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加入契約数
2025年末までにはFWAの接続数
が3倍になり1億6,000万接続に
近づくと予測されています。

モバイルデータトラフィック
2018年と2019年にトラフィック増
加のピークを迎えた後、増加率は
通常レベルに戻っています。

共著記事
ベライゾンは2020年中にミリ波
帯での5G構築箇所を倍増させる
予定です。
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発行責任者からのレター

新しい現実への適応

私たちは今、前例のない時代を生きています。
直接的であれ間
接的であれ、世界中の誰もが新型コロナウィルス流行の影響を
受けています。
ソーシャルディスタンスの確保が求められ大勢の
人々が自由に外出できない状況下でインフラ需要が大幅に高ま
り、医療や教育、あらゆる種類のビジネスを支えるシステムに負
荷がかかっています。
ネットワーク接続が不可欠な現在、
これまで
のところ通信ネットワークはこの任務にどうにか対応してきまし
た。
今回の大規模な混乱はネットワークの重要性を浮き彫りにす
る結果となり、今回のエリクソンモビリティレポートの消費者調査
でもそれがはっきりと見て取れます。
パンデミックにより5G加入契約数の成長が鈍化した一部
の市場はあるものの、他の成長市場がこれを上回っているた
め、2020年末時点での世界の5G加入契約数予測は増加してい
ます。
しかし5Gの成功は、加入契約数だけでは測れません。5G
がもたらす価値は、消費者や企業向けの新しいユースケースやア
プリケーションの成功によって決まります。
このレポートでは、現
在の困難な状況にもかかわらず急速に進化し続けている業界の
状況を、固定無線アクセス、ゲーム、専用ネットワークといった観
点から幅広く解説しています。
5Gはイノベーションのために作られました。
最近の状況におい
てデジタルインフラストラクチャーの価値がさらにに証明された
ことで、5Gへの投資は経済の復興に重要な役割を果たすことに
なるでしょう。
このレポートが皆様にとって興味のあるもので、
お役に立つも
のであることを願っております。
発行責任者
Fredrik Jejdling
上席副社長兼ネットワーク事業部総責任者
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仮定に基づいており、エリクソンは本書に
記載した考察、説明、保証、または遺漏等
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1億9,000万件

14%

2020年末までに5G加入契約
数は1億9,000万件に達する見
込みです。

2019年第4四半期と
2020年第1四半期の間
にモバイルデータトラ
フィックが14%増加しま
した。

10ページ

83%

ロックダウン期 間 中 、ス
マートフォンユーザーの
8 3 % が I C T が大 いに役
立ったと述べています。
6ページ

新 型コ ロナウィルスによ
るロックダウン期 間 の 初
期に、通信事業者は－10
％から2 0 %のデータトラ
フィックの変化を経験しま
した。

20ページ

25%

2025年末までに世界のモ
バイルネットワークデータ
トラフィックの25%が固定
無線アクセスからのトラ
フィックになる見込みです。

エリクソンは、ベラ
イゾンと共に米国
でミリ波 帯 による
5Gを展開していま
す。

14ページ

24ページ

4ページ

詳細情報
QRコードをスキャンするか、
www.ericsson.com/mobility-report
をご覧ください
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非常時における通信のニーズ
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2020年の最初の数ヶ月間で世界中で新型コロナウィルスの感染が拡大し、
その後多
くの国でロックダウン規制が行われたことによる行動の変化で、固定ネットワークと
無線ネットワークの両方に目に見える変化が起こりました。
2 0 1 9 年 新 型コ ロ ナウイルス感 染 症
(COVID-19)により、世界中でかつてない数
の人々が職場をオフィスから家庭へと移動
し、新しい生活様式に慣れることを余儀な
くされました。新たなデジタル行動が形成
されるにつれ、非常時にデジタル通信を支
障なく提供して社会が機能することを支え
る通信通信事業者の役割の重要性が浮き
彫りになりました。
ネットワークトラフィックとサービスへの
影響
人々がより多くの時間を自宅でオンラ
インで過ごすようになり、ネットワークトラ
フィックの負荷が都市部やオフィスエリア
から郊外の住宅地へと地理的に移動しま
した。ロックダウンの実施で増加したトラ
フィックの過半は宅内固定ネットワークで
吸収されてはいるものの、多くの通信事業
者がモバイルネットワーク需要の増加も
経験しています。
ネットワークは、通常は利用ピーク時の
トラフィック需要に対応できるよう設計さ
れていますが、データトラフィックの場合は
ふつうは夜間にそのピークを迎えます。
し

かし、在宅勤務をする人の増加でこのデー
タトラフィック利用ピークが日中にも発生
するようになりました。
このため、主にこれ
らのデータ利用のピーク時にサービス品質
の低下を回避し十分なレベルのネットワー
ク性能を提供するために、容量のアップグ
レードや負荷分散、
トラフィックの最適化等
の手段を講じる必要がありました。
Webからのダウンロードの速さや動画
開始までの早さ、画質の良さなど、一定の
品質レベルを提供するために維持すべき
ネットワークスループットの最低要件は、
アプリケーションによって異なります。
ビデ
オ通話などの会話型の双方向アプリでは
最低1Mbpsの下りリンクおよび上りリンク
のスループットが求められる一方、
メディア
消費の場合は優れたサービス品質を提供
するのに最大20Mbpsの下りリンクスルー
プットが必要になることもあります。
デ ー タ 消 費 量 の 増 加 は 、主 に 音
声、Web／ビデオ会議、娯楽用アプリ
（動
画ストリーミングとオーディオ）、
ソーシャル
メディアやメッセージング等の双方向のテ
レワーク関連アプリの使用量の増加によっ
てもたらされています。

図 1: モビリティおよびモバイルトラフィックレベルへのロックダウン規制の影響

3月中旬のロックダウン前後2週間のパリ中心部全体
におけるモバイルネットワークユーザー密度の変化
出典: クラウドソーシングによるデータに基づいたエリクソンの分析

難題に挑むネットワーク
初期のロックダウン期間中、最も影響の
大きかった地域では、
ネットワーク全体でモ
バイル音声呼の量と通話時間が20%から
70%の増加率で大幅に増加しました。
一方、
他のネットワークでは、概してモバイルデー
タトラフィックの増加率は－10％～20%と、
緩やかに増加もしくは減少しています。
ただ
し、
トラフィックの増加は必ずしも均等で
はなく、ネットワーク全体のトラフィックは
緩やかに増加もしくは減少しているもの
の、一部のセルでは大幅に増加していると
いった現象も見られています。特に家庭へ
の固定ネットワークの普及が限定的な市
場では、モバイルデータの需要が増加して
います。全般的に、
トラフィックパターンの
変化やトラフィック需要の増加はあったも
のの、通信事業者は十分なネットワーク性
能を提供することができています。
一部の市場では、通信事業者が一定期
間「バケツサイズ」を増やしたり、
データ利用
を無制限にしたりするなど、一時的にデー
タプランを変更したことがモバイルデータ
トラフィックの増加につながったケースもあ
りました。
最大レベルの
トラフィック増加

同等の
トラフィックレベル

最大レベルの
トラフィック減少

3月中旬のロックダウン前後2週間のパリ地域にお
けるモバイルデータトラフィックレベルの変化。ト
ラフィック需要が中心部から隣接地域、郊外へと地
理的に移動
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図 2: ロックダウン規制による固定ネットワークおよびモバイルネットワークへの影響
通信事業者の一部ではVoice
over Wi-Fi（VoWiFi）呼が最大
90%増加

20～100%のトラフィック増加
の大部分は住宅向け固定ネッ
トワークが吸収
新型コロナウィルスによる
ロックダウンでトラフィック
が20～100%増加
モバイルネットワークへの影響
• トラフィック需要が都市部および
公共エリアから郊外の住宅地へ
と移行
• ネットワーク全体ではトラフィック
が緩やかに増加、横ばい、
または
減少しているが一部のセルで大
幅に増加
• エンドユーザーは、
これまでよりト
ラフィックが増えたセルではデー
タ速度の低下を体験し、
トラフィッ
クの減ったセルではデータ速度の
向上を体験
• ネットワーク全体でユーザーの
移動が減り、
いくつかのKPI（key
performance indicators）例：接続
維持率、が全体的に改善

まれにモバイルネットワーク性能のわ
ずかな低下が観察されたケースもありま
したが、それらは主に容量の増強が必要
であった個々のセルレベルでのケースでし
た。多くの場合、人の移動の減少とモバイ
ルトラフィックの減少によりネットワーク全
体の性能はむしろ向上しています。
しばし
ば消費者にとってネットワーク性能の問題
がアプリケーションサーバーの輻輳による
ものか、社内VPNの容量不足によるものか
を区別することは困難です。多くの場合、経
験する性能上の問題は、特定のサービスや
それらの関連サーバーの負荷の増大に関
連しています （例：ビデオ会議）。
新型コロナウィルス対策として消費者や
企業が新しいデジタル行動を試す中で、eヘルス、
ウェルネスアプリ、eラーニング、公
的サービスへのデータアクセスおよび同様
のデジタルユーティリティサービスの重要性
が高まる可能性があります。

ストリーミングサービスの利用増加に
よりデータトラフィックが増加。
一部の
通信事業者ではネットワークの輻輳
が発生

固定無線アクセス
（FWA）

FWAの通信事業者でデータが大幅に増加。
住宅向け固定（有線）ネットワークでの現象
と類似**

2G/3G/4G
大半の通信事業者のモバイル
ネットワークでトラフィックレベ
ルが-10％から20%変化*

* 一部、例外的により増加率の高い事業者もあり。
** 選択されたFWAネットワークでの測定に基づく。
出典: 欧州, アジアおよび南北アメリカの代表的市場
のデータに基づく。

非常時にも人とつながり続ける
消費者のコミュニケーション行動は一部
変化しました。
特にホワイトカラー労働者や
高齢者（60歳以上）の間でビデオ通話やビ
デオ会議サービスの利用が突出しているよ
うです。
これまで、
ビデオ通話は期待に反してあ
まり消費者に受け入れられていませんでし
た。
これはほとんどの国で利用者数が比較
的少ないことでも証明されています。
ところ
が今は、最近実施した消費者調査で半数も
の回答者がビデオ通話の利用が増えたと回
答しています1。
さらに、
大半の人が今回の非
常事態でビデオ通話サービスの利用を開始
したこともわかりました。
現在、85%もの消
費者がビデオ通話を利用しており、非常事
態下で家族や友人と連絡を取るための、音
声通話に次ぐ重要な通信手段と位置付けて
います。
この調査ではまた、非常事態下でのモバ

音声呼がより頻繁かつ長時間利用さ
れたため20％～70%増加

双方向およびストリーミングのサービス利
用の増加によりデータトラフィックが増加。
上りリンクのトラフィックが比較的大きく
増加

イルネットワーク性能の判断基準として、友
人や家族とのビデオ通話の品質が最も重要
な評価基準であることが示されました。
高齢者については、現在74%がビデオ
通話を利用していると回答し、10人中4人
はソーシャルディスタンス確保を目的とし
たビデオ通話が増えたと述べています。ホ
ワイトカラー労働者については、現在88%
がビデオ通話を利用しており、60%がビデ
オ通話の利用が増えたと述べています。
高齢者によるこの行動は非常事態の収
束後も継続し、定着する可能性が高いと考
えられます。
ホワイトカラー労働者について
は、10人中7人が非常事態収束後、以前よ
り在宅勤務の機会が増えると考えており、
ビデオ会議の習慣は今後も継続される可能
性が高いと思われます。
彼らはまた、従来の
音声ベースの電話会議がビデオベースの電
話会議に取って代わるだろうとも予測して
います。

1
エリクソンコンシューマー＆インダストリーラボ「Keeping consumers connected in a COVID-19 context 」
（2020年4月）
  ベース: ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、韓国、スペイン、スウェーデン、英国および米国の15歳～69歳のスマートフォンユーザー
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「つながる」
ことでパンデミックを
乗り切る

新型コロナウィルスによるパンデミックは多くの国の人々とその日常
生活に大きな影響を与えましたが、消費者は強靭なネットワークが
日々の生活の大きな助けになると考えています。
今回のパンデミックによって、世界中の
行政当局がウイルスの感染拡大防止のた
めの様々なソーシャルディスタンス確保対
策の実施を迫られました。最近の消費者調
査1は、11カ国のスマートフォンユーザーが
どの程度影響を受けたかを示しています。
日常生活への影響は、個人の生活に大き
な影響があったとする割合についてインド
の82%からスウェーデンの45%に至るま
で、各国で実施された規制のレベルに応じ
て市場によって様々です。

日常生活にきわめて重要なICT
調査を行った全市場の83%の回答者
が、パンデミックの影響に対処するにあた
り、様々な形でICT （Information and
Communications Technology）が大いに
役立ったと回答しています。とりわけ、働く
ミレニアル世代 2 、家庭に子供のいる親た
ち、大都市の中心部に住む人々が平均以
上にICTの恩恵を実感しています。高齢者
（60歳以上）でも、4人中3人が特にこの非
常事態下での家族や友人との連絡手段と
してICTが大いに役立ったと述 べていま
す。全回答から、この目的にとって最も重
要な通信サービスと考えられているのは
音声通話とインスタントメッセージングで
あることがわかりました。
また高齢者10人
中の4人が最も重要な通信サービス三つ
のうちの一つとして、ビデオ通話を挙げて
います。

大きな影響を受けた親たちの4人に3人
が、子供の教育や娯楽へのアクセスにICT
が大いに役立ったと回答しています。
また、
パンデミックで個人の生活に大きな影響が
あったと答えた人のうち3人に2人が、信頼
できる接続環境がリモートワークに役立っ
たと答えています。

83%
調査回答者の83%がロックダウンに
対処するのに様々な形でICTが大い
に役立ったと回答しています。

図 3: 新型コロナウィルスによるパンデミックでICTが日々の生活の様々なタスクにお
いて大いに役立ったと考えるスマートフォンユーザーの割合
子供の教育へのアクセス
（親）

76%

家族や友人との
連絡手段

74%

自身の仕事
（ホワイトカラー労働者）

67%

子供のための娯楽

65%

買い物

45%

食料品の買い出し

44%

自身のメンタルヘルス、
健康、幸福

43%

医療へのアクセス、
医師による診察

41%

エクササイズ、フィットネス
収入、財政状態の改善

40%
29%

ベース: ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、韓国、スペイン、
スウェーデン、英国、米国の、ロックダウン規制により日常生活に大きな影響
があったと回答した15歳～69歳のスマートフォンユーザー

1
エリクソンコンシューマー＆インダストリーラボ
「Keeping consumers connected in a COVID-19 context 」
（2020年4月）
：www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/keeping-consumers-connected-during-the-covid-19-crisis
2
23歳～39歳

はじめに

7

エリクソンモビリティレポート | 2020年6月

図 4: スマートフォンアプリ – 新型コロナウィルスによるロックダウン規制中のユーザーの増加および使用量の純変化

ユーザーの増加 （アプリのカテゴリ内のユーザー数の増加率）

30%

急成長ゾーン
新型コロナウィルスアプリ

25%

20%

テレワークアプリ

15%
ソーシャル経験共有アプリ

遠隔医療相談アプリ

デートアプリ

10%

5%

旅行および予約アプリ
配車アプリ

0%
-40%

eラーニングアプリ

-30%

eスポーツストリーミング

食料品／宅配アプリ

スポーツ／速報アプリ

駐車場アプリ

ロケーションアプリ
-20%

-10%

天気アプリ
0%

10%

ウェルネスアプリ
教育アプリ
ニュース
アプリ

クイズ／パズルアプリ
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アプリ使用量の純変化 （アプリ使用量の増加と減少の差）

使用量の増加に反映されるネットワークの
重要性
今回のパンデミック下で、消費者の固定
ブロードバンドへの接続時間は一日あたり
2時間半増加し、一方でモバイルブロードバ
ンドへの接続時間は一日あたり平均1時間
増加しました。46%もの人の固定ブロード
バンド接続時間が大幅に増加し、同様に
16%の人のモバイルブロードバンド接続時
間が大幅に増加しています。
住宅向け固定ネットワークの普及が限
定的な市場では、モバイルブロードバンド
ネットワークが特に重宝されました。例え
ばインドでは33%が固定ブロードバンドよ
りもモバイルブロードバンドが重要である
と述べており、37％が在宅時の接続にモバ
イルブロードバンドのみを使うか、または
大半をモバイルブロードバンドに依存して
います。韓国、米国、中国、イタリア、
ブラジ
ルでは、回答者のほぼ半数がどちらのネッ
トワークも同じくらい重要であると述べて
います。
スマートフォンでのオンライン活動の大
半は主に自宅のWi-Fi環境からの接続でし
たが、一部例外もありました。調査の回答
者の38%が、
ソーシャルメディアアプリの利
用時間全体の半分は固定ネットワークでは
なくモバイルブロードバンドネットワークへ
接続していると回答しています。

ネットワークは使用量増加に対処
ロックダウン規制前と比較し、74％の人
が自身が利用するモバイルブロードバンド
ネットワークの品質がパンデミック前と同
等、もしくは改善したと回答しており、21％
の人が品質が低下したと回答しています。
また、消費者全体の約半数が、自身が利用
する固定ブロードバンドの全体的な性能に
非常に満足していると述べています。
これ
はモバイル、固定両方のネットワークがイン
ターネット使用量の増加にうまく対処でき
たことを示しています。
サービス利用行動の変化
パンデミックは消費者に新たな不安を
もたらしましたが、それでも消費者は新し
いデバイスを購入し、ICTサービスの利用を
増やしています。
約10人中1人が新しいデバ
イスを購入し、10人中2人が新しいサービ
スの利用を始めています。
一方、
それらを大
幅に上回る数の消費者が、
すでに利用して
いたオンラインサービスの使用量を増やし
ています。11の市場において、87%が既存
のオンラインサービスの使用が増えたと回
答しています。 大半の人が、Web閲覧、
イン
スタントメッセージング、動画ストリーミン
グ、
ソーシャルメディア、
ビデオ通話、音声通
話を以前より多く利用しています （使用量
の多い順）。
アプリ使用量の純変化および新規ユー
ザーの増加に関する分析では、新型コロナ
ウィルスの情報や感染者追跡アプリ、eラー
ニング、
リモートワークやウェルネス関連の
アプリはすべて使用量が増加しており、新
規アプリユーザーの純増も少なくとも8%

を超えています。
さらに、隔離期間中に他人
と交流したり、病院を訪問しての診察を避
けるために、経験共有用ソーシャルアプリ
やリモート医療相談を使い始めるユーザー
が増加しました。
一方で、旅行や施設予約、
スポーツ、
ナビ
ゲーション関連のアプリの使用量はとりわ
け大幅に減少しています。
調査方法
この記事の内容は、11ヶ国（ブラジ
ル、中国、
フランス、
ドイツ、インド、イ
タリア、韓国、スペイン、スウェーデ
ン、英国および米国）の15歳～69歳
のスマートフォンユーザーに対して
エリクソンコンシューマー＆インダス
トリーラボが実施した調査データに
基づくものです。
データはオンライン
アンケートとして2020年4月8日～
24日の期間に収集されました。各国
1,000人の回答者（合計11,000人）に
よるサンプルは、これらの市場にお
ける統計的に少なくとも7億人のス
マートフォンユーザーを代表します。

Wi-Fiへの接続時間は一日あたり平
均2時間半増加した一方、
モバイルブ
ロードバンドへの接続時間は一日あ
たり1時間増加しました。
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64%

ある程度重要
11%

平均して、欧州の五つの市場 （スウェー
通信事業者に期待される安定性の高い
デン、
フランス、
ドイツ、
イタリア、
スペイン）の
ネットワークと革新的サービス
スマートフォンユーザーの多くは、通信 スマートフォンユーザーの16%、およびイン
事業者は、顧客や社会の新たな需要に応え ドと中国のスマートフォンユーザーの41%
そのニーズを満たすために、創造性を発揮 が、パンデミック収束後すぐに5Gへのアッ
してほしいと望んでいます。
ここでは、通信 プグレードを計画していると回答していま
事業者がネットワークとサービスパッケー す。
この調査では、現在5Gを利用中のユー
ジに関して実施可能な様々な取り組みの
相対的な重要性を調べる調査をいくつか ザーが、食料品の購入や動画のストリーミ
行いました。
その結果、消費者の10人中6人 ング、ゲームなどの様々な活動を、4Gユー
が、通信事業者がネットワークの安定性と ザーよりも多くオンラインで行っていること
また、5Gユーザーは5Gの
品質を維持することが非常に重要であると もわかりました。
考えていることがわかりました。消費者の 可能性をより肯定的にとらえています。自
大半は、医師や看護師、緊急事態の初期対 宅で固定ブロードバンドよりも高速なネッ
応者等の最前線で働く人々にデータサービ トワークを使えるよう、5Gカバレッジをもっ
スや音声通話を無料で提供して支援してほ と迅速に展開すべきとの意見に強く同意し
しいと考えています。
また、支払遅延による ている回答者は10人中4人ですが、5Gユー
延滞料金の請求をしないこと、既存のデー ザーでは10人中6人がこれに強く同意する
タ使用量上限を撤廃することなども望んで と答えています。
現在5Gを利用中のユーザーは、4Gユー
います。
また特定のセグメントからの要求の割 ザーよりも高い割合で、自身にとって固定
合が高い項目も注目に値するでしょう。
たと ブロードバンドよりもモバイルブロードバン
えば子供を持つ親の61%が子供向け教育 ドの方が重要であると考えています。実際
コンテンツのパッケージを期待し、ホワイト に現在5Gを利用中のユーザーの23%は、
カラー労働者の48%が仮想現実（VR）を用 固定ブロードバンドよりもモバイルブロー
いた会議などの新しいサービスを期待して ドバンドの方が重要であると考え、48%は
どちらのネットワークも同じくらい重要だと
います。
述べています。
今回のパンデミックでは、消費者が通信
消費者の5Gネットワークへの期待
仕事や娯楽関連の活動を行うために通信 接続に支えられた新しい日常を構築するた
接続が重要となるこのような非常事態下で めの数多くのICTサービスが新たに導入さ
は、
より良いネットワーク体験に対する消費者 れ、その使用量も増加しました。それは結
の期待が高まります。
スマートフォンユーザー 果的に、サービスを充実させ、非常事態時
の10人中6人が、
5Gが非常事態下で大きな役 の管理をはるかに容易にし、会えない時に
割を果たせただろうという明確な肯定的な考 他人とつながるために5Gが果たすであろ
えを持っており、
さらにその半数が、
4Gより5G う役割のためのエキサイティングな土台を
の方がネットワーク容量と速度の両方におい 築くことにもなりました。回答者の57%が
て優れたサービスを提供できていただろうと 生活のためにお金を節約すると述べている
強く信じています。
また、
社会全体が5Gから大 一方、3分の1は第二波への備えとして5G
いに恩恵をうけただろうとも回答しています。 や自宅のブロードバンド環境の向上に投資
医療の観点からみた5Gの役割についても同 すると述べています。
等の考えが見られます。
たとえば医療の専門
家が5Gを使って離れた場所にあるセンターか
ら5Gを使って医療機器を遠隔操作したり、
5G
対応ロボットが検査を行うことで、感染の恐
れがある場所での医療スタッフの作業時間を
短縮できただろうという意見が見られました。
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図5: 新型コロナウィルスによるパンデミック下における通信事業者の
取り組みについて回答者が考える重要度

5G

8

64%

調査対象の消費者のうち、64%が通
信事業者がネットワークの安定性と
品質を維持することが非常に重要で
あると考えています。
継続される新しいデジタル行動
ロックダウン規制中の行動変化から、
消費者は新しいデジタル行動がパン
デミック後も続くだろうと予想してい
ます。
以下のようないくつかのトレンド
が予想されています。
1. ネットワークの再定義: 安定性の
高いネットワークの価値が高まる
でしょう。
10人中7人が非常事態下
でつながることの重要性は今だけ
ではなく今後も続くだろうと述べて
います。
2. 自律型配送: 非接触でのやり取りの
需要の高まりを受け、
10人中6人が
自動化されたドローンまたは無人
走行車両で物が配送されるだろう
と予想しています。
3. 場所に依存しない労働環境: 在宅
勤務がうまくいったことで、10人中7
人のホワイトカラー労働者がリモー
トワークが新しい日常になるだろう
と予想しています。
4. 遠隔ケア: 米国および英国の回答
者の10人中6人が、
オンラインでの
医療相談が物理的に病院で医師の
診療をうけるより好まれるだろうと
予想しています。
5. 仮想体験経済:
AR／VR（Augmented／Virtual
Reality）アプリが進化して魅力的な
新しい旅行体験やソーシャルまた
は教育サービスが生まれることが
考えられます。
回答者の10人中6人
が、VRによって自宅待機時にも自
分が望む体験ができるだろうと述
べています。

はじめに
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広がる消費者のサービス選択肢

商用5Gサービスは増加しており、サービスのパッケージングの
トレンドも微妙に変化しています。
2020年3月から4月にかけて、エリクソン
は世界中の通信事業者が提供する小売パッ
ケージの調査を新たに行いました。
今回は3
回目で、2018年12月と2019年8月に実施し
た調査の内容を補完するものとなります1。
この調査では通信事業者のウェブサイトか
らのデータに基づいて、消費者サービスの
料金プランを分類しました。
2018年および2019年には通信事業者
264社を分析しました。
その後、通信事業者
1社が市場から撤退し、新たに46社が分析
に追加されました。ただし、前回調査と比
較できるようにするため、必要に応じて追
加46社の分析については個別に参照して
います。

サービスパッケージングの変化
通 常 は 月 あたりの 提 供 ギガバイト数
（GB）で表される「バケツモデル」は、引き
続き大多数の通信事業者が中心的サービ
スと位置付けています。前回の調査では、4
社を除くすべての通信事業者がバケツモ
デルを基本サービスとして提供していまし
た。
これらの通信事業者4社は唯一の主要
選択肢としてデータ無制限パッケージを提
供しています。
プレミアムパッケージとして
データ無制限を含むオプションを提供する
通信事業者の数は、主に西欧、中欧、中東
およびアフリカで微増しています。

「オフピーク」と呼 ばれるバケツモデル
のバリエーションに、ネットワーク負荷が
少ない夜間や週末のデータ使用の割引が
あります。現在、54社の通信事業者がこの
モデルを提供しており、前回調査時の40
社から増加しています。
この増加分の半分
は前回調査分の増加によるもので、残りの
半分は調査ベースの拡大によるものです。
ソーシャルメディアや音楽、動画など特
定のサービスを対象としたサービスベース
のパッケージは123社の通信事業者が採
用しています。5Gの到来で特に注目され
る、動画や音楽ストリーミングといった需
要の高いサービスを対象としたパッケー
ジの人気がさらに高まっています。
これら
は通信事業者123社中85社が提供してお
り、112社中75社であった前回調査時より
増加しています。
増加する商用5G
5G消費者のユースケースに関連する2
種類のパッケージ （消費者 IoTと家庭用
ブロードバンド）が特に大幅な伸びを示し
ています。
これらはデバイスベースおよび
FWA（Fixed Wireless Access）のサービス
として分類され、それぞれ66社と175社へ
と増加しています。2020年に新たに追加し
た通信事業者46社のうち、10社の通信事
業者がFWAを提供しているため、この数

字は結果的に309社中185社になっていま
す。
また、通信事業者26社がモバイル充電
式ポケットルーターを使用したブロードバ
ンドサービスを提供しています。
商用5Gサービスを提供する通信事業者
の数は前回調査時の26社から最新の数値
で55社に増えています。
このうち49社がス
マートフォン向け5Gサービスを、6社が5G
を使ったFWAのみを提供しています。 5G
サービスを提供する通信事業者の約三分
の二が、4Gサービスよりも高い価格を設定
しています。価格の追加幅は6.8%から最大
96%と非常に大きな幅がありますが、平均
して32%高く設定されています。

多様なサービス
通信事業者は、新たなセグメント化や
差別化を模索しつつ、さらなる選択肢を消
費者に提供し続けています。また、新たに
導入された要素のほとんどはアドオンと
して提供されており、依然としてバケツモ
デルがサービスの基本となっています。無
制限パッケージは最上級オプションとして
の座をサービスベースのパッケージにす
でに明け渡しています。5G関連サービス
は、通信事業者が新たな収益源を求めて
新たなパッケージ方法を試みる中で最も
力強い成長を見せています。

図 6: 提供サービスタイプ別の通信事業者の数
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モバイル加入契約数の見通し

2020年末までに5G加入契約数は計1億9千万件に
達する見込みです。
2020年初めの新型コロナウィルス感染
症の拡大により、通信業界を含む世界のあ
らゆる社会が影響を受けました。
パンデミッ
クによる不確実性はあったものの、通信事
業者は5Gの展開を続け、75社を超える通
信事業者が商用5Gサービスの開始を発表
しました1 。
今回私たちは5G加入契約数2の予測を上
方修正し、2020年末までに約1億9,000万
件になると予測しました。
これは主に中国
での加入契約の立ち上がりが以前の予想
よりも早いためです。世界の他の地域に関
しては、
パンデミックの影響を考慮しわずか
な下方調整を行いました。例えば、欧州で
は周波数オークションが数件延期されたた
め、近い将来5G加入契約の取り込みが鈍
化することが予想されます。

また、2020年および2021年の北米の5G
加入契約数予測についても以前の予測値
を若干下方修正しました。欧州と北米は共
に、2025年までに以前の予測と同等の5G
加入契約数を達成することが予想されま
す3 。
予測期間全体において、5G加入契約の立
ち上がりは、2009年のLTE開始当時よりも
大幅に早くなることが予想されます。
これは
中国の5Gへの取り組みが4G（LTE）当時よ
り早かったこと、複数のベンダーがより早い
段階で対応デバイスを準備していることが
主な要因です。2025年末までに、全世界で
5G加入契約数が28億件に達することが予
測され、
これはその時点のモバイル加入契
約全体の約30%に相当します。

LTEは、加入契約数の観点では、予測 期
間中は無線アクセス技術の主流でありつ
づけるでしょう。LTE加入契約数は2022年
にピークを迎えて51億件になると見込ま
れ、LTEから5Gへの加入契約の移行に伴
い、2025年末までに約44億件に減少すると
予測されています。

図 7: 無線方式ごとのモバイル加入契約数（単位 : 10億）
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エリクソンおよびGSA（2020年5月）
3GPP Release 15 に規定されたNR（New Radio）をサポートし、5G対応ネットワークに接続されている
デバイスに関するものを5G加入契約数とカウントしています。
3
エリクソンモビリティレポート（2019年11月）
1

2

2025

注: IoT接続はこのグラフに は含ま
れていません。
固定無線アクセス
（FWA）接続は含まれています。

予測
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図 8: ネットワーク展開後数年間の5Gと4Gの加入契約増加の比較（単位 : 10億）
3

5G加入契約の立ち上がりは、4Gに
比べて大幅に早くなることが予想さ
れます。

2.5

2
5G (2018–2025)
4G (2009–2016)

1.5

1

0.5

0

0

1

2

3

4

展開後の年数

2025年には、加入契約の88%がモバイル
ブロードバンドになると予測
現在のモバイル加入契約は約80億件で
す。私たちは2025年末までにはこれが89
億件に増加し、
うち88%がモバイルブロー
ドバンドになると予測しています。
この割
合は、主にインド地域で2G（GSM／EDGE
のみ）加入契約の減少がより緩やかになっ
ているため、前回予測をわずかに下回る数
値となっています。予測期間の終わりまで
に、重複を除外したモバイル加入者数は63
億人に達すると推定されます。

5

6

7

スマートフォンの普及率は上昇を続け
ています。
スマートフォンに紐づく加入契約
数は、すべての携帯電話加入契約数の約
70%を占めています。2019年末時点での
スマートフォン加入契約数は55憶件でし
た。
スマートフォンの加入契約数は、2025
年には75億件に達すると予測され、モバ
イル加入契約全体の約85%になる見込
みです。固定ブロードバンドの加入契約数
は、2025年まで年間約4%という限定的
な成長となる見込みです 4 。
モバイルPC及
びタブレットの加入契約数は緩やかに伸
び、2025年に約3億9,000万件に達すると
予測されています。

図 9: 加入契約数と加入者数（ 単位 : 10億）
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 定ブロードバンドのユーザー数は、固定ブロードバンドの接続数の3倍以上です。
固
これは、固定ブロードバンド接続は家庭、会社、公
共のアクセススポットで加入契約が共有されているためです。
携帯電話では逆で、加入契約数が加入者数を上回っています。
FWAの
加入契約数は固定ブロードバンド加入契約数の推定に含まれていません。

予測
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地域別の加入契約数の見通し

現在、
モバイルブロードバンドの加入契約数は
総モバイル加入契約数の77%を占めています。
図 10: 地域別および無線方式別のモバイル加入契約数の割合（%）
2019 2025

11% 3%
29%

2019 2025

23%

9%
52%

2019 2025

51% 13%

2019 2025
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68% 55%
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68%
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64%

GSM/EDGEのみ（2G）

63%
66%

TD-SCDMA (3G)

CDMAのみ（2G/3G）

44%

46%

43%

40%

37%
26%

サハラ以南の
アフリカ

中東および
北アフリカ

中南米

インド

サハラ以南のアフリカでは、2019年の
LTEの割合は加入契約数の11%でした。
予測期間全体にわたってモバイルブロード
バンド1の加入契約数は増加し、
モバイル加
入契約の70%以上に達することが見込まれ
ます。LTEの割合は予測期間の終わりまで
に約30%に達する見込みですが、2019年
同様、依然としてHSPAが約40％の割合を
占める主流技術でありつづけるでしょう。
モ
バイルブロードバンドの加入契約数増加の
要因としては、
若年層が多く、
人口が増 加し
ており、
デジタル技能が向上しつつあること
と、
スマートフォンがより安価になっているこ
とが挙げられます。
予測期間において5Gの
加入契約が有意な数量になるのは2022年
からと予想され、2025年までには3%を占
める見込みです。
中東および北アフリカ地域では、2019
年末時点でLTEがモバイル加入契約の約
23%を占めていました。
この地域は、予測
期間内に発展すると考えられ、2025年ま
でに加入契約の77%がモバイルブロード
バンドになると予測されています。
この地
域では2019年に大手通信事業者によっ
1

5G

東南アジア
およびオセア
ニア

中欧および
東欧

西欧

北東アジア

て商用5Gが展開されており、加入契約数
は湾岸諸国を中心にすでに50万人を超え
ています。2021年には大幅な増加が見込
まれ、5G加入契約数は2025年までに約
8,000万件に達し、モバイル加入契約の約
10%を占める見込みです。
中 南 米 で は 、 LT E は 予 測 期 間 中 も
依 然として主 要 な 無 線アクセス方 式で
あり、2019年末時点で加入契約全体の
51%、2025年には68%を占める見込みで
す。WCDMA／HSPAは、ユーザーのLTEや
5Gへの移行に伴って36%から13%に着実
に減少することが予測されています。
この地
域では2020年に最初の5Gネットワークが
展開される見込みで、
アルゼンチン、
ブラジ
ル、チリ、
コロンビア、
メキシコが、
この地域
で最初に5Gを展開する国々になると予想
されます。
加入契約の増加は2020年からと
なる見込みで、2025年末までに5Gはモバ
イル加入契約全体の13%を占めると予測
されます。
インド 地 域では、 LTE加 入 契 約 数が
2019年時点の5億5,000万件から2025年
には8億2,000万件に増加し、7%の年平

北米

注：加入契約数が
1% 未満の無線方式
は、
このグラフに示
されていません。

72%

サハラ以南のアフリカでは、2025年
にモバイル加入契約全体の72%がモ
バイルブロードバンド加入契約とな
る見込みです。

均成長率（CAGR）で増加すると予測され
ています。LTEは依然として主流技術であ
り、2019年のモバイル加入契約数の49%
を占めています。LTEは引き続き主流技術
でありつづけ、2025年にはモバイル加入
契約数の64%を占めるでしょう。インドで
は、2025年末時点でモバイル加入契約数
の18%が5Gとなる見込みです。
モバイルブ
ロードバンド技術は、2019年にモバイル総
加入契約数の58%を占め、2025年までに
82%に達する見込みです。
モバイルブロー
ドバンド加入契約の総数は2025年までに
10億を超える見込みです。
スマートフォンの

モバイルブロードバンドには、HSPA（3G）、LTE（4G）、5G、CDMA2000 EV-DO、TD-SCDMA、Mobile WiMAXの無線アクセス技術が含まれます。
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加入契約数は2019年に6億2,000万件に増
え、9%のCAGRで増加して、2025年まで
に10億件に達する見込みです。
2020年後半は、東南アジアおよびオセ
アニアが5Gに向けたダイナミックな動き
を見せるでしょう。
オーストラリアでは5Gの
展開が続いており、2019年に最初の商用
ネットワークがいくつか展開された後、
すべ
ての通信事業者が5Gネットワークの構築
を進めています。
この地域の他の国々もこ
れに続く見込みです。
シンガポールでは、3
件の全国的5G免許が交付され、2022年
末までには国土の半分以上が5Gモバイル
ネットワークでカバーされる見込みです。
タイでは複数の通信事業者が5Gを展開し
ており、東南アジアで5Gをいち早く実現す
る国の一つとなりました。依然初期段階で
はあるものの、
この地域の5G加入契約数
は2019年末時点で22万件に上り、大半が
オーストラリアに集中しています。2025年
までには、5Gはこの地域でLTEに次いで2
番目に利用される技術となり、加入契約数
は2億7,000万件を超え、
モバイル総加入契
約数の20%を占めると予測されています。
中欧および東欧では、2019年にLTE
が主要技術となり、現在、加入契約全体の
43%を占めています。
これまで、
この地域全
体で五つ以上の5Gネットワークの商用利
用が開始されています。2025年には依然
としてLTEが主要技術であり、モバイル加
入契約全体の66%を占める見込みです。
一方、5G加入契約は27%を占めると予測
されます。
予測期間中、
ユーザーがLTEや5G
に移行するのに伴い、WCDMA／HSPAは
大幅に減少し続け、加入契約全体の38%か
ら3%にまで減少するでしょう。
2020年 末および 2021年 初 め
に、700MHzおよび3.4～3.8GHz帯などの
主要周波数の追加オークションが予定され
ていましたが、一部に遅れが出ています。
このため、関連する地域の5G展開に短期的
な影響があるでしょう。
西欧では、主流となる無線アクセス方
式はLTEで、総加入契約数の68%を占めて
います。2025年までにLTEは43%に減少
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し、WCDMA／HSPAは加入契約全体のわ
ずか2%にまで減少する見込みです。2019
年には地域全体で約20の通信事業者が
5Gサービスを開始し、約23万人の加入者
にサービスを提供しています。2020年中
に700MHzおよび3.4～3.8GHz帯の追加の
周波数オークションが予定されていました
が、一部に遅れが出ています。
このため、
こ
の地域の5G展開やカバレッジに短期的な
影響があるでしょう。5G加入契約の普及率
は2025年末までに55%に達すると予測さ
れています。
北東アジアでは、LTE加入契約の割合
は大きく、2019年末時点で88%に達して
います。中国だけでLTE加入契約数は14億
件に上ります。2020年、
この地域での5G導
入は加速しており、韓国は2021年までに全
国をカバーすることを目標に5Gネットワー
クカバレッジを改善し続けています。
中国で
は、通信事業者の上位3社が大規模5Gカバ
レッジの構築を開始しました。日本の大手
通信事業者各社は、現在商用5Gサービス
提供をすでに開始しています。
また、
この地
域ではさらに多くの通信事業者が2020年
の5Gサービス提供開始を目指して5Gネッ
トワークの展開開始を計画しています。
この
地域では2020年末までに1億7,000万件ほ
どの5G加入契約が見込まれ、予測期間の
終わりには、5G加入契約の普及率は60%
に達する見込みです。
北米では、5Gの商用化が急速に進んで
います。
同地域では、通信事業者がモバイル
ブロードバンドに焦点を当てた商用5Gサー
ビスをすでに開始しています。
北米における
LTEの普及率は現在92%で、
これは全世界
で最高の割合です。2025年末までに、
この
地域における5G加入契約数は3億2,500万
件近くに達し、モバイル加入契約の74%を
占めると予測されます。
北米、北東アジア、西欧は、モバイルブ
ロードバンド加入契約が高い割合を占め
ています。
これらの地域の国々は経済的に
発展しているため、情報通信技術が高い割
合で取り入れられています。

74%

2025年には北米のモバイル加入契
約の74%が5Gになると予測されま
す。

予測
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固定無線アクセスの見通し

固定無線アクセス（FWA）接続数は2025年末までに3倍になり、1億6,000万件に
近づく見込みで、世界全体のモバイルネットワークデータトラフィックの25%を疎通
します。
FWA加入契約の拡大
FWA市場と接続数の拡大の背景には
三つの主な要因があります。一つ目は、
デジタルサービスに対する消費者や企業
からの継続的な需要によってブロードバン
ド接続の必要性が高まっていることです。
二つ目は、DSLやケーブル、
ファイバーな
どの固定サービスの提供が限定的な地域
では、4Gまたは5G上で提供されるFWA
がますますコスト効率の良いブロードバン
ドの選択肢になっていることです。
より広帯
域の周波数割り当てと4Gおよび5Gネット
ワークの技術進歩による容量の増加で、提
供ギガバイトあたりのコストから見たネット
ワーク効率が向上しています。
三つ目は、政
府がブロードバンド接続をデジタル化への
取り組みや経済成長に不可欠なものと考
え、様々なプログラムや助成金を通じて促
進していることです。
最近のモバイル通信事業者のサービス
に対する調査では、通信事業者309社中
185社がFWAサービスを提供していること
がわかりました 1。
これは2018年12月のほ
ぼ2倍にあたります。
FWAの通信事業者や規制当局からの情

FWAの定義
FWAとは、
モバイルネットワーク対応の
宅内機器 （CPE）を介してブロードバン
ドにアクセスする接続形態であり、屋内
用（卓上型、窓据え付け型）や屋外用（屋
根および壁据え付け型）などの様々な形
態のCPEが用いられます。ポータブル充
電式のWi-Fiルーターやドングルは含ま
れません。
報が限られていることと、FWAの定義が
様々であることから、世界のFWA接続数に
関する数字にはばらつきがあります。私た
ちは2019年末までのFWA接続数は5,100
万件であったと推定しています。
この数は
2025年までに3倍に増加し、1億6,000万
人に近づくと予測されます。
FWAデータトラフィックは、2019年末ま
でに全世界のモバイルネットワークデータ
トラフィックの約15%を占めていたと推定
されます。2025年には約8倍の53EBに達
し、全世界のモバイルネットワークデータト
ラフィック全体の25%を占めることが予測

図 11: FWA接続数

されます。

ブロードバンドの観点から見たFWA
現 在、世 界 全 体の世 帯 数 は 約 2 0 億 世
帯です。 2 0 1 9 年 末 までに 約 1 2 億 世 帯
（60%）が固定ブロードバンド接続を導
入しており、2025年末までには約70%
に達する見 込 みです 2 。この 観 点 からみ
ると、 F WA は 固 定ブロードバンド接 続
の 1 0 % を 占 め ることに なります。しか
し、FWAが約3億の既存DSL接続の代替
オプションとして考えられていることも述
べておく必要があるでしょう。
FWAの接続数を考える際、多くの世帯に
は同じ接続回線を使用する複数の個人が
いる一方で、
モバイルブロードバンドの観点
では接続数が人数を上回ります。2025年
末までにFWAの接続数が1億6,000件近く
になるという予測は、無線ブロードバンド接
続にアクセスできる人数が約5億7,000万人
に上ることを意味します。
新型コロナウィルスによる混乱で、家庭
用無線ブロードバンドに対する需要はおそ
らくかつてなく高まったことでしょう。

図 12: モバイルデータおよびFWAラフィック
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5Gデバイスの見通し

第3世代のチップセットで性能を最適化

新型コロナウィルスのパンデミックによる
不確実性はあったものの、SA（Standalone）
とNSA（Non-Standalone）ネットワークの両
方が展開され新たな周波数帯の利用が始
まる中、5Gデバイスのエコシステムは拡大
を続けています。
• 商用5Gデバイスモデルは100以上
• ミリ波周波数帯のサポート拡大
• 勢いを増すFWT
（Fixed Wireless Terminals）
、
モジュール、
コネクティッドPC
• 商用5Gエコシステムに新たにチップセッ
トプレーヤー1社が参画
• 2020年後半に5Gデバイスの小売価格が
300～400USドルまで下がることが期待
され、中低層セグメントのユーザーにリー
チ可能に

新型コロナウィルスにより、
デバイスの生
産量に短期的、中期的な影響はあると考え
られますが、現時点では新規開発のペース
は維持されているようです。
量から性能最適化へ
第2世代のチップセットにより5Gデバイス

のボリューム展開が始まり、
2020年第1四半
期には各ベンダーがフラッグシップモデルを
発売しました。第3世代のチップセットは今
年、相互運用性ラボで試験を実施し、2021
年に性能が最適化された5Gデバイスを実現
することを目指しています。
新しい製造プロ
セスによって消費電力が向上し、5GのSA方
式におけるエンドユーザー性能を重視した
新たな機能が実現できるでしょう。第3世代
のチップセットによって、デバイスは下位中
間層または低価格セグメントにもリーチで
きるようになると考えられます。

ミリ波帯のサポートを活用
周波数帯として、24GHz、28GHzおよび
39GHzのミリ波帯が利用できます。現在、
こ
の周波数帯ではエンドユーザービットレート
4Gbpsを超えるデバイスが実現可能です。
米
国はミリ波帯の周波数と技術への投資で先
行しているため、他の市場はこのハイバンド
のデバイスエコシステムの発展の恩恵を受
けることができるでしょう。
ミリ波帯対応のデ
バイスモデルは、北米、東南アジア、韓国市
場において、
スマートフォンとCPE（Customer

図 13: 5Gデバイスの利用可能時期 （3GPP）
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低帯域も勢いをつける
5Gのローバンド帯域を使用した最初の
ネットワークはすでに稼働しており、対応デ
バイスの数も増加しています。
これにはスペ
クトラムシェアリングのサポートも含まれて
います。
まず、初期のサービス開始に適合す
るいくつかのバンドを組み合わせ、次第にそ
の数が増えていくと考えられます。
中国では
SAの5Gが勢いを増しており、通信事業者に
よる起動でSAをサポートするよう構成され
たデバイスが使われています。欧州では、専
用ネットワークアプリケーション用5G SAデ
バイスの需要が高まっており、
その結果スマ
ートフォン以外の形態への要求も高まって
います。
米国では、
まずモバイルブロードバンド向
けにローバンドでSAを導入することを目標と
しています。
2020年中には、
SAとNSAのネット
ワークアーキテクチャーが両方展開されてい
る場合にSAモードとNSAモードを行き来でき
るデバイスがリリースされるでしょう。

ポケットルーター
初期デバイス
第1世代
前半

39GHz (n260)

Premises Equipment）／FWTの両方の形態
でますます増加しています。

2019

スマートフォン

CPE/FWT

大量生産デバイス
第2世代
後半

前半

2020

後半

16

予測

エリクソンモビリティレポート | 2020年6月

音声及びコミュニケーション
サービスのトレンドと見通し

VoLTEは、
4Gおよび5Gデバイス上で世界的に相互運用可能な音
声およびコミュニケーションサービスを実現する基盤です。
2020年
末までに加入契約数は30億件に達する見込みです。
信頼できる高品質な音声サービスがか
つてなく重要になっています。通信事業者
は、VoLTEを基盤とするサービスに対応す
べく、継続してネットワークを進化させてい
ます。
こうしたサービスは現在100カ国以上
の210を超えるネットワークで開始されて
います1 。VoLTEサービスは、コスト効率の
高いネットワーク運用、
より容易な容量増
減と迅速なサービス展開を実現するため、
クラウド技術を使用して展開されています。
VoLTEの加入契約数は2020年末時点で
30億件になると予測され、2025年末までに
は64億件に達する見込みです。
これはLTEお
よび5G加入契約総数の約90%に相当しま
す。2Gおよび3Gネットワークのサービス終
了によってVoLTEの導入とVoLTEローミング
の合意契約が加速するでしょう。
現在最も利
用されている4G音声ソリューションである
CSFB（Circuit-Switched Fallback）は2Gまた
は3Gがなければ機能しないため、VoLTEは
加入者とローミングサービスの利用者に対
する音声サービスをサポートすることになる
でしょう。
V o LT E（ I Pマル チメディア サブシス
テム 、I M S を 使 用 ）は 、5 G 音 声 通 話 や
SMS、RCS（Rich Communications Services）
お
よび新しいコミュニケーションサービスを
5Gデバイス上で実現するための基盤でも
あります。IMSは標準化された唯一の5G音
声ソリューションであり、5Gからは音声の
CSFBは行われません。5G音声は、LTE-NR
デュアルコネクティビティ、EPS（Evolved
Packet System）
フォールバック、
およびVoNR
（Voice over New Radio）を利用して4Gお
よび5Gネットワークに段階的に展開されま
す。ネットワークインフラとデバイスエコシ
ステムを使用した、5G音声（VoNR）および
5Gビデオ通話のエンドツーエンドの試験が
実施され、成功しています。
新しいユースケースの導入とデバイスの可
用性
V o LT E 対 応 の 4 G デバイスモ デル は
2,650種以上発売されており、
うち約85%

図 14: 地域ごとのVoLTE加入契約数（単位:10億）
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が電話端末です2 。40種以上の5G電話端
末がVoLTEに対応しています3。VoLTE対応
のスマートフォンも、最新の音声コーデッ
クやネイティブビデオ通話などの機能を強
化しています。
HD Voice+ （Evolved Voice
System、EVS）対応デバイスは165種以上、
ViLTE（Video calling over LTE）対応デバイ
スは400種以上発売されています4。
最新の通信事業者のサービスとして、
ス
マートフォンと同じ携帯電話番号で音声通
話ができる機能を持つスマートスピーカー
があります。
これは、電話端末やスマート
ウォッチ、
スマートスピーカー等、複数のデ
バイスを同一の電話番号に紐付けることが
できるVoLTEマルチデバイスネットワーク
機能をベースとするものです。現在、90以
上の通信事業者のネットワークが音声サー
ビス付きセルラースマートウォッチに対応し
ています。
VoLTEをベースとしたその他のサービス
には、同じ電話機への追加電話回線、共有
電話回線、ビデオ通話、
モバイルHD音声を
利用した企業協同サービス、IoTデバイス向
け音声サービスなどがあります。
また、ARと
VRの組み合わせ等の消費者、企業、業界向
けの5G関連のサービスイノベーションが検

GSA（2020年5月）
GSA（2020年5月）異なる地域と周波数をサポートするモジュール、
スマートフォンおよびその他のタイプのデバイス
3
GSA（2020年5月）
4
GSA（2020年5月）
5 選択された欧州の代表的な国のデータに基づきます。
1
2

アジア太平洋地域

2021

2022

2023

2024

2025

討されています。
5Gインタラクティブ通話、
例
えば5Gスマートフォン上で一緒にWebを閲
覧する等の5G音声呼とリアルタイムコンテ
ンツ共有の組合わせ、または異なるデバイ
スとエンドポイント間でのビジネスメディア
共有は、今後劇的に改善され、5G音声サー
ビスの主流になる可能性があります。
非常時におけるVoLTEの使用量と性能
最近の世界的なロックダウン開始前後
の数週間に欧州全域でVoLTE利用状
況を分析した結果、
主に通話時間が長
くなったことでトラフィックが激増して
いることがわかりました。
また、ネット
ワーク全体でユーザーの移動が減少
したため、
音声通話の接続維持率が改
善しました。
欧州の各市場でのVoLTEト
ラフィックの増加率は20%～50%の幅
があり５、
その他の市場では、人々が自
宅で過ごす時間が増えたことでVoice
over Wi-Fi通話が最大90%増加した通
信事業者もありました。
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モバイルネットワークデータトラフィックは、2019年第1
四半期から2020年第1四半期に56%増加しました。
2018年から2019年初めにかけて、
トラフィッ
ク成長率は顕著なピークを示した後、
より通
常のレベルに戻りました。
2020年第1四半期
の前四半期比での成長率は14%でした。
新型
コロナウイルスによるロックダウン規制で消
費者の行動が変化し、
トラフィック負荷が地理
的に移動したことでモバイルネットワークに影
響が生じました。
例えば、
テレワーキングの推
進により、
日中の負荷のある程度は都市の中
心部から郊外の居住エリアへ移動しました。

こうした事象は、
固定の家庭用ブロードバンド
接続の普及が限定的なエリアで最も顕著に
見られました。
概して、
固定ネットワーク接続
が普及している市場のモバイルネットワーク
では、
トラフィックの量はさほど影響を受けま
せんでした。
長期的に見ると、
トラフィック1の増加は、
スマートフォンの加入契約数の増加と加入
契約あたりの平均データ量の増加の両方
からもたらされており、主に動画コンテンツ

の視聴の増加によって促進されています。
図
15は、2014年第1四半期から2020年第1四
半期までの全世界における月ごとのネット
ワークデータおよび音声トラフィックと、モ
バイルネットワークデータトラフィックの年
ごとの増加率の変化を示したものです。

図15: 全世界のモバイルネットワークデータトラフィックと前年比増加率（EB／月）
データ
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モバイルトラフィックは、
2019年から2025年の間に毎年
31%増加する見込みで、
最近の傾向からするとそのほと
んどが動画トラフィックによるものになります。
モバイルネットワークにおける動画トラ
フィックは、2025年までに年間約30%増加
し、2019年の60%を少し上回る程度から、
モバイルデータトラフィックの4分の3近く
を占めるまでになると予測されます。
モバ
イル動画トラフィックの増加は、多くのオン
ラインアプリケーションでの埋め込み動画
の増加、VoD（Video on Demand）
ストリー
ミングサービスの加入者の増加および加
入者あたりの視聴時間の増加、
スマートデ
バイスの画面解像度の進化によってもたら
されています。
これらの要因はすべて、動画
対応のスマートデバイスの普及が拡大した
ことに影響を受けています。
ソーシャルネッ
トワークのトラフィックも、今後6年間に毎
年約20%増加すると見込まれていますが、
動画の増加がより大きいため、総トラフィッ
クに占めるソーシャルネットワーキングの
割合は、2019年の10%から、2025年には
約8%に減少する見込みです1。

没入感のあるコンテンツ形式がトラフィッ
ク増加に寄与
ユーザーのストリーミング視聴や動画の
共有は増加し続けています。
セルラーネット
ワークを介してストリーミングされる動画の
最も標準的な解像度は480p（ネットワークに
よって異なる）と推定されています。
スマート
フォンやネットワークの性能が向上を続ける
中、
HD（720p）
とフルHD（1080p）
のストリーミ
ング動画がより一般的になりつつあります。
優れたユーザーエクスペリエンスに必要な性
能を提供する5Gネットワークにおいては、
より
没入感のあるメディア形式とアプリケーショ
ンが、
モバイルデータトラフィックの増加に寄
与する重要な要素になるでしょう。
例えば、
ス
トリーミングされるeスポーツのイベントをマ
ルチビューで視聴すると、
1時間あたり約7GB
消費し、
メディア
（ビット）
レートが25Mbpsの高
品質AR／VRストリーミングでは1時間あたり
12GBも消費します。

各アプリケーションカテゴリーのトラ
フィックへの影響の計算
www.ericsson.com/en/
mobility-report/mobility-calculator
様々なアプリタイプ
の使用量と、加入契
約ごとの月ごとのト
ラフィックとの関係
を調べられます。
アプ
リの使用量を入力す
ると、予め設定された六つのデータ
消費プロファイルに対するデータ使
用量のベンチマークが行われます。

図16: アプリケーションのカテゴリーごとの月間モバイルデータトラフィック
（単位 : %）
動画

ソーシャルネットワーク

Webブラウジング

音声

76%
動画

63%
動画

2019
33EB
／月
1

2025
164EB
／月

ソフトウェアのダウンロードと更新

P2Pファイル共有

他の分野

動画トラフィック増加の主な要因
• ほとんどのオンラインコンテンツ
（ニュース、広告、
ソーシャルメディ
アなど）に含まれている動画）
• 動画共有サービス
• 動画のストリーミングサービス
• ユーザーの行動の変化ー時間と場
所の制約なしに動画を視聴
• アーリーアダプターだけでなく、他
セグメントへの普及
• 大画面で高解像度へ進化したデ
バイス
• 進化した4Gの展開によるネットワー
ク性能の向上
• 没入感のあるメディア形式とアプリ
ケーションの出現（HD／UHD、360
度ビデオ、AR、VR）

Webブラウジングやソーシャルメディアの埋め込み動画によるトラフィックは、
アプリケーションの
「動画」
カテゴリーに含まれています。
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ゲーム市場の活性化

ロックダウン規制が実施され、
屋外での娯楽が制限された国々では、
動
画ストリーミング対応のアプリケーション、
ビデオ通話やゲームの利用
の大幅な増加がみられました。
新しい何かを試す時間が増えた新規ユー
ザーと、
既にサービスを利用している既存ユー
ザーの使用率が増加したことで、
動画サービス
の利用とゲームのダウンロードが増加し、
ネッ
トワークのトラフィック増加をもたらしました。
これを踏まえて、
いくつかの動画ストリーミング
プロバイダーは慎重な対応策を選択し、
負荷
の高まったネットワーク上での配信を維持する
ために、
動画の画質を引き下げました。
多くのオンラインゲームの人気が高まり、
世界中で数百万のプレイヤーが毎週ゲームを
プレイしています。
オンラインゲームは、遅延
を軽減するため、
ネットワーク上でのデータト
ラフィック交換を最小限に抑えるよう設計さ
れています。
従来のオンラインゲームのプレイ
中に生成されるトラフィックは、
主に各プレイ
ヤーの位置とゲームマップでの行動に関する
情報を含む小さなパケットで構成されます。
そ
のため、
プレイヤーの数が大幅に増加しても、
オンライントラフィック量にはそれほど影響が
ありません。
デバイスで実行されるマルチプレ
イヤーゲームの場合、
ネットワークに対する
要求は低遅延です。
トラフィックがネットワー
クに及ぼす影響が最も大きくなるのは、
数百
万のプレイヤーが同時にゲームをダウンロー
ドまたは更新する場合で、
そのトラフィック量

は数10ギガバイトに達します。
フルダウンロー のストリーミングは、
ネットワークに様々な影
ドでは100～150GBになる場合もあります。
こ 響を及ぼします。
必要な下りリンクスループッ
のようなダウンロードが同時に多発すると、
ど トはゲームの速度と複雑さに依存します。
ス
のような固定やモバイルのネットワークでも トリーミングゲームは、同等画質の動画スト
短期的な容量の問題が生じる可能性があり リームに比べて数倍のデータを使用します。
ます。
それは、
より高速のビデオ符号化が必要で、
プレイ中に求められる低遅延の維持に役立
ストリーミングビデオゲーム
ちますが、
データレートはより高まります。
現
離れた場所のデータセンターから送ら 在のクラウドベースのゲームプラットフォーム
れるストリーミングゲームは、
スマートフォン では、
サービスを実行するためにネットワー
ユーザーにとっては今や現実のものです。 ク遅延は最低限60未満～100msである必要
ハードウェア要件が軽減され、
幅広いデバイ があります1。
ゲームの複雑さが増すと、
さら
スでゲームを実行できるため、
ストリーミン に低い遅延が求められます。
現在展開されて
グを利用する傾向にはずみがついています。 いる5Gネットワークは、
既に遅延の平均が20
すでに多数のサービスが提供されており、
さ ～30msで、
10ms未満の遅延を目指して開発
らに多くが開発中です。
ストリーミングビデオ が進められています。
ゲームサービスは、
従来のパソコンやゲーム
クラウドで実行するストリーミングアーキ
機でのゲームと異なり、
ゲームのすべてをネッ テクチャーに対応したゲームを開発する場
トワーク経由でライブストリーミングします。 合、
ネットワーク性能がより一層重要になり
現在、
5Gモバイルブロードバンドを提供して ます。
5Gが提供するネットワーク性能とエッ
いるいくつかの通信事業者は、5G料金プラ ジコンピューティング技術により、通信事業
ン内またはプランに上乗せしてサービスベー 者はサービスにより最適化されたアーキテ
スのパッケージを提供するために、
クラウド クチャーを装備できます。
それらを展開する
ベースのゲーム事業者とパートナー関係を ことで、
より多くのゲームパッケージの提供
結んでいます。
が期待でき、提案を差別化して、
ユーザーが
図17に示すように、
様々なタイプのゲーム 求めるエクスペリエンスを提供できます。

図17: クラウドベースのモバイルゲーミングプラットフォームの下りリンクスループット要件の変動
30

グラフィックが複雑で高速のゲーム
は、
平均15Mbps、
ピーク時で25Mbps
以上のスループットが必要となりま
す。
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グラフィック品質が低く低速で、
遅延要
件が最低限のカジュアルゲームでは、
求められるスループットはかなり限定
的ですが、
アクションが活発化するピー
ク時には1～2Mbpsが必要です。
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ネットワーク遅延は、
ネットワーク速度、利用可能な帯域幅、送信データのサイズなどの要素に依存します。
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モバイルデータトラフィックの見通し

2025年には、
全世界のモバイルデータトラフィックの約半分が
5Gネットワークで送られます。
世界のモバイルデータトラフィックの総
量は、2019年末までに毎月約33エクサバイ
ト
（EB）に達し、2025年にはその5倍近くの
毎月164EBに達すると予測されています。
こ
れは60億人以上の人々がその時々にスマー
トフォン、
ラップトップやさまざまな新しいデ
バイスを使用して消費するモバイルデータ
の量を表しています。
この成長の中心にあるのは引き続きモ
バイルデータトラフィックの大半を生成する
スマートフォンです。
現在その割合は約95%
を占めていますが、予測期間の間増加し続
けると見込まれます。
5Gを早期導入する人口の多い市場は、
予測期間中にトラフィック増加を強く牽引
する可能性があります。2025年までに、モ
バイルデータトラフィック全体の45%が5G
ネットワークで送られると予測されます。

地域によってトラフィックの増加に大きな
ばらつき
トラフィックの増加は年ごとの変動が非
常に大きく、
その地域の市場ダイナミクスに
応じて国によって大きな差が生じる場合も
あります。米国では、2018年にトラフィック
成長率はわずかに低下しましたが、2019年
中に以前予測されていた成長率まで回復
しました。中国では、2018年は記録的なト
ラフィックの増加の年でした。
インドのトラ
フィックの増加は引き続き上昇を続け、依
然、
スマートフォン1台あたりの毎月の使用
量が最も多い地域となっています。
世界的に、
スマートフォン1台あたりのモ
バイルデータトラフィックの増加は、デバイ
ス機能の改善、データ量の大きいコンテン
ツの増加、
より手頃な価格のデータプラン、
という三つの要因によるものと考えられま
す。

図18: 全世界のモバイルデータトラフィック
（EB／月）
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注: 固定無線アクセス
（FWA）サービスで生成されるトラフィックは、
このグラフには含まれていません。
1
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www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing
GlobalData, India Telecom Operators Country Intelligence Report (2019年)
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45%

2025年までに、5Gはモバイルデータ
全体の45%を占めると予測されま
す。

2025年までに、
インドでスマートフォンユー
ザーが4億1000万人増加する見込み
インド地域では、4Gが急速に普及したこ
とにより、
スマートフォン1台あたりの月間モ
バイルデータの平均使用量が大幅に増加
し続けています。
低価格のモバイルブロード
バンドサービス1、手頃な価格のスマートフォ
ン、人々の動画視聴習慣の変化がこの地域
の月間使用量の増加を牽引し続けていま
す。
固定ブロードバンドを利用している世帯
はわずか4%に過ぎず、多くの場合、
スマート
フォンがインターネットにアクセスする唯一
の手段となっています2。
2025年には総トラフィック量は3倍にな
り、月間21EBに達する見込みです。
これは、
スマートフォンユーザー数の増加（郊外地
域における増加を含む）およびスマートフォ
ン1台あたりの平均使用量の増加という二
つの要素によってもたらされます。
インドで
は、
2025年までにスマートフォンユーザー数
が4億1000万人ほど増加すると予想されて
います。
既存のスマートフォンユーザー1人あ
たりのトラフィックが時とともに大幅に増加
し続けたとしても、
インドでスマートフォンを
持ち始める消費者の数が増えるため、
スマー
トフォン1台あたりの平均トラフィック量の増
加は緩やかになると予想されます。2025年
にはスマートフォン1台あたりの平均月間ト
ラフィック量は約25GBに増加すると予測さ
れます。

予測
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図19: スマートフォン 1台あたりのモバイルデータトラフィック
（GB／月）
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北米では、今後の月あたりのGBの増加は
5Gサービスの導入次第
北米のモバイルデータの月間平均使用
量は、2025年までにスマートフォン1台あた
り45GBに達する見込みです。
スマートフォ
ンに精通した消費者ベースと動画の豊富
なアプリケーションが大型のデータプラン
と組み合わさることで、
トラフィックの増加
が促進されるでしょう。
スマートフォン1台あ
たりのトラフィック量は短期間で大幅に増
加すると予想されますが、VRやARを活用し
た没入感のある消費者サービスを導入する
ことで、長期的にもより一層の高い伸びを
みせると予測されます。2025年までに、5G
加入契約の普及率は、全地域の中で最も
高い74%になることが予測されます。
西欧のトラフィック成長率についても、
北米と同様のパターンが想定されます。
し
かし、市場がより細分化されていることが
5Gのマス市場での採用の遅れにつながる
と予想されることから、2025年のスマート
フォン1台あたりのトラフィック量は北米を
やや下回る月間36GBとなる見込みです。

2022

2023

2024

2025

北東アジアの月間モバイルデータ使用量
が依然として急成長
魅力的なデータプラン、そして革新的な
モバイルアプリケーションやコンテンツは、
北東アジア全体、特に中国において月間モ
バイルデータ使用量を押し上げています。
このスマートフォン加入契約数の急成長は
今後も続くことが予想され、中国だけでも
2019年から2025年の間に約1億7000万の
スマートフォン加入契約件数の増加が見込
まれ、さらなるデータトラフィックの増加の
原動力となるでしょう。5Gでかなりの数の
アーリーアダプターを獲得することが予想
されるため、
この地域では引き続き高い成
長が見込まれます。
スマートフォン1台あた
りのデータトラフィック量は、北東アジアで
は月間27GB、中国では月間25GBに達す
る見込みです。
中東および北アフリカ地域は、予測期
間中の成長率が最も高くなる地域の一つ
となる見通しで、2019年から2025年の間
にモバイルデータの総トラフィック量がお
よそ9倍に増加する見込みです。2025年
にはスマートフォン1台あたりの平均月間
データ使用量は23GBに達する見込みで
す。サハラ以南のアフリカ地域でも成長率
がかなり高まっており、比較的小さな基盤
ではあるものの、2025年までに月間の総
トラフィック量は平均0.33EBから4EBに

増加すると予測されています。
予測期間中、
スマートフォン1台あたりの
平均トラフィック量は7.1GBに達すると予測
されています。
東南アジアと中南米は、予測期間中、地
域レベルでは同様の傾向を示すと予想さ
れますが、特に5Gを展開する市場では、国
によってトラフィックの増加は、カバレッジ
の構築と継続的な4Gの導入が原動力に
なり、
スマートフォン1台あたりのトラフィッ
ク成長率が大幅に異なる可能性がありま
す。
スマートフォン加入契約件数の増加とス
マートフォン1台あたりの平均データ使用
量の増加につながっています。
スマートフォ
ン1台あたりのデータトラフィック量は、東
南アジアでは月間25GB、中南米では月間
22GBに達する見込みです。
中欧および東欧では、4Gの導入に起
因する成長も見られますが、
この地域はそ
もそも加入者あたりのトラフィックがやや
多い傾向にあります。予測期間中、スマー
トフォン1台あたりの月間トラフィック量は
5.8GBから24GBに増加する見込みです。
た
だし、
この地域では、どの地域平均よりも月
間消費が大幅に高い国や通信事業者があ
るため、地域内で月間データ消費量に大き
なばらつきがあることを念頭に置く必要が
あります。
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ネットワークカバレッジ

2025年には、
5Gは最大世界の人口の65%をカバーする
可能性があります。
4G（LTE）ネットワーク構築の勢いは衰
えていません。世界の4Gの人口カバー率
は2019年末には約80%でしたが、2025年
には90%以上に達すると予測されていま
す。4Gネットワークも、
より多くのネットワー
ク容量と、
より速いデータ速度を実現する
ため、進化し続けています。
現在797の商用
4Gネットワークが展開されています。
そのう
ち、315のネットワークがLTE-Advancedに
アップグレードされており、37のギガビット
LTEネットワークがすでに商用化されてい
ます。

ついては、4Gネットワークはかなりの割合
で5G対応の準備ができており、既存のLTE
バンドでスペクトラムシェアリングを利用
し、5Gサービス対応となるようアップグレー
ドすることができます。
このオプションを利
用することで、人口カバレッジを推定10%ポ
イント向上できることから、2025年には最
大65%の5G人口カバレッジを達成できる可
能性があります。

図20: 技術ごとの世界の人口カバレッジ1
3GPP
2019

~95%

2025

>95%

COVID-19のために5G人口カバレッジ予
LTE
測の不確実性が増大
特に2025年までの5Gネットワーク構築
5Gの商用サービス開始と展開の勢いが継 の見通しについては、構築の加速を促す要 2019
因が示されています。
ただし短期的な要素
続中
現在までに、世界中で75を超える商用5G を見ると、たとえばCOVID-19のために5G
2025
サービスが開始されています。
当初、5Gネッ 用の周波数帯の認可に遅延が生じるなど、
トワークは主に大都市で展開されました。 特定の国々で構築ペースに低下がみられ
世界の5G人口カバレッジは2019年末の時 ています。短期（2020～2021）および中期
点では約5%で、最も大規模なカバレッジが （2022～2025）のどちらについても5G人 5G
構築されたのは米国、中国、韓国、
およびス 口カバレッジに及ぶ正確な影響は明確に
イスでした。韓国では、通信事業者が2019 なっていませんが、5Gは依然として歴史上 2019
年末までに人口の大部分をカバーする5G 最も迅速に展開される移動通信技術にな
ネットワークを迅速に構築しました。
スイス ると予想されています。
2025
では、5G人口カバレッジは、2019年末時点
で90%を超え、2020年も引き続き増え続け
ると予測されています。
迅速な5Gカバレッジ構築を実現する技術
の進歩
5Gカバレッジの構築は、次の三つの大ま
かなカテゴリーに分類できます。
1. サブ6GHzの新しい帯域での無線展開
2. ミリ波帯域での展開
3. 既存のLTE帯域での展開

~80%
>90%

~5%
55–65%

図21: 各カテゴリーのデバイスをサポートするLTE-Advancedネットワークの割合と数
315
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224
71%

最 初 の 二つのカテゴリー を合 わ せる
と、5G人口カバレッジは2025年に55%に達
すると予測されます。
三つ目のカテゴリーに
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出典 : エリクソンおよび GSA（2020年5月）

1

数字は各技術のカバレッジを示しています。
各無線方式を利用できるかどうかは、
デバイスへのアクセスや加入契約数などの要因に左右されます。
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IoT接続の見通し

大量IoT接続の数は2019年に3倍に増加し、ほぼ1億に達しました。

大量IoT技術のNB-IoTとCat-M 1は、世
界中で展開され続けていますが、新型コロ
ナウィルス感染症の影響により2020年の展
開ペースは以前に予測されたものより若干
低下しています。IoTアプリケーションの大
半は依然2Gや3G接続によって実現されて
いますが、2019年には大量IoT接続の接続
数が3倍に増加し、年末には1億件近くに達
しています。
大量IoTは主に広域のユースケース向け
であり、バッテリー寿命が長くスループット
が比較的小さい、複雑性が低く低コストな
デバイスが大量に接続されます。NB-IoTと
Cat-M技術は相互に補完し合っており、少
なくともどちらか一方の技術を開始したこ
とが知られる123の事業者2のうち、25%が
両方の技術によるサービスを開始していま
す。2025年末には、NB-IoTとCat-Mがセル
ラーIoT接続全体の52%を占めると予測さ
れています。Cat-MとNB-IoTは、円滑な進
化過程を経て5Gネットワークに対応し、5G
導入後も現在と同じ帯域に引き続き展開で
きます。大量IoT対応の商用デバイスには、

様々なタイプのメーター、センサー、
トラッ AR／VR、クラウドロボティクス、自動運転
カーやウェアラブルデバイスが含まれます。 車、高度クラウドゲーム、装置やプロセスの
ブロードバンドIoTには、主に大量IoT技 リアルタイムの調整と制御が含まれます。
術がサポートするものよりも高いスループッ
北東アジアは、セルラーIoT接続の数に
ト、
低遅延、
より多くのデータ量を必要とする おいて世界をリードしています。2019年末
広域のユースケースが含まれます。
このセグ には、
この地域がセルラーIoT接続全体の
メントではLTEがすでに多くのユースケース 54%を占め、2025年には67%に達すると推
をサポートしています。2025年末までに、セ 定されています。
ルラーIoT接続の34%がブロードバンドIoT
になり、
その多くが4G接続となるでしょう。
新 IoTデバイス
旧の周波数帯に5G NR（New Radio）が導入
最初の5G NR 対応の IoTプラットフォー
されることで、
このセグメントのスループット ムが、最近リリースされました。数社のベン
データレートは大幅に増大します。
ダーのモジュールと、PCや先進的なウェア
クリティカルIoTでは、広域とローカルエ ラブルデバイス向けのプラットフォームが
リアの両方のユースケースの遅延要件の厳 利用可能です。2020年後半から2021年に
しい通信に使用され、指定された遅延目標 かけて、個人用および商用の車両、カメラ、
以下で確実にデータ伝送を行うことが求め 産業用ルーター、ゲームに関連するユース
られます。
クリティカルIoTは、5G NRの先進 ケースが加わると予想されます。それらの
的な低遅延通信機能と共に5Gネットワー デバイスは当初はモバイルブロードバン
クに導入されます。
クリティカルIoTのユー ド機能をサポートしますが、遅延要件の厳
スケースをサポートする最初のモジュール しい通信機能の需要に応じて、デバイスや
の展開は、2021年になる見通しです。代表 ネットワークのソフトウェアアップグレードに
的なユースケースとして、
クラウドベースの より、
性能が進化していくと予想されます。

図22: セグメント別／技術別のセルラー IoT接続（単位 : 10 億）
ブロードバンドIoT、
クリティカルIoT（4G/5G）
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図23: IoT接続数（単位 : 10 億）
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Cat-MにはCat-M1とCat-M2の両方が含まれます。
現在サポートされているのはCat-M1のみです。
GSA、2019年10月
これらの数値は、広域IoTの数値にも含まれています。
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ベライゾン、
5Gで固定およびモバイル
ブロードバンドを変革
ミリ波帯使用の5Gでユーザーエクスペリエンスが再定義
されます。
ベライゾンが米国でミリ波帯域を使用し
た5Gサービスの提供を開始してから2年目
となります。
皮切りは2018年のFWA（Fixed
Wireless Access）の5G Homeサービス提供
で、
さらに2019年には5Gモビリティサービ
スの提供を開始しました。
どちらもベライゾ
ンの5G Ultra Widebandネットワーク上で稼
働しています。
5Gミリ波帯がもたらす好機
無線サービスにミリ波帯を使うことによ
り、通信事業者に新たな事業機会が生まれ
ます。
5G接続がもたらす強化は、人工知能、
ロボティクス、VR／ARやIoTを利用するア
プリケーションの戦略に変化をもたらしま
す1。
モバイルネットワークのこれまでの4世
代が成し得たことと比較すると、
これは飛
躍的な性能向上といえるでしょう。
2018年10月、選定された四つの都市の
近郊で、5G Homeが有線ブロードバンドの
代替手段としてリリースされました。
当初の
展開時は、性能をいち早く実地評価するた
め、5GのTF仕様が採用されました。
そこで
得た知見が、その後のミリ波をベースにし
た5Gサービスのネットワーク計画の基盤と
なりました。
ベライゾンの5Gネットワークは、2019年
の春に、消費者とビジネス顧客の両方にモ
バイルサービス提供を開始しました。初期
の展開では、主に商業地域、公園やランド
マークなどの密集した都市部の屋外で5G
モビリティを拡張することに重点が置かれ、
特にスポーツやコンサートの会場が重視さ
れました。
これまでに17のスタジアムと七
つの屋内アリーナの一部に展開されていま
す。2020年6月現在、ベライゾンの5Gネット
ワークモビリティサービスは米国の35の市
場／都市の一部で利用可能です。

1

5Gのユーザーエクスペリエンスは、ミ
リ波 帯 域 とカバレッジの 影 響 に 限 定 さ
れません。サービスは、4Gと5Gの両方を
使ってデュアルコネクティビティ、キャリ
アアグリゲーション、D S S などの機 能 を
サポートするよう設 計されています。こ
の 方 法 には 、5 G をミリ波で段 階 的 に構
築するにあたってカバレッジの空白地帯
の 発 生 を最 小 限 に 抑えられるという利
点があります。

ミリ波帯使用の5G構築における原則
5Gをミリ波帯で使うネットワークの構築に
おいては、ネットワーク設計と運用モデル
の両方を作り変える必要がありました。
こ
の新たな事業機会を開発するため、以下の
五つの原則に基づく戦略が採用されまし
た。
1. ユーザーエクスペリエンスの差別化に
重点を置いて、ミリ波帯使用の5Gを展
開
2. できるだけ早期に現実のネットワーク
状況を体験し、ミリ波の特性を考慮し
た展開を学習
3. 5Gネットワークを構築する際に、様々
な業界の企業と共同でユースケースを
開発
4. NR
（New Radio）
機能をエッジコンピューティ
ングと連動
5. 5G局にファイバーのインフラを展開

ベライゾン、
「When we say ‘5G’, we mean 5G」
（2019年1月7日）
：
www.verizon.com/about/news/when-we-say-5g-we-mean-5g

この特集記事は、革新的な通信およ
びテクノロジーソリューションを様々
な顧客に提供し、市場をリードする米
国の通信事業者である、ベライゾンと
共同で執筆されました。
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図24: ベライゾンのミリ波帯ベースの5Gに関する五つの原則の概観

ユーザーエクスペリエンス
を最大限に向上

NRおよびエッジ
コンピューティング
ミリ波について早期に
実地で学習

無線局にファイバー
を展開

ネットワークとユース
ケースを並行して開発
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ネットワーク展開と並行してユースケース
を刷新を実施
ベライゾンの5G Ultra Widebandネッ
トワークは、拡張モバイルブロードバンド
にとどまらない革新的なユースケースを
サポートする目的で構築されました。ベラ
イゾンは、スタートアップ企業、大学や既
存企業とパートナー関係を構築し、共に
5Gユースケースを開発するための5Gラ
ボを米国に六つ、ロンドンに一つ設立して
います 2 。それぞれのラボは、金融サービ
ス、ロボティクス、公共安全、娯楽、情報技
術などの分野に重点を置いています。こ
れらのラボの目標は、今後の優れた5Gイ
ノベーションを市場でサポートし、促進す
ることです。
現在、新型コロナウィルス対策として
ソーシャルディスタンス確保が実施され
ている中、公の場で行われる議論では、
経済活動の段階的な再開をどのように進
めるかや、大規模なイベントへの参加が
いつ可能になるかに関心が集まっていま
す。5Gによって可能となるストリーミン
グ動画や拡張現実による様々な代替手段
を利用すれ ば、新しい日常への一歩とし
てスポーツや音楽イベントを体験するこ
とができます。

2

 ライゾン5Gラボ（2020年）:
ベ
www.verizon5glabs.com
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ベライゾンは、様々な企業とのさらなる
連携を通して、5G Ultra Widebandが製造
業からヘルスケアまでの様々な産業をどの
ように変革できるかについて模索していま
す。
その例を以下に示します。
• コーニング：ベライゾンはコーニング
とパートナー関係を結び、将来の5G工
場の設立を支援しています。初期のユ
ースケースは 、工 場の自 動 化 、ゼロタ
ッチ品 質 保 証 、近リアルタイムのサプ
ライチェーン追跡に重点を置いていま
す。
さらに、AGV（Automated Guided
Vehicles）の効率的利用や、5G接続を持
つカメラを用いた在庫追跡についても検
証されます。
• エ モ リ ー ヘ ル ス ケ ア ：ベ ラ イ ゾ ン
は、5G医療アプリケーションの開発を
加速する方法を模索するため、エモリ―
のInnovation Hubに5G Ultra Wideband
サービスを適用しました。ユースケース
はAR／VRベースの医療トレーニング、
リモート理 学 療 法、患 者のモニタリン
グ、救急治療室の準備に重点を置いてい
ます。パンデミックの発生により、
「 何で
もリモートで行う」ことが注目を集めて
います。
• ウォルト・ディズニー ：
「スターウォー
ズ：スカイウォーカーの夜明け」の公開
初日、ディズニーは5Gとモーションキャ
プチャー技術を利用して、映画の公開
後のパーティーでファンがシスのジェッ
トトルーパーと仮想的に対話できる方
法を模索しました。さらに、式典の模様
をキャプチャーして5Gでストリーミング
し、重要なシーンを生中継に組み込み
ました。
ユースケースの開発をネットワーク展開
と並行して行うことで、
双方を市場に投入す
るまでの期間が削減されます。
イノベーショ
ン活動を妨げることなく、展開関連の課題
への対応に重点を置いてネットワークを構
築できます。
迅速なプロトタイピングが可能
な環境でユースケースのイノベーションを
実施することで、
プロジェクトを段階的にア
プリケーションに進展させて商用サービス
の提供準備を整えることができます。
こうし

た並行プロセスは、
モバイルブロードバンド
以外のユースケースのタイムリーな拡張に
おいて有効です。

商用ネットワークにおける性能測定
最初に行われた性能測定は、5Gと4G
のダウンストリームのデータレートの比較
です。
図25は、5G Ultra Widebandサービ
スが利用可能なベライゾンの二つの市場
で行ったダウンストリーム測定の最大値と
中央値の違いを示したものです。
5Gカバレッジの拡大とネットワークエッジ
の重点化
5G Ultra Widebandネットワークの展開
は、
引き続き実施されます。
計画には、2020
年内に市場展開を35の都市から60以上
に増加させることが盛り込まれています。
スモールセルの数は5倍に増やす予定で、
い
ずれも初期段階の都市の拡張と新規の都
市の追加の両方により実現されます。
5G Homeサービス
（消費市場向けのFWA）
は、
市場を5から10に拡張する予定です。
さら
に2020年には、
最大のデバイスカテゴリーであ
るスマートフォンで20の新規5Gデバイスを展
開する計画です。
ベライゾンは 、 5 G ネットワークの展
開 地 域 の 拡 張 を継 続するとともに、選
択したエッジサイトにエッジコンピュー
ティング機能を配備する取り組みも行っ
ています。
これらのMEC（Mobile
Edge
Computing）局により、ベライゾンは、現在
中央集中型クラウドから提供している企
業向けアプリケーションのエンドツーエン
ドの遅延を、約100msから20ms以下まで
大幅に削減できます。さらに、ベライゾン
が展開するMEC局を利用する企業は、演
算処理の多いアプリケーションを自社の
エンドデバイスからローカルのMEC演算
装置に肩代わりさせることができます。
こ
れにより、ローカルでキャッシュされるア
プリケーション関連のデータを削減できる
ので、エンドデバイスの物理サイズと消費
電力を大幅に削減できるだけでなく、デー
タを中央集中型パブリッククラウドに送信
するためのバックホール帯域幅も削減で
きます。
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図25: 商用ネットワークにおける5Gと4Gの性能比較
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概要
ベライゾンは、
モバイルと固定の両方
でミリ波帯を使用する5Gサービスの
パイオニアです。
2020年の計画には、
新しい都市への拡張、初期段階の都
市のカバレッジ増強、およびデバイス
のポートフォリオのさらなる拡充が含
まれています。ネットワークの構築と
ユースケースのイノベーションを並行
して実施することで、双方を市場に投
入するまでの期間が削減されます。
さ
らに計画には、エッジコンピューティ
ングを利用して高い性能を要するア
プリケーションをユーザーのより近く
に配備することで、ネットワーク遅延
削減の効果を最大限に高めることも
含まれています。
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産業用接続に対応した
専用ネットワーク
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専用ネットワークは、設備刷新、自動化、
デジタル化に取り組む製造業者に、複数の
ユースケースをサポートし、
ネットワークリソースの割り当てを制御し、重要なデータ
を構内に保持する手段を提供します。
産業用接続の新たな選択肢
旧来のネットワークの代替や、運用上の
モビリティ要件の増大は、一つあるいは複
数の製造拠点のネットワーク統合プロセス
を起動するきっかけとなります。いくつかの
注目すべきユースケースにおいては、実験
的な拠点のネットワーク性能向上が焦点
となっていました。現在多くの製造拠点で
は、特定の機能のために複数の接続プラッ
トフォーム（LMR、ケーブル、Wi-Fiなど）を
稼働させています。
これはデジタル化に取
り組む企業が直面する課題であり、基本的
には様々なデータセットを一つにまとめて
構造化する必要があります。必要とされる
のは、音声、データ、動画、IoTを統合する
統一されたプラットフォームです。
今や、関心は実験的なケースから現実
の運用へと広がっており、次のステップでは
企業の生産拠点全体の接続をグローバル
に標準化して、エンドツーエンドのサプライ
チェーン全体の可視性を高めることです。
5GをOT（Operational Technology）の新
しいプラットフォームと考える製造業者は、
重要な製造プロセスを確実に稼働させる
ためには、必要な接続を確保するために専
用リソースが必要だと述べています。
そのた
めの様々な実装方法が存在しますが、
アー
リーアダプターは専用ネットワークが必要
だという結論に達しています。

産業のデジタル化に伴う要件が専用ネット スペクトルに関する考察
接続プラットフォームの構築に使う周
ワークの必要性を加速
IMT-2020（5G）標準の開発において、 波 数 帯の選 択 は 、製 造 業 者 に一 連の戦
関連企業が重要な入力を3GPPに提供した 略上の課題を投げかけます。ローバンド
ことで、セルラーネットワークは結果的にそ （700～900MHzなど）はカバレッジがか
（25GHz以上など）は
うしたニーズに合わせて設計されました。 なり広く、ハイバンド
現在、産業界では製造業とICT企業双方の カバレッジが犠牲になる代わりに比較的
メンバーが連携を進めており、自動車産業 短距離の範囲で大きな容量を提供します。
では5GAA、各種産業界では5G-ACIAがそ ミッドバンドの特性はこの二つの周波数帯
の例として挙げられます。TCCA （Critical の中間となります。性能的な特徴に大きな
Communications Association）は、公共安 違いがある以外に、グローバルまたはロー
全分野の関係者がまとまった団体です。
こ カルで調和された特定の帯域にも魅力が
の三つのの組織は3GPPにとってMarket ありますが、特定の国固有の帯域はそうで
Representation Partnersであり、各業界の あるとは限りません。グローバル企業は、
自社の特定の拠点でどの帯域が機能し、
ニーズを入力として提供します。
新 た に 登 場 した B V L O S（ B e y o n d サプライヤーや顧客との将来の拡張や統
Line-Of-Sight）ドローンの飛行管理の 合において、どの帯域がグローバルに機能
分 野 で は 、米 国 の N A S A や F A A 、E U の するかに関する情報を求めています。
新たに登場した要素の一つが、各国の
EASA、GUTMA（Global Unmanned Aircraft
Systems Traffic Management Association） 規制当局が産業目的での利用をローカル
などの団体が標準を開発中で、3GPPは作 で認可する帯域です。米国、ヨーロッパ、日
本や他の市場の監督官庁は、国内ネット
業項目の調整に従事しています。
ラ イブ 放 送 の 番 組 製 作（ ニ ュ ー ス ワークの通信事業者に既に割り当てられ
取 材 、ス ポ ー ツ 報 道 な ど ）に つ い て ている帯域に加えて、ローカルで使える新
は、EBU（European Broadcasting Union） たな専用帯域を利用できるようにしていま
に5GCP（5G in Content Production）
ワーキ す。国により異なりますが、5Gは産業競争
ンググループがあり、一方で3GPPも音声お 力強化の鍵と見なされており、大部分の国
よび動画制作の要件について調査を進め では追加の5G帯域（ミッドバンドおよびミ
リ波帯のハイバンド）のリリースに注目が
ています。
ドイツでは早期に動きが
ここに示したのは通信接続とセルラー 集まっています。
を標準に取り込むための努力を現在実行し みられ、帯域幅、カバーする地理的エリア、
ている業界の一例であり、様々な業界の企 ライセンス有効期間に基づく料金で、専用
業が、5GがITとOT両システムの生産性、セ ネットワークでの利用のための帯域が確
キュリティ、安全性を新たなレベルに引き上 保されていると発表しています。
げる主要な接続プラットフォームであると
考えています。
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図26: 産業界で利用可能な帯域を割り当て済みまたは検討中の国々（2020年4月現在）

ローカルライセンスを割り当て済み
（フランス、ドイツ、日本、イギリス）

ローカルライセンスの割り当てを検討中
（オーストラリア、チリ、中国、フィンランド、香港、ルクセン
ブルク、マレーシア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、スロ
ベニア、スウェーデン）
CBRS – Citizens Broadband
Radio Service
（米国）

製造業者や大型の施設を運用する他の
業界は、様々な国で使われる多数の異なる
モデルに基づき帯域が割り当てられている
ため、取得する5G帯域について多くの選択
肢があります。
選択肢は、国内で認可を受け
ている通信事業者との従来型のSLA契約か
ら、帯域幅、時間、地理的エリアで区分され
た専用帯域に投資して専用ネットワークを
構築または契約することまで、多岐にわた
ります。
この地図は、5G帯域がプライベートネッ
トワークに割り当てられている国（緑色）と、
割り当てを現在検討中の国（黄色）を示した
ものです。
米国（青色）は特別なケースで、3.5GHz
帯 域 の 1 5 0 M H z が C B R S（ C i t i z e n s
Broadband Radio Service）に割り当てられ
ています。
この帯域は、現職アクセス（主に
海軍と衛星用）、優先アクセス（2020年6月
にオークション実施予定）、一般認可アクセ
ス（免許不要）の三階層のモデルで管理さ
れます。
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専用ネットワークにおける通信事業者の
役割
これまで製造業者の多くは、通信インフ
ラの一つまたは複数のエレメントを自社内
部で構築・所有・運用してきましたが、時と
ともに技術の複雑さが徐々に増大するに
つれて、
より多くのエレメントをアウトソー
シングするように変わっています。多くの業
界はアナログからデジタルへの移行を乗り
切りましたが、相次ぐデジタル技術の進化
に伴って、
より難しくなってきました。
さらに
LTEと現在の5Gが到来したことで、多くの
業界にとって、自社のコアビジネスではな
いインフラの構築・所有・運用は、もはや意
味を成さなくなっています。
一方で企業が要
する十分な帯域を進んで解放し、サービス
を提供する通信事業者が常に現れるとは
限らないため、企業は目的に応じて帯域を
直接取得し、独自にネットワークを構築す
るという選択肢を、監督官庁に求めてきま
した。
各業界の企業には、OT用に社内で独
自の接続ネットワークを実装した経験があ
るはずですが、専用のLTEまたは5Gネット
ワークの場合、設計・インテグレーション・
最適化・運用までを行う必要があります。
通
信事業者はこの分野に熟達しており、頻繁
に行われる3GPP機能の新規リリースに適
切に対処できます。
通 信 事 業 者 は 、ローカルに免 許 付 与
された帯域と公共の帯域を組み合 わせ
てサービスを提 供することで、価 値を生
み 出すことができます。このようなケー
スには 、ロ ーバンドあるいはミッドバン
ドの下方帯域、大量IoT用のFDD周波数
分割複信（Frequency Division Duplex）
帯域を追加で含む場合があります。通信
事業者のロー／ミッドバンド（1800MHz
や2600MHzなど）は、VoLTEサービス
や、LTE-Mおよび／あるいはNB-IoTを
使用する大量IoTデバイスをホストするこ
とが可 能で、帯 域 容 量の残りは、無 線リ
ソースを二つの帯域間に動的に割り当て
るDSS（Dynamic Spectrum Sharing）を
使ってLTEまたはNR（New Radio）の運
用に使用できます。FDDを使えば、屋外
の公共ネットワークとの共存が容易にな
り、時間の経過と共によりLTEからNRへ
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移行できます。産業用に免許付与された
帯域（ドイツの3.7～3.8GHz帯など）はNR
に使用可能でURLLC、
（Ultra-Reliable
Low-Latency Communication）に注目が
集まっています。
初 期 段 階 で は 、一 つ の 帯 域 上 で
LTE／NRを組み合わせた運用のために
DSSを検討してもいいでしょう。時間の経過
に伴い、LTEデバイスをロー／ミッドバン
ドの帯域に移行すれば、
その帯域はURLLC
運用に最適化可能なクリーンなNRキャリ
アとなります。先に述べたローカルライセ
ンスのみの状況と対照的に、キャリア上の
LTEをフェーズアウトする場合、別の低い
LTE帯域にデバイスを移動するだけで、デ
バイスの交換は不要です。
企業に免許付与された帯域を拠点で利
用できる場合でも、依然としてその拠点に
は、
スタッフが個人的に使ったり、労働者生
産性向上ツール、
および現地の契約業者が
利用する公衆ネットワークのモバイルカバ
レッジが必要となります。
公共とプライベートのネットワークを共
存させる場合、干渉を避けることに十分に
配慮する必要があります。
エンドツーエンドのサプライチェーンを
統合するに当たっては、空港や港湾のよう
な物流ハブは現地で稼働する複数のサー
ビス企業をホストするという別の課題が発
生します。デジタル化プロジェクトには、
拠点内、拠点間、関係者間で共有される広
範なデータへのアクセスを確保するという
課題があります。また重要な国内インフラ
のケースでは、公共安全に従事する担当者
は、緊急時に現場でのローミングアクセス
を必要とする可能性があります。
これらの
要素は、旧来の互換性のないネットワーク
に代わる高機能な接続プラットフォームの
ニーズを促します。
公衆とプライベートのネットワークを
効率的に共存させる一つのやりかたとし
て、MOCN（Multi-Operator Core Networks）
とRRP（Radio Resource Partitioning）
を使っ
て、拠点の同じ無線ユニットから生成され
るトラフィックを分割する方法があります。
この方法は、企業の要件を満足できる場
合には、有効なモデルとなるかも知れませ
ん。

ネットワーキングの複雑性が増大す
るにつれて、製造業者は通信インフラ
のより多くの部分をアウトソーシング
するようになっています。
多くの産業にとってデータが競争におけ
る非常に貴重な資産であることは明白で
すが、産業拠点を他の拠点や上流／下流
のサプライチェーンパートナーや顧客から
完全に分離して稼働させることが必要であ
るというのは、定石ではなかく、むしろ例外
といえます。
ローカルとワイドエリア両方の
通信にいてモビリティが確保されているこ
とが、多くの業界で大きくなっている必要条
件です。
通信事業者は、自身の国内に持つ周波
数帯資産をローカル帯域と組合せて、先進
的なモビリティソリューションを提供できま
す。
まとめ
このデータを核とした環境は、企業
が将来に向けて、組み込み型の接続
プラットフォームで運用を進化させる
原動力となります。帯域は、たとえば
通信事業者とのSLAや、専用のロー
カル免許帯域などの様々な方法で取
得できます。
これらのソリューションは
補完的かも知れません。
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例1: ドイツテレコムが提供するオスラム
向けデュアルスライスキャンパスネット
ワーク
ドイツテレコムは、公衆通信用の既存
のLTEモバイルネットワークインフラを
使って、オスラムの工場の構内にプライ
ベートLTEネットワークを展開しました。
オスラムとドイツテレコムは、シュヴァ
ブミュンヘンのオスラム工場でモバイル
ロボティクスソリューションのプロトタイ
プ試験を実施しています。AGV（自動走
行車）を使って工場内全体で製品を配送
する柔軟性の高い生産環境が開発され
ています。AGVが工場内の環境をスキャ
ンし、構内ネットワークを通してデータを
クラウドエッジのアプリケーションに送
信することで、輸送システムの自律制御
が可能となります。
ドイツテレコムは、デュアルスライスア
プローチをベースにした構内ネットワー
クソリューションを展開しています。
この
ソリューションでは、公衆とプライベート
のLTE接続をドイツテレコムのスペクト

ルで結合・統合し、ローカルITエッジクラ 同時に公衆とプライベートの無線リソー
ウドの展開による機能強化が可能となり スを効率的に調整できます。
ます。
ネットワークは、工場のユースケース
のために20ms未満の遅延と十分な容
量を実現しています。今後の5Gでは、必
要に応じて、上りリンクと下りリンクの両
方でより短い遅延や、より多くの容量を
実現できます。AGVなどのアプリケーショ
ンの優先度は、QCI（Quality-of-Service
Class Identifier）の優先度クラスを使っ
て保証されます。
無線がプライベート網と公衆網間で
トラフィックリソースを分割するMOCNや
RRPなどのネットワーク機能を使うこと
で、オスラムは既存のモバイルインフラの
基盤とカバレッジの恩恵を受けつつ、専
用ネットワークのリソースと容量を利用
できます。
また干渉を避けるため、
プライベート
と公衆の無線網はFDD帯域上に協調的
に構築されます。
ドイツテレコムは、必要
な専用の現地接続をオスラムに提供し、

例2: Groupe ADPとAir France-KLM用の
産業用帯域使用の専用ネットワーク
2020年1月、
フランスの監督官庁は、
パリ
のシャルルドゴール、
オルリー、
ルブルジェ
空港をカバーする高速のプライベートモバ
イルネットワークを導入するため、Groupe
ADP
（Aeroports de Paris）
の子会社である
H u b O n e に10年間の4G／5Gライセンス
を付与しました。
このライセンスは、2570
～2620MHz帯
（2.6GHz、
B38A）
上で40MHz
のTDD
（Time Division Duplex）
帯域の使用
を認可します。
三 つの 空 港 で は 、毎 日 合 わ せて 約
1,000の企業の約12万人の従業員が働い
ています。
Hub Oneは、現地で稼働する多
くの企業にネットワークサービスを提供
する通信事業者です。
その最大の顧客の
一つは、地上のサービスエンジニアリン
グチームと航空機のテレマティックスデー
タを収集するための高性能のネットワー
クを必要としているAir France-KLMです。
現在、各ゲート上のマイクロセルと広範

なカバレッジのマクロセルの両方を備
えた専用ネットワークが展開されていま
す。初期のユースケース試験には、タブ
レット／携帯電話、LTEブロードキャスト
PTT（Push-To-Talk）、荷物のトレーシング
を含む駐機場と地上の作業員の活動が
含まれていました。現在展開されている
PMR（Private Mobile Radio）システムは
データレートが低いため、Hub OneとAir
France-KLMは、現地作業者の生産性を
向上させるために、AR動画共有などのア
プリケーションを使用可能なデータ容量
の大きいLTEベースのシステムを選択し
ました。
今後の利用として、予測および予防
保守を目的とした地上走行時のテレマ
ティックスデータ転送、オンボードデー
タサーバーのソフトウェアおよびコンテ
ンツアップデートの効率改善が挙げら
れます。
品質とセキュリティは航空機運用の必
須要素であり、それがLTEと5Gをベース

にした3GPPセルラーネットワークを実装
するという決定の一因となりました。
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調査方法

加入者数

モバイル加入契約数

予測方法

予測方法
エリクソンは、
自社の方針決定および計画
立案、市場への情報発信の目的で、定期的
に予測を行っています。
モビリティレポートで
予測されているのは今後6年間で、
毎年11月
にレポートが公開されるごとに、1年先の期
間までが含められます。
このレポートの加入
契約数およびトラフィック予測のベースライ
ンは、
顧客ネットワーク内での測定結果を含
む、
エリクソン社内のデータで裏付けられた
各種のソースの過去のデータに基づいてい
ます。
将来の展開は、
マクロ経済の動向、
ユー
ザーの動向、
市場の成熟度、
技術的な進歩に
基づいて推定されます。
その他のソースとし
て、
業界アナリストのレポートや、
社内での推
定と分析が使用されます。
基礎的なデータが変更された場合、過去
のデータは改定される場合があります。
たと
えば、通信事業者のレポートで加入契約数
が更新された場合などです。

モバイル加入契約数
モバイル加入契約数には、
すべてのモバ
イル通信技術が含まれます。加入契約は、
携帯電話端末とネットワークが対応可能
な最も高度な技術によるものと定義され
ています。技術ごとのモバイル加入契約数
に関する調査結果では、加入契約が、使用
可能なうち最も高度で有効な技術に従っ
て分類されています。LTE加入契約にはほ
とんどの場合、3G（WCDMA／HSPA）
および2G（GSM、または一部の市場では
CDMA）ネットワークにアクセスする加入契
約が含まれる可能性もあります。 3 G P P
R e l e a s e 1 5 に規定されたNRをサポート
し、5G対応ネットワークに接続されている
デバイスに関するものが、5G加入契約数
とカウントされています。
モバイルブロード
バンドには、HSPA（3G）、LTE（4G）、
5G、CDMA2000 EV-DO、TD-SCDMA、
モ
バイルWiMAXなどの無線アクセス技術が

数値の端数処理

人口カバレッジ

モバイルデータトラフィック

含まれています。HSPAなしのWCDMAお
よびGPRS／EDGE は含まれていません。
FWAとは、
モバイルネットワーク対応の顧
客端末（CPE）を通してブロードバンドアク
セスを提供する接続と定義されています。
これには屋内（デスクトップおよび窓据え付
け型）
と屋外（屋上および壁面据え付け型）
の両方のCPEが含まれますが、携帯型の充
電式Wi-Fiルーターやドングルは含まれませ
ん。

数値の端数処理
数値は端数処理を行っているので、数値
データの総計が実際の総計とわずかに異な
ることがあります。
主要な数値表では、加入
契約数は10万単位に四捨五入されていま
す。
ただし、記事のハイライトで使用する場
合は通常、加入契約数を10億単位、
または
小数第1位まで表記します。CAGRは基礎と
なる端数処理前の数値から計算され、
その
後で1%単位の数値に四捨五入されます。
トラフィック量は、
有効数字2桁または3桁で
表現されます。
加入者数
加入契約数と加入者数の間には、大き
な差があります。
これは、多くの加入者は
複数の加入契約を結んでいるためです。理
由として、通話の種類ごとに最適な加入契
約数を使用してトラフィックのコストを削
減する、カバレッジを最大化する、
モバイル
PC／タブレットと携帯電話に別の加入契
約数を使用する、などが考えられます。
さら
に、非アクティブな加入契約が通信事業者
のデータベースから削除されるまでには
時間を要します。
結果として、加入契約の普
及率は100%を超える可能性があり、今日
の多くの国では実際に100%を超えていま
す。
しかし、一部の発展途上地域では、複数
のユーザーで一つの加入契約数を共有、
た
とえば家族やコミュニティで電話を共有し

ていることが普通となっています。

モバイルネットワークトラフィック
エリクソンは、世界の主要な地域すべて
をカバーする、100を超える稼働中のネッ
トワークにおいて、定期的にトラフィック測
定を実施しています。
これらの測定結果か
ら、全世界の合計モバイルトラフィックを
計算するための代表的な基礎が得られま
す。
モバイルデータトラフィックがどのよう
に進化するかを把握するため、一部の商用
ネットワークにおいては、
より詳細な測定を
行っています。
これらの測定結果には、加入
者のデータは含まれません。
人口カバレッジ
人口カバレッジの推定には、各地域の人
口データベースと、人口密度に基づいた地
理的な分布が使用されます。
その後で、設置
ベースのRBS（Radio Base Station：無線
基地局）上の独自データに、六つの人口密
度の各カテゴリー（都市から人の住まない
場所まで）のRBSごとの推定カバレッジを加
えてまとめます。
このデータに基づき、
ある特
定の無線技術でカバーされるエリアの割合
を、そのエリアが占める人口比率とともに
推定できます。
こうした地域データを集計す
ることにより、
無線技術ごとの世界の人口カ
バレッジを算出できます。
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用語

2G: 2nd generation mobile networks
(GSM, CDMA 1x)

FDD: Frequency division duplex
GB: Gigabyte, 109 bytes

3G: 3rd generation mobile networks
(WCDMA/HSPA, TD-SCDMA, CDMA
EV-DO, Mobile WiMAX)
3GPP: 3rd Generation Partnership Project
4G: 4th generation mobile networks
(LTE, LTE-A)
4K: In video, a horizontal display
resolution of approximately 4,000 pixels.
A resolution of 3840 × 2160 (4K UHD) is
used in television and consumer media.
In the movie projection industry,
4096 × 2160 (DCI 4K) is dominant
5G: 5th generation mobile networks
(IMT-2020)
5G TF: A pre-3GPP NR technical
forum open specification

Gbps: Gigabits per second
GHz: Gigahertz, 109 hertz
(unit of frequency)

NB-IoT: A 3GPP standardized low-power
wide-area (LPWA) cellular technology for
IoT connectivity

GSA: Global mobile Suppliers Association

NFV: Network functions virtualization

GSM: Global System for
Mobile Communications

NR: New Radio as defined
by 3GPP Release 15

GSMA: GSM Association

OEM: Original equipment manufacturer

HSPA: High speed packet access

OT: Operational technology

Kbps: Kilobits per second

PB: Petabyte, 1015 bytes

LTE: Long-Term Evolution

Short-range IoT: Segment that largely
consists of devices connected by unlicensed
radio technologies, with a typical range of
up to 100 meters, such as Wi-Fi, Bluetooth
and Zigbee

MB: Megabyte, 106 bytes
Mbps: Megabits per second

App: A software application that
can be downloaded and run on
a smartphone or tablet
AR: Augmented reality. An interactive
experience of a real-world environment
whereby the objects that reside in the
real world are “augmented” by
computer-generated information
CAGR: Compound annual growth rate
Cat-M1: A 3GPP standardized low-power
wide-area (LPWA) cellular technology
for IoT connectivity
CDMA: Code-division multiple access
dB: In radio transmission, a decibel is a
logarithmic unit that can be used to sum
up total signal gains or losses from a
transmitter to a receiver

MHz: Megahertz, 106 hertz
(unit of frequency)
MIMO: Multiple Input Multiple Output
is the use of multiple transmitters and
receivers (multiple antennas) on wireless
devices for improved performance

SLA: Service level agreement
Smartphone: Mobile phone with OS
capable of downloading and running
”apps“, e.g. iPhones, Android OS phones,
Windows phones and also Symbian and
Blackberry OS

mmWave: Millimeter waves are radio
frequency waves in the extremely high
frequency range (30–300GHz) with
wavelengths between 10mm and 1mm.
In a 5G context, millimeter waves refer
to frequencies between 24 and 71GHz
(the two frequency ranges 26GHz and
28GHz are included in millimeter range
by convention)

TD-SCDMA: Time division-synchronous
code-division multiple access

Mobile broadband: Mobile data service
using radio access technologies including
5G, LTE, HSPA, CDMA2000 EV-DO,
Mobile WiMAX and TD-SCDMA

WCDMA: Wideband code-division
multiple access

EB: Exabyte, 1018 bytes
EDGE: Enhanced Data Rates
for Global Evolution

Mobile router: A device with a cellular
network connection to the internet and
Wi-Fi or Ethernet connection to one or
several clients (such as PCs or tablets)

Mobile PC: Defined as laptop or desktop
PC devices with built-in cellular modem
or external USB dongle

TDD: Time division duplex
VoIP: Voice over IP (Internet Protocol)
VoLTE: Voice over LTE as defined by
GSMA IR.92 specification

Wide-area IoT: Segment made up
of devices using cellular connections
or unlicensed low-power technologies
like Sigfox and LoRa
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エリクソンモビリティビジュアライザー
エリクソンの新しいインタラクティブなウェブアプリケーションで、
モ
ビリティレポートの実績データと予測データをご活用ください。
モバ
イル加入契約、
モバイルブロードバンドの加入契約、
モバイルデー
タトラフィック、
アプリケーションの種類別トラフィック、VoLTE統計、
デバイスごとの月間データ使用量、IoTコネクティッドデバイスの予
測など、幅広いデータタイプを網羅しています。
出典元としてエリク
ソンの名前を明示すれば、
データの外部利用や、図表の出版物への
流用を行うことができます。

詳細情報
QRコードをスキャンするか、
www.ericsson.com/en/mobility-report/
mobility-visualizer
をご覧ください。

世界の主要データ
モバイル加入契約数

全世界のモバイル加入契約数

• スマートフォン加入契約数

• モバイルPC、
タブレット、
モバイルルーターの加入契
約数

2025

2019～2025

7,920

8,860

2%

5,530

7,500

5%

2019

7,670
4,980

単位

100 万

100 万
100 万

• モバイルブロードバンド加入契約数

240

270

390

6%

5,570

6,110

7,820

4%

• モバイル加入契約数、WCDMA／HSPA

1,950

1,660

840

-11%

2,020

1,880

820

-13%

3,550

4,290

4,390

0%

0

12

2,790

-

0

55

160

21%

• スマートフォン1台ごとのデータトラフィック

4.7

7.0

25

25%

• タブレット1台ごとのデータトラフィック

12

15

25

9%

GB／月

5.7

6.9

16

15%

GB／月

モバイルデータトラフィック

22

33

164

31%

EB／月

• モバイルPC、
ルーター

20

31

160

31%

EB／月

0.7

0.8

1.0

3%

EB／月

0.7

0.9

2.8

22%

EB／月

• モバイル加入契約数、GSM／EDGEのみ
• モバイル加入契約数、LTE
• モバイル加入契約数、5G

• FWA接続

モバイルデータトラフィック

• モバイルPC1台ごとのデータトラフィック
データトラフィック合計**
• スマートフォン
• タブレット

固定ワイヤレスアクセス

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

GB／月

固定ワイヤレスアクセス

4.3

6.3

53

43%

EB／月

110

140

440

21%

EB／月

固定ブロードバンド接続

1,080

1,160

1,440

4%

100 万

モバイル加入契約数

2018

2019

中南米

380

390

660

670

730

1%

510

510

530

0%

地域の主要データ
北米

2025

西欧

中欧および東欧

北東アジア
中国1

東南アジアおよびオセアニア

インド、ネパール、ブータン

中東および北アフリカ

予測
440

CAGR*
2019～2025
2%

580

570

580

0%

1,970

2,050

2,200

1%

1,540

1,600

1,680

1%

1,060

1,130

1,280

2%

1,090

1,120

1,280

2%

720

730

880

3%

700

750

950

4%

サハラ以南のアフリカ

1

CAGR*

予測

2018

これらのデータは北東アジア地域の数値にも含まれています。

単位

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万
100 万
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2025

スマートフォン加入契約数

2018

2019

中南米

310

310

480

中欧および東欧

380
340

北米
西欧

北東アジア
中国1

東南アジアおよびオセアニア
インド、ネパール、ブータン
中東および北アフリカ

サハラ以南のアフリカ

CAGR*

予測

2019～2025

360

3%

510

590

2%

390

480

4%

350

480

5%

1,630

1,820

2,070

2%

1,290

1,440

1,610

2%

650

770

1,100

6%

530

620

1,030

9%

340

380

740

12%

320

390

650

9%

LTEの加入契約数
北米

中南米
西欧

中欧および東欧
北東アジア
中国1

東南アジアおよびオセアニア
インド、ネパール、ブータン

中東および北アフリカ

サハラ以南のアフリカ

330

350

110

-17%

280

340

490

6%

300

350

230

-7%

190

240

390

8%

1,580

1,800

820

-12%

1,230

1,410

560

-14%

280

390

810

13%

410

550

820

7%

120

170

450

18%

50

90

270

21%

0

1

320

-

0

0

90

-

5Gの加入契約数
北米

中南米

西欧

中欧および東欧
北東アジア
中国1

東南アジアおよびオセアニア

インド、ネパール、ブータン

0

0

290

-

0

0

160

-

0

10

1,320

-

0

5

1,080

-

0

0

270

-

単位

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万
100 万
100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万
100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

100 万

0

0

230

-

0

1

80

-

0

0

30

-

100 万

北米

6.3

8.5

45

32%

GB／月

西欧

2.7

3.9

22

34%

GB／月

5.4

8.2

36

28%

GB／月

4.2

5.8

24

27%

GB／月

5.9

7.5

27

23%

GB／月

中東および北アフリカ

サハラ以南のアフリカ

スマートフォン1台ごとのデータ
中南米

中欧および東欧
北東アジア
中国1

東南アジアおよびオセアニア

100 万

6.1

7.5

25

22%

GB／月

3.1

4.6

25

33%

GB／月

インド、ネパール、ブータン

8.5

12

25

13%

GB／月

サハラ以南のアフリカ

3.4

5.0

23

28%

GB／月

1.1

1.6

7.1

28%

GB／月

中東および北アフリカ

モバイルデータトラフィック
北米

2.1

2.8

16

34%

EB／月

西欧

1.1

1.7

11

37%

EB／月

2.2

3.2

15

30%

EB／月

北東アジア

1.0

1.5

8

33%

EB／月

8.6

12

50

26%

EB／月

東南アジアおよびオセアニア

7.1

10

37

24%

EB／月

1.8

3.2

25

40%

EB／月

中東および北アフリカ

3.6

6.0

21

23%

EB／月

1.0

1.7

15

43%

EB／月

0.21

0.33

4.0

52%

EB／月

中南米
中欧および東欧
中国1

インド、ネパール、ブータン
サハラ以南のアフリカ

* CAGRは、四捨五入しない数値で算出しています。
** 	数値は端数処理（調査方法を参照）を行っているので、数値データの総計が実際の総計とわずかに異なることがあります。
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