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IMT（In t e r na t i ona l  Mob i l e 
Telecommunication）-2020の非無線
部分のネットワークを検討するため
に ITU-T（International Telecom-
munication Union - Telecommunica-
tion Standardization Sector） に お
い てFG-IMT2020（Focus Group on 
IMT-2020）が設置され2015年 ６ 月か
ら201６年12月まで活動しました．本
FGではネットワークスライスやネッ
トワークソフト化という新しい概念
が議論されました．ここではFG-
IMT2020の活動を紹介します．

FG-IMT2020

ITU-T（International Telecom-
munication Union - Telecommunication 
Standardization Sector） に お い て
IMT（International Mobile Telecom-
munication）-2020の非無線部分のネッ
トワークのあり方を 検 討 するFG-
IMT2020（Focus Group on IMT-2020）
が2015年 4 月に設置され，2016年12月
まで活動しました．本FGは将来網技
術の検討の進展を基に将来のモバイル
網への適用の可能性を検討することを
目的に，特に後半はFGで議論された
新しい技術のプロトタイプ化やオープ
ンソースの活用といった従来の標準化
活動の枠組みにとらわれないアプロー
チで活動しました．

活動の経緯

ITU-TではSG13（Study Group 13）

を中心に将来網の検討が2009年から
進められてきました．当初は抽象的な
概念が中心であったものの2011年に
将来網の設計指針（勧告Y.3001）を
まとめるなど一定の成果を挙げてきま
した．一方でIMT-2020にこれまで検
討してきた将来網技術が活用できない
かという点に関心が寄せられるように
なってきました．このような流れを背
景にITU-Tにおいて将来網を担当する
SG13では，FG-IMT2020を設置する
ことが2015年 4 月に合意されました．

モバイル網の標準化においては
3GPP（3rd Generation Partnership 
Project）をはじめ民間の標準化グルー
プが大きな影響力を維持しており，独
自の標準化の活動では成果を挙げるこ
とが難しいと考えられてきました．こ
のため従来の標準化作業とは異なり，
既存標準の分析作業とそれを踏まえた
注力分野の特定を最初の目標として設
定しました．このときのFGをphase- 1
とも呼びます．このphase- 1 における

ToR（Terms of Reference）の取りま
とめでは，各国との調整に，副議長と
して日本が主導的な役割を果たしま 
した．

phase- 1 のFGは2015年10月の会合
でいったん成果文書をまとめました．
これはアーキテクチャ，ネットワーク
ソフト化，FH/BH（Fronthaul/Back-
haul），ICN/CCN（Information 
Centric Networking/Content Centric 
Networking）を中心に候補技術と
ITU-Tでの取り組み方針を記述して
います．これを受けて2015年12月の
SG13会合においてphase- 1 で特定さ
れた技術の詳細検討とプロトタイプ化
をテーマにFGの延長（phase- 2 ）が
合意されました（図 1 ）．

技術的検討
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・既存標準などの分析作業（gap分
析）を実施
・ネットワークソフト化，FH/BHな
どの技術項目を特定

・phase-1で特定された項目の勧告案化，
具現化（prototyping, showcaseなど）
・オープンソースとの連携
・3GPPとの連携

図 1 　FG-IMT2020の活動の流れ
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術であるため，これをどのようにアー
キテクチャとして定義するかが課題と
なりました．当初phase- 2 においては
従来のアーキテクチャ議論でよくみら
れたような機能ブロックと参照点を中
心にした記述が試みられたものの，ス
ライスの特徴を十分にとらえきれず，
phase- 2 の第 2 回会合（2016年 5 月）
まではさまざまなアーキテクチャ図を
試行錯誤的に作成していました．

このような状況の中でFGの議長，
副議長の間で技術の詳細を大幅に省い
て，その代りスライスの特徴を簡潔に
表現できるアーキテクチャ図を作成で
きれば，今後のスライスの標準化検討
が加速するだろうとの認識が広がり，
2016年 9 月の会合で必要最小限のアー
キテクチャ図の作成を試みました．

これらの特徴としては物理的なネッ
トワーク資源を保有し，スライスの利
用者にスライスを提供する事業者の
アーキテクチャ（Network Slice Blue-
print）とNetwork Slice Blueprintから
生成されエンドユーザの利用に供される
スライス（Network Slice Instance）の
2 段階の構成をとったことです（図 2 ）．
Network Slice Blueprintはすべての
ネットワーク資源のほか，個々の
Network Slice Instanceを 構 成 す る
データ，制御，サービスなどの機能も
含まれています．オーケストレータが
これらを組み合わせることでNetwork 
Slice Instanceが 生 成 さ れ ま す．
Network Slice Instanceはスライスの
利用者の意向によりアプリケーション
をスライス中に含む場合（スライス利

用者自身がアプリケーションを提供す
る場合）とスライスには含まない場合

（スライス利用者が第 3 者のアプリ提
供者に網機能のみを提供する場合）が
想定されています．Network Slice 
Instanceの管理機能はオーケストレー
タを含まないとされましたが，会合中
の議論では多層的にスライスを提供す
る可能性〔例えば固定網と移動網のス
ライスを組み合わせて，FMC（Fixed 
Mobile Convergence）のスライスを
生成する〕も指摘されました．

本FGで作成されたアーキテクチャ
図は3GPPなどで検討されているアー
キテクチャ図と比べて物理的な機能配
置のイメージではなくスライスの親子
関係に注目した記述になっています．
3GPPのアーキテクチャと本質的に矛
盾する要素はありませんが，今後両者
を整合させるためにアーキテクチャ図
の明確化や内容のすり合わせが行われ

ていくと考えられます．
■ネットワークソフト化

ネットワークソフト化（図 3 ）は日
本から積極的に寄書提案が行われたコ
ンセプトで本FGの主要な成果の 1 つ
です．アーキテクチャ議論と補完的な
関係にあり，スライスの特徴について
議論されました．

IMT-2020は無線アクセス，モバイ
ルパケットコアなどで構成され，スラ
イスがアプリケーションも提供する場
合はデータセンタも含まれます．スラ
イスはリソースの集合体という定義も
ありますが，この点は上手く表現でき
ています．オーケストレータが端末を
スライスの対象にすべきかどうかが議
論され，ユースケース検討が不十分な
ことから結論は出ませんでした．ただ
し，会合の議論ではスライスはスマー
トフォンなどのアプリに対応するとの
意見もあり，今後スライスの応用例の
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図 2 　スライスアーキテクチャの特徴
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議論が深まることで明確になってくる
と思われます．
■フロントホール

フロントホールはベースバンド信号
を生成する機能（BBU: Base Band 
Unit）と電波を発射する機能（RRU: 
Remote Radio Unit）の間の回線です．
高精度な時刻同期，周波数同期を要す
る高度なネットワーク技術ですが，複
数の基地局で協調して伝送することで
無線区間の伝送品質を改善できると考
えられています．

本FGのphase- 1 の活動を開始した
ときにも注目技術の 1 つとして取り
上げられたRoF（Radio over Fiber）
を本命とする見方が多かったものの，
日本からパケットベースの方式が提案
されると議論の中心はコスト面で有利
と考えられる本方式にシフトしまし

た．パケットベース，特にEthernet
ベースの方式については開発も活発で
す．China Mobileか ら は2016年 5 月
の会合においてIEEE1914で標準化を
進めている方式の実機デモが行われま
した．また，中国系ベンダからはフロ
ントホールに必要な時刻同期，周波数
同期を実現できる伝送方式として
FlexEthernetが紹介されました．

本FGはSDN（Software Defined 
Networking）検討から派生したスラ
イスの研究者が多く参加しています
が，彼らがend-endのスライスの検証
を行いたい場合に無線区間の検証が課
題となります．このような場合に基地
局機能を市販のハードで実現できるソ
リューションとしてOpenAirInterface
が紹介されました．これは市販のPC
上でBBU，RRUの機能を実現できる

オープンソースソフトウェアです．接
続できる端末が限られるため検証用の
ソリューションですが，比較的手軽に
基地局を実現できるとあって，参加者
の間で構築のノウハウが交換されてい
ました．
■その他の技術

ICN/CCNはコンテンツを効率的に
配信するための新しいネットワーク技
術であり，ネットワーク内でコンテン
ツをキャッシュしたり，ネットワーク
の利用状況や環境により符号化を調整
するといった機能を提供できると期待
されています．本FGでは米国勢を中
心にICN/CCNのモバイル網向けの
ユースケースが多く紹介されました．
ICN/CCNは実際に必要なコンテンツ
がキャッシュされる確率が高くなく，
まだ改善の余地が大きいというのが参
加者の認識です．一方でIMT-2020の
動機の 1 つが映像系をはじめとする
トラフィック増大への対応であり，将
来の可能性として引き続き検討するこ
とになっています．

2016年 9 月の会合ではモバイル網
への衛星の利用についてプレゼンが行
われました．衛星の利用が想定されて
いるのは主にバックホールであり，光
ファイバ網の整備が遅れている途上国
向けに有効と考えられています．一方
で途上国の参加者からは衛星回線は悪
天候による信号の減衰により通信の安
定性に課題があることから光ファイバ
網の代替とならないだろうとの意見も
聞かれました．衛星に関しては従来の
静止軌道ではなく，比較的低軌道（地
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図 3 　ネットワークソフト化のコンセプト
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上1000 km程度）に多数の小型衛星を
配置する構想もあります．こちらは低
遅延が特徴であり，新たなユースケー
スを開拓するのではないかと考えられ
ています．

今後の展開

本FGの活動も終盤に差し掛かった
2016年10月から11月にかけてITU-T
の最高レベルの会議であるWTSA

（World Telecommunication Standard-
ization Assembly）-16が開催されま

した．WTSAにおいてもIMT-2020は
重要なテーマとして認識され，FGの
活動を継承して各SGで関連する活動
を推進するための新決議が採択されま
した．IMT-2020を含むIMTについて
はSG13がリードSGとしてITU-T全
体の活動を調整します．SG13自身も
IMT-2020に関する活動を推進するた
めに責任課題を指定して専門のWP

（Working Party）を設置することに
しています（表）．本FGは 9 件の成果
文書を作成しましたが，これらは担当
する課題に割振られて，今後の勧告化

作業の材料として検討されることにな
ります．

表　SG13の構成とFG-IMT2020との関係

SG13 FG-IMT2020  WG

WP タイトル 課題 WG 文書

1 IMT-2020 Networks 
& Systems

Q.6: Quality of service (QoS) aspects including 
IMT-2020 networks QoS

Q.20: IMT-2020: Network requirements and 
functional architecture

Requirement & 
Architecture

Terms and definitions for ITU-T IMT-2020
Requirements of IMT-2020 from network 
perspective
F r amewo r k o f IMT -2020 ne two r k 
architecture

Q.21: Software-defined networking, network slicing 
and orchestration

Softwarization The report on application of network 
softwarization to IMT-2020

E2E 
management

I M T -2020 N e t w o r k M a n a g e m e n t 
Requirements
Network Management Framework for 
IMT-2020

Q.22: Upcoming network technologies for IMT-
2020 and future networks ICN/CCN The report on application on ICN to IMT-

2020

Q.23: Fixed-mobile convergence including IMT-
2020 FMC

Requirements of IMT-2020 fixed and 
mobile convergence
Unified Network Integrated Cloud on 
FMC

2 Cloud Computing & 
Big Data

Q.7(DPI), Q.17(cloud requirements), Q.18(cloud 
architechture), Q.19(cloud management)

3 Future Network 
Evolution &Trust

Q.1(Innovation services), Q.2(NGNe), 
Q.5(developing countries), Q.16(knowledge & trust)


