
実施者：日本電気株式会社

 事業テーマ：クロスホール向け大容量固定無線伝送システムの開発

 概要：５Gシステムの高度化や基地局設置数の増加に伴い、基地局を収容する通信回線：クロスホール（バックホール／フロント

ホール）の大容量化や短期間での基地局設置を可能とする伝送路技術が必要となる。そこで、光回線並みの最大２５Gbps以上
の伝送容量と柔軟かつ高品質な通信回線提供を可能とする固定無線伝送システムを開発する。

【参考】 b4 固定無線伝送システム大容量化技術の開発 採択テーマ概要

無線伝送容量拡大

無線伝送距離拡張

無線信頼性向上

①無線性能向上開発
・送信信号の高出力化
・無線システム利得向上

②無線伝送大容量化開発
・無線伝送容量の拡大
・無線回線多重時の品質向上

クロスホール向け
大容量固定無線
伝送システムを
開発し事業化
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実施者：日本電気株式会社

 事業テーマ：バス型海底ケーブルネットワークのコネクティビティの向上の研究開発

 概要：バス型海底ケーブルシステムによる島しょ部への効率的な5Gシステム構築に向けて、基幹／分岐ケーブル間の給電分岐装
置および、海底光中継器における電力消費量を低減する技術を開発し、基幹局からシステム全体への電力供給の効率化を図る。
これらの技術開発により、バス型光海底ケーブルの接続性の向上、柔軟なシステム設計の実現を図る。

A局 B局

C局
D局

給電装置給電装置

給電装置
削減

給電装置
削減

【参考】 b5 バス型伝送高度化技術の開発 採択テーマ概要

本研究開発成果を適用したバス型海底ケーブルシステム

給電分岐装置により
分岐局に給電装置が不要。

海底光中継器
(電力効率20%向上)

給電分岐装置からの給電により
中継器挿入可能。分岐ケーブル
100km以上の延伸可能。

基幹局 基幹局

基幹ケーブル

給電分岐装置



実施者：三菱電機株式会社

 事業テーマ：ポスト5G情報通信システム向け200Gbps/λ 光デバイスの研究開発

 概要：ポスト５Ｇ時代には基地局収容回線（モバイルフロントホール）のさらなる伝送容量拡大が求められる。また、自動運転、
遠隔医療、スマート工場等のミッションクリティカルアプリケーションの実現にあたっては高性能なMECの活用が期待されている。これらモ
バイルフロントホールやMECに要求される光通信伝送需要を満たすため、1波長あたり200Gbpsで伝送可能な電界吸収型光変調
器集積レーザダイオード（EML-LD）チップを開発する。

【参考】 b6 超高速光リンク技術の開発 採択テーマ概要

200Gbps
EML-LDチップ

MECサーバ

光トランシーバ

モバイルフロントホール

DU：Distributed Unit

CU：Central Unit

RU：Radio Unit
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RU RU RU

EML-LD：Electro-absorption Modulator Laser Diode

MEC：Multi-access Edge Computing



実施者：株式会社JVCケンウッド、エピフォトニクス株式会社

事業テーマ：次世代型の高解像度LCOSによる波長選択スイッチの研究開発

概要：ポスト５Ｇ時代にはあらゆる場所で発生する多種多様・膨大なデータを超低遅延、超高速、かつ低消費電力
で伝送できる光通信ネットワークが求められる。そのような柔軟なネットワーク構築を可能とする光多重・分岐挿
入装置（ROADM）実現には高度な波長選択スイッチ（WSS）が必要であり、700万画素以上の超高解像度LCOS
とこれを搭載した大規模WSS（4並列1x24型および8x32型）を開発する。

【参考】 b7 光スイッチ高度化技術の開発 採択テーマ概要

ROADMによるネットワーク
トポロジーの柔軟な変更を
低コスト・低消費電力で実現

大規模WSS

アクセス網

メトロ網

ROADMWSS

超高解像度LCOS

大規模入力

大口径光学系超高解像度LCOS WSSへ搭載

光通信に好適な要素技術を実装

・消費電力50%削減
・微細化画素技術
・フリッカ雑音除去
・ディスクリ
ネーション低減

LCOS：Liquid Crystal on Silicon

WSS：Wavelength Selective Switch

ROADM: Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer



実施者：富士通株式会社

 事業テーマ：高周波帯アンプ一体型アレイアンテナ実装技術の開発

概要：5Gでは28GHz帯等のミリ波帯が活用されているが、ポスト５Ｇにおいては40GHz以上等のさらなる高周波数帯に対応しビー
ムフォーミング可能な無線機の開発が必要となる。そのような高周波数帯でアンテナに低損失でRF信号を給電するために、アレイアンテ
ナと小面積で一体形成でき低消費電力なIC技術、高密度実装と効率的な放熱を両立するパッケージング技術の開発を行う。

【参考】 c6 高周波帯アンプ一体型アレイアンテナ実装技術の開発 採択テーマ概要

アレイアンテナ一体型パッケージ
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ドハティ型高効率アンプ高出力フロントエンド

多チャンネルビームフォーミングＩＣ

RU：Radio Unit

出力パワー：
5mW/素子以上

熱抵抗：
1.0Ｋ/Ｗ以下



実施者：日本電気株式会社

 事業テーマ：ポスト５Ｇの産業応用を支えるオープン仮想化RANインテリジェント制御技術の研究開発

 概要：O-RAN Non Real-time RICとNear Real-time RICにAIによる学習型の通信・分析制御機能を搭載し、産業アプリ
ケーション通信要件や無線品質の変動をリアルタイム予測してダイナミックに無線基地局のビームや無線スケジューラ等を最適化する
技術を開発する。これによりアプリケーション通信要件を達成できない確率を大幅に低減することでスマート工場等の産業応用におい
て生産性の飛躍的な向上を目指す。

【参考】 c7 ＲＡＮ制御高度化技術の開発 採択テーマ概要

通信要件や無線品質の変動に先回りし
RANを自動最適化してアプリを高度化

例）緊急度が高いAGVに
優先的にビームを割り
当てて滞留を回避

衝突可能性が高い
↓

通信頻度/緊急度 高

衝突可能性が低い
↓

通信頻度/緊急度 低

AGV

衝突可能性が高い
↓

通信頻度/緊急度 高

Near Real-time RIC

Non Real-time RIC

CUDURU 

学習型通信
分析・制御

xApp xApp

学習型通信
分析・制御

rApp rApp

CU：Central Unit
DU：Distributed Unit
RU：Radio Unit

RAN：Radio Access Network

RIC：RAN Intelligent Controller
O-RAN：Open RAN

AGV：Automated Guided Vehicle

自動搬送車(AGV)制御等への応用



実施者：富士通株式会社

 事業テーマ：ＲＡＮ制御高度化技術の開発

 概要：産業アプリケーションの５Gネットワークに対する多様な要件が出てきており、それらに応じたSLAを担保するための高度な制
御が必要とされている。このためにRANの最適制御を行うため、Non Real-Time RICにAIと機械学習(ML)を搭載して、無線ネッ
トワークの変化に応じて基地局の設定を迅速に最適化する技術、およびパケット解析情報を活用したアプリケーションのQoE評価に
応じてRAN最適化を行う技術の開発を行う。

【参考】 c7 ＲＡＮ制御高度化技術の開発 採択テーマ概要
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RIC PF

AI/ML基盤

AI/ML分析

適正パラメータ
導出

パフォーマンス
低下検知

アプリ
QoE推定

トラフィック
予測 パケット解析

無線ネットワークの最適化
(RANのデータ学習により
問題検知と改善を実現)

アプリQoEの最適化
(アプリのQoE推定と予測
からRANを最適制御)

パケット
キャプチャ

災害時の迅速な復旧
アプリのQoEに合わせ
た最適化

web

VR

video

Non Real-Time RIC

QoEに応じた制御、
災害対策等への応用

CU：Central Unit
DU：Distributed Unit
RU：Radio Unit

RAN：Radio Access Network

RIC：RAN Intelligent Controller
SLA：Service Level Agreement

ML：Machine Learning

QoE：Quality of Experience

例）作業支援VR等QoEを
把握・予測し、安定的な
QoEが確保できるように
RANを制御

例）アンテナチルト角の調整 等



実施者：株式会社エイビット、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立大学法人大阪大学

 事業テーマ：超低遅延向けSDR対応５Ｇ半導体チップの研究開発

 スマート工場や自動運転といった５Gの産業利用を進めていくうえで期待されているローカル５G の普及へ向けて、超低遅延SDR
（Software Defined Radio）対応５Ｇ半導体チップのアーキテクチャおよびそのチップを搭載した５G通信モジュールを開発する。
大容量通信と低遅延通信（端末内の処理遅延200us以内）といった異なる要求条件を有するアプリケーションを同時に並行して
処理するスライシング技術を開発し、端末側のみならず基地局にも搭載可能とする。

【参考】 e1 端末通信機能構成技術の開発 採択テーマ概要

利用法イメージ

制御データ

ローカル5G
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(例)カメラ
画像データ

(大容量スライス)

超低遅延/
スライシングの実現

5G通信
モジュール

「端末」「基地局」どちらでも
活用可能なモジュール 無線リソースブロック/フレー

ム構成を制御することで超低
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プロトコル
処理

５G半導体チップ

5G通信モジュール

３GPPに準拠したプロトコ
ル実装/産業用途に応じた
柔軟なパラメータ変更

5G通信
モジュール

(例)機械

端末

(超低遅延スライス)

外付
CPURF部アンテナ

5G通信
モジュール


