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デロイトの通信業界のスペシャリストは、貴社が新たな機会を見定め、最大限の成長を実現し、潜在的な危険を回避
することに役立つ洞察とツールを提供します。モバイルブロードバンドからネットワーク・インフラストラクチャ、機器の進
化に至るまで、実践的で重要な経験を持つプロフェッショナルが在籍しています。当社のスペシャリストは、IoT/M2M、
消費者の利用トレンド、周波数帯、モバイルペイメント、垂直市場におけるビジネス機会など、通信業界の複数の重要な
トピックに精通しています。詳しくは巻末の連絡先にお問い合わせください。また、通信業界関連サービスについては
Deloitte.com/jpをご覧ください。
原著：
「A network of networks How will carriers handle the evolution to 5G?」
注意事項：本誌はDeloitte Development LLC.が2017年6月に発表した内容をもとに、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社が翻訳・加筆し、
2017年9月に発行したものです。
和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。
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キャリアは5Gへの進化にどう対応するか

日本語版発刊に寄せて
第5世代の移動通信システムである
「5G」
については、2020年の商用化計画に向けて既に多くの
実証実験が行われており、我々の生活をどう変えていくのかといった議論も活発になってきている。

その主要な特長としては、最高伝送速度10Gbps(現行LTEの100倍)を実現する“超高速”、1ミ
リ秒程度の遅延(現行LTEの1/10)を実現する“超低遅延”、そして100万台/km2の接続機器数を実
現する“多数同時接続”が挙げられ、これまで急速に発展してきた「スマホの世界」をより高度に成
長させるだけでなく、医療や自動車、社会インフラといった我々の身の回りの物理的な世界を本格
的に変化させていく基盤となることが期待されている。
こうした無線アクセスネットワークの特長を支える5Gのもう一つの顔として、コアネットワーク
がある。超高速、超低遅延、そして同時多数接続という機能は、必ずしも常に満たされるものでは
なく、ユーザーのユースケース・利用シナリオに応じて、最適な機能・品質を提供する柔軟性も備
える。このネットワーク構成としては、広帯域が期待される5G用の周波数帯の利用に加え、通信
キャリア各社のこれまでの投資により構築されてきた4GネットワークやWi-Fiなど、様々な周波数
帯、無線技術の組み合わせによるヘテロジニアス・ネットワーク
（ネットワーク群のネットワーク）
と
なる。

現在でも携帯キャリアが提供する無線アクセス以外に、各種の無線ネットワークが整備されつつ
ある。例えば、街中を歩いていたり、電車・地下鉄に乗ったりする際に、LTEと公衆Wi-Fiの接続切り
替えがスムーズにいかずに多少のストレスを感じた経験を持つ方もいるのではないか。
こうしたネッ
トワーク間のアクセスソリューションを統合していく必要性は今後ますます高まっていくであろう。
一方、携帯電話がデータ通信機能を持ち、初期のアプリケーション
（NTTドコモのi-mode等）が
登場した時代には、アプリとネットワーク
（キャリア）は一体化して扱われていたが、Facebookや
LINEなど、アプリがOS/キャリアを選ばない段階になると、アプリとネットワークは分離して存在す
るようになった。さらに、SIMフリーが実現したことで、既にデバイスとネットワークも分離して扱う
ことが可能になってきている。次の段階としては、
「ユーザーとネットワークの分離」、つまりユー
ザーが意識することなく、デバイス／アプリがその状況に応じた最適なネットワークを自動的に選
択する段階も近い将来に訪れると考えられる。

こうした次世代コネクティビティの時代においては、通信業界のプレーヤーは規模の経済を利か
すことよりも、異業種間の企業連携による経済圏や5Gの特長を活かすユースケースをいかに創り
だすか、通信業界プレーヤーとしての価値をいかに発揮するか、といった従来以上に顧客視点に
立った戦略の強化が求められる。本稿がそうした検討の一助になれば、この上ない喜びである。

佐藤 通規

Sato, Michinori

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員
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はじめに

次世代を見据えて

ユビキタスな接続機器と高解像度のストリーミング動画が普及する時代
が訪れ、早急な通信帯域幅の拡大が求められている。これまでは、個別の接
続機器からネットワーク化された生産システム全体に至るまで、消費者も
企業もキャリアに依存する度合が強かった。
無線回線の容量は長きにわたって進化しており、用途に
合わせて増加してきた（コラム
「1Gから5Gへ」参照）が、新た
な用途が爆発的に拡大すると真の難題を突きつけられる可
能性がある。どうすれば通信キャリアは需要に対応できるだ
ろうか。通信企業の経営層は次の一手に迷っているかもし
れないが、実際、次の一手が帯域幅問題の解決策になる可
能性もある。

過去20年間、無線通信市場はほぼ右肩上がりに成長して
きた。加入者数は順調に伸び、それに応じて収益も拡大し、
キャリアは市場の需要に対応するために帯域と基地局を定
期的に増やしてきた。現在、市場が直線的に成長するフェー
ズではなくなり、5Gが中心的な役割を果たすようになる中、
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状況は大きく変化しつつある。問題は、キャリアがこの変化
にどう対応するかである。もちろん、どの世代の技術に関し
てもそれぞれ先頭に立つ者と後を追う者がおり、世代交代
のたびに新しいビジネスモデルが発展してきた。そこでは、
最大限の価値を手に入れる企業もあれば、機会を逃す（あ
るいはリードを失う）企業もあった。

次世代の無線技術の発展は通信速度の上昇だけでなく、
容量についても変革をもたらすだろう。つまり、最もデータ
使用量の多い用途に関しても、モバイルネットワークが固定
回線ネットワークに初めて実質的に対抗しうるようになるの
が第5世代技術（5G）だと考えられる。5Gは通信業界に新
たな変化をもたらしている。

キャリアは5Gへの進化にどう対応するか

本稿ではまず5Gコアネットワークに関して予期される事
象を論じ、続いて5Gの実装が進むに従って起こる市場ダイ
ナミクスの変化について取り上げる。最後に、今後の
「ネット
ワークのネットワーク」への進化がもたらす機会を活かすた
めに投資すべき3つの重要分野を検討して結論とする。

1Gから5Gへ

1Gから5Gまで、無線サービスは世代交代するごとにキャリアの業務効率を高めたと同時に、モバイル技術のサービ
スの質を高め、アプリケーションを増やし、またカスタマーエクスペリエンスの満足度を向上させてきた。さらに、それぞ
れの世代で新たな用途や競争相手が登場し、将来的な見通しも変化した。1980年代頃に登場した1Gは、音声通信を
中心としたアナログシステムであった。当時運用されていた移動無線ネットワークよりも容量が多かったが、アナリスト
は「1Gは米国のユーザーが100万人に満たないニッチなサービスになる」
と予想した1。
1992年に2Gが登場するまでに2、米国のモバイル加入者は1,100万人に達した3。2Gシステムはデジタル多重アク

セス技術を使用し、基礎的なデータ機能を導入した。キャリアは顧客基盤と利用の急増に備えてネットワークを最適化
した。
速度の遅さとテクノロジーの互換性の無さという前世代ネットワークが直面した課題を克服するために、キャリアは

3Gネットワークを構築した。2002年に商用化された3Gでは4、転送速度が上がり、携帯電話でのデータ性能が改善し
た。2008年にリリースされたモバイル機器iPhone®では3Gネットワーク上でのウェブサービスのアクセス速度が大幅
に向上し5、これによってインターネットの利用がモバイルネットワークに移行するきっかけになった。続いて同じ年に
Androidの3G携帯電話が登場した6。

3Gの成功を受けて、キャリアは4Gをデータ通信に最適化し、モバイルネットワークで動画を視聴できるようになっ
た。Verizonは2010年に米国で4Gサービスを開始し、3Gの最大10倍の速度でサービスを提供するようになった7。
4Gはデータ量がさらに多い用途にも対応し、モバイルブロードバンドの速度も向上させた。
4GがOTA（Over the Air）インターフェイスと無線アクセスネットワーク技術で速度を上げることを目的としている
のに対し、5Gはもっと複雑である。5Gの技術は2つの要素からなる。1つは一般に5Gコアと呼ばれるモバイル通信管
理の新しい方法、もう1つは新しい5G無線アクセスネットワークである。コアネットワークでは、顧客もプロバイダも次
世代のネットワーク進化で初めて可能となるサービス、プラン、コンテンツを享受することができるようになるだろう。ま
たこの新技術は、従来とは異なり、右肩上がりの市場拡大とは違った形で業界の成長を推し進めるだろう。その中で
5Gの優位性を活かせる企業もあれば、苦労する企業も出てくると考えられる。
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5Gは何をもたらすか
すでに4Gの段階で、モバイルネットワークと固定回線ネッ
トワークの性能の違いはごくわずかになり、無線の時代が訪
れた。デロイトの「世界モバイル利用動向調査」によると8、
4Gの速度は屋内でも屋外でもWi-Fiをわずかに追い抜いた。
しかし、特に動画がソーシャルメディア・フィードに取って代わ
るにつれて、より速い回線速度の需要はさらに高まっている。
同調査においては、速度をさらに上げる必要性（有料か無料
かは問わない）を問う質問に対し、50%強の回答者が
「重要」
と回答している。
（
「非常に重要」
（27%）
、
「かなり重要」
（29%）
）

また、消費者はデータを大量に使用する多くの新しいアプ
リケーションを日常生活に取り入れ始めたばかりだというこ
とを考慮すべきである。代表的なものは、モノのインターネッ
ト
（IoT）技術、何十台もの個人用機器の同時接続9、インフラ
や他の車両や運転者自身との常時接続が必要な自動運転
車などである。このような接続技術は現行のものよりはるか
に安定したネットワークを必要とするだろう10。過去の世代
のモバイル技術と同様、5Gはコアネットワークとアクセス
ネットワークという性質をもつ（図1）。需要に対応し、通信
範囲の拡大、データスループットの強化、低レイテンシと高
速化、複雑な関係性の管理という複雑な課題に対処するた
めには、モバイルネットワークのアクセスネットワークだけ
でなくコアネットワークも進化させなければならない11。長
期的には、無線アクセスネットワークが高い周波数に移行す
ることが予想されるため、ネットワーク構築の柔軟性とダイ
図1：5Gネットワークのネットワーク

アクセスネットワーク
無線ノード
クラウド

（分散型）
・アプリ 1
• アプリ 2（分散型）

無線・有線

・ロボット
・ 電力計
・ 電話

こうした複雑なインフラの必要条件を満たすために、5G
の構想では、既存のものも構想中のものも含めた幅広い
サービスに対応できる新しいコアネットワークが必要だとさ
れている。このコアネットワークには以下の要素が必要にな
るだろう。

バックホール・インフラストラクチャーの強化：5Gでもス
モールセル（カバーエリアが小さい基地局）を増やすことで
ネットワークの高密度化が続くだろう。2014年のスモールセ
ル装置市場は約20億ドル規模で、2019年までに100億ドル
に達すると予想される12 。スモールセルの設置が加速し、
データトラフィックが増えるとバックホール・ネットワーク
（コ
アネットワークとアクセスネットワークをつなぐ中継回線）へ
の圧力が高まるため、それによって休眠中の回線やダーク
ファイバー（利用されていない光ファイバー回線）が再び活
用され始めるだろう13。実際、無線通信事業者はデータトラ

5G

ネットワーク

トランスポート
バックボーン ネットワーク バックボーン

出所：Ericsson, “5G systems,” www.ericsson.com/assets/local/
publications/white-papers/wp-5g-systems.pdf をもとに作成。
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ナミズムを向上させるためにコアネットワーク・インフラを変
える必要が出てくるだろう。例えば、クラウドベースの無線ア
クセスネットワーク・アーキテクチャに移行する可能性など
が挙げられる。モバイルトラフィックを集積し相互接続して
伝達するコアネットワークのトランスポート層は、動的かつリ
アルタイムなサービスを提供できるよう十分な安定性を持
つべきである。また、さまざまな基地局からのトラフィックを
扱えるように、大規模な拡張性を備えるべきである。

コアネットワーク
データセンター

クラウド

・アプリケーション管理
・クラウド管理
・アクセス管理
・トランスポート管理
・アプリ 3（集中型）
・アプリ 4（集中型）

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
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フィックの増加に対応するためにダークファイバーベースの
バックホールソリューションに何十億ドルも投資している14。
光ファイバーのバックホールが一部の用途で役立つことは
間違いないが、無線バックホールのコスト効率性、展開のス
ピード、近年の容量拡大を前提とすると、無線バックホール
も大きな役割を果たすだろう。このバックホールの必要性に
関して興味深い点は、ケーブル事業者と通信事業者の従来
型のアーキテクチャであるFTTNとFTTHが、無線バックホー
ルのニーズにはあまり適さない可能性があることだ。これら
の方式は比較的少ないファイバー数で道路を通さなければ
ならないためである。一方スモールセルはこれより多いファ
イバーが必要で（1つのセルに専用ペアファイバーを使用す
るため）、また道路の一部だけカバーすれば済む形式である
（一般に1エリア内における道路の長さの10～25%）。

新しいインフラのアーキテクチャ：過去の世代の技術は、ア
ンテナシステムが支え、スモールセルで補完された、大型基
地局のアーキテクチャに依存していた。これとは対照的に、
特に高密度エリアでは、5Gの通信範囲は街灯など公共の
場所に置かれたスモールセルと低電力フェムトセルの組み
合わせに依存することになるだろう。またネットワークは、容
量と速度を増強するために、マイクロセルや個人所有の
「ホームスポット」などエンドユーザー機器にも依存すること
になるだろう。その結果、都市部ではどのユーザーも無線ア
クセスポイントの近くにいるという状況が生まれるかもしれ
ない。これにより、一般に高周波数、低電力、免許不要の周
波数の利用が可能となる。

免許が必要・不要な帯域とソリューションの一体化：5G
モバイルネットワークによって、LAA（License Assisted
Access）など周波数帯域を組み合わせる手法が登場する15。
携帯電話の周波数帯は消費者が無線接続するためだけの
用途に使われるが、免許不要の周波数帯域のデータトラ
フィックの大部分を占めるのはWi-Fiである16。今日の無線
ネットワークはほとんどが免許を要する周波数帯で動作す
るが、今後はLAAや、さらにはWi-Fiといった技術が、免許不
要帯域を活用する後押しとなるだろう17 。モバイル帯域と
Wi-Fi帯域の結合による免許帯域と免許不要帯域の一体化
が、ネットワーク事業者の新たな開発分野として台頭しつつ
ある18。

5Gのために構想された

超高速ブロードバンドを
実現するために、
事業者はより高い周波数帯や
ミリ波に移行する必要が
あるだろう。

高周波数帯の利用：5Gで最も目立つユースケースの1つは
「高度モバイルブロードバンド」
である。5Gのために構想さ
れた超高速ブロードバンドを実現するために、事業者はより
高い周波数帯やミリ波に移行する必要があるだろう19。24
GHzを超える帯域が特に関心を集めている。具体的には、
米国連邦通信委員会（FCC）は5G向けに28 GHzの利用を
許可した。韓国と日本の企業もこの帯域に関心を持ってい
る。一方、欧州連合は5Gのパイロット試験と最終的な導入
に備えて24 GHzの利用を検討している20。
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LTEプロトコルの新分野への拡大：最新バージョンのLTEAdvanced Proは5Gの先駆けで、免許帯域と免許不要帯
域の一体化への道を開くものである。LTE-U（免許不要）も

同様の技術で、伝送帯域幅を拡大して速度とスループットを
向上できる。LTE-MはM2M（Machine-to-Machine）
・IoTの
通信向けで、特に低電力・低帯域の用途向けに設計されて
いる。5Gは、特にユースケースの進化によって、これらの新
方式を後押しすると期待されている21。

固定ネットワーク・アグリゲーションの役割の拡大：固定と
モバイルのアクセスネットワークが別々に進化していた過去
の世代のネットワークと異なり、5Gは可能な限りどのアクセ
ス技術でも使用できる必要があり、幅広い帯域を利用可能
で、アクセス方法に依存しないアーキテクチャでなければな
らない。固定とモバイルのブロードバンド・アグリゲーション
によって、ネットワーク・インフラを最適な形で利用できるよ
うになる。つまり、コストを削減すると同時にアグリゲーショ
ン・ネットワークの効率性を高めるのである。
大量の機器の管理：5Gは顧客1人当たりの接続デバイス数
の急増に後押しされて利用が進むだろう。米国では多くの消
費者および世帯が、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル
デバイスなどの接続機器を既に複数所有しており、その数は
更に増加中である。Ciscoのアナリストは、北米における1人
当たりの機器接続の平均数は2015年の7.14から2020年
までに12.18に増加すると予想している22。機器の所有数と
接続数の増加に伴って、データ消費が増加し、データ容量の
需要が高まるだろう。何十億台もの接続機器が効果的に
ネット接続できるようにするために、コアネットワークは前方
互換性を持つべきであり、さらに拡張性を持つべきである。

5Gエコシステムは、

屋内通信から都市部・
過疎地に至るまで、
多種多様な接続ニーズに
応える必要がある。
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複数ネットワークの一体化：すべての機器とシステムの接続
においては、接続できない地域があってはならず、また接続
の切断があってはならない。例えば、自動運転のトラックが
幹線道路でネットワークから切断されることなど誰も望まな
いということである。5Gエコシステムは、屋内通信から都市
部・過疎地に至るまで、多種多様な接続ニーズに応える必
要がある。キャリアは、強固で効率的なアーキテクチャを提
供するために、5G、LTE、Wi-Fiをいかに一体化するかを検
討すべきである。なぜなら、周波数帯とネットワークを効率
的に管理できるようにするには、おそらく複数ネットワークの
一体化が不可欠だからである。

管理とセキュリティの改善：5Gには独自の新しいセキュリ
ティが必要になるだろう。過去の世代のネットワークと異な
り、5Gは自動車や医療など多種多様な産業分野で、新しい
種類の機器に対応し、極めて高度で複雑な用途に役立つと
予想されるからである。新たな機器や、それらの機器同士の
通信には、極めて広範なセキュリティ対策が必要となるだろ
う。従って、5Gネットワークではセキュリティ・アーキテクチャ
を大きく増強しなければならず、ネットワークをセキュアで監
視の行き届いたレジリエントなものにすることを目的とした、
サイバーセキュリティのための包括的なアプローチが必要と
なるだろう23。また、5Gネットワークは複数のネットワークと
一体化すると予想されるため、非常に多様な環境で運用さ
れることになる。こうしたシナリオの下では、セキュリティ強
化、さまざまな種類の接続機器の認証、途切れることのない
無線信号といった要素が不可欠となるだろう。また、ネット
ワークはIoTアプリケーションなど特定のアプリケーションに
対応できる柔軟なセキュリティを提供する必要がある24。
新しい無線インターフェイス：5Gは最終的に、使用する帯
域のデータ伝送能力を大幅に増強し、レイテンシと消費電
力を劇的に下げ、接続機器の急増に対応できるよう設計さ
れた、新しい無線インターフェイスを持つことになる可能性
がある25。

キャリアは5Gへの進化にどう対応するか

1人当たりの使用機器数が

増えるに従い、
管理も複雑になる。
この問題をキャリアは
解決しなければならない。
需要の多様性

では、新しいネットワークはどのような機能を消費者に提
供するべきだろうか。要約すると、5Gコアネットワークの導
入によって以下の4つの機能が提供されるようになると予想
される。

• 5Gの導入は、顧客1人当たりのネットワーク接続機器数
の大幅な増加と相まって進むだろう。接続機器が増加する
と伝送されるデータも増加するため、データの内容と種類
が増えると機器の需要は増加し、好循環が生まれるだろ
う。すでに米国の多くの消費者および世帯が複数のプラット
フォームを使用し、スマートフォン、タブレット、ウェアラブ
ルデバイスなど複数の接続機器を組み合わせて使用して
いる。ネットワーク接続機器の複数所有とネット接続がより
増加すれば、データ需要もさらに増加するかもしれない。

• 5Gは多種多様な接続ニーズに答えなければならない。低
電力の個人用機器から、常時接続に全面的に依存する自
動運転車まで、さまざまな種類の機器の接続が必要とな
るのである。サービス要件も多様なものが想定され、高度
なモバイルブロードバンド・サービス
（高解像度コンテンツ
など）への対応から、機械の遠隔操作にまで及ぶ。それに
加えて、消費者はLTEやWi-Fiなど複数の規格を組み合わ
せて複数の機器を接続するかもしれない。その際には、何
でも区別なく接続できることが望まれている。自動運転車
が5Gネットワークに接続する一方、乗車している人はLTE
接続でゲームをしたり動画を見たりすることがあるかもし
れない。さまざまなネットワークアクセスの需要に応える
と同時に、こうした柔軟な仕様を実現し、対応することは
必須だろう。

• 5Gが管理しなければならない機器同士の関係性は従来
よりはるかに複雑で、機器を自分の支配下に置きたい意
向をもつユーザーと機器との関係性も管理しなければな
らない。多くの消費者は、たとえ数台の機器しか持ってい
ない人でも、複数の機器の管理・保守・接続がいかに難し
いかを知っている。1人当たりの使用機器数が増えるに従
い、管理はさらに複雑になる。この問題をキャリアは解決
しなければならない。

• 5Gの普及は、ライフスタイルのデジタル化の進展にさらに
後押しされるだろう。5Gは、HD動画、ゲーム、没入感のあ
る拡張現実（AR）
や仮想現実（VR）のコンテンツなど、高帯
域幅が必要なオンデマンドサービスの実用化を可能にし、
エンターテイメント体験を飛躍的に発展させるだろう。ま
た、高速ネットワークへのアクセスによって、モバイル機器
経由でのパーソナライズドされたサービスやストリーミン
グサービスの需要も加速するだろう。
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分離から統合へ

テクノロジーは経済を活性化させていく

これら4つの機能は、新たな収益源を見つけ出しながら顧
客関係を維持しようとする既存の通信事業者にとって新た
な機会を生み出すだろう。また、このエコシステムへの破壊
的な新規参入者の事業機会も拡大するだろう。これは既存
企業に対する潜在的脅威となりうるもので、ネットワークと
バリュードライバーの分離がそれに拍車をかける。

ネットワークからの
バリュードライバーの分離

モバイルの世代交代の過程で、ユーザーとネットワーク事
業者の関係性が変化した。その特徴は以下の3つの大きな
出来事で表すことができる。

サービスの分離：アプリケーションとサービスは、どのモバ
イルネットワーク上で実行されるかに依存しなくなりつつあ
る。例えば、消費者はハードウェアに依存したショートメッ
セージサービスに代わってインターネットプロトコルベース
のインスタントメッセージングを利用することが増えるだろ
う。よくオーバー・ザ・トップ
（OTT）
サービスと呼ばれるこれら
のサービスは、過去および現在の世代の無線サービスから派
生したものだが、5Gになっても継続し発展すると予想される。

機器の分離：かつて米国市場では機器が特定のキャリア
のネットワークに紐付けられていたが、現在では縛りがなく
なりつつあり、規制と競争によって従来型のモデルからの急
速な変革が起こっている。携帯電話の補助金付きサービスプ
ランが、機器分割払いプランに移行する場合を考えてみよ
う。実は、分割払いプランで機器を購入したいという需要は
急増しており、大手通信キャリアはいずれも分割払いプラン
とリースプログラムからの収益を増加させている26。しかし、
この移行によって特定のネットワークプロバイダへの
「執着」
が少なくなる可能性がある。消費者が特定の機器を使用す
る期間に影響を与えるため、スマートフォンの買い替え率が
下がるかもしれない。

顧客の分離：顧客は特定の種類のネットワークからはま
すます切り離されるようになっている。かつてはキャリアの
携帯電話かプライベート／公衆Wi-Fiかを選択しなければ
ならなかったが、今やユーザーはその両方の要素を組み合
わせた複数の選択肢を持ち、スマートフォンを見ている人か
らは機器がどのネットワークや装置に接続しているかが実
質的に見えない場合すらある。これは5Gがもたらす特に大
きな変化の1つと考えられる。

図2：バリュードライバーの分離

バリュードライバーの
ネットワークからの分離

顧客のネットワークからの分離
・ 他社によるネットワーク
オーケストレーション

出所：デロイトによる分析
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キャリアは5Gへの進化にどう対応するか

ネットワークのネットワークへの
バリュードライバーの統合

通信エコシステムにおいてプロバイダは今後、第5世代の
無線サービスの登場で顕在化するさまざまな課題と機会に
直面する。機会を最大化し課題を最小化するために、経営
層は主に何を検討すべきだろうか。

アクセスの統合：サービスプロバイダは、自らが所有するネッ
トワーク資産だけでなく、他社が所有するネットワーク資産
における機器のプロビジョニング、管理、セキュリティ保護に
焦点を移す必要があるだろう。そのために、サービスプロバ
イダは7層からなる開放型システム間相互接続モデル
（OSI）
の
うち第3、4、5層にかなりの努力を傾ける必要がある。これら
は単なるコミュニケーション層やトランスポート層とは異な
る、アプリケーション層とプレゼンテーション層である。また
自らは所有していないが顧客またはキャリアが卸売契約を
結んでいる第1､2層のネットワーク資産も管理しなければな
らないだろう。

機器の統合：通信エコシステムにおけるプレーヤーは接続
機器間の複雑な管理形態と運用における関係性がどのよう
に発展するかを注視し、この管理と統合を簡単にする方法
に注目すべきである。現在ユーザーはこの関係性を固定さ
れたものとして捉えているが、この状況では、管理すべき機
器があまりに多い場合に手に負えなくなることが多い。可能
な解決策の1つは、ユーザーが第1の管理者としてセットアッ
プでき、その後ほかのユーザーに権限を与えることができる
機器を使用することである。IoT 技術が機器に内蔵され、
ユーザー環境の統制管理に利用されることが増えるに従
い、これまでの単純で固定化された世界から、複雑で柔軟か
つ動的な関係性が確立され、変化する世界へと移行しなけ
ればならなくなる。
別の例として、インフォテインメントシステムが5台の異な
るスマートフォンと同期するファミリーカーを考えてみたい。
家族5人全員が車に乗り込んだ時、システムは誰のスマート
フォンを選んで音楽を再生するだろうか。誰が優先順位を決
めるのだろうか。これらは、機器の数が増えるに従って日常
的に生じる疑問の1つである。

図3：分離からネットワークのネットワークへの統合へ

バリュードライバーの
ネットワークからの分離

顧客のネットワークからの分離
・ 他社によるネットワーク
オーケストレーション

コンテンツの統合

出所：デロイトによる分析

機器のネットワークからの分離 サービスのネットワークからの分離
・アンバンドリング
・ネットワーク非依存機器

・ OTTの普及
・あらゆるサービスの
データ化（VOLTE、IM）

機器の統合

アクセスの統合

ネットワークのネットワーク
Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
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コンテンツの統合：エンターテイメントメディアが変遷する
背景には、コンテンツの制作と流通の連携（およびそれに対
応する垂直統合）が見られることが多い。かつては映画とス
タジオシステムにおいて垂直統合が起こった。テレビも同じ
パターンをたどっていて、放送局がかなりの数の映像コンテ
ンツを制作している。さらに多チャンネル化によって統合モ
デルが再登場しており、ケーブルチャンネル（多くはケーブル
テレビ局によるもの）と衛星放送会社が創設され、垂直に統
合されている。この新しい「メガ」モデルが主流となるに従
い、コンテンツも統合されるだろう。
今日の広告市場は、従来型の放送コンテンツ（テレビ放
送、ケーブルテレビチャンネル）、ストリーミングサービス
（Netflix）、没入型・双方向型コンテンツ
（ソーシャルメディ
ア、デジタル、VR・AR）
という3つのカテゴリーに分類できる。

10

近年、広告費が従来型のプラットフォームからコンテンツ優
位の双方向プラットフォームへと急速に移動する傾向が見ら
れている27。そのため、コンテンツ資産に加えて配信資産を
持てば、企業はこの新しいシナリオで優位に立てる。デロイ
トの分析によると、30年以上の歴史を持ち視聴全体の54%
を占める従来型のテレビ放送（リニア視聴）は、視聴1時間
当たり約0.37ドル＊という膨大な収益を生み出している。こ
れに対し、視聴全体の15%を占めるオーバー・ザ・トップ・ス
トリーミングサービスの収益は、視聴1時間当たり10セント＊
に満たない。人気が高まっている没入型・双方向型コンテン
ツ
（ゲーム、ソーシャルメディア、仮想現実）は既に視聴1時
間当たり15セント＊を生み出し、視聴全体の31%を占めてい
て、エンターテイメント市場の収益を拡大するドライバにな
ることは間違いない28。
＊ 1視聴者あたりの金額

キャリアは5Gへの進化にどう対応するか

キャリアの次の一手は何か？
ネットワークの進化の動きに対応するためには、複数の
複雑な要素に対して注意深く投資を行う必要があるだろう。
通信市場における機器、ビジネスモデル、基地局、
トラフィッ
ク、ユーザーはこれまで長年にわたり段階的に成長・変化し
てきたが、今や無線通信のエコシステムは急激な変化の時
期に差し掛かっていると考えられる。投資分野は多岐にわ
たるが、今後1～2年間のターニングポイントとして主に以
下の3つの分野が挙げられる。

既存のビジネスの殻を打ち破る：サービス、ネットワーク、プ
ラットフォームからなる通信業界の既存システム上で、通信
事業者以外の事業者が顧客にサービスを直接提供するOTT
（Over The Top）
サービスのトレンドが強まっている29。これ
は特に、通信事業のサービス、ネットワーク、プラットフォーム
は持たないが、通信回線を介して消費者にアクセスしたい企
業にとって効果的な戦略である。通信事業者のネットワーク
プラットフォーム上で顧客に情報を提供するAmazon Alexa
を例に取ってみよう。この戦略は、通信事業者との直接的な
競争を避けながら、顧客と直接のつながりを作り出すことで
価値を生むものである。これにより、Amazonは自社プラット
フォームの開発も維持も必要なく市場に参入できる。通信事
業者はこのトレンドに対処するために独自の戦略を求め、必
ずしも既存企業と対峙することなく
（ましてや戦うことなく）新
しいサービスを開発する方法を探すはずである。この点にお
ける通信事業者の課題の1つは、通信事業者は国単位や地
域単位の市場をビジネスの対象としているが、通信のネット
ワーク上でビジネスを展開している企業にとってはグローバ
ルな視点で行動するのが普通だということである。

機器、ビジネスモデル、基地局、

トラフィック、ユーザーは
これまで長年にわたり直線的に
成長・変化してきたが、
今や無線エコシステムは
劇的な変化の時期に
差し掛かっていると考えられる。
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接続プロバイダになる：同一ネットワーク内にはないトラ
フィックの管理に注力することを例に挙げる。LWIP（LTEと
WLANの統合）などの技術は、LTEとWi-Fiをエンドユーザー
向けに途切れなく伝送する統合フレームワークとトラフィッ
クを実現する。こうした新技術があれば、公衆広域ネット
ワークとプライベート・ローカルエリアネットワークの両方
でキャリアがトラフィックと機器を管理し保護できるようにな
る。ホットスポットやホームスポットなど容量共有の手法が
導入されたことを考えると、顧客は広域ネットワークとロー
カルエリアネットワークの共有部分のトラフィックを併用で
きるようになるだろう。この分野でキャリアが成功するには、
キャリアは開放型システム間相互接続（OSI）
スタック
（階層）
より上位の管理能力を構築する必要があるだろう。
（テクノ
ロジー企業はこのスタックの中間層を扱うようになるだろ
う。）キャリアは、単なるネットワーク伝送プロバイダではな
く、本格的な接続プロバイダになることを目指すべきである。
まずは自らをフルスタック組織と見なし、顧客に代わって他
社のネットワーク資産と機器を運用・管理できるようにすべ
きであろう。

12

複数の関係性の管理：アプリケーションとデバイスが増える
に従い、1人の顧客が持つ関係性も増える可能性がある。今
のところあまり良い選択肢がないため、基本的に顧客はす
べてを自分で管理するしかないが、上述のように、いずれ時
間やリソースや知識・要望の観点から手に負えないほど複
雑になるだろう。今後は、サービスプロバイダが複数のさま
ざまな種類の接続機器からなる環境を管理する役割を担う
ようになるだろう。通信事業者はそうしたサービスプロバイ
ダになる機会を持つが、そのためには、どの機器やプラット
フォームやベンダを戦略の基礎とするかを選定するために、
的を絞った戦略を練る必要があるだろう。
規模の経済から範囲の経済に考え方を変える：5Gの登場
は、業界再編の新しい波を引き起こし、提携、合併、買収が
起こるだろう。過去20年の間、規模の経済の強化を追求して
きたため、通信業界では常に同業の企業同士が統合してき
た。この新時代には、異業種間の企業統合が業界を牽引す
るだろう。つまり、企業の活動範囲と能力を拡大するような
企業統合である。これまで通信業界を特徴づけてきたよう
な大規模な合併案件に加えて、より小規模の合併が行われ
る余地がある。キャリアは小規模な企業から新しい能力や
技術を獲得しようとしているからである。

キャリアは5Gへの進化にどう対応するか

結論

5Gのインパクト
過去およそ40年間のモバイル無線サービスの進化の歴史
を振り返ると、テクノロジーが変化するたびに、その新技術
の機能を巡る既存企業と破壊的新規参入企業の戦略に影
響される形で、多くの事業者の栄枯盛衰が見られた。現在の
通信環境においてはかつてないレベルの複雑さで機能アッ
プグレードが起こっている。コアネットワークでも無線アクセ
スネットワークでも、5Gは過去のどの無線世代よりも大き
な影響をエコシステム全体に与える可能性がある。

通信業界における従来型の屋外基地局のシステムと免許
制の帯域システムが、所有者と広域ネットワークユーザーに
よる短距離無線接続の共有によって大きく変化しようとして
いる。ほぼすべての機器が短距離無線で接続されるようにな
るに従い、有線と無線のブロードバンドの利用が融合しつつ
ある。ユーザーが責任を負う機器がますます増加しており、
機器管理の重い負担が顧客からプロバイダに移りつつある。
ネットワーク企業とコンテンツ企業のエコシステムの融合
が進み、物理的ネットワーク空間がソフトウェアで管理され
定義されることが増え、消費者の需要とニーズが複雑化し
て個別に管理しきれなくなる中、5Gとその関連技術は無線
通信の状況を一変させる力を持っている。このテクノロジー
によって、ネットワークプロバイダとは無関係にコンテンツ企
業などが消費者と関係性を結ぶ方向へと移行する可能性が
ある。一方で、ネットワークプロバイダが効果的な指針を提
示して設計すれば、近い将来にユーザーとの強固な関係の
構築を後押しするようなユーザーエクスペリエンスを提供で
きる可能性がある。

5Gが（現在と近い将来のあらゆる合理的な用途のニーズ
を満たすために）どの程度の速度とエクスペリエンスをもた
らすとアナリストが予想しているか、また接続機器の爆発的
増加に対処する能力を開発することで消費者をどれくらい
囲いこめるか、といった点を考えると、キャリアは重要な節
目を迎えているようにみえる。急速に近づきつつある次世代
の無線技術において、特定の企業が一歩先んじる機会が訪
れている。
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