけでなく，システム開発の点でも仲間
作りが重要であった．実証実験の目的も単に技術確立だ
けでなく，その仲間作りの場としても活用された．商用
システム開発には多くの課題があり，地道な活動の積み
重ねで W-CDMA の商用サービス開始が実現された （14）．

W-CDMA のサービス開始当初のユーザ数の伸びやグ
ローバルな展開ペースは必ずしも順調とは言えなかった
が，今や W-CDMA は世界中に広がっている．日本では
W-CDMA 単一モード端末が中心だったためサービスエ
リアが十分に拡大され，かつ端末の電池の持ち時間等の
性能改善が進んで初めてユーザ数が伸びたというのが導
入当初の状況であった．また，導入のタイミングも結果
として突出した時期になってしまった．W-CDMA の発
展として開発された LTE は真の意味での世界標準とし
て広がりつつある．LTE は 4G と呼ばれており，その開
発の経緯は 3G の経験を踏まえて，新技術のスムーズな
導入シナリオを十分に考慮し，かつ，技術の成熟性を見
極めながら世界の先頭集団の一員としてのタイミングで
導入された．今後更に 5G の時代を迎えるに当たり，
3G，4G の経験を生かして，早い段階で世界中のプレー
ヤと議論を開始することにより移動通信の更なる発展が
実現することを期待したい．
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  1 はじめに
第 3 世代携帯電話システム（IMT-2000 システム）の

標 準 仕 様 を 策 定 す る 3GPP（The 3rd Generation 
Partnership Project）が発足したのは 1998 年であるが，
その年度の国内の携帯電話の加入者数は約 4,700 万加入
であった．2012 年度末での携帯電話加入者数が約 1 億
4,000 万加入であることから，14 年で 3 倍に加入者数が
伸びたことになる．この加入者数の伸びに従ってネット
ワークを流れる音声トラヒック量についても，通話回数や
通話時間はそれぞれ 1.7 倍，2.3 倍に伸長している．しか
しながら，加入者当りのトラヒックで見れば，通話回数や
通話時間はそれぞれ 0.57 倍，0.76 倍とむしろ減少傾向に
ある（表 1）．一方，携帯電話からのパケットトラヒックは
急速に伸び続け，2012 年度末には，パケット通信が音声
通信の 10 倍以上のトラヒック量を発生するに至っている

（表 2）．IMT-2000 システムでは，HSPA（High Speed 
Packet Access） や LTE（Long Term Evolution）などパ
ケット通信に適した無線やネットワークの機能を追加する
ことでこのパケット通信の伸びに対応してきている．本稿
では，そのような IMT-2000 システムの進展に関して，富
士通が開発したネットワーク装置を中心に紹介する．

  2 IMT-2000 システムの進展
IMT-2000 システムは，携帯電話を介して，音声通話，

画像，データ通信といった各種メディアデータを収容す
るネットワークシステムであり，3GPP にて 1999 年に
アーキテクチャ仕様（リリース 99 仕様）が策定された．
IMT-2000 システムは様々なメディアの収容を目的とし
ていたが，サービス当初は，従来からの音声トラヒック
が主流であった．そのため，ネットワークも回線交換を
処理する装置を中心に構成されていた．しかしながら，
その後の回線交換を上回るパケットトラヒックの伸長に
従い，IMT-2000 システムはパケットトラヒックに適し
たネットワークへと移行して来ている．

図 1 は，IMT-2000 サービス開始後のシステムの進展
を示したものである．IMT-2000 システムは大きくは以
下の三つのシステムに分けられる．
①�サービス当初（2000 年代前半）の回線交換を主
体とした3Gシステム

②�パケットトラヒックの伸長に対応するために IP用
にエンハンスされた 2000 年代後半の 3.5G シス
テム

③�現在（2010 年代前半）のパケットトラヒック処
理に特化した3.9G（LTE）システム＊1

＊1 3.5G，3.9Gはいずれも国際標準上の名称ではないが，
本稿では，3Gシステムのうち，HSPAなど高速パケッ
ト通信用にエンハンスされたシステムを3.5Gと，LTE
及びEPCとして規格化されたシステムを3.9Gシステ
ムと，それぞれ記載する．

IMT-2000ネットワーク
装置

武智竜一 Ryuichi Takechi （株）	富士通研究所

ⓒ電子情報通信学会2014

図1　IMT-2000システムの進展

表1　携帯電話加入者数と通話回数・通話時間
1998 年度末 2012 年度末 伸び

携帯電話加入者数
（PHS 含む） 4,731 万 14,113 万 3.0 倍

総通話回数 345.6 億回
（2.00 回）

590.8 億回
（1.15 回）

1.7 倍
（0.57 倍）

総通話時間 10.3 億時間
（215 秒）

23.2 億時間
（162 秒）

2.3 倍
（0.76 倍）

（括弧）は，加入者・日当りの値．表中の数値は文献（1）による

表2　携帯電話加入者の1日当りトラヒック（2013年3月）
上り 下り 合計

パケット通信量
（加入者・日当り） 3.5 MByte 29.8 MByte 33.3 MByte

音声通話量
（加入者・日当り） 1.5 MByte 1.5 MByte 3.0 MByte

表中の数値は文献（1）による．音声通話量については，音声通話の平
均トラヒックを64	kbit/s と仮定し，通話量（MByte）に換算した
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富士通では，当初より 3GPP での標準策定へ参画と
するとともに，並行して基地局や交換機といったネット
ワーク装置の開発に取り掛かってきた．それぞれのシス
テムにおけるネットワーク構成やネットワーク装置につ
いて，次章以降に解説する．

  3 3G システム
携帯電話から Web ブラウジングやメールの送受信を

行える携帯電話 IP 接続サービス（ブラウザフォンサー
ビス）は，1999 年頃から国内の携帯電話事業者各社よ
り開始された．その後，着実にサービス利用者が伸び，
2001 年には，携帯電話加入者の約 70％が同サービス
を契約するまでに至っている＊ 2．3G システムの開発を
行った 1990 年代末から 2000 年代初頭は，携帯電話が，
音声通話端末から情報端末へとその位置付けを変えつつ
ある時期であった．したがって，3Gシステムは，音声サー
ビスを中心としながらも，パケットサービスの進展を意
識したネットワークや装置構成となっている．

3G システムは，当時，欧州などを中心に普及してい
た第 2 世代携帯システムの GSM（Global System for 
Mobile communications）をベースとして 3GPP で仕
様化された．無線方式としては，W-CDMA（Wideband 
Code Division Multiple Access）方式を採用している．
図 2 に，IMT-2000 3G システム構成を示す．3G システ
ムにおけるネットワークは，無線基地局装置（BTS：
Base Transceiver Station），無線ネットワーク制御装置

（RNC：Radio Network Controller），及 び IMT-2000
用交換機により構成される．IMT-2000 交換機は，音声
などの回線交換を処理する MSC（Mobile Services 
Switching Centre） と パ ケ ッ ト の 処 理 を 行 う GSN

（General Packet Radio System Support Node）によ
り構成される．
　（1）無線基地局装置（BTS）

IMT-2000 無線基地局（BTS）は，無線アクセス方式
として W-CDMA 方式を採用し，音声やデータ通信など
様々なデータを転送することを特徴としている．富士通
では，1990 年代前半から W-CDMA 方式の研究開発を
進め，フィールド実験等を通じた基本的な W-CDMA 伝
搬実験等を行ってきた．1997 年には W-CDMA 方式を
採用した無線基地局装置と RNC・交換機模擬装置の試
作を行い，ネットワークとしての動作検証を行った（図
3）．この試作装置は，通信事業者の協力の下 1999 年に
は英国ブリストル市などで商用化に向けた実証実験を
行った．この実験を通じて，電波伝搬特性やハンドオー
バ特性，呼接続機能確認など，実フィールドでの 3G シ
ステムとしての特性検証を行い，検証結果を商用機開発
へと反映させた（図 4）．

＊2 2001年12月の携帯電話加入者は約6,700万加入に対
し，携帯電話IP接続サービス契約者数が4,700万加入．
文献（2）から．

　（2）無線ネットワーク制御装置（RNC）
無線ネットワーク制御装置（RNC）は，複数の無線

基地局を収容し，移動機との無線リソース管理や呼接続
制御，モビリティ制御などを実現する装置である．後述
の IMT-2000 交 換 機 と 同 様 に ATM（Asynchronous 
Transfer Mode）スイッチをベースに，IMT-2000 で必
要とされる移動交換特有の機能（ハンドオーバ処理や無
線 MAC レイヤ処理など）機能を具備している．また，
様々な種類のデータを処理するための優先制御など
ATM ベースの品質制御も具備している．
　（3）IMT-2000用交換機

IMT-2000 のサービス当初は音声を中心としたトラ
ヒックが主流であるが，その後は，IP 接続サービスなど，
様々なメディアトラヒックが増加することが予想され
た．そのため，トラヒックの伸びに合わせて，回線交換

（MSC）処理とパケット交換（GSN）処理を一元的に収
容可能な IMT-2000 交換機の開発を行った．転送系に
ついては ATM 技術を採用し，ATM 上で回線交換処理
機能とパケット交換処理機能の両方を実施することで，
交換機の一元化を実現している．特に，音声については，
モバイル用の低ビットレート音声を収容するAAL（ATM 
Adaptation Layer）タイプ 2 を導入している．AAL タ
イプ 2 は，圧縮符号化された複数の音声チャネルを一
つの ATM セルに多重することにより高効率な転送を可

図3　�IMT-2000無線基地
局試作装置（左）と
RNC・交換機模擬装
置（右）（1997年）

図4　�英国ブリストル市で
実施した W-CDMA
フ ィ ー ル ド 実 験
（1999年）

図2　IMT-2000�3Gシステムの構成



112 通信ソサイエティマガジン No.30  秋号 2014

能としている．また，固定網との接続や既存のサービス
装置との接続のために STM（Synchronous Transfer 
Mode）交換機能も備えている．

  4 3.5G システム
IMT-2000 サービスの普及とともに，ネットワーク上

でのユーザの主要なトラヒックは，携帯端末による音声
トラヒックから，インターネットアクセスや動画伝送と
いったパケットトラヒックに急速へ移行しつつあった．
そこで，IMT-2000 ネットワークも従来の回線交換・パ
ケット交換のアーキテクチャから，パケット交換システ
ムを中心としたアーキテクチャに移行した．図 6 に
IMT-2000 3.5G システムの構成を示す．3GPP では，
音声も含めた様々なメディアサービスをパケット交換上
で実現する IMS（IP Multimedia Subsystem）が仕様
化された．また，並行して，従来の回線交換（MSC）
については，呼処理といった制御部分を MSC-S（MSC 
Server） が 担 当 し， 転 送 部 分 を MGW（Media 
Gateway）が担当する仕様が追加された．これにより，
IMT-2000 は，パケット交換のみならず，回線交換につ
いても，IP プロトコル上で実現可能なアーキテクチャ
となった．

そのような，AIPN（All IP Network）アーキテクチャ
への移行の中で，無線方式においても，パケット交換に
適した HSPA（High Speed Packet Access）方式が，

3GPP リリース 5 及びリリース 6 として仕様化された．
HSPA では，①基地局〜端末間の電波状況に応じて変調
方式と誤り訂正符号を適応的に調整する適応変調方式

（AMC：Adaptive Modulation and Coding Scheme），
②転送データの誤りの際に元受信データと再送データを
合成することで転送能力を向上させる HARQ（Hybrid 
Automatic Repeat Request），③複数ユーザで共有さ
れた無線チャネルのリソース割当管理を行うスケジュー
リングなどの技術を採用することで，14.4 Mbit/s（下
りの場合）までの転送を可能としている．

  5 3.9G システム
2009 年 3 月に 3GPP リリース 8 として標準仕様が定

められた LTE は，下り 100 Mbit/s 以上，上り 50 Mbit/s
以上の高速通信を目的としている．HSPA と同様，パケッ
ト転送のみの仕様であり，音声サービスについてはパケッ
ト交換上の IMS にて実現するか，若しくは，3G／3.5G
の回線交換の能力を使った CSFB（Circuit Switched 
Fallback）方式にて実現する．

ネットワーク構成としては，ノード階層の単純化が図
られている．すなわち，3G システムでは，基地局，
RNC，GSN と 3 階層のノード構成であったが，LTE では，
基地局，EPC-GW（Evolved Packet Core Gateway） ／
MME（Mobility Management Entity）と 2 階層のノー
ドに単純化されている．また，WiMAX，無線 LAN といっ
た，3G／LTE 以外の無線システムの収容や無線システ
ム間連携を可能としている．図 7 に IMT-2000 3.9G シ
ステムの構成を示す．
　（1）LTE無線基地局装置（eNodeB）

LTE では，無線方式として，①ユーザの無線環境に
応じて伝送効率の良い高いサブキャリヤを割り当てるこ
と で 高 い 周 波 数 利 用 効 率 を 実 現 す る OFDMA

（Orthogonal Frequency Division Multiple Access），
②基地局と端末間で複数のアンテナを用いて送受信を行
うマルチアンテナ（MIMO：Multiple Input Multiple 
Output）などの技術を採用することにより高速通信を

図7　IMT-2000�3.9Gシステムの構成

図5　RNC及び交換機の構成

図6　IMT-2000�3.5Gシステムの構成
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提供している．富士通ではこのような技術を用いた LTE
無線基地局装置の開発を進め，2007 年に，下り（ネッ
トワークから端末方向）伝送において最大 900 Mbit/s
の伝送能力を持つ LTE 無線基地局装置の試作に成功し
ている．その後，製品版の開発やフィールド実験（図 8）
を進め 2010 年から LTE 無線基地局装置の出荷を行っ
ている（図 9）．
　（2）フェムトセル

近年のスマートフォンやタブレット端末の急速な普
及により，ネットワークを流れるデータ量が急激に増加
している．そこで，基地局がカバーする範囲を小さくし，
範囲内のユーザ数を少なくすることで，ユーザ当りの通
信量を増加させる小セル化が進展しつつある．富士通で
は，特にトラヒックが多く発生する屋内での高速通信を
実現する小形基地局「BroadOne LTE フェムトセル」
を 2012 年に開発した．「BroadOne LTE フェムトセル」
は，①屋内に設置してブロードバンド回線に接続するだ
けで簡単に利用できる，② LTE フェムトセル本体が，
マクロセルとの干渉を軽減する，③ LTE と Wi-Fi のシー
ムレスな切換ができるなど，利用者の体感品質の向上や
移動通信事業者の設置コスト・運用コストの低減を図っ
ている（図 10）．
　（3）コアネットワーク装置（EPC）

EPCについては，モバイルネットワークにおけるグロー
バルベンダであるノキアソリューションズ & ネットワー
クス社との協業により，国内の通信事業者向けの EPC-

GW の開発を行った．EPC-GW は，ハードウェアとして
Advanced TCA（Telecom Computing Architecture）
を採用しており，高い可用性や信頼性，スケーラビリ
ティ，及び大容量のユーザ収容やスループットを実現す
ることで通信事業者の運用条件に対応可能な構成となっ
ている．

  6 おわりに
富士通では，1990 年代の半ば頃から，W-CDMA 無

線伝送方式や ATM による携帯電話ネットワークの収容
など IMT-2000 に関する要素技術の研究を進めてきた．
そして，3GPP が発足した 1998 年頃から，本格的に
IMT-2000 ネットワーク装置の開発を開始し，以来 15
年にわたり，基地局や交換ノードなどの開発・出荷を行っ
てきている．3GPP では，現在，第 4 世代の通信方式と
しての LTE-Advanced の検討が進められている．富士
通においても，ユーザに対し複数の周波数帯域を束ねて
同時に使用することでユーザスループットの向上を図る
CA（Carrier Aggregation）や同時に複数のアンテナを
使用する MIMO を拡張することにより高速転送を実現
するための研究，開発を進めている．また，更なる通信
容量の増大やネットワークとクラウドシステムとの統合
を目指した，第 5 世代の通信システムについても，今後，
積極的に研究，開発を推進していく予定である．

■ 文献
（1） 総務者情報通信データベース，　“通信量から見た我

が国の音声通信利用状況（年度），”及び，“我が国の
移動通信トラヒックの現状，”http://www.soumu.
go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin06.html 

（2） 一般社団法人 電気通信事業者協会，“携帯電話 /IP
接続サービス /PHS/ 無線呼出し契約数，”http://
www.tca.or.jp/database/index.html

武智竜一 （正員）
1988東大・工・電気卒．同年，富士通

（株）に入社．以来，ISDNシステム，
ATMシステム，移動通信システムの研
究開発に従事．現在，（株）富士通研究
所ネットワークシステム研究所所属．

図8　LTE無線基地局装置を使ったフィールド実験

　　　 　　　

BBU
（Baseband�Unit）

RRH
（Remote�Radio�Head）

図9　LTE無線基地局装置（屋外設置タイプ）

図10　屋内小形基地局「BroadOne�LTEフェムトセル」
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  1 はじめに
日本のモバイル通信は，1990 年代にそれまでのアナ

ログシステムから第 2 世代ディジタルシステムにシフ
トし，2000 年代になって更に高速で大容量の第 3 世代
システムが導入された．これとともに，モバイルサービ
スも電話中心からデータ通信中心時代へと移行し，イン
ターネットとの結び付きもますます強まることになっ
た．その後，2007 年の iPhone 登場をきっかけとした
世界的なスマートフォン（スマホ）シフトの流れの中で，
日本のモバイルサービスはその存在感が徐々に薄くなっ
てきたが，第 3 世代システム時代に導入された新サー
ビスの多くはこのスマホ時代においても必須のサービス
として育ってきており，世界的なモバイル通信の発展に
も多大な貢献をしたと言えよう．

本稿では，KDDI/au における第 3 世代システム時代
の主要な商品・サービスの開発と実用化の状況をレ
ビューし，その後の LTE（Long Term Evolution）に
よる第 4 世代システムへの進化の中でそれらが果たし
た役割や位置付けを考察し，今後の発展方向についても
展望する．

  2 KDDI/au の第 3 世代サービス
第 2 世代システム時代の 1995 年頃から LTE システ

ム導入直前の 2010 年頃までの日本のモバイル市場の発
展マイルストーンを図 1 に示す．本格的なスマホの時
代が到来するまで，日本のケータイはその機能やサービ
スにおいて常に世界をリードしてきた．

KDDI の第 3 世代システムは，図 2 に示すように
2002 年春に導入した CDMA2000 1x システムがこれに
相当し，その後 2003 年秋にデータ専用の 1x EV-DO

（Evolution Data Only）システムを導入した（サービス
名は WIN）．図 1 に示した日本のケータイサービスの導
入事例の中で，GPS 機能付きケータイや「着うた  ®」と
呼ばれる音楽ダウンロードサービスなどは，KDDI が実
用化の先べんをつけた．以下，第 3 世代システム時代に
おける KDDI の主なサービスやアプリケーションについ
て，その開発や実用化の状況を振り返ることとする （1）．
　①GPSによる位置情報サービス

KDDI は GPS 受信機能を組み込んだ携帯電話を世界
に先駆けて 2001 年に商品化し，第 3 世代システムの目
玉の一つとして高精度な位置情報を利用した各種サービ
ス（gpsOne ®）を推進してきた （2）．実際に GPS 機能付

きケータイを商品化するに当たっては，技
術的にもいろいろな難しさがあり，ビル影
のような GPS 衛星が直接見えにくい場所で
もそれなりの位置情報を提供するために，
通常の GPS 機能に加えて，基地局と連携し
た シ ス テ ム（AFLT：Advanced Forward 
Link Trilateration）を実用化した（図 3）．
また，このような位置情報機能を活用した
道案内サービス（eznavigation）などを合
わせて導入した．その後，この位置情報サー
ビスは，営業マンや業務用の車などの位置
情報を会社側で簡単に把握できる GPS 
MAP と呼ばれる法人系サービスなどでも広
く採用された．
　②音楽ダウンロードサービス

KDDI は第 3 世代システムの高速データ通

KDDI/auにおける
商品・サービス開発への取組み

安田　豊 Yutaka Yasuda （公財）	KDDI 財団

ⓒ電子情報通信学会2014

図1　日本のモバイル市場の発展
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信機能を活用して，EZ ムービーと呼ぶ映像系サービス
（ケータイで映画などを視聴したり，ビデオを撮って友人
のケータイに送るサービスなど）を開始した．また，こ
の EZ ムービー対応端末に実装されていた MP3 の情報
圧縮技術を活用し，歌のさわり部分（15〜30 秒）を端
末にダウンロードしてケータイの着信音などに設定でき
る「着うた」サービスを 2002 年末に導入した．その後，
このサービスの利用が急拡大し，2004 年秋にはフル楽
曲（3〜4 分 ） を HE-AAC（High Efficiency Advanced 
Audio Coding）方式により高効率圧縮した音楽ダウン
ロードサービス（「着うたフル ®」）も開始した（図 4）．
本サービスは，その後，LISMO ®（au Listen Mobile 
Service）と呼ぶ音楽を中心とした総合 AV コンテンツ
サービスに発展していった （3）．なお，これらのサービス
に必須の著作権保護技術（DRM）として KDDI 研究所
の独自技術を採用し，これはその後の関連コンテンツサー
ビスの普及拡大にも貢献した．

また，このような大容量コンテンツのダウンロード
サービスの利用拡大を主目的として，戦略的な料金施策
である「EZ フラット（パケットの定額料金メニュー）」
を合わせて導入した．その後，パケット利用の少ない月
には料金を低く抑えることができ，利用が増えた月にも
一定量以上のパケット利用では料金がフラット（定額）
になるような「ダブル定額」料金メニューを複数導入し

（図 5），これが大きなヒット施策となった．このダブル
定額料金メニューの導入によって，KDDI/au のマルチ
メディアサービスの利用が伸び，多様なコンテンツサー

ビスの利用が拡大した．
　③モバイルコマースサービス

第 3 世代携帯電話を利用したモバイスコマースサー
ビス拡大に向けた取組みが 2000 年以降，国や民間レベ
ルで積極的に続けられてきた（例えば，筆者が部会長を
務めている ARIB のモバイルコマース部会など）．KDDI
としてもこのような時代を想定して携帯電話に IC カー
ド（UIM：User Identity Module）を搭載するための
技術開発を進め，CDMA2000 方式の第 3 世代携帯電話
システムにおいても，機種変更時の利便性なども考慮し
て端末への UIM 搭載が標準となった．

一方で，日本が標準仕様化をリードしたタイプ C（フェ
リカ ®）による非接触 IC チップ搭載の携帯電話「おサ
イフケータイ ®」が 2004 年以降，各社から順次発売さ
れた．これにより，そのような端末が利用可能な店舗や
鉄道の改札ゲートなど実世界でのケータイ活用が促進さ
れ，非接触 IC チップ搭載の携帯電話のコマースサービ
ス分野への活用において日本が世界の先陣を切ることと
なった．

KDDI は，このようなモバイルコマース技術の応用範
囲が，それまでの料金の回収や決済サービスのみならず，
本人確認・認証のための個人（端末）ID サービスなどに
も拡大していくことを想定して，赤外線活用の携帯決済
サービスのトライアルを推進し，その後，国際的な普及
標準方式をにらんで，タイプ C のみならずタイプ B によ
る非接触 IC チップ搭載の携帯電話の技術開発（図 6）や
サービストライアルを実施した．その成果が，現在の

図4　「着うた」�サービスの導入と発展

図5　ダブル定額料金体系（2005年当時の例）図3　eznavigation のシステム構成と測位精度

図2　KDDI/auの3Gシステムの進化（2006年作成資料）
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NFC（Near Field Communication）チップ搭載のスマ
ホ活用の各種サービス展開にも結び付いている．
　④携帯電話によるワンセグ受信サービス

第 3 世代システムの実用化後，高速データ通信サー
ビスを定額料金で受けられることになり，携帯電話での
動画像のやり取りも本格化したが，そのような流れの中
で，地上波テレビのディジタル化に合わせて携帯電話で
もワンセグ TV 信号を受信できるサービスが 2006 年に
実用化された．図 7 は，KDDI で技術開発をした TV コ
ンテンツの蓄積再生や TV 直接受信が可能なタイプの携
帯電話の試作機である．その後，KDDI ではディジタル
FM の実用化検討と連携して 3 セグ放送受信可能な携帯
電話の開発も進め，FM 放送の同報機能を利用して音楽・
ビデオなどのコンテンツを携帯端末に一斉にダウンロー
ドしておき，蓄積されたコンテンツを再生可能な鍵を必
要に応じてネットワークから入手すれば各端末で自由に
再生できる新サービスの開発も進めたが，本サービスは
放送と通信の境界議論の中で当面は実用化が困難と判断
され，残念ながらその導入は見送られた．
　⑤  BREWによるアプリケーションプラットホーム

携帯端末向けのアプリケーションプラットホームとし

て は，第 2 世 代 シ ス テ ム 向 け 端 末 で は
ezplus と呼ばれる Java ベースのものを搭載
し，主としてゲームなどのアプリサービスを
提供してきた．その後，第 3 世代システム導
入後の 2003 年に Qualcomm 社開発のプ
ラットホーム BREW ®の導入を開始し，デー
タサイズも大幅に拡張した．これにより，大
容量のゲームアプリや各種コンテンツサービ
スでの利用のほか，アプリケーションソフト
開発の柔軟性確保や動作の高速性を生かし
た企業向けのオーダメイド型各種アプリの搭
載なども可能になった．
　⑥ 車向け通信モジュールなど

KDDI は，車向けの通信モジュールの開
発を積極的に進め，第 3 世代システムの通
信端末を内蔵したモジュールをトヨタ社の
G-Book サービス（2002 年開始）向けなど

に提供してきた．このような通信モジュールは，車のほ
かにもココセコムなどの盗難防止用の端末や子供の居場
所確認用などにもその利用が拡大し，最近の Internet 
of Things ブームの先駆けにもなった．

  3 主要技術・サービスのその後
　（1）　位置情報サービスの普及拡大

第 3 世代サービスの目玉の一つとして au が実用化に
特に力を入れた GPS 活用の位置情報サービスは，導入
当初はプライバシー問題への懸念もあり「ケータイサー
ビスにそこまでの精度が本当に必要なのか？」という競
合他社からの声もあったが，その後順調に利用が拡大し，
スマホ全盛の今では世界的な標準サービスの一つとなっ
ている．また，2020 年の東京オリンピックまでに更に
拡充が計画されている日本の準天頂衛星システムなども
活用すると，GPS による位置推定の精度を数 cm 程度
まで改善できる可能性もあり，今後，M2M（Machine 
to Machine）・センサネットワーク技術や乗り物の自動
運転技術などとも組み合せて，都市部や郊外部における
タウンカーや農業用トラクターへの応用など，人向けの
携帯端末に限らない幅広い分野でディジタル地図と組み
合せた位置情報技術の活用が期待される．
　（2）　コンテンツサービスのオープン化

第 3 世代においては，コンテンツサービスは各ケー
タイキャリヤが直接提供する垂直統合型のものが多く，
キャリヤにバンドルされたコンテンツの全盛時代であっ
た．図 8 に au の提供コンテンツ例を示す．ただ，その
後のスマホ登場によるグローバルオープン端末の利用拡
大とともにこのような垂直統合型のコンテンツサービス
は縮小傾向となり，一方でアップルやグーグルなどの
OTT（Over the Top）事業者が提供するコンテンツサー
ビス，あるいはインターネット上のオープンコンテンツ
の利用が拡大した．結局，かつてケータイキャリヤが垂

図7　通信・放送連携移動機（2004年開発試作品）

図6　決済サービス向け端末の開発例
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直統合モデルにより囲い込んでいたコンテンツサービス
は，今は OTT 事業者が独自のビジネスモデルでまた囲
い込んでいる構図となっているが，最近では，HTML5
などの Web アプリを活用して端末の OS に依存せずに
楽しめるコンテンツサービスやアプリケーションも増え
てきており，オープンな新 OS（Mozilla の Firefox OS
など）をベースとした携帯端末の開発を推進する動きも
加速している．
　（3）　テレビ・車とスマホとの融合

第 3 世代システムでは，ワンセグ TV 信号のケータイ
受信も含めて，いろいろなコンテンツを全てケータイで
提供しようという傾向が強かった．ただ，家庭用テレビ
もディジタル化の後，より高品質な 4K ／ 8K サービス
などの提供が期待される時代となり，通信・放送連携サー
ビスとして，インターネットやスマホを活用しながら大
画面のテレビを楽しむというスタイルも重視される状況
となってきた．このため，KDDI も CATV 会社との連
携を強めながら，アンドロイドベースの TV 向け STB

（Set Top Box）なども開発・商用化しスマホやタブレッ
ト端末との連携サービスを推進している．

これと同様に，車とネットを結び付けて各種クラウド
を利用しつつ，スマホなどの個人向け情報端末を車の中
で便利に活用しようという動きも加速している．KDDI
は車載用の通信モジュールの開発・実用化にも早くから
着手し，また，2002 年に設立された日本の「インター
ネット ITS 協議会」にも積極的に参加するなど，第 3
世代サービス開始当初から車と通信（ケータイ）との連
携検討を推進してきたが，それが花開く時代がいよいよ
到来しつつある．
　（4）　モバイルコマース・認証ビジネスの拡大

2 章で述べたように，KDDI はモバイルコマースの中
で，特に個人・ID 認証の分野にもいずれはケータイ（ス
マホ）の利用が拡大されると考え（図 9），ARIB のモ
バイルコマース部会での活動を含めて関連技術の開発検
討を進めてきた．日本では昨年，マイナンバー法案が成
立したことに伴い，共通番号（いわゆるマイナンバー）
に基づいた公的個人認証分野へのスマホ応用などもいよ
いよ現実味を帯びてきたと言える．今後は，NFC や

UIM 活用などの諸外国での動きもよく見極めながら，
日本としてこのような分野へのスマホ応用サービスを着
実に実現していけばそれが世界に広がることも大いに期
待できる．

  4 あとがき
本稿では，KDDI/au における第 3 世代携帯電話シス

テムの代表的なサービス・アプリケーションをレビュー
し，更にその後の展開について今後への期待も含めて概
説した．日本における第 3 世代システムは，特にモバ
イルインターネットの発展と本格的なマルチメディア
サービス普及のドライブフォースとなり，その応用分野
においても世界をリードする最先端技術・サービスが
次々と実用化され，スマホ／ LTE 時代の今，世界のス
タンダードとなっているものも多い．

一方で，日本特有の垂直統合型の端末やサービスに固
執し過ぎてオープン化，グローバル化への取組みが遅れ，
iPhone 発売をきっかけとしたスマートフォン時代に日本
のケータイ文化そのものが「ガラパゴス」と揶揄される不
本意な事態も招いてしまった．これは，日本が優れた技
術を有するがゆえに全てを小さな携帯電話の中で実現し
ようという局所最適化意識が強過ぎたからとも言える．

第 3 世代システムの後半から LTE 時代にかけては，
インターネットの発展に加えて，スマホの普及拡大，
SNS サービスの伸長，そしてクラウド型サービス利用
の本格化などによりモバイルネットワークを流れるトラ
ヒックも急伸した．このため，現在ではモバイルシステ
ム側としても Wi-Fi をはじめとする多様な無線システ
ムや有線ネットワークの積極的活用を図りつつ，テレビ
や車などの関連プロダクトと連携するためのセンタデバ
イスあるいはゲートウェイとして携帯電話（スマホ）を
活用しようとする機運が拡大している．これは KDDI
が 2005 年に発表した「ウルトラ 3G」の基本コンセプ
ト （4）（図 10）にも沿っており，今や世界の主要オペレー
タに共通の課題認識ともなっている．

今後の M2M やセンサネットワークの拡大，あるいは

図9　�モバイルコマース基盤の発展� �
（ARIBモバイルコマース部会関連資料：2007年）

図8　第3世代システム時代の主要コンテンツ例（au）



118 通信ソサイエティマガジン No.30  秋号 2014

ウェアラブル端末の普及を含めたマルチデバイス，マル
チスクリーン時代への移行を念頭において，第 3 世代
システムの時代に技術開発やサービス化検討を行った内
容をもう一度クールに評価分析し，オープンでグローバ
ルな時代のユーザ志向やサービストレンドに沿った形で
具体的な商品化の取組みを強化することは，日本が情報
通信や関連プロダクトの分野で再度世界をリードしてい
く上で意義のあることと考える．
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  1 はじめに
2001 年 5 月 30 日，世界に先駆けて，W-CDMA 方

式に基づいた第 3 世代移動通信サービス（IMT-2000：
International Mobile Telecommunications-2000）が，
東京 23 区，横浜市及び川崎市の一部地域で NTT ドコ
モにより試験サービスとして開始された．第 3 世代移
動通信サービスの登場は，その高速・広帯域な通信サー
ビスや高度化した機能により，本格的なモバイルマルチ
メディア時代の到来を告げるものであった．

本稿においては，IMT-2000 サービス開始当初のネッ
トワークサービス，アプリケーションサービスについて，
その特徴や概要を説明する．

第 2 世代移動通信方式であるディジタル自動車電話
方 式（PDC：Personal Digital Cellular） 及 び，PDC
移 動 パ ケ ッ ト 通 信 シ ス テ ム（PDC-P：PDC mobile 
Packet data communication System）において提供さ
れたサービスやアプリケーションは，留守番電話サービ
スに代表される音声通話系サービスと最大 50 文字のテ
キストメッセージを送受信できたショートメール，そし
て，1999 年 2 月からサービス開始された i モードに代
表されるモバイルインターネット等であった．

ドコモでは，IMT-2000 の開始当初に提供するサービ
スを検討するに当たり，今後の移動通信の発展，普及・
拡大のために IMT-2000 の特徴を存分に生かし，訴求
していきたいと考えた．具体的には，ネットワークサー
ビスでは，SMS（Short Message Service）やマルチコー
ルなどであり，アプリケーションとしては，静止画像や
音楽，ショートクリップ動画像といった大容量コンテン
ツを扱える IMT-2000 向け i モード，更に映像配信，
TV 電話といったビジュアル通信系のサービスなどであ
る．

また，このようなサービス・アプリケーションを実現
するためにモバイル端末において，大きなデータである
マルチメディアコンテンツを扱えるよう新たなコンセプ
トにより企画・開発を実施してきた．

  2 IMT-2000 で提供した 
   主なサービス

2.1　ネットワークサービス
グローバルサービスを目指すIMT-2000のネットワー

クサービスについては，基本的に標準化に則した仕様に
よる展開を検討した （1）．

し か し，IMT-2000 で の 標 準 化（3GPP：The 3rd 
Generation Partnership Project） 仕 様 で は，GSM

（Global System for Mobile communications）サービ
スがベースとなっていることから，必ずしも PDC，
PDC-P で提供してきたサービスと互換性があるわけでは
なかった．PDC，PDC-P で展開してきた独自のサービス
の中で，ユーザ利用実績の高いサービス（例：留守番電
話サービス，着信転送サービスなど）や社会的に必要性
の高いサービス（例：迷惑電話ストップサービス，ドラ
イブモードなど）については，既存ユーザの利便性も十
分考慮し，IMT-2000 の提供開始当初からサービス提供
を行った．

一方，IMT-2000 の特徴が訴求できると考えて対応し
たネットワークサービスとしては，SMS，マルチコー
ルサービスなどがある．

SMS は，限られたサイズの文字メッセージ（ショー
トメッセージ）を次世代移動機間で送受信することを目
的に提供したサービスである．基本的な仕様は，GSM
で提供されていた SMS に準拠している．送受信可能文
字数は UCS-2 コードで最大 70 文字，デフォルトアル
ファベットで最大 160 文字で，受信側移動機が圏外で
あってもネットワーク側で 0〜3 日間（メッセージ送信
者が設定可能）メッセージを保存することも可能となっ
ている．また，送信者への送達完了通知機能にも対応し
ている．

マルチコールは，IMT-2000 における特徴的サービス
であり，回線交換呼とパケット通信を同時通信可能とす
ることでよりフレキシブルな通信手段を提供し，ユーザ
利便性向上及び移動通信の利用領域拡大を図ることを目
的としたサービスである．

NTTドコモにおける 
商品・サービス開発への取組み

平松孝朗 Yoshiaki Hiramatsu （株）	NTTドコモ・ネットワーク部

ⓒ電子情報通信学会2014
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回線交換呼（音声）1 コネクションとパケット通信呼
1 コネクション（同一移動機が同時に Activate 可能な
PDP context 数が 1）の同時通信を基本機能として提供
された．同時通信時の各呼は独立に制御され，個別の相
手先に同時に呼設定及び呼開放することを可能とした．

音声通信中においてもパケット発信及びパケット着
信が移動機自身の操作または移動機をパソコンと接続
し，パソコンの通信ソフトからの操作で可能となる．同
様に，パケット通信中においても音声発信及び音声着信
が移動機からの操作で可能となる．このパケット通信中
の音声着信に対しては，音声単独での着信時と同様に
ユーザの移動機操作で留守番電話センタへ接続したり，
転送電話サービスを起動すること（加入者選択操作）が
可能であった（表 1）．

本サービスによって通話中に i モードを利用した移動
機のブラウザでの情報検索やメールの送受信が可能とな
り，お客様の利便性向上と利用シーンの拡大を図ること
ができた．

2.2　アプリケーションサービス（iモード）
2.2.1　i モードサービスの概要

高速データ通信が可能な IMT-2000 の開始によって，
特にデータ通信サービスは，テキスト中心のサービスか
らマルチメディア情報と言われる大容量のコンテンツが
扱えるようになり，デバイスの進化と合わせて，ますま
す魅力的な進化を遂げていった．

IMT-2000 での i モードサービスを説明するに当たっ
て，その前に，PDC，PDC-P などの第 2 世代移動通信サー
ビスにおいてサービスが開始され，現在のスマートフォ
ン時代においてもモバイルマルチメディアサービスの礎
として発展し続けている「モバイルインターネットサー
ビス」について，触れておくことにしたい．

i モードが登場する前の第 2 世代移動通信システムで
提供されていたサービスやアプリケーションは，留守番
電話サービスに代表される音声通話の付加サービスとし
て提供されるものが中心で，データ系サービスとしては
ショートメッセージをはじめとするテキスト中心のメッ
セージ交換サービスが主流であった．そのようなマー
ケット環境の中で，1999 年 2 月 22 日に NTT ドコモ
により開始された i モードサービスの登場は，携帯電話

の端末のみでインターネット接続を可能とし，これまで
インターネットと接点のなかったユーザも容易にサービ
ス利用することができたことで，携帯電話市場の拡大と
ともにモバイルマルチメディアの新たな市場を形成して
いった （2）．

サービス開始当初の i モードが提供した主な機能・
サービスは次のような内容であった．
（1）「i モード」対応端末から i モードメニュー（ポー

タルメニュー）にアクセスし，そこで提供される公式サ
イトサービス．ポータルメニューで用意されたコンテン
ツポートフォリオを以下に示す．
【取引系】銀行の残高照会，振込，航空機やコンサー

トのチケット予約などオンラインサービス
【データベース系】レストランガイド，電車の乗り換

え案内，辞書検索などデータベースとして利用価値の高
いコンテンツ
【情報系】国内外のニュースをはじめ，各地の気象情

報・タウン情報など即時性を持つ情報
【エンターテイメント系】画像配信，着信メロディ配

信，オンラインゲームなど娯楽性の強いサービス
（2）「i モード」対応端末から直接インターネットに

接続し，公式メニュー以外に自然に増殖した「i モード」
対応サイト（一般サイト）の利用や法人利用向けに登場
したイントラネットパッケージ，VPN などの各種ソ
リューションサービスの利用．
（3）メールアドレスが割り当てられ，「i モード」契

約者同士はもちろん，世界中のメールアドレスを持つパ
ソコンや別の通信事業者の携帯電話等との間でメールの
送受信．

また，「i モード」対応端末に対して，ネットワーク
から欲しい情報が自動的に配信される「メッセージサー
ビス」の利用．
2.2.2　i モードにおけるバリューチェーン

前項で示した i モードサービス・機能は，次の五つの
要素で構成される．
（1）i モード端末（携帯電話機）
インターネットのサイトを閲覧するブラウザを搭載

した端末で，従来の端末とほとんど変わらない本体サイ
ズで，液晶画面をコンテンツの快適な閲覧が可能となる
よう従来の 2〜3 行表示のものから 6〜10 行表示のもの
へと大きくした．なお，ブラウザは HTML のサブセッ
トに対応した．
（2）ネットワーク（パケット網）
開 始 当 初 は PDC-P 方 式 の パ ケ ッ ト 網 を 利 用 し，

9.6 kbit/s でのサービス提供を行った．また，パケット
網内でのプロトコルは，HTTP，TCP/IP を効率化した
簡易プロトコルを採用し，インターネット技術との親和
性を担保しつつも接続開始時間の短縮などレスポンスの
向上を図った．IMT-2000 においては，Wireless TCP
を標準機関に提案・実装し，インターネット技術との親
和性を更に高めた．

表1　パケット通信中のマルチコールサービス動作

パケット通信中

SMS
送信 ○

受信 ○

音声
発信 ○

着信 ○（※ 1）

※1　	移動機操作により，応答以外に着信拒否，留守番電話，転送
電話サービスの選択が可能
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（3）i モードゲートウェイ・サーバ
NTT ドコモ網とインターネットを結ぶ関門機能を担

うサーバで，情報配信やメールの送受信及び蓄積，i モー
ド契約者の顧客管理や IP 事業者の管理を行い，情報量
課金機能も提供した．
（4）ポータル（ビジネスモデル）
前項のサービス開始当初の主な提供機能（1）で示し

た 4 種類のカテゴリーを分かりやすく配置し，i モード
サービスを初めて利用するユーザを含め，何かサービス
を利用しようと期待して集まってくるユーザに対して適
切な Web サイトにガイドする役割を果たした．
（5）コンテンツ
インターネットや専用線を介して接続する Web サー

バ上に存在する各種コンテンツが，i モードサービスの
核である．これらのコンテンツ作成に既存のインター
ネット技術である HTML を採用したことで，誰でも容
易に i モードのコンテンツ提供ができ，ドコモがポータ
ル経由で提供する i メニューサイトのほかに一般サイト
が加速度的に増加した．

これら各構成要素の関係は，一連のバリューチェーン
として捉えることができる（図 1）．

ユーザが操作しやすく，高度な機能を備えた携帯電話
機，それをつなぐ高品質なネットワーク，そしてインター
ネットに接続するゲートウェイ・サーバ，ユーザが目的
のコンテンツを簡単に探すことができるポータル，更に
コンテンツ流通を支えるビジネスモデル．これらのプ
ラットホームとコンテンツがお互いに影響し合い，ユー
ザにとって満足度の高いバリューチェーンを成立させる
ことで，ポジティブフィードバックが生まれ，i モード
サービスの発展へとつながった （3）．
2.2.3　IMT-2000開始までの iモード

i モードの登場により，携帯電話は「話すケータイ」
から「使うケータイ」として世の中に認知され，コン
シューマ向けのモバイルマルチメディアサービスとして
進化を続けた．

1999 年 2 月，i モードサービス開始とともに登場し
た対応端末 501i シリーズは，ブラウザとインターネッ

トメール機能を搭載した i モード 1 号機であるが，続く
502i シリーズでは，カラー液晶画面，着信メロディダ
ウンロードなどエンターテイメント系サービス機能の充
実が図られた．503i シリーズでは，更に高度なエンター
テイメント系，エージェント系，モバイルコマース系サー
ビスの実現とセキュリティプロトコルの実装を行った．
具体的には，Java，SSL への対応である．サービス開
始以降，ブラウザやメールなどデータ処理系のサービス
は順調に拡大していたが，サービスの利便性をより高度
化させるために，端末の OS に依存せずアプリケーショ
ンが開発でき，端末販売後もアプリケーションをダウン
ロードすることで容易にサービスの拡張，高度化ができ
る Java 技術の対応は画期的であった．この Java への
対応により，ゲーム，金融系サービスなど様々なアプリ
ケーションが誕生し，ケータイエンターテイメントの世
界が更に広がったのである．

また，サービスの高度化に合わせ，不正アクセスや改
竄などの危険性に対処し，ユーザに安全なデータ通信環
境を提供するために SSL にも対応した（図 2）．

このように多彩な機能を有することになった i モード
対応移動機 503i シリーズの販売されたのが 2001 年 1
月のことである．この年の 10 月，ドコモは第 3 世代通
信の本格商用サービスを開始する．3G ネットワークが
提供する高速データ通信によって，動画像を含む大容量
のコンテンツまでも扱えるようになるが，i モードはそ
の技術進化を十分活用し得るだけの市場環境を作り上げ
ていた．この後，モバイルマルチメディアサービスの可
能性は更に拡大することになった．
2.2.4　IMT-2000における iモード

IMT-2000 開始に向け，ドコモでは，これまで提供して
きたⅰモードサービスの利便性を継承し，IMT-2000 ネッ
トワークの特徴である大容量，高速通信を生かして，ⅰ

図1　i モードにおけるバリューチェーン 図2　i モード端末機能の推移
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モードの更なる機能拡充を図り，新たな付加価値を追加
し，より魅力あるサービスを提供できるように検討した．

その結果，これまでのⅰモードの簡易な操作性を保ち
ながら，下り最大 384 kbit/s の高速パケット通信を利
用し，これまでよりデータ容量の大きなコンテンツ配信
を可能とした．例えば，MPEG-4 を用いた動画像配信
により，ニュースの決定的瞬間や，映画のプロモーショ
ンビデオなど，動画像クリッピングファイルの再生を可
能とし，今までより魅力的なコンテンツの閲覧ができる
ようにした．

またダウンロードできるⅰアプリ（Java アプリ）の
プログラムサイズを拡大し，これまでより多彩で複雑な
表現を可能としたアプリケーションのダウンロードが可
能となり，更に動的なコンテンツを楽しめるようにした．

あわせて，メールも送受信データ量が大幅に拡大し，
文字数は最大 250 文字から最大 5,000 文字へ，更に，
添付ファイルも含めたメールの最大サイズは 0.5 kByte
から 10 kByte とした．あわせて，添付ファイルとして，
静止画像や音楽ファイルを添付可能とすることで，テキ
ストベースから多彩で表現力の豊かなメールコミュニ
ケーションを実現した．

更にマルチコール機能により，音声通話をしながらⅰ
モードを利用するといった新しいコミュニケーション形
態により，コンシューマ向けだけでなく，法人ソリュー
ションに対しても新たな付加価値の提供を実現した．

また，IMT-2000 ネットワークが実現した大きなサー
ビスの一つである「パケットローミングサービス」開始
以降は，ⅰモード対応端末をそのまま海外において利用
可能となり，国内で利用しているときと同様に，いつも
のコンテンツを活用するだけでなく，現地で知りたい情
報や活用できるコンテンツへも容易にアクセスできるよ
うになり，ⅰモードサービスの利用の場がまさしくグ
ローバル規模に広がった．
2.2.5　i モードが提供したもう一つの価値

ここまで，i モードが提供した「モバイルインターネッ
トサービス」について説明してきた．「モバイルインター
ネット」の発展は，携帯電話を「話すケータイ」から「使
うケータイ」へと進化させた大きな原動力であったが，
i モードが提供した「使うケータイ」としての価値がも
う一つある．それは，リアル社会とインターネットの連

携である．特に「おサイフケータイ」に代表される外部
機器との連携である．駅の改札，自販機，POS レジ，
マルチメディア KIOSK 端末をはじめとする外部機器と
の連携を可能とすることで，より多彩で広範囲な場面で
ⅰモードサービスの利用ができるようになり，ユーザに
とって，ケータイ端末は，ますます身近で便利な存在と
なり，日常生活に不可欠な存在へと発展した．

  3 おわりに
IMT-2000 における特徴的なサービス，アプリケー

ションについて概説した．特に，iモードに代表される「モ
バイルインターネットサービス」については，そのコン
セプトとサービス概要について詳しく説明した．現在に
おいて，端末はスマートフォン，ネットワークは LTE
となり，その進化はとどまることを知らないが，ユーザ
に提供されるバリューチェーンと各構成要素の相互影響
に関する基本的な考え方は，当時と変わっていない．今
後も，技術の発展とともに人々の生活が「もっと便利に，
もっと豊かに」なっていくことに皆さんと力を合わせて
貢献していきたい．

■ 文献
（1） 森田耕司，高木一裕，村瀬　淳，村田　充，澤井孝

一郎，“IMT-2000 サービス特集（1）─ モバイル新
世紀の先駆け「FOMA」誕生 ─ 提供サービスと端末，”
NTT DoCoMo テクニカルジャーナル，vol.9, no.2, 
pp.12–18, July 2001．

（2） 夏野　剛，i モード・ストラテジー世界はなぜ追いつ
けないか，日経 BP 企画，東京，2000．

（3） 夏野　剛，ア・ラ・i モード i モード流ネット生態系
戦略，日経 BP 企画，東京，2002．

平松孝朗 　
1995 NTT移動通信網株式会社（現NTT
ドコモ）入社．事業所用コードレス電話

（パッセージ）の開発に従事．1999以降，
iモード対応移動機の企画，開発業務に
従 事 す る と と も に，3GPP，WAP 
Forumにおいて，iモード技術仕様の標
準化提案，策定業務を担当．2005プロ
ダクト部担当課長，2009経営企画部担
当課長を経て，2011-10から現職．



小特集 第  3  世  代  携帯電話

小特集 衛星通信への拡張も始まった 3GPP2 の携帯電話システム開発 123

  1 3GPP2 の概要
3GPP2（The 3rd Generation Partnership Project 

2） （1） は 1999 年 1 月 に 無 線 イ ン タ フ ェ ー ス に
CDMA2000 系の技術，コアネットワークに ANSI-41
及び IETF ベースのプロトコルを基本とする第 3 世代携
帯電話システムの世界標準技術仕様を策定していくため
に発足した．以来，CDMA と OFDMA を用いた最先端
の携帯電話システム向け技術仕様をほかの技術仕様策定
機関に先駆け開発を行ってきた．安定かつ高品質の通信
品質と通信速度の高速化のための基本技術は 3G システ
ムと LTE 技術のみならず，IEEE 系のブロードバンドシ
ステムなど今日普及または開発中のシステムに広く反映
されている．

3GPP2 が 策 定 し た CDMA2000 系 の シ ス テ ム は
2013 年 12 月現在，124 か国で 300 以上の事業者で商
用サービスが提供されている．日本では KDDI 株式会
社によって商用サービスが提供されてきている．

2008 年には OFDMA をベースとした次世代移動通信
システムである Ultra Mobile Broadband（UMB） （2）

の無線インタフェースを策定したが，CDMA2000 系の
事業者を含め業界全体が LTE（Long Term Evolution）
を採用する方向となり，その後，新規無線インタフェー
スの開発を事実上中止し，既存無線インタフェースの改
定に注力するようになった．このような状況の中，会合
運営の効率化を図るため，2013 年にそれまで四つに分
かれていた TSG（Technical Specification Group）が
二つに統合された．

無線インタフェースの仕様作成をしていた TSG-C，
A インタフェース（基地局制御装置─交換機間，基地局
制御装置間，基地局制御装置─パケットゲートウェイ間
のインタフェース）の仕様策定をしていた TSG-A が統
合され TSG-AC となり，サービス要求条件，セキュリ
ティを担当していた TSG-S，コアネットワーク仕様を
策定する TSG-X が統合し TSG-SX となった（図 1）．
OP（Organizational Partners）は 3GPP2 全体の運営
方針や財務の承認を行い，SC（Steering Committee）
は OP の決定に基づき TSG の議長・副議長の任命や仕
様の承認など 3GPP2 の全体運営を担っている．

近年は LTE とのインタワークに関する仕様の開発が
中心となっていたが，その主要な仕様開発もほぼ終了し
たため，現在では既存仕様のメンテナンスが活動の中心
となり，会合の回数も 2014 年は年間 3 回の予定となっ
ている．

  2 仕様策定した 
   無線インタフェースの概要
（1）CDMA2000 1x

CDMA2000 1x （3） 〜 （7）は北米の標準化機関である TIA
が 策 定 し た IS-95 CDMA System（ チ ッ プ レ ー ト : 
1.2288 Mcps）をベースに音声・データ通信のサポー
トなど第 3 世代携帯電話システムの要求条件を満たす
よう機能拡張されたものである．当初は広帯域版の
Multi Carrier 3x あるいは 3.6864 Mcps のチップレー
トを使った DS（Direct Spread）の仕様も開発された
が， 業 界 で は 1x の み が 使 わ れ る こ と に な っ た．
CDMA2000 Revision E では音声容量を飛躍的に向上
させる技術が盛り込まれ，最終的には Machine to 
Machine（M2M）に対応する Revision F まで策定さ
れた．後述の HRPD 技術を応用し，音声通信と高速
データ通信機能を両立させた 1xEV-DV もこの仕様の系
列の中でサポートされた．
（2）HRPD

HRPD（High Rate Packet Data） （8） あるいは 1xEV-
DO と呼ばれる無線インタフェースは，1x とのプロトコル

衛星通信への拡張も始まった
3GPP2の携帯電話システム開発

城田雅一 Masakazu Shirota クアルコムジャパン株式会社
石田和人 Kazuhito Ishida クアルコムジャパン株式会社

ⓒ電子情報通信学会2014

図1　3GPP2の構成
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上の互換性を捨て，データ通信に最適化したものである．
現在ではほとんどのブロードバンド通信サービスを実現す
る技術に当たり前のように使われているが，端末の受信状
況に応じて変調方式を変化させる適応変調を最初に実用
レベルの携帯電話の無線インタフェースに採用したのが
HRPDである．この無線インタフェースの出現により，デー
タトラヒックに対する周波数利用効率が飛躍的に向上し，
データ通信の定額制サービスが提供されるようになった．

HRPD は Rev.A で VoIP などの低速で QoS が必要な
トラヒックをサポートする技術，Rev.B では高速化を実
現するマルチキャリヤモード，Rev.C では最も条件の良
い基地局以外にも接続することで負荷分散をさせ，シス
テム全体の周波数利用効率を上げる DO Advanced 技
術，M2M に対応するための技術が仕様化されている．
各 Revision の 技 術 仕 様 を 表 1 に 示 す．HRPD は
CDMA2000 系の技術を採用している事業者のうち約
80％が商用化している．
（3）BCMCS

BCMCS（Broadcast Multicast Services） （7）， （9）は無線イ
ンタフェースで IP の Broadcast/Multicast をサポートする
ための技術であり，1x，HRPD の両方の無線インタフェー
スでサポートされている．IP のマルチキャストフローを同
時に複数の端末に送信することが可能となり，同報通信
サービスなどを効率良くサポートすることができる．
（4）eHRPD

eHRPD（Enhanced HRPD） （10） は HRPD と LTE の
インタワーキングを実現するための追加のプロトコルが
規定されている．具体的には待ち受け状態時のシステム
選択，通信中のハンドオーバ，LTE にアクセスした状
態での HRPD セッションネゴシエーション（プロトコ
ル条件の情報交換）などがサポートされている．無線イ
ンタフェースの能力は HRPD と同等である．
（5）xHRPD

xHRPD（eXtended HRPD） （11）は衛星回線など高遅
延，高パスロスの回線に対応するために HRPD に改良
を加えた無線インタフェースである．下りリンクは
HRPD のシステムと同じだが，上り回線は 6.4 kHz の
狭帯域のチャネルをベースにしたものになっている．
xHRPD については次章で詳細に解説する．

（6）1xCSFB
1xCSFB（1x Circuit Switch Fall Back） （12）は端末が

LTE にアクセスしている状態（待ち受け，通信中の状態）
に CDMA2000 1x の回線交換のサービスをサポートす
るためのプロトコルである．音声通信の発信，着信を
LTE のネットワークを通じて行うことが可能となって
いる．音声用トラヒックチャネルが設立されるのは 1x
のネットワークなので，LTE から 1x に切り換えてから
音声通話を開始する（Fall Back）．また，SMS（Short 
Message Service）は LTE にアクセスしたまま送受信
することが可能である．

  3 xHRPD 概要
xHRPD は静止衛星回線に代表される高遅延，高パス

ロスの環境でもリンクが成立するように HRPD に改良
を加え，2011 年に仕様化された無線インタフェースで
ある．この無線インタフェースの最大の特徴は，通常の
携帯電話無線システムで使用する端末のアンテナ，アン
プなどをそのまま利用できるよう設計されている点であ
る．プロトコルも HRPD のものを最大限流用している
ため，地上系携帯電話の通信チップに一体化して実装す
ることが容易であり（一部のクアルコム製のチップセッ
トでは実装済み），端末の形状・大きさも通常のものと
同じものが使用可能となっている．北米では LTE 用の
端末を流用し（フィルタのみを対象の周波数帯に合わせ
たのみで，アンテナ，アンプ等は変更なし），xHRPD
の無線インタフェースを使って実際の静止衛星を経由し
た通話やデータ通信の実証が行われた．

先の東日本大震災では多くの携帯電話基地局が被害
に遭い，通信ができない状態が続いた．これを機に衛星
携帯電話システムが見直され，昨年行われた総務省の衛
星移動通信システム委員会でも活発な議論が行われ
た （13）．クアルコムジャパンはこの xHRPD をベースと
したシステムを提案したが，採用する事業者がなかった
ことから実現性に欠けるということで継続検討の扱いと
なった （14）， （15）．現在，複数の衛星携帯電話システムが商
用化されているが，どれも専用の端末が必要であり，一
般のユーザには余り使用されていないのが実情である．
もし，普通に利用されている携帯端末で衛星通信がサ

表1　HRPD各Revision の技術仕様
Rev.0 Rev.A Rev.B（3x）

下り伝送速度 38.4～2457.6 kbit/s 4.8～3072 kbit/s 14.4 kbit/s～14.7 Mbit/s

上り伝送速度 9.6～153.6 kbit/s 4.8～1843.2 kbit/s 14.4～5529.6 kbit/s

下りデータ変調 QPSK，8PSK，16QAM QPSK，8PSK，16QAM QPSK，8PSK，16QAM，64QAM

上りデータ変調 BPSK BPSK，QPSK，8PSK BPSK，QPSK，8PSK

下り二次変調 QPSK

上り二次変調 HPSK（Hybrid Phase Shift Keying）

　注：Rev.C の物理レイヤ仕様はRev.B と同じ
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ポートできれば災害時には非常に役に立つはずで，それ
を実現できる具体性のある技術が 3GPP2 で策定された
xHRPD である．このようなコンセプトで既に仕様が完
成しているものはほかにはない．引き続き，日本で災害
に強いシステムとして xHRPD の議論が行われていくこ
とが期待される．

3.1　xHRPDで実現可能なサービス
xHRPD は通常の端末で衛星回線でも通信ができるよ

う設計されているため，HRPD や LTE のような高速デー
タ通信向けには最適化されていない．限られた能力の中
ではあるが，下記のサービスを実現することが可能と
なっている．
（a）��2�kbit/s の音声コーデックを使用した音声通信

（VoIP）
（b）��ショートメッセージサービス（SMS）
（c）��マルチキャストサービス（同報通信）
（d）��低速データ通信
xHRPD の端末は地上系携帯システムとの設計上のパ

ラメータの共通性（上位レイヤプロトコルを HRPD から
なるべく流用，下りの無線インタフェースが HRPD と同
じ等）が高いことから，マルチモードオペレーションを
前提に設計することが考えられる．地上系システムが使
用できる間は地上系システムにアクセスすることになる
が，地上系システムのカバレージ（通信エリア）外に端
末が移動して，初めて端末は xHRPD がサポートされて
いる帯域にアクセスする（通信中のハンドオーバはサ
ポートされていない）．このシステム選択のアルゴリズム
は 3GPP2 で規定されているマルチモードシステム選択
の仕様 （16）に準拠した形で実現が可能となる．xHRPD は
地上システムでカバーできない地域，または地上システ
ムが使えない状態になった場合に使用される．

3.2　地上・衛星周波数共用システム
3G システムや LTE はある程度の干渉波があったとし

ても希望波のレベルが干渉雑音基準を満たしていれば通
信を行うことは可能である．このため同じ周波数帯で
3G や LTE などの地上系システムと xHRPD を用いた衛
星系システムを同時運用（ハイブリッド運用）すること
も技術的には可能となる．ハイブリッド運用のネット
ワーク構成例を図 2 に示す．

ハイブリッド運用の場合，一般的に端末は地上系のシ
ステムの優先度を高くしてシステムを選択するよう設定
されているので，地上系の下り信号が支配的であれば，
地上系システムが利用され続けることになる．地上系の
信号が受信できなくなって初めて端末は xHRPD の信号
をつかむことになる．上り回線における衛星系から地上
系システム間の干渉については，xHRPD が地上系のカ
バレージ外で運用されるので，xHRPD 端末から地上系

基地局への干渉は問題にならない．一方，衛星に到達す
る地上系システムからの干渉は，地上系システムで同時
に通信する端末の数が多くなると無視できなくなる．し
かしながら，周波数共用を行う地上システムにカバレー
ジの小さいスモールセルを使用することで地上系システ
ムで運用される端末の平均送信電力を下げる（図 3），
xHRPDの上り回線の周波数帯に地上系システムのリソー
スブロック（LTE のサブキャリヤ割当単位）を割り当て
ない（図 4），あるいは Supplemental Down Link（SDL：
追加の下りリンク）を使用してするなど（図 5），システム
の運用方法の工夫などで対処することは十分可能である．

3.3　技術仕様
xHRPD無線インタフェースの技術仕様を表2に示す．

  4 最新の 3GPP2 の状況
2014 年の 3 月会合において xHRPD を衛星回線に使

用することを前提とし災害等の高トラヒックの状況にも
対処できるよう，音声容量の増加，ページング容量の増
加，サービス別のアクセスコントロールなどの新規機能

図3　スモールセルを用いた運用例

図4　リソースブロックの割当方法例

図5　SDLを用いた運用

図2　�3G/LTE-xHRPDハイブリッド運用ネットワーク
構成例
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を追加する作業項目が提案された．2014 年はあと 2 回
の会合の開催が予定されており，2015 年 2 月の完成を
目指し xHRPD の改定作業が進められる．

2015 年以降は仕様の誤りの修正などのメンテナンス
作業が中心となっていくことが予想される．効率の良い
3GPP2 の運営が求められ，その具体的な方法について
議論が行われている状況である．
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表2　xHRPD無線インタフェース技術仕様
上り回線 下り回線

データ変調方式 BPSK，QPSK，8PSK，16QAM，64QAM QPSK，8PSK，16QAM

フレーム / スロット長 20 ms 1.67 ms

多重化方式 FDMA TDM/CDM

単位チャネルスペーシング 6.4 kHz 1.25 MHz

データレート 0.64，1.28，2.4，4.8，9.6，12.8，19.2，
25.6，38.4 kbit/s 4.8 kbit/s～3.072 Mbit/s

二次変調方式 QPSK QPSK

通信方式 FDD
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  1 はじめに
2000 年に当時の NTT ドコモの立川敬二社長は，「ド

コモの成長戦略は音声から非音声への転換にある」とし
て，携帯電話網も今後はデータ通信での利用が中心に
なっていくと述べている （1）．この言葉のとおり，日本で
は数年前に，また世界の多くの国で移動通信事業者の
データ通信収益は音声収益を上回ってきている．携帯電
話方式についてはデータ通信を支える W-CDMA ／
HSPA など 3G が確実に普及率を伸ばし，LTE が世界的
に商用導入され加入者も着実に増加している．無線
LAN も補完的に利用し，移動しながらどこでもモバイ
ルブロードバンドが利用できる世界が急速に広がりつつ
ある．

上記の講演で立川氏は，「今後，大きな成長が見込め
るのは，機械と機械のコミュニケーションだ」とし，ま
た「2010 年には自動販売機や自動車だけでなく，家庭
で飼っている犬や猫も移動通信の需要母体となり，動く
もの全てに通信機器が取り付けられる」としている．い
わゆる M2M（Machine to Machine）については，着
実に市場が立ち上がってきており，様々なものに通信機
能が具備され，応用が広がりつつある．エリクソンでも，
ネットワーク化社会（Networked Society）として，
2020 年頃には約 500 億のデバイスがネットワークに接
続されると展望している．犬や猫が通信機能を持つのが
一般的になるのも時間の問題だということができよう．

それでは，データ通信の進化やネットワーク化社会の
発展の中で，長期的に移動通信はどのように進化してい
くのであろうか．本稿では，モバイルブロードバンドの
動向を見た上で，今後の移動通信が向かう方向について
展望する．

  2 モバイルブロードバンドの展開
エリクソンでは半年に一度，移動通信の最新動向をま

とめた「モビリティ・レポート」を発行している （2）．そ
の 2014 年 6 月号によると，携帯電話の加入契約数は
2019 年までに 92 億件，そのうちスマートフォンの加

入契約数は 60％を上回る 56 億件に達する見込みであ
る．スマートフォンのユーザエクスペリエンスをサポー
トするため，W-CDMA ／ HSPA ネットワークのカバ
レージは 2019 年までに世界人口の 90％になると予測
されている．また LTE ネットワークのカバレージは，
2019 年までに世界人口の約 3 分の 2 になる見込みであ
る．一方で，全世界の携帯電話ネットワーク上で送受信
されるモバイルデータトラヒック総量については，過去
数年間は毎年 2 倍程度に増加しており，図 1 に示すよ
うに，2013 年から 2019 年の間でも 10 倍程度増加す
ると予測している．これには，スマートフォンのような

これからの移動通信は
どこに向かうのか

藤岡雅宣 Masanobu Fujioka エリクソン・ジャパン	（株）

ⓒ電子情報通信学会2014

図1　世界のモバイルトラヒック量の推移�（2）
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大量のデータを送受信する端末の普及と，各端末の送受
信するデータ量の増加の両方が寄与する．

データ通信を利用するアプリケーションのトラヒック
内訳を見ると，図 2 に示すように，2013 年においては
ビデオが全体の 1/3 程度であるが，2019 年には半分以
上になると予測されている．また，ソーシャルネットワー
クや一般の Web アクセスも割合が増加していくとしてい

る．こうした中で，エンドユーザとしては，どこにいて
もビデオが視聴できたり様々なアプリをスムースに利用
できる環境を求めており，特定の通信事業者を利用し続
けるかどうかの判断基準としても，ネットワークのパ
フォーマンスが一番重要だとしている （3）．従来携帯電話
のカバレージというと音声を中心に考えていたが，この
ように様々なアプリケーションが問題なく利用できるか

という観点から「アプリカバレージ」とい
う概念も登場している （2）．図 3 は，同じ
地理的エリアでも，音声，音楽，ビデオ
それぞれがスムースに利用できる範囲に
差があることを示している．端末の進化
と利用されるアプリケーションの多様化
に伴い，これからのモバイルネットワーク
には，利用頻度の高いアプリケーション
に合わせてアプリカバレージを充実して
いくことが求められる．

移動通信加入数の変化を見てみると，
図 4 に示すように HSPA，そしてそれに
続いて LTE が増加していきモバイルブ
ロードバンドの利用がますます広がるこ
とが予想される．HSPA に関しては，初
期 の 下 り 最 大 速 度 3.6 Mbit/s か ら
7.2 Mbit/s，14.4 Mbit/s，21 Mbit/s，
42 Mbit/s というように，高位変調や複
数キャリヤを束ねて利用するという技術
の開発，標準化により徐々に高速化が図
られてきた．ビデオなどの高いビット
レートが必要なアプリケーションを，い
つでもどこでも利用するというライフス
タイルを支えている．最大速度の増大は，
各無線基地局装置の容量の増大も意味
し，無線ネットワーク全体の容量が拡充
してきている．

LTE は，3G よりも周波数利用効率が高
く，無線リソースの更なる有効利用が可
能となっている．それを支える技術とし
ては，高位変調や複数アンテナ技術など
がある．LTE では，基地局と端末のそれ
ぞれに少なくとも二つのアンテナが備
わ っ て お り，MIMO（Multiple Input 
Multiple Output）を実現している．また，
複数アンテナを用いて特定の方向に電波
を絞り込むビームフォーミングも視野に
入っている．また，LTE では各事業者が
免許付与された無線帯域幅に応じて，実
際に利用する帯域幅を柔軟に設定するこ
とができる．この帯域幅を変えることによ
り，下り最大速度 37.5 Mbit/s，75 Mbit/
s，112.5 Mbit/s，150 Mbit/s というよう
に高速化が可能である．LTE-Advanced

図2　モバイルアプリケーショントラヒック内訳�
�─�2013年と2019年�（2）

図 3　アプリカバレージ�（2）

図 4　移動通信加入数の変化�（2）
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では連続した周波数帯のキャリヤだけではなく，不連続
なキャリヤ，例えば 2 GHz 帯と 800 MHz 帯のキャリヤ
を束ねるキャリヤアグリゲーションも可能であり，一つ
の周波数帯だけでは十分な帯域が確保できない場合には
この技術により，高速化が可能となっている．

  3  無線ネットワークの進化
HSPA や LTE の高速化と並行して，上記のアプリカバ

レージというような面から複数の無線基地局のカバレー
ジの境界に近い，いわゆるセルエッジにおいても十分な
スループットを確保することが重要だと考えられている．
その観点から，基地局間で協調してセルエッジに十分な
性能を提供するための CoMP（Co-ordinated Multi-
Point）や基地局間での相互干渉を抑えるための ICIC

（Inter-Cell Interference Cancellation）などの機能が
実現されつつある．大きな出力でカバレージの大きい基
地局を補完して，人の多く集まるエリアをスポット的に
カバーする小さい基地局，いわゆるスモールセルを利用
するヘテロジニアスネットワークも構築されつつある．
携帯電話の基地局だけではなく，無線 LAN とも協調し
てスループットを確保する試みも行われている．

また，リアルタイム要求条件の大きいアプリケーショ
ンを考慮して，端末とサーバの間などでのパケットの転
送時間を抑える取組みも行われている．LTE は無線伝
送単位時間が小さいので元来遅延時間は小さいが，例え
ば TCP 上でのアプリケーションの振舞いを考慮したよ
うな更なる遅延時間抑制が期待されている．LTE では
無線ネットワーク上でのサービス品質制御が初めて実用
化され，アプリケーションに応じた品質クラスによる優
先処理などの差別化も適用される．LTE 上の通話サー
ビスである VoLTE（Voice over LTE）が商用化されて
いるが，VoLTE ではこのような品質制御の機能を利用
して 3G 同等あるいはそれ以上の品質のサービスを実現

する．また，LTE では無線チャネルの設定が迅速に行
われるので，例えば VoLTE における通話設定時間が短
くなる．

更に今後の M2M デバイスの成長を視野に，デバイス
の特徴に応じた通信が行える仕組みの導入が進みつつあ
る．例えば，固定設置のメータであれば位置登録が省略
できる，1 日に 1 回だけデータを送るタイプのデバイス
であれば普段はアイドルにしておくことができる，送信
データ量が少なければ使用する無線帯域を狭くしておく
ことができる，などである．M2M は基本的にデバイス
とサーバの間のネットワークを介した通信を意味する
が，デバイス間で直接データ送受信を行う D2D（Device 
to Device）の仕組みも準備されつつある．ネットワー
クが相互の距離の近いデバイスを見付け出して D2D 接
続の仲介をするネットワークアシスト型と，デバイス同
士が自ら見付け合う形態の両方の可能性がある．交差点
に近づいてきた車同士が通信をして注意し合い，事故を
防ぐというような応用が考えられる．

ここで述べた機能については，既に 3GPP などでの標
準化を含めた議論が始まっており，あるいは既に一部に
ついては標準化され，実用化に至っているものもある．

  4 5G へ発展する移動通信
将来の展開であるが，2020 年以降の移動通信につい

ては，5G という枠組みで議論が進んでいる．その中で
一番先行しているのが欧州で EU の援助も受けている
METIS（Mobile and wireless communications 
Enablers for the Twenty-twenty Information 
Society）プロジェクトである （4）， （5）．この METIS での
5G に関する検討状況は以下のとおりである．

まず 5G で想定する，将来のモバイル通信で考えられ
る特徴的な使い方を図 5 に示すシナリオという形で列
挙している．ここで挙げられているのは，（1）高精細

図5　METIS のシナリオ定義�（4）
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ビデオ送信のような超高速通信，（2）スタジアムのよ
うに人が密集した場所での高い品質の通信，（3）電車
やバスのように多数の人やデバイスが一斉に移動する環
境での通信，（4）工作機械，鉱山の掘削車両の遠隔操
作や遠隔医療のような超低遅延で高信頼性を要求される
通信，（5）森の中や道路沿いに設置された膨大な数の
センサ，デバイスにおける通信，などである．これらの
シナリオをベースに 5G の要求条件を明確にしている．

そのようなアプローチに基づく METIS の目標として
は，図 6 に示すように現状のネットワークと比較して，

（1）1,000 倍のトラヒック量を疎通，（2）10〜100 倍
のデバイスを接続，（3）10〜100 倍のデータ転送速度，

（4）1/5 以下の遅延時間，（5）1/10 以下の省電力，を
実現することとしている．METIS では，このような要
求条件を満足するための要素技術を洗い出し，5G 全体
のイメージを探っている．

現状，無線アクセス方式の観点からは図 7 に示すよう
に，5G というのは通信形態に応じて既存の 3G や LTE，
更には無線 LAN といった無線方式とそれらの新たな要

求条件に基づく進化版を基本に，必要に応じて
新しい方式を組み合わせて使っていくという方
向で考えられている （6）．従来の移動通信での第
1 世代 1G から 2G，3G，LTE への進化で，各
世代が前の世代を徐々に置換して，全てのアプ
リケーションを一つの方式で実現するという考
え方とは大きく方向転換することが想定されて
いる．

5G で具体的にどのような技術が必要になる
かということはまだ明確とはなっていない．た
だ，一つ明らかなのは既存の移動通信周波数
の利用効率を上げるだけでは増大するトラ

ヒック需要には対応しきれず，10 GHz 以上まで含めた
高い周波数を利用せざるを得なくなるということであ
る．このような高い周波数を利用する場合，電波の伝搬
特性上，回折が少なく見通し外に電波が回り込みにくい，
ビルの外壁などでの減衰が大きく屋外から屋内に電波が
伝わりにくい，空中での減衰が大きくまた雨や人体によ
る減衰が更に大きいなど，様々な問題がある．これらの
問題を克服してこのような高周波の電波を利用するに
は，例えば波長が短くアンテナを小さくできる特徴を生
かして，多数のアンテナ要素から構成されるマッシブア
ンテナを使ったビームフォーミングにより電波の到達距
離を伸ばすなどの工夫が必要となる．

5G では，M2M あるいはネットワークにつながるこ
とで便益が高まるあらゆるものがつながるネットワーク
化社会という観点での技術開発や，ネットワークとして
の仕組みが充実することも期待される．例えば図 8 に
示すように傘がネットワークにつながれば，毎朝傘が天
気予報のサイトにアクセスして，その日雨が降りそうで
あれば「私を連れて行って」というようなメッセージを
家族に送るというようなことも考えられる．

  5 ネットワークとしての進化
従来，通信ネットワークの中の交換機や伝送装置，デー

タベース系装置，ファイアウォールなどの機器は，それ
ぞれ専用のハードウェア上に各機能を実現するためのソ
フトウェアを搭載して実装されてきた．それは，各機能
に対するパフォーマンス，信頼性，設置環境条件などの
要件が異なり，専用装置を開発する方が，効率が良くこ
れらの要件を満足できたというのが一つの理由である．
また，各機能を実現するソフトウェアに対して最適な開
発言語や，OS を含む動作環境など，歴史的に多様な環
境条件が課されていたというのも別の理由である．一方
で，最近は NFV（Network Functions Virtualization）
ということで，従来専用のハードウェア上で実装されて
きたネットワーク機能をソフトウェアとして仮想化し，
クラウドに配備した汎用のサーバ上で実現することが検
討されている （7）．その背景には，プロセッサや素子の進
化が速くハードウェアの性能が飛躍的に向上してきてい

図6　METIS プロジェクトの目標

図7　5Gの無線アクセス技術

図8　ネットワーク化社会のアプリケーション
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ることから，多くの機能のハードウェア依存性が小さく
なってきていることがある．

仮想化により，各機能に必要なリソースを動的に，柔
軟に割り当てることが可能となり，拡張性が大きくなる．
クラウドに限られた種類のハードウェア機器を集中配備
することで，ネットワーク全体としての設備投資が抑え
られると同時に，要員や電源，土地・建物を効率良く利
用できることから保守や運用面でのコストも抑えられ
る．リアルタイム性の厳しい機能や処理効率の面から
ネットワークの中で広く分散最適配備することが必要な
機能については，クラウドを分散配備して対応すると想
定される．

長期的には，ネットワーク機能が全て仮想化されてテ
レコムクラウドとして，通信事業者のデータセンタに配
備され，データセンタには事業者が提供するアプリケー
ション機能や企業顧客などに提供する仮想サーバを含む
パブリッククラウド，事業者自らのデータ処理やネット
ワーク管理，顧客管理などで利用するプライベートクラ
ウドと一体化していくことが考えられる．

一方で，高い品質のビデオストリーミングを効率良く
提供するためのキャッシング，ローカル情報のリアルタ
イムでの提供などのために無線基地局ごと，あるいは各
地域ごとに小規模クラウドを配備し，大規模データセン
タと連携して様々なアプリケーションを提供するような
システムアーキテクチャとなることが予想される．

仮想化と同時に，通信ネットワークにおける SDN
（Software Defined Network）の展開が期待される．
従来のスイッチやルータでは，データを処理，ルーチン
グする機能とそれを制御する機能が一つの機器で一体化
されて実現されてきた．SDN ではこれらの制御機能と
データ処理機能を分離して相互のインタフェースをオー
プンにし，例えば分散配備されたスイッチを一つの制御
装置から集中制御することにより，全体として柔軟で効
率良くネットワークを運用することが可能となる．また，
スイッチなどの機能が単純化され安価に開発することが
可能となる．

元来，SDN はデータセンタにおけるルーチングや計
算処理リソースの制御が中心の概念であったが，これを
ネットワーク全体にわたる概念に拡張して，
データセンタだけではなくネットワーク全体
を柔軟に効率良く運用する手段としていく方
向となってきている．また，単にデータ処理
と制御機能の分離というだけではなく，様々
なネットワーク機能の制御を一体化すること
で，更にネットワークの効率を上げていこう
という方向である．仮想化を組み合わせると，
仮想化された機能を運用効率やコスト効率の
面からネットワーク内で柔軟に配備し，これ
らを一元的に集中して効率良く制御すること
が可能となる．

4 章で将来の通信で想定される様々なシナリ

オを紹介したが，ネットワークが多様な形態の通信を効
率良くサポートしていくためには，ネットワークとして
個々の通信形態に応じて必要な機能を柔軟に利用できる
ことが要求される．NFV や SDN は，そのような要求
を満たすための技術要素であり，将来の通信ネットワー
クの構築において重要な役割を果たすと考えられる．

  6 アプリケーション提供の枠組み
SDN の概念を更に拡張し，ビデオサービスなどのた

めに各家庭に配備されるセットトップボックスあるいは
家庭内の機器を遠隔操作するためのホームゲートウェイ

（HGW）などを仮想化してクラウドに配備し，例えば
HGW 自体のソフトウェアを変更しなくても仮想 HGW
側のソフトウェアを変更することで，新たな機能を追加
できる．また，例えば子供は特定のサイトをアクセスで
きなくするなど，個々の家族構成員に異なるサービスを
柔軟に提供できるようになる．

SDN と同様の考え方をアプリケーションにまで拡張
して，ネットワークの持つ機能やデータをオープンにし，
アプリケーションプログラムがそれらを利用できるサー
ビスエクスポージャ（service exposure）についても応
用が進みつつある．図 9 にそのイメージを示す．ここ
でアプリケーションというのは，企業向けや消費者向け
のサービスであり，様々なネットワークの持つ機能や
データを言わば部品化してそれらをアプリケーションプ
ログラムとして組み合わせるということになる．例えば，
ユーザ A とサーバ B の間のセッションの設定，ユーザ
C の位置情報，様々なセンサからのデータなどがアプリ
ケーションの中で利用できるようになる．

このように今後のネットワークでは，仮想化と SDN
の進化によりネットワーク自体がプログラマブルにな
り，クラウドを通して様々なプレーヤが多様なアプリ
ケーションを提供できるようになると考えられる．無尽
蔵な処理能力を利用すれば，個々のユーザのニーズに応
じたテイラーメードな「マイサービス」も提供されるの
ではないだろうか．

図9　サービスエクスポージャのイメージ
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  7  おわりに
冒頭で立川氏の「動くもの全てに通信機器が取り付け

られる」という言葉を引用したが，ネットワーク化社会
の進化とともに，動くものだけではなく動かないものも
含めて，通信機能を持つことにより益がある，全てのも
のが移動通信の対象になっていくと考えられる．移動通
信の適用範囲は無限に広がっていくということができ
る．通勤電車で皆がケータイの画面を見ているという風
景は日本が先行していたが，いつの間にかスマートフォ
ンの普及により世界中でそのような風景が見られるよう
になった．5G 及びその後の移動通信の進化により，あ
らゆる場所でブロードバンドが利用でき，あらゆるもの
がつながったとき，通勤電車での風景が，そして仕事の
仕方，生活の仕方はどのように変化していくであろうか．
そういうことを想像しながら，そこに必要な技術やアプ
リケーションを開発していくことが，今後の社会の発展
につながるのではないだろうか．
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