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はじめに

はじめに
インダストリー4.0のテクノロジーとユースケースの出現が、設備総合効率（Overall Equipment 
Effectiveness：OEE）改善を皮切りに、廃棄物削減、サプライチェーンの最適化といった驚異的なパ
フォーマンス向上を引き出す新しいケイパビリティをもたらし、製造業に革命を起こすことは間違いあり
ません。このテクノロジーを早期導入した事業体では、IT（情報技術）とOT（運用技術）のさらなる統
合を進め、予知保全からAR（拡張現実）アプリケーションによる遠隔サポートに至るまで多岐にわたる
ユースケースを実現しています。また、工場や倉庫にインテリジェントな自律走行車両を導入し、効率を
最適化するとともに保安事故につながる可能性のあるエラーを低減している事業体もあります。

これらのユースケースに共通することは何でしょうか。データドリブンであることです。先端的でフレキシ
ブル、そしてますますモバイル化が進むコネクティビティが必要とされています。

一部の限られた製造業務では、すでになんらかのワイヤレス・コネクティビティが採用されていますが、
利用可能な既存技術では工場内の幅広い用途への運用要件を満たしていないことが一般的でした。製
造業では、安全性、信頼性、可用性（稼働率）の3つが最重要視されますが、既存の技術はどう考えて
も十分に堅牢ではありませんでした。また、より先進的なワイヤレス技術に関するニーズも、それほど差
し迫ったものではありませんでした。

本レポートでは、製造業務における主な運用要件と、それら運用要件がOTにおけるネットワーク通信
にどのように反映されるかを検証しています。次に、産業用アプリケーションに求められる信頼性、セキュ
リティ、柔軟性、パフォーマンスが5Gワイヤレス技術によってどのように提供されるかを説明しています。
また、5G導入シナリオのさまざまなタイプを紹介し、工場オーナーが導入に乗り出す際に考慮すべき重
要なポイントを浮き彫りにしています。

今後、工場内では、ワイヤレス通信が今以上に際立った役割を果たすようになると考えるのが妥当でしょ
う。とりわけ、5Gによって既存の有線接続がシームレスに置き換えられたり統合されたりすることが期
待されています。5Gワイヤレス技術は、堅牢なビルトイン機能、セキュリティ、柔軟性によって多くの産
業用アプリケーションの運用要件を十分に満たし、スマートファクトリー用のユビキタス通信のバックボー
ンになると位置づけられています。

本レポートを通じ、工場におけるコネクティビティを強化し、インダストリー4.0のユースケースの計り知
れないポテンシャルを生かすための準備として有用な見識を、皆様に提供できればと願っています。

よろしくお願いします。

アーナンド ラガワ プラサド（Dr. Anand R. Prasad)
Asia Pacific Cyber Technology, Media 
& Telecommunications leader
Deloitte
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インダストリー4.0に 
対応したワイヤレス通信 

インダストリー4.0に対応した 
ワイヤレス通信

ユビキタス コネクティビティは、第四次産業革命の主要な促進要因のひとつであり、機械間
通信によるより高度な自動化を通じ、生産プロセスの効率を高めるものです。また、機械類
が工場の生産現場を自由に移動したり移動させられたりすることを可能にする、より高度な
柔軟性を実現することでもあります。同時に、作業者が、機械のそばで安全に作業しながらシ
ステムの状態や位置、生産工程を継続的にモニタリングできるようにする必要があります。

上記のような状況下においては、今後ワイヤレス通信が工場内
で今以上に際立った役割を果たすようになると考えるのが妥当
でしょう。しかし、その通信が安全であると、どうして言い切れる
のでしょうか？ワイヤレス通信の信頼性はどうでしょうか？どう
やったらワイヤレス通信を工場で有効活用できるのでしょうか？
そして、これらのシナリオに最適なワイヤレステクノロジーは何
でしょうか？ワイヤレス通信の利用を計画している工場オーナー
の多くはこれらのような疑問を抱くことでしょう。ここでは、ファ
クトリーオートメーションの観点からセキュリティの意味につい
て詳しく説明します。

セキュリティは工場の生産現場の安全にもつながります
情報セキュリティにおける最も基本的な考え方のひとつとして、
機密性（Confidentiality）、完全性（Integrity）、可用性
（Availability）の3要素、略してCIAがあります。多くの ITシナ
リオにおける優先順位はまさにそのままの順番で、まずC、次に
I、そして最後にAになります。ただし、産業用アプリケーション、
すなわちOTシナリオでは一般的に優先順位が異なります。そこ
では機密性の確保が二の次になりがちである一方、可用性、完
全性、レイテンシ（遅延時間）は、工業環境で期待される稼働率、
信頼性、安全性の必須前提条件であるがゆえ、最も重要なもの
とされます。

可用性はシステムの稼働率に関連しています。ネットワーク通信
の場合は、接続されたシステムコンポーネントの到達可能性も
含まれます。ネットワーク上の到達可能性が確保できない場合、
製造作業に甚大な影響を及ぼし、結果として生産ラインの稼働
が中断される、あるいは完全停止に追い込まれる状況となる可
能性さえあります。

完全性は処理される情報の正しさに関連しています。スマート
ファクトリーのシナリオでは、接続された機械類はリモートで制
御されるとともにモニタリングされることが期待されています。
リモート操作やモニタリングのためのデータ伝送の信頼性を確
保するために、ネットワーク上の通信を保護する必要があります。

工業環境におけるネットワーク通信は、従来のセキュリティ目標
に加えて厳しいパフォーマンス要件が課される場合もあり得ます。
このようなパフォーマンスの一要素がレイテンシで、ネットワー
ク上の情報のタイムリーで時間確定的な伝送を形成します。シ
ステムの運用信頼性を確保するため、OTのユースケースによっ
てはレイテンシに厳しい要件が課されます。これまでケーブルで
接続されていた環境にワイヤレスコネクティビティを導入してみ
たらネットワークパフォーマンスが低下してしまった、というよう
なことになってはいけないのです。

ITとOTの違いはこれだけにとどまりません。産業用アプリケー
ションの性質上、IT領域ではあまり気にかけられないものであ
る安全要件がOTシステムには追加されています。工場労働者、
周辺環境、周辺一般市民への物理的・身体的な危害の発生を
防ぐことは、どのような工業用制御システムの設計、開発、構築
においても重要な要件です。そのような機械類のほとんどはリ
モートで制御されるとともにモニタリングされるため、安全性の
保証という点でもネットワークは極めて重要な役割を担ってい
るのです。

工場オーナーは、すぐそばに人間がいる状況で製造システムが
作業する、あるいは危険物質を扱う際には、ことさらに安全面
を考慮しなければなりません。OTの場合、サイバーセキュリティ 
インシデントがそのまま現実世界のセキュリティ インシデントと
なるからです。

OTの場合、サイバーセキュリティ イ
ンシデントがそのまま現実世界のセ
キュリティ インシデントとなります
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5Gを選択する理由

残る疑問は、工場オーナーは、なぜ他のワイヤレステクノロジーではなく5Gを選ぶべきなのか
ということです。端的に言うと、5Gであれば、工場オーナーが必要とする信頼性、セキュリティ、
パフォーマンスを提供できるからです。

5Gを選択する理由

可用性と信頼性
5Gは、他のワイヤレス通信技術よりも信頼性の高い代替技術
です。実際、5Gは以下の3つの点で信頼性が高く、5Gによって
既存の有線接続がシームレスに置き換えられたり統合されたり
することが期待されています。

5Gネットワークは、多くの場合、ネットワークオーナー
専用に確保されたライセンス取得済みの無線スペクトラ
ムを使用します。そのため、ネットワークは干渉の心配
がなく、さらなる最適化が可能になるのです。

5Gは高度なリアルタイム最適化機能と信頼性機能を
備えており、受信に影響を及ぼす可能性のある悪環境
の下でも極めて良好に動作することができます。例え
ば、工場のフロア内を移動しているワイヤレスデバイス
がある場合、5G電波塔は、ワイヤレスデバイスの正確
な位置に基づいてデバイスへの伝送を指示し、最適化
することができます。別の例では、2つの電波塔が互い
に連携し、冗長なデータ伝送を行うことで信頼性を高
めることができます。

5Gは「time-aware」なシステムです。つまり、5Gに
おけるワイヤレス通信は、レイテンシが低い（低遅延）
だけではなく、時間を予め確定して処理ができるのです。

以上のような特性により、高信頼性、低レイテンシ、そして予測
可能なコネクティビティを必要とするスマートファクトリーには
5Gが最適です。5Gコネクティビティを活用すれば、制御エンジ
ニアは、リモートでのモニタリングや操縦などのタイムクリティ
カルな運用タスクを行うことができます。

柔軟性と制御
5Gネットワークは、ターゲットとするユースケースに適合できま
す。工場オーナーは、必要とする機能セットと構成を選択するこ
とができます。最大帯域幅や低レイテンシに対する最適化、ある

5Gによって既存の有線接続がシー
ムレスに置き換えられたり統合され
たりすることが期待されています

5Gは、セキュリティに関して妥協す
ることなく、将来も有効に使い続け
られることとカスタマイズ可能であ
ることを両立させるように設計され
ているのです

いはデバイスのバッテリー寿命の最適化など、5Gは幅広いアプ
リケーションに十分適合できる優れた柔軟性を備えています。そ
のため、工場の生産現場での接続だけでなく、ITおよびOT環
境の至る所で使用されている他のワイヤレス技術の置き換えに
も適しています。

機密性と完全性
5Gの技術仕様には、定評のある多くのセキュリティ機能が細か
い設定なしにすぐに使える状態で搭載されています。このため、
5Gは、機密データを扱うアプリケーションや高可用性を求めら
れるアプリケーションに適しています。旧世代のセルラーネット
ワークと比較すると、セキュリティの重要な強化点としては、認
証、加入者プライバシー、無線インターフェースの保護などの改
善が挙げられます。5Gの柔軟性は、認証や暗号化などの主要
なセキュリティ機能にまで及び、複雑な IT環境の下で一般的に
使用され設定変更も可能なセキュリティプロトコルを使用する
ように設定できます。要するに、 5Gは、セキュリティに関して妥
協することなく、将来も有効に使い続けられることとカスタマイ
ズ可能であることを両立させるように設計されているのです。

しかしながら、 5Gを採用する工場オーナーは、適合性も機能も
あらかじめ設定されているわけではないことを認識する必要が
あります。極めて重要な産業用アプリケーションでは、機械やデ
バイスとネットワークの間の通信を保護するために包括的な一
連のセキュリティ管理を必要とします。このような全体的なセ
キュリティフレームワークは、5Gの技術仕様に記載されている
内容以上のものになります。このことは、運用最適化とスマート
工場ユースケース実現化のために、独自のプライベート5Gネッ
トワークの導入を検討している工場オーナーにとりわけ当ては
まります。そのような工場オーナーは、セキュリティ、パフォーマ
ンス、そして投資に関する要件を明確にし、その要件と適切な
5Gの導入オプションとをマッチングさせる必要があります。
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プライベート5G 
ネットワークの種類

プライベート5Gネットワークの種類

スタンドアローン型プライベートネットワーク

パブリックネットワークドメイン

無線アクセス 
ネットワーク（RAN）

RAN

RAN RAN

コア 
ネットワーク

パブリックコア
ネットワーク

コア 
ネットワーク

プライベートネットワークドメイン

パブリックネットワーク統合型プライベートネットワーク

パブリックモバイルネットワークのおかげで、人々は日常生活でモバイル通信を利用できま
す。こういったモバイル通信は、通常はサービスプロバイダが運営してサブスクリプションの
管理も行っています。これに対して「プライベート5G」は、特定のユーザグループやデバイス
グループのための5Gモバイルネットワークを指します。このようなプライベートネットワーク
は、スタンドアローン型プライベートネットワークとパブリックネットワーク統合型プライベー
トネットワークという2つの基本的タイプに分けられます。

これら2つの違いは、「スタンドアローン型プライベートネット
ワーク」は、パブリック通信接続サービスプロバイダのインフラ
から完全に切り離されているということです。そのため、スタン
ドアローン型のプライベートネットワークは技術スタックを一式
実装しています。これには無線トランシーバー局からなる無線ア
クセスネットワーク（RAN）と、無線アクセスを制御してモバイル
接続に必要な他の機能を実行するコアネットワークが含まれま
す。「パブリックネットワーク統合型プライベートネットワーク」は、
パブリックネットワークのインフラを用いることによりプロビジョ
ニング（必要なリソースを備えてサービスを提供すること）を行っ
ています。このようなネットワークは、既存のパブリック通信ネッ

トワークに「ピギーバック（便乗）」していると考えることができま
す。両者に共通しているのは、5Gネットワークでは、特定のユー
スケースで要求される高速データ転送、低レイテンシ、高信頼
性を実現するためのチューニングが可能ということです。

しかし、プライベート5Gネットワークの全体像は、この2つに
はっきりと分かれているというわけではありません。スタンドア
アローン型プライベートネットワークとパブリックネットワーク統
合型プライベートネットワークの間にはありとあらゆる導入オプ
ションが存在しますので、さらに探っていきましょう。

図1: スタンドアローン型プライベートネットワークとパブリックネットワーク統合型プライベートネットワークの比較
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プライベート5G 
ネットワークの種類選択

プライベート5Gネットワークの
種類選択

工場オーナーは、スタンドアローン型、統合型、またはハイブリッド型のネットワーク導入の
いずれかを選ばなければなりません。適切な設計を選ぶために、工場オーナーは、セキュリ
ティ、機能性、コストなどの主要なパラメータを比較検討する必要があります。例えば、スタ
ンドアローン型のネットワークは、工場のニーズに合わせて十分に調整することができますが、
それでもすべての要件を満たせるとは限らず、またコストがかかりすぎてしまう可能性があり
ます。ここでは、これら3つのパラメータとそれらの意味するところを探ってみます。

用語集
 • 無線アクセスネットワーク（Radio Access Network: 
RAN）：ワイヤレスデバイスとの無線通信とコアネットワー
クとのデータ伝送を担うドメイン。

 • コアネットワーク（Core network）：無線アクセスネッ
トワークの管理およびその他のネットワークサービス（認証、
セッション管理、外部データネットワークとの通信など）の
プロビジョニングを担う中央集権型ネットワークとその機
能群。

 • 制御プレーン（Control Plane）：コアネットワーク内の
ワイヤレスデバイス、無線装置、ネットワーク機能などの
5Gネットワーク要素間のインタラクションを制御するネット
ワークトラフィック。

 • レイテンシ（Latency）：ネットワークトラフィックが宛先
に到達するまでにかかる時間。遅延とも言われる。

 • ネットワークスライス（Network slice）：共有された
5Gネットワークインフラ上に、論理的に分離された「仮想

ネットワーク」を構築する方法。

 • ユーザプレーン（User Plane）：デバイス間やアプリケー
ション間で送信されるユーザレベルのデータに対応する
ネットワークトラフィック。

 • ユーザプレーンファンクション（User Plane Function: 
UPF）：5Gコアネットワークにおいて、ワイヤレスデバイス
とインターネットなどの外部データネットワークとの間で
ユーザプレーンのトラフィックを伝送したりルーティングし
たりするネットワーク機能。

 • 拡張認証プロトコル（Extensible Authentication 
Protocol: EAP）：多様なプロトコルをサポートする汎用
的な認証フレームワークで、ネットワークアクセス認証で頻
繁に使用される。

 • 第3世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation 
Partnership Project: 3GPP）：セルラーモバイル通信
システムの技術仕様を策定する業界団体。

セキュリティ：リスクエクスポージャーとネットワーク制御の度
合い 
セキュリティ面におけるスタンドアローン型5Gネットワークと統
合型5Gネットワークの最も核心的な違いは、サブスクリプショ
ンを誰が制御するかということです。スタンドアローン型のネット
ワークが工場に導入されている場合、工場オーナーが技術イン
フラ全体およびサービス全体を制御することになります。それゆ
え工場オーナーは、誰がどのようにネットワークにアクセスでき
るかを完全に制御することができます。工場オーナーは、一般
的なSIMカードを使用する代わりに別の認証方法を選択するこ
とが可能です。例えば、デジタル証明書を用いて、あるいはユー
ザ名とパスワードの組み合わせを用いて、デバイスを認証するこ
とが可能です。新規デバイスの実装を容易にするためだったり、

あるいは認証情報を管理するためのインフラがすでにあるため
だったりということが、工場オーナーがそのような方法を選択す
る理由でしょう。しかし、その場合は、証明書やパスワードをデ
バイス内にセキュアな方法で保管する必要があるというデメリッ
トがあります。

逆に、パブリックネットワーク統合型を導入する場合は、常にパ
ブリックモバイルネットワーク事業者のサブスクリプションに依
存することになります。つまり、これら事業者が提供する認証情
報を使用しなければならず、加えてデバイスの中にセキュアな
要素がなければならないのです。そのため、ほとんどの場合、
物理的なSIMカードか埋め込み型SIMのどちらかをデバイスで
使用することになります。
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プライベート5G 
ネットワークの種類選択

もうひとつ、セキュリティアルゴリズムの選択という点において
も、スタンドアローン型のネットワークはより柔軟で制御しやす
いといえます。ネットワークアクセス許可やセキュリティキー導
出のための認証アルゴリズムの制御もこれに当てはまります。
5Gにおいては、企業環境で一般的に使用されている認証フレー
ムワークである拡張認証プロトコル（EAP）がこれを可能にしま
す。つまり、EAP対応のサーバーであれば、工場への導入時に
既存の認証サーバーを再利用することができるということです。
このようなサーバーを使用することにより、EAP（および5G）対
応のデバイスを工場内の認証情報を使用してプライベート5G
ネットワークに接続することができます。その上、無線で送信さ
れるデータの機密性と完全性を保護するために使用されるアル
ゴリズムも設定変更が可能です。プライベートネットワーク事業
者は、5G標準に規定されたさまざまなオプションから選択でき、
場合によっては独自のアルゴリズムを規定することもできます。

最後に、セキュリティリスクエクスポージャーを考慮する必要が
あります。プライベート5Gネットワークとパブリック5Gネット
ワーク、どちらであろうとさまざまな度合いのリスクにさらされ

ています。パブリックネットワークのプロバイダは、特別に訓練
された大規模なセキュリティチームを持っている場合があり、セ
キュリティ関連のインシデントに迅速に対応できるかもしれませ
ん。それでも、共有のインフラやサービスの利用は、当然ながら
リスクにさらされるレベルを上昇させます。例えば、パブリック
ネットワークプロバイダの集中管理システムやサービスが攻撃
され、それがプライベートネットワークにも影響を及ぼす可能性
があります。プライベート5Gネットワークの導入では、非常に
特殊なシナリオでのアプリケーションとなること、およびサード
パーティやそのインフラとのインタラクションが比較的少ないこ
とにより、攻撃対象領域をより小さくすることができるでしょう。
さらには、レガシー技術を標的とした多くのセキュリティ問題は、
工場内でそのようなレガシー技術を使わないのであれば、完全
に排除することができます。ショートメッセージサービス（SMS）
などがその例です。

図2は、一般的に統合型とスタンドアローン型の導入オプション
に関連する、リスクエクスポージャーと制御の度合いの関係を
示したものです。

図2: 導入オプションごとのリスクエクスポージャーと制御の関係

制御性／柔軟性
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スタンドアローン型ネットワーク

シェアード型の導入：5Gのインフラや機能の大半をパブリックネットワーク事業者が管理し、他の顧客と共有することになります。論理分離を使
うことで顧客にプライベートネットワークを提供します。
プライベート型の導入：RANなどの一部の5Gインフラと機能が顧客専用となります。
マネージド型の導入：プライベート5Gネットワークのインフラと機能の運用を専門のプロバイダに委託します。
セルフマネージド型の導入：顧客自身がプライベート5Gネットワークを運用します。
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機能性：サービスの多様性と運用の複雑性
工場オーナーは、独自のプライベートネットワークを導入する際
には、さらにいくつかのことを念頭に置いておくべきです。ある
種の機能は、スタンドアローンのプライベート環境では単純に利
用できなかったり、機能を提供することがはるかに困難だったり
するからです。

まず、SMSや音声通話など、データ転送以外のモバイルサービ
スとの統合は、プライベート型の導入では限られた範囲でしか
実現できません。パブリックネットワークに接続されていない場
合、こうしたサービスはプライベートネットワークのユーザとデ
バイスの間でのみ利用可能です。音声通話やSMSサービスの
導入は複雑なものになるため、これらのサービスを提供するプ
ライベートネットワークはごく少数に限られるでしょう。したがっ
て、データ転送以外のサービスは、スタンドアローン型プライ
ベート5Gネットワークにおいてはニッチなアプリケーションとな
るでしょう。

次に、ローカルでプライベート型の5G導入（例：工場の敷地）
の境界を越える接続が必要な場合、スタンドアローン型のオプ
ションも理想的とはいえません。デバイスがローカルのプライ
ベート5Gネットワークの外へ出る場合、パブリックネットワーク
に接続（いわゆる「ローミング」）を行う必要があります。パブリッ
クネットワークへのローミングを可能にするためには、パブリッ
クネットワークとの相互接続が大前提となります。これは、工場
オーナーの選択肢を狭めるようなパブリックネットワーク事業者
のルールも受け入れることになるともいえます。例えば、パブリッ
クネットワークの利用料金に関してパブリックネットワーク事業
者と合意することや、パブリックネットワーク事業者が発行する
SIMカードを使用しなければならないことなどが挙げられます。

図3は、機能性と運用時の複雑さの関係を導入オプションごと
に示したものです。

図3: 導入オプションごとの機能性と運用時の複雑さの関係
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シェアード型の導入：5Gのインフラや機能の大半をパブリックネットワーク事業者が管理し、他の顧客と共有することになります。論理分離を使うこ
とで顧客にプライベートネットワークを提供します。
プライベート型の導入：RANなどの一部の5Gインフラと機能が顧客専用となります。
マネージド型の導入：プライベート5Gネットワークのインフラと機能の運用を専門のプロバイダに委託します。
セルフマネージド型の導入：顧客自身がプライベート5Gネットワークを運用します。
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プライベート5G 
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プライベート5G 
ネットワークの種類選択

コスト面：先行投資と運用コスト
工場オーナーは、プライベート5Gネットワークの構築と運用のコ
ストについても考慮する必要があります。プライベートネットワー
クの導入は、スタンドアローン型であれ統合型であれ、通常は多
額の先行投資と相当額の運用コストを伴います。プライベート5G
ネットワークの主な要件は以下の通りです。

 • スペクトル：ワイヤレス通信では、無線周波数スペクトルの特
定の帯域を利用して情報を伝達しています。ライセンス不要の
無線周波数とライセンスを要する無線周波数のどちらでも5G
を動作させることができます。最も信頼性を高めるには、ライ
センスを要する無線周波数スペクトルを使用する必要があり
ます。この種のスペクトルはライセンス取得者専用の周波数で
あるため、干渉の心配がないからです。その地域の司法管轄
によっては、参加するのに多大な労力を要する入札プロセス
を経てライセンスが付与される場合があります。工場オーナー
にとってこれは、ライセンスを要する周波数を使いたい場合は
オプションもコストもその地域の司法管轄に左右されることを
意味します。工場オーナーは、入札に参加するか、周波数スペ
クトルを別途申請するか、またはパブリックモバイルネットワー
ク事業者から周波数スペクトルをリースすることができますが、
その地域の司法管轄によっては、こういったことにはかなりの
初期費用がかかるおそれがあります。

 • テクノロジー：5Gネットワークは、多くの個別のネットワーク
機能で構成され、それぞれの機能が通信サービスの特定の部
分に対応しています。このエコシステム全体を独立して構築す
るには、多額の先行投資だけでなく、継続的な運用と管理も
必要です。工場オーナーには自由に選択できるオプションがあ
ります。初期投資を抑えたいのであれば、設備機器のリースは
そのオプションの一つです。さらには、自社のユースケースで
はどの程度のネットワーク共有が許容できるかを検討する必
要があります。ネットワークインフラ（例：RAN、コアネットワー
ク、クラウド）の利用に関して、どの程度を専用のものにし、ど
の程度を共有のものにするかということは、初期コストに著し
く影響します。

 • スキル：5Gネットワークの導入、運用、保護には、情報通信
技術やサイバーセキュリティに関する豊富な経験と知識が必
要ですが、こうした多様なケイパビリティを社内に備えている
組織はごくわずかでしょう。工場オーナーは、クラウドプロバイ
ダやパブリックモバイルネットワーク事業者、システムインテグ
レーターにこういったスキルをアウトソーシングすることを検
討できるでしょう。現在、すでに工場オーナーに特化した商用
プライベート5Gサービスが提供されており、ネットワークの
運用と管理をアウトソーシングすることで導入障壁を大幅に下
げています。

図4は、一般的に発生する先行投資と運用コストの関係を導入
オプションごとに示したものです。

運用コスト

パブリックネットワーク統合型ネットワーク
スタンドアローン型ネットワーク

マネージド型

セルフマネージド型

シェアード型

プライベート型

シェアード型の導入：5Gのインフラや機能の大半をパブリックネットワーク事業者が管理し、他の顧客と共有することになります。論理分離を使うこ
とで顧客にプライベートネットワークを提供します。
プライベート型の導入：RANなどの一部の5Gインフラと機能が顧客専用となります。
マネージド型の導入：プライベート5Gネットワークのインフラと機能の運用を専門のプロバイダに委託します。
セルフマネージド型の導入：顧客自身がプライベート5Gネットワークを運用します。

図4: 導入オプションごとの先行投資と運用コストの関係
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プライベート5G 
導入オプション

プライベート5G導入オプション

導入オプション1：可用性と信頼性に最適化
可用性が最も重要視される場合には、信頼性の高いコネクティビ
ティとデータ伝送のためにプライベート5Gネットワークを最適化
することができます。コネクテッドマニュファクチャリングという観
点では、産業機器が工場のフロア内を動き回るような工場におい
ては特に重要かもしれません。

図5は、可用性を高めるために最適化された導入の例を示してい
ます。この統合型の導入シナリオでは、プライベートとして導入さ
れた無線アクセスネットワーク（RAN）と通信接続サービスプロ
バイダ所有のパブリックコアネットワークを工場の敷地内で利用
します。サードパーティのコアネットワークを利用する場合、工場
オーナーは、可用性を高めるために専用の分離されたリソースを
要求できます。通信接続サービスプロバイダは、例えば工場ネット
ワーク用のプライベートネットワークスライスを作成することで、
そのようなリソースをプロビジョニングすることができます。ネット
ワークスライシングは、共有の5Gインフラの上に仮想プライベー
トネットワークをプロビジョニングすることで、サービスレベルを
保証しつつ、他のネットワークテナントから確実に分離する手法で
す。この手法により、コアネットワークを他の組織と共有すること
に伴う可用性リスクを、ある程度軽減することができます。

RAN自体に関しては、5Gの仕様においては可用性と信頼性をさ
らに最適化することができます。このシナリオでは、RANとパブリッ
クコアネットワーク間の冗長接続、そしてそれと同様に、RANと
産業用デバイス間の冗長接続が含まれます。技術的な観点から
は、5G仕様においては異なるレイヤー上でデバイス通信を冗長
化して伝送することができます。ネットワーク事業者は、信頼性の
高いデータ伝送を確保するために、以下のどのオプションでも採
用して組み合わせることができるでしょう。

 • コアネットワークと複数のRANノードに接続されたワイヤレス
デバイスとの間に、並列のエンドツーエンドセッションを設定
する

 • RANとコアネットワークの間に、個別の論理的接続または物
理的接続を確立する

 • 選択されたネットワーク機能インスタンスのためにコアネット
ワークの冗長性を利用する

図5: プライベートRANと冗長化されたデータ伝送による統
合型の導入

工場オーナーがどのオプションを選ぶべきかは、特定の導入環境、
利用可能なネットワークインフラ、および通信サービスプロバイダ
の提供サービスによって決まります。例えば、冗長論理接続を有
効にすることは、RANとパブリックコアネットワークの間を物理
的に隔てた接続を導入することよりもはるかに容易でしょう。同
時に、論理接続は、2つの別々の物理的なリンクと同じ程度の冗
長性は提供しないので、工場オーナーはそれぞれのオプションの
長所と短所を比較検討した上で決定する必要があると思われま
す。

技術の複雑さと適応性を考えると、5Gコネクティビティの導入は気が遠くなるようなことに感じ
られてしまうかもしれません。ここでは、そのプロセスを簡略化するために、3つの具体的な導入
オプションを詳しく見て、それぞれのケースで大きく異なる5Gのケイパビリティを浮き彫りにして
いきます。特に、設計上の決定がセキュリティにどのような影響を与えるかに焦点を当てます。

パブリック5Gドメイン
プライベート5Gドメイン

コアネットワーク

無線アクセスネットワーク

デバイス
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プライベート5G 
導入オプション

導入オプション2：機密性と完全性の両方、またはいずれか一
方の最適化
一部の工場オーナーにとって、プライベート5Gの導入を検討す
る際に、可用性に加えてデータの機密性や完全性が動機付けの
要因になるというのは自然なことでしょう。機密性や完全性の要
件は、5Gネットワーク上で製造品や生産工程に関連する知的
財産などの極秘情報の伝送を要する産業用ユースケースには、
特に必要不可欠です。

図6に示すように、工場オーナーは、最もコスト効率良く機密性
を確保するために、ユーザプレーンデータのローカル処理を伴
うパブリックネットワーク統合型の導入を検討することができま
す。この例では、工場オーナーは、RAN要素もローカルユーザ
プレーン機能（UPF）も導入して保守することになります。RAN
と他のデータネットワークとの間でユーザプレーンのトラフィッ
クを転送するネットワーク機能がUPFであり、具体例のひとつと
してファクトリーオートメーション用アプリケーションをホストす
るプライベートクラウド展開があります。この要素をローカルで
運用することで、UPFとの間で送受信されるデータが工場敷地
外に漏洩することなく適切に保護されることを保証できます。

ローカル処理されたユーザプレーンデータとはいえ、一方では
デバイスと無線ネットワークとの間、他方ではコアネットワーク
との間で管理トラフィックが存在します。このトラフィックは無線
アクセスネットワークの管理とデバイスのトラフィックの管理に
必要です。言うまでもなく、工場オーナーはそのトラフィックをい
かなる第三者にも公開しないよう注意を払うべきです。プライ
ベートネットワーク事業者が管理する専用のRAN要素には、工
場オーナーにとって、RANとコアネットワークの間のリンク上で
転送されるデータは転送中に保護されることが保証されるとい
う利点があります。

図6: ローカルユーザプレーン処理を伴う統合型の導入

パブリック5Gドメイン
プライベート5Gドメイン

無線アクセスネットワーク

コアネットワーク

デバイス

ユーザプレーン機能
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プライベート5G 
導入オプション

コアネットワーク

無線アクセスネットワーク

図7: スタンドアローン型の導入導入オプション3：制御と柔軟性の最適化 
制御と柔軟性の最大化を目標とし、それに要する投資負担は二
の次であるならば、工場オーナーは図7に示すようなスタンド
アローン型プライベートネットワークを検討することができるで
しょう。関連する初期コストや運用コストを考慮すると、このオ
プションは多くのデバイスを扱う大規模な導入に最も適してい
るといえるでしょう。この導入オプションは、パブリックモバイル
ネットワークとの相互やり取りが全くないため、通信サービスプ
ロバイダからの独立レベルが最も高くなり、これまでのオプショ
ンとは大きく異なるものになります。

スタンドアローン型のモバイルネットワークを選択したからと
いって、必ずしもエンドツーエンドのテクノロジースタック全体を
実装したり維持したりする必要はありません。例えば、周波数ス
ペクトルとRAN機器は通信サービスプロバイダからリースし、
5Gコアネットワークのコンポーネントは現地のデータセンター
またはクラウドに設置するといったシナリオが考えられます。こ
のようなモデルは導入障壁が低い反面、スタンドアローン型ネッ
トワークがもたらす利点のいくつかを打ち消すことにもなります。
制御とデータセキュリティの最大化、そして外部依存の最小化
を目指す工場オーナーであれば、進むべき方向は、完全自主管
理という導入モデルでしょう。

コアネットワーク

無線アクセスネットワーク

デバイス

パブリック5Gドメイン
プライベート5Gドメイン
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おわりに

おわりに

5Gの成熟度は、工業ユースケースに強固な基盤を保証する域
にまで達しました。5Gの技術仕様は、産業用ユースケースのア
プリケーションに対応するさまざまな機能を提供しています。パ
ブリックモバイルネットワーク事業者や他のサービスプロバイダ
も、この種の5G導入での数々の初経験を積んできています。ま
た、5Gの技術仕様を定める第3世代パートナーシッププロジェ
クト（3rd Generation Partnership Project：3GPP）では、
さらなる機能強化に向けた取り組みが絶えず行われています。
関連仕様が出来上がっているとしても、工場オーナーの大半は
導入への取り組みを始めたばかりです。この状況は当然ながら
多くの不確実性をはらんでいますが、工業セクターの企業にとっ
てはチャンスでもあります。

工場用アプリケーションの性質上、工場オーナーは、セキュリ
ティ面と安全面について準備の第一段階から十分に検討すべき
です。セキュリティリスク、要件、そして適切な導入モデルを見
極めることが、セキュアなプライベート5G通信ネットワークの
構築に向けた最初のステップとなります。

現在の市場動向を見ると、工業セクターの大半では、プライベー
ト5G導入への道は通信サービスプロバイダと提携した場合に
最も実現しやすいと考えられます。事実、グローバルモバイルサ
プライヤー協会（Global mobile Suppliers Association：
GSA） は、70以上のパブリックモバイルネットワーク事業者が
プライベートネットワークをある程度サポートしていることを
2021年11月に確認しています1。統合型の導入は比較的導入
障壁が低いため、工場オーナーにとっては特に興味深いモデル
になるはずです。とはいうものの、通信サービスプロバイダは、
柔軟性に関する保証約束を誠実に果たすためにも多様な要件
に適応できる5Gオファリングを開発する必要があります。

標準化機関は5Gの機能セットの拡張と強化を続けています²
が、技術仕様はあくまでも土台にすぎません。今後は、通信サー
ビスプロバイダと工業セクターが共同でそれを実現する必要が
あるのです。この実装は、要求されるセキュリティ、パフォーマン
ス、柔軟性、経済性に応じて、組織ごとにさまざまに異なって見
える可能性があるのですから。

1. 出所：Global mobile Suppliers Association (GSA), “Private Mobile Networks Summary – November 2021,”  2022年6月15日入手情報
2. 出所：3rd Generation Partnership Project (3GPP), “Release 18,” 2022年6月15日入手情報

インダストリー4.0のあらゆるユースケース実現に向けた最初のステップは、具体的な要件を定
義することです。コネクティビティへの期待が明確になれば、適切な導入オプションや機能セット
を選択することはかなり容易になります。本レポートでは、5G仕様において利用可能な多くのオ
プションの一部にスポットを当てているにすぎません。

工場オーナーは、将来のコネクティ
ビティとオートメーションに向けた
戦略的方向性について考え始める
べきです
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