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第５世代移動通信（5G）による新たなサービスへの期待に関するニュースがにぎわいを見せています．移
動通信が，その普及以前に社会からこれほど高い注目を集めることは初めてのことのように思います．5Gが
期待される理由の一つとして，あらゆる機器に通信機能を与え，柔軟なサービス品質が提供できるようになっ
たという点にあると考えます．私自身は，2000 年初頭に次世代規格として光ファイバ並みの高速大容量移動
無線を実現する第４世代移動通信の研究に着手していました．ある展示会で「こんなに小さい携帯電話に光
ファイバのような大容量通信が必要なの？」という指摘を受けましたが，私は明確な回答ができず，将来の
スマートフォンの登場を想像するまでには至りませんでした．
4Gから 5Gへと規格が進み，ドローンなどの飛行体，自動運転等に向けた車両，機械制御や生産管理のた
めのセンサやロボット，へき地での遠隔医療を支える通信機器などのように，移動無線通信が適用できる機
器の範囲は大きく広がりました．5Gはそれぞれの機器において，高速大容量通信（eMBB），超高信頼低遅
延（URLLC），超大量端末（mMTC）という通信要件を実現し，新たなサービス提供を可能にします．5Gに
よって生活環境が大きく変わるといっても過言ではありません．本巻頭言の執筆中には，世界的に新型コロ
ナウイルス感染症がまん延する状況にあり，新たな生活スタイルへと変遷が求められています．ICT の重要
性が高まる中，それを可能にするインフラの一つとして 5Gの普及が加速することと予想します．
本小特集「5Gが切り開く新たな通信社会とそれを支える要素技術」では，5Gを中心として社会実証の事例，
5Gを実現するための要素技術，5Gによる新たなサービス形態とセキュリティという三つの枠組みを設定し，
それらに対応する解説論文及び解説を掲載しました．社会実装では，我が国における 5Gの将来展望につい
て御紹介頂きます．そして，社会実証の事例として，遠隔診療システム，ドローンによる山岳見守り，トラッ
クの隊列走行を御紹介頂きます．次に，5Gを実現する基盤技術として，ミリ波帯無線通信を支えるアンテナ
及び RFフロントエンド技術，次世代フロントホールとなる光アクセス技術，そして，カバレージの異なる
システムが共存するヘテロジニアスネットワーク技術について御紹介頂きます．更に，新たな移動通信シス
テムの形態となるローカル 5G，また，5Gの安心・安全を確保するセキュリティ技術を御紹介頂きます．こ
のように本小特集は 5Gの最新動向に関する記事を高い網羅性で集めることができ，5Gの可能性を俯瞰的に
捉えることができます．そのため，これから 5Gの導入を検討される方や，5Gからその発展を目指す研究開
発を進められる方の期待に十分に応えられる小特集だと考えております．
最後に，本小特集の出版にあたり，御執筆を頂きました著者の皆様に厚く御礼を申し上げます．また，担
当編集委員の皆様，更には査読及び校閲作業を御担当頂きました皆様には，コロナ禍での難しい状況におい
て丁寧な編集作業をお進め頂き，その結果，大変質の高い小特集企画として編集することができました．心
から感謝申し上げます．
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1 5Gへの期待
2020 年 3月，携帯電話事業者 3社による第５世代移

動通信システム（5G）の全国サービスがスタートした．
スタート当初は各社とも限られたスポット的なエリアで
のサービス提供となっているが，今後，順次全国に展開
されていくことになる．
5Gは 4Gと比較して「超高速」な通信が可能になる

ほか，「超低遅延」や「多数同時接続」などの機能が強
化されることにより，これまでのスマートフォンによる
音声通話やデータ通信といったいわゆる「携帯電話サー
ビス」の枠を超えて，様々なビジネスや生活シーンと組
み合わせることで，利活用の領域が大幅に広がることが
期待されている（図 1）．
具体的には，これまで ICTの活用が進んでいなかった
産業分野で 5Gを活用することにより，人材不足の解消

や，ビジネスの効率化・高度化が実現するだけでなく，全
く新しいビジネスが創出されることなどが考えられる．
また，少子高齢化が進むことで，地域においては人手
不足に起因する様々な社会課題が顕在化しているが，例
えば農業や店舗の運営，公共サービスの提供など日常生
活に広く浸透することで，これらの地域固有の課題が解
決されるだけではなく，地域活性化の切り札としての期
待が高まっている．

2 これまでの主な取組み
総務省では，2020 年に予定されていた東京オリン
ピック・パラリンピックまでに 5Gを実用化することを
一つの目標に据え，2015 年度から企業や大学等と連携
して電波利用料を活用した研究開発プロジェクトを実
施してきた．また，2017 年度からはそれらの成果等を

図1　5Gの概要
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実際のフィールドで検証すべく様々なシーンを想定し
た総合実証試験を実施してきた．
更に，そうした取組みと並行して，総務省は情報通

信審議会に 5Gの技術的条件を諮問し，2016 年 10 月
に新世代モバイル通信システム委員会が設置されて，
5Gの実用化に向けて具体的な検討が行われ，これまで，
5Gのコンセプトや全国 5Gの技術的条件，ローカル
5Gの技術的条件について答申が取りまとめられた．
総務省では，それらの答申を踏まえて技術基準等の

制度整備を行い，2019 年 4月には 5Gの全国サービス
向けの周波数を 4事業者に割り当てた．また，2019 年
12 月にはローカル 5Gの無線局免許の申請の受付を開
始している（図 2）．

3 5Gサービスの全国展開
総務省は2019年 4月 10日に，携帯電話事業者 4社

に対して5G用周波数の割当を行った．各事業者は5G
基地局の整備等を進め，2020年 3月に（株）NTTドコ
モ，KDDI 株式会社／沖縄セルラー電話株式会社，ソフ
トバンク株式会社がそれぞれ5G商用サービスを開始し，
更に楽天モバイル株式会社も9月頃のサービス開始に向
け準備を進めている．5G商用サービスは首都圏をはじ
め各地の中心市街地など一部のエリアからサービスが開
始され，順次エリアが拡大されていくこととなる．
5G基地局の整備は，総務省が定めた「第５世代移動
通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する
指針」（以下，5G開設指針という）に基づき，各事業者

が提出し認定を受けた開設計画に従って進められている．
各事業者は，開設計画の認定の際に指定された周波数を
用いて占有的に基地局整備を進めることができる．総務
省では，この開設計画の認定を通して，事業者に基地局
建設の着実な推進等の義務を課すことで，有限希少な電
波の能率的な利用を促進している．
5Gは前述したように，地域固有の課題の解決や地域
活性化の切り札として期待されていることから，できる
だけ早く地方においてエリア展開がなされることが重要
である．このため，5G開設指針ではエリア展開に関して
4Gの周波数割当時とは異なる新しい考えを取り入れた．
4Gの周波数割当の際は，各事業者に対して，人口カ

バー率に基づいた基地局の整備義務を課していたため，
結果として，都市部など人口の多い地域において優先的
に基地局の整備が行われてきた．
一方，5Gは，地方部においても早い段階からカバー

エリアの拡大が着実に行われるよう，より広範な整備を
評価する基準を設定している．具体的には，5G開設指
針において，5G用周波数の割当から2年以内に全都道
府県で 5G商用サービスを開始すること，及び全国を
10km四方のメッシュで区切り，5年以内にそのうち半
数以上のメッシュで5G高度特定基地局（ニーズに応じ
た柔軟な追加展開の基盤となる5G基地局）を整備する
ことを各事業者に求めている（図3）．
認定を受けた4社の開設計画によると，2024年 4月

時点で 5G基盤（5G高度特定基地局が整備されたメッ
シュ）の展開率は4社合計で約 98％となり，山岳地帯
など事業可能性がないエリアを除いたほぼ全てのエリア

図２　5Gの展開
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に5G基盤が展開されることになる．更に，2021年開催
予定の東京オリンピック・パラリンピックにおいて，メ
イン会場となる新国立競技場やそのほかの会場周辺で
5Gを用いたサービスを体感できるよう整備が進められ
ている．
また，こうした取組みを後押しするため，総務省では，
2020年度から条件不利地域における5G基地局の整備
支援を実施するとともに，光ファイバの整備支援につい
ても大幅拡充して取り組むこととしている．更に，2020
年夏頃を目途に，現在 4Gで使用している周波数を5G
でも使用できるように制度整備を進めている．高速化と
いう面では5G専用の周波数には及ばないものの，超低
遅延や多数同時接続を実現する5Gのエリア拡充に大い
に資するものと期待している．

4 ローカル５Gの導入
5Gは様々な分野での利活用が期待されており，本格
的な普及に伴い，より一層通信ニーズの多様化が進んで
いくと想定される．そのため，総務省では携帯電話事業
者による 5Gサービスに加え，地域や産業の個別ニーズ
に応じて，地域の企業や自治体等の様々な主体が，自ら
の建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築／利用でき
る 5Gシステムである「ローカル 5G」を導入すること
とした（図 4）．
情報通信審議会新世代モバイル通信システム委員会
における技術的条件の審議を経て，ローカル 5G用の周
波数の一部 28.2～28.3GHz の 100MHz 幅について，
先行して技術基準等の制度整備を行い，2019 年 12 月

図３　5Gの広範な全国展開確保のイメージ

図４　ローカル5Gの利用イメージ
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より無線局免許の受付を開始した．2020 年 5月末現在
で 15件の申請を受け付けている．また，ローカル 5G
は，様々な企業や自治体など電気通信事業者以外の多様
な立場の方々が導入を検討されていることから，制度整
備に併せて，ローカル 5Gの概要，免許の申請手続き，
事業者等との連携に関する考え方等を解説した「ローカ
ル 5G導入ガイドライン」を策定・公表した．
加えて，ローカル 5G用の周波数帯として，4.6～

4.9GHz 及び 28.3～29.1GHz を使用可能とするため，
2019 年 10 月から情報通信審議会において技術的条件
等の審議が進められ，2020 年 7月に答申がとりまとめ
られた．今後，2020 年 12 月中に技術基準等の制度整
備を行い，無線局免許の申請の受付を開始することを目
標に準備を進めていくこととしている．

5 ５Gの利活用の促進
5Gサービスやローカル 5Gが，できるだけ早く日本

全国でビジネスや人々の日常生活の中で利用されるよう
にするためには，5G基地局や光ファイバなどのインフ
ラ整備だけに注力するのではなく，地域の様々なシーン
における 5Gの利活用ニーズを掘り起こしていくことと
両輪で取り組んでいくことが重要である．

このため，総務省では様々な企業や自治体等にフィー
ルドを提供して頂き，各地で 5Gの実証試験に取り組ん
できている．2017 年度から 2019 年度にかけては，
様々な利活用分野の関係者が参加する形で「5G総合実
証試験」を実施し，実際の 5G利活用分野を想定した技
術検証，性能評価を行った．特に，2018年度には「5G
利活用アイデアコンテスト」を開催し，実証試験のテー
マとすることを目的に地方発の課題解決のアイデアを募
集した．2019 年度には，このコンテストの結果を踏ま
え，5Gによる地域課題の解決に資する利活用モデルを
想定した総合実証を，地域のビジネスパートナーととも
に実施した（図 5）．
このアイデアコンテストでは，「高精細画像によるク
レーン作業の安全確保」をテーマとした提案が「総務大
臣賞」を受賞し，2019年度に実際に実証試験を行った．
これは，クレーンの運転台から見通せない死角での玉掛
け作業（吊り具を用いて行う荷掛け及び荷外しの作業）
を安全に実施するため，5Gを用いて臨場感のある高精
細映像を運転台に送り，その映像に基づいてクレーンを
運転することで，玉掛け作業員をはじめとするクレーン
周辺の作業員の安全を確保するものである．5Gを用い
て死角となっている場所の高精細映像をタイムラグなく
運転台に送信することで死角を解消し，安全に作業でき

図５　各地で実施された2019年度５Ｇ総合実証試験
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る環境が実現されることを確認した（図 6）．2019年度
にはこのほかにもコンテストで提案された 18件のアイ
デアについて実際に実証試験が行われた．
更に 2020年度からはローカル 5Gを広く普及させる

ことを目的として，多種多様なユースケースにおける技
術検証や地域課題解決モデルの構築を行う「地域課題解
決型ローカル 5G等の実現に向けた開発実証」を実施す
ることとしている．初年度となる 2020 年度は，農業，
製造業，観光などの様々な分野で，各地域から提案され
た地域課題をテーマに全国で 20件の実証を実施する予
定である．
この実証においては，5G技術の検証に加え，AI（人

工知能）の活用やほかの無線システムとの組合せを検証
するなど，ローカル 5Gを各地域に広く「横展開」する
ためのモデル構築に向けた検証を併せて行うこととして
いる．これにより，技術基準等の制度整備につなげると
ともに，様々な利用シーンに適した 5G機器の開発を促
し，国内はもちろん海外を視野に入れたローカル 5G等
の展開と，国内企業の産業競争力の強化を同時に目指し
ている（図７）．

6 まとめ
総務省では，5G基地局や光ファイバなどの ICT（情

報通信技術）インフラの整備と 5Gの利活用促進策を一
体的かつ効果的に実施していくため，2019 年 6 月に
「ICTインフラ地域展開マスタープラン」を策定した．
更に今年度はこのマスタープランについて，光ファイ
バの全国展開支援の大幅拡充や，5Gで利用できる周波
数を拡大する等の強化策を追加し，1年後にあたる
2020 年 6月に，5Gや光ファイバの整備目標を大幅に
前倒しした「ICT地域展開マスタープラン 2.0」を策定
した．
現在，5Gの展開においても，新型コロナウイルスの
感染拡大により何らかの影響が生じる可能性が否定でき
ない状況となっているが，総務省としてはマスタープラ
ン 2.0 を踏まえ，産学官の連携に加え，5Gを利用され
る全国の様々な立場の方々の御協力を頂きながら，着実
に 5Gの普及展開に取り組んで行く予定である．
 （2020年 7月，原稿執筆）

図７　地域課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証

図６　高精細画像によるクレーン作業の安全確保

荻原直彦
 平 4に郵政省（現総務省）に入省し，
これまで ICT 分野の研究開発，情報
通信インフラの高度化や安全・信頼
性確保，５Gの実用化等に関する施
策を担当．令 2-07から情報流通行政
局放送技術課長．
（前職：総合通信基盤局電波部移動通
信課長）
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 1 はじめに
次世代移動通信システムである第5世代移動通信シス

テム（5G）は，経済成長に不可欠な IoT（Internet�of�
Things）時代の ICT基盤として早期の実現，並びに普及・
展開が世界的に期待されており，各国・各地域においてそ
の実用化と商用導入の動きが加速している．更に，5Gは，
超高速・大容量通信（eMBB:�enhanced�Mobile�Broad�
Band），超高信頼・低遅延通信（URLLC:�Ultra�Reliable�
and�Low�Latency�Communication），多数同時接続
（mMTC:�massive�Machine�Type�Communication）な
どの特長を持ち，それらを生かした多様な新サービス・
アプリケーションの創出活動が商用サービス開始以前
より活発に行われてきた．
本稿では，5Gの特長を生かした医療分野の新しいソ
リューションの実現に向けて，NTTドコモ（以下，ド
コモ）がこれまでに取り組んできた 5Gを遠隔医療に
応用する事例の検討及び実証試験の実施結果を紹介す
る．具体的な取組み内容としては，地域医療・救急医
療の充実に向け，5Gの超高速通信を生かして複数の医
療機器から出力される高精細診断映像と，テレビ会議
の映像をリアルタイムに同時伝送する試験用のシステ
ムを構築し，それらを用いた遠隔診療の有効性につい

て，医療機関を含む関係パートナとの連携により実証
を進めてきた．以下，遠隔医療における 5G応用の考
え方，総務省 5G総合実証試験と 5G遠隔診療システム
に関する複数の検討及び実証事例について述べた後，
実証結果の総括及び将来展望について述べる．

 2 遠隔医療における5Gの応用
いわゆる「遠隔医療」は，情報通信機器を活用した
健康増進，医療に関する行為全般を言う（1）が，その実
現及び導入促進は，限られた数の医師または医療機関
を有効に活用して，より広いエリアでの医療サービス
の提供を可能とするもので，医師や医療機関の不足や
偏在といった問題を解消するための重要な方策の一つ
である．この遠隔医療（図 1）のうち，医師－患者間
（D�to�P）において，情報通信機器を介して患者の診察
及び診断を行い，その結果の伝達や処方などをリアル
タイムに実施する行為を「オンライン診療」と呼んで
いる．一方，より高度な遠隔医療として近年注目され
ているのが，医師－医師間（D�to�D）において，情報
通信機器を介して患者の診察及び診断，並びに治療を
実施する行為であり，本論文において「遠隔診療」と
呼ぶ．この遠隔診療では，図 2に示すように，患者と
同じ場所（診察室／治療室）にいる医師に対して，遠
隔地にいる専門医（経験豊富なベテラン医師）が通信
回線を介して伝送された各種診断情報を参照しながら
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Summary 第5世代移動通信システム（5G）の特長を生かした医療分野の新しいソリューション実現に向け，NTT
ドコモが推進してきた5Gを医師対医師の遠隔診療に活用する事例の検討及びその実証試験の実施結果を

紹介する．2017～ 2019年度に総務省の5G総合実証試験として医療機関を含むパートナーとともに推進した実証試験は，
地域医療・救急医療の充実に向け，5Gの超高速通信を生かして複数の医療機器から出力される高精細診断映像とテレビ会議
の映像をリアルタイムに同時伝送する試験用のシステムを構築し，それらを用いて複数の診療科を対象とした試験・評価を通
して5Gを活用する遠隔診療システムの有効性を確認した．地域医療分野における実証試験では，和歌山県において，山間部
診療所での遠隔診療，遠隔訪問診療，遠隔教育，遠隔移動診療の各事例について，また，救急医療分野における実証試験で
は，群馬県前橋市において，救急搬送の高度化ソリューションとして，3または4拠点間で救急搬送情報を共有する形式の遠
隔診療について，それぞれ実験用5G無線通信装置を用いた試験を行い，各試験に参画した医療従事者及び関係者から多角的
な評価結果を得た．
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アドバイスや支援を行うが，その際，専門医が離れた
場所にいることを意識せず，あたかも同じ診察室内に
いるかのような環境を再現して診療を進められことが
重要となる．各種診療科で用いられる医療機器のうち，
特に画像（映像，静止画像）を用いて診断などを行う
機器においては，画像の解像度を大幅に高めること（例
えば，映像においては 4Kあるいは 8Kといった高精細
映像を用いること）により，正確かつ詳細な診断が可
能となる．また，診療科または対象となる疾患の種類
によっては，即時性を求められるケースがあり，画像
やほかの診断情報をリアルタイムに参照できるように
することも必要となる一方，複数の医療機器からの情
報を組み合わせて診断するケースもある．更に，医療
機器からの情報に加えて，患者の様子や容体を遠隔地
にいる医師が把握しやすくできるカメラ映像が有用で
あるとともに，医師間のコミュニケーションをスムー
ズに行うためのテレビ会議システムも有用である．こ
のテレビ会議システムの映像も4Kなどの高精細映像と
することで，臨場感のある映像により意思疎通が行い
やすくなるとともに，上述した患者の様子や容体を遠

隔地にいる医師が把握するための映像を兼ねることも
できる．
上述した診断用の高精細画像，カメラ映像，テレビ
会議映像を遠隔地に一括して伝送するためには，相対
的に高速・大容量の通信回線が必要となるが，これま
で遠隔診療において一般に用いられてきた固定（有線）
通信ネットワークは必要な通信速度が確保できない場
合があったり，使用場所の制約が大きかった．これに
対し，4Gの約 10 倍となる超高速・大容量通信と超高
信頼・低遅延通信が可能な 5Gの登場により，移動（無
線）通信ネットワークを積極的に用いることで，遠隔
診療サービスの提供（または利用）できる場所と機会
の拡大が可能である．なお，遠隔診療システムの通信
回線として 5Gを適用する箇所は，患者のいる診察室
（固定または移動の医療施設）側へのアクセス部分のみ
ならず，遠隔地からアドバイス・支援を行う専門医側
へのアクセス部分も考えられ，この場合，専門医が出
張先などからアドバイス・支援することにも対応可能
となる．

図1　遠隔医療における5G応用対象領域

図2　遠隔診療システムへの5G適用の考え方

【引用】�厚生労働省，「オンライン診療の適切な実施に関する指針」，2018 年 3月．
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 3 総務省 5G総合実証試験
3.1　5G総合実証試験の概要
近年，5Gにおける新サービスの創出に向けて，通信
事業者のみならず関連するパートナが協力し合いなが
ら多様なサービスを創出する取組み（協創）と，それ
らに対するシステムトライアル／実証試験が多く実施
されてきている．2017 年度からは 5Gの実現による新
たな市場や新しいサービス・アプリケーションの創出
を目的に，様々な利活用分野の関係者が参画する総務
省の「5G総合実証試験」が 3年間の計画で開始され，
図 3に示すように，1年目の 2017 年度 5G総合実証試
験（2）は，実際の 5G利活用分野を想定した技術検証が
事業者の選定したテーマについて実施され，2年目の
2018 年度 5G総合実証試験（3）は，ICT インフラ地域
展開戦略検討会の「8つの課題」を意識した技術検証・
性能評価が実施された．2019 年 1月には，地方が抱え
る様々な課題の解決につながる地方発のユニークなア
イデアを発掘することを目的として，総務省は「5G利
活用アイデアコンテスト」（4）（以下，アイデアコンテス
ト）を開催し，３年目となる 2019 年度 5G総合実証試
験（5）では，アイデアコンテストの結果とこれまでの技
術検証の成果などを踏まえ，5Gによる地域課題の解決
に資する利活用モデルに力点を置いた実証試験が実施
された．これら 3年間の実証試験は，事業者・研究機
関などが代表者を務める六つの試験グループ（GⅠ～G
Ⅵ）により進められた．

3.2　5G総合実証試験におけるドコモの取組み
2017 年度の総務省 5G総合実証試験において，ドコ
モは人口密集地における 10Gbit/s の超高速通信の実証
試験（GⅠ）を実施主体となってパートナとともに実
施し，応用分野として，エンターテインメント，スマー
トシティ，医療の三つの分野について，4.5GHz 帯及
び 28GHz 帯の 5Gを用いたサービス・アプリケーショ
ンの実証を行った（6）．続いて，2018 年度の総務省 5G
総合実証試験においては，5Gの最大性能だけではなく，
平均的な性能を検証するため，屋外環境における平均
4～8Gbit/s の超高速通信の実証試験（GⅠ）を実施し，
2017 年度の三つの応用分野に加えて，ワークプレース
分野での実証も行った（7）．更に 2019 年度は，アイデ
アコンテストにおいて提案された内容も加えて医療を
含む四つの分野について 5Gサービスの実証試験を実
施した（8）．2017 年度から 2019 年度にドコモが連携
パートナとともに全国で実施した 5G総合実証試験の
実施内容及び実施場所について表 1及び図 4にまとめ
る．

 4  医療分野ごとの5G遠隔診療システムの検討及び実証

4.1　地域医療分野における5G遠隔診療システム
4.1.1　地域における遠隔医療の現状
これまでの地域における遠隔診療の事例として和歌
山県における取組みを紹介する．和歌山県は山間へき

図3　総務省5G総合実証試験

【引用】総務省移動通信課資料より
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地が県内に占める割合が多く，二次医療機関 *1 までの所
要時間が長い地域が多く存在している．紀の川流域や
県内主要河川の下流域を中心に人口が集積し市街地を
形成しているが、県内に 19ある公的病院も河川の下流
域を中心に設置されており，500 床を超える大病院は
和歌山市のみに存在している（9）．このような状況下で，
和歌山県は，和歌山県立医科大学（以下，県立医大）
内に和歌山県地域医療支援センター（以下，地域医療
支援センター）を 2011 年 4 月に設置し，地域の医療
の安定と住民の健康増進のための保健医療の支援，及
び「地域医療枠・県民医療枠」学生の在学中から卒業
後9年間のキャリア形成支援に取り組んできている（10）．
更に，同センターでは遠隔地の医療機関に対する様々
な支援を可能にする「遠隔医療支援システム」を 2014
年 3月に導入し，インターネットを使用して県立医大
内の地域医療支援センターと遠隔地の医療機関を結ぶ

＊1　�二次医療機関とは，一般に入院治療を必要とする重症患
者の医療を担当する医療機関を言い，地域の中核的病院，
専門性のある外来や一般的な入院医療を行う病院のこと
を指す．

ネットワークを用いて県内全域における地域医療の支
援を行っている．同システムは，患者が遠隔地に居な
がらにして専門医のアドバイスが受けられる「遠隔外
来（コンサルテーション）」をはじめとして，県立医大
にて行われる大学院講義・講演・セミナーなどを聴講
するとともに，質疑応答が可能な「遠隔講義聴講」，救
急患者の専門的治療の必要性についてのコンサルトや
遠隔地で撮影した画像の診断補助が可能な「遠隔救急
支援」などの各サービスを実現・提供することを目的
としている．
このうち「遠隔外来」は，2014 年 7月に開始し，遠
隔医療支援システムを設置した医療機関において，テ
レビ会議を介して県立医大附属病院の専門医によるア
ドバイスを受けながら高水準の診断を行っており，特
に遠方の患者にとっては通院に要する時間や経済的負
担などを軽減できる．2020 年度の遠隔外来対象医療機
関は，県内の病院，医療センター，診療所など計 23機
関があり，また，診療科は，皮膚科，整形外科，循環
器内科，消化器内科，泌尿器科，神経内科，麻酔科な
ど計 21 の診療科と，45 の専門外来を設けている（11）．

表1　2017〜 2019年度5G総合実証試験（GI）の実施内容

分野 サービス
実施年度

2017 2018 2019

1-1
エンター
テインメント

① 5Gを活用したVR音楽ライブ体験 ○
② 5Gを活用したMRコミュニケーション ○
③ 5Gを活用した８K映像マルチチャンネルMMT伝送 ○
④ 5Gを活用した４K省電力ディジタルサイネージ ○
⑤ショッピングモール環境での高精細映像伝送 ○
⑥ 5Gを活用したスポーツイベントのライブビューイング ○
⑦ 5Gを活用したSL大樹への超高精細映像伝送 ○
⑧ 5Gと８K映像を活用した観光客誘客 ○
⑨ 5Gを活用した車椅子バスケットボールのライブ映像配信 ○
⑩ 5Gと VR技術を活用した遠隔博物館訪問 ○
⑪ 5Gを活用した観光イベントにおけるライブビューイング ○
⑫ 5Gを活用したスポーツイベントの遠隔ライブ応援 ○
⑬ 5G× Body�Sharing 技術を活用した沖縄県の観光振興 ○
⑭ 5Gを活用したリアルタイムクラウド編集・中継ソリューション ○

1-2
スマートシティ

① 5Gを活用した施設内監視 ○
② 5Gを活用した高所カメラによる広域監視 ○
③ 5Gを活用したカーセキュリティ ○
④ 5Gを活用した地方見守りサービス ○

1-3
医療

① 5Gを活用した遠隔治療 ○ ○ ○
② 5Gを活用した救急搬送高度化ソリューション ○ ○
③ 5Gを活用した高精度顔認証及びセンサによる見守り・行動把握 ○

1-4
ワークプレース

① 5Gを活用した動くサテライトオフィス ○
② 5Gを活用した高技能工員の労働安全確保 ○

1-5
スマートライフ

① 5Gを活用した伝統芸能の伝承（遠隔教育） ○
② 5Gを活用した音の視覚化による生活サポート ○
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このような県立医大附属病院の専門医による遠隔外来
を更に拡充していくことにより，県内各地域の拠点病
院において，より高い水準の医療を提供することが可
能となり，医療の地域格差是正とともに，地域の病院
勤務医などの負担が軽減され，医療サービスの質の向
上にもつながることが期待される．

4.1.2　�地域医療充実に向けた5G遠隔診療システム
の検討と実証

全国的な地方における人口減少・過疎化の進行など
により，地方と都市部の地域格差はますます拡大し，
医療分野においても地域における医療サービスや医師
の偏在対策が課題となっている．この課題の解消にも
寄与すべく，2017 年 6月に和歌山県，県立医大及びド
コモが協定（12）を締結し，これに基づき，山間部・過
疎地などにおいても都市部にある総合病院と同様の高
度な医療を提供可能とすることで地域医療の充実が図
れるよう，5Gを活用した遠隔診療システムに関する検
討と実証試験を総務省の 5G総合実証試験として取り
組んだ．

（1）山間部診療所における遠隔診療
2017 年度に開始した医療分野を対象とした 5Gの実

証試験は，和歌山県における取組みが国内初となって
おり，ドコモが実施主体として総務省から請負った平
成 29年度 5G総合実証試験（2）の一部として実施した．
実際の実証試験は，県立医大内の地域医療支援センター
内の診察室と約 40km離れた同県日高郡にある日高川
町国民健康保険川上診療所（以下，川上診療所）との
間で遠隔診療を行う形で実施した．同診療所では、上
述した遠隔医療支援システムを導入済みだったが、今
回、高速の専用通信回線を用いる 5G実証試験用のシ
ステムを新たに構築した（図 5）．遠隔診療時の情報伝
送に用いる県立医大から診療所に至る高速通信回線は，
途中までは光回線を使用し，その先の診療所までを無
線周波数帯として 28GHz 帯を用いる 5G無線回線を適
用した．5Gの高速通信により、高精細な映像による皮
膚疾患などの症状の正確な把握，映像・会話のタイム
ラグ減少による円滑なコミュニケーションを確保しな
がら，川上診療所の医師と県立医大附属病院の専門医
とが協力して遠隔診療を実施できるかを実証した．映
像系の診断機器として，皮膚疾患，外傷，口腔内診断
などに用いる 4K高精細接写カメラ，内部疾患などに診
断に用いる超音波診断装置（エコー），MRI の映像出力
を診療所から県立医大へ伝送できるように準備し，加
えてリアルタイムにコミュニケーションを行うための

図4　2017～ 2019年度5G総合実証試験（GI）の実施場所
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4K高精細テレビ会議システムを導入した．
2018 年 2月 20 日から 3月 6日にかけて行った実証
試験では，3診療科（皮膚科・整形外科・循環器内科）・
計 5症例について 5Gを用いた遠隔診療を実施した。
川上診療所と県立医大の各ロケーションにおける診療
の様子を図 6に示す．
5Gを用いた遠隔診療の本試験における診療を行った
医師と受診した患者の感想の一部を以下に記載する．
〈各医師の感想〉
・�（皮膚科医師）現行の遠隔外来システムでは通信回
線の制約により相対的に解像度の低いカメラを使

用し，外傷の様子がよく見えなかったが，4Kカメ
ラの威力で，間近で診察している感覚で診察がで
きてすばらしい．
・�（整形外科医師）遠隔診療自体が初めての経験だっ
たが，臨場感のあるテレビ会議システムのおかげ
で，患者と直接インタラクティブなやり取りが円
滑にできたので，適切な所見が得られたと思う．
・�（循環器内科医師）4K映像の明瞭さは明らかで，
かつ，同時に送られるエコー映像は，手元で操作
しているのと全く遜色ないクオリティだと感じた．
地域医療の高度化に期待が持てる．

図5　高精細診断画像による遠隔診療システム

図6　5Gによる遠隔診療実証試験模様
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・�（診療所医師）専門医がすぐそばにいる感覚で安心
でき，診療所のレベルアップ，特に若手医師の育
成のツールとしても非常に有効だと感じた．

〈患者の感想〉
・�大きな画面に県立医大の先生が映っていて，県立
医大の外来に行ったときと全て同じように診療が受
けられたように思う．県立医大まで 1時間以上か
けて行くのは高齢者には大変なので，大変助かる．
・�今回セカンドオピニオンを求めて遠隔診療を使っ
てみた．臨場感のある画面を通じ問診を受けたが，
さすが総合病院の専門医と思える指摘や新しい治
療方針の説明があり，目からうろこが落ちる思い
だった．

以上の感想から，加入者向け光回線の利用が困難な
山間部の診療所においても，5Gを介して 4Kカメラ映
像やエコー映像とともに，臨場感のあるテレビ会議映
像を一括して伝送することで，遠く隔てたロケーショ
ン間でも，互いの距離を感じさせることなく専門医の
支援に基づく診療を的確に行えることが実証された．

（2）患者宅における遠隔訪問診療
2017 年度の実証試験をベースとして，診療シナリオ
の更なる拡充の可能性を追求すべく，2018 年度には，
診療所周辺地域の患者宅などへの訪問診療シーンにお
いて，5Gを活用した遠隔診療を適用する実証試験を，
ドコモが実施主体として総務省から請負った平成 30年
度（2018 年度）5G総合実証試験（3）の一部とし実施し
た．診療所の医師が患者宅を訪問して遠隔診療を行う
にあたり，医師が患者宅へ携行した医療機器（ポータ
ブルエコー，小形 4K接写カメラ）から出力される複数
の高精細診断映像と，県立医大の専門医とリアルタイ

ムにコミュニケーションするための4Kテレビ会議映像
を，無線周波数として 4.5GHz 帯を用いる 5Gモバイ
ル端末から 5G基地局へ高速無線伝送した上で，光回
線により県立医大へ転送するようにした．ここで，
2017 年度の実証試験における 5Gモバイル端末の通信
可能エリアに対して，2018 年度の実証試験においては，
基地局のアンテナ設置位置と高さを調整し，異なる場
所に点在する患者宅をカバー可能なより広い 5G通信
エリアを確保し，5Gの無線通信性能の評価も含めた実
践的な検証を行った．2019 年 1月に実施した実証試験
では，循環器内科の 2症例と精神科，栄養指導の各 1
症例について遠隔訪問診療を実施した．循環器内科の
診療では，診療所医師が心疾患の既往歴のある患者の
自宅を訪問して，エコー・4K接写カメラ・4Kテレビ
会議の各映像を通して県立医大附属病院の循環器内科
専門医に診てもらいながら遠隔訪問診療を進めた．同
診療では，特にエコーについて，適切なセンサプロー
ブの当て方などを専門医が診療所医師へリアルタイム
に指示を行いつつ，カラードップラー映像を含む高精
細エコー映像を 5G伝送することで，患者宅において
も迅速かつ的確な診断を行うことができた．図 7に遠
隔訪問診療の様子を示すとともに，以下に試験参加し
た医師の意見・感想を示す．
・�（県立医大専門医）エコーの映像がすばらしく，こ
れだけ鮮明に見られれば，臨場感があり，自分が
目の前の患者を実際にエコー検査しているのとか
なり近い感覚で診療が可能と感じた．今すぐにで
も日常的に使っていきたいシステムであり，ぜひ
早期に実現してほしい．
・�（診療所医師）いわゆる「交通弱者」の人が増えて
きているので，へき地医療を担うものとしては，

図7　5Gによる遠隔訪問診療実証試験模様
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大変有難いことだと思っている．5Gで鮮明な診断
映像を専門医に送った上で正確な診断を行い，診
療を進めることにより，今後も 5Gの利点を生か
していけると考えている．

（3） 医師に対する遠隔教育
2018 年度の実証試験では，5G遠隔診療システムの
更なる応用事例として，医療従事者への遠隔教育を想
定した実証試験も実施した．具体的には，専門外の医
師が内視鏡（胃カメラ）の適切な操作について県立医
大の内科指導医のアドバイスを受けながら，内視鏡ト
レーニングモデル（訓練用人型ファントム）を用いて
訓練するシーンについて試験実施した．これまでの遠
隔診療と同様，胃カメラの鮮明な映像に加えて，訓練
を受ける医師の操作状況のモニタ映像としても機能す
る4Kテレビ会議映像を5Gにより同時伝送することで，
2人の医師が距離を感じることなく指導を進めること
ができた（図 8）．試験参加した指導医からは「普段，
内視鏡を扱うことのない医師を対象にレクチャを行っ
たが，遠隔指導でもスムーズに内視鏡操作ができたの
で，教育にとどまらず実際の検査も可能ではないかと
感じた」との評価を得た．このような 5Gを活用した
遠隔教育が普及すれば，医師のスキル向上のための教
育機会を増やし，医療水準の向上に資するものと期待
される．

（4）移動診療車を用いる遠隔移動診療
2019 年度の実証試験では，これまで実施してきた

5Gを用いる遠隔診療に 5Gを搭載した移動診療車（ハ
イパドクターカー）を加え，遠隔移動診療へ 5Gを適用
する実証試験をドコモが実施主体として総務省から請

負った令和元年度（2019 年度）5G総合実証試験（5）の
一部として実施した．試験実施したシーンとしては，
移動診療車に乗って派遣される若手医師が大学病院の
専門医からアドバイス・指示を受けるというものであ
る．移動診療車には高精細・低遅延テレビ会議システ
ムと，高性能エコー，小形 4K接写カメラ，12誘導心
電図機能を持ったベッドサイドモニタといった医療機
器を搭載した．移動診療車からのテレビ会議映像，医
療機器情報に加え，診療所から大学病院へ移動診療車
派遣を要請するシーンが発生するとして，診療所から
患者の過去の高精細エコー情報並びに俯瞰カメラ映像
を 5Gにより同時伝送できるようにした．これらの情
報を全て伝送するために 4.55GHz，4.75GHz 複数の
周波数でそれぞれ 100MHz の帯域の合計 200MHz の
帯域を使用し，実験用移動局と実験用基地局をそれぞ
れ二つずつ使用した．基地局からは光回線により県立
医大へ転送している（図 9）．実施した二つの試験シー
ンの具体的内容を示す．

〈シーン①〉
診療所医師から県立医大専門医へ遠隔診療支援に関
する相談として，診療所医師が心疾患で通院していた
患者から「せきがひどく全身がだるいため動けない」
との連絡を受け，過去撮影した「高精細エコー情報（心
臓部）」を県立医大専門医へ伝送し，心筋梗塞や心不全
も疑っていることを音声通話で伝える．専門医が移動
診療車の出動及び県立医大専門医（循環器内科医師）
との遠隔診療の実施を決定する．

〈シーン②〉 
県立医大専門医による遠隔診療支援として，要請を
受けた移動診療車が患者宅に急行し，患者を車両内に

図8　5Gによる遠隔教育実証試験模様



194 通信ソサイエティマガジン　No.55  冬号 2020

誘導後，移動診療車内医師が「バイタルサイン」，「心
電図」，「高機能エコー映像（心臓部）」の診断情報を県
立医大専門医へ伝送する．県立医大専門医が，過去撮
影した「エコー映像（心臓部）」と最新の診断情報を確
認し，移動診療車内医師と診断結果を共有する．

試験参加した医師及び試験評価者として参加した医
師からは次の意見・感想が得られた．
・�（県立医大専門医）普段，診療で見ている映像と遠
隔から伝送されてきた映像と比べて，画像の劣化を
感じなかった．画像の解像度としては十分である．
・�（県立医大専門医）弊学は以前から遠隔医療をイン
ターネット回線で行っているが，従来のインター
ネット回線を通じて伝送される 720p ベースの画
像と比べて 5Gを介して伝送されてきた画像は奇
麗である．接写カメラ，ベッドサイドモニタ，エ
コーの 3種類の映像を統合して同時に見ることが
できるので，エコーの映像だけで診断しているわ
けでなく，ほかの状態を見ながら把握できるので，
患者さんが隣にいて診察しているような形で診察
ができる．
・�（移動診療車内医師）5Gの回線を使って（遠隔医
療支援として）専門医の先生がついてくれて診察
ができるので，安心して治療が行える．
・�（試験評価者）おそらく，高機能エコーの映像は，
静的なMRI やレントゲンと異なり動的で，操作に

よって画像が変わるので，医療機器映像の中では
最も困難な画像であるが，医療分野で適応できる
画質であった．

以上、3年間にわたって和歌山県において実施した
5G遠隔診療システムに関する実証により，加入者向け
光回線が提供されていない山間部においても，都市部
の大学病院にいる専門医との間でコミュニケーション
を図りながら，診療所遠隔診療，遠隔訪問診療，遠隔
移動診療の各形態の診療が実施可能であることが分か
り，5Gを用いた遠隔診療システムの有効性を確認する
ことができた．

4.2　救急医療分野における5G遠隔診療システム
4.2.1　救急医療の現状
救急医療分野においては，全国的な救急搬送される
患者（傷病者）数が，成人は横ばい若しくは減少傾向
を示しているのに対し，65歳以上の高齢者は増加傾向
にあり，2017 年には全体の 6割を占めるに至ってい
る．また，搬送される高齢者の疾病分類では，脳疾患
や心疾患などの循環器系疾患が最も多くなっており，
傷病の程度も中等症（入院治療を要するもの）以上の
割合が高齢者は 6割を超えている状況である（13）．人口
減少とともに高齢化が進む地域では，専門性を有する
医師の不足も進んでおり，対策が必要となっている．
一方，救急車の現場到着までの所要時間は，1997 年か
ら 2017 年の 20年間で全国平均値が 6.1 分から 8.6 分

図9　5Gによる遠隔移動診療試験模様
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に増加し ,病院収容までの所要時間も，同じく 20年間
で 26.0 分から 39.3 分へと延伸する傾向にある（13）．こ
れらは，救急隊員または医師による適切な処置を患者
が受けるまでの時間が延びることにつながり , 救命率
への影響が懸念されている .

4.2.2　�救急搬送高度化に向けた 5G活用ソリュー
ションの検討と実証

上述の課題の解決にも寄与すべく，ドコモは，2018
年 5 月に群馬県前橋市と締結した協定（14）に基づき，
5Gを活用した救急搬送の高度化ソリューションの検討
及び実証試験を連携するパートナとともに推進した．
同ソリューションでは，5Gを活用する遠隔診療システ
ムをベースとして，患者の正確な傷病状態（容体）を
確認するためのカメラ映像や各種医療機器による検査・
診断情報を，高精細映像と音声を通して関係する医療
従事者とスタッフがリアルタイムで共有することを特
長としており，救急搬送時に必要となる各種アクショ
ンの所要時間短縮と精度向上を図ることにより，救命
率の向上を目指している．

（1）3 拠点間の情報共有を行う救急搬送
本ソリューションは，救急指定病院，救急車，ドク
ターカーの 3拠点間に 5Gを用いた無線通信回線を設
定し，診断用の高精細映像の伝送・共有を可能とする
ことで，救急搬送中の時間を有効活用し，適切な処置
を行うまでの時間の短縮と救命率の向上を目指したも
のである．ドコモは，前橋市情報政策課及び消防局（以
下，消防局），前橋赤十字病院高度救急救命センター
（以下，高度救急救命センター），前橋工科大学，ICT
まちづくり共通プラットフォーム推進機構，日本電気
と連携し，同ソリューションの有効性を確認する実証
試験を平成 30 年度（2018 年度）総務省 5G総合実証
試験（3）の一部として実施した．
今回の実証試験では，救急・救命対応を要する患者
に対して的確かつ迅速な処置が可能となるよう，①マ
イナンバーカードを活用した患者情報を確認するシス
テム（救急搬送支援システム），②映像と音声により三
者間でリアルタイムコミュニケーションするテレビ電
話会議システム，③救急車とドクターカーから患者の
様子を映した高精細映像と複数医療機器の診断映像を
病院へ伝送（救急車の映像はドクターカーにも伝送）
するシステム―から構成された複合的なシステムを構
築・使用した．2018 年 12 月の事前試験の後，前橋市
役所内に高度救急救命センター及び消防局通信指令室
を模擬したスペースを設置するとともに，無線周波数
として 28GHz 帯を使用する 5G基地局を設置し，5G

モバイル端末を搭載した救急車及びドクターカーが前
橋市役所周辺の道路などを走行または同市役所駐車場
に停止した状態において，高度救急救命センター・医
師と消防局・救急隊員の監修により，以下の五つのシー
ンから成る救急医療現場の実践的なシナリオによる本
試験を 2019 年 2月に実施した．

〈シーン①〉
交通事故にあった人が倒れて動けなくなっていると
のことで 119 番通報があり，通信指令室より救急車と
ドクターカーの出動が要請される．同要請を受けて救
急車が現場へ急行するとともに医師を乗せたドクター
カーが出動．

〈シーン②〉
救急車が先行して現場に到着し，事故に遭った患者
を収容した後，搬送を開始．患者には意識がない状態
であったが，マイナンバーカードの活用により，患者
情報を確認し，同情報をリアルタイムに病院とドクター
カーへ共有．

〈シーン③〉
救急車は患者の容体などを高精細なカメラ映像と診
断映像で病院とドクターカーへ 5G伝送しつつ，医師
からの指示を受けて救急隊員が適切な処置を施しなが
ら，ドクターカーとのドッキングポイントへ急行．

〈シーン④〉
救急車とドクターカーがおおむね同時刻にドッキン
グポイントへ到着したところで，患者をドクターカー
へ速やかに乗せ換える．その後，ドクターカーの医師
と高度救急救命センターの医師とが連携して継続的な
診断及び適切な処置を施しながら，収容先となる高度
救急救命センター（救急指定病院）へ急行．

〈シーン⑤〉
収容先の病院では，あらかじめ共有された患者の情
報と詳細な容体を踏まえた受入れ体制を整え，ドクター
カーが病院へ到着すると直ちに専門医が必要な処置を
開始．

以上の実証試験のシステム構成を図 10に示すととも
に，同試験に参加した医師の感想を以下に示す．
・�複数の情報，すなわち患者本人の状態，検査機器
からの情報，周囲の状況などを同時に確認するこ
とができていたので，患者を目の前に対応してい
るのと同様の状況を再現できた．更に，現場，救
急車，ドクターカー，高度救急救命センターが一
体化している印象を受けた．
・�5Gを介して移動端末から一括伝送されてきた複数
の診断映像は，個々の映像が非常に鮮明で，4G品
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質（5Gの 1/10 のデータレート）で伝送する場合
を仮定した映像と比較するとその差は歴然である
（図 11）．このような映像があれば適切な指示が出
せ，結果的に患者の診断・治療の時間を短縮する
ことにつながると考える．

（2）4 拠点間の情報共有を行う救急搬送
2018 年度の実証試験に続いて，2019 年度は，情報
共有を行う拠点数を更に増やした構成により令和元年
度（2019 年度）総務省 5G総合実証試験（5）の一部と
して実施した．具体的には，図 12に示すとおり，従来
の 3拠点構成に「かかりつけ医」を追加して 4拠点構
成とし，新たな連携先の前橋医師会の医師がかかりつ
け医を担当した．

救急隊とドクターカー医師が救急活動を実施する際
に，高度救命救急センター医師とかかりつけ医による
アドバイス，指示が 5G回線を通じて伝えられ，傷病
者への適切な処置と高度救命救急センターへの円滑な
搬送受入れを行うことが実現可能かを検証する．救急
搬送高度化が可能な救急車とドクターカーからの接写
カメラ，高機能エコー，ベッドサイドモニタの医療機
器の統合映像を同時に 5G回線で伝送する．実施した
三つの試験シーンの具体的内容を以下に示す．

〈シーン①〉
救急隊による救急車両内での救急活動に対する支援
と，高度救命救急センターへの搬送依頼の実施に対す
る支援を検証するため，三者間で音声通話しながら，

救急車からの患者情報を
パッキングした4K映像を5G伝送し

リアルタイム表示

ドクターカーからの各種医療機器情報を
パッキングした4K映像を5G伝送し

リアルタイム表示

ﾏｲﾅﾝﾊﾞー カードから
得た負傷者情報

バイタル
サイン 12誘導

心電図

5G基地局
5G移動局

5G移動局

ドクター
カー救急車

高度救命救急センター医師によるリアルタイム診断・指示模様

エコー

図10　救急搬送高度化に向けた5G実証試験システム（3拠点構成）

図11　救急搬送中ドクターカーからの診断映像比較

4G伝送時5G伝送時
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救急車両内の俯瞰映像と傷病者の受傷部映像を救急車
から高度救命救急センターへ 5G伝送するとともに，
更に，同センターを経由してドクターカーへ 5G伝送
することにより，救急隊による適切な処置と搬送依頼
が成立するかを確認．

〈シーン②〉
かかりつけ医に対しても同様に救急車両内の俯瞰映
像と傷病者の受傷部映像を伝送することにより，かか
りつけ医が持つ既往歴の情報を加えて，救急隊へのよ
り適切な処置の指示が可能となるかを確認．

〈シーン③〉
ドクターカー医師によるドクターカー車両内での救
急・救命活動支援を検証するため，三者間音声通話を
しながら，ドクターカー車両内の俯瞰映像と傷病者の
受傷部映像，ベッドサイドモニターと高機能エコーの
映像を，ドクターカーから高度救命救急センターへ 5G
伝送することにより，ドクターカー内医師による適切
な処置と搬送依頼が成立するかを確認．

試験参加した医師からは次の意見・感想が得られた．
・�（高度救急救命センター医師）5Gを高度救命救急
に取り入れることにより，高精細な映像で，まるで
診療室で目の前に患者がいるように様子が分かる．
また，リアルタイムに指示を出すことができる．

・�（かかりつけ医）遠距離を搬送する際，搬送時間が
長くなる分，搬送中の時間を有効に活用して傷病
者のかかりつけ医を特定し，既往歴などの追加情
報を得ることができるため，病院到着までの処置
に対してより効果的であると感じた．持病など患
者の情報を一番多く持っているのはかかりつけ医
であるため，かかりつけ医からの正確かつ詳細な
情報の提供があれば，搬送中に実施してはならな
い処置を避けることもできる．

以上，2年間にわたって前橋市において実施した複
数 5G移動端末を活用する遠隔診療システムをベース
とした救急搬送高度化ソリューションの実証により，
医療機関外の任意の現場で傷病者を診療または処置す
る場面が含まれる救急・救命対応においても，複数の
診断映像，ほかの情報を現場から 5Gを介して一括伝
送し，傷病者の早期かつ正確な容体把握に基づく迅速
な対応が実施可能であることが分かった．今後も，救
急車やドクターカーに搭載する医療機器の拡充や病院
（救急救命センター）との連携方式の精査を推進するこ
とで，更なる救急搬送の高度化と救急搬送時間短縮に
よる救命率の向上が期待される．

図12　救急搬送高度化に向けた5G実証試験システム（4拠点構成）
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 5  5G 遠隔診療システムの実証結果総括と将来展望

5Gの特長を生かした医療分野の新しいソリューショ
ン実現に向けた取組みとして，5Gを遠隔医療に応用す
る事例の検討及び実証試験の実施状況を紹介した．地
域医療の充実及び救急医療の高度化に向けたソリュー
ションの実証試験では，5Gの超高速通信を生かして複
数の医療機器から出力される高精細診断映像とテレビ
会議の映像をリアルタイムに同時伝送する遠隔診療シ
ステムにおける有効性について実証することができた．
一連の 5G遠隔診療実証試験に参画頂いた医師を含
む医療従事者及び関係者の方々のコメントを集約した
結果，以下となった．
・�各医師の属する診療科・専門あるいは診療シナリ
オによって，必要な診断画像（映像，静止画像）
に関し，「高精細」「低遅延」「多チャネル」など，
画像伝送で重視する要件が異なる．
・�高精細は，エコー映像や接写カメラ映像などの解
析的な診断において重視される．
・�低遅延は遠隔教育のほか，会話中の患者の反応を
見る精神診療科やインタラクティブ性が求められ
るリハビリテーション科などの問診において重視
される．
・�多チャネルは，救急搬送時などにおいて，複数の
診断情報，かつ同情報が複数の地点から送られ，
それらを網羅的に確認したい場合において重視さ
れる．
・�実証試験を実施した時点で入手可能な映像伝送機
器の能力・仕様では，一つの機器で高精細と低遅
延の要件を同時に満足することは難しかったが，
実際の診療場面においては，医師が最も重視する
条件に対して機器の能力を適宜切り換えられる（調
整できる）ようになっていることで，実運用上，
問題とならないようにできることを確認した．

他方，今回の各実証試験で使用した遠隔診療システ
ムにおける高精細診断映像を含む各種医療情報の一括
伝送は，もっぱら図 2の患者側に医療機器とともに設
置された移動端末から同基地局へ無線伝送する形と
なっており，いわゆる上り通信回線として十分な情報
伝送能力が求められことになる．現状，4Gの上り通信
回線においては，その下り通信回線（基地局から移動
端末へ無線伝送）に比較して相対的に低い通信能力で
あることに加え，移動端末が実ネットワーク環境にお
いてベストエフォート形通信 *2 する際の最低データ伝
送レートを考慮すると，上述の遠隔診療システムに求
められる要件を常時フルサポートすることは困難であ

る．これに対して，5Gは下り通信回線のみならず，上
り通信回線においても 4Gの 1桁上のデータ通信速度
を達成可能な能力を有することで，上述の要件を加入
者向け光回線が提供されない場所なども含め幅広い利
用エリア・利用シーンで満たすことが期待でき，この
点を仮定した場合の 5Gの遠隔診療における有用性を
一連の実証試験により確認できたものと考える．
5Gの商用サービス開始以降，今後より実践的な利用
シーンを踏まえたシステムの使い勝手向上と信頼性向
上及びコスト低減を行いながら同ソリューションを引
き続き開発・実用化することで，地方を含む全国のよ
り広いエリアにおける高水準の医療サービス提供（す
なわち医療の均てん化）が可能となり，地域医療・救
急医療の充実と更なる発展が期待される．また，5Gを
活用する次世代移動診療車のコンセプトは将来，救急
車サイズから大型自動車サイズまで，ニーズに合わせ
た幅広い車両の形式により実用化することで，タイム
リーかつ高度な医療を受けられる場所と機会を拡大し，
医師不足，地方と都市部での医療格差，災害現場での
医療の提供といった各種社会課題の解決につながるこ
とが期待される．なお，5Gの商用サービス提供は，全
国に展開済みの 4Gエリアに重畳する形で当初限定的
なエリアから順次エリア拡大されることになるため，
遠隔診療システムの利用中または利用開始の前に 5G
の非提供エリアへ移動した場合は，4Gへ速やかに切り
換えた上で，通信速度に応じた適切な機能の範囲でシ
ステムを利用継続または利用開始できるようにするこ
とも重要である．

 6 おわりに
2020 年初めから，新型コロナウイルス感染症が世界
的に流行したことを契機として，医療分野への ICT 応
用が様々な形で進む中，オンライン診療，遠隔診療が
注目され，その普及促進と更なる進化が期待されてい
る状況である．本稿では，5Gの遠隔診療に対する有用
性について実験用 5G装置を用いた実証試験により示
したが，モバイル通信の医療分野への活用は，今後の
「新しい生活様式」と求められる医療の発展に呼応する
形で，5Gの拡張と 6Gに至る通信の更なる進化を前提
とした将来の新しい医療ソリューション（例えばロボッ
ト手術の遠隔操作・支援，ネットワーククラウドを活

＊2　�ベストエフォート形通信とは，通信回線（または通信設
備）を複数ユーザ間で共有する方式であり，通信回線利
用の混雑度に応じて通信速度（または通信品質）が変化す
る．更に，移動通信では，混雑度だけでなく，移動先の
通信環境にも依存して通信速度が変化する．
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用するAI 治療など）を創出していくものと考えられる．
謝辞　本論文には，以下に示すドコモが総務省から
請負った周波数ひっ迫対策のための技術試験事務にお
ける成果が含まれています．
・�平成 29年度 5G総合実証試験「人口密集地におい
て 10Gbps を超える超高速通信を可能とする第 5
世代移動通信システムの技術的条件等に関する調
査検討」
・�平成 30年度 5G総合実証試験「屋外において平均
4-8Gbps の超高速通信を可能とする第 5世代移動
通信システムの技術的条件等に関する調査検討」
・�令和元年度 5G総合実証試験「屋外環境において
複数基地局、複数端末の環境下で平均 4-8Gbps の
超高速通信を可能とする第 5世代移動通信システ
ムの技術的条件等に関する調査検討」
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 1 はじめに
山岳登山ブームの中で遭難者の増加が問題に

なっていることを受け，我々は登山者を見守るシス
テムを開発している．このシステムは，登山者が持
つ GPS 付き端末からの情報を，山全体をカバーす
る中継網によりサーバが受信し，登山者ごとの位置
ログを作る．システムは更にこのログを解析し，遭
難の可能性がある登山者を判定し，その登山者を迅
速に発見して状況を確認し，遭難している場合は安
全・迅速に救助するものである．

山 全 体 を カ バ ー す る 中 継 網 は，LPWA（Low 
Power Wide Area network）の通信方式の一つで
LoRa Alliance（1）により定められた LoRa を採用
し，2018 年 7 月から長野県駒ヶ根市の協力を得て
市役所屋上に中継器を設置し，山岳ガイドの方々に
端末を持って頂き，登山者の位置ログ作成機能の評
価を行っている．

遭難の可能性がある登山者の迅速な発見と状況
確認のための通信網では，高速で低遅延な通信が必
要であることから 5G を採用し，評価実験を行った．

本稿は，この登山者見守りシステムの概要を述べ

るとともに，2019 年 10 月に中央アルプスで行っ
た 5G の評価実験の様子と，その評価結果を基に
5G の有用性並びに 5G のカバレージについて述べ
るものである．

 2 登山者見守りシステム
２. １　背景

警察庁生活安全局地域課発行の「平成 29 年にお
ける山岳遭難の概況」（2018 年 6 月 21 日発行）（2）

に記載されているデータを基に，山岳遭難の現状の
概要を述べる．

遭難の発生件数，遭難者数，死者・行方不明者数
と負傷者数の年ごとの推移を表１に示す．平成 29
年（2017 年）の山岳遭難は発生件数が 2,583 件，
遭難者は 3,111 人であり，うち死者・行方不明者
は 354 人であった．

この数はほぼ毎年増えており，2008 年からみる
と，発生件数は 58% 増，遭難者は 61% 増，死者・
行方不明者は 26% 増，負傷者は 73% 増と，深刻
な状況となっている．

更に，遭難に伴う捜索においては，救助隊員や山
岳遭難防止対策協会救助隊等のメンバーが複数人数
で捜索にあたり，広い範囲でしかも危険を伴う捜索
の負担は膨大である．

２. ２　登山者見守りシステムの概要
従来，登山者を見守る様々なシステムが提案さ
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れ，実運用されているものもある．本節では，様々
な登山者見守りシステムをその機能別に分類して整
理し，その上で我々が開発しているシステムの概要
を述べる．

２. ２. １　登山者見守りシステムの分類
登山者見守りシステムを，機能ごとに分類して述

べる．

（1）登山者の位置把握
登山者の位置をサーバで把握する方法としては，

主に二つの方式がある．
・ビーコン方式

登山者にビーコン端末を持たせ，登山道に設置し
たリーダ単位で位置を把握する方法である（3）．ま
た，リーダを設置せず，遭難者が出たときにヘリコ
プターやドローンに搭載したリーダにより遭難者を
見つける運用もある（4），（5）．端末が小さくできるこ
とと，電池で長期間の運用が可能となるという優れ
た特徴がある一方で，リーダ単位でしか位置把握が
できないという問題がある .
・GPS 付き通信端末方式

GPS を搭載した通信端末を登山者に持たせ，
GPS が計測した位置をサーバまで送信する方法で
ある（6）．ビーコン方式に比べて，端末が大きくな
ることと消費電力が大きくなることという問題があ
る．一方で，リーダは不要であることから，山中の
どこで遭難しても通信さえできれば位置把握が可能
である．

（2）遭難したことの把握について
登山者が遭難したことを把握する方法としては，

主に二つの方式がある．
・遭難したことを登山者や関係者が通知する方式

登山者が自ら遭難したことを知らせたり，家族等
関係者が警察等に届けたりする方法である．しか

し，登山者が自ら知らせる場合は，登山者が滑落し
て意識を失った場合等には対応できないという問題
があり，関係者が届け出る場合は，捜索を開始する
までに時間が掛かることが問題となる．
・システムが遭難の可能性を把握する方式

登山者の位置を随時把握できる場合，その位置ロ
グを利用して登山者が遭難した可能性があることを
把握することが可能である．例えば，位置が一定時
間以上動いていない，位置が登山道から外れた方向
に移動し続けている等である．また，端末にセンサ
を搭載して，端末が強い衝撃を受ける等をセンシン
グして，端末自体が遭難の可能性を検知し通知する
という方法もある．

（3）登山者の状況確認
捜索している登山者を発見して状況を確認する

方法として，捜索隊が山に入るほかに，ヘリコプ
ターやドローン等で状況を把握する等の方法があ
る（5）．

（4）山岳部の通信網について
山岳部をエリアとしたシステムに共通する問題

として，携帯電話網のエリアが限られる山岳部でど
のように通信を確保するかという問題がある．今後
も携帯網の整備は進んでいくと思われるが，山岳部
における整備は登山道が中心であり，一方で遭難は
登山道から外れたところで発生する．

このことへの対処として，携帯電話網のエリアに
のみビーコンリーダを設置して運用している場合も
あるが，LPWA 等を用いて広く通信網を構築する
研究もある（6）．

２. ２. ２　提案する登山者見守りシステム
現在開発している登山者見守りシステムの概要

を，図 1 を用いて述べる．
システムは，登山者一人一人の位置情報を把握し

表１　山岳遭難の発生状況

平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年

発生件数（件） 1,631 1,676 1,942 1,830 1,988 2,172 2,293 2,508 2,495 2,583

遭難者数（人） 1,933 2,085 2,396 2,204 2,465 2,713 2,794 3,043 2,929 3,111

死者・行方不明者 281 317 294 275 284 320 311 335 319 354

負傷者 698 670 832 819 927 1,003 1,041 1,151 1,133 1,208

警察庁生活安全局地域課発効「平成 29 年における山岳遭難の概況」
（2018 年 6 月 21 日発行）
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て登山者位置ログを作成する「登山者位置把握機
能」，このログを解析して遭難の可能性がある登山
者を判定し，その登山者を迅速に発見して状況確認
し，遭難者を安全・迅速に救助する「遭難者救助機
能」，ログを基に遭難発生の傾向を分析して登山者
教育カリキュラムを開発したり，登山道の整備をし
たりする「遭難防止機能」から成る．

このシステムの概要を，２. ２.１で示した機能の
観点から述べる．

（1）登山者の位置把握
登山者が持つ GPS 付き端末からの情報を，山全

体をカバーする中継網を構築してサーバに送り，登
山者ごとの位置ログを作る（7）．

（2）遭難したことの把握について
サーバに蓄積された登山者ごとの位置ログを基

に，遭難の可能性がある登山者を判定する．現在は
以下のルールを用いて判定を行っている（8）．
・ 山小屋等の判定除外地域を除いたエリアにおい

て，一定時間以上登山者の位置に動きが見られな
い

・ 登山者が登山道から離れた地点を移動し続けてい
る

（3）登山者の状況確認
遭難の可能性があると判定された登山者が出た

場合，本システムではまずドローンを端末が示す場

所に急ぎ向かわせる．その様子を図２に示す．
ドローンに搭載されている高精細カメラを用い，

その映像から捜策本部において登山者を発見する．
ドローンには拡声器が搭載されており，発見した登
山者に対して呼掛けを行い，呼掛けに対する登山者
の反応から救助の必要性を捜索本部が判断する（9）．

その結果，救助が必要と判断された場合，救助隊
が現場に向かう．その様子を図３に示す．

救助隊は遭難者の状況とその周囲の状況とから
明らかになった必要な装備と通信端末を持ち，端末
の指示に従って現場まで安全・迅速に移動する．現
場に到着した後は，遭難者の状況を救助隊が持参し

図２　登山者発見・状況確認フェーズ

図３　遭難者救助フェーズ

図１　開発している登山者見守りシステム
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た測定器具を用いて測定してそのデータを通信端末
で捜索本部に送り，医師が必要な措置を判断する．

（4）山岳部の通信網について
２. ３でも述べるが，本システムでは，2 種類の

通信網を利用する．一つは（1）の遭難者の位置把
握で用いる通信網であり，山全体をカバーする必要
がある一方で通信速度は比較的低くてよいことか
ら，150 MHz 帯の LPWA を用いて独自に構築し
た．二つ目は（3）の登山者の状況確認で用いる通
信網であり，ここでは高速で低遅延通信が可能な５
G を利用することとした．

提案するシステムにおける新規性は次の点にあ
る．
・ 遭難したことの把握について，登山者ごとのログ

から遭難可能性を判定する取組みは新しいもので
ある．また，この取組みの中で，救助隊の方から
はログの解析により遭難に至る前の「道迷い」を
判定できるのではないかという提案があり，遭難
する前に対応できる可能性を検討している．

・ 山岳部の通信網を，その用途によって LPWA と
５G とを組み合わせて実現していることも本シス
テムの新しい点である．
ほかの機能は，それ自体が新規性を持つものでは

なく，既知の技術を組み合わせて，有用性の高いシ
ステムを構築している．

なお，図１に記載している遭難防止機能は，登山
者位置把握機能で作成された登山者位置ログを解析
して遭難の傾向を分析し，その結果から登山者教育
カリキュラムを確立したり，登山道を整備したりす
ることを想定している．ただし，この機能の具体的
な開発は今後の課題である．

２. ３　登山者見守りシステムにおける通信システム
登山者見守りシステムで用いる通信システムに

ついて述べる．
本システムでは，求められる機能が異なる，次の

２種類の通信システムが必要となる．

（1） 多数の登山者の位置を定期的に把握するため
の通信システム

山全体をカバーできる広い通信網を構成する通
信システムが必要である．

山岳部は，携帯電話のサービスエリアのカバー率
が低い．これは，利用者数が余り見込めないことに
加え，国立公園・国定公園に指定されている地域も

多く，これらの地域に基地局を整備することが困難
であることも大きな要因である．携帯電話会社は登
山道をサービスエリアとすべく努めているが，遭難
した登山者は登山道から外れたエリアに入ることが
多く，携帯電話のサービスエリア外となってしまう
ことが多い．

そこで，山全体を数少ない中継器を用いてカバー
する中継網を独自に構築し，登山者が持つ端末から

「緯度経度情報」を定期的にサーバまで送信するこ
ととした．ここでの通信は，中継器数を減らすため
の長距離通信が可能で，かつ登山者が中継器から見
通せない山の沢に入っても，電波が山を回り込んで
通信が維持できる高い回折性能を持つこと，登山者
端末に内蔵する電池で長時間動作が可能な低消費電
力での通信が可能であることが求められる．その一
方で送信するデータは緯度経度情報だけであり，通
信速度は低速でも問題ないという特徴がある．

（2） 遭難の可能性がある特定の登山者の状況を詳
細に把握するための通信システム

遭難の可能性がある登山者の発見，救助隊の安
全・迅速な救助を行うためには，ドローンから捜索
本部に高精細な映像をリアルタイムで送る高速通信
が必要である．また，発見した登山者の様子を確認
するために，ドローンに搭載したスピーカを用いて
捜索本部から呼掛けを行い，その反応を映像で捉え
る．このとき，通信遅延が大きいと，登山者の反応
が鈍くなっているのか，通信遅延で映像が遅れてい
るのかの判別ができず，低遅延通信が求められる．
一方で，遭難の可能性がある登山者のおよその位置
は（1）により分かっていることから，探索のため
のエリアは比較的狭い．そのため，この探索のため
の通信エリアは，山中に複数設置した基地局から見
通せる上空でホバリングするドローンに搭載した中
継器により実現する，比較的狭いエリアをカバーす
るものでよいという特徴がある .

この（1），（2）は，求められる機能が異なるも
のであることから，我々はこの二つを同一の通信方
式で実現するのではなく，それぞれの機能に適した
異なる通信方式を採用することにした．

具体的には，（1）の通信方式として，LPWA の
一つである LoRa を採用することにした．LPWA
は名前が示すとおり低消費電力でありながら長距離
通信が可能な通信方式である．また（2）の通信方
式として，高速で低遅延な通信が実現できる５G を
採用することにした．
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 3 通信システムの概要
３. １　LPWA 通信の概要

LoRa で利用する周波数は，通常は 900 MHz 帯
が用いられる．しかし，この周波数は見通せる相手
には長距離通信が可能であるが，山の向こう側の見
通せない相手には電波が回り込むことはできず，山
中に通信できないエリアが生じるという問題があ
る．更に，木や草の葉に含まれる水分でも電波は大
きく減衰し，葉が茂る季節になると通信が途絶える
という問題も発生する．そこで，我々は高い回折性
能で電波が回り込むことができ，更に水分による減
衰も比較的少ない 150 MHz 帯を採用した．

なお，周波数以外の LoRa の通信概要は文献（1）
を参照されたい．

登山者端末（図 4）と中継器を試作し，2018 年
7 月から，中継器 1 台を中央アルプスの麓にある
駒ヶ根市役所屋上に設置して評価を続けている．市
役所から約 8～11km 離れた所にある中央アルプス
に端末を持った登山者が登り評価を続けた結果，山
のほぼ全域をこの 1 台の中継器でカバーできるこ
とを確認した（7），（9）．

また，多数の登山者が端末を持って登った場合に
想定される端末間通信の衝突により発生するパケッ
ト紛失率の上昇を抑える，新たな通信プロトコルを
開発した（10）．

３. ２　5G 通信の諸元
本システムの性能評価実験で用いた 5G 基地局と

5G 端末の諸元を，それぞれ表 2，3 に示す．

 4  中央アルプスにおける性能評価実験について

開発したシステムの動作を確認し，その有用性を
評価するため，LPWA 通信網が整備済みの中央ア
ルプス山頂付近に，2019 年 10 月に評価用 5G 通
信網を構築し，LPWA 通信網と 5G 通信網とを連携
させて評価実験を実施した．

実験では，下記のことを検証し，一連のシステム

表2　5G基地局の諸元

項目 5G 基地局諸元

周波数帯 27.525GHz － 28.225GHz

周波数帯域幅 700MHz

CC 構成 100MHz × 7

変調方式 OFDM

複信方式 TDD

変調方式 QPSK，16QAM，64QAM

SU-MIMO DL: 2Layer
UL: 1Layer

サブキャリヤスペ－シング 75kHz

TDD 構成 (DL:UL) 4:1

アンテナ素子数 96 (=48 × 2 偏波 )

Noise Figure 6.5dB

Beam Forming ゲイン 18.6dBi

EIRP / 送信電力 47.6dBm 

ビ－ム数 28 (=H:14 × V:2)

ビ－ム幅 H: ± 5 度　V: ± 7.5 度

全ビーム半値包絡線幅 H: ± 40 度　V: ± 10 度

表3　5G端末の諸元

項目 5G 端末諸元

周波数帯 27.525GHz － 28.225GHz

周波数帯域幅 700MHz

CC 構成 100MHz × 7

変調方式 OFDM

複信方式 TDD

変調方式 QPSK，16QAM，64QAM

SU － MIMO DL: 2Layer
UL: 1Layer

サブキャリヤスペ－シング 75kHz

TDD 構成 (DL:UL) 4:1

ビ－ム幅 H: ± 5 度  V: ± 7.5 度

エリアカバレージ H: ± 40 度 V: ± 40 度

図４　試作した登山者端末
（146 MHz，50 mW，本体 32×21×95 mm，重さ 54 ｇ）
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機能が正しく連携して運用できることを確認した．

（1）LPWA で収集した登山者の位置ログから求め
た，遭難の可能性があると判定された人の位置情報
を基に，ドローンをその場所の上空でホバリングさ
せ，ドローンに搭載した高精細カメラからの映像
を，5G を利用して捜索本部に送信し，登山者を発
見すること（5G の高速伝送により実現する機能の
確認）．

（2）ドローンに搭載した拡声器を用いた音声によ
る呼掛けに対する登山者の反応の鈍さ等を，5G を
利用して確認すること（5G の低遅延伝送により実
現する機能の確認）．

（3）救助隊が持つ 5G 端末に登山者の映像等の情報

を伝達すること．
この性能評価実験についての詳細は，文献（8）

を参照されたいが，ここでは実験によって得られた
5G の基本的な性能に関する事項を基に，5G のカ
バーエリアについて述べる．

４. １　評価実験の概要
評価実験は，2019 年 10 月 7～16 日の間，中央

アルプス千畳敷カールのロープウェイ山頂駅周辺で
行った．実験場の概観を図 5 に，実験で用いたド
ローンを図 6 に，システムの構成を図 7 に示す．

山岳救助本部からの指示に従い，ホバリングした
ドローンからあらかじめ収録した音声で呼掛けを行
い，その様子を搭載している 4K カメラ映像から
5G を用いて山岳救助本部に映像が伝送でき，遭難
者を視認することができた．また，救助隊が持つ
5G 端末へ映像を表示できることを確認し，救助隊
員からも“遭難者の状況をより正確に把握できる”
と実現への期待が寄せられた．

なお，ドローンの操作にも将来は 5G を利用する
ことを想定しているが，本評価実験においては，ド
ローンの飛行が許可されたエリアで 4G LTE が利
用できたため，この 4G LTE を用いた既存のドロー
ン運行システムを利用した．

４. ２　上空のドローンと基地局間の 5G 通信について
飛行しているドローンに搭載した 5G 端末と 5G

基地局間の通信状況について述べる．ドローン用

図６　使用したドローン

図５　評価実験場概観
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5G 基地局は，図 5 の下部に「5G 基地局」と記載
した場所である．

この場所にドローンが普段駐機しているポート
があり，遭難の可能性がある登山者が発生すると，
ここからドローンは飛び立つ．

評価実験場所は，環境保護エリアであり，評価実
験にあたっては，登山者が遭難する場所とドローン
が飛行を許される場所が指定された．遭難場所はこ
の基地局から 117 m 離れた場所であり，ドローン
飛行もポートとこの遭難場所の間とされた．

（1）測定箇所
図 8 に測定箇所を示す．測定エリアはアンテナ

からの水平距離を 100 m まで，アンテナからの垂

直距離を 50 m までとした．水平距離についてはド
ローンの飛行エリアの制約によるもので，垂直距離
については今回使用した拡声器を用い，遭難者が音
声を聞き取れる限界の距離である．高度 30 m から
10 m ごと，水平距離 20 m から 20 m ごとに移動
し，全部で 15 点の定点にて測定を行った．なお，
遭難者位置は登山路の途中の水平距離 117 m，垂
直距離 20 m の地点である．

（2）送信速度の測定結果
図 9 にドローンの高度ごとの上り送信速度特性

を示す．横軸はドローンと基地局との直線距離であ
る．直線距離が遠くなるにつれ上り送信速度も低く
なっていく．

図８　ドローンと基地局間の5G通信測定箇所

図７　評価実験システム構成
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今回得られた測定値を基に対数近似を用いて近
似曲線を引いたものが点線となる．複数の近似を当
てはめ，決定係数が最も大きくなる対数近似を選定
した．試験地ではドローンの飛行エリアの制約によ
り，遭難者位置を越えた場所での測定をすることは
できなかったが，今回の試験装置を使った試験環境
下では近似曲線よりアンテナからの直線距離が
200 m を超えると，送信速度が 4K 映像の伝送が
可能な 30 Mbit/s を下回ると想定される．しかし，
スループットには揺らぎがあるため，近似曲線には
高い精度はなく 200 m は目安であり誤差を含むも
のである．このスループットの揺らぎは，直線距離
が 50～100 m で高度 40 m のスループットが低く
なっていることにも表れている．近似曲線と測定値

の最大偏差が約 14 Mbit/s であったことから，ア
ンテナからの直線距離が 150 m 程度で 30 Mbit/s
を下回ることも想定される．

（3）通信遅延時間の測定結果
ドローンに搭載した 5G 端末から基地局・コアを

経由して映像サーバまでの往復遅延時間を計測し
た．このとき，計測に用いたパケットのサイズは
32 Byte である．

その結果，計測値の累積分布関数を求めると，ド
ローンの位置にかかわらず，最頻値は 7～8 ms で
あり，95% 値は 12～15 ms であった．

エンドエンドでの遅延についても，5G による
30 Mbit/s という高速伝送により映像符号化におい
て低遅延処理が可能となったこともあり，図 7 の
構成での性能評価試験において，山岳救助消防本部
からの呼掛けに対して登山者が反応する映像が，違
和感なく山岳救助消防本部の PC で確認できた．こ
のことから，実際のユースケースの観点でも，遅延
は十分に少ないものと判断した．

４. ３　 地上の救助隊員が持つ端末と基地局間の 5G 通
信について

救助隊員が持つ 5G 端末と 5G 基地局間の通信状
況について述べる．救助隊員用 5G 基地局は，図 5
の上部に「5G 基地局」と記載した場所である．

図１０　救助隊員端末と基地局間の5G通信測定箇所

図９　ドローンと基地局間の5G通信の上り速度
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（1）測定箇所
図 10 に 5G 端末の測定箇所を示す．この図では，

5G 基地局の設置場所は，青い四角で記している．
測定箇所は図中の A，B，C，D の 4 か所である．

このうち，A，B，C は基地局から見通せる場所で
あり，それぞれ基地局からの距離は 10 m，20 m，
30 m である． D は基地局から見通せない場所で
あり，基地局からの距離は C と同じ 30 m である．

（2）送信速度の測定結果
図 11 に A～D の地点ごとの端末からの上り送信

速度を示す．基地局から見通せる場所である A，B，
C では基地局からの距離が遠くなるにつれて順次送
信速度が低下することが分かる．一方で，基地局ま
での直線距離が C と同じであるが，基地局からは
見通せない D は，C に比べて大きく送信速度が低
下することが分かる．

４. ４　5G 基地局のカバーエリアについて
登山者見守りシステムでは，登山者の発見及び，

発見した登山者の状況を把握するために高精細な
4K 映像の伝送が求められる．このため，我々は
5G 通信に求める性能として，4K 映像が送信でき
る 30 Mbit/s の送信速度を求めている .

この観点から，5G のカバーエリアは，今回の試
験装置を使った試験環境下では基地局が見通せる場
合は基地局からの距離が 200 m 以内の狭いエリア
であり，28 GHz においては，基地局が見通せない
場所では通信速度が低下することが明らかとなっ
た．

 5 まとめ
LPWA と 5G を組み合わせて実現を目指している

登山者見守りシステムを紹介するとともに，2019
年 10 月に中央アルプスで行った 5G の評価実験に
ついて述べた．

5G の高速性と低遅延性により，遭難の可能性が
ある登山者の迅速な状況把握が可能であることが確
認でき，5G の有用性が明らかになった．実際，評
価実験に協力頂いた捜索隊の皆さんからは，本シス
テムの有用性への評価と，山中への 5G インフラの
整備についての強い希望が述べられた．

一方で，今回の試験装置を使った試験環境下では
高速性が維持できる 5G 基地局のカバレージは基地
局から見通せる範囲で 200 m と狭く，山全体をカ
バーするためには非常に多くの基地局設置を山中に
行うことが必要となり，その実現は困難である．

登山者を見守るシステムのためには，必ずしも，
山全体を常に 5G サービスエリアとしてカバーする
必要はない．普段は LPWA により山全体を広くカ
バーして登山者の位置を把握し，遭難の可能性ある
と判定された登山者が出たときに，その登山者がい
る場所付近を動的に 5G エリアとすることも一つの
手段である．

現在，ドローン等で中継することで特定の場所を
動的に 5G のカバーエリアとするような，新たなイ
ンフラ整備方式について検討をしている．
謝辞　本稿で紹介する中央アルプスにおける評

価実験は，令和元年度総務省 5G 総合実証試験「複
数基地局，複数端末の環境下で都市又は郊外におい
て端末からの上り平均 300Mbps を超える超高速通
信を可能とする第５世代移動通信システムの技術的
条件等に関する調査検討」によるものである．

システムの開発・検証に協力頂いている（株）
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 1 はじめに
第５世代移動通信システム（5G）の商用化が始
まった．5Gはまず従来の移動通信システムの能力
拡張である拡張モバイルブロードバンド通信
（eMBB:	enhanced	Mobile	Broadband）から展開
されることになる．5Gではこれに加えて，超高信
頼・低遅延通信（URLLC:	Ultra	Reliable	and	Low	
Latency	Communication）や超多数端末接続通信
（mMTC:	massive	Machine	Type	Communica-
tion）を新たな適用領域としており，高度情報化社
会の社会基盤として期待されている．特にURLLC
とmMTCは新しい市場を開拓できる可能性があり，
具体的な 5Gの適用事例の確立が急務である．

 2 5G のサポートする三つの領域
5G移動通信システムに期待される無線能力を図
1に示す．2020 年以降の移動通信の様々な利用シ
ナリオを想定して，通信の立場から必要な無線能力
を特定し，大きく三つの通信分野に大別している．
従来のモバイルブロードバンド通信の拡張である
「拡張モバイルブロードバンド通信（eMBB）」，自
動運転や産業機器の制御などミッションクリティカ
ルな「超高信頼・低遅延通信（URLLC）」，及びセ
ンサネットワークや IoT（Internet	of	Things）端

末通信のような多数同時接続を想定した「超多数端
末接続通信（mMTC）」である．実際の 5Gの活用
事例ではこれら三つの通信要素を組み合わせた通信
を用いる．4Gまでの移動通信システムでは，モバ
イルブロードバンド通信が主な対象であったが，
5Gからは新たにURLLC と mMTC が新たな移動
通信の領域として加えられた．今後，従来の人を中
心とした通信に加えて，ʻもの ʼ と ʻ もの ʼ の通信を
サポートし 5G移動通信が社会インフラとして使わ
れることを想定している．
同図において，内側のオレンジ色の六角形が
4G，外側の青色の六角形が 5Gの無線能力を表す．
主な指標としては，ピークユーザレート，1セル当
りの端末収容数，伝送遅延，同時接続数，低消費電
力，移動度などがある．10	Gbit/s 以上のピーク
ユーザレートは拡張モバイルブロードバンド
（eMBB）のサポートに必要である．更に，ネット
ワーク容量を拡大するために，一つの基地局に収容
する端末数（1セル当りの端末収容数）も 1万台程
度と 4Gの 10～100 倍程度に増大する必要がある．
また無線区間 1	ms 以下の遅延，及びブロック誤り
率（BLER:	Block	Error	Rate）	10⊖5 以下を満たす
信頼性は，超高信頼・低遅延通信（URLLC）のサ
ポートに必要となる．また，超多数端末接続通信
（mMTC）では，無線端末装置の同時接続数 100万
台 /km2 が必要である．更にmMTC の分野では，
無線端末の消費電力を 4G比で 1/10 とすることを
目標としている．5Gでは移動度に関しては高速列
車での利用を考慮して 500km/h における通信のサ
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ポートを目標としている（1）,（2）．
5Gは，これらの無線能力を，応用事例（ユース
ケース）に応じて必要なだけ提供するという柔軟な
無線システムとなっている．

 3 5G のトラック隊列走行への適用
３.１　5Gのトラック隊列走行の通信
トラック隊列走行では，数台のトラックが隊列車
群を形成し走行する．先頭車両が有人でドライバに
より運転される．後続車両は無人で先頭車両に追従
する自動運転である．トラック隊列走行では，車両
間の通信を用いて隊列車群を一体に制御する．現在
実用化に向け世界各国で開発が行われている．
トラックの隊列走行により様々な社会課題の解
決が可能となる．隊列走行により車間距離を短くし
て走行させることで ,走行空気抵抗を低減し燃費向
上が可能となる（図 2）．図 2において車間距離が
2	mの場合，燃費改善は約 25%となることが知ら
れている．
トラックの隊列走行では，（1）車両の制御のた
めのメッセージ通信，（2）トラック隊列の後方及
び側方監視のための画像通信，（3）補機類の情報
を隊列トラック間で共有するためのメッセージ通信
の三つがある．

（1）車両の制御
通信により，先頭車両がブレーキをかけたという

情報を後続車に伝えるときに，トラックが 80	km/h
で走行しているとすると，通信による遅延が 100	
ms の場合では 2.2	m車間距離が縮まる．一方，通

信による遅延時間が1	msの場合は2.2	cmとなる．
更に制御遅延も加わる．隊列走行により車間距離を
例えば 2	m 短縮して走行する場合，通信だけで
100	ms 遅延すると先頭車に追突してしまうことに
なる．無線区間の伝送遅延が 1	ms 以下となる 5G	
URLLCのこの分野への利活用が期待される．
レーダなどを用いて先行車両と後続車との車間
距離を測定し，速度に応じた安全な車間距離を保持
する適応車間距離制御（ACC:	Adaptive	Cruise	
Control）は既に実用化され多くの車両に搭載され
ている．しかし，車間距離情報だけの制御では，前
方を走る車の減速が発生してから車間距離が変化す
るまでに，時間的に大きな遅れが生じる．後続車の
減速が発生するまでには更に遅れが生じる．このた
めACCだけで追突を防止するには長い車間距離が
必要である．一方，協調型適応車間距離制御
（CACC:	Cooperative	ACC）では車車間通信を用
いて前方車両の速度や位置の情報を後続車に伝送で
きるため，先行車両の減速開始時点で後続車側は車
速を制御できるため，前方車両が急制動したときの
車間距離制御性を大幅に改善することができる．ま
た，制御の遅れによるハンチングの少ない安定した
走行も可能となる．更なる燃費低減，道路の交通容
量の増大のためには，安全を確保しつつ車間距離の
短縮と隊列車両数の増大が必要である．隊列走行の
更なる高度化には，低遅延かつ高信頼の通信を提供
できる 5G	URLLC が必要不可欠となることが予測
される．
更に，トラックの隊列走行では，複数のトラック
が一つの隊列を形成し，その隊列が一つの制御シス
テムとなっている．この制御システムにおいては，

eMBB

1/10

10Gbit/s 超

4G
5G

100万台/km2

（mMTC）
（URLLC）

500km/h

1ms

1万台/セル

1万台

1

1Gbit/s

350km/h

10ms

100
～1000台

図1　5Gの無線能力
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操作量と状態量が，無線回線を介して複数のトラッ
クをまたぐことになる．各トラックの積載量や，加
速性能，ブレーキ性能，操舵性能には，ばらつきが
あるので，将来，隊列のより安定した最適制御を行
うためには，フィードバック制御などが必要であ
り，低遅延・高信頼の 5G	URLLC 通信が，制御シ
ステム内の制御情報のやり取りに有効であると考え
られる．

（2） モニタ画像による後方及び側方監視
トラックの隊列走行においては，隊列後方及び側
方の目視による安全確認が必要である．隊列走行す
る車両の台数にもよるが，１台のトラックの全長
12	m，車間距離 10	mの 3台隊列の場合では，隊
列の全長は 56	mとなる．先頭車両のサイドミラー
やバックミラーでは十分な視認を行うことは困難と
なる．そのため，最後尾の車両に取り付けられたカ
メラにより後方及び側方監視を行うことになる．
昨今，自動車のミラーをカメラとディスプレイで
置き換える電子ミラーの検討が行われている．後写
鏡に関する国際連合欧州経済委員会の規則
（Regulation	46）が改訂され，画像の遅延は 200	
ms 以下と規定されている．また，Regulation	46
では電子ミラーは 60	m後方の視認が必要であると
規定されており，100 万画素以上の解像度が必要
と言われている．また，Regulation	46 ではフレー
ムレートは 30	fps と規定されているが，動画像を
明瞭にするためには実際は 60	fps 程度が必要と言
われている（3）．以上の要求条件を参考に，トラック

隊列走行の後方及び側方監視の画像モニタの要求条
件を検討すると，市場での入手しやすさも考慮する
と，解像度が 1920×1080 のフルHD画像（総画素
数は 207 万画素）でフレームレート 60	fps 程度の
画像ストリームを複数，後続車両から先頭車両に伝
送し表示する必要がある．5Gの大容量伝送能力を
用いて無圧縮で画像を送ることも考えられるが，実
装においては，Regulation	46 での遅延への要求条
件 200	ms 以下の規定を考慮して，低遅延コーデッ
クを使用することが必要と思われる．実際には，５
G通信の End-to-End の伝送遅延，上記画像コー
ダ・デコーダの遅延を合わせたGlass-to-Glass（カ
メラレンズから画像表示モニタまで）の遅延時間と
伝送ビットレートを最適化することが必要である．
隊列内の後方及び側方の安全確認のための車両
間の画像伝送は，隊列走行固有ではあるが重要な
5Gユースケースになると考えられる．

（3） 補機類の情報の共有
隊列走行においては，後続車の変速機のギアの位
置，イグニッションキーの位置，燃料計，水温計及
び警告灯などのメンテナンス情報を先頭車の運転手
は把握する必要がある．このような情報は，制御の
ための情報や後方・側方監視のためのモニタ画像の
伝送よりも優先順位は低いが，重要な情報である．
また，このような情報は，メッセージサイズが小さ
く，時間間隔はほかと比較して長いが，一定の間隔
を置いて報告される必要がある．また，伝送遅延が
許容される情報でもある．このような情報を前記

4m 15%
2m 25%

100ms 2.2  m
10ms 0.22m

(

(
(

)

)
)

CFDによる隊列走行省エネ率（80km/h, 3台定積隊列）

[NEDOエネルギーフォーラム2013資料]

図2　車間距離と燃費向上率
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（1），（2）の情報とともに伝送する場合は，QoS制
御による情報の優先順位付けが必要となる．

３.２　通信のQoS（Quality-of-Service）制御
３.1で，隊列走行に必要な情報について述べた
が，これらの情報が 5G通信を用いて伝送される際
には，伝送される情報を情報の性質に応じて，優先
順位付けをして伝送する必要がある．図 3に 5G車
車間通信におけるQoS 制御の概念図を示す．ここ
では 3種類の優先順位付けの例を示したが，各優
先度の分類の中で更に優先付けが必要である．5G
のネットワーク区間においては優先順位の異なるク
ラスの情報に対して，スライスを設定し，QoS 制
御をする仕組みがあるが，無線区間については，ま
だ標準化仕様が策定されていない．隊列走行する車
両間の通信をポイントツーポイント（P2P）の通信
と考えると，電波伝搬状況により伝送容量と伝送遅

延が変化する単一の周波数チャネルを単一のユーザ
が使用する回線とみなせるため，ネットワークのス
ライシングの考え方でスライスを設定することによ
り優先順位付けが可能であり，隊列走行の通信にも
適用可能である．将来的には，同一周波数チャネル
を複数の車両（ユーザ）で共有する場合を想定し
て，ランダムアクセス時のパケットの優先順位付け
の方法を規定する必要がある．

 4 5G 通信で提供される車車間通信
４.１　基地局経由の車車間通信
図 4にセルラー系通信で提供される二つの車車
間通信の形態を示す．第 1の形態は，通常のセル
ラー通信と同様に，基地局を介した車車間通信であ
る．無線端末から基地局への上り回線（Uplink）
と基地局から無線端末への下り回線（Downlink）

図3　車両情報の優先度に応じた伝送制御

Uu

PC5

図4　セルラー系通信の二つの車車間通信
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から成る．Uuインタフェースとも呼ばれている．
基地局に設置された高性能アンテナや高性能無
線機に助けられて比較的安定した通信が確保され
る．また，周波数帯を選べば，現在の携帯電話と同
様に，広域のカバレージも確保できる．通信は移動
通信ネットワーク（コアネットワーク）を介して行
われるため，無線区間の伝送遅延に加えて移動通信

ネットワーク内での伝送遅延があるが，それでも
4Gにおいても数十から百msの比較的低い伝送遅
延で通信が可能である．5Gになると基地局直下に
MEC（Mobile	Edge	Computing＊）	サーバを置い
て通信を折り返して，10 数ms 以下の遅延で通信
することも可能となる．この形態の通信は，隊列間
の車車間通信や，遠隔監視センターなどの地上局と
の通信にも有効である．

４.２　車車間直接通信
第 2の形態は，基地局を介さずに車載無線端末
間で直接通信をする形態である．Sidelink と呼ば
れる通信回線である．PC5 インタフェースとも呼

5G5G 5G

a

b

図5　車車間直接通信の無線リソース制御モード

＊　 MECは，本来，ETSI（欧州電気通信標準化機構）で，ネッ
トワークエッジでクラウドやITサービスを提供する機能と
してMulti-access Edge Computingという用語を用いて検
討が行われていた．ここではその後5Gで広く用いられて
いる「モバイルネットワークのエッジ（端）」という意味で
Mobile Edge Computingとした．
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ばれている．車載無線端末が直接通信するため，隊
列への割込み車の有無や通信環境（アンテナ設置場
所など）により通信品質が劣化する場合がある．ま
た，端末間通信であるため，送信電力も小さく，車
載できるアンテナの利得も限られている．
しかしながら，移動通信ネットワークを介さずに
無線端末間で直接通信するため，数ms以下の伝送
遅延で通信が可能である．また，隊列走行するト
ラックの隊列内通信のような，短い通信距離（数十
m程度）の応用事例においては各車両の無線端末
は近距離で通信するため，端末間の直接通信である
が安定した通信も可能である．
更に，Sidelink には，無線リソース	（通信に割り
当てる無線周波数帯域幅や時分割のスロット数な
ど）の管理を，（a）基地局側で行う Sidelink モー
ド 1（図 5（a））と，（b）無線端末側で自律的に行
う Sidelink モード 2（図 5（b））がある．前記（a）
の場合，基地局による効率的なリソース管理が可能
となりふくそうや混信／干渉の軽減が可能となる．
しかしながら，基地局による制御であるため，端末
が基地局圏外にいると，通信ができなくなる．
一方，前記（b）の場合，基地局圏外においても
通信が可能となる利点があるが，周辺の端末を考慮
した無線リソースの制御ができないため，効率的な
干渉回避ができないことがある．これら二つのモー
ドの得失を補う方法として，基地局圏内か圏外かで
動的にこれらのうち適切なモードに切り換える方法

が検討されている（図 6）．車車間直接通信では車
両の交通量が多く車載端末の数が多い都市部などで
は基地局も整備されている場合が多いので，干渉の
回避低減のために，基地局側で無線リソース制御を
する Sidelink モード 1	（図 5（a））は有効である．
車両の交通量が少なく車両端末の数が少ない場所で
は基地局がない場合も考えられ，自律的に無線リ
ソースを制御する Sidelink モード 2	（図 5（b））が
有効である．このような場所では通信のトラヒック
も少ないと考えられ，必ずしも基地局を介した効率
的な無線リソース制御による干渉低減は必要ないか
もしれない．	Sidelink を走行場所に応じて動的に
モード切換することは，トラックの隊列走行では有
効な方法と考えられる．

４.３　通信の二重化
隊列走行では高信頼性を確保するため通信の多
重化（二重化若しくは三重化）が必要である．ト
ラックの隊列走行は高速道路などの通信環境が整備
された路線でまず実用化されると考えると，前述し
た二つの形態のセルラ系通信（基地局経由通信と車
車間直接通信）は，トラック隊列走行の車車間通信
の冗長性を確保する上で有効であると考えられる．
高速道路など通信環境が整った場所では，通信回線
の二重化をセルラー系通信のみで構成することが可
能である．

図6　車車間直接通信の制御モードの動的切換
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 5 トラック隊列走行実験
５.１　想定する応用事例
5G通信をトラック隊列走行へ適用する実証実験
を，総務省技術試験事務 5G実証試験の一つとして
実施した（4）,（5）．この実証実験では，図 7（a）と
（b）に示す応用事例について取り組んだ．
図 7（a）の応用事例は隊列を形成する車両間の
車車間通信である．ここでは隊列走行する 3台の
トラック相互間に車車間通信を適用した．この事例
において通信の要求条件は大別すると二つある．一
つは車両制御系情報（速度，車両の位置など）の通
信に必要な小容量低遅延通信である．他方は隊列走
行の周辺を監視するビデオ監視系情報（車両の周囲
状況の監視など）の通信に必要な大容量低遅延通信
である．前者においては更に高信頼性も必要とな
る．
図 7（b）の応用事例は走行する隊列車両と，遠
隔運行管理センターとの通信である．この事例にお

いては，移動通信コアネットワークを通した遅延を
低遅延にすることが必要であり，かつ，従来のセル
ラー通信の基地局経由の通信（アップリンクとダウ
ンリンク）が必要となる．基地局を経由した通信
で，車両監視のための大容量低遅延のビデオ通信
と，車両の遠隔操作のための小容量低遅延通信が必
要となる．

５.２　テストコースでの試験結果
日本自動車研究所の城里テストコースで，（1）
基地局経由の車車間通信（V2N2V）と，（2）車車
間直接通信（V2V	Direct）の実験を行った（図 8）．
5G無線機は，5G	NR（New	Radio）ベースの無
線仕様（Release	16）に準拠した．ただし，以下
の実験では 3GPPでの 5G-NR	Sidelink 無線仕様が
確定する前に試作装置を製作し，実験を行ったた
め，5G-NR	Sidelink においては，（1）モード 1は
NR	Uu による無線リソース制御のみを行い，4G	
LTE	Uu からの制御は実装していない．また，（2）

図7　隊列走行のユースケース
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MACレイヤより上位層のプロトコル（RLC/PDCP
等）は独自のプロトコルを実装，（3）使用端末が
固定であるため，無線リソースのスケジューラは固
定割当などの相違がある．図 9に無線フレーム構

成を示す．
無線フレームの先頭には，（1）Sidelink モード 1
とUuインタフェースの無線フレーム同期に使用す
る特別サブフレーム 1と，（2）Sidelink モード２
の無線フレーム同期に使用する特別サブフレームの
二つの特別サブフレームを持つ．無線サブフレーム
長は 0.25	ms（14	OFDMシンボル）である．そし
て，14	OFDMシンボルをダウンリンク,	アップリ
ンク,	Sidelinkにそれぞれ3シンボルずつ割り当て，
そのほかは各リンク間のGP（Guard	Period）に割
り当てている．中心周波数は 4.5	GHz 帯で，伝送
帯域幅は 20	MHz，サブキャリヤ間隔は 60	kHz で
ある．TDD ベースのシステムで Self-contained	
TDDフレーム構成を持つ．

図8　テストコースでの車車間伝送実験（QoS制御）

図9　5G-NR Sidelink 試作装置の無線フレーム構成

図10　伝送遅延特性（CCDF）　基地局経由通信
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５.２. １　基地局経由の車車間通信
図 10 に伝送遅延特性（CCDF:	相補累積分布関
数）を示す．同図では，上り回線及び下り回線の無
線区間片道遅延時間（OTT:	One	Trip	Time）を，
赤線及び青線でそれぞれ示す．また，緑線は IP レ
イヤ往復遅延時間（RTT:	Round	Trip	Time）を示
す．同図より上下回線とも 99.99	% 以上の確率で
片道の無線区間伝送遅延 1.1	ms 以下，ネットワー
ク往復のエンドツーエンド遅延 3.0	ms	以下を達成
していることが分かる．本実験では，モバイルネッ
トワークの端で，MECサーバにより折返しをして
いるため，IP レイヤでの往復遅延が，以下に述べ
る車車間直接通信（端末間通信）とほぼ同等の
RTTとなっていると考えられる．

５.２. ２　車車間直接通信（5G-NR Sidelink）
図 11に CCDFを示す．同図において，赤線は先
頭車（1号車 :UE#1）と 2号車（UE#2）の間の無
線区間OTT，青線は 2号車（UE#2）と先頭車（1
号車 :UE#1）への無線区間OTTを示す．また，同
図緑線は，先頭車（1号車 :UE#1）と後続車（2号
車 :UE#2） の間の IP レ イヤ RTT:	Round	Trip	
Time を示す．
また，同図赤色及び青色の破線は先頭車（UE#1）
と最後尾車（3 号車：UE#3）の間の無線区間
OTT:	One	Trip	Time を，同図緑色の破線は先頭
車（UE#1）と最後尾車（3号車：UE#3）の間の
IPレイヤRTT:	Round	Trip	Time を示す．
同図より 5G-NR	Sidelink（SL）において，先頭
車（UE#1）から後続車（UE#2））（BL:	Backward	
Link）及び後続車（UE#2）から先頭車（FL:	

Forward	Link），先頭車（1号車 :UE#1）と最後尾
車（3号車 :UE#3）の間でも 99.9% 以上の確率で
片道の無線区間伝送遅延 1	ms	以下を達成している
ことが分かり，また，99.99%以上の確率で，IPレ
イヤ往復のエンドツーエンド遅延 3.3	ms	以下を達
成していることが分かる．

５.３　新東名高速道路における隊列走行実験
５.３. １　5G CACC実証実験
本実験では，5G無線機を実際のトラック隊列走
行の CACC装置と結合し，制御メッセージを 5G-
NR	Sidelink で伝送した．実際の走行環境として，
新東名高速道路において，5Gトラック隊列走行を
行った（図 12（a），（b））．隊列走行するトラック
の車間距離は 10	m である．図 13 に CACC の
ECU（Electronic	Control	Unit）装置から見た伝
送遅延の測定例を示す．縦軸はCACC装置内部で
観測された伝送遅延（秒），横軸は走行距離（m）
である．ECU内部のデータプロトコルへの変換の
遅延などにより，5G-NR	Sidelink では 5～20	ms
の遅延が観測されている．

5.3.2　5G Sidelinkにおける動的モード切換試験
車車間直接通信（Sidelink）の二つの無線リソー
ス制御モード（モード 1及びモード 2）の間の動的
モード切換（図 6）の試験を行った．これは，基地
局カバレージ内外で，Sidelink を安定的かつ効率
的に行うために必要な試験である．端末が圏外を検
知すると，SL モード 2	（自律モード）	に切り換え
る．図 14に試験シナリオを示す．
実験BS局にセクタアンテナを設置し，セクタ間

図11　伝送遅延特性（CCDF）　車車間直接通信
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でモード 1のハンドオーバ及び，両セクタの圏外
となる部分でのモード 1からモード 2への切換試
験を行った．
地点#Aを出発して，高速道路上を移動し，地点
#Bの基地局（2セクタから成り，それぞれCell#1
（BS	ID:0）と Cell#2（BS	ID:1）のエリアを持つ）
前を通過して，地点 #Cへ移動する実験を行った．
試験コース上においては，Cell#1 及び Cell#2 の一
部が高速道路の切通し区間のために基地局の電波が
到達しない．
図 15にモード切換を行ったときの無線区間の遅
延特性を示す．	無線リソース制御の制御モードの
切換による大きな遅延はないことが分かる．

５.３. ３　基地局経由の通信実験
更にトラック隊列の遠隔監視・遠隔操作に向け
て，図 7（b）のユースケースについて四つの基地
局を用いて伝送遅延を評価する実験を行った．5G
システムとして，NSA（Non-Stand	Alone）シス
テムを設置した．NSAは 5Gが利用できない場所
では 4Gとして動作するシステムである．既存の商
用 4G基地局の鉄塔に，5G及び 4Gの実験用アン
テナを設置した（図 16）．図 17 に基地局経由の
5Gの遅延特性を示す．上段が上り回線，下段が下
り回線の E2E 遅延の測定結果である．横軸は高速
道路上の位置を表す．同図で赤点は 5G-NSA の遅
延特性を，青点は LTE のみの遅延特性をそれぞれ
示す．同図から，高速道路の切通し区間など，見通
し外伝搬となる場所においてカバレージが難しいこ
とが分かった．また，基地局直下においてもアンテ
ナ指向性の影響により，信号レベルが大きく低下す

図14　Sidelink の動的切換の試験シナリオ

a

b 走行（後面）

図12　新東名高速道路5G CACC実験

図13　ECUから見た伝送遅延
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ることが分かった．同図より 5Gが選択されている
場合には（1）Short	TTI（Transmission	Time	In-
ter	val）により LTE 単独と比較してエンドツーエ
ンドの遅延が約半分に短縮することができること，
（2）5G下り回線ではエンドツーエンド遅延を試験
区間の高速道路上の多くの区間で 10	ms 以下とす

ることができること，（3）下り回線と比較して上
り回線の伝送遅延が大きいこと，（4）セル間ハン
ドオーバ発生場所を含む 5G-NRのセル端を中心に
遅延が大きくなることが分かった．信号レベル低下
によるハイブリッドARQの再送回数の増加などが
原因と考えられる．上り回線の処理遅延の短縮が課
題である．

 6 まとめ
トラックの隊列走行に 5Gを適用するための要求
条件，ユースケース，及び，トラックの隊列走行に
5Gが提供できる通信の形態について議論した．そ
して，総務省 5G技術試験事務のプロジェクトの一
つとしてその基本性能を評価した．その結果，5G-
NR	Sidelink では，エンドツーエンドの伝送遅延
3.3	ms 以下と無線区間の伝送遅延 1	ms 以下を達
成することを確認した．更に，総務省 5G技術試験
事務と，経済産業省及び国土交通省のトラック隊列

Mode 1
Cell #2

Mode 1
Cell #1Cell #1

Mode 2 Mode 1
Cell #2

Mode 2Mode2 Mode 1 Mode2

図15　Sidelink の動的モード切換の伝送遅延特性

4G
5G

4G

図16　 商用 4G基地局に併設された5Gアンテナと実験
基地局

図17　基地局経由の5Gの遅延特性
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走行プロジェクトの一環として，5G を実際の
CACC装置と結合し，隊列走行実験を新東名高速
道路で実施した．その結果，ほかの既存通信システ
ムと比較して，5Gの隊列走行への応用が有効であ
ることを確認した．現在の隊列走行制御システムで
は新しい 5Gの低遅延性と高信頼性を十分生かし切
れたシステムとはなっていない．今後，隊列走行の
高度化（車間距離の短縮や，更なる走行の安定性確
保）に向けて，5Gを十分活用できるような隊列走
行システムの開発に貢献できれば幸いである．
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 1 はじめに
急増する移動通信のトラヒック対策，多種多様な

サービス，アプリケーションの実現に向け，第４世
代移動通信システム（以下，4G :4th Generation）
の次世代となる移動体通信方式として第５世代移動
通信システム（以下，5G: 5th Generation）のサー
ビスが導入されている．5G は，通信の高速・大容量
化（以下，eMBB: enhanced Mobile BroadBand），
多数端末の同時接続（mMTC: massive Machine 
Type Communications）， 低 遅 延・ 高 信 頼 性

（URLLC: Ultra-Reliable and Low Latency Com-
munications）といった機能を持ったシステムであ
る．ここで，eMBB に関しては，4G の規格上の最
大伝送速度 3Gbit/s を大きく超える 20Gbit/s 超の
ピークデータレートが IMT-2020（International 
Mobile Telecommunications-2020）のビジョン
勧告で要求されているため （1），周波数リソースが
十分にあり広帯域通信が可能なミリ波帯の利用が有
望視されている．図 1 に 4G 及び 5G の基地局アン
テナのイメージを示す．図 1（a）に示すように，
4G では，4GHz 以下の周波数で基地局から広範囲
にビームを形成することで広域な通信エリアをカ
バーする．一方，ミリ波帯を用いる 5G では距離減
衰が大きいため，4G のように電波を広範囲に拡散

第５世代移動通信基地局向け
ミリ波アンテナ・RFフロントエンド技術
Antennas and RF Frontend Technologies of Millimeter-wave for 5G

第５世代移動通信基地局向け

渡辺　光　Hikaru Watanabe†　宇賀晋介　Shinsuke Uga†　中溝英之　Hideyuki Nakamizo†
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†　 三菱電機株式会社情報技術総合研究所，鎌倉市
Information of Technology R&D Center, Mitsubishi Electric 
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Summary 第 5 世代移動通信システム (5G) では，多種多様なアプリケーション実現に向けて，通信の大容量化・高
速化に対応するために広い周波数帯域を確保可能なミリ波等の高周波数帯の活用が見込まれている．ミリ

波帯利用による伝搬損の増大を補償するには，多数の素子アンテナから成る Massive アンテナを用いた高精度なビーム制御が
有効である．本稿では，5G におけるミリ波帯向けの Massive アンテナとして，ビーム形成を担うアンテナ・RF フロントエン
ドの開発事例を概説する．
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図１　アンテナシステムのサービスイメージ

（a）4G 基地局

（b）5G 基地局
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させると，十分な強度の電波を端末まで供給できな
い．したがって，多数の素子アンテナから成る
Massive アンテナを用いて，ビームを鋭くし特定
方向に電波を集中させたビーム形成を行うことで，
この伝搬損を補償する方法が適用される．更に，
Massive アンテナと，同一周波数，同一時間に複
数の信号を空間多重する MIMO （Multiple-Input 
Multiple-Output） 技 術（2），（3） を 組 み 合 わ せ た
Massive MIMO 技術を適用することで 4G と比べ，
飛躍的に周波数利用効率を向上できる．

Massive MIMO 技術で用いられる Massive アン
テナは，主ビーム方向の高速走査や低サイドローブ
化などのビーム形成を行うための移相器や増幅器と
いった能動回路，電源・制御回路，フィルタや素子
アンテナといった受動回路から構成されるため，従
来の通信システムに比べ消費電力に課題があるとと
もに，建物の壁面や鉄塔などへ設置されることから
小形・薄形化が必要である（4）．

本稿では，Massive MIMO 技術における基地局
用の Massive アンテナとなる薄形のミリ波アンテ
ナ・RF フロントエンドの開発事例を概説する．

 2 基地局用アンテナシステムの構成選定
本章では，5G 基地局用アンテナシステムにおけ

る，ビーム形成システム構成とアンテナ・RF フロ
ントエンド実装構成の選定について述べる．

２.１　ビーム形成システム構成の選定
図 2 に，3 種類のビーム形成を行うためのシステ

ムの基本構成を示す．
ディジタル構成は，素子アンテナごとの信号を

A-D 変換し，ディジタル信号処理を行うことでビー
ム形成する構成である（5）．図 2（a）は受信系の
ディジタル構成の例であり，全ての素子アンテナご
とに増幅器等を含む高周波回路，周波数を変換する
周波数変換器，アナログ信号をディジタル信号に変
換する A-D 変換器（以下，ADC: Analog-to-Digi-
tal Converter）が実装される．受信信号を素子ア
ンテナごとに ADC でディジタル信号に変換するた
め，各素子アンテナに対して振幅・位相が異なる複
数の信号を並列処理によって同時に生成できる．し
たがって，複数のビームを同時に形成可能となり，
多くの出力を得ることができる．しかし，素子アン
テナごとに ADC が必要であるため，装置の規模と
コストが増大するとともに，素子アンテナの数に応
じたデータをディジタル信号処理するので，ディジ

タル信号処理部への過度な負荷により消費電力が大
きくなることや発熱が問題となる．

一方，アナログ構成（5）は，アナログ回路で素子
アンテナの信号の振幅・位相を制御してビーム形成
する構成である．図 2（b）は受信系のアナログ構
成の例であり，素子アンテナごとに高周波回路や移

図２　ビーム形成システムの構成

（c）アナログ -ディジタルハイブリッド構成

（b）5G 基地局

（a）ディジタル構成
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相器等を設け，各素子アンテナの信号の振幅・位相
を制御することでビーム形成する．アナログ構成で
は，アナログ回路でビーム形成を行うため，同時に
一状態のみの振幅・位相が生成できる．したがっ
て，同時に一つのビームしか生成できず，単一の出
力しか取得できない．ただし，ADC の個数が少な
いため，ディジタル構成に比べ装置の規模とコスト
を抑えることができるとともに，アンテナ全体で一
つ分のデータをディジタル信号処理するのでディジ
タル信号処理部への負荷は小さく，低消費電力で発
熱も小さい．

アナログ - ディジタルハイブリッド構成（6），（7）は，
ディジタル構成とアナログ構成を組み合わせた構成
である．図 2（c）のアナログ - ディジタルハイブ
リッド構成はアンテナ全体を複数のアナログ構成に
分割してサブアレー化し，サブアレーごとに ADC
を設けてディジタル信号処理を行う．アナログ回路
でビーム形成を行い，ビームごとにディジタル信号
処理する．このため，ディジタル構成より消費電力
を抑えつつ，複数の出力を得ることができる．

以上の 3 種類の構成について，受信系として説
明したが，合成器を分配器に，ADC を D-A 変換器 

（DAC: Digital-to-Analog Converter）にそれぞれ
変更すれば送信系にすることができる．

ミリ波帯における Massive MIMO にビーム形成
システムを適用するにあたり，ディジタル構成で
は，出力数を大きくすることができるものの，全て
の素子アンテナに ADC を設けディジタル信号処理
を行うためコストや消費電力が増大する．更に，発
熱が大きく放熱構造が大きくなる可能性がある．一
方，アナログ構成では，ADC が一つであるため，
ADC のコストや消費電力，放熱等の観点では良好
な構成であるものの，出力数が一つしか得られな
い．そこで，ADC の個数を削減しつつ，複数の出
力が得られるアナログ - ディジタルハイブリッド構
成を用いることにより，ディジタル構成及びアナロ
グ構成の欠点を補うことができる．したがって，
5G で求められる通信速度や多数端末の同時接続を
満たしつつ，低消費電力化，アンテナの小形・薄形
化を実現する構成としては，アナログ - ディジタル
ハイブリッド構成が一つの解である．

２.２　高周波モジュール実装構成の選定
本節では，２.１にて示したアナログ - ディジタ

ルハイブリッド構成におけるサブアレーを担う高周
波モジュールの実装構成について述べる．5G 基地
局用のアンテナ・RF フロントエンドは，電波を放

射するアンテナ，振幅・位相を制御して各素子アン
テナに給電する高周波モジュール（移相器や増幅器
等），各高周波モジュールで受信／送信する信号を
合成／分配する合成器／分配器等から構成される．

図 3 に高周波モジュールの実装構成を示す．図 3
（a）は，基板上に移相器や増幅器等を実装し，メ
タルケースで覆う構造である．本構造は，移相器や
増器等を要求される素子アンテナの間隔に収容する
ため，縦長の箱形の形状となる．素子アンテナ数分
の高周波モジュールがれん瓦状に積み上がる構造と
なることから，ブリック型と呼ばれ，多数の実績を

図３　モジュール実装構成

（a）ブリック型

（b）ブレイド型

（c）パネル型
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有する（8），（9）．高周波モジュールがそれぞれ分離し
た構造のため，故障が発生した際の取換えが容易で
ある．しかし，アンテナ面の奥行き方向に寸法を持
つため薄形化が困難である．また，素子アンテナご
とに独立したモジュールを持ち，それぞれを金属の
きょう体で覆うため重量が重くなるとともに，一枚
基板に複数の高周波モジュールや分配回路等を配列
した場合と比べて高コスト化してしまう等が課題で
ある．

図 3（b）は，ブレイド型と呼ばれ，高周波モ
ジュール及び各素子に合成器／分配器を一枚基板上
に配置した構成であり，電源／制御配線等の系統間
も一枚基板上に設けることができる（10），（11）．した
がって，高周波モジュールを単体ごとに基板を切り
出して金属で覆うブリック型と比べて，低コスト化
及び軽量化を図ることができる．本構成は，高周波
モジュールを一枚基板に複数設けることに伴い，ど
こかの系統で故障が発生した場合，一枚基板に設け
た高周波モジュールの個数分の交換をしなければな
らない．また，ブリック型と同様にアンテナ面の奥
行き方向に延びる構成のため，薄形化は困難であ
る．更に，複数の高周波モジュールの系統間が一枚
基板上に配置されていることから，系統間アイソ
レーションの確保も課題となる．

図 3（c）にパネル型のモジュール構成を示す．
パネル型は，平面基板上のアンテナ，高周波モ
ジュール，合成器／分配器をそれぞれ平面に重ねた
構成であり，ブリック型やブレイド型の課題である
奥行き寸法の短縮が期待でき，薄形化を図ることが
できる（8），（12）～（14）．また，ブレイド型と同様に高周
波モジュールを一枚基板上に複数配置し，高周波モ
ジュール単体ごとに金属のきょう体で覆う必要がな
いので，低コストかつ軽量に構成できる．ただし，
一枚基板上に複数の高周波モジュールを設けるの
で，どこか一つの高周波モジュールが故障した場
合，その一つだけ故障していない高周波モジュール
に取り換えることは難しく，故障の際には基板ごと
全て交換することが必要となる．更に，複数の高周
波モジュールや制御の配線等をアンテナ基板直下部
の限られた領域に構成する必要があるため，奥行き
方向に比較的自由度のあるブリック型と比べ，高密
度実装化が要求される．狭い領域に熱源となる増幅
器等のデバイスを複数配置するため発熱も課題とな
る．

5G 基地局として用いるアンテナ・RF フロント
エンドは建物の壁面や鉄塔等の設置体積が限られた
サイトに設置するには，小形・薄形化及び軽量化が

必要となる．また，広く普及させるには低コスト化
も重要となる．したがって，サイズや厚み，重量，
コストの観点では，高周波モジュールの平面化によ
る薄形化や高周波モジュールを一枚基板上に設ける
ことによる軽量化や低コスト化が可能なパネル型が
有望である．

 3  アンテナ・RFフロントエンドの開発事例

本章では，アナログ - ディジタルハイブリッド構
成におけるビーム形成を担う薄形のパネル型のミリ
波帯アンテナ・RF フロントエンドの開発事例を概
説する．

３.１　全体構成（15）

図 4 に開発したアンテナ・RF フロントエンドの
外観を示し，表 1 に主要諸元を示す．周波数は 5G
のミリ波帯で総務省から割り当られている（16），（17）

28GHz 帯に対応しており，周波数帯域内において
28dBi 以上の利得である．アンテナは縦横 16×16
の 256 素子のパッチアレーで，ビーム走査範囲は
垂直面 ±12 度，水平面 ±45 度である．偏波は＋
45 度または -45 度偏波であり，どちらか一方の偏
波のアンテナパネルが実装されている．

図 5 に本アンテナ・RF フロントエンドの構成を
示し，図 6 にシステムブロック図を示す．アンテ
ナパネルには，アンテナ，合成器／分配器等の受動
回路が内蔵されている．その背面の基板表面には，

図４　アンテナRFフロントエンドの外観
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四つの移相器（6 ビット），可変利得増幅器（以下，
VGA: Variable Gain Amplifier），合成器／分配器
を集積した高周波 IC を 16 個配置しており，その
周囲に高周波 IC 一つに対してそれぞれ四つの電力
増幅器（以下，HPA: High Power Amplifier）IC
及 び 低 雑 音 増 幅 器（ 以 下，LNA: Low Noise 
Amplifier）IC が高密度に実装している．なお，放
射素子 256 素子に対して高周波回路が 64 系統なの
は，垂直方向の素子アンテナ 4 素子分が合成器／
分配器にてまとめて給電している．基板下部には，
周波数変換 IC，電源・制御 IC を配置しており，同
一基板内にて．電源・制御 IC や周波数変換 IC，高
周波回路といった各デバイスを配線することで薄型
なアンテナ・RF フロントエンドを実現している．
また，主要な熱源となる高周波回路の各 IC や周波
数変換 IC が基板の表面に配置されるため，図 5 の
高周波回路側に放熱対策として放熱フィンを設けて
いる．

このように，基板上にアンテナ及び各 IC を配置
したパネル型の構成とすることにより，建物の壁面
や鉄塔等の設置体積の限られたサイトにも設置可能
な厚さ 28mm の薄形のモジュールを実現した．

３.２　アンテナ・RFフロントエンドの構成要素
本節では，高精度かつ任意の形状のビーム形成を

可能にするアンテナ RF フロントエンドの各構成要
素である，アンテナパネル，高周波回路（増幅器
IC（HPA，LNA），高周波 IC（移相器，VGA））と
いった各コンポーネントの評価結果について示す．

図５　アンテナRFフロンエンドの構成

表１　アンテナRFフロントエンド主要諸元

項目 諸元

周波数 28GHz 帯（27.5 ～ 29.5GHz）

アンテナ方式 パッチアレー

アンテナ素子数 256素子

アレー配列 垂直：16
水平：16

アンテナ利得 28dBi 以上

偏波方向 +45度または -45 度

ビーム走査角度 垂直：± 12度　
水平：± 45度

サイズ 120×240×28mm （放熱フィン除く）

図６　アンテナRFフロンエンドのブロック図
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３.２. １　アンテナパネル
アンテナパネルは，薄形で高利得な放射特性が求

められる．このため，表 1 で示したとおり，アン
テナ方式にはパッチアレーを選定することで薄形を
実現した．素子アンテナの間隔はビーム走査しても
可視領域にグレーティングローブが出ない間隔とし
て周波数帯域の上限周波数の 0.54 波長とし，素子
数等の諸元は表 1 で示したとおりとした．パッチ
アンテナの寸法は，周波数帯域内のアクティブイン
ピーダンスが良好となるように素子間相互結合の影
響を考慮して決定している．また，高利得化のた
め，図 6 のブロック図で示したとおり，アンテナ
パネルの基板内で 4 合成／ 4 分配を行い，各増幅
器 IC に対して四つの放射素子を接続する構成とす
ることでアンテナ素子数（開口面積）を拡大した．
図 7 に開発したアンテナパネル単体における利得
の周波数特性の評価結果を示す．利得はアンテナ正
面方向で測定し，所望の周波数帯域内で安定した特
性を実現した．

３.２. ２　高周波回路（18）,（19）

高周波回路は，主に増幅器 IC 及び高周波 IC か
ら成る．高周波 IC でビーム制御のために各素子の
信号の振幅・位相を調整し，増幅器 IC で必要な電
力まで信号を増幅する．アンテナの多素子化に伴
い，増幅器 IC 及び高周波 IC は低消費電力化が必
要となるとともに，アンテナ素子が 28GHz 帯での
半波長程度に配列されるため，高周波回路の小形化
及び高集積化が課題となる．

図 8（a），（b）に開発した増幅器 IC のブロック
図と外観をそれぞれ示す．本増幅器 IC は，Si 系デ
バイスに対して高出力特性が可能な化合物半導体デ
バイスである GaAs を用いており，4 段の増幅器を
直列接続した HPA，3 段の増幅器を直列接続した
LNA 及びスイッチの 3 チップを QFN（Quad Flat 
Non-lead）パッケージで一つのモジュールに集積
している．モジュールサイズは 7mm×5mm である．

図 9 に開発した HPA 及び LNA の周波数特性を
示す．開発した HPA は利得 29.4dB 以上，電力付
加効率 25.0% 以上で，LNA は利得 24.9dB 以上，
雑音指数（図中 NF ：Noise Figure）3.5dB 以下の

図７　アンテナパネルの利得

図８　開発した高集積増幅器 IC

（b）写真（a）ブロック図

図９　増幅器 ICの評価結果
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特性である．
図 10（a）に高周波 IC のブロック図を示す．本

高周波 IC は送受信系 4 チャネル分の移相器及び
VGA と，それぞれのチャネルに信号を分配／合成
する 4 合成器／分配器と，制御回路の各コンポー
ネントが内蔵されている．図 10（b）に高周波 IC
の拡大写真を示す．本高周波 IC は 65nmCMOS プ
ロセスで製造し，WLCSP（Wafer Level Chip Scale 
Package）化している．IC サイズは 7.2mm×5.3mm
である．

移相器は，高精度なビーム方向制御実現のため
に，高分解能・高精度であることが必要である．そ
こで，ベクトル合成方式を用いたアクティブ型移相
器で， 6 ビット（5.625 度ステップ）の移相設定分
解能としている．図 11 は移相器の移相特性評価結
果であり，6 ビット全状態（64 状態）をプロット
したものである．図 11 から，0 度から 360 度まで
全ての位相状態がおおむね等間隔で実現できている
ことが分かる．設定値との位相誤差は 1.2 度 rms

と高精度な位相設定精度を得た．VGA は，所望の
ビーム形状（ペンシルビームや低サイドローブパ
ターン等）を実現するための励振振幅分布（一様分
布，テイラー分布等）を得るために高精度かつ広い
振幅制御幅が必要となる．これを実現するための
VGA 構成として，テール電流を制御することで所
定の振幅制御が可能なカレントステアリング型を採
用し，16dB の制御範囲を 0.25dB の分解能で制御
できるようにしている．図 12 は VGA の振幅特性
の評価結果であり，全ての制御範囲を最小分解能で
変化させたものをプロットしたものである．図 12
の結果から，本 VGA が 16dB の制御幅を連続的に
変化できていることが確認できる．設定値との振幅
誤差は 0.1dBrms と高精度な振幅設定精度を得た．

以上より，高周波回路をパッケージ化して小形化
を図ることにより，ミリ波帯での狭ピッチな素子ア
ンテナの素子間隔に対応した高周波回路の高密度実
装を実現した．

図10　開発した高集積高周波 IC

（a）ブロック図 （b）写真

図12　高周波 ICの振幅特性実測値図11　高周波 ICの移相特性評価結果
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３.３　アンテナ・RFフロントエンドの評価
本節では，３.２で示したアンテナ及び増幅器 IC

と高分解能かつ高精度な振幅・位相調整が可能な高
周波 IC を内蔵したアンテナ・RF フロントエンド
を評価した結果について示す．

図 13 にビーム走査特性検証の一例として，アン
テナ RF フロントエンドの送信系で各素子アンテナ
の励振振幅分布を一様分布とし，水平面に -45 度～
＋ 45 度まで 5 度おきにビーム走査した場合におけ
る周波数 28GHz での水平面の放射パターン測定し
た結果を示す．

各放射パターンのピークレベルはアンテナ正面
方向ビーム指向時のピークレベルで規格化してい
る．図 13 から各ビーム走査方向の放射パターンは，
-45 度～＋ 45 度まで連続的にビーム方向が制御で
きている．図 14 にビーム走査指令角とビーム走査
角実測値とのビーム指向誤差を示す．図 14 から
ビーム指向誤差は 0 度近傍で推移しており，ビー
ム指向誤差 0.16 度 rms を実現した．

最 後 に， 送 受 可 逆 性 評 価 に つ い て 述 べ る．
Massive MIMO において，空間多重数の向上を図
るには，ユーザ間の干渉を低減する技術が重要とな
る．5G では，端末から基地局へのアップリンクに
よる伝搬路推定により得られた伝搬路チャネル情報
に基づくプリコーディング処理を送信信号に施すこ
とで干渉を低減することが求められる（20）．このプ
リコーティング処理は，ダウンリンクの伝送路と
アップリンクの伝送路が同一となることを前提とし

て処理を行う．したがって，端末から受信するチャ
ネル情報に合わせて適切なプリコーディングを行う
ためには，基地局装置における放射特性の送受可逆
性が成立する必要がある．

図 15（a），（b）に送受信それぞれの主ビーム方
向をアンテナ正面及び水平面 +45 度方向にビーム
走査した場合の水平面の放射パターンを測定した結
果をそれぞれ示す．なお，結果はアンテナ正面指向
時のピークレベルで規格化している．図 15 に示す
ように，送信系，受信系の放射パターンは類似した
特性が得られることを確認した．

これらの結果から，開発したアンテナ RF フロン
トエンドモジュールが高精度かつ任意のビーム制御
を実現しつつ，送受可逆性が成立したアンテナ・

図14　ビーム指向誤差

図13　放射パターン
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RF フロントエンドモジュールが得られることを確
認した．

 4 むすび
本稿では，5G 用基地局アンテナシステムにおけ

る小形・薄形のミリ波帯アンテナ・RF フロントエ
ンドの開発事例について紹介し，その構成や開発品
の性能について示した．

これらのミリ波帯アンテナ・RF フロントエンド
技術が 5G の普及に寄与し，5G の利活用により，
これまでには想像もつかなかったサービスの誕生に
よって産業の更なる発展や社会の高度化が進み，従
来の生活を大きく変えるような便利な世の中が実現
することを期待する．
謝辞　本報告には，総務省からの委託を受けて実

施した「第５世代移動通信システム実現に向けた研
究開発」の成果の一部が含まれています．
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 1 はじめに
スマートフォンの普及に伴い，モバイルトラヒッ
クが急激に増大している（1）．この急激なトラヒッ
ク増加に対応するため，第５世代移動通信システム
（5G）がサービス開始されており（2），更に次の世
代である Beyond 5G の検討も進められている．
5G以降の通信システムでは，モバイル基地局は親
局と子局に分割され，それぞれ異なる場所に配置さ
れることが想定される．この親局-子局間は光ファ
イバで接続され，モバイルフロントホール (MFH: 
Mobile Front-Haul) と呼ばれる．また 5G以降で
は，更なる無線スループット向上のために高周波数
帯が利用されることが想定されるため，セル半径が
小さくなり，多量の子局が配置されることとなる．
このため，従来の親局-子局間に 1本ずつ光ファイ
バを用意する構成では多量の光ファイバが必要と
なってしまうため，経済化のために効率的なMFH
構築が求められる．
また，5Gは様々なユースケースに対応可能とさ
れているが，その一つである mMTC(massive 
Machine Type Communication) により，スマー

トフォンだけでなく多量の IoT（Internet of 
Things）端末も急速に普及している．5G以降でも
この流れは続くと考えられ，IoT端末の通信要件も，
センサシステムにおける省電力性，スマート工場に
おけるロボット制御のための低遅延性等，多様化し
得る（3）．こうした要件に応じて IoT では，5G を
ベースとしない非セルラ系 LPWA（Low Power 
Wide Area）等の通信システムも用いられる．こ
の場合 IoT 端末は，セルを構築する IoT GWを介
して，接続先である IoT サーバと通信を行うが，
IoT GW-IoT サーバ間でも光ファイバが必要であ
る．したがって図 1に示すとおり，MFHと合わせ
た効率的な光アクセスシステムの構築が求められ
る．

†   日本電信電話株式会社NTTアクセスサービスシステム研究所，
横須賀市
NTT Access Network Service Systems Laboratories, 
NIP PON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION, 
Yokosuka-shi, 239-0847 Japan

ⓒ電子情報通信学会2020
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Summary 本稿では，モバイルフロントホール（MFH）を経済的に構築するための光アクセスシステム技術を紹介す
る．5G以降では，MFHで多量の光ファイバが必要であり，更にスマートフォンだけでなく急速に普及し

ている IoT（Internet of Things）端末も含めた効率的な収容方法が必要となる．そこで，これらMFH/IoTトラヒックを一つの
レイヤ2ネットワークで収容し，光ファイバ及び設備コストを削減することが検討されている．このようなネットワークの実現
課題として，MFHの遅延保証，マイクロバースト対策，並びにサイバー攻撃によるネットワーク帯域ひっ迫を挙げ，それぞれ
への対策技術について述べる．また，高密度に基地局が配置される環境に対しては，PON（Passive Optical Network）によ
るファイバ集約も効果的であり，遅延要件の厳しいMFHを収容するためのモバイルシステムと連携した帯域割当技術につい
て述べる．

Key Words Beyond 5G，モバイルフロントホール，レイヤ 2ネットワーク，PON

図1　光アクセスシステム
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本稿では，まず 5G以降の基地局機能分割につい
て述べる．その後，IoT 及びMFHトラヒックを収容
するためのレイヤ2ネットワーク技術について述べ，
更に高密度に子局が配置される環境向けの
PON(Passive Optical Network)技術について述べる．

 2 モバイル基地局機能分割
基地局構成には，基地局機能を分割しない
DRAN(Distributed Radio Access Network) と，
基地局機能を親局と子局に分割し，親局を 1か所
に集約する C-RAN（Centralized Radio Access 
Network）構成がある．セル間連携による性能向
上や装置スペース減によるコスト削減等，集約によ
るメリットを享受するため，5G以降では C-RAN
構成が見込まれる．
モバイル基地局機能の分割候補を図 2に示す．
4G時代にはOption8 と呼ばれる分割点が一般的に
用いられてきた．Option8 では，親局が物理層以
上を備え，子局が RFのみを備える．親局-子局間
を結ぶインタフェースには CPRI（Common 
Public Radio Interface）が多く用いられてきた．
しかしCPRI を用いると，無線信号レートに対して
およそ 16倍となる非常に大きな光伝送レートが必
要となる．5G以降に想定される数十Gbit/s の無線
レートにおいては，光伝送レートがばく大となり，
光インタフェースが非常に高価となる．
そこで，MFH区間の光伝送レートの削減に向け
て，CPRI とは異なる基地局分割点の規格化が進め
られてきた（4）．機能分割点が上位レイヤ側に移る
につれ，MFHに必要な光伝送レートは小さくなる
が，CoMP（Coordinated Mul t ip le  Point 
transmission/ reception）等による無線品質の性
能向上が不可となる．このため，5G以降の無線シ
ステムで無線品質向上並びに光伝送レート削減を両
立するため，Option6 または 7 等の LLS（Lower 

Layer Split）と呼ばれる分割点が有望であり，イー
サネット等の汎用インタフェースの活用が想定され
ている．ただし LLS では，親局-子局間の遅延要件
が数百 µ秒以下と非常に厳しく（4），この遅延を満
足するよう光アクセスシステムを構築する必要があ
る．以後は現状の LLS での呼称を踏襲し，親局を
CU/DU（Centralized Unit/Distributed Unit），子
局をRU（Radio Unit）と表記する．

 3  レイヤ 2ネットワークによるMFH/IoT 混在収容

３.１　MFH/IoT混在時の課題
5G以降の光アクセスシステムを経済的に構築す
るため，図 3に示すようなMFHと IoT とを混在
収容できるレイヤ 2ネットワーク（L2NW）が期
待されている．L2NWはイーサネットベースの通
信であり，LLS の MFH とも親和性が高い．また
MFH/IoT の設備共用により，設備投資コストを低
減できる．しかし実現に向けては，複数の課題が
ある．
一つ目の課題は，MFHの遅延保証である．従来
のレイヤ 2 スイッチ（L2SW）では，MFH 及び
IoT トラヒックが同時に L2SWに到着した際の衝
突遅延によりMFHの遅延が増加する．この衝突遅
延により，前章で述べた厳しい遅延要件を満たせな
くなることが懸念される．
二つ目の課題は，マイクロバーストによる過剰ト
ラヒックの抑制である．多量の IoT 端末からの接
続リクエストの同時送信やセンシングデータの同時
送信等が起きた場合，ms単位の短時間にトラヒッ
クが急増するマイクロバーストが発生し得る．マイ
クロバースト発生時には，IoT サーバの最大処理
レートを瞬間的に上回るトラヒックが IoT サーバ
に流入し，IoT サーバでデータ廃棄が発生する．こ
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 図 2　基地局機能分割の候補点

 

図3　レイヤ2ネットワークによるMFH/IoT混在収容
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のデータ廃棄により，IoT 端末からの再送を発生さ
せてしまい，ネットワーク全体の帯域ひっ迫，並び
にバッテリーで駆動する IoT 端末の稼動時間減少
を引き起こしてしまう．
三つ目の課題は，セキュリティぜい弱性を突いた
攻撃トラヒックのネットワーク帯域ひっ迫である．
IoT 端末は，高度なセキュリティ機能を持たせるこ
とや，頻繁なセキュリティアップデートが困難な場
合がある（5）．このため，IoT端末を感染させて IoT
サーバに DDoS（Distributed Denial of Service）
攻撃等を行われてしまい，IoT サーバの最大処理
レートを上回るトラヒックが長時間流入され続ける
可能性がある．このDDoS 攻撃も同様に，IoT 端
末からの再送を発生させ，ネットワーク全体の帯域
ひっ迫，並びに IoT 端末の稼動時間減少を引き起
こしてしまう．

３.２　遅延保証制御
一つ目の課題である遅延保証のためには，MFH
トラヒックの特長を把握する必要がある．上りデー
タの復調・復号動作を例に取る．4G以降で採用さ
れ て い る OFDM（Orthogonal Frequency Di vi-
sion Multiplexing）により，復調動作もOFDMシ
ンボルの到着タイミングごとに行われ，処理結果が
まとめて転送される．復号動作においても，図 4
に示すとおり，1TTI（Transmission Time Interval）
に含まれる 14OFDMシンボルを全てバッファした
後に処理・転送が行われる．つまりMFHトラヒッ
クは，LLS 内の分割箇所によって周期の違いはある
ものの，周期性及びバースト性を有していると想定
される．また，上り／下り信号を TTI 単位で切り
換える TDD（Time Division Duplex) で無線区間
を通信する場合には，モバイル基地局間で時刻同期
して送信時刻を合わせるため，各 RUからのMFH
トラヒック発生タイミングもそろっている．
上述したMFHトラヒックの特長を踏まえると，
衝突遅延を防ぐためには，IEEE802.1Qbv で検討

されている TAS（Time Aware Shaper）技術が有
効と考えられる．TAS は，高優先度のトラヒック
用にあらかじめ定めた優先送信区間の間は，低優先
度のデータ送信を停止させる（転送を待たせる）技
術である．図 5（a）に動作概要を示す．TAS 技術
により，周期的に到来するMFHトラヒックに対し
て，排他的に伝送可能な帯域を予約する．この予約
帯域では，MFH のみ伝送可能であり，IoT トラ
ヒックは伝送不可となる．これにより，MFH及び
IoT トラヒックが同時に L2SWに到着しても衝突
遅延が起こらず，MFHの低遅延性を担保できる．
一方で，予約帯域では IoT トラヒックを伝送でき
ないため，IoT トラヒックの利用可能な帯域幅が減
少するという課題がある．
そこで IoT トラヒックの利用可能な帯域幅を向
上するため，TAS を改良した GS（Gate-Shrunk）
-TAS 技術を提案した（6）．GS-TAS の動作概要を図
5（b）に示す．MFHトラヒックはバースト性を有
するため，MFHトラヒック量が小さい場合には，
予約帯域の後半には信号が流れない．そこでGS-
TAS 技術では，MFHバーストが終了次第，予約し
た帯域を開放することで，IoT トラヒックを伝送可
能な帯域を増大させる．本技術を L2SW 上の
FPGAに実装して検証を行い，1TTI 単位のバース
ト信号に対して予約帯域長が最適化され，IoT トラ
ヒックのスループットが向上することを確認し
た（6）．

３.3　マイクロバースト対策技術
二つ目の課題であるマイクロバースト対策のた
め，L2NW全体で IoT サーバの最大処理レートを
超えないようにトラヒックを平準化する SW間連
携シェーピング技術を提案した（7）．トラヒック
シェーピングは一般に，単位時間に送信するデータ

図4　MFHトラヒックの特長

 

図5　遅延保証技術
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量を一定に抑え，これを超過した分はキューにバッ
ファして送信を待たせる技術である．しかし L2SW
に搭載されたメモリによって，割当て可能なキュー
長には上限がある．この上限を超えるデータ量のマ
イクロバーストが生じた場合，バッファあふれによ
りデータ廃棄が発生してしまう．
提案する SW間連携シェーピングでは，対応可
能なマイクロバーストのデータ量を向上するため，
伝送経路中の全 L2SW間で連携し，少しずつトラ
ヒックシェーピングをかけて目的レート（IoT サー
バの最大処理レート）までの平準化を行う．これに
より，同じデータ量のマイクロバーストに対して各
SWで必要なキュー長が抑制され，より大きいデー
タ量のマイクロバーストをデータ廃棄なく伝送でき
る．
図 6 に動作概要を示す．図 6（a）の例では，
L2SW単体でシェーピングをかけており，SW#0
にバッファメモリサイズ以上のフレームがたまって
しまい，フレーム廃棄が発生している．一方，図 6
（b）では，SW間で連携してシェーピングをかけて
いるため，フレームが複数 SWで分担してバッファ
リングされている．したがって同じサイズのバッ
ファメモリで比較すると，提案する SW間連携

シェーピングの方がフレーム廃棄なく伝送可能なト
ラヒック量が向上している．

３.4　DDoS攻撃によるネットワーク帯域ひっ迫対策
三つ目の課題であるサイバー攻撃トラヒックに
よるネットワーク帯域ひっ迫対策として，DDoS 攻
撃対策装置と，L2NW上を監視するネットワーク
コントローラ（NWC）との連携方式を提案した（8）．
DDoS 攻撃対策としては一般に，DDoS 攻撃対策装
置をサーバの前段に配置し，サーバに流入するトラ
ヒックからDDoS 攻撃トラヒックを除去する方法
が採られる．この方法では，L2NW上にDDoS 攻
撃トラヒックが流れ続けることになり，L2NWの
帯域ひっ迫を解消することはできない．一方NWC
だけでは，トラヒックの詳細解析ができないため，
攻撃元を正確に特定して遮断することが困難であ
る．
そこで図 7に示すように，DDoS 攻撃対策装置
とNWCの連携を検討する．本技術は，NWC単独
での暫定対処（一次対処）と，DDoS 攻撃対策装置
の解析結果に基づく対処（二次対処）とから成る．
一次対処では，NWCが周期的に各 IoT GWからの
トラヒック量を各 L2SWから取得し，そのトラヒッ
ク量の変動状況からDDoS 攻撃発生の有無を推定
する．DDoS 攻撃発生と推定した場合には，転送パ
ス上にて当該変動元となる L2SWで収容される
IoT GWからのトラヒックのみ優先度を低下させ
る．
二次対処は，DDoS 攻撃対策装置でのトラヒック
詳細解析結果に基づいており，DDoS 攻撃対策装置
がDDoS 攻撃元とする端末アドレスをNWCに通
知し，NWCが各 L2SWに当該端末アドレスからの
トラヒックを遮断するように指示する．DDoS 攻撃
対策装置とNWCとがネットワーク上で離れた位置
にある場合には，解析結果の通知に時間を要し，上

（a）SW間連携なし

（b）SW間連携あり

図6　マイクロバースト対策のためのシェーピング技術

 

 図 7　DDoS攻撃対策
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記二次対処によるDDoS 攻撃トラヒックの遮断ま
でに時間がかかる．一次対処は，DDoS 攻撃トラ
ヒックの抑制開始を早めるための対処であり，
DDoS 攻撃対策装置からの結果が通知されるよりも
前に，被疑対象となる IoT GWからのトラヒック
の優先度を低下させておくことで，DDoS 攻撃に伴
う正常 IoT GWからのトラヒック廃棄を防止でき
る．また，優先度を低下させるだけであるため，
NWCで推定を誤っても，当該推定先のトラヒック
が誤って遮断されることはない．

 4 高密度環境向けのPON技術

４.１　MFH適用時の課題
駅やスタジアムなどの高トラヒックエリアに対
しては，高密度なRU設置が想定される．このよう
な環境下で効率的なMFH を構築するために，
TDM（Time Division Multiplexing）-PON が期待
されており，国際標準化に向けて議論が進められて
いる（9）．TDM-PON は現在 FTTH(Fiber To The 
Home) サービスのため全世界にて用いられている
技術である．
図 8（a）に PONの構成を示す．収容局側の集
約装置であるOLT（Optical Line Terminal）と加
入者側に設置される ONU（Optical Network 
Unit）がパワースプリッタを介して，光ファイバ
で接続される．TDM-PONではこの構成において，
図 8（b）に示す ONU の帯域割当アルゴリズム
（DBA: Dynamic Bandwidth Allocation）が用い
られる．TDM-PONでは一つの光信号を複数ユー
ザで共用しており，DBAにより，全ユーザがデー
タを送受信しているときは，全光伝送レートを全
ユーザで利用する（図 8（b）の T1 区間）が，そ
うでないときは，送受信しているユーザのみで全光
伝送レートを利用する（図 8（b）の T2～T4 区
間）（10）．つまり，OLT とパワースプリッタ間の 1
本の光ファイバを複数のONUで共用し，かつ光信
号も一つの波長を複数ONUで共用するため，効率
的な FTTHサービスが提供可能となる．したがっ
て，TDM-PONをモバイルネットワークに適用す
ることで効率的なMFHの構築が見込める．
しかし，現状のTDM-PONでは，DBAの処理に
よりMFHに要求される遅延時間を満たすことがで
きないことが課題として挙げられる．図 9 に
FTTH向け DBAをMFHへ適用したときの課題を
示す．モバイルシステムではCU/DUからの各UE

（User Equipment）のスケジュール情報に基づき，
UEは上り信号を送信し，RUで複数UEからの上
りデータをまとめて，CU/DU側へ送信する．ONU
は，RUから送信された上りデータを受信・バッ
ファし，バッファに蓄積されたデータ量をOLTに
報告する（Report 送信）．OLT は各 ONU からの
送信されたReport を基に，上り信号が衝突しない
よう各ONUの上り信号の帯域割当を実行し，送信
許可情報を各 ONU へ送信する（Grant 送信）．
ONUはこのGrant の情報に基づき，指定時刻に上
りデータを送信する．RUからの上りデータ到着後
に，TDM-PON 区間で各ONUのスケジューリン
グを行うため，上り信号に大きな遅延時間（1ms
程度）が発生する．

４.２　モバイル基地局と連携した低遅延DBA
図 10 に，MFH向けに TDM-PONの低遅延化を
実現する連携DBA（CO DBA: Cooperative DBA）
の概要を示す．モバイルシステムは TDM-PONと
同様にCU/DU側で各UEの送信タイミングのスケ
ジューリングを行っているため，このモバイル側の
スケジュール情報をOLT が事前に知っていれば，
TDM-PONの DBAによる遅延時間を短縮すること
が可能となる．連携DBAでは，あらかじめ各UE
からのデータ到着タイミングとデータ量を含むモバ
イルスケジューリング情報を CU/DU から TTI 単

 

（a）

（b）

図8　PONの概要
（a）PONの構成　（b）TDM-PONにおけるDBA
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位で取得する．OLTはそのスケジュール情報から，
各RUからONUへの上りデータの量と受信時間を
計算し，各ONUへの帯域割当を計算し，ONUへ
通知する．ONUが RUからの上りデータを受信し
たときには，ONUの上り帯域割当は完了している
ため，ONU内に滞留することなく上りデータの送
信ができ，低遅延化が可能となる．このとき，CU/
DUからOLT へモバイルスケジューリング情報を
通知するインタフェースを連携インタフェース
（CTI: Cooperative Transport Interface）と呼ぶ．

図 11 に 総 帯 域 10G の TDM-PON で あ る
10G-EPON（10Gigabit-Ethernet PON） に 連 携
DBAを適用したときの遅延時間シミュレーション
結果を示す．FTTH 向け DBA の遅延時間が 1ms
程度であったのに対し，連携DBAを適用した場合
には 50µs 以下に短縮されていることが分かる（10）．
図 12 に，波長多重により 40G の総帯域を持ち，
波長内では TDM で動作する NG-PON2（Next 
Generation-PON 2）システムに連携DBAを実装
した評価系を示す．本系を用いて，50µs 以下の遅
延時間が達成できたことを確認した．
この連携DBAは，国際標準化団体 ITU-T におい
て，MFHへの TDM-PON適用に向けた要素技術と
して議論が進み，国際標準化が進められている（11）．

 5 むすび
5G及び Beyond 5Gに向け，MFHの光ファイバ
区間効率化のためのレイヤ 2ネットワーク技術，
及びTDM-PON技術について述べた．MFHだけで
なく IoT トラヒックも同一レイヤ 2ネットワーク
で収容する場合の課題について述べ，課題を解消す

図9　FTTH向けDBA適用時の課題

［Mbit/s］

図11　連携DBAの遅延時間

図10　連携DBAによる低遅延化
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るための GS-TAS 技術，連携シェーピング技術，
DDoS 攻撃対策装置とNWCの連携制御，について
述べた．また，高密度に基地局が配置される環境の
ための TDM-PON技術について述べ，モバイルシ
ステムと連携した帯域割当技術により遅延要件の厳
しいMFHも収容可能とできることを示した．
　謝辞　本研究の成果の一部は総務省の電波資源拡
大のための研究開発（JPJ000254）における委託
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 1 はじめに
スマートフォン及び動画像アプリの普及により，

モバイルデータのトラヒックは近年急速に増加して
おり，今後もこの伸びは続くと考えられている．こ
のモバイルデータトラヒックを効率良く最も単純に
処理する技術としてヘテロジニアスネットワーク

（HetNet: Heterogeneous Network） が あ る．
HetNetはマクロ基地局が管理するマクロセル内に，
マクロ基地局に比べて送信電力が小さいピコ基地局
を重畳する．これによりマクロセル内のトラヒック
をピコ基地局にオフロードすることを目的とする（1）．

無線周波数の側面から見ると，マクロセルとピコ
セルの周波数が同じ場合（以下，シングルバンド
HetNet と呼ぶ）と，周波数が異なる場合（以下，
マルチバンド HetNet と呼ぶ）に大別することがで
きる．どちらの場合も，マクロ基地局とピコ基地局
の無線リソースは独立であり，マクロセル内のピコ
基地局の数を増やすと無線リソースは増加するため
下り回線のユーザ端末（UE: User Equipment）の
スループット（実効通信速度）を向上することがで
きる．したがって，HetNet においてはいかにピコ
基地局の無線リソースを有効に活用できるかが重要
である．また，HetNet には UE の消費電力を低減
できるといった効果も期待できる．マクロセルから
ピコセルにオフロードした場合，ピコセルの半径は
マクロセルのそれより小さいので，上り回線におけ

る UE の送信電力は小さくすることができる．
マクロセル内に複数のピコセルが存在する

HetNet では，ピコセル間の干渉を防ぐため，ピコ
基地局の送信電力はマクロ基地局に比べて小さい．
したがって，マクロセル内の UE はピコ基地局に接
続されにくい．これに対しては，UE の接続先をピ
コ基地局に促す技術が重要である．シングルバンド
HetNet では，更にマクロセルとピコセル間の干渉
も生じる．これに対しては，マクロ基地局からの干
渉を低減する技術が重要である．

マルチバンド HetNet の特徴は，マクロセルから
ピコセルへのオフロードに加えて，マクロセルとピ
コセルの同時利用による高速通信，すなわちキャリ
ヤアグリゲーション（CA: Carrier Aggregation）
を実現できることである．UE はマクロ基地局とピ
コ基地局の両方に接続し，周波数の異なる複数の帯
域を同時に利用することができる（2）．例えば，第
５世代移動通信システム（5G）においては， 既存
の 周 波 数 帯 と 5G の 周 波 数 帯 で あ る 3.7GHz，
4.5GHz，28GHz 帯を同時に利用する CA が可能に
なる．5G のネットワーク構成は 2 種類あり，一つ
は 5G 単独で構成する SA（Stand Alone），もう一
つは第４世代移動通信システム（4G）と 5G が連
携する NSA（Non Stand Alone）である（3）．NSA
タイプの 5G では，4G のマクロセルと 5G のピコ
セルが重畳するネットワーク構成になり，これまで
以上に HetNet 技術が重要になると思われる．
２. では HetNet の基本的な仕組みと問題点につ

いて述べる．３. では，マクロセルからピコセルへ
積極的にトラヒックをオフロードする技術について

ヘテロジニアスネットワーク
Heterogeneous Network 

ヘテロジニアスネットワーク
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述べる．また，システムレベルシミュレーションを
用いたユーザスループット特性からその効果を説明
する．４. ではマクロセルとピコセル間の干渉制御
技術について述べる．５. では，2GHz 帯マクロセ
ルと 28GHz 帯 3 セクターピコセルから成るマルチ
バンド HetNet の構成を紹介するとともに，その
ユーザスループット特性を示す．

 2 HetNet の仕組みと問題点
図 1 に HetNet の基本構成を示す．大電力のマク

ロ基地局が管理するマクロセル内に複数の小電力の
ピコ基地局が管理するピコセルを配置し，マクロセ
ルからピコセルにトラヒックをオフロードすること
により UE のユーザスループットを向上することが
できる．通常のセルラ方式では，マクロ基地局間は
X2 インタフェースで接続されている．HetNet に
おいてもマクロ基地局とピコ基地局間は X2 インタ
フェースにより接続されている（1）．また，HetNet
においてはマクロセルとピコセル間を横断するハン
ドオーバ機能が保証されている．例えば NSA タイ
プの 5G では 4G の基地局がこの機能をつかさどる．

UE がマクロセルとピコセルのどちらの基地局に
接続されるかを理解することは重要である．基本は
図 2 の接続シーケンスに従って UE の接続先を決定
する．まず UE がマクロ基地局及びピコ基地局か
らの下り制御信号を受信する．次に，UE はそれ
らの受信電力（RSRP: Reference Signal Received 
Power），すなわち RSRPpicoとRSRPmacro，の結果を
マクロ基地局に報告し，マクロ基地局はそれらの結
果を基にその UE の接続先を決定する．あるいは

UE で受信した信号の信号対雑音干渉電力比（SINR: 
Signal-to-Interference plus Noise Ratio）の結果
を基に接続先を決定する．

しかしながら，ピコ基地局の送信電力はマクロ基
地局に比べて小さいため，トラヒックオフロードの
目的でピコ基地局を追加したのにもかかわらず UE
がピコ基地局に接続されにくいといった問題があ
る．

また，シングルバンド HetNet におけるマクロセ
ルとピコセル間の干渉という側面からみると，例え
ばピコ基地局に接続されている UE はマクロ基地局
から下り回線の干渉を受け，その UE の受信 SINR
が小さくなりスループットが低下するといった問題

 図 1　HetNet の基本構成

 図 2　HetNet における接続シーケンス



解説論文　ヘテロジニアスネットワーク 241

小特集 5Gが切り開く新たな通信社会とそれを支える要素技術

がある．このように，マクロセルとピコセル間の干
渉管理が重要である．
３. と４. に，これらの問題を克服する技術を紹

介する．

 3 ピコセルの拡張技術
マクロとピコ基地局間の送信電力の差によって

UE がピコ基地局に接続されにくいといった問題を
解決する技術として，セル範囲拡張（CRE: Cell 
Range Expansion）技術がある（1），（4）．図 3 にその
CRE 技術の原理を概略的に示す．この CRE 技術は，
まずセル選択をする段階で UE に対してピコ基地局
からの下り制御信号電力に正のオフセット値（CSO: 
Cell Selection Offset）を加える．次に，その CSO
を加えたピコ基地局からの下り制御信号電力とマク
ロ基地局の下り制御信号電力とを比較することによ
り UE の接続先を決定する．すなわち CRE はより
多くの UE をピコセルにオフロードする技術であ
る．したがって，図 3 に示すように CRE によって
見掛け上のピコセルのエリアが大きくなる．例え
ば，マクロセル内のトラヒックが増加したとき，
ネットワーク（あるいはマクロ基地局）がマクロセ
ルに存在する UE に CRE を発動し，ピコ基地局か
ら の 下 り 制 御 信 号 電 力 に 正 の CSO を 加 え た
RSRPpico と通常のマクロ基地局からの下り制御信号
電力から得られる RSRPmacro を比較することによ
り，UE の接続先を決定する．しかしながら，CRE
は見掛け上の受信電力を用いて接続先を決定するた
め，CRE によってピコ基地局に接続された一部の
UE はマクロ基地局から非常に大きい下り回線の干
渉を受ける．したがってその UE はピコセルの無線
リソースを活用できるが，その受信 SINR は悪くな

ることが予想される．
次に，シングルバンド HetNet における CRE の

効果について述べる．具体的には，大規模なシステ
ムレベルシミュレーションを用いて平均ユーザス
ループットと下位 5% ユーザスループット（スルー
プットが下位から数えて 5% に位置する UE のス
ループット）を評価する．表 1 に主なシミュレー
ション諸元を示す．無線周波数はマクロ，ピコセ
ル共に 2GHz で，帯域幅は共に 10MHz である．
また，適応変調符号化においては，高次の変調方
式 で あ る 256-QAM（Quadrature Amplitude 

図３　CRE技術によるピコセルの拡張

表１　主なシミュレーション諸元
項目 マクロ基地局 ピコ基地局

セル構成 19マクロセル，
3セクタ/マクロセル

4ピコ基地局/
マクロセクタ

無線周波数 2 GHz

信号帯域幅 10 MHz

セル半径（ISD） 289 m（500 m） ─

送信アンテナ高 32 m 10 m

送信電力 46 dBm 30 dBm

送信アンテナ
利得 14 dBi 5 dBi

アンテナ
ダウンチルト角 15度 0度

UE，配置（分布） 30 UEs ／マクロセクタ，2/3クラスタ分布

スケジューリング プロポーショナルフェア

トラヒック
モデル フルバッファ

適応変調符号化 15MCS（Modulation and Coding Scheme），
QPSK～ 256-QAM

MIMO 2x2シングルユーザMIMO
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Modulation）を用いている （5），（6）．
図 4 にシミュレーション結果を示す．横軸は正

の CSO であり，左縦軸はマクロセル内に存在す
る全ての UE を対象とした平均ユーザスループッ
ト，右縦軸は下位 5% ユーザスループットを示す．
また，比較としてマクロ基地局だけの場合，すな
わ ち ホ モ ジ ニ ア ス ネ ッ ト ワ ー ク（HomoNet: 
Homogeneous Network）の特性も併せて示す．
HetNet は HomoNet に比べ大幅にユーザスルー
プットを改善できることが分かる．また，CSO を
大きくするに従って平均ユーザスループットは徐々
に劣化する．また CSO がある値までは下位 5%
ユーザスループットが増加し，CSO がその値を超
えると大幅に減少する．図 5 はマクロとピコ基地
局に接続される UE の割合を示しており，CRE に
よりピコ基地局に接続される UE の割合が増加する
ことが証明されている．図 6 は，CSO に対するピ
コ基地局に接続された UE の平均ユーザスループッ
トを示している．CSO が大きくなると多くの UE
がピコセルにオフロードされるが，ピコ基地局に接
続された UE の平均ユーザスループットは徐々に減
少することを表している．

CSO の設定方法は，マクロセル内に存在する全
ての UE に対して，平均ユーザスループットをなる
べく維持しながら下位 5% ユーザスループットが最
大となるように，ある固定値の CSO を定義するの
が一般的である．例えば図 4 の結果から判断する
と CSO は 4～6dB が最適値となる．

下位 5% ユーザスループットを良くしようとする
と平均ユーザスループットが劣化するという問題を
解決するために，個々の UE に対してそれぞれ最適

な CSO が存在するという視点から適応制御型 CRE
が提案されている．固定値の CSO ではなく，UE
のマクロ基地局からの制御信号の受信 SINR 特性に
応じて 2 種類の CSO からそれぞれの UE は最適な
CSO を選択する，という検討結果が報告されてい
る（7）～（10）．

 4 マクロとピコセル間の干渉制御技術
HetNet においては干渉の回避が極めて重要であ

ることを２. で述べた．干渉制御技術はこれまで幾
つか検討されているが，この章ではシングルバンド
HetNet におけるマクロセルとピコセル間の干渉を
時間領域で回避する拡張セル間干渉制御（eICIC: 
enhanced Inter-Cell Interference Coordination）
技術について述べる（11），（12）．

 図４　 CSOに対する全てのUEを対象とした平均と
下位5%のユーザスループット

図５　CSOに対するUEの接続比率

図６　 CSOに対するピコ基地局に接続されたUEの
平均ユーザスループット
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基本的な eICIC の動作原理を図 7 に示す．サブ
フレームはデータ送信する際の基本単位であり，
4G の LTE では 1ms で定義されている．灰色のサ
ブフレームは通常の送信データを含み，白色のサブ
フレームはデータを含まないサブフレームを表して
いる．この白色のサブフレームは ABS（Almost 
Blank Subframe）と呼ばれ，制御用の信号のみで
構成される．この ABS はマクロ基地局に適用され，
ピコ基地局に接続されている UE が多くのデータ通
信をできるような構成となっている．すなわち，マ
クロセルからの強い下り回線の干渉を受ける場所に
存在しピコ基地局と通信している UE は，マクロ基
地局が ABS を送信するタイミング時にはその干渉
の影響を受けないでピコ基地局と通信することがで
きる．なお，HetNet に eICIC を適用する場合，マ
クロセルとピコセルは時間的に同期させる必要があ
り，またマクロセル側のユーザスループットは低下
することになる．

このように，シングルバンド HetNet における
eICIC 技術は，マクロ基地局に ABS を適用するこ
とによりピコ基地局に接続される UE への干渉を低
減し，そのスループットを向上させる技術である． 

 5  高周波数帯を用いたマルチバンドHetNet

前章までは主にマクロセルとピコセルの無線周
波数が同じシングルバンド HetNet について述べ
た．本章では，マクロセルとピコセルの無線周波数
と信号帯域幅が異なるマルチバンド HetNet の構成
とその特性評価について述べる．１. で述べたよう
に，5G では高周波数帯での広帯域幅の利用が決定
しており，NSA タイプの 5G では 4G のマクロセ
ルと 5G のピコセルが同じエリア内に共存する．

図 8 に，2GHz 帯マクロセルと 28GHz 帯 3 セク
ターピコセルから成るマルチバンド HetNet の構成
を示す（13）～（15）．28GHz 帯を用いた場合，信号の
距離減衰が大きくなるため，その信号減衰を補うた
め送信アンテナ利得の大きいセクタアンテナを適用
する．ここでは，ピコセルを 3 セクタ化している．
ま た， マ ク ロ， ピ コ セ ル の 帯 域 幅 は そ れ ぞ れ
10MHz，100 MHz である．

次に，この構成によるマルチバンド HetNet の
ユーザスループット特性を示す．表 2 に主なシミュ
レーション諸元を示す．表 2 は表 1 からの変更部
分を抽出したものであり，ピコ基地局のアンテナ高
は 6m と低くし，送信アンテナ利得はセクタアンテ
ナの効果を見込んで 23dBi としている．図 9 に正
の CSO に対するユーザスループットを示す．ピコ
セルはマクロセルの 10 倍の無線リソースを有して

図７　eICIC の動作原理

図８　2GHz帯マクロセルと28GHz帯 3セクタピコセルから成るマルチバンドHetNet
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いるため，ピコ基地局に接続された UE のスルー
プットは非常に大きくなる．したがって全ての UE
を対象とした平均ユーザスループットも大きくな
る．図 9 の結果から見て分かるように，図 4 と比
べて横軸の正の CSO はかなり大きくしてよいこと
が分かる．これはマクロセルからの下り回線の干渉
がないためであり，ピコ基地局からの制御信号を復
号できる限界まで CSO を大きくすることができる．
表 2 の条件では，平均と下位 5% ユーザスループッ
トから CSO は 30～40dB が最適値となることが分
かる．

 6 おわりに
本論文では，マクロセル内にピコセルを重畳する

ヘテロジニアスネットワーク HetNet について，そ
の仕組みとそこで利用されるセル範囲拡張技術
CRE，干渉制御技術について解説を行った．また，
システムレベルシミュレーションの結果を用いて，
HetNet 及び CRE によるユーザスループットの改
善効果を示した．

5G においても，4G のマクロセルと高周波帯で
広帯域幅を有する 5G のピコセルから成るマルチバ
ンド HetNet は重要な技術であり，その設計法を確
立することは重要である．
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1 はじめに
日本において，2020 年 3月から第５世代移動通信シ

ステム（5G）の商用展開が開始された．4Gまでは，広
域で超高速通信を実現する方向の進化に主眼に置かれて
いたが，機器の遠隔操作や自動運転のような低遅延通信
に対する要求や，センサネットワークのような多機器，
低消費電力を求める新たな要求へは高速化だけで対応す
るのは難しい．そこで，5Gでは，以下の三つのユース
ケースを設定し，これらの用途に適合できるように設計
されている．
・超高速通信
・超低遅延かつ高信頼性を有する通信
・多数同時接続通信
特に後者二つのユースケースは，場所によってニーズ

が異なることが考えられる．携帯電話事業者は，これま
でのように画一的にエリアを拡大するのではなく，ニー
ズがある場所に適切なサービスを展開していく必要があ
る．
新たなユースケースにおける 5Gの展開には二つの手

法が考えられる．一つは携帯電話事業者が商用通信サー
ビスとして顧客のニーズに合ったエリアを構築する形態
（以下，商用 5Gと呼ぶ）であるが，商用 5Gだけでニー
ズのある，あらゆる場所をカバーするのは難しい．そこ
で，もう一つの手法である，ユーザの企業や自治体自ら
が 5Gの通信技術を用いて自営通信エリアを構築する形
態により，相互に補完する形での展開が望まれる．国内

おいては，この自営の 5G通信方式として 2019 年 12
月に「ローカル 5G」が制度化され，既に運用が始まっ
ている．本稿では，ローカル 5Gで実現が期待される
ユースケース，運用中及び検討中の規格について述べ，
最後に今後の発展性について述べる．

2 ローカル5Gのユースケース
と導入のモチベーション

表 1に，ローカル 5G検討作業班ⅰがまとめた，期待
されるユースケース例を示す．これらのユースケース
は，既に 5GMFⅱのアプリケーション委員会などでまと
められてきた 5G一般に期待されるユースケースと重な
るものがほとんどである．地方自治体による運用や地
域内での利用が想定されるケースと，産業利用として
企業内や施設内での利用が期待されるケースに大別さ
れる．
では，これらのユースケースにおいて，商用 5Gでは
なくローカル 5Gを用いて通信エリアを構築するための
モチベーションとはいかなるものであろうか．これま
で，電子情報通信学会の研究会や大会，5GMF，ローカ
ル 5G普及研究会ⅲなど，様々な場において議論が行わ
れている．それらは 4種の意見に集約される．
一つ目は，郊外のエリアで，携帯電話事業者の敷設
コストに見合うような場所や，エリアになるまで相当
の時間が掛かると想定される場所において，いち早く
5Gの利便性を享受したい，というものである．過疎化

ⅰ  総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会 ローカル 5G検討作業班 : ローカル 5Gの
実現に向けた制度整備を行うために必要な技術的条件について取りまとめる．

 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/5th_generation/local_5g/
ⅱ  第 5 世代モバイル推進フォーラム（5GMF）: 電波産業会（ARIB）と情報通信技術委員会（TTC）の共同で設立された
フォーラム．主に国内の通信事業者，ベンダ，サービス提供者などの意見を集約し，関連する研究開発及び標準化に関わる
調査研究・関係機関との連絡調整・情報の収集・普及啓発活動等を行う．https://5gmf.jp/

ⅲ  NPO法人ブロードバンド・アソシエーション ローカル 5G普及研究会 : ローカル 5Gの普及に必要な環境整備の課題解決
を目指し，ユーザ視点からのローカル 5Gの推進を目指す研究会．http://www.npo-ba.org/l5g.html
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が進む中での通信技術を使った表1の地域利用でのユー
スケースに挙げられるような業務の効率化を進め，地
域創生につなげたいといったニーズがこれに当たる．
二つ目は，発電所やプラントのような高いセキュリ

ティが求められる場所において，外部からの侵入回避
や非常時の通信安定性の確保のために，商用 5Gから独
立した通信網を持ちたい，というものである．
三つ目は，様々なサービスの提供が検討される中，

商用網とは異なる品質のネットワークを求めるもので
ある．商用網は，多くの顧客のニーズに合うように設
計されている．例えば，5G向けに導入される帯域では，
双方向通信のための複信方式として，上り下りで同じ

帯域を使い，上りと下りを細かく切り換えて使うTDD 
（time division duplex）が利用されるが，一般に商用
5Gでは，ユーザのダウンロード主体の利用に対応する
ため，下りの時間比率が高く設定される．しかし，ロー
カル 5Gでは，カメラ向けなどのためにTDDにおける
上り通信の比率を高めた通信設定を行いたいとか，モ
ビリティに関する機能は不要であるなど，自前で準備
することで必要な機能のみをリーズナブルに利用した
い，という要求がある．
そして四つ目は，通信料金を気にすることなく 5Gの
利便性を享受したい，というニーズである．通信を利
用したサービスの導入にあたり，ランニングコストや

図1　日本における5Gの周波数割当て

表１　ローカル5Gのユースケース（1）

主な利用シーン

屋内 敷地内屋外 敷地外屋外

地
域
利
用

防災・災害対応 河川等の状況監視，インフラ保全等 ○ ○ ○

暮らし 高齢者の見守り，地域コンテンツの配信等 ○ ○ ○

医療・教育 地域医療ネットワーク，電子教材の活用等 ○ ○ ○

農業・畜産業・地場産業 農機具の自動運転，センサ等による状況監視 ○ ○

観光 観光情報の配信 等 ○ ○ ○

産
業
利
用

工場・プラント施設 産業用ロボット制御，IoT センサ等による状況監視 ○ ○

商業 電子タグ等による商品管理，ディジタルサイネージ等 ○ ○

建設・工事 重機などの遠隔操作，カメラ等による状況監視・検査等 ○ ○

港湾 クレーン等の遠隔操作，物資の追跡等 ○ ○

鉄道・空港 カメラ等による施設内の状況監視，遠隔制御等 ○ ○ ○

エンターテインメント 超高精細映像による映像配信，警備による状況監視 ○ ○
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運用保守費用などの後年度負担のために二の足を踏む
ケースは多々ある．予算に見合った規模でニーズを実
現する手段としてもローカル 5Gに期待が寄せられてい
る．

3 現状のローカル 5G規格
図1に，ローカル5G向けに割り当てられている周波
数帯，及び今後の拡大が予定されている周波数帯を示す．
ローカル 5G向けには，商用5G向けとは異なる，専用

の周波数帯が割り当てられている．これらの帯域のうち，
28.2～28.3 GHzの 100 MHz幅が 2019年 12月から先
行して利用可能となった．ローカル5Gの技術的要件を
表2に示す．この技術的要件はほぼ商用5Gと共通であ
るため，同じ機器の利用によるコストの低廉化が期待で
きる．技術的要件の詳細については，商用5G向けの解
説などを参照頂きたい．
そこで本章では，ローカル 5Gに特有な免許制度と，
導入時の運用形態について述べる．

図2　自己土地利用と他者土地利用（1）

表２　ローカル5Gの技術的要件（文献（1）と（2）を基に筆者が編集）
周波数帯 4.6-4.9 GHz 28.2-28.3 GHz 28.3-29.1 GHz

通信方式 TDD

多重化方式／
多元接続方式

基地局 OFDM及び TDM

移動局 OFDMAまたは SC-FDMA

変調方式
基地局 QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

移動局 π/2shift-BPSK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM

占有周波数帯幅 40 MHz/50 MHz/60 
MHz/80 MHz/100 MHz 50 MHz/100 MHz/200 MHz/400 MHz

不要発射強度の値 占有周波数帯幅ごとに隣接チャネル漏えい電力，スペクトルマスク，スプリアスを規定

最大空中線電力
及び空中線電力
の許容偏差

基地局 定格空中線電力の± 3.0 dB 以内 定格空中線電力※の± 5.1 dB 以内

移動局
定格空中線電力の最大値は 23 dBm以下

定格空中線電力の +3.0 
dB/-6.7 dB

定格空中線電力に 3.6 dB を
加えた値以下

定格空中線電力に 2.7 dB を
加えた値以下

※ 基地局の空中線電力及び空中線利得は，原則として，新世代モバイル通信システム委員会報告（平成 30 年 7 月）の
「5.2.1　基地局の干渉検討で用いる諸元」を上限とする．
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3.1　免許制度
ローカル5Gの運用には電波免許の申請・取得が必要
であり，Wi-Fi 機器のように買ってきてすぐに使えると
いうものではない．利便性の点ではデメリットとも言え
るが，免許付与時の審査や，近隣の同一周波数帯利用者
との事前調整により，免許された場所での安定した運用
が担保されるというメリットが大きい．
免許の付与対象には，「自己土地利用」と「他者土地
利用」の2形態がある．これらの例を図2に示す．自己
土地利用とは，建物や土地の所有者，若しくはそれを借
りている人が，その建物内や敷地内にてローカル5Gを
運用することを指し，これが免許付与の際の基本となる．
加えて他社土地利用として，自らがその場所を使用する
権利を持たない場合においても，一定の条件下では免許
が付与される．具体的には，他者の土地をまたいで行う
固定通信や，公道に基地局を配置して固定通信をする場
合については，またいだ土地の所有者がローカル5Gを
用いていない場合に限り許可される．ただし，このまた
いだ土地の所有者がローカル5Gを利用することとなっ
た場合には，協議や調整を行う必要がある．
なお，免許の申請は必ずしも利用者自らが行う必要は

なく，システム構築を依頼されたものなどが代行するこ
とも可能である．しかし，携帯電話事業者については，
当面の間ローカル5G帯域の免許取得は不可とされてい
る．これは，ローカル 5G帯を商用5Gのオフロード先
として運用されることを回避し，まずは割り当てられた
商用5G用の周波数の活用を進めるべきであるという趣
旨による．ただし，免許の取得はせず，第三者のローカ
ル5Gシステムの構築を支援することは可とされている．

3.2　NSA方式
商用 5G は，早期展開のために NSA（Non-Stand 
Alone）方式に基づいてサービスが開始されている．
NSAとは，4Gのインフラの存在を前提とし，スポット
的に5Gのエリアを増設する形とすることで，広域な接
続性を担保しつつ5Gエリア内を順次拡大することを可
能とする方式である．制御信号（C-Plane）は広域性を
担保できる4Gの無線方式（アンカバンドという）にて
伝達を行い，ユーザデータ通信（U-Plane）は利用可能
であれば5Gで，5Gのエリア外では4Gで行うこととな
る．将来的には，全てを5Gシステム内で賄うSA（Stand 
Alone）方式に置き換わっていくと考えられている．
ローカル5Gでも状況は同じで，商用5G向けの装置

をそのまま導入することでコストの低減を図ることから，
ローカル5G導入時には，アンカバンドとなる4G網を
併せて整備する必要がある．そのため，地域BWAⅳ用の
周波数帯である 2575～2595 MHz 帯を，新たに自営

BWA帯として運用するための制度整備も同時に行われ
ている．

4 検討されている
ローカル5G規格の拡張

更なる利便性の確保に向けて，ローカル5G規格の拡
充に関する議論が進められている．ローカル5G検討作
業班にて，周波数帯の拡張，近接するローカル5G基地
局の同期・非同期運用，ユースケースと「自己土地利用
／他者土地利用」の考え方の再考などが行われており，
2020年 5月現在において報告書案のとりまとめが行わ
れている．今後，新世代モバイル通信システム委員会で
の審議と，電波監理審議会への諮問などを経て，2020
年 12月を目標に制度の拡充に向けた審議が進められる
見通しである．
本章では，ローカル 5G検討作業班の報告書案（1）を

基に，その方向性を紹介する．

4.1　周波数帯の拡張と屋外（敷地内）利用
既に図 1に示したように，4.6～4.9 GHz 帯，及び

28.3～29.1 GHz 帯がローカル 5G用として追加が見込
まれている．4.5 GHz帯で 300 MHz幅，28 GHz帯で
現在使用可能な帯域と合わせて900 MHz幅が利用可能
となる．4.5 GHz帯の導入により，28 GHz帯よりも伝
搬特性が優れていることから，より広範なエリアを形成
する必要がある用途での利用が容易となる．更に，帯域
幅の大幅な増加により，通信容量の拡大に加え，近隣の
ローカル5G利用者間で利用周波数を別々に分けること
で混信発生の抑止などが期待できる．
ローカル5Gのユースケースには，屋外での利用を想
定したものが多い．しかし，ローカル5G用の周波数帯
は，既に公共業務や衛星通信で使われており，免許の付
与時にはそれらとの共用のための調整が必要である．4.5 
GHz帯においては，4.6～4.8 GHzについては，共用検
討の結果から屋外での利用は難しく，利用は屋内専用に
限り許可される見通しである．よって，屋外での利用は
4.8～4.9 GHz 帯の 100 MHz 幅に限定される．一方，
28 GHz帯においては，干渉検討の結果，28.45 GHzか
ら下の周波数帯においては屋外で利用可能であるとされ
ている．

ⅳ  BWA （Broadband Wireless Access）: 広帯域無線アク
セス方式．モバイルWiMAX，WiMAX R2.1AE，AXGP
方式により 2.5 GHz 帯において運用される無線電気通信
システムを指し，全国をカバーする全国 BWAと，地域
をカバーする地域 BWAが制度化されている．ローカル
5G向けに，第 3の区分として自営 BWAの制度化が検
討されている．
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4.2　自己土地利用の解釈範囲の拡大
免許の付与条件については，基本的に現状の「自己土
地利用／他者土地利用」の考え方が踏襲される．ただし，
公道上を通したローカル5G通信は，これまでは他者土
地利用として固定通信に限定されていたが，図2に示す
ように，公道を挟んだ二つの敷地を所有しており両敷地
内でのローカル5G通信を行うようなケースでは，公道
部分も含めて自己土地利用に準じるとみなした運用も可
能となる見通しである．

4.3　TDDの非同期運用
ローカル 5Gでは，商用 5Gと同様にTDDで運用さ
れる．商用網においては，携帯電話事業者が各基地局に
同一のTDDフレームパターンを適用し，また各基地局
の無線フレームの開始タイミングを同期させることで，
無線局間の干渉を低減させている．一方，ローカル 5G
においては，上りと下りの通信量はユーザの通信ニーズ
により大きく異なり，公衆網の通信と比べると特に上り
方向の通信が多くなるユースケースが多い．ゆえに，単
一のTDDフレームパターンのローカル 5Gへの適用は
好ましくない．
そこで，「準同期TDD」という仕組みの導入が提言さ
れている．図3に示すように，無線フレームの開始タイ
ミングは各基地局間で同期させつつ，商用事業者が適用
するTDDフレームパターンを基に，一部の上り／下り
のスロットのみを変更することで影響を小さくとどめ，

また干渉調整の簡素化が期待できる．
ただし，「準同期TDD」もあくまで非同期運用の一形
態である．同期運用を行う無線局が優先的に保護される
こととされており，無線局の設置時期（先発・後発）に
かかわらず，非同期運用を行う無線局側が混信発生の回
避策を実施する必要がある．

5 ローカル5Gの今後の方向性
ローカル 5Gが制度化されるも，まだ多くの利用が始
まっていない状況である．今後，制度改正による利用可
能周波数帯の拡大や，SA方式を適用したアンカバンド
不要のローカル 5Gの導入，商用 5Gの普及に伴うニー
ズの高まりや機器コストの低減が進むにつれ，普及が進
んでいくと考えられる．
ローカル 5Gが今後の社会インフラの一部として普及
が進むと，技術や社会の変化に応じてローカル 5G自体
も変わっていかなくてはならない．本章では，考えられ
る変化の方向性について述べる．

5.1　運用形態の柔軟化
ユーザの視点から見ると，自己の土地でしか利用でき
ないローカル 5Gの端末を，そのまま移動時や外出時に
も継続使用したい，というニーズがある．また，鉄道会
社や商業施設など，来客者へのサービスとしてローカル
5G通信を開放するような場合も，どのように接続性を

図３　準同期TDD送信フレーム（1）
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提供するかが課題となる．
現状では，携帯電話事業者によるローカル 5Gの運用

は当面許可されないこととなっており，携帯電話事業者
が商用網とローカル 5Gを一体運営することはできな
い．取り得る解は二つ考えられる．一つはユーザがデュ
アル SIM対応端末を持ち，両サービスを同時にアクセ
ス可能とするものである．もう一つは，ローカル 5Gの
運用者が携帯電話事業者とのローミングサービスを提供
する形態である．筆者らは，後者の視点から商用網と自
営網の連携した運用について研究を行っており，図 4
に示すように両ネットワークをシームレスに接続するた
め，コアネットワークの機能やアーキテクチャの研究開
発（4）を行い，実環境における実証（5）などを進めてい
る．
ほかにも，ローカル 5Gの免許の付与は，現在は自己

土地利用が前提とされている．しかし，地域利用におい

ては，複数のユースケース向けに地域内で共有する形で
ローカル 5Gを敷設し効率化を図りたいというニーズ
や，商店街のような地区単位で導入するといった，他者
の土地も含む運用形態のニーズも高い．こういったロー
カル 5Gの運用形態の変化と，それに合わせた免許の考
え方も，状況に応じて変わっていく必要があるだろう．

5.2　運用方式の高度化
商用 5Gと異なり，ローカル 5Gはユーザごとに通信
ニーズが異なるため，電波の常時発射や同一帯域幅の維
持が不要なユースケースも多い．そのようなユースケー
スに適応して，機器の運用周波数帯や帯域幅，出力など
をダイナミックに変更する仕組みが備わると，より多く
のユーザを収容可能となるであろう．
ソフトウェア無線技術ⅴやホワイトスペース通信技術

ⅵなど，無線機器の運用パラメータを変更可能として，

ⅴ  ソフトウェア無線技術 : 無線機器の中の信号処理のディジタル化を進めソフトウェアによる処理比率を高める技術．新たな
方式ができた際にも，機器（ハードウェア）を交換するのではなく，ソフトウェアの更新により新しい方式に適用すること
を可能とする．

ⅵ  ホワイトスペース通信技術 : 既にある用途に割り当てられている周波数帯のうち，ある場所，ある時間帯において本来の利
用者が利用せずに空いている（ホワイトスペース）周波数帯を，他の利用者が共用する技術．周波数帯の未使用状態の検出
には，データベースに登録する方式や，センサにより検出する方式などがある．

ⅶ  3GPP （Third Generation Partnership Project）: 3G 以降の携帯電話規格の仕様の検討・策定を行っている国際プロジェク
ト．https://www.3gpp.org/

!

!

!

図４　商用5Gとローカル5Gの連携（3）
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データベースなどで使用周波数帯の調整を行う技術の研
究開発は長年続けられている．近年でも，異システム間
の周波数共用技術の高度化（6）として研究開発と技術試
験事務が実施され，社会実装を目指した活動が進められ
ている．このような仕組みがローカル 5Gに対しても追
加実装されることが期待される．
また，Wi-Fi 機器のように既製品として購入し，難し

い設定や申請なしで使えるようにしてほしい，という意
見も多く聞かれる．現状の免許申請と調整の仕組みに代
わって，ダイナミックな運用調整が自動で行われる仕組
みが導入されると，そのような利用も可能になるだろ
う．

5.3　通信規格自体の高度化
ローカル5Gは商用5Gの無線規格に沿っているため，

3GPPvii において新たなリリースが策定されるたびに，
併せてローカル 5G規格も更新され，新たなサービスを
提供できることが望ましい．
また，既に 5Gの次の世代としてBeyond 5G （B5G），

若しくは 6Gに関する検討が世界中で始められている．
例えばNTTドコモはホワイトペーパー（7）にて，複数
要求条件の同時実現，新たな高周波数帯の開拓，空・
海・宇宙などへの通信エリアの拡大，超低消費電力・低
コストの通信の実現といった進化の方向性を提示してい
る．これらの要素のうち，ローカル 5Gの特性に合致す
るものを取り込んだ「ローカル 6G」も，やはり検討が
進められていく必要があるだろう．

6 むすびに代えて
実際にローカル 5Gを使いたいというニーズは多い

が，何ができるのか，どうすれば使えるのかが分からな
い，という話を聞くことが多い．その解決の一助とし
て，5GMF内の地域利用推進委員会が提供している二
つのガイドブックを紹介する．一つは「ローカル 5G導
入支援ガイドブック」（8）である．これにはローカル 5G
の概要とユースケースについて書かれており，今後の改
訂において機器の導入手順や運用・保守に関する記載が
追加される予定である．もう一つは「ローカル 5G免許
申請支援マニュアル」（9）である．サービスや事業内容
の検討，免許申請書類と手続きに関してまとめられてい
る．
また，実際にローカル 5Gを運用したい，活用したい

という方は，是非 5GMFやローカル 5G普及研究会等
に参加してほしい．これらの場では，技術的な検討だけ
ではなく，各ユーザが抱える課題や社会問題も共有され
ている．技術者と利用者が会し，共有された知見から課

題の解決策や新たなユースケースを導出するような議論
も行われており，抱えている問題の軽減・解決につなが
るだろう．
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 1	 はじめに
様々な産業分野や重要インフラにおいて，5G（1）

の活用が検討されている中で，5G のセキュリティ
への関心も高まっている．本稿では，移動体通信網
におけるセキュリティ脅威と 2G 以降のセキュリ
ティ対策の変遷について述べた後，5G のセキュリ
ティについて解説する．

 2	 移動体通信網におけるセキュリティ
２.１　セキュリティ脅威と 2G～4G における対策の発展

移動体通信網におけるセキュリティ脅威は，不正
利用や課金逃れ，ローミング時の事業者間での不正
課金・不正請求，クローン端末，盗聴，位置トラッ
キング，端末の盗難と端末内の情報窃取，DoS 攻
撃など様々である．

ディジタル無線技術が最初に導入された 2G＊に
おいても，こうしたセキュリティ脅威への対策の必
要性は認識されており，SIM（Subscriber Identity 
Module）を用いた強固な端末認証，無線区間の暗
号化，TMSI（Temporary Mobile Subscriber Iden-
tity）の利用によるロケーショントラッキング防止
などのセキュリティ対策が講じられている．もちろ
ん，これらの対策が完璧であったわけではなく，
ネットワークが端末を認証する一方で端末は基地局
認証を行わないため，偽基地局による中間者攻撃が
可能であったほか，暗号強度の不足（鍵長 64 ビッ

ト，弱い暗号アルゴリズム），改ざん検知の省略，
基地局より先の暗号化の省略などの問題があった．

3G においては，端末と基地局間で相互認証が行
われるようになったほか，制御信号（C プレーン）
に対する改ざん検知，IPSec によるコアネットワー
ク内のセキュリティ（Optional），128 ビット暗号
の利用などのセキュリティ対策の強化が図られてい
る．4G では，暗号鍵の階層化による鍵の分離と更
新を強化することで，基地局等からの暗号鍵漏えい
時の影響が限定されている．4G のセキュリティ課
題としては，ユーザトラヒック（U プレーン）に
対する改ざん検知が依然として省略されていること
と，事業者間通信のセキュリティなどが挙げられて
いる．

２. ２　移動体通信網におけるセキュリティ脅威事例
このように，移動体通信網においては，最初に

ディジタル化された 2G 以降，段階的にセキュリ
ティ対策の強化が図られてきているが，世界的には
2G サービスが残っている地域もあり，2G を対象
とした攻撃も含めて様々な脅威が存在している．

代表的な事例として，IMSI Catcher と呼ばれる
機器を用いた攻撃がある．IMSI（International 
Mobile Subscriber Identity）は加入者識別のため
の一意な ID で，IMSI の保護はロケーショントラッ
キング防止などのプライバシー保護において重要な
課題である．IMSI Catcher は，IMSI の収集による
ロケーショントラッキングだけでなく，基地局認証

5Gセキュリティ
5G Security

5Gセキュリティ
窪田　歩　Ayumu Kubota†

†  株式会社 KDDI 総合研究所，ふじみ野市
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Summary ディジタル化された2G以降の移動体通信網におけるセキュリティ対策の発展と，移動体通信サービスの
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ラストモデル，鍵管理の高度化，プライバシー保護の強化，認証手順とHome Control の強化，事業者間セキュリティなどに
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＊　 2GにはPDCとGSMがあるが，本稿における2Gは，海外
の一部地域でいまだに利用されており，攻撃対象にもなっ
ているGSMについての記述となっている．
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が行われない 2G においては偽基地局としても振る
舞い，盗聴や改ざんなどを行う機能も持ち，2G の
サービスが提供されている地域においては，3G ／
4G への接続を妨害して 2G にフォールバックさせ
て盗聴や改ざん，偽 SMS の送信などを行う．基地
局認証が導入されている 3G ／ 4G においては，盗
聴はできないものの，IMSI の収集は可能とされる．

4G に対する攻撃としては，U プレーンの改ざん
検知が省略されていることを突いて行われる aLTEr
攻撃が 2019 年に発表されている（2）．aLTEr 攻撃
では，リレー装置で端末からのトラヒックを中継
し，端末からの DNS クエリパケット内の DNS サー
バアドレス（暗号化されているが攻撃者には既知）
を書き換えて偽 DNS サーバへのクエリとして 4G
コア網に転送することで，偽の DNS サーバに DNS
クエリをリダイレクトし，偽の DNS 応答を返して
偽サーバに誘導することなどが可能になる．4G に
おいて U プレーンのトラヒックの暗号化にはブ
ロ ッ ク 暗 号 ア ル ゴ リ ズ ム AES（Advanced 
Encryption Standard）のカウンタモードが用いら
れており，鍵ストリームと平文の XOR により暗号
文が作られるため，平文である DNS サーバアドレ
スとその暗号文内での位置が分かっていると，鍵ス
トリームを復元して，偽の暗号文を作成することが
可能となっている．なお，5G においては，セキュ
リティ強化の一つとして，U プレーンへの改ざん
検知が導入されている．そのほか，5G とも共通の
4G のぜい弱性として，同じく 2019 年に，端末と
基地局間の capability 情報のネゴシエーションが
平文でも可能であることによる端末情報の収集，ト
ラッキングやサービス妨害攻撃の可能性が指摘され（5），
3GPP において平文での capability 情報のネゴシ
エーションを不可とする仕様変更が行われている．

現在の移動体通信事業における重大なセキュリ
ティ脅威の一つとして，通信事業者の相互接続の問
題がある．2G ／ 3G においては，携帯端末の国際
間ローミングは SS7（Common Channel Signaling 
System No.7）により実現されているが，SS7 は
1980 年に国際標準化されたもので，信頼された通
信事業者同士の閉じたネットワークで利用されるこ
とを想定していたことから，セキュリティが考慮さ
れていない．国によっては通信事業者ライセンスが
簡単に発行され，SS7 ネットワークへの接続サービ
スを提供する違法業者も存在することから，セキュ
リティの問題が顕在化しており，過去にはドイツの
銀行で，SMS で送ったワンタイムパスワードが傍
受され不正送金が行われる被害などが発生してい

る．通信事業者は SS7 ファイアウォールの導入な
どの対策を進め，4G では SS7 に代わって Diameter
が採用されているが，Diameter についても研究者
に よ り ぜ い 弱 性 の 存 在 が 指 摘 さ れ て い る．
Diameter に対する実際の被害事例は報告されてい
ないが，SS7 のセキュリティ対策が進めば攻撃の
ターゲットが Diameter に移ることも想定される状
況である．

 3	 5G のセキュリティ
5G においては，4G のセキュリティを踏襲しつ

つ，上述した脅威事例を踏まえたセキュリティ対策
の強化が図られている（3），（4）．以下では，4G コア
ネットワークのまま 5G 無線を使う NSA（Non-
Stand Alone）と，コアネットワークも 5G 化され
る SA（Stand Alone）のセキュリティについて述
べる．

３. １　NSA のセキュリティ
NSA は，図 1 に示すとおり，4G のコアネット

ワーク（EPC: Evolved Packet Core）を利用して
5G の導入を進めるためのアーキテクチャであり，
無線区間のみが 5G 化され，5G 無線を利用した高
速大容量通信サービスの迅速な展開が可能となる．

NSA は，4G の高速大容量化のために複数基地局
間での 4G キャリヤの同時通信を行う仕様として
3GPP TS 33.401 の Annex E で 定められ ている

図１　NSAの構成
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Dual Connectivity を 5G に拡張し，4G 基地局を
マスタ，5G 基地局をセカンダリとして利用可能に
することで実現されている．セキュリティの手順は
4G の Dual Connectivity を ほ ぼ 流 用 し て お り，
NSA においては，セキュリティに関して 4G との
大きな違いはない．このため，5G におけるセキュ
リティ強化は，SA 導入時に実現されることになる．

３. ２　SA のセキュリティ
コアネットワークが 5G 化される SA においては，

プライバシー保護の強化，Home Control の強化，
事業者間セキュリティ，U プレーンの改ざん検知
など，様々なセキュリティ強化が図られている．以
下では，5G におけるセキュリティ設計の基となる
トラストモデルから順に，SA で実現されるセキュ
リティ機能について解説する．

３. ２. １　トラストモデルの変化
5G においては，コアから遠ざかるに従いトラス

トが低下するとみなす考えに基づいてセキュリティ
が設計されている．このため，例えば RAN（Radio 
Access Network）においては基地局が Distributed 
Units （DU）と Central Units （CU）に分離され，
物理的に安全性の低い場所に配備される DU には
鍵を保持させず，U プレーンのセキュリティは CU
で終端される．また，事業者間でのローミングにお

いては，ローミング先（vPLMN）での認証結果を，
ホームネットワーク（hPLMN）における認証処理
を担う AUSF（AUthentication Server Function）
が検証することで Home Control の強化を図る．
また，事業者間の C プレーンの通信を保護するた
めにローミング先（vPLMN）とホームネットワー
ク（hPLMN）との接続点において Security Edge 
Protection Proxy （SEPP）の導入などが行われて
いる．

３. ２. ２　鍵階層
4G と同様に，5G においても USIM とコアネッ

トワークに保持された長期秘密鍵（K）がセキュリ
ティの基点となる．5G では，モバイルネットワー
クサービスにアクセスするために全てのデバイスが
実行する Primary Authentication と，外部データ
ネットワーク（DN）が要求する場合に行われる
DN との間での Secondary Authentication の 2 種
類の認証がある．UE（User Equipment）とネッ
トワークとの間の Primary Authentication が成功
した後，サービングネットワーク固有のアンカー鍵

（KSEAF）が K から導出され UE とコアネットワーク
との通信を保護する様々な鍵が導出される．K から
始まる鍵の階層を図 2 に示す．

AUSF 等の図中に記載されている 5G のコアネッ
トワークの構成要素の詳細については文献（1）を

図２　5Gの鍵階層（文献（3）から引用）
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参照されたい．図 2 に示すとおり，UE と ARPF
（Authentication credential Repository and Pro-
cessing Function）は，互いに共有する秘密鍵 K を
用いて 5G AKA（Authentication and Key Agree-
ment）プロトコル，若しくは，EAP（Extensible 
Authentication Protocol）-AKA’ プロトコルによ
り秘密鍵 KAUSF を導出し，その後，5G におけるト
ラストモデルを反映して，KAUSF から多段に導出し
た秘密鍵をコアネットワークの各要素に割り当てて
いく．これにより，コアから遠く，そのため信頼性
が低いとみなされるローミング先ネットワークや，
基地局が保持する鍵の漏えい時の影響を局所化して
いる．端末がネットワーク接続した後の鍵更新の起
点となるのはサービングネットワーク内の SEAF

（SEcurity Anchor Function） と UE が 共 有 す る
KSEAF であり，これによりローミング時にホーム
ネットワークを介さずに鍵の導出を迅速に処理する
ことが可能になっている．4G から 5G へのコア
ネットワーク構成の変化とトラストモデルを反映し
た鍵階層の深化に加え，基地局（gNB）と UE が共
有する KgNB から，U プレーンの改ざん検知に用い
る KUPint を導出する点も 4G の鍵階層との違いであ
る．

３. ２. ３　SUCI によるプライバシー保護の強化
4G までのネットワークにおいては，テンポラリ

な 端 末 識 別 ID で あ る TMSI（2G,3G） や GUTI
（4G）の利用により加入者 ID（IMSI）の保護を
図っているが，最初の接続認証などの際には IMSI
が平文で送信されるほか，通信事業者の運用によっ
ては TMSI や GUTI が長期間更新されないケース
があるため，IMSI Catcher を用いたロケーション
トラッキング等が可能であった．5G では加入者 ID
の保護を強化するため，ホームネットワークの公開
鍵を用いた加入者 ID の暗号化が図られ，また，テ
ンポラリ ID の更新についても厳格な仕様を定めて
いる．

5G に お け る 加 入 者 ID は SUPI（Subscription 
Permanent Identifier） と 称 し，MCC（Mobile 
Country Code），MNC（Mobile Network Code），
MSIN（Mobile Subscriber Identi f icat ion 
Number）から構成される．端末は，緊急通報等の
場合を除いて，必ずホームネットワークの公開鍵を
用いて MSIN 部分を暗号化した SUCI（Subscrip-
tion Concealed Identifier） を用いてネットワーク
に接続する．SUCI はホームネットワークの ARPF
において SUPI に戻されて以降の認証手順が進めら

れる．これにより，ロケーショントラッキングなど
の脅威に対して，5G ではより強固な対策が実現さ
れている．

３. ２. ４　Primary/Secondary Authentication
先に述べたとおり，5G では，ネットワークへの

接続の際に全てのデバイスが実行する Primary 
Authentication と，外部データネットワーク（DN）
が要求する場合に行われる DN との Secondary 
Authentication の 2 種類の認証がある．Primary 
Authentication はアクセスネットワーク非依存で
あり，Wi-Fi 等の非 3GPP アクセスネットワークを
介した接続にも利用される．認証と鍵導出には
5G-AKA 若 し く は EAP-AKA’ が 用 い ら れ る．
5G-AKA による認証手順を図 3 に示す．ローミン
グ先の通信事業者を必ずしも信頼できるとはみなさ
ず，Home Control を強化するため，図 3 の 11.
においてローミング先ネットワークでの認証結果を
ホームネットワーク側で検証する手順が組み込まれ
ている．

Secondary Authentication は外部データネット
ワーク（DN）が要求した場合に行われる認証で，
EAP（6）を利用して行われる．SMF（Session Man-
agement Function） が EAP の Authenticator と
して振る舞い，外部の認証サーバ（DN-AAA）を利
用して端末を認証する．

３. ２. ５　事業者間セキュリティ
２. ２で述べたとおり，移動体通信事業において

は，事業者間セキュリティは重大な課題となってお
り，5G の仕様策定においてはこれを考慮した検討
が な さ れ て い る．SUCI に よ る IMSI の 秘 匿 や，
Primary Authentication における Home Control
の強化もその一端であるが，もう一つの対策として
図 4 に示す事業者間の境界への SEPP（Security 
Edge Protection Proxy）の導入がある．SEPP は，
異 な る 通 信 事 業 者 を ま た が る NF（Network 
Function）間の全ての通信におけるアプリケーショ
ン層セキュリティを実現するものであり，認証，認
可，秘匿，改ざん検知，盗聴したメッセージを再送
して攻撃を行うリプレイ攻撃への対策等の機能を提
供する．

３. ２. ６　SCAS と NESAS
移動体通信サービスのセキュリティを実現する

には，仕様にセキュリティ上の不備がないことに加
え，ネットワーク製品の実装にも不備がないことが
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重要である．このため，3GPP では，NF の満たす
べきセキュリティ要件とそのテスト手順を定めた仕
様として SCAS（Security Assurance Specification）
を 4G や 5G の各ネットワーク機能に対して定めて

いる．移動体通信事業の業界団体である GSMA に
おいては，SCAS に従ってネットワーク製品のセ
キュリティ検証を行う枠組みとして NESAS（Net-
work Equipment Security Assurance Scheme）

図３　5G AKAによる認証手順（文献 (2) から引用）

図４　ローミング時のネットワーク構成とSEPP（文献 (3) から引用）
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を構築している．NESAS により，移動体通信事業
者は，GSMA が認めた監査人によって実施された
ネットワーク機器メーカの設計開発プロセスや製品
のテスト結果を参照可能になり，移動体通信網のセ
キュリティのベースラインの向上が図られることが
期待されている．

 4	 5G セキュリティの課題
5G においては，2G から 4G への発展において

強化されてきたセキュリティをベースに，過去の
様々な脅威事例やセキュリティ研究者の指摘に基づ
いてセキュリティの強化が図られていることから，
利用者視点では 5G は 4G よりもセキュアなネット
ワークであると言える．一方で，通信事業者視点で
は，ネットワークの効率的な構築・運用のため，
ネットワーク仮想化やスライスなどの新しい技術が
導入されることで，それらの実装面や運用面の成熟
度に関しての懸念が存在し，ネットワークのセキュ
アな構築や運用に関する検証やベストプラクティス
の確立は課題となっている．また，5G における
MEC（Multi-access Edge Computing）活用にお
いては，5G の NEF（Network Exposure Function）
により，トラヒックの MEC 基盤／アプリへのステ
アリングや，MEC 基盤／アプリからの加入者情報
の参照などで，5G ネットワークと MEC がより密
接に連携することが想定されており，こうした，
5G ネットワークと MEC 基盤等の外部エンティ
ティとの連携についてはセキュリティの検討が必要
な状況である．

 5	 	5G セキュリティに関する関連団体の動向

5G 自体の仕様については 3GPP において検討が
行われているが，ほかの標準化団体や業界団体でも
5G セキュリティに関する議論が行われている．

ITU-T においては，SG17（Study Group 17）に
おいてセキュリティの検討が行われている．ITU-T
では主に，3GPP 等で標準化された機能に対して，
その利用を想定したセキュリティの脅威分析及び，
セキュリティ要件，セキュリティ対策のための文書
を作成しており，5G のシステム構成におけるアク
セスネットワーク，コアネットワーク，ユーザ端末
に対して脅威となる部分を勧告化の対象として議論
している．SG17 の課題 2 では，主にネットワー
ク・インフラ系を対象とし，SDN（Software-Defined 

Network ing），NFV（Network  Func t ion 
Virtualization）等のセキュリティを検討している．
課題 6 はモバイル・セキュリティを対象としてお
り，5G におけるトラスト関係，エッジコンピュー
ティング等を対象としている．また，車等を対象と
した交通系システムのセキュリティを検討している
課題 13（ITS（Intelligent Transport System）の
セキュリティ）において，特に車両向けサービスを
対象としたエッジコンピューティングのセキュリ
ティについて検討を行っている．

移動体通信事業の業界団体である GSMA におい
ては，3GPP との連携による NESAS の取組みのほ
か，Fraud and Security Group（FASG）において
5G セキュリティのベストプラクティスの共有等の
取組みを行っている．また，FASG の下に結成され
た 5GSTF（5G Security Task Force） で は，5G
のセキュアな導入・展開に必要な技術や手段が整っ
ていることを検証し，標準仕様と実運用との間の潜
在的なギャップの解消を目指して活動している．

国内においては，5GMF（第 5 世代モバイル推進
フォーラム）にセキュリティ調査研究委員会が設置
さ れ，IoT，Connected Vehicle，Fintech の 三 つ
のサービスを対象として，各ユースケースから見た
5G セキュリティ課題の検討を進めている．ICT 業
界における ISAC（Information Sharing and Anal-
ysis Center）活動のための国内組織である ICT-
ISAC においては，ローカル 5G を含む 5G 運用者
に対して 5G セキュリティに関わる情報共有を進め
ることを目的に，2020 年 2 月に 5G セキュリティ
推進グループを立ち上げている．

 6	 おわりに
本稿では，3GPP が定める 5G セキュリティ仕様

について，2G から 4G のセキュリティの変遷も交
えて解説した．5G ネットワークの仕様は，4G の
セキュリティをベースに，よりセキュリティが強化
されたものとなっているが，5G の利活用や運用の
観点では更なる検討が必要とされ，様々な団体で議
論が続けられている状況である．今後，5G に関わ
る様々な立場の人々を交えた議論により，5G とそ
の活用の安心・安全が実現されることが期待され
る．
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