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概要 

 5G では、従来使われてきたマイクロ波帯に加え、ミリ波帯を用いたマイクロセルを併用するヘテロジニアスネットワ

ーク構成になる。ローミング接続時にも 5G ならではのアプリケーションを利用するためには、端末がサポートする帯域

に合致するネットワークを利用する必要があるが、単一のローミング先事業者で要求を満たせるとは限らない。 

 本研究開発では、ローミング時に用途に合った複数事業者網を組み合わせて利用可能とする認証技術、MEC を用いた環

境の高速構築技術を開発した。さらに、ミリ波アクセス及びミリ波バックホールに MEC を組み合わせて動的に構成される

であるリキッド RAN の構成技術を確立した。 

 また、姉妹プロジェクトである、SCOPE および欧州 Horizon-2020 プロジェクトである 5G-MiEdge と連携し、それぞれ

の技術を持ち寄り実証試験(PoC: Proof-of-Concept)を実施した。 
 

Abstract 
 5G is expected to be heterogeneous network, composed from micro-cell base stations using milli-meter wave bands 
macro-cell base stations operating in microwave bands. If a user expected to use novel applications utilize new 
capabilities of 5G in roaming situation, operating bands of the attaching visiting PLMN should be match to 
supporting band of his/her 5G UE. Otherwise, 5G core network and UEs must support simulataneous connections of 
multiple operators’ networks. 
 In this reserach, we developed an authentication methods for simulataneous connections of multiple operators’ 
networks, rapid access-enviroment establishment technology using MEC for seamless access in roaming situations, 
and liquid-RAN establishment technique : dinamically combining milli-mater wave access, millimater-wave 
backhaul and MEC following users’ movements. 
 We also had PoC(Proof-of-concept) experiments together with 5G-Miedge : sister project orgnized under the 
framework of SCOPE(Japan) and Horizon-2020(EU). 
 
１．まえがき 

第 5世代移動通信システム(5G)では、マイクロ波帯やミ

リ波帯まで使用帯域が広がることにより、各国における

5G 向け周波数帯も多様になることが想定される。その結

果、図 1に示すようにユーザ端末がサポートしている帯域

と、訪問先の国で通信事業者が運用している帯域の不一致

により、ローミング時に十分な性能が引き出せない問題が

起こり得る。これまでは、端末が対応する周波数帯のうち

1つでも合致すれば、ユーザは通話やデータ通信サービス

を享受できたが、4G で導入されたキャリアアグリゲーシ

ョンや、5G におけるヘテロジニアスネットワークを前提

とした、高速通信や低遅延を要求するアプリケーションに

は対応できなくなる。 

ミリ波通信技術とマルチアクセスエッジコンピューティ

ング(MEC)技術を組み合わせることで、増大する大容量ト

ラフィックの伝送と、ローカルで多くの処理を行うことで

バックホールトラフィックの低減を図ることができると

いう相互補完の関係にある。また、ミリ波通信技術は基地

局-UE 間のアクセスのみならず、基地局間の近距離バック

ホールとしての利用も可能である。これらの技術を組み合

わせ、動的にローカルトラフィックを処理するフレームワ

ークをミリ波エッジクラウド(MiEdge+)と称し、この実現

を目指した研究開発を行った。 

まず、ローミングユーザが複数通信事業者の周波数帯を

組み合わせた利用を可能とする技術として、複数網を同時

に活用するための認証技術、及び高速認証技術を開発した。

くわえて、ローミング先でユーザがインフラを運営する通

信事業者をホームネットワークにいるときと同等の環境

を利用可能とするために、MEC を用いた環境の高速構築技

術を開発した。さらに、ミリ波アクセス及びミリ波バック

ホールに MEC を組み合わせて動的に構成されるであるリ

キッド RAN の構成技術を確立した。 

本研究開発は、平成 28 年度「戦略的情報通信研究開発

推進事業(SCOPE) （国際標準獲得型）」（1）－1 5G（無線） 
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図 1 5G における複数網を活用したローミング環境 

 

及び、欧州 Horizon 2020 EUJ-01-2016: 5G – Next 

Generation Communication Networks にて並行して研究

開発が行われている 5G-MiEdge(Millimeter-Wave Edge 

Cloud)プロジェクトと連携しており、相互の成果を持ち寄

った実証を行った。 

本稿では、これらの研究開発の成果や、MiEdge プロジェ

クトとの連携について述べる。 

 

２．研究内容及び成果 
２．１．ローミング時における高速化手法 
（ア）複数網同時認証技術と高速認証技術 

   (a) 複数網同時認証方式 

本研究開発が想定する環境では、ローミングユーザが有

する UE が、訪問先の国において複数の事業者の網を組み

合わせて自分が所望する性能の通信を実現することを目

的としている。ゆえに、UE は複数の事業者網に同時に接

続することとなる。単一の USIM を持つ UE が複数網に同時

接続する際、各網で独立に認証が行われるが、この際、複

数 の 認 証 が 同 時 に 行 わ れ る の で 、 網 ご と に

Authentication Request の到達順が乱れ、認証要求メッ

セージに含まれるシーケンス番号に不整合が起こり、認証

が失敗する。 

その対策として、以下の 2つの拡張方式の提案し評価を

行った。 

 代表認証方式(鍵を全網で共有：図 2) 
1 つ目の網への接続での認証結果を保存して、それ以

降の網への接続時の認証に再利用する。実現のために

は、HSS と UE に機能拡張が必要。 
 

 
図 2 代表認証方式 

 
 網別認証方式(網ごとにシーケンス番号を管理：図 3) 

網毎に異なるインデックスをシーケンス番号に付与す

ることで、網毎にインデックスを重複しないように管

理する。実現のためには、網ごとのインデックス付与・

管理に対応するように HSS を拡張する必要がある。 
 

 
図 3 網別認証方式 

 

 この両方式を比較した結果を表 1 に示す。結果、網別認

証方式の方がセキュリティ面などから実効性が高いと考

え、本方式を中心に検証を進めることとした。 

 

表 1 複数網同時認証対応 拡張方式の比較 

メリット デメリット 

代表認

証方式

 代表端末以外の

認証は、代表端

末の認証にて生

成された共通鍵

を流用(再派生)

することによ

り、網ごとのイ

ンデックス割り

当てが不要 

 同一の鍵(から派

生させた鍵)を複

数網で用いるこ

とで、セキュリ

ティ強度に問題

がある 

 各網に対する鍵

の派生方法がな

い 

網別認

証方式

 網ごとに異なる

鍵を生成するこ

とで、現在の

3GPP 標準相当の

セキュリティが

確保できる 

 網ごとにインデ

ックス割り当て

が必要 

 

   (b) USIM 共用試験装置の開発 

複数網に同時に接続した試験を実施するためには、1枚

の UE で異なる通信事業者に同時に接続できる試験端末が

必要であるが、そのような端末はまだ存在しない。そこで、

単一の SIM カードの情報を複数の UE(ドングル)に対して

提供可能な USIM 共用試験装置を開発した。 

図 4 に試験装置の構成を示す。USB ハブ経由で 5 台の

LTE ドングルを通信用 PC に接続し、通信用 PC は 5 台の

LTE ドングルを独立の UE として認識する。USIM と LTE ド

ングルの間のインタフェース（Cu）をインタセプトして、

１枚の USIM で 5 台までの LTE ドングルからの USIM アク

セスをエミュレートすることにより、5台の LTE ドングル

に同一の SIM が入っている状態を模擬可能とする。 

 

 
図 4 USIM 共用試験装置の構成 
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本装置を図 5 に示す。本装置について、前節であげた代

表認証方式、網別認証方式の両方式を実装した。実証試験

においては、優位性が確認された網別認証方式を利用する。 

 

 
図 5 USIM 共用試験装置 

 

   (c) ローミング時のシーケンスと処理時間短縮 

国際ローミング時に複数ネットワークに同時に接続す

る際に、ローミング先でも自網に接続しているときと同様

にシームレスな環境を構築可能とするためには、接続時に

通信遅延を小さくすることがその課題となる。そこで、以

下に示す UE が網に接続する際のプロシージャにおいて、

各ステップにおける国際ローミング時の所要時間につい

て調べた。 

(1) PLMN 探索 
‒ ローミング先の RAN の情報を取得 
‒ 各帯域をスキャンすると数百ミリ秒～数秒要

する 
(2) RRC 接続確立、EPS アタッチ要求 

‒ 端末-基地局間で無線パラメータ設定を行うた

め、事業者をまたがっての代行は困難である。 
‒ 数十ミリ秒程度 

(3) 認証 + セキュリティ設定 
‒ 通常百ミリ秒前後だが、HSS が国外の場合伝送

遅延により延びる可能性 
(4) ベアラ設定 

数十ミリ秒程度。ただし、データ経路は local 
breakout を想定している。 

上記の 4 プロセスを処理することで、EPS へのアタッチ

が完了する。 
 特に(1)と(3)が国際ローミング時に大きな遅延を発生

させる可能性があることから、これらの処理遅延を低減す

るための手法を検討した。(1)については、NW 補助機能

(CBS 相当)として周波数帯/PLMN-ID を UE に放置する

仕組みを持たせ、UE 側でスキャンすべき周波数帯をあら

かじめ絞り込むことで数十ミリ秒まで短縮可能である。 
(3)の遅延については、自国と訪問国間で制御信号を交

換することに起因するために、訪問先の国に認証を代替で

きるプロキシを用意することが解決策となり得る。一例と

して、MEC に認証プロキシを置く手法による代理認証方

式の概要を図 6に示す。ローミング先候補となる事業者の

MEC に、ローカル認証サーバを立ち上げユーザの認証情

報を転送しておく。MEC 側では、ローミングユーザの認

証情報を HSS からコピーした情報に基づき認証を行う。

また、MME 側で Radius 認証の先を HSS から MEC 側

に書き換えることで、他国の HSS までの通信を回避する

ことができる。 

本例の適用には、セキュリティ面で考慮すべき点がある。

ホーム事業者と訪問先(ローミング先)事業者、ユーザ間で

のトラスト構築などができていることが使用の前提とな

る。 
 

 
図 6 ローミング先における代理認証 

 

（イ）MEC を使った環境の高速構築 

5G 無線アクセスでは遅延が 1ms と極めて短く高信頼な

URLLC（Ultra-Reliable and Low Latency Communications）

の通信が可能となるが、低遅延性を要求するサービスを実

現するには、アプリケーション層でのクライアントとサー

バ間の End-to-End の遅延について要件を満足する必要が

ある。URLLC によって無線区間の遅延を短くできたとして

も、有線ネットワークの遅延が要件を満たせなければ、サ

ービスを提供することができない。そこで、通信事業者が

運営する無線アクセスネットワーク内に、MEC（Multi-

Access Edge Computing）を導入することで、MEC を活用

した低遅延なサービスを提供するための技術開発を行っ

た。本研究開発ではとくに、ユーザが契約するホーム通信

事業者のほかに、訪問先の通信事業者など複数の通信事業

者間で移動した場合、あるいは同一の通信事業者の提供す

るネットワークでも異なる MEC の利用範囲間を移動した

場合においても、MEC の利用を継続できるようにするため

の技術を開発した。 

本研究開発で想定した MEC の配置アーキテクチャを下

図 7に示す。 

 ホーム通信事業者の運営するコアネットワークと、訪問

先通信事業者の運営するコアネットワークは 3GPP 標準の

ローミングインターフェース（S6a および S8）を用いて接

続される。ホーム事業者側は、ユーザの加入者情報を保持

するホーム加入者サーバ（HSS）や、セルラネットワーク

とインターネット等の外部ネットワークとのゲートウェ

イとなる PDN Gateway（PGW）などを提供する。また、訪問

先通信事業者は、ユーザプレーンを転送するためのゲート

ウェイ機能（SGW-U、SGW-C）およびモビリティ制御エンテ

ィティ（MME）などを提供する。ここで、MEC Host は訪問

先通信事業者のコアネットワークと、基地局との中間のイ

ンターフェース上に設置する。この構成であれば、設置条 
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図 7 MEC の配置アーキテクチャ 

 

件やアプリケーション要件に応じて、基地局の直下からコ

アネットワークまでのネットワーク経路上の任意の場所

に MEC を設置することができる。 

MEC Host においては、図 8 に示すように、コアネット

ワークと無線アクセス（RAN）との間のユーザ GTP-U 通信

トラフィックから、MEC で提供されているサービスに対応

する IP アドレス/プロトコル/ポート番号を用いるトラフ

ィックを選択的に抽出し、MEC Host 上で提供されている

アプリケーションサービスと接続する。MEC Host上では、

仮想マシン（Virtual Machine）や、Docker や LXC（Linux 

Container）などに代表されるコンテナ技術を用いること

で、アプリケーションサービスを動的に配置・実行する。 

 

 
図 8 MEC Host における U-plane 機能 

 

なお、後に説明する実証実験を 4G のコアネットワーク

である EPC（Evolved Packet Core）および LTE 基地局（eNB）

を用いて行ったため説明に 4G の構成を用いたが、ホーム

通信事業者および訪問先通信事業者のコアネットワーク

を 5G コアに置き換え、MEC Host における U-plane 機能を

4G の SGW-C および SGW-U に代えて 5G の UPF（User Plane 

Function）に置き換えることで、5G においても同様の機能

を提供することができる。 

この構成を実現するシステムを試作し、MEC 間のモビリ

ティの性能評価を行った。図 9に評価を行ったシステムの

構成および動作の概略を示す。 

 

 

図 9 MEC 間モビリティ評価シナリオ 

 
ユーザ端末側のアプリケーションは、利用しようとする

アプリケーションに紐尽くホスト名について DNS（Domain 

Name Service）サーバに問い合わせを行い、MEC 上のサー

ビスの IP アドレスを取得することでサービスに接続する。

このとき、DNS から返却される IP アドレスはユーザの再

近傍の MEC（Source MEC とする）上のサービスとなってい

る。端末が移動し、異なる MEC（Target MEC とする）が近

傍となる基地局の配下にハンドオーバしたとしても、U-

plane 側で当該のトラフィックフローを Source MEC へと

転送することでセッションを継続する。移動後の端末が、

新たにセッションを開始した場合には、DNS が Target MEC

の IP アドレスを返却することで Target MEC の利用を開

始する。この構成において、ユーザ端末が HTTP プロトコ

ルによる MEC からの 300KB および 3MB のコンテンツ取得

を繰り返しながらハンドオーバした際のダウンロード所

要時間の変化を図 10 に示す。 

 

 
図 10 MEC 間ハンドオーバ時のレスポンス変化 

 
図 10 より、MEC 間のハンドオーバ発生前後で所要時間

に大きな変化はなく、中断無く MEC のハンドオーバがで

きていることがわかる。 

また、ローミング接続環境において、ホーム事業者と

のローミングインターフェース経由でクラウド上のサー

ビスを利用していた状態から、訪問先のマイクロ事業者

の MEC へとハンドオーバした際のレスポンスの変化につ

いて図 11 に示す。 

 

図 11 ホーム通信事業者経由の通信から MEC への 

切り替え時のレスポンス変化 
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図 11 より、マイクロ事業者 MEC への切り替えにより、

遅延時間を約 40ms 短縮できており、これは、実験に使用

したローミング接続インターフェース間の伝送遅延にほ

ぼ相当する。これより、MEC を利用することでサービス

を中断することなく有線区間における遅延を短縮し、低

遅延なサービスを実現できることを確認した。 

 

２．２．マイクロオペレータとリキッド RAN 構成 
（ア） システムアーキテクチャ設計 

平成 28 年度に構築した 5G エコシステムとその要求条

件を実現する 5G ネットワーク全体のシステムアーキテク

チャ(図 12)を設計した。  

 

 
図 12 マイクロオペレータのシステムアーキテクチャ 

 

5G システムを形成する構成要素としては、移動通信ネ

ットワーク（5G Operator Network）、マイクロオペレータ

（Micro Operator Network）が運営する小セル基地局

（Micro RAN）、ユーザ／アプリケーション中心オーケスト

レーションを実現するための MiEdge ポータル（MP）、およ

びアプリケーションサーバ（AS）、とユーザ端末（UE）か

ら成り、これらの接続関係と各機能ブロックの役割を明ら

かにした。 この中で MSF（MEC Service Function）と MP

（MiEdge ポータル）は端末ユーザ中心ネットワークを実

現するための新機能であり今後 3GPP などで国際標準化を

進めるべきである。  

 

（イ） リキッド RAN 制御プレーンの設計 

上述した MiEdge ポータルを介して、異なる通信事業者

が運営するマイクロ RAN を仮想化するための制御プレー

ンを設計した。 また、MiEdge ポータルとマイクロ RAN 間

および MiEdge ポータルとアプリケーション事業者間は、

認証機能を搭載した WEB ベースの制御プレーンを構築し、

また、セルラネットワークとマイクロ RAN 間で連携可能な

モビリティ管理法をリキッド RAN 制御プレーンに統合し

た。 具体的なサービス登録、RAN 整備およびサービス提

供の信号のやり取り（シグナリング）をそれぞれ図 13 の

フローチャートで示す。 

 

（ウ） オーケストレーションアルゴリズムの設計 

上述のリキッド RAN 制御プレーンの基本インターフェ

ースを利用し、異なる通信事業者が運営するネットワーク

を仮想化するためのオーケストレーションアルゴリズム

の基礎検討を行った。図 14 に 5G RAN 内にマイクロ RAN を

含んだ全体のネットワーク構造を示す。 

オーケストレーション 適化のための目的関数に、リキ

ッド RAN 制御プレーンを介して得られる移動情報とトラ

ヒック情報を利用するオーケストレーションアルゴリズ

ムを導入し、プリフェッチング制御を行う。コンテキスト

情報を利用したプリフェッチングのフローチャートは次

の様に説明する。ユーザの移動先とその場所で要求される 

 
(a) サービス登録 

 
(b) RAN 整備 

 
(c) サービス提供 

図 13 リキッド RAN 制御プレーンシグナリング 

 

 
図 14 全体のネットワーク構造図 

 

トラヒックをアプリケーションが管理し、マイクロオペレ

ータによって事前に計測されたマイクロ RAN の電力マッ

プを用いることで、プリフェッチングすべき小セル基地局

を選択する。実際にそのマイクロ RAN に接近したとき、目

的関数を 大化するユーザとユーザの要求トラヒックを

選択して、プリフェッチングを行う。 

シミュレーション解析の結果として、バックホール容量

に対するシステムレートとアクセス遅延を図 15(a)(b)に

示す。マイクロ RAN の数は 12 として、それぞれ同容量の

バックホール回線を一本設置すると仮定した。10Gbps の

バックホール回線下でのシステムレートとアクセス遅延

の同等の値を 1Gbps のバックホール回線下で達成可能で

ある。これはアプリケーションの要求条件（通信速度、通

信遅延）を満たしつつ、移動通信ネットワーク事業者が支
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払う CAPEX／OPEX として、イーサ専用線 15km のバックホ

ール回線一本あたりの月額利用料金を 10Gbps 約 300 万円

から 1Gbps 約 100 万円への削減に相当する。 

 

 
(a) バックホール容量に対するシステムレート 

 
(b) バックホール容量に対する平均アクセス遅延 

図 15 プリフェッチングアルゴリズム評価結果 

 

プリフェッチングアルゴリズム内で用いる時間窓とミ

リ波小セル基地局一個あたりのストレージ容量に対する

システムレート損失の関係を図 16 に示す。  

 

 
図 16 プリフェッチング時間窓と 

ストレージ容量に対するシステムレート損失 

 

時間窓とは、プリフェッチングの対象となるユーザを決

めるための時間の範囲である。 パラメータは計測時間を

3000 秒、バックホール容量を 1 Gbps、ユーザ数は 200 と

した。 時間窓とストレージ容量は小さい方が良いが、小

さ過ぎればシステムレート損失が増加する。 システムレ

ートレート損失を 1％に抑えることができる 低の時間

窓とストレージ容量は約 35 秒と約 4GB である。 よって、

ミリ波小セル基地局に MEC を導入しても、提案アルゴリズ

ムを用いれば、高コストにはならない。  

 

（エ） リキッド RAN 制御ネットワーク開発 

試作マイクロ RAN において、アプリケーションサーバか

らユーザへのデータ転送アプリケーションと、それをサポ

ートする制御プレーンを実装した。 試作マイクロ RAN の

システムアーキテクチャを図 17 に示す。 本試作システム

では、4 ペアのミリ波バックホールリンク、4 ペアのミリ

波アクセスポイント（メッシュノード）およびユーザ端末

（WiGig 対応のノート PC）、グローバルアプリケーション

サーバーに接続されたエッジサーバー（またはゲートウェ

イ）、アウトバンド制御チャネルを備えた SDN コントロー

ラで構成されている。 そして、UE のコンテキスト情報に

基づいてネットワーク全体を調和するオプティマイザ（オ

ーケストレータ）が整備される。 オーケストレータは、

適なバックホールルートの選択、バックホールリンクの

チャネル割り当て、ビームの選択、コンテナの移動による

プリフェッチ制御等の役割を果たす。 SDN コントローラ

を介してメッシュノードの管理を可能にするために、

OpenFlow 対応ソフトウェアスイッチとして Open vSwitch

（OVS）をインストールし、スイッチポートとして WiGig

インターフェイスを追加した。 構築された SDN コントロ

ーラは OpenDaylight（ODL）に基づいており、サウスバウ

ンド API を介した OpenFlow 転送ルールのインストールを

サポートするモジュール、およびオーケストレータからの

コマンドを実行できるノースバウンド API を備えている。 

コントローラとメッシュノードとの間の通信は、WiMAX 等

のアウトバンド制御チャネルを通じて行われる。  

 
図 17 試作マイクロ RAN のシステム構成 

 

上記のリキッド RAN 制御ネットワークのシグナリング

を後述する V2X デモシステムへ適用する場合のシステム

アーキテクチャや具体化したシグナリングを図 18 に示す。 

メッシュノードを RSU として活用し、UE を車に乗せて

Vehicle として活用する。 また、外部のアプリケーショ

ンサーバからのデータでなく、各 RSU や UE に搭載する三

次元 LiDAR の地図情報をテストベッド回線を介して、UE
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指向のオーケストレーションの元で、協調認識アプリケー

ションを実現する。  

 
図 18 V2X シナリオに特化したシグナリング 

（M: MEH、L: LiDAR、N: Node） 

 

（オ） 端末ユーザ中心アプリケーション開発 

屋外 V2I 通信システムでは、二つの路側機（RSU）と一

つの自動車（OBU）をもとに、ミリ波 V2X 通信と WiMax を

用いたリキッド RAN 制御（SDN 制御）プレーンから構成さ

れている。図 19 にデモシステムのネットワークを示す。 

 

 
図 19 1 屋外 V2I 通信システムのネットワーク 

 

制御プレーンでは、コンテキスト情報である車両の走行

軌跡、フローテーブル、ミリ波 V2X 通信コネクション確立

の三つの情報がやりとりされている。 コンテキスト情報

は OBU で実行している SLAM から生成されて、SDN コント

ローラと呼ばれる OSU/RSU1/RSU2 のデバイスのフローテ

ーブルを管理するソフトウェアに送信される。 SDN コン

トローラは受信したコンテキスト情報に基づいて各デバ

イスのフローテーブルを変更して、センサデータのフロー

を変化させる。 また、コンテキスト情報に基づいて OBU

が RSU1 または RSU2 とミリ波 V2X 通信のコネクションを

確立すべき場合は、SDN コントローラから指示が出される。 

一方で、ミリ波 V2X 通信ではセンサデータの通信のみが行

われており、C/U 分離が図られている。  

 

 
図 20 屋外 V2I 通信システムのシナリオ 

 

図 20 にデモシステムのシナリオを示す。 まず、初期位

置①から走行を開始し、②を経由する。 そして、③の RSU1

の Uu のカバレッジ内に入り始めると、走行の軌跡による

コンテキスト情報によって RSU1 と OBU のコネクションが

確立される。 その際に受け取るセンサデータは、RSU1 の

センサデータだけでなく、RSU1 と RSU2 の 5G の通信によ

って RSU2 のセンサデータも受け取れる。 次に、④の RSU2

のカバレッジ内に入った際には、コンテキスト情報によっ

て RSU1 とのコネクションを中断し、RSU2 とのコネクショ

ンを確立して、RSU2 のセンサデータのみを Uu から受け取

る。 このとき、RSU1 のセンサデータは自動車の後方の情

報しか保有していないので、走行の安全性の向上に貢献し

ないと判断し、受け取らないシステムになっている。 

後の⑤では、コンテキスト情報によって RSU2 とのコネク

ションを中断して終点で止まる。図 21 に③で得られるセ

ンサデータを示す。 緑の点群は OBU、赤の点群は RSU1、

黄の点群は RSU2 のセンサデータを示している。 RSU2 の

センサデータを得ることによって、図に示されている死角

に隠れている車両を自車が検知することが可能となって

いる。 以上より、本システムはテスト走行によって正常

なコネクションの制御が確認されたので、屋外デモシステ

ムの開発に成功した。  

 

 
図 21 ③で得られるセンサデータ 

 

２．３．他課題との連携 
本研究開発では、日欧連携プロジェクトである

MiEdge(日本: SCOPE、欧州: Horizon-2020)と連携した研

究開発を実施した。 図 22 にその体制図と担当範囲を示

す。  

 

 
図 22 5G-MiEdge との連携 

 

5G-MiEdge は本研究の兄弟プロジェクトであり、総務省

によって資金提供されており、そのために 5G-MiEdge との

緊密な連携が要求されている。 5G-MiEdge は本受託研究

機関のパナソニックや東工大に加えて、日本からは KDDI

総合研究所、欧州側からは Fraunhofer HHI(独)、CEA-

LETI(仏)、Intel Munich(独)、ローマ大学（伊）、Telecom 

Italia(伊)から構成されている。 上図に示すように、本

研究では携帯電話事業者間ローミングを考慮した MEC 導

入による仮想化ネットワーク運営の構築を研究対象とす
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るものの、5G-MiEdge ではμオペレータにおいて、超高速

ミリ波アクセスやエッジサーバー(MEH)の配備による超高

速・低遅延アプリケーションの実現を目的としている。 上

記の違いから、5G-MiEdge のミリ波アクセス技術に加えて、

本研究ではミリ波に限定しないあらゆる種類の 5G アクセ

ステクノロジを収容し、同じネットワークインフラの共有

を認めるμオペレータ間の相互運用をサポートしている。

図 23 には 5G-MiEdge の 3 つのコア技術（超高速・低遅延

を実現するミリ波エッジクラウド、ユーザ指向オーケスト

レーションおよびそれをサポートするリキッド RAN 制御

プレーン）や 5 つの特有アプリケーションシナリオ（オリ

ンピックスタジアム、時空間変動トラヒック区域の

Outdoor Dynamic Crowd、空港・バス停等の Omotenashi 

Service、電車・バス等の Moving Hotspot や自動運転の

V2X）を示している。  

 

 
図 23 5G-MiEdge 技術およびシナリオ 

 

緊密な連携が求められている両プロジェクトでは、総務

省が提供した資金を活用し、共同評価テストベッドを構築

した。 本プロジェクトでは上述した V2X アプリケーショ

ンに着目するものの、5G-MiEdge では Outdoor Dynamic 

Crowd の PoC システム構築に専念するため、その成果につ

いて以下に述べる。  

 

 
図 24 5G-MiEdge PoC システム構成 

 

Outdoor Dynamic Crowd の PoC 構成を図 24 に示す。 ミ

リ波アクセス、MEC、ミリ波バックホールとセルラ基地局

およびコアネットワークから成る 5G の総合評価システム

となる。4つのミリ波小セル基地局に MEC コンテナを導入

し、マイクロ波帯であるセルラ基地局を用いて、SDN コン

トローラによるコアネットワーク制御を行うアーキテク

チャを実装した。ハードウェア詳細を述べる。アクセスポ

イントとして NETGEAR 社の”Nighthawk X10 R9000”、ユー

ザ端末として ACER 社の”Travel Mate P648”、MEC コンテ

ナ機能と Open vSwitch のフロー制御機能を持ったコント

ロール PC として GIGABYTE 社の”GB-BKi7HA-7500”、セル

ラ基地局との通信を考慮したモバイルルータ（WiMAX）と

して NEC 社の”WX03”を使用した。東京工業大学大岡山キ

ャンパスにて、ミリ波アクセス、ミリ波バックホール、MEC

機能を実装したノードを四つ使用し、建物を囲むように四

角形に配置して実証実験を行った。 

 

 
図 25 屋外実験環境 

 

ノードはハード面では、Brix Gigabyte GBBKi7HA-7500

のミニ PC を核とし、ミリ波バックホールアンテナ、アク

セス用ミリ波無線ルータ、セルラ基地局との通信を模擬し

た C-plane 用 WiMAX ルータで構成されている。また、ソフ

ト面では、コンテナ型仮想環境を提供する Docker エンジ

ンがインストールされ、MEC の機能を実現している。加え

て、ノード内には RESTful API が定義され、外部の SDN コ

ントローラからの命令がセルラ基地局を経由して各ノー

ドへ伝達されることで、バックホールルートの形成、MEC

の移動、アクセスポイントの接続切り替えなどが可能であ

る。屋外環境では殆どの基幹回線において 大レートの

1.5Gbps を達成できる。 1 つのリンクのみマルチパス干渉

等の影響で 1.2Gbps のレートになる。 また、MEC 機能評

価のため、バックホール回線に 2ホップ必要な場合を w/o 

MEC、ユーザ端末が接続しているノードにコンテナを移動

した場合を w/ MEC とし、ping コマンドでの遅延時間の試

行回数400回での平均値からそれぞれ4msおよび0.5msの

見事な差異が計測できた。  

 

３．今後の研究成果の展開 
 本研究開発で想定している 5G ローミング環境とはすな

わち、5G の複数帯域・無線方式から構成されるヘテロジ

ニアスネットワークにおいて、マイクロセルオペレータを

含む複数の事業者を同時に利用するための技術によって

実現されるものである。本研究開発は、特にローミングに

起因する部分、および MEC とリキッド RAN を活用した動的

な環境構築部分にフォーカスを当てて研究開発を実施し

てきたが、他にも複数事業者を組み合わせて使う際の制御

技術や経路制御技術の確立が必要である。これらの技術は、

1年先行して実施されていた「第 5世代移動通信システム

実現に向けた研究開発 ～Ⅲ．複数移動通信網の 適利用

を実現する制御基盤技術に関する研究開発～」(以下

「5G3」)にて取り組まれており、受託者である NICT が両

プロジェクトを受託していることから双方の成果を持ち

寄る形で研究開発を実施してきた。 

 この複数事業者を組み合わせて使う際の制御技術や経

路制御技術は、5G アーキテクチャ内で定義する必要があ

る。そのため、5G3 と共同で 3GPP SA2 に対して寄書を入

力し、5G コアネットワーク(5GC)におけるネットワーク共
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有(Network Sharing)に関するユースケースと、事業者間

連携に必要なインタフェースの提案を行った。その一部が

Release 15(5G フェーズ 1)のアーキテクチャ文書に採録

されており、引き続き研究成果の入力を行っている。 

また、国内外の関連技術の制度化に関する委員会等に対

し本研究開発で得られた知見の提供や方式提案等を行い、

研究成果の実用化や、こういった新しいサービスの立ち上

がりを促すような活動を進めていきたい。例えば、国内で

は総務省の 5G 技術を利用した自営無線システムの制度

化の検討 (ローカル 5G 作業班) が始まっている。本研究

におけるマイクロセルオペレータのコンセプトの親和性

が高いと考えられるため、得られた知見の入力を進めたい。 

くわえて、姉妹プロジェクトである MiEdge とは、これ

まで共同での技術検討や実証の実施などを行い、欧州や日

本でのイベントへの共同出展等を行ってきた。今後も、国

際会議における成果の広報などに努める。 

 

４．むすび 

 本研究開発では、ローミング時に用途に合った複数事業

者網を組み合わせて利用可能とするための技術として、複

数網同時接続に対応した認証方式、ローミング時の認証時

間の低減手法、ローミング先でシームレスに環境を構築す

るための MEC を用いた環境の高速構築技術を開発した。こ

れらの技術により、マイクロオペレータを含む複数網を同

時に利用可能となり、ユーザの移動により接続先 MEC を切

り替え(ハンドオーバ)した際にも MEC を利用することで

サービスを中断することなく低遅延なサービスを実現で

きることを確認した。 

 さらに、ミリ波アクセス及びミリ波バックホールに MEC

を組み合わせて動的に構成されるであるリキッド RAN の

構成技術を確立した。実証試験として、屋外環境で V2I 向

け通信アプリケーションを用いた機能検証を行い、所望の

性能が得られたことを確認した。 

 また、姉妹プロジェクトである、SCOPE および欧州 

Horizon-2020 プロジェクトである 5G-MiEdge と連携した

研究会つを実施した。それぞれの技術を持ち寄った

Outdoor Dynamic Crowd シナリオに基づく実証試験(PoC: 

Proof-of-Concept)を実施した。 

 今後は 3GPP 等標準化機関への寄書の提出や国内外の

制度化に関する検討への知見の提供等を通じ、研究成果の

実用化に向けて引き続き努力する。 
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