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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

5G標準化の段階的アプローチ

第 5 世代移動通信システム（5G）
時代のサービスは無線で提供される
サービスのさらなるブロードバンド化

（eMBB: enhanced Mobile Broad 
Band），および，あらゆるモノがネッ
トワークに接続するIoT （Internet of 
Things）の， 2 つのトレンドに大別
できます（図 ₁）．これらのサービス
を実現するための技術発展のアプロー
チとして，4G（LTE，LTE-Advanced， 

LTE-Advanced Pro）の継続的な進化
（eLTE: enhanced Long Term Evo-
lution），および，5Gの新無線インタ
フェース規格（New RAT: New Radio 
Access Technology）の導入の 2 つが
考えられています．

前者は，既存4Gシステムとの後方
互換性（バックワードコンパチビリ
ティ）を優先した進化であるのに対し，
後者は後方互換性による制約を解放す
ることなどによる，大きな性能改善を
優先するアプローチとなります．5G

はこれらeLTEとNew RATの組合せ
によって実現されると考えられま
す（1）,（2）．

NTTドコモで想定するeLTEとNew 
RATによる5G導入シナリオの例を図
₂に示します．2020年の5G導入初期
においては，大容量化が必要な都市部
エリアなどを中心にeLTEおよびNew 
RATが展開されます．ここで，eLTE
とNew RATは，Dual Connectivity 

（Control/User data分離）技術（1）など
によって互いに連携し，カバレッジや
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図 1 　5Gで想定されるさまざまなサービス

2020年までの5G導入に向けた標準化動向

現在，2020年もしくはそれより早いタイミングでの第 5世代移動通信シ
ステム（5G）の導入への期待が世界的に高まっており，各国で5Gの実証
実験に向けた活動が盛んに行われています．また，移動通信システムの標
準化団体である3GPP（3rd Generation Partnership Project）において，2015
年 9 月に5Gのワークショップ（3GPP RAN Workshop on 5G）が開催され，
これを皮切りに5Gの新無線インタフェース規格についての標準化議論が開
始されています．本稿では，2020年までの5G導入に向けたアプローチと標
準化動向について紹介します．
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移動性を確保しつつ超高速 ・ 大容量な
移動通信環境を実現します．将来的に
は，5Gは都市部から郊外エリアまで
徐々にエリアが拡張され，ミリ波のよ
うな移動通信では新しい周波数帯も必
要に応じて追加されていくものと想定
されます．

New RATの導入を2020年に実現す
るには，初期バージョンの標準化を遅
くとも2018年中に完了する必要があ
り，スケジュール的には非常にタイト
な状況になっています．一方，国際的
な標準化勧告を行うITU-R （Inter-
national Telecommunication Union - 
Radiocommunications Sector） の5G 

（IMT-2020）の要求条件を満たす規格
の標準化スケジュールは，2019年末
までに完了しておけば良く，やや時間
的には猶予があります．したがって，
5Gの早期導入とその継続的な進化を
見据えた段階的な標準化のアプローチ
が考えられています．このような段階
的なアプローチにおいて，限られた期
間内にNew RATの最初の規格（Phase 
1 ）を完成させるには，最初から多く
の機能を盛り込むことよりも，前方互
換性（フォワードコンパチビリティ）

を重視した基礎設計をしっかり行うこ
とが重要となります．

Phase 1 では，超高速 ・ 大容量 ・
低遅延といった5GにおけるeMBBの
基本的性能の実現にスコープを絞って
New RATを設計することが現実的か
と考えられます（図 3）．それを補う
かたちで，広く面的なカバレッジを有
する4GやeLTEなどがさまざまなIoT
に関する機能，例えば低コストな
M2M （Machine to Machine）端末を
多数サポートするための機能などをサ
ポートしていくものと想定されます．
将来的には，New RATの後続の規格

（Phase 2 以降）に多くの機能が盛り

込まれ，IoTや5G時代の未知なるサー
ビスを順次サポートしていくものと考
えられます．

New RAT標準化動向

■周波数帯
5Gでは既存の低い周波数帯から，

ミリ波を含む最高で100 GHzまでの非
常に高い周波数帯まで幅広い周波数帯
のサポートが想定されています．一方
で，Phase 1 の タ ー ゲ ッ ト で あ る
2020年ごろの商用開始タイミングで，
実際に利用可能な周波数帯はある程度
限られます．2015年 9 月の3GPP（3rd 
Generation Partnership Project）ワー
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クショップ（RAN Workshop on 5G）
においても，New RATのPhase 1 で
サポートする周波数帯について，各社
各国の状況や戦略の違いにより 6 GHz
以上の高周波数帯をサポートすべきか
どうかが議論になりました．しかしな
がら，各社各国で5Gのターゲットと
する周波数帯について議論が行われる
中で，米国FCC（Federal Communi-
cations Commission） が24 GHz以 上
の高周波数帯を5Gに割り当てること
をアナウンスしたこともあり（3），ある
程度の高周波数帯（50 GHz帯程度ま
で）をPhase 1 でサポートする必要
性が高まっています．このような動向
を受けて，3GPPにおいてもPhase 1  

（Release 15仕様）に，6 GHz以上と
以下の双方をスコープに含むことが合
意されました（4）．
■IoT関連サービスへの最適化

多数端末の収容（mMTC: Massive 
Machine Type Communications）や高
信頼 ・ 低遅延の実現（URLLC: Ultra 
Reliable and Low Latency Communi-

cations）といったIoT関連サービスへ
の最適化のための機能をどこまで
Phase 1 に含むかという点も議論ポ
イントとして挙げられます．3GPP
ワークショップでは，eMBBを優先す
べきという意見や，すべてのユース
ケースを均等に議論すべきという意見
がみられました．その後3GPPにおい
て，Phase 1 のWI （Work Item） を
早期に完了させる提案が複数社の連名
によってなされ，議論の結果，Phase 
1 はeMBBと一部URLLCを優先して
標準化を完了させる方向性が合意され
ています（4）．ただし，現在行われてい
るSI （Study Item）での基本検討で
は，eMBB同様にIoT向けの技術，例
えば，スモールパケットを想定した
チャネル符号化法や上りの非直交多元
接続方式なども議論されています．
■スタンドアローン運用のサポート

5GがeLTEとNew RATの組合せで
あること，および，その展開シナリオ
についてドコモの考えを紹介しました
が，これはDual connectivity技術に

よってeLTE側が制御（C）プレーンを
提 供 す る 主 基 地 局（MeNB），New 
RAT側がユーザデータ（U）プレーン
のみを提供する従基地局（SeNB）と
なる運用を想定しています．このよう
なアクセス方式を前提とした場合，
New RATはeLTEのカバレッジ下で
なければ運用できません．すなわち，
ノンスタンドアローン運用となりま
す．この場合，New RAT単独でのス
タンドアローン運用に必要な機能，例
えば報知情報や待ち受け（アイドル
モード）のサポートなどが不要となり，
New RATの仕様を簡略化することが
できます．3GPPにおいては，前述し
たPhase 1 のWIを早期に完了させる
提案によって，ノンスタンドアローン
のPhase 1 物理レイヤ仕様を当初予
定より 3 カ月前倒しの2017年末までに
完成する計画が合意されています（4）．
■標準化スケジュール

現状，見込まれている標準化スケ
ジュールを図 4に示します．3GPP
ワークショップにおいて，New RAT
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図 4 　標準化スケジュールの想定
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の段階的な標準化アプローチが合意さ
れ，2020年までの商用導入をめざす
Phase 1 仕様のコアパートは2018年
9 月までに，ITU-Rの要求条件を満
たすPhase 2 仕様のコアパートは
2019年12月までに，それぞれ完成さ
れる方針が示されました（5）．さらに，
早期標準化完了をめざし，ノンスタン
ドアローンのPhase 1 物理レイヤ仕
様を2017年末までに完成する計画が
合意されています（4）．
■New RAT無線技術の動向

現在，3GPPでNew RATの標準化
議論が本格的に開始されており，さら
に世界各国の研究プロジェクトや事業
者，ベンダなどによって5G無線技術
の研究開発が進んでいます．次に，
New RATの無線技術として，基本的
な無線パラメータ ・ フレーム構成と
5Gのキー技術であるマルチアンテナ
送信技術について，標準化やトライア
ルの動向を紹介します．
■無線パラメータと無線フレーム構成

5Gにおける幅広い周波数帯やユー
スケースをサポートするためには，複
数のNumerology〔サブキャリア間隔
やTTI（Transmission Time Interval）
長などの無線パラメータ〕のサポート
が必要です．ここで，LTEのNumer-
ologyを基準としてスケーラブルに可
変パラメータを設計することが 1 つ
の有効なアプローチとなります（1）．特
に5Gのターゲットである高周波数帯
では，LTEに比較して広いサブキャ
リア間隔の適用が有効であり，3GPP
においては，LTEからのスケーラブ
ルなNumerologyとして，現状以下が
Working Assumption（検討を進める
ための想定）となっています．

・  基準サブキャリア間隔f0は15 kHz
とする（すなわちLTEと同じ）

・  サブキャリア間隔はfsc = 2m×f0と

する（すなわち 2 のべき乗でス
ケーラブルな値）

また，同一キャリアで動的に上下リ
ンクを切り替える動的時分割複信

（Dynamic TDD）方式をサポートしつ
つ，従来の半固定的なTDD方式で課
題であった低遅延な再送制御の実現に
有 効 な 無 線 フ レ ー ム 構 成（Self-
contained subframe） がNew RATに
おいて検討されています（図 5）．具
体的には，下りリンクの制御信号をサ
ブフレームの先頭，上りリンクの制御
信号をサブフレームの末尾に固定しつ
つ，中間部分を上下リンクのデータや
各種参照信号などに動的に割り当てる
構成などが議論されています．
■マルチアンテナ送信技術

5Gでは高周波数帯においてビーム
フォーミング利得によって伝搬ロスを
補償しつつ，空間多重によって周波数
利用効率を向上するMassive MIMO

（Multiple Input Multiple Output）が
飛躍的な大容量化を実現するための

キー技術です．限られた参照信号 ・ 制
御信号のオーバヘッドで，高効率に多
数のアンテナ素子によるビームサー
チ，ビーム追従および空間多重 ・ ダイ
バーシチといった制御をサポートする
ことが無線インタフェースの設計上の
課題であり，これらを実現するため，
複数の参照信号を階層的に用いるアプ
ローチや，アナログ ・ デジタルのハイ
ブリッドビームフォーミングに適した
ビーム制御法が提案されています（6）,

（7）．ドコモとエリクソンンが共同で実
施した5G実験（8）においても，各ビー
ムとの同期信号，各ビームの電力を測
定 す る モ ビ リ テ ィ 用 の 参 照 信 号

（MRS: Mobility Reference Signal），
MIMO多重送信に必要なチャネル品質
測定用の参照信号（CSI-RS: Channel 
State Information-Reference Signal）
など，複数の用途に用いる参照信号が
サポートされており，これらを利用し
て高効率なビーム制御を行うことがで
きます（図 6）．まず，基地局がビー

サブフレーム

下り制御チャネル
下りデータチャネル
上り制御チャネル

下り制御チャネル
下りデータチャネル
上り制御チャネル

Dynamic TDD方式

サブフレーム

図 5 　無線サブフレーム構成の例

少数のビームに絞り込んで
チャネル品質情報（CSI）を測定

多数のビームで電力測定を行い
有力候補を絞り込み

図 6 　階層的なビームフォーミング制御の例
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ムを巡回させながら同期信号および
MRSを送信し，端末がこれらを受信
することで同期を取りつつ各ビームの
受 信 電 力（MRSRP: MRS Received 
Power）を測定します．さらに，基地
局は端末からフィードバックされた
MRSRPを用いて有効なビームの候補
をある程度限定したうえでCSI-RSを
送信し，端末がこれを受信してチャネ
ル行列を求めることで，スループット
を最大化するビームの組み合わせ選択
やMIMO多重におけるランクの制御を
行うことができます．

このようなビーム制御はマルチユー
ザMIMOやマルチポイント送信にも拡
張可能です．ドコモとエリクソンの15 
GHz帯5G共同実験では，帯域幅800 
MHzを用いて，4 つのビームを 2 ユー
ザに同時に割り当てることにより，合
計20 Gbit/sを超えるスループットを
屋外実験で達成しました（図 7）．

今後の展開

本稿では，超高速 ・ 大容量でさらな

るブロードバンド化を実現するeMBB
や，あらゆるモノが無線でネットワー
クに接続するIoTといった，さまざま
な新領域のサービスを実現可能とする
5Gの標準化動向について，トライア
ルなどの技術動向を交えつつ概説しま
した．ドコモでは，2020年での5Gサー
ビスの実現，およびそれ以降の継続的
な5Gの発展（5G＋）に向けて，研究
開発と標準化を推進していきます．
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ドコモでは5Gの導入に向けて，標準化を
戦略的に進めつつ，さまざまな無線技術や
サービスの実証実験を進めています．2017
年には都内に「5Gトライアルサイト」を構
築し，5Gのサービスをお客さまに体感いた
だける取り組みを実施していく予定ですの
でご期待ください．
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図 7 　20 Gbit/sの通信容量を達成した屋外実験の様子


