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概要 

著者らは、総務省が「平成 27 年度における電波資源拡大のための研究開発」として公募した研究開発課題の一つであ

る「第 5 世代移動通信システム実現に向けた研究開発 ～高周波数帯・広帯域超多素子アンテナによる高速・低消費電力

無線アクセス技術の研究開発～」を受託し、平成 27 年度から平成 30 年度にかけて研究開発を行ってきた。本研究開発

は、2020 年以降の多種・多様なサービス・アプリケーションの実現に向けて大幅に高速化・低消費電力化を図った第 5
世代移動通信システム（5G）を構築することを目的とし、高周波数帯・広帯域超多素子アンテナによる高速・低消費電

力無線アクセス技術の確立を目指している。本稿では、上記目的に向けて取り組んできた 3 つの技術課題、「低 SHF 帯

超多素子アンテナ技術とビーム制御技術」、「高 SHF 帯広帯域超多素子アンテナ技術とビーム制御技術」及び「超低消費

電力で接続可能にする端末ディスカバリー技術」について、それぞれの研究開発成果を報告する。 
 

Abstract 
In this paper, we summarize our 5G R&D activities for “High Data Rate and Low-Power-Consumption Radio Access 
Technologies with Ultra Higher-Frequency-Band and Wider-Bandwidth Massive MIMO”, funded by the Ministry of 
Internal Affairs and Communications (MIC) in Japan. This Japanese national project consists of three research 
subjects: “Massive MIMO (massive-element antenna) and beam control technologies for low SHF bands”, “Wideband 
Massive MIMO and beam control technologies for high SHF bands” and “Discovery technologies for terminals with 
ultra-low power consumption”. We describe the R&D result for each subject. 
 
１．まえがき 

スマートフォンやタブレット端末の普及にともない、移

動通信のトラヒックは増加を続けている。また、今後は

IoT (Internet of Things)の普及によって多種・多様なサー

ビス・アプリケーションが提供されるようになり、トラヒ

ックの質的な変化も予想される。このような中、2020 年

から実用化されている第 5 世代移動通信システム（5G）

では、第 4 世代移動通信システム（4G）からのさらなる

能力向上に加えて、通信システム容量向上、通信速度向上、

低遅延化、接続可能デバイス数の増加、低消費電力化等が

求められている。 
このような背景の中、総務省は「平成 27 年度における

電波資源拡大のための研究開発」の公募を行い、我々は、

研究開発課題の一つである「第 5 世代移動通信システム実

現に向けた研究開発 ～高周波数帯・広帯域超多素子アン

テナによる高速・低消費電力無線アクセス技術の研究開発

～」を受託し、平成 27 年度から平成 30 年度にかけて研

究開発に取り組んできた。 
本研究開発では、UHF 帯マクロセル、低 SHF 帯（3 GHz

～6 GHz）及び高 SHF 帯（6 GHz～30 GHz）スモールセ

ルから成る多層セルレイヤ構成[1]において、低 SHF 帯ス

モールセルに超多素子アンテナを用い、高速伝送を実現す

る低 SHF 帯超多素子アンテナ技術とビーム制御技術（技

術課題ア）と、高 SHF 帯広帯域超多素子アンテナを用い

て超高速伝送を実現する高 SHF 帯広帯域超多素子アンテ

ナ技術とビーム制御技術（技術課題イ）について研究開発

を行った。また、基地局において低 SHF 帯超多素子アン

テナを用いることを前提に、超低消費電力で接続可能にす

る端末ディスカバリー技術（技術課題ウ）ついて研究開発

を行った。「超高密度マルチバンド・マルチアクセス多層

セル構成による大容量化技術の研究開発」の参加研究機関

と横断的な組織として拡大共同研究グループを立ち上げ、

連携を図りながら研究開発を実施した[2]。以降、それぞ

れの技術課題の研究開発成果について報告する。 

 

２．研究内容及び成果 
２．１．技術課題ア：低 SHF 帯超多素子アンテナ技

術とビーム制御技術 
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２．１．１．研究開発の背景 
5G の大容量化及び低消費電力化を実現する技術として、

高精度なビーム制御と空間多重度の増加が可能な超多素

子アンテナが有効である。また、超多素子アンテナを搭載

した複数の送受信点（アクセスポイント (AP: Access 
Point)）間での干渉低減や AP 切り替えを行うためには、

集約基地局(CU: Central Unit)が配下の複数 AP の協調制

御を行う C-RAN (Centralized-Radio Access Network)構
成が有効である。ここで、従来の光張り出し方式では、

CU と AP を接続するフロントホールの所要帯域が膨大に

なるため、CU と AP の機能配置の見直しが必要である。 
技術課題アでは、早期商用化可能な周波数として期待さ

れる 6 GHz以下の低SHF帯において、帯域幅を 100 MHz
に広帯域化しつつ、アンテナと RF 部を一体化した超多素

子 AAS (Active Antenna System)及び制御アルゴリズム

を開発し、8 ユーザを空間多重することで 5 Gbps 超のピ

ークスループットを達成することを目標とした。また、超

多素子アンテナと C-RAN 構成による複数 AP 間協調制御

を実現しつつ、CU と AP の処理機能分担の変更によりフ

ロントホールの所要伝送帯域幅を 10 Gbps に削減するこ

とを目標とした[3]。 

 

２．１．２．研究開発成果 

（ａ）超多素子アクティブアンテナシステム及び集

約基地局の開発 
図 1-1に開発した低SHF帯C-RAN Massive MIMO シ

ステムの構成図を、表 1-1 に主要諸元を示す。本システム

は、CU、AP、ユーザ端末(UE: User Equipment)から構

成され、地理的に異なるサイトに設置された複数の AP を

1 台の CU で制御する C-RAN 構成になっている。AP は

AAS と Digital Part (DP)から構成される。 
図 1-2 に AAS の外観と AAS を横に 2 つ連結した様子

を示す。1AAS あたり 64 アンテナ素子に対し、垂直 2 ア

ンテナ素子を 1 送受信機(TRX)に接続することで、32TRX
をアンテナ裏面に一体実装した AAS 構成とし、デジタル

ビームフォーミング(BF)と実用レベルの小型軽量化を実

現した。DP は BF や送受信処理を行い、 大 8UE（16
ストリーム）の空間多重が可能である。 

 

 
図 1-1 低 SHF 帯 C-RAN Massive MIMO システム 
 

 
図 1-2 低 SHF 帯 Massive MIMO AAS と 2 連結の様子 

 
 

表 1-1 主要諸元 
Com
mon 

Carrier Freq.  4.55 / 4.65 / 4.75 GHz 
Bandwidth 100 MHz 
Duplex TDD 
Multiple Access OFDM 
Num. of Subcarrier 1500 
Sub-carrier Spacing 60 kHz 
TTI period 0.25 msec 

CU Down Link Control H-ARQ, AMC (w/ OLLA) 
Inter AP Coordination 
Algorithm 

Coordinated Beamforming (CB),  
Coordinated Scheduling (CS) 

AP- 
AAS 

Num. of Antenna 
Element 

1 AAS: 4 (V) x 8 (H) x 2 (Pol.),  
2 AAS: 4 (V) x 16 (H) x 2 (Pol.)  

Element Spacing  0.52λ(H), 0.61λ(V) 
Max. Tx. Power 25 dBm / Pol. 
Antenna Polarization ±45 degree 
Num. of Tx. Layer Max. 16 

AP- 
DP 

Beamforming 
Algorithm 

ZF (Zero-Forcing),  
MRC (Maximum Ratio 

Combining) 
UE Antenna Config.  2 Omni Antennas w/ 3λ Spacing 

Max. Tx. Power 24 dBm / Antenna 

 

（ｂ）超多素子アクティブアンテナシステムに適し

たアルゴリズム 
低 SHF 帯超多素子 AAS に適したデジタル BF アルゴ

リズムを開発したシステムに実装し、屋外環境において端

末を AP から 20 m の位置に扇状に配置して伝送実験によ

り評価を行った[4]。図 1-3 に 8 端末多重時の各端末の平

均受信 SINR と下りスループットを示す。8UE 多重時の

下りシステムスループットとして、2AAS (128 アンテナ

素子)の場合は 1UE 時の 大スループット 705 Mbps の 8
倍である 5.6 Gbps を、1AAS (64 アンテナ素子)の場合は

一部のユーザにやや劣化が見られるものの 5.4 Gbps を達

成し、5 Gbps を超えるスループットを実現できた。また、

屋内環境においても、2AAS の下りシステムスループット

5.4 Gbps を確認した。 
 

 
図 1-3 屋外環境における 8 端末多重時の各端末の平均

受信 SINR と下りスループット 
 
さらに、複数 AP 環境における AP 間協調制御アルゴリ

ズムの評価として、Coordinated Beamforming (CB)の効

果を屋外伝送実験にて確認した[5]。図 1-4 に 2 つ AP と

端末の配置及び 8 端末多重時の下りシステムスループッ

トを示す。1AP あたり 1AAS、BF アルゴリズムは ZF を

用いた。各ストリームの送信電力は一定で、端末#1-#4 は

AP#1、端末#5-#8 は AP#2 に接続している。CB ありの場
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合、下りシステムスループットは約 5.3 Gbps であり、CB
なしの場合と比較して約 700 Mbps (15%)の改善を確認し

た。 

 
図 1-4 屋外環境における 2 つの AP と端末の配置 
及び 8 端末多重時の下りシステムスループット 

 

（ｃ）集約基地局とアクセスポイントの機能分離技

術 
各種機能分担を適用した場合の特徴を総合的に検討し、

フロントホール区間の所要帯域を大幅に低減可能な機能

分離技術を検討した[6]、[7]。その結果、MAC 層と物理層

での機能分離を採用し、フロントホールを 10Gbps の

Ethernet で実現した。また、各種 AP 間協調制御に必要

な CU-AP 間インターフェースを策定した。加えて、物理

層内で機能分担を行う場合に、シンボルレベルで分割して

伝送する低遅延シンボルレベル伝送方式も提案し、シミュ

レーションにより有効性を確認した。フロントホールにお

ける遅延ジッタモデルを確立し、同遅延ジッタと基地局装

置の入出力バッファの関係性を明確化した。フロントホー

ル区間を一部無線伝送する場合の評価も行った[8]。 
 

２．２．技術課題イ：高 SHF 帯広帯域超多素子アン

テナ技術とビーム制御技術 
２．２．１．研究開発の背景 

高 SHF 帯広帯域超多素子アンテナシステムにおいては、

消費電力や演算量を抑えることが可能なハイブリッド BF
技術が有力である[9]、[10]。技術課題イでは、ITU-R の

定める 大ピークスループット 20 Gbps をフィールド試

験にて達成することを目標として開発した高 SHF 帯広帯

域超多素子アンテナ技術とビーム制御技術に関して述べ

る。図 2-1 に本技術課題におけるシステムの実現イメージ

を示す。高 SHF 帯による 500 MHz 帯域幅を用い、伝搬

損を補償する 256 素子アナログ狭ビームを 16 本用いた空

間多重技術により、20 Gbps 以上のスループットを実現す

る。 
 

 
図 2-1  システム実現イメージ 

 

表 2-1 に示す 4 年間の研究開発計画に基づき、4 つの研

究開発項目、（a）超多素子アンテナシステムの開発・評価、

（b）ユーザ多重・空間多重技術の確立、（c）高度化ビー

ム制御アルゴリズムの確立、（d）伝搬チャネル特性解明・

モデリング・シミュレータの開発を実施した。以降では、

各項目の成果を紹介する。 
 

表 2-1 本研究開発の年次計画 

 
 

 
図 2-2 高 SHF 帯広帯域 Massive MIMO システム構成 
 

２．２．２．研究開発成果 

（ａ）超多素子アンテナシステムの開発 
図 2-2 に著者らが提案するサブアレー型のハイブリッ

ド BF のシステム構成を示す。本方式はアンテナ次元をビ

ーム次元に圧縮することと等価であり、処理量を劇的に低

減できる。また、1 つの IF 出力に対して 1 つのアンテナ・

RF モジュールを対応させる構成であり、アナログ回路の

簡素化が可能である。図 2-3 に示すアンテナ・RF モジュ

ールは、基板の表面に、アンテナ、フィルタ、合成器／分

配器等の受動回路、背面に RFIC を高密度に実装すること

により、28 mm の薄型モジュールにおいて、アンテナ利

得 28 dBi 以上を実現した[11]。アンテナ RF フロントエ

ンドの主要諸元を表 2-2 に示す。 
また、超多素子アンテナシステムの要素技術とし、電力

増幅器の低消費電力化を実現する電力増幅器の基本構成

として、振幅値と位相値の変動を補正することで、ビーム

フォーミングの高安定化を図る手法を確立し、28 GHz 帯

における利得偏差、及び位相偏差の測定実験を実施し、利

得偏差を 0.2 dB 以内、位相偏差を 1 deg.以下となること

を確認した。 
広帯域モデムは、500 MHz 帯域 16 ストリームの信号を

リアルタイム処理し、システム上の 大スループット33.5 
Gbps を実現する。基地局におけるプリコーディングは、

固有モード伝送とブロック対角化を実装しており、

SU-MIMO、MU-MIMO に対応する。また、上りリンク

サウンディング信号により推定した上りリンク通信路情

報から、通信路可逆性（channel reciprocity）を用いて下

りリンク通信路情報を算出し、プリコーディングウェイト

を計算する制御を実装している。 
これらの装置を用い、屋外及び屋内において、

SU-MIMO 、 MU-MIMO の伝送試験を実施した。

(a)超多素⼦アンテナシ
ステムの開発・評価

(b)ユーザ多重・空間
多重技術の確⽴

(c)⾼度化ビーム制御
アルゴリズムの確⽴

(d)伝搬チャネル特
性解明・モデリング・
シミュレータの開発

2015年度
アンテナ基板，RFフロン
トエンドの部分試作，
物理レイヤ仕様の策定

装置実現性を考慮し
たユーザ多重・空間多
重アルゴリズムの確⽴

⾼度化ビーム制御，
⾼精度チャネル推定
アルゴリズムの確⽴

伝搬解析システムの
開発

2016年度
アンテナ，RFフロントエン
ド⼀体型モジュールと⾼
速広帯域モデム開発

多重アルゴリズムの実
装と，多重数選択ア
ルゴリズムの確⽴

伝搬シミュレータの開
発

2017年度
実験室環境にて基地
局装置と端末装置を対
向させ基本性能評価

⾼度化ユーザ多重・空
間多重アルゴリズムの
確⽴

チャネル推定アルゴリ
ズムの最適化

伝搬シミュレータの検
証

2018年度
フィールド環境における
システム性能評価

将来のシステム進化を
前提としたユーザ多
重・空間多重の検討

測定に基づくビーム制
御アルゴリズムの最適
化

モデリング・シミュレー
タの構築
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SU-MIMO においては、図 2-4 に示すように、基地局アン

テナは道路に面する建物の壁面に設置（地上高約 10 m）

し、端末アンテナを自動車のルーフ上に設置（地上高約 2 
m）する。基地局と端末の間を遮蔽するような障害物が存

在しない見通し環境である。図 2-5 は本試験により 2 つの

道路上で得られたスループットを示しており、距離 10 m
で 大 27.4 Gbps、距離 100 m で 大 25.1 Gbps を達成

した。見通し環境下であっても 大周波数利用効率67 bps
を実現する 16 ストリーム伝送を実証した[11]。 

MU-MIMO においては、前述の屋外 SU-MIMO 伝送試

験と同じ基地装置を用いて、全 16 ストリームを 1 端末当

たり 2 ストリーム割当て、8 端末 MU-MIMO 伝送を行っ

た。プリコーディングは、端末間干渉抑圧としてブロック

対角化、1 端末内のストリーム多重として固有モード伝送

を組合せた。1 端末当たり 4 アンテナを持ち、余剰自由度

を活用した IRC（Interference Reduction and Combining）
をポストコーディングとして適用した。図 2-6 に試験時の

端末配置、及び移動端末の移動ルート示す。試験では、屋

外 SU-MIMO 伝送試験と同じエリアにおいて、8 端末の

内、2 端末を移動させ、伝送試験を行った。図 2-7 に端末

2、及び 7 が移動した際の 8 端末合計スループットの変化

を示す。端末の移動に伴い、プリコーディングにより形成

されるビーム形状や端末間干渉状態も変動するため、スル

ープットが時間変化するものの、8 端末合計のスループッ

トは大部分の地点で 20Gbps を達成することが確認でき

る[11]。 
 

 

図 2-3 アンテナ・RF フロントエンドモジュールの構成 
 

表 3-2 アンテナ RF フロントエンドの主要諸元 

 

 

 
図 2-4 高 SHF 帯超多素子アンテナシステムと試験環境 

 

 
図 2-5 2 つの道路上の各地点におけるスループット 

 

 
図 2-6 基地局から見た端末配置（屋外 MU-MIMO） 

 

 
図 2-7 下りリンクスループット（屋外 MU-MIMO） 

 

（ｂ）ユーザ多重・空間多重技術の確立 
本研究課題では、装置実現性を考慮したユーザ多重・空

間多重技術と超高速性能を実現するユーザ多重技術を開

発した。装置実現性としては、端末が密集する環境に対応

するユーザ多重技術として、ブロック多重対角化（BMD: 
Block Multi-Diagonalization）演算と隣接端末へのビー

ムからの干渉を予め除去する非線形演算を組み合わせた

非線形ブロック多重対角化法（NL-BMD: Non-Linear 
BMD）を確立した（図 2-8）。これにより、従来の非線形

プリコーディングに比べ、演算量を 1/4 に削減しつつ、端

末が近接するケースでも高スループットを実現した[12]。
超高速性能実現に向けては、より広範な環境下において

項⽬ 諸元
送受信周波数 28 GHz帯 (27.5〜29.5 GHz)

変調信号帯域幅 最⼤800 MHz

アンテナ⽅式 プリンテッドパッチアレー
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 28 dBi以上
偏波⽅向 +45 deg.または −45 deg.

ビーム⾛査⾓度 垂直：±12 deg.
⽔平：±45 deg.

サイズ 120×240×28mm (放熱フィン除く)
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16 以上のビーム多重を実現するユーザ多重・空間多重ア

ルゴリズムを確立した。本アルゴリズムでは、ハイブリッ

ド BF におけるスループット 大規範のランクアダプテ

ーションと適応符号変調化、ユーザの直交性を基準にした

ユーザ選択アルゴリズムを検討し、演算量の削減を実現し

つつ、20 Gbps を大きく超える約 38 Gbps を達成した[13]。 
 

 
図 2-8 非線形ブロック多重対角化法のイメージ 

 

（ｃ）高度化ビーム制御技術・チャネル推定技術の

確立 
ビームを用いて通信を行う移動通信システムでは、ユー

ザ端末と基地局との間で初期通信路確立や基地局切替、高

精度なチャネル推定を行う必要がある。通信路接続に関し

ては、複数ビームを用いた通信路接続手法を確立し、7 本

以上のビームを用いることで初期通信路確立、基地局切替

において 2%以下の接続失敗率を達成した[14]。また、ハ

イブリッド BF において、高精度なチャネル推定を行うた

めに複数のアナログビームを同時に探索し、チャネルを同

時推定することが可能な、時間・周波数上で直交する参照

信号を設計した。さらに、この参照信号を用いた、逆変調

操作及び補間フィルタリングによる高精度なチャネル推

定アルゴリズムを確立した。上記のチャネル推定アルゴリ

ズムを用いることで、20 Gbps を達成するための所要信号

対雑音電力比の理想チャネル推定時からの劣化量を約 3 
dB に抑えられることを明らかにした[15]。 
 

（ｄ）伝搬解析システム・伝搬シミュレータ開発 
高 SHF 帯は、波長が短くなるために、建物表面の凹凸

や樹木や標識などの物体が伝搬特性に影響を与えること

が懸念される。これらをモデリングするため、3D スキャ

ナで取得した建物、樹木、標識などの構造物の点群データ

に、散乱計算を適用した伝搬解析シミュレータを開発した

[16]。 
 

２．３．技術課題ウ：超低消費電力で接続可能にす

る端末ディスカバリー技術 
２．３．１．研究開発の背景 

5G では、スマートフォンやタブレット端末などの一般

ユーザ向けのサービスだけでなく、ビジネス向けの多様な

サービスへの利用も想定され、下りだけでなく上りリンク

の大容量化や端末検出精度の向上も必要となる。消費電力

をはじめ、サービスによって端末の機能や性能要求が異な

るため、それらに対して超多素子アンテナをどのように活

用するかも課題である。図 3-1 に、データレートと要求遅

延時間の 2 要素を軸に整理した。5G 時代に想定される端

末種別を示す。ここでは、5G 超低遅延端末、極小電力/
極低レート端末、5G-IoT 端末、5G ユーザ端末の 4 種類

に大別した。技術課題ウでは、信号処理時間やセルサイズ

を考慮して、監視カメラや広域監視ドローンなどの

5G-IoT 端末と、スマートフォンなどの 5G ユーザ端末と

を対象とした。 
 

 
図 3-1 5G 時代に想定される端末種別 

 

２．３．２．研究開発成果 

（ａ）超多素子アンテナを用いた端末ディスカバリ

ー技術の確立 
本研究課題では、所定の検出性能を満たす条件下におけ

る端末の上り信号の送信電力を 4G に比べて約 1/10 に低

減することを目標として検討した。送信要求信号の検出ア

ルゴリズムについて説明する。送信要求信号としては、

LTE の PRACH (Physical Random Access Channel)に用

いられる Zadoff-Chu (ZC)系列を想定した。基地局は、受

信信号と ZC 系列との相関を計算し、相関値がしきい値を

越えた場合に送信要求信号を検出したと判定する。本検討

では、超多素子アンテナによる受信 BF を適用することで、

送信要求信号の受信電力を増大し、要求信号の検出性能の

向上を図った。本検出アルゴリズムの特性をシミュレーシ

ョンにより評価した。図 3-2 に、基地局アンテナ数 NRに

対する端末の平均送信電力を示す。ただし、4G の場合は

NR = 2，5G の場合は NRを 2 から 128 までとし、5G で

はサブキャリア間隔を 4G の 5 倍の 75 kHz とした。図よ

り、NR = 128 で端末検出誤り率(DER: Detection Error 
Rate)が 0.1%のときの 5G は、NR = 2 で DER = 1%の 4G
に比べて、平均送信電力を 10.5 dB 低減できる。 
 

 
図 3-2 上り送信要求信号の送信電力 

 

（ｂ）マルチクラス無線リソース割り当て技術の確

立 
本研究課題では、所定のスループットに満たない

5G-IoT 端末の割合を 4G に比べて約 1/10 に低減すること

を目標とした。5G ユーザ端末と 5G-IoT 端末とが混在す

10M 100M 1G

データレート [bps]

1ms

10ms

要
求

遅
延

時
間 【5Gユーザ端末】

4K/8K動画, ホログラム,

リッチコンテンツアップロード,
VR, ARなど

【 5G超低遅延端末】
V2X, 自動運転など

【5G-IoT端末】
監視カメラ

広域監視ドローン,
高性能家電など

技術課題ウのターゲット

IoT
【極小電力/
極低レート
端末】
自動検針,
センサ情報
集信など
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る環境におけるリソース割当として、スケジューリングメ

トリックに端末の優先度に応じた重み付けを行う方法を

検討し、シミュレーションにより評価した。図 3-3 にユー

ザスループットの CDF 特性を示す。ただし、21 セル環境

とし、セル当たりの端末数は、5G ユーザ端末、5G-IoT
端末ともに 10 とした。基地局アンテナ数は、4G では 2、
5G では 128 とした。また、5G ユーザ端末は FTP トラフ

ィック、5G-IoT 端末は監視カメラを想定したリアルタイ

ム Video トラフィックとし、Video の平均レートは 16 
Mbps とした。 
 

 
図 3-3 ユーザスループット特性 

 
図 3-3 より 4G ではすべての 5G-IoT 端末においてスル

ープットが所望レート(16 Mbps)に満たないが、5G では

所望レートに満たない5G-IoT端末の割合を13%に低減す

ることがわかる。さらに、複数基地局が協調してリソース

割当を行う協調スケジューリング (CS: Coordinated 
Scheduling)を用いると、所望レートに満たない 5G-IoT
端末の割合を 9%まで低減することがわかる。 
 

３．今後の研究成果の展開 
年々増加を続ける移動通信のトラヒックや5G時代の多

種・多様なサービス・アプリケーションをサポートしてい

くため、このような高周波数帯・広帯域超多素子アンテナ

による高速・低消費電力無線アクセス技術への期待は高く、

今後も5Gの普及とさらなるモバイルトラヒックの増大が

進む中で重要性はさらに増していくことが考えられる。本

稿で紹介した通り、低 SHF 帯超多素子アンテナ技術とビ

ーム制御技術を活用することで 100 MHz 帯域幅において

5 Gbps 超のシステムスループットを、高 SHF 帯広帯域超

多素子アンテナ技術とビーム制御技術により 500 MHz 帯
域幅で 20 Gbps 超のスループットを達成し、さらに、超

低消費電力で接続可能にする端末ディスカバリー技術に

より低 SHF 帯超多素子アンテナを活用することで送信電

力を 4G に比べて 1/10 に低減する目標を達成したが、実

用化に向け、課題等も見えてきている。 
例えば、低 SHF 帯超多素子アンテナを実用化するため

には、実施したフィールド試験結果からの課題抽出、アク

セスポイント間協調方式のパラメータの 適化、低速移動

検証から抽出した課題解決、高速移動への拡張を考慮した

アルゴリズム・機能改良と装置実装が必要である。また、

高 SHF 帯広帯域超多素子アンテナを実用化するためには、

装置の性能安定化、セル半径拡大化のための検討、高速移

動時の基地局間ハンドオーバ制御における技術課題の解

決等が必要である。 後に、超多素子アンテナを用いた端

末ディスカバリー技術を実用化するためには、5G 標準仕

様に基づくアルゴリズム改良、装置実装検討、5G 時代の

様々なユースケース・より実態に即した 5G 端末クラスの

検討等が必要である。引き続き、実用化に向けて、この様

な課題を含め研究開発などの取り組みを行いたい。 
 

４．むすび 

本稿では、平成 27 年度から平成 30 年度にかけて総務

省より受託し実施した「第 5 世代移動通信システム実現に

向けた研究開発 ～高周波数帯・広帯域超多素子アンテナ

による高速・低消費電力無線アクセス技術の研究開発～」

の成果について紹介した。各技術課題において、シミュレ

ーションや実験による技術検証を実施し、5G の実用化に

向けた新技術の早期確立に貢献した。 
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