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デロイトは、2020年末までに世界中で1000社＊以上の企業がローカル
5G導入のテストを開始し、全体で数億ドルが人件費と機器に投資される
と予測している。その後数年間で、ローカル5Gの設備への支出は急激に
増加するだろう1。2024年までに、ローカル5Gネットワークで使用される
モバイル機器およびサービスの額は、年間数百億ドルに達する可能性が
高い。世界の多くの大企業において、特に製造工場、物流センター、港湾
などの環境で、ローカル5Gが導入されるようになるだろう。
5Gの提供価値は、他の無線標準技術よりも優れたパフォーマンスと、有
線ネットワークよりも優れた柔軟性にある。これまでは、金属や無線の干
渉が多い環境でモバイルネットワークを成立させることは簡単ではな
かった。現在内容の検討が進められている5Gの技術標準仕様「3GPP 
Release 16」（訳注1）ではこの技術制約が大幅に緩和されるため、今後十
年のうちに、工場や倉庫などこれまで不便だった場所で5Gを導入できる
ようになるかもしれない。

すべての企業用5Gネットワークがプライベート回線になるわけではない
が、ローカル5Gの導入は多くの組織にとって有用な選択になると考えら
れる。ローカル5Gネットワークはパブリックネットワークとは異なり、場
所ごとの特定のニーズに合わせて構成することができる2。また導入時に
は、スケジュールとカバレッジの品質を企業がそれぞれ自社に合わせた
形で決定できる。自社の設備内でネットワークを敷設して保守するため、
問題が起こった際の迅速な対応も可能になる。ネットワークの保有者が
制御可能な範囲が広がるため、パブリックネットワークでは不可能なレ
ベルの高いセキュリティを実現することもできると想定される3。接続する
ユーザーを限定し、データを組織内部のみにとどめることができ、接続の
遅延も削減できる。プライベートネットワークは専用帯域での運用もでき
るため、第三者による帯域使用に起因するサービスレベルの変動リスク
も軽減される。
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 • 金属などの障害物がある環境での動作
5G CoMP（Coordinated Multi-Point）8と呼ばれる技術を使用し、基
地局間の通信経路を冗長化・連携させることで、金属等の障害物を避
けて別のルートからパケットを送受信できる

 • 高密度
4Gでは1㎢あたりの接続可能デバイス数は最大で10万台だったが、
5Gでは最大100万台の接続が可能になる

 • ミリ秒単位の遅延
5Gネットワークの反応速度が1/1000秒になり、低遅延環境でプロセ
スの自動化や機器のリモート制御ができる

もちろん、インターネットに接続する方法は5Gだけには限らない。短期
的には（2023年頃まで）、5Gは現在普及している他の多くのセルラー方
式やWi-Fi方式、有線方式と共存する可能性が高い。実際、中期的（2026
年頃まで）には、ほとんどの企業が既存の有線イーサネット等の回線と併
用する形で5Gを導入するだろう。しかし今後10年以降を長期的にみる
と、5Gの高信頼性・低遅延・大量端末接続といった特性がニーズに合致
する場合、ローカル5Gが標準的に採用されるようになるかもしれない。

ローカル5G実装のユースケース
Release 16の仕様に基づくと、5Gは今後10~20年の間に世界中で主
流のLANおよびWANテクノロジーになる可能性を秘めている。特に未
開発地に新しい工場、港、大学キャンパスなどの施設を建設する場合に
は、有線接続の使用が大幅に減少し、5Gの導入が促進される可能性が
ある。今後5年間は、速度、容量、低遅延といったポイントが重視される
場所で、ローカル5Gの実装が急増すると考えられる。

デロイトでは、2020~2025年のローカル5G市場の投資金額は、大きく
分けて以下3つのユースケースによって構成されると予測している。
まず1つ目は、港湾、空港、および物流ハブにおける利用によるもので、こ
の分野での導入の動きが最も早く起こると想定される。例えば港では
フォークリフトや台車、コンテナなど施設内を動き回る数多くの機材や物
品を管理する必要があるが、大量の端末を無線で接続できる5Gの利点
を生かすことができる。
2つ目は、工場や倉庫における導入である。工場では組立用の工具から
ロボットまで幅広い機器や装置をネットワークでつなぐことで生産の柔軟
性が高まると想定され、ここでも大量端末の接続を実現する5Gが活用
できると考えられる。
3つ目は、未開発地における施設建築である。特に大学キャンパス等の
施設を新規に建てる場合、ローカル5Gを導入すれば従来のように有線・
無線の設備を混在させる必要がなくなる。イベントなどで一時的に設備
を構築する場合も同様で、例えば大規模な音楽祭の会場で放送、スピー
カー接続、緊急事態対応などをサポートするために、ローカル5Gネット
ワークの設備を数日間限定で展開するといった用途も想定される9。同様
に建設現場や映画撮影等でも利用できるだろう。

企業向け5G：有線と同じ品質を無線で実現
企業向けのローカル5Gでは、次フェーズの5G標準仕様「3GPP 
Release 16」に規定される新機能を活用できるようになる。Release 16
では、5Gがプライベート環境における有線LAN、Wi-Fi、LTEネットワー
クの代替となることを目指しており、特に産業向けに設計された複数の
機能が含まれている4。なお、2019年に商用化されたさまざまな5Gネッ
トワークは、ひとつ前の標準仕様であるRelease 15に基づいている。5G
ブロードキャストなどの追加アプリケーションに焦点を当てたRelease 
17については、2020年代半ばのリリースが予定されている。

Release 16では、さまざまな産業環境において5Gを導入するための柱
となる以下の3つの要件が定められている。

 • 高信頼超低遅延（Ultra-reliable low-latency communication：
URLLC）
URLLCでは、産業用のコントローラー、スイッチ、センサ、アクチュエー
タといった機器を接続する際に有線と同等の低遅延・高信頼性が実現
する5

 • 多数同時接続（Massive machine-type communications：
mMTC）
mMTCでは面積当たりの接続端末数が増加し、産業用IoTのカバレッ
ジが広がる。5Gでは1㎢当たり100万デバイスの接続が目標とされて
いる

 • 超高速大容量通信（Enhanced mobile broadband：eMBB）
eMBBでは上り20Gbps以上の超高速接続が可能になる6

この他にもRelease 16ではイーサネットと5Gネットワークの相互連携
を可能とするTime-Sensitive Networking（TSN）7がサポートされてい
るほか、アンライセンスバンド（免許不要周波数帯）利活用のための仕様
も盛り込まれている。

Release 16では以下のような機能を5Gの無線環境で実現するための
仕様が示されている。利用できる機能が広がることで、幅広い場所・ユー
スケースでの産業向け5G導入がより現実味を帯びるだろう。

 • アプリケーションあたり数百Mbps/秒の接続速度
これまでは光ファイバー経由でのみ利用可能だったレベルの接続速度
を実現。高画質映像の伝送が可能になり、遠隔外観検査などの用途に
使用できる

 • 99.9999%の高信頼性
工場で有線イーサネットワークを用いて対応している場合と同等の信
頼性を担保する

 • ミッション・クリティカルなプロセスにおける信頼性向上
用途別にネットワークを仮想的に分割し、高速大容量、高信頼・低遅延
といったアプリケーションごとの要件に応じて使い分ける「ネットワーク
スライシング」を活用できる
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 • 新しいデバイスカテゴリでの活用
AR/VR用ゴーグルなど、新しいデバイスの潜在能力が5Gによって顕在
化する可能性がある。リモートメンテナンス作業用途での使用時に高
速で高精細な画像を伝送できれば、「AR/VR酔い」の症状を防ぎつつ
14、360度映像などを活用した環境で作業を実施できる。

 • 生産性向上
5Gを活用して業務の無駄を省き生産性を向上させる取り組みも進ん
でいる。ヘルシンキにある工場では、5G接続されたカメラが組立スタッ
フにリアルタイムでフィードバックを行い、エラーがある際は即時に警
告される形で運用されている15。

 • 業務プロセス改革
製造業における基本的な業務プロセスの再設計に5Gが活用されつつ
ある。自動車産業では、Mercedes-Benzが従来型の生産ラインでは
なくローカル5Gで接続された無人システムを導入した工場を運用して
いるほか16、Boschが中国に建設中の工場にて5G接続された組立機
械が自律的に移動する方式を導入する17などの事例がある。病院にお
ける5G接続を生かした機器間接続や遠隔診断の高度化も、業務プロ
セス改革の一例である18。

企業がローカル5Gネットワークを導入する際のアプローチは複数ある。
大規模な企業では、自前のインフラと専用周波数帯（許諾のある市場に
限られる）を所有し、ネットワーク管理については内製化するかもしくは
通信事業者へのアウトソーシングを通じた導入が進むだろう。中小規模
の企業では、通信事業者によるネットワーク機器のリース、ネットワーク
管理のアウトソーシング、周波数帯のサブリース（エリアを限定した使用）
を利用する可能性が高く、周波数帯については場合によってはアンライセ
ンス帯を使用することもあると考えられる10。この場合、通信事業者、シ
ステムインテグレータ、または機器ベンダーが、ネットワークと周辺設備・
機器等を管理することになるだろう。

5Gが産業にもたらすもの: コスト削減から業務プロセス改革まで
5Gの産業向けの活用シーンのうち代表的なものを以下に挙げる。これ
らはパブリックネットワーク上で展開できるが、最終的にネットワークをプ
ライベート化すれば、企業にもたらされる利益はより増大するかもしれ
ない。

 • 有線ネットワークの代替
固定接続よりも5Gの方が安価な場合がある。シカゴの病院では、古い
建物に5G設備を追加したほか、新規に建設する施設も5Gを中心とし
た設計にしてコストを抑えている11。

 • リモート制御
設備の遠隔制御に5Gを利用できる。英国のある小さな農場では、5G
を活用した完全自動化の計画が進んでいる。トラクターやドローン、地
上のセンサ等を利用して、種まきから収穫までを遠隔操作する想定に
なっている12。日本でも、建設現場の掘削機を数十キロ離れた東京の
オフィスと5Gでつなぎ、操作している事例がある13。

BOTTOM LINE
 • 技術仕様「Release 16」に基づく5Gの機能は、これまでで最も革新的なモバイル技術になる可能性がある。プライベートネットワークへの適用の
拡大は、多くの業種の企業に意味を持つ。

 • 通信事業者にとって、ローカル5Gの導入拡大は新たな収入源になる可能性がある。通信事業者がローカル5Gを展開する個々の企業、特に中小
企業に自社のネットワーク管理スキルを提供するというビジネスチャンスも生まれるだろう。市場によっては、通信事業者が自社の周波数帯をロー
カル5G用にサブリースすることができる可能性もある。

 • このような機会を効果的に活用するには、通信事業者は各産業のケイパビリティを構築するか、各産業固有の知識を持つ企業と提携する必要があ
る。各産業部門（実際には、各用途）には、特有のニーズとアプリケーションが存在し、それぞれに高速通信、低遅延、高信頼性などのパフォーマン
ス属性の異なる組み合わせが必要である。

 • 通信機器ベンダーにとって、ローカル5Gはモバイル通信機器の拡大に適した市場である。ローカル5G導入企業はネットワークを維持するための
サービスとサポートを必要とするため、ベンダーの新たな収益機会になる。ベンダーは、企業に直接販売するか、通信事業者と提携するかといった
展開手法を検討する必要がある。

 • 規制当局は、企業のプライベートネットワークに利用可能な周波数帯をどの程度割り当てるかを決定すべきである。市場によっては、規制当局が周
波数帯を企業に直接割り当てるか、通信電話事業者を通じて配分するかを判断する必要があるかもしれない。規制当局は、どの周波数帯を利用
可能にするかについても考慮すべきである。
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