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ⅠoT/M2Mからブロードバンドまで多様なニーズにこたえる無線アクセス技術

無線利用の現況

携帯電話や無線LANなどの無線技
術 ・ サービスの発展と，スマートフォ
ンやタブレット，PCなどの普及によ
り，屋内 ・ 屋外，さらには，移動中も
ネットワークへ接続して，情報取得や
情報交換を常時利用することが可能に
なっています．第 ４ 世代に移行しつつ
ある国内の移動通信サービスでは，日
本の人口を大きく上回る約 １ 億 ６ 千万
の端末（１）が利用され，また，無線LAN
端末（2）も，国内の出荷台数は20１６年に
は5000万台を超え，今後も拡大して
いくと考えられています．現在，無線
利用のトラフィックは増え続け，事業
者が提供する移動通信の活用に加え，
無線LANを利用したオフロードの活
用も増加しつつあり，増大するトラ
フィックを収容していくためには，普
及する移動通信，無線LANの大容量
化を進めるとともに，新しい周波数帯
を開拓していくことも重要であると考
えられます．

また，「モノ」をネットワークに接
続 し 活 用 す るIoT（Internet of 
Things）が進展中であり，この進展
とともに無線通信が利用される機会が
ますます広がると予想され，工場，産

業機械，交通，農業，都市計画，ヘル
スケア，セキュリティ，家電，教育，
医療，災害対策などあらゆる分野で無
線利用が検討されています．このよう
な分野では，その利用方法や利用環境
が異なっており，例えば，工場や自動
運転支援の利用では，一定間隔で動作
する制御機能に対応するためリアルタ
イム性が，また，インフラ監視やメー
タリングの利用では広域に遍在する端
末から数年間にわたりメンテナンスフ
リーで情報取得できる省電力性がそれ
ぞれ要求され，大容量化とともに，幅
広い性能をカバーする無線技術が必要
になっていきます．

無線通信は電波を用いた通信ですが，
その周波数によって，伝わり方や伝送
できるデータ量が異なります．限りあ
る電波資源を有効活用するために，利
用用途に合わせ，使う周波数帯とその
技術基準を省令等で制定し利用してい
ます．使いやすい周波数の主な利用を
図 １ に示します．一般的に低周波数帯
では，送ることが可能な情報量が小さ
いですが，電波の回り込みなどにより
電波が伝わりやすく，広域の端末と
通信をする場合には有利な周波数帯
です．

一方，高い周波数帯は，伝わってい

く距離に課題はありますが大容量通信
向けの周波数帯を確保しやすいといっ
た特質があり，それぞれの特質を活か
せる利用シーンが存在します．特に，
UHF（極超短波），SHF（マイクロ波）
の周波数帯は，電波の伝わりや伝送で
きる情報量の両面で使いやすい周波数
帯であるため，移動通信や無線LAN
などで利用されており，トラフィック
の増大とともに，さらに周波数利用率
を向上し大容量化していくことが求め
られます．また，IoTの進展による無
線利用機会の拡大にこたえるために，
用途に合わせた周波数帯利用や，未開
拓のEHF（ミリ波）の活用も含め，
新しい性能の実現を進めていく必要が
あります．

このような要求にこたえるべく，異
なる周波数帯で技術開発と標準化が行
われており，NTTグループでも，第
5 世代移動通信システム（5G）や無
線LANの高度化に取り組むとともに， 
IoTを対象とした新たな無線性能の実
現を新しい周波数帯も活用して取り組
んでいきます．

第５世代移動通信システム（５Ｇ）
に向けた取り組み

国内の移動通信サービスは，１979

5G 無線LAN ⅠoT向け無線通信

拡大する無線利用に向けた多様な周波数帯を活用
した無線アクセス高度化への取り組み

携帯電話やスマートフォンなど人々の日常生活における無線利用に加
え，IoT（Internet of Things）の進展で社会のさまざまな産業にてモノの無
線利用が広がる将来では，多様な周波数帯の無線通信を利用していくこと
が重要です．これまでに利用されてきた周波数帯の効率的利用とともに，
未開拓のEHF帯（ミリ波）の利用が検討されています．本稿では，第 ５ 世
代移動通信システム（５G）をめざした取り組み，無線LANの高度化に関す
る取り組み，あらゆる分野に利用されるIoTに向けた取り組みを紹介し
ます．
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出典：総務省電波利用ホームページ「周波数帯ごとの主な用途と電波の特徴」より作成

図 1 　周波数帯ごとの主な利用
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図 2 　ITU-R ビジョン勧告が描く3つの技術的方向性
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③高信頼・低遅延の実現(URLLC)②多数端末の収容(mMTC)

出典： Recommendation ITU-R M.2083-0, IMT Vision ‒ Framework and overall objectives 
of the future development of  IMT for 2020 and beyond（2015）より作成

年に開始されたアナログ方式の第 １ 世
代から，デジタル方式の採用により広
く移動通信の利用が拡大した第 2 世
代，さらにインターネットへのアクセ
スを実現するデータ通信を提供した第
3 世代，ブロードバンド化し動画視聴
までもが可能になった第 ４ 世代と大き

く発展してきました．現在，世界的に
研究開発が進展している第 5 世代は，
さらなる大容量化とともに，普及が期
待されるIoTの要求にも対応しようと
しています．

20１5年 9 月には，ITU（International 
Telecommunications Union： 国 際 電

気通信連合）において第 5 世代移動通
信システムに関するビジョンが策定さ
れ， 3 つの方向性が提示されました．
それらは，図 2 に示すように，より大
容量のデータ通信を可能にするeMBB

（enhanced Mobile BroadBand），ある
エリアに非常に多数モノの端末が接続
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することを可能にするmMTC（massive 
Machine Type Communications）， 短
い遅延時間で確実なデータ交換を可能
にするURLLC（Ultra Reliable and 
Low Latency Communications）です．

第 5 世代移動通信の標準化を行う
3GPP（3rd Generation Partnership 
Project）では，この 3 つの方向性を
対象に具体的な無線方式の検討が進め
られています．本特集記事『2020年ま
での5G導入に向けた標準化動向』で
はこの検討の最新状況を紹介します．

無線LANの高度化に向けた取り組み

無線LANを搭載したスマートフォ
ンやタブレットなどのスマートデバイ
スが普及しており，特に，スタジアム，
空港やショッピングモールなどの人が
多く集まる場所では，移動通信に加え，
無線LANを積極的に活用し，ブロー
ドバンド無線サービスが提供されてい
ます．この無線LAN利用の増加に合
わせ，さまざまな場所で，無線LAN
を高密度に設置するニーズが高まって
きています．これまでの無線LANは
高密度に設置されると無線LAN間の
電波干渉により，スループットが著し
く劣化するという課題があります．こ
の課題に対してNTT研究所では，新
たな無線LANの技術標準策定と，ネッ
トワーク側からの集中制御およびアン
テナシステムの高度化に取り組んでい
ます．本特集記事『無線LANの最新
動向と協調無線LAN技術』では高密
度に設置された無線LANの周波数利
用効率を向上させる方法として，現在
策定が進められているIEEE802.１１ax
標準を概説します．また，無線LAN
の特性をさらに向上させるため，集中
制御と分散アンテナの利用を行うこと
で電波干渉の影響を低減する協調無線

LANシステムを紹介します．さらに，
5Gに向けて無線LANを活用する検討
についても紹介します．

IoT向け無線通信の高度化に向け
た取り組み

利用範囲が広いIoTでは，無線通信
にもさまざまな性能の拡大が必要にな
ります．IoTで利用する端末は，セン
シング利用などヒトが頻繁に行かない
場所にも存在しており，このような広
域の端末を確実に接続できるネット
ワークが必要となります．近年，これ
まで無線LANやBluetoothなどで利用
され普及してきた2.４ GHz帯と比較
し，電波が伝わりやすい920 MHz帯を
利用した無線通信方式が数多く登場し
ており，国内外で広域をカバーできる
IoT向け無線として活用され始めてい
ます．本特集記事『モノ向け利用を加
速する広域無線アクセスへの取り組
み』ではこの920 MHz帯を利用した通
信方式に関するNTT研究所の取り組
みについて紹介します．

また，IoTではセンサなどの少ない
データ量の端末だけでなく，AIなど
データ分析技術の発展により，映像な
ど大容量データを活用した，インフラ
の異常検知や防犯対策の実現も期待さ
れています．このような新たな大容量
データ伝送ニーズを増大するトラ
フィックの中で無線収容していくには，
EHFの幅広い帯域を活用できる無線
通信が必要です．さらに，自動車の自
動運転では，瞬時の周囲情報取得や遠
隔制御を必要とするため，低遅延かつ
高信頼という要求条件を満たす無線通
信が必要です．このような将来のIoT
に向けた取り組みとして，本特集記事

『多様な周波数帯を活用した性能拡大
に向けた取り組み』では新たな周波数

帯も活用した無線通信の大容量化，低
遅延 ・ 高信頼化を実現するための研究
開発について紹介します．

今後の展開

情報通信があらゆる産業に利用され
る中，無線通信はますます社会インフ
ラの重要な要素となっていくと思われ
ます．このような世界で新たな付加価
値を生み出していくために，NTTグ
ループにおいても，用途に適した周波
数帯を効果的に活用する技術開発を進
めていきます．
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　さまざまな産業にて拡大していく無線利
用にこたえ，新たな付加価値を生み出すた
めに，さらなる大容量化とともに周波数帯
により異なる特質を持つ電波を効果的に活
用する技術開発 ・標準化を進めていきます．
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