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発行責任者からのレター

何年もの研究、標準化、トライアルの結果、新しい「G」ができました。テレコ
ム業界だけでなく、他の多くの業界も、5Gのもたらす恩恵に大きな期待を寄せ
ています。エリクソンモビリティレポートの本号では、重要な変化を経験する業
界に、さらに展望を広げ、深い分析を行い、知見を提供します。

通信サービスプロバイダーにとって、モバイルブロードバンドのビジネスで
の成功は、将来に控える新しい機会のすべてに対応するための基礎となりま
す。このための主要なコンポーネントとなるのが5Gです。5Gの展開を推進する
主要な要因となるのが、新しい周波数と、ギガバイトあたりのコスト低下の実
現です。

市場に5Gが出現することで、モバイルエコシステムは従来よりさらに拡大
し、大規模なものとなります。サービスプロバイダーが5Gのロールアウト計
画を加速するにつれて、多くの市場で勢いが高まっています。2024年には、5G
が人口の40%をカバーし、15億の加入契約を獲得することが予測されていま
す。5Gは最速で世界規模でロールアウトされる世代になります。この急速な普
及は、既存のインフラストラクチャーと利用可能な周波数を再利用する、革新
的な新しいソリューションによって可能となります。

5Gのロールアウトと並行して、セルラーIoTが、広域IoTアプリケーションの
技術に選ばれる道を目指して、新しい節目を越えようとしています。セルラー
IoT接続数は、北東アジアでの採用の広がりに支えられ、2024年には40億を超
える見込みです。

5Gの到来が根本的な変化をもたらし始めることは明らかです。60億の加入
者を持ち、5Gによる革新の可能性を手中にした産業の力を想像してみてくださ
い。

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。
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2018年第3四半期の 
モバイル加入契約数

モバイル加入契約の数は前年比で3%
増加し、現在の総数は79億件です。当該四
半期における純増数は中国が最も大きく

（+3,700万）、これにインド（+3,100万）、イ
ンドネシア（+1,300万）が続いています。中
国は、第1および第2四半期に続いて加入契
約数が大きく増加しており、これは通信サー
ビスプロバイダー間の競争激化によるもの
と考えられます。

モバイルブロードバンドの加入契約数1

は前年比で15%増加し、2018年第3四半期
だけで2億4,000万件増加しています。合計
数は57億件になりました。

LT E 加 入 契 約 数 は 、こ の 四 半 期 に
2 億 増 加し、総 数 は 3 3 億 件 に 達しまし
た。WCDMA／HSPAの当該四半期の加入
契約数は、約6,000万件の純増でした。

同じ期間に、GSM／EDGEのみの加入契
約数は1億1,000万件減少しました。その他
の無線方式は、約3,000万件減少しました。

スマートフォン関連の加入契約が、すべ
ての携帯電話加入契約の60%以上を占め
るようになりました。第3四半期には約3億
6,000万台のスマートフォンが販売され、こ
れは同四半期に販売されたすべての携帯
電話の86%に当たります。

2018年第3四半期におけるモバイル加入契約の総数は
約79億件で、この四半期に1億2,000万件の新たな加入
契約が締結されました。

2018年第3四半期のモバイル加入契約数（単位: 百万）

北米 380

中東 410

西欧 515

中欧および東欧 580

アフリカ 1,045

アジア太平洋 
（中国とインドを除く） 1,575

インド 1,175

中南米 680

中国 1,545

57億
現在のモバイルブロードバンド加入
契約数は57億件です。

1    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ています。
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モバイル加入契約数は、多くの国で人口
を上回っています。これは主に非アクティブ
契約、デバイスの複数所有、または通話の
種類に応じた契約内容の最適化によるも
のです。

その結果、モバイル加入者数はモバイル
加入契約数よりも少なくなっています。現在
は、加入契約数が全世界で79億件なのに対
して、加入者数は約56億人です。 104%

2018年第3四半期の全世界の加入
契約普及率は104%です。

2018年第3四半期の純増数上位3ヶ国 

1 中国 +3,700万
2 インド +3,100万
3 インドネシア +1,300万

1億2,000万
2018年第3四半期のモバイル新規加入 
契約数は、全世界で1億2,000万件です。

2018年第3四半期の新規モバイル加入契約数（単位: 百万）

2

2

北米

2中東

西欧

4

1

中欧および 
東欧

14アフリカ

27
アジア太平洋 

（中国とインド
を除く）

37中国

31インド

中南米

2018年第3四半期の加入契約普及率（人口比率）

*中国とインドを除く

123%
西欧

111%
中国

142%
中欧および東欧

82%
アフリカ

104%
中南米

104%
北米

111%
中東

87%
インド

117%
アジア太平洋*
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モバイル加入契約数の見通し

5Gが商用導入されました。

全世界の5G市場には大きな勢いがあり
ます。米国では、大手通信サービスプロバイ
ダーの一社が、10月初頭に5Gホームインタ
ーネットサービスを開始し、同国の大手サ
ービスプロバイダー四社はすべて、2018年
後期から2019年中期までの間に5Gサービ
スを開始することを公表しています。米国以
外に大量の5G加入契約が早期に相当数に
達すると期待されるのは、韓国、日本、中国
です。欧州では、いくつかの周波数オークシ
ョンが既に行われており、その他も今後数
年間に行われると考えられます。この地域
で最初の商用5G加入契約は、2019年に予
測されています。

世界的には、2020年から大規模な5Gネ
ットワークの展開が予測されており、2024
年の末には拡張モバイルブロードバンドの
5G加入契約は15億件に達すると予測され
ます。これは、その時点における全モバイル
加入契約の17%近くを占めることになりま
す。全世界でのモバイルデータトラフィック
は、2018年から2024年までの間に5倍以上

に増大すると予測されており、5Gの展開を
推進する主な要因として、ネットワーク容量
の増大と、バイトあたりのコスト減少が挙げ
られます。5G加入契約は、これまでで最も
加入契約の増加が急速なモバイル通信技
術であったLTEよりも急速に普及すると考
えられます。

LTEは2017年末以降、最も多くの加入
契約を持つモバイルアクセス技術です。LTE
加入契約の件数は引き続き堅実に増加
し、2024年の末には54億件に達し、全モバ
イル加入契約の60%以上を占めると予測
されます。WCDMA／HSPA加入契約の数
は、2018年の間に多少減少しましたが、こ
の技術は2024年においても、全加入契約の
17%近くを占めると推定されます。

新しいユ ースケースを支えるセルラ
ーIoT接続およびFWA（Fixed Wireless 
Access、固定無線アクセス）加入契約は、下
のグラフに示すモバイル加入契約にさらに
追加される形になります。

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
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5

無線方式ごとのモバイル加入契約数（単位: 10億）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

注: IoT接続およびFWA加入契約数は
このグラフには含まれていません。

5G 

LTE 

WCDMA/HSPA 

GSM/EDGEのみ 
TD-SCDMA 
CDMAのみ 
その他

89億

0

80億
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2024年末までには、すべての加入契約
のうち95%近くはモバイルブロードバンドに
なります。

モバイル加入契約数は、2024年末には
89億件に達すると予測されています。モバ
イルブロードバンドの加入契約数は84億件
に達し、すべてのモバイル加入契約の95%
近くを占めると予測されます。同じ予測期
間に、重複を除外したモバイル加入契約者
数は62億人に達すると推定されます。

モバイルブロードバンドは、一部の分野
で固定回線のブロードバンドを補完し、他
の分野では主流のアクセス方式になると
予測されます1。モバイル機能付きPCおよ
びタブレットの加入契約数は順当に増加
し、2024年には3億3,000万件に達すると予
測されます。

スマートフォンは引き続き普及が進みま
す。2018年の末には、スマートフォンの加入
契約数は50億件に達し、その99%は3Gと
4Gとなります。2024年には、スマートフォン
の加入契約数が72億件に達する見通しで、
実質そのすべてがモバイルブロードバンド
になるでしょう。

無線方式ごとのスマートフォン加入契約数  
（単位: 10億）

加入契約数と加入者数（単位: 10億）

2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

89億件
2024年には、モバイル加入契約数は
89億件、モバイルブロードバンド加
入契約数は84億件、また複数契約を
差し引いたモバイル加入者数は62
億人になると予測されます。

モバイル加入契約数 
モバイルブロードバンドの加入契約数 
モバイル加入者数 
固定ブロードバンドの加入契約数 
モバイルPC、タブレット、ルーターの加入契約数

2018
0

1

3

2

4

8

7

6

5

5G 

LTE 

WCDMA/HSPA 

GSM/EDGEのみ 
その他

72億

20242018
0

純増数

+1,480

+1,450

-690

-20

-10

50億

1  固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。これは、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。携帯電話の場合はこれとは逆に、加入契約件数の
方がユーザー数より多くなっています。
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IoT接続の見通し

2024年には、セルラーIoT接続の数が41億に達すると予
測されます。これは、年ごとに27%の増加率です。

通信サービスプロバイダーには、Cat-M1
およびNB-IoT技術の両方をサポートする
一つのIoTネットワークを展開する動きが
見られます。これによって、プロバイダーは
ユーティリティ、スマートシティ、物流管理、
農業、製造業、ウェアラブルなど様々な産業
分野における広範なユースケースにわたっ
て、多様で進化し続ける要件に対応できる
ようになります。

NB-IoTやCat-M1などの大規模IoTセル
ラー技術が投入され、全世界でセルラー
IoT接続数の増加を促しています。2024年
に予測される41億のセルラーIoT接続のう
ち、27億は北東アジアが占めると推定さ
れます。これは、この地域におけるセルラー
IoT市場への期待と規模の両方を反映した
数値です。

これらの補 完 的 な技 術 は 、基 盤とな
る同 一のLT Eネットワーク上で、多 様 な
LPWA（Low-Power Wide-Area）ユースケ

ースをサポートします。右の表はIoT接続数
の予測値で、セルラーIoT接続のカテゴリー
は、広域IoTセグメントの一部となっていま
す。

より高度なIoTユースケースの出現
IoTアプリケーション市場の広がりにつ

れて、ネットワーク機能の拡張を必要とする
ような、より高度なユースケースが出現しつ
つあります。このような機能の例として、音
声品質の最適化のサポート、デバイスのよ
り正確な位置測定、高速で移動するデバイ
スのサポートなどが挙げられます。

サービスプロバイダーは、全世界で85
の、Cat-M1、NB-IoT、または両方を使用す
るセルラーIoTネットワークの展開を公表し
ています1。欧州とアジアの両方で、Cat-M1
の展開が始まっており、北米ではCat-M1技
術の継続的な展開とともに、NB-IoTも投入
されるようになってきています。どちらの技
術も全世界の地域にまたがり、お互いを補

IoT接続数（単位: 10億）

IoT 2018 2024 CAGR

広域IoT 1.1 4.5 27%

セルラーIoT2 1.0 4.1 27%

近距離IoT 7.5 17.8 15%

合計 8.6 22.3 17%

4.0

4.5

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

地域ごとのセルラーIoT接続数（単位: 10億）

インド  
東南アジアおよびオセアニア 
北東アジア 
西欧 
中欧および東欧 
中東およびアフリカ 
北米 
中南米

2018 2019 2023202220212020 2024
0

完する形で展開されています。
大規模な展開と、その結果として生まれ

るチップセットへの大量の需要から、チップ
セットの価格は引き続き低下することが期
待されます。これにより、セルラーIoT接続の
成長はさらに加速するでしょう。

1 GSA（2018年10月）
2 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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IoTトラフィックの特性
2013年以来、セルラー接続デバイスの

数は複利年率33%増加してきました。同じ
期間に、接続されたデバイスごとのトラフィ
ックはさらに急速に増大しました。これは、
より多くのトラフィックを生成するデバイス
の割合が増加したためです。ただし、セルラ
ーIoTのトラフィックは依然として、サービス
プロバイダーネットワークの合計モバイルト
ラフィックの中で、わずかな割合を占めるだ
けです。

今日のセルラーIoTアプリケーションの
ほとんどは、モバイルネットワーク内で比較
的少量のデータトラフィックしか生成しませ
ん。既存のIoTデバイスは2G、3G、LTEを利
用しています。センサーや基本的な機能の
みのアプリケーションはライフサイクルが長
いため、これらの大多数は2Gデバイスです。
今後、より広範なユースケースが進化し、同
時にLTEベースのIoT技術や、将来の5Gネッ
トワーク機能の展開が進むにつれ、この割
合は変化していくと考えられます。

IoTのトラフィック量は限られているが増加中
今日までのところ、IoTは非常に多数の

接続、少量のデータ、そして一部のケースで
は消費電力についての厳しい要件が特徴
でした。一般的な用途はセンサー、監視、制
御データのIoTアプリケーションです。多くの
市場において、スループットの要求が低い超
ローエンドのIoTアプリケーション、たとえ
ばセンサーや監視などが、NB-IoT技術で構
築される最初のサービスでした。このような
デバイスにより生成されるデータトラフィッ
クは、一般に少量です。センサーベースのサ
ービスでは、標準的なデータパケットは約
100～150バイトで、デバイスID、タイムスタ
ンプ、報告されるデータ値で構成されるペ
イロードです。NB-IoT技術はアップリンクで
227Kbps、ダウンリンクで250Kbpsのデータ
速度に対応できます。

Cat-M1は、大規模IoTアプリケーション
用に設計され標準化された2番目の技術
で、アップリンクとダウンリンクの両方で最
高1Mbpsのデータ速度に対応できます。

大規模IoTアプリケーションにより生成
されるトラフィック量は、メッセージサイズ、
メッセージの周期、平方キロごとに展開さ
れているデバイスの数に応じて決まります。

制限された量のデータを生成するデバイ
スの大規模な展開に加えて、可用性、遅延、
信頼性について厳格な要件を持つ、新たな
種類のIoTアプリケーションが出現しつつあ
ります。このようなアプリケーションとして、
交通安全、車両の自動運転、ドローン、産業
用オートメーションが挙げられます。これら
のアプリケーションは、ユースケースによっ
ては、大規模IoTアプリケーションの何倍も
のデータトラフィックを生成する可能性が
あります。このようなアプリケーションには
LTEデバイスで対応できる場合があります。
たとえば、LTE Cat 4デバイスはダウンリン
クで150Mbpsまで、アップリンクで50Mbps
までのデータ速度に対応できます。また、将
来の5Gネットワークの能力でなければ要
件を満たせないユースケースも考えられま
す。5Gネットワークが登場しても、NB-IoTと
Cat-M1は引き続き共存していきます。

下の図は、新しい機能を持つIoT技術が
展開され、セルラーネットワーク上の接続
数と、接続ごとのトラフィックの増大により、
トラフィックの量がどのように増大していく
かを示したものです。

IoTトラフィックの増大を支えるセルラーネットワークの進化 

4G IoTトラフィック
デバイス数 トラフィック／デバイス

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

デ
バ

イ
ス

R99/HSPA

少数設置済み  

（デバイスのコストによ
り拡大が制限）

3G

NB-IoTおよびCat-M1

LTE

急速に増加  

（エコシステムの成長）
新機能が利用可能

4G2G

GPRS/EGPRS

多数設置済み  

（維持されると予測）

5G
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5Gデバイスの見通し

デバイス市場の状況はいつも、新世代の技術に対する
期待を良く示しています。

2018年の第3四半期は、多くのデバイス
ベンダーが5Gの構想を明らかにし、5Gスマ
ートフォンの設計を考えている技術者の関
心を集めたという点で、注目すべき時期で
した。最近になって、5Gへの期待は、LTEの
登場前に見られたものよりはるかに大きい
ことが明らかになりました。セルラー用チッ
プセットの主要なサプライヤーは、5G製品
の開発に多くのリソースを注ぎ込んでいま
す。

誰の心の中でも、5Gが主要な地位を占
めているのは明白です。しかし、これは技術
の大きな転換の始まりに過ぎず、多くの課
題が待ち受けていることも理解しておく必
要があります。

周波数の多様性
すべての市場で同じ周波数帯が使える

わけではありません。ミリ波（mmWave）周
波数帯は北米においては重要なトピックで
すが、他の市場は周波数や帯域に違いがあ
ると言え、サブ6GHz周波数帯に集中するで
しょう。すなわち、チップセットおよびインフ

ラストラクチャーのベンダーは、mmWave
用のTDD、中帯域用のTDD、低帯域用の
FDDと、三つのノンスタンドアローンの5Gバ
リエーションを、ほぼ並行して開発する必
要があります。スタンドアローン5Gも、市場
に出現しつつあります。LTEの登場時と比較
して、5Gの技術的な多様性の範囲ははるか
に大きなものです。

その 複 雑 性 に もか か わらず、デバイ
スとインフラストラクチャーの ベンダー
は、mmWave、中帯域、低帯域の多様な製
品を発表し続けています。2018年10月だけ
でも、20を超えるデバイスが発表されまし
た。下の図は、我々の理解している範囲での
商用5Gデバイス製品の予測されるタイミン
グを示したものです。

屋内の中帯域用のCPE（Customer-
Provided Equipment）およびポケットルータ
ーは、今年の年末までに利用可能となるこ
とが強く示されています。スマートフォンに
ついては、2019年第2四半期に強力なライ
ンナップが予測されます。現時点でリリース
のタイミングやベンダー数を正確に予測す

るのは困難ですが、第2世代のチップセット
は2019年の末に予定されており、これによっ
てより多くの、改善したアーキテクチャーを
持ち低消費電力の、5G対応デバイスが提供
可能になるでしょう。ラップトップや産業用
アプリケーション向けのモジュールも、同じ
期間内に期待されています。

m m Wa v eの状 況 は 中 帯 域とほ ぼ同
じと予測されますが、注意すべき点とし
て、mmWaveの周波数ドメインはこれま
で小型のセルラーデバイスに使用されて
こなかったため、より課題が多いと考え
られます。消費電力、アンテナ技術、およ
びA-MPR（Additional Maximum Power 
Reduction）はすべて、中帯域や低帯域のデ
バイスと比較して、mmWaveではより困難
になります。

要 約すると、5 G は 2 0 1 9 年 に 動き始
め、2020年には大きな市場となるでしょう。
この時点では、第3世代のチップセットが発
表され、多数のデバイスが利用可能になる
と予想されます。

1
1

5Gデバイスの累積リリース台数の予測 

固定無線 
（屋外）

2018年第4四半期
10月 12月8月 9 月 10 月7月6月5月4月3 月2月1月12月11月 11月

2019年第1四半期 2019年第2四半期 2019年第3四半期 2019年第4四半期

CPE／ポケット
ルーター（屋内）

スマートフォン

PC

産業用

中帯域用デバイスの台数 mmWaveデバイスの台数 低帯域用デバイスの台数

6

3
3

1
3

1
1

5
4

5
4

2+
7+
2+
1+

2019年12月時点で
利用可能な5Gデバ
イスの累積台数 
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VoLTEの見通し

事業者が広範な新しい音声サービスのユースケースを導入
し、VoLTEの加入契約数は2018年末には14億件に迫るでしょう。

IP、クラウド、5Gへの音声サービスの進化
通信サービスプロバイダーは、自社の音

声サービスを引き続き進化させ、VoLTEを
基礎として、IPベースの通信サービスネット
ワークを構築するでしょう。VoLTEは現在世
界全地域の75ヶ国以上にわたり、155を超
えるネットワークでサービスが開始されて
います1。

VoLTEは現在よりコスト効率の高いネッ
トワーク運用をサポートするためクラウド
やNFV技術を使用して展開されており、こ
れによって容量をより迅速に拡張でき、新し
いサービスの展開も短期間で行えます。

全世界で接続されるVoLTEサービスの
構築が始まっており、20を超えるサービスプ
ロバイダーがVoLTEのローミング契約を締
結し、10を超えるプロバイダーが国内また
は国際的な音声相互接続契約を結んでい
ます2。

VoLTEの加入契約数は、2024年末まで
に60億件に達すると予測されています。こ
れは、LTEと5G加入契約を合計した数の約
90%に相当します。VoLTE技術は、各種の
5Gデバイスで5G音声通話を可能にするた
めの基盤となるものです。

新しいユースケースの導入とデバイスの利
用可能性

VoLTE対応のデバイスモデルは1,800
を超えています3。 次世代の3GPP標準音
声コーデックであるEVS（Enhanced Voice 
Services）はHD voice+4とも呼ばれ、この
コーデックの使用も増えつつあります。HD 
voice+により、VoLTE対応デバイスの通話で
オーディオおよび音楽の品質が向上すると
ともに、LTEやWi-Fi経由の通話の信頼性が
上昇します。既に150を超えるHD voice+対
応デバイスが利用可能で、15を超えるサー

ビスプロバイダーがサービスを展開済みで
す5。

VoLTEベースの音声通話機能付きの
セルラースマートウォッチが市場で勢い
を増し、50を超えるサービスプロバイダ
ーが去年のうちにサービスを開始しまし
た。ViLTE（Video calling over LTE）は20を
超えるサービスプロバイダーにより開始さ
れ、220を超えるモデルのデバイス6が利用
可能です。

VoLTEをベースとする他のサービスとし
て、Wi-Fi通話、IoTデバイスの音声、マルチ
デバイス（電話、スマートウォッチ、スマート
スピーカーなどが同じ電話番号を共有す
る）、マルチペルソナ（単一の電話で複数の
電話番号を使用する）などがあり、さらに5G
での拡張現実や仮想現実などとの組み合
わせが模索されています。

地域ごとのVoLTE加入契約数（単位: 10億）

7

6

5

4

3

2

1

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

中南米 
北米 
欧州 
中東およびアフリカ 
アジア太平洋

60億

0

14億

1 GSMA（2018年10月）
2 エリクソンとGSMA（2018年10月）
3 GSA（2018年8月）、異なる地域と周波数をサポート
4 GSMAの商標
5 GSA（2018年9月）
6 GSA（2018年8月）
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87%42%

地域別の加入契約数の見通し

モバイルブロードバンド1は、すべての地域
で加入契約数の増加を促進します。

インドでは、2018年の間はGSM／EDGE
のみの加入契約が最大のシェアを維持し、
年末にはモバイル加入契約の総数の約
56%を占めます。しかし、同国では過去数年
間にLTE加入契約数が着実に増加し続けて
おり、2018年末にはLTEが全モバイル加入
契約数の30%近くを占めるでしょう。

インドでは、より高度な無線方式への遷
移が継続し、2024年の末にはLTEが全モバ
イル加入契約の81%になると予測されま
す。5G加入契約は、2022年から利用可能に
なると見込まれています。

中東およびアフリカは70を超える諸国
で構成され、多様性の大きな地域です。モ
バイルブロードバンド加入契約の普及率
が100%である先進市場から、モバイル契
約のうちモバイルブロードバンドが約40%
である新興市場まで、大きな幅がありま
す。2018年の末には、中東および北アフリカ
における全モバイル加入契約の20%以上

がLTEとなるでしょう。これに対してサハラ
以南のアフリカでは、LTEは加入契約の7%
程度に留まると考えられます。この地域は
予測期間内に進化が進むと考えられ、2024
年には加入契約の90%がモバイルブロード
バンドになると予測されます。この進化の
要因として、人口が若く増加中であり、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ることが挙げられま
す。中東および北アフリカでは、先進的な通
信サービスプロバイダーにより、商用の5G
展開が2019年に開始され、2021年には大
きな割合になると予測されます。サハラ以
南のアフリカでは、5Gの加入契約が有意な
数量になるのは2022年からと予測されま
す。

地域別および無線方式別のモバイル加入契約数の割合（%）

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。

74%
モバイルブロードバンド加入契約数
は、全世界のすべてのモバイル加入
契約数の74%を占めるようになりま
した。

5G 

LTE 

WCDMA/HSPA 

GSM／EDGEのみ
CDMAのみ

西欧中欧および 
東欧

中東および 
アフリカ

インド 東南アジア 
および 

オセアニア

北東アジア 北米中南米

2018 2024 2018 2024 2018 2024 2018 2024 2018 2024 2018 2024 2018 2024 2018 2024

56%

44%

48%

43%

42% 82% 57%
81% 63%

86%
74%

43% 29% 55%

1  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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東南アジアおよびオセアニアには、い
くつかの全世界で最も進んだネットワー
クを含む最先端の市場と、LTEが最近開
始されたばかりの開発途上の市場の両方
が含まれています。この地域では、依然と
してWCDMA／HSPAが主要な無線方式
で、全加入契約の48%を占めています。し
かし、LTE加入契約は2018年に70%も増
加し、26%のシェアを占めるようになりま
した。この遷移は予測期間を通して継続す
ると考えられ、2024年には、この地域にお
ける全モバイル加入契約の63%をLTEが
占めると予測されています。5G加入契約
は、2021年に利用可能になると期待されて
います。

中欧および東欧では、WCDMA／HSPA
からLTEへの移行が続いています。LTEは
2019年に主要な通信方式となり、2024年
には全モバイル加入契約の86%を占める
と予測されています。最初の5G加入契約は
2019年に予測され、2024年には全加入契
約の10%近くに増加するでしょう。

中南米では、LTEは2018年に主要な無
線アクセス方式となり、すべての加入契約
の42%を占めます。WCDMA／HSPAはこ
れよりわずかに少なく、39%のシェアを占
めると思われます。この通信方式の割合
は、予測期間内に大きく変化すると考えら
れ、2024年にはLTEが全加入契約の3／4
を占めると予測されます。最初の5G展開は
3.5GHz帯で、2019年に開始されるでしょう。

アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メ
キシコは、この地域で最初に5Gを展開する
諸国と予想され、2020年から加入契約の普
及が見込まれます。

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。

北米では、5G商用化が急速に進められ
ており商用5Gサービスは、この地域で最初
に開始されます。米国では四社の大手サー
ビスプロバイダーの一社が、2018年10月初
頭に5Gの固定ワイヤレスインターネットサ
ービスを展開し、プロバイダーのもう一社
が、2018年末に3GPP 5G標準をベースとす
る5Gを展開する計画を発表しました。他の
二社の大手サービスプロバイダーは、2019
年の早期に5Gサービスを開始すると期待
されます。北米におけるLTEの普及率は現
在87%で、これは全世界で最高の数値で
す。2024年末には、この地域における5G加
入契約数は2億5,000万件を超え、全モバイ
ル加入契約の55%を超えると予測されま
す。

北東アジアにおけるLTE加入契約のシ
ェアは82%です。2018年末には、中国だけ
でLTE加入契約数は13億件を超えるでしょ
う。5Gは韓国、日本、中国で早期に展開さ
れ、予測期間の終了時には、北東アジアに
おける5G加入契約の普及率は43%を超え

ると予測されます。
西欧では、LTEが主要なアクセス無線

方 式で、全 加 入 契 約 数の5 7 %を占 めま
す。WCDMA／HSPAは減少し続け、2024年
には加入契約数のわずか2%となるでしょ
う。この地域は5Gへの準備中で、多くの事
業者が2019年に商用リリースを計画してい
ます。2024年の末には、5Gが全モバイル加
入契約数の約30%を占めると予測されま
す。

55%
2024年には北米のモバイル加入契約
の55%が5Gになると予測されます。

接続された世界: モバイルブロードバンドの加入契約レベルは全世界で増大中です



エリクソンモビリティレポート | 2018年11月

2018年第3四半期の 
モバイルトラフィック

北東アジアにおけるモバイルデータトラフィックの増大
により、全世界での前年比増加率は79%に達しました。

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、および主に動画コンテ
ンツの視聴が増えたことにより加速した、
加入契約ごとの平均データ量の増加に起
因しています。下のグラフは、2013年第2四
半期から2018年第3四半期までの全世界
における月ごとのデータおよび音声トラフィ
ックと、モバイル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。

2018年第3四半期には、モバイルデータ
トラフィックは前年比で79%近く増加しま

した。これは、2013年以降で最も急速な増
加です。今年の北東アジア、主に中国におけ
る、スマートフォン1台ごとのモバイルデータ
トラフィックの増加が、全世界でのトラフィ
ックを大きく押し上げました。全世界でのト
ラフィック増加率は、以前の年にも個々の
地域の影響を大きく受けています。たとえば
2015年は北米、2016年はインドでした。

前四半期からの増加は、約17%でした。
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年ごとの増加回路交換音声 データ

00

出典: エリクソンによるトラフィック測定（2018年第3四半期）
1 トラフィックにはDVB-H、Wi-Fi、Mobile WiMAXは含まれていません。VoIPはデータトラフィックに含まれます。

回路交換音声とデータの年ごとの増加
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アプリケーションカテゴリー
ごとのモバイルトラフィック

モバイル動画トラフィックは、視聴時間の増加、オンライ
ンの埋め込み動画およびストリーミングサービス、さら
に高解像度への進化により、引き続き増大します。

モバイルネットワークにおける動画トラ
フィックは、2024年まで年間約35%増加し、
全モバイルデータトラフィックの74%を占め
ることが予測されます。ソーシャルネットワ
ーキングのトラフィックも、今後6年間に毎
年24%増加すると見込まれています。しか
し、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、2018年の11%から、2024年には
約8%に減少する見込みです1。

あらゆる場所で動画
動画使用量の増大が、モバイルデータト

ラフィックの増加の主要な要因です。ユーザ
ーがストリーミングおよび動画を共有して
視聴する時間は増え続けています。あらゆ
る種類のオンラインコンテンツで動画の埋
め込みが増え続けていることから、この傾
向は継続すると予測されます。さらに、高品
質のストリーミング動画や、拡張現実および
仮想現実のような、新しいメディア形式とア
プリケーションにより、トラフィックの増加は
引き続き加速し、ユーザーエクスペリエンス
も豊かになっていくでしょう。

動画 
音声 
Webブラウジング 
ソーシャルネットワーク 
ソフトウェアのダウンロードと更新 
他の分野 
P2Pファイル共有

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: %）

2024年には、動画がモバ
イルデータトラフィックの

約74%

様々な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/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。

60%が動画

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 - 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（HD／UHD、360°動
画、AR、VR）の出現

2024

136エクサバイト／月

2018

27エクサバイト／月

1  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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モバイルデータトラフィックの 
見通し

2024年には、5Gネットワークが全世界のモバイルデータ
トラフィックの25%を搬送します。

スマートフォン1台ごとの月毎のモバイル
データトラフィックは、デバイスの性能向上、
より安価なデータプラン、データを大量に使
用するコンテンツの増大により、すべての地
域で増大し続けます。

月ごとの使用量が最も多いのは北米
で、今年末には8.6GB（ギガバイト）に、2024
年末には50GBに達します。東北アジアで
は、スマートフォン1台ごとのトラフィックは
2018年に大きく増加し、前年比で約140%
増加しました。この地域は現在、月ごとの使
用量が7.3GBで2番目に多く、予測期間の
終了時点では21GBに達すると見込まれま
す。魅力的なデータプランと、革新的なモバ
イルアプリおよびコンテンツが、中国での増
加を促進しています。

モバイルデータの合計トラフィックは5倍に
なると予測

今日、モバイルデータの合計トラフィッ
クのうち90%近くはスマートフォンで生成さ
れています。この数値は、2024年の末には
95%に達すると予測されています。スマート
フォン1台ごとの月ごとの使用量が増大し
続けることから、モバイルデータの合計トラ
フィックは予測期間内にCAGR（Compound 
Annual Growth Rate、複合年間成長率）で
31%増加し、2024年の末には136EB（エク
サバイト）に達すると見込まれます。この時
点で、全世界のモバイルデータトラフィック
の25%は5Gネットワークで疎通されると予
測されます。これは、今日の合計トラフィッ
クの1.3倍です。

現在、5Gトラフィックの予測には、FWA 
（Fixed Wireless Access、固定無線アクセ
ス）サービスにより生成されるトラフィック
は含まれていません。しかし、一部の地域に
おいては、FWAは5Gに計画されている初期
のユースケースの一つであるため、このサ
ービスの市場への普及次第では、予測され
る数値に大きな影響を及ぼす可能性があ
ります。

5Gデータトラフィック 4G／3G／2Gデータトラフィック全世界のモバイルデータトラフィック（EB／月）
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地域ごとのモバイルデータトラフィック（EB／月）

北東アジアの月ごとのモバイルデータトラ
フィックは、2024年には39EBに

北東アジアは世界で最も人口の多い地
域なので、全世界のモバイルデータトラフィ
ックでも最大の割合を占め、2018年末の時
点で約30%です。2024年には、この地域で
の合計モバイルデータトラフィックは月ごと
で39EBに達すると予測されています。モバ
イルブロードバンド加入契約数は、今後も
急激に増加していくことが予想されます。中
国では、2024年末までにモバイルブロード
バンド加入契約数が約1億7,000万件増加
し、スマートフォン1台ごとの使用量の増加
と合わせて、同国内の月ごとの合計データ
トラフィックは29EBに増大するでしょう。

中東およびアフリカでは、予測期間内に

合計モバイルデータトラフィックが9倍に増
大し、世界でも最も急速な成長をすると予
測されます。スマートフォンの加入契約数は
2倍になり、普及率は45%から70%に増大し
ます。2024年には、この地域における月ごと
の合計モバイルデータトラフィックは17EB
に達すると予測されます。

北米と西欧の合計トラフィック量の割合
は、加入契約件数ベースの割合より大きく
なっています。これは、LTEネットワークが十
分に整備され、ハイエンドのユーザーデバ
イスの普及率が高く、手頃な価格で大容量
のデータを使用できるパッケージサービス
を利用できるためです。動画などのブロード
バンドを多く使用するサービスや、仮想現実
と拡張現実などの新しいアプリケーション
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の使用量の増大につれ、2024年には合計
モバイルデータトラフィックが北米で月ごと
に19EB、西欧で月ごとに14EBを超えると
予測されます。

中東およびアフリカでは、2024年に 
モバイルデータトラフィックが9倍に
なるでしょう。

4G／3G／2Gデータトラフィック

0
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ネットワークカバレッジ

2024年には、世界の人口の40%以上が5Gサービスを 
利用可能になります。

通信サービスプロバイダーは、世界の住
民に十分な無線信号を提供することに注力
しており、これは（地理的カバレッジに対し
て）人口カバレッジとして定義されます。モ
バイルネットワークは現在、世界の人口の
約95%をカバーしており、さらに拡大を続け
ています。

インターネットアクセスや動画ストリ
ーミング、その他各種のアプリへの要求か
ら、LTEネットワーク増強への動きが続いて
います。現在、LTEの人口カバレッジは60%
を超えており、2024年には約90%に達する
と予測されています。

LTEネットワーク自身も、より多くのネッ
トワーク容量と、より高いデータ速度を実
現するため、進化し続けています。LTEの商
用ネットワークは現在679存在し、208ヶ国
に展開されています。そのうち270はLTE-
Advancedにアップグレード済みで、25のギ
ガビットLTEネットワークが商用リリースさ
れています。

ギガビットネットワークにより、ピーク速
度の増加、ネットワーク容量の増大、エンド
ユーザー向けの平均データ速度の向上を
実現できます。

各種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

25
合計25のギガビットLTEネットワーク
が商用リリースされています。

人口カバレッジの達成には十分な無線信号のプロビジョニングが重要です

出典: エリクソンおよびGSA（2018年10月）

Cat 4 Cat 6 Cat 9 Cat 11 Cat 15 Cat 16 Cat 18 
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無線方式ごとの世界の人口カバレッジ1

3GPPセルラー方式の総人口カバレッジ

2019年は5Gの離陸の年
5Gネットワークは現在、全世界でいくつ

かの地域に構築され、商用展開が既に行わ
れつつあります。5Gの最初のユースケース
の一つは、固定無線アクセスです。顧客の宅
内機器に適した形状のデバイスが最初に市
場に出現し、これらはスマートフォンのよう
な厳しいサイズ、重量、消費電力の要件が
ないためです。

2019年に5Gスマートフォンが利用可能
になるにつれ、いくつかのサービスプロバイ
ダーが5Gを商用リリースすることが期待さ
れます。北米および北東アジアでは、早期か
ら多くの5G加入契約が予測されます。

5Gの人口カバレッジ増強はLTEよりも迅速
に行われると予測

ネットワーク構築と加入契約の増加に
関して言えば、LTEはこれまでで最も急速
に普及したモバイル通信方式です。最初の
LTE構築は西欧、北米、日本、韓国により主
導されました。これらの地域は西欧を除き、
中国と並んで、5Gの人口カバレッジ構築も
主導すると予想されます。

5Gカバレッジの構築は、三つの広いカ
テゴリーに分類可能です。サブ6GHz帯の新
しい帯域での無線展開、ミリ周波数帯での
展開、既存のLTE帯域での展開です。既存
のLTE帯域での展開は、多くのネットワーク
において新しいソフトウェアをインストール
することで、たとえば低から中帯域におい
てLTEと5Gでの周波数帯共用のような形
で、5Gサービスをサポートするよう短期間
でアップグレード可能です。

2024年には、世界の人口の40%以上が
5Gのサービスを利用可能になると予測さ
れます。

2017 ~95%

2024 >95%

LTE

2017 >60%

2024 ~90%

5G

2017 0%

2024 >40% 

1  数値は、各無線方式の人口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などの要因に左右されます。
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固定無線アクセスの実現 

5Gネットワークは現在構築中で、新しいユースケースで
性能と容量の増大を試してみることができます。最初の
ユースケースの一つはFWAです。

全世界の家庭の約半分、10億軒以上に
は、固定ブロードバンド接続が存在しませ
ん。LTEによるセルラーネットワークの現在
の速度と容量、そして5Gへの進化を考える
と、事業者がFWAを使用して、家庭や中小
企業へブロードバンドサービスを経済的に
提供できる可能性があります。

FWA顧客のCPE（Customer Premises 
Equipment、宅内機器）に適した形状で、ス
マートフォンのような厳しいサイズ、重量、
消費電力の要件がないデバイスが、市場へ
最初に登場するでしょう。

FWAが、xDSL、ケーブル、光ファイバーな
どのアクセス技術といった固定ブロードバ
ンドの現実的な代替選択肢となるには、同
等な容量と性能を実現できる必要がありま
す。これは5Gによって可能になりますが、5G
までの間にLTE技術によって対応可能な市
場も幅広く存在します。

このような機会を探究するには、いくつ
かの疑問に回答する必要があります。モバ
イルネットワークはFWAトラフィックを処理
し、固定ブロードバンドでは一般的な「デー
タ量無制限」のモデルをサポートできるか、
そして、モバイルブロードバンドとFWAで予
測される、今後の加入契約数と、加入契約
ごとのトラフィック量の両方の増大に対応
できるかという疑問です。

固定形態の加入契約、モバイル形態のディ
メンショニング

固定とモバイルのブロードバンドでは、
加入契約の提供方式とディメンショニング
の両方について前提が異なります。

加入契約の提供方式 
固定ブロードバンドのトラフィックは一

般に、最大データ速度に基づいて契約さ
れ、無制限のデータトラフィックが提供され
ます。ユーザーのトラフィックは多くの場合、
加入契約の最大データ速度を超過しないよ
うに制御されます。

モバイルブロードバンドの加入契約は
一般に、月ごとのデータトラフィック制限 

（｢バケツ｣）が主流で、追加データ料金や、
より大きなデータバケツへのアップグレー
ドにより追加課金されます。モバイルブロー
ドバンドの場合、ネットワークは通常、シス
テムリソースとモバイルデバイスで処理でき
る最大速度でデータを転送します。

FWAは、このようなモバイルブロードバ
ンド型ではなく、固定ブロードバンドの加入
契約の形態を継承します。つまり加入家庭
はデータ速度に基づいてFWAの料金を支
払い、生成されるトラフィックを気にする必
要がないことが期待されます。

最終ホップのディメンショニング 
FWAでは最終ホップが無線なので、無

線ネットワークのすべての特性が当てはま
ります。光ファイバーとは異なり、xDSLのル
ープ長の場合と同様に、接続品質は家庭ご
とに異なります。そして、固定ブロードバン
ドすべてと異なり、最終ホップはポイント・
ツー・マルチポイントへの無線で複数ユー
ザーで共有されるため、セルの負荷が増大
すると速度は低下します。FWAネットワー
クディメンショニングでは、これらすべての
特性を考慮する必要があります。

~50%
全世界の家庭の約半分、10億軒以
上には、固定ブロードバンド接続が
存在しません。
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ほとんどの時間について、ダウンリ
ンクのスループットはすべての家屋

で最低速度を大幅に上回ります

 最繁時間帯への注目
FWAは、モバイルブロードバンドのディ

メンショニング特性を継承し、ユーザーの家
庭が無線基地局からどれだけ離れている
かによってユーザーが使用できるデータ速
度は変化し、また一般に共有無線リソース
の負荷に応じてデータ速度が減少します。

まず、無線基地局サイトから家庭までの
距離はそれぞれ異なるため、使用できるデ
ータ速度が異なります。

次に、最繁時間帯（アクティブなユーザ
ーが多い）と深夜や早朝（セル内のアクティ
ブなユーザーが少ない）ではデータ速度が
異なります。

下の図は、この組み合わせによる特性を
示したもので、ダウンリンクのデータ速度が
家庭間で異なり、場所ごとにユーザーの負
荷によって減少していくことが示されていま
す。

–  地理的に良好な位置にある5%の家庭 
（下のグラフで緑色の線）では最高の性

能を享受でき、セルの負荷が高い場合も
性能低下は限定されます。

–  平均的な家庭（青色の線）は、セルの負
荷が高い時に大きな性能低下がありま
す。

–  最も性能が低い5%の家庭（紫色の線） 
は地理的に困難な場所に位置し、セル
の負荷が高い時には致命的なレベルま
で性能が低下します。 

ネットワークは、負荷の高い期間にも設
定されたユーザーのエクスペリエンスを維
持するようディメンショニングする必要があ
ります。これは、最繁時間帯に家庭で使用
できる最小データ速度として定義できます。

たとえば、対象のFWAセグメントに応
じて、SD（Standard Definition、標準解
像度）のテレビストリーム、または複数の
SDやHD（High-Definition、高解像度）品
質のストリームが可能になるように設定
できます。対象のセグメントに応じて、最
低データスループット速度は2Mbpsから
30Mbpsになります。セルの負荷が増大
し、最繁時間帯になると、最も性能が低
い5%の家庭は最小速度に達し、この時点
でのセルの負荷がサイトごとの容量とし
て定義されます（下の図に示したもの）。 
最低速度に低下するのは、最も性能が低い
5%の家庭で、かつ最繁時間帯のみで、それ
でも加入契約に記載されているすべてのサ
ービスを配信するために十分な速度を提供
する必要があります。

家庭ごとに異なるダウンリンクのデータ速度

システム負荷（Mbps／サイト）

最も性能の高い5%の家庭

平均的な家庭

最低速度

最も性能の低い5%
の家庭

ユ
ー

ザ
ー

に
提

供
さ

れ
る

ダ
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ス
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ッ
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サイトごとの最繁時間帯の容量
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FWAの可能性の分析
FWAの可能性は、世界の各地域におい

て、加入者の要求と期待、代替選択肢の利
用可能性によって大きく異なると考えられ
ます。特定の地域でFWAの立ち上げを検討
している通信事業者は、次のような要因を
評価する必要があります。

外部要因
– 対象地域での家庭の密集度
–  固定ブロードバンドの選択肢（xDSL、ケ

ーブル、光ファイバーによるアクセス）の
利用可能性や増加傾向

–  電話、Webアクセス、テレビ／動画など
のサービスの需要

– 政府からの補助金

内部要因
–  モバイルブロードバンドとFWAとの相乗

効果も含めて、LTE無線アクセスネットワ
ークおよびインフラストラクチャー

–  他のユースケース用に5Gカバレッジを
構築する計画や作業

–   必要な追加周波数帯の利用可能性

この評価には、市場のセグメント化と対
象の決定、現実的なカバレッジ領域のマッ
プを作成し、結果として得られる対象セグメ
ントに合わせた加入契約商品の構築と価
格設定が含まれます。

事業者のネットワークがLTEから、LTE-
A d v a n c e d へ の各 段 階 、そして5 G  N R 

（New Radio）へと進化するにつれ、1GBの
配信ごとのコストは減少し、容量が増大し
て、通信事業者はより多くの可能性を追求
できるようになります。

FWAとモバイルブロードバンド
ここで概説したFWAの可能性はすべて、

主にモバイルブロードバンド加入者にサ
ービスを提供するため構築された、既存の
LTEまたは5Gモバイルネットワーク上でデ
ィメンショニングするという前提に基づいて
います。新たな顧客セグメントにサービスを
提供する利点とともに、課金およびサポー
トシステムの共通化による管理効率の向上
に留まらない、多くの技術的な相乗効果が
存在します。ネットワークのトランキング効
果、周波数帯の共用による利点、最繁時間
帯が異なるまたは相殺される各種ビジネス
の組み合わせなどがあり、これらのすべて
が、容量の有効活用に役立ちます。

拡張への明確な道筋
モバイルブロードバンドの拡 張と5 G

への進化により得られる性能と容量の増
大から、通信サービスプロバイダーにとっ
て、FWAは多くの場所に展開できる現実的
な選択肢となるでしょう。FWAと固定ブロ
ードバンドに関する従来の経験から、「無制
限」トラフィックの前提でも無限の要求とネ
ットワークの混雑が発生するわけではなく、
性能ベースのサービス提供と平均化された
使用パターンの組み合わせにより管理が可
能であることが示されています。

さらに、ここで解説する、アメリカ郊外の
要求の厳しい事例の分析から、「活用、追
加、高密度化」の手順に従う容量拡大の明
確な道筋が示されます。まず、既に設置され
ているネットワーク資産として、無線サイト、
展開済み周波数の空き容量、および関連す
る無線、ベースバンド、トランスポート機器
などを十分に活用します。次に、スペクトル
および無線ネットワーク能力として、高次変
調、高度なアンテナシステムとビームフォー
ミング、多セクター化、5G NRアクセスなど
を、必要に応じて追加します。最後に、必要
に応じてマクロセルやスモールセルを追加
して高密度化を行います。



設定条件
この事例は、LTEモバイルブロードバン

ドによりカバーされ、中間周波数帯域を使
用する初期の5G構築も行われている、北
米の郊外地域を示しています。この地域の
家庭数は平均で平方キロあたり1,000で、
サイト間隔が2,000mの無線基地局により
カバーされています。この地域では、固定ブ
ロードバンドサービスも多少は使用可能で
すが、FTTH（Fiber To The Home）へのアク
セスはほぼ存在しません。FWAは、より速
度の高い商品と容量への要求を満たし、固
定ブロードバンドと直接競合するようにサ
イトに展開されます。提供するサービスに
は、IPTV（二つの4K UHD動画ストリーム、
または複数のSDTVとHDTVストリームの組
み合わせ）、インターネットアクセス、IP電話  

（「トリプルプレイ」とも呼ばれる）が含まれ
ます。

ディメンショニング 
この事例は、容量と性能の両方について

要求が厳しいため、シミュレーションに基づ
いたディメンショニングと周波数帯の活用
について解説します。

上述の要求を確実にサポートするた
め、サービスプロバイダーは光ファイバー
に匹敵する100～1,000Mbps以上の速度
と、30Mbpsの最低速度、および最繁時間帯
に家庭あたり3GB/hの容量を提供する必要
があります。総トラフィックの10%が最繁時
間帯に発生すると想定して、家庭ごとの毎
月平均トラフィックは900GBになります。

期待される性能のトラフィックを提供す
るため、カバレッジを高密度化し、一つの基
地局のカバーする家庭数が平均550になる
ようにします。サービスの普及率が30%と予
測すると、初期展開ではサイトごとに165の
家庭にサービスを提供できるようディメン
ショニングする必要があります。最も性能の
低い5%の家庭で、最繁時間帯に最低でも
30Mbpsのダウンリンクデータ速度を確保す
る必要があります。

ステップ1
初期展開は次のもので構成されます。
–  LTE用のサブ3GHz帯の未展開帯域

10MHz FDD
–  新しい3.5GHz帯域の40MHz TDD 

LTE（マルチユーザーMIMOを含む、8 
Tx/Rxの無線）

–  ミリ波（mmWave）帯の400MHz TDD 
NR （マッシブMIMO無線）

–  選択的にユーティリティ／電柱で高
密度化（マクロサイトごとに電柱5本）

–  マクロサイトに1GHzより上の四つの
帯域幅をすべて展開

–  主に屋外CPEを利用して性能を最大
化し、屋内CPEを補完として使用

ステップ1は、サイトごとに1,330Mbpsの
スループット容量が得られ、最繁時間帯で
各家庭ごとに3.6GB/hの平均トラフィックが
疎通可能と計算されます。これによって、実
際の最繁時間帯使用量である3GB/hに多
少の余裕を加えることができます。

上のグラフで最も明るい青色の領域が、
ステップ1を表します。「X」は、初期の要件で
あるカバレッジ領域内の家庭の30%と、最
繁時間帯の平均使用量の3GB/hを示しま
す。

接続される家庭数の増加や、家庭ごとの
使用量の増加による、必要な容量の増大に
対応するため、ディメンショニングの拡張が
可能です。追加容量の提供方法の概略を、
以下に示します。

ケーススタディ: アメリカ郊外
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ステップ2
3.7～4.2GHzなど、60MHzのTDDスペク
トル（新しい帯域）を追加し、mmWave
帯域の帯域幅を400から600MHzに増や
します。

図で中間の青色の領域は、ステップ2で
達成される容量を示します。たとえば、ネッ
トワークが最繁時間帯に約8GB/hの平均
使用量で家庭の30%にサービスを提供で
きます。または、高い容量を使用して、最繁
時間帯の使用量を変えず、より多くの家庭
にサービスを提供することもできます（また
は、この曲線に沿って、両方の中間のいずれ
かにも設定することもできます）。新しいサ
ブ6GHz帯域を扱うには、5G NRをサポート
する無線ユニットが必要です。

ステップ3
3.7～4.2GHzなどで、40MHzのTDD周
波数帯をさらに展開し、mmWave帯域
の帯域幅を600から800MHzに増やしま
す。

グラフで濃い青色の領域は、ステップ3で
達成される容量を示します。この構成では、
事業者が最繁時間帯に10GB/hを超える平
均使用量で家庭の30%にサービスを提供
できます。または、3.5GB/hで100%の家庭
にサービスを提供することも、曲線に沿って
その中間のいずれかに設定することもでき
ます。

こ れ 以 上 の 容 量 を 実 現 す る に は 、 
mmWave帯域のMU-MUMOを活用するか、
サイトを増やしてさらに高密度化を進める
ことになります。

サービス対象の家庭数と最繁時間帯の平均使用量とのトレードオフ
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最繁時間帯の家庭ごとの平均使用量（GB／時）

ステップ3

ステップ2

ステップ1

開始時の要件
X

グラフの曲線は、各展開ステップに
おける容量シミュレーションの結果
で、サービス対象の家庭の割合（Y
軸）と、最繁時間帯の各家庭の使用量

（X軸）との間に一連のトレードオフ
があることを示しています。
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動画のストリーミング － 
メガビットからギガビットへ

動画品質の向上と、没入感のある映像の増加から、スマー
トフォンの加入契約ごとのトラフィックは増加し続けます。

2024年の末までには、スマートフォンの
使用するデータは平均で月ごとに21GBを
超えると推定されます。これは2018年の使
用量の4倍近くです。この使用料の増大に加
えて、スマートフォンの加入契約数も45%増
加し、合計で72億件になることが予想され
ます。

新しい動画視聴行動によるデータ使用量の
増加

動画は現在のところ、スマートフォンユ
ーザーが使用するトラフィックの最も多くの
割合を占め、現在は合計トラフィックの60%
を占めています。動画の重要性はますます
増大し、2024年末にはトラフィックの74%を
占めると予測されます。

スマートフォンユーザーごとの動画デー
タトラフィックの増加には、三つの主要な要
因があります。視聴時間の増大、ニュースメ

スマートフォンユーザの平均データ使用量
の増加 

トラフィック
のカテゴリー

全世界での 
平均データ使用量 

（GB／月）
2018 2024

ダウンロード 0.6 1.2

メッセージ 0.5 0.9

アプリのトラ
フィック 1.0 2.1

音楽ストリー
ミング 0.1 0.4

動画ストリー
ミング 3.4 16.3

合計 5.6 21

エリクソンのMobility Calculatorを使
用して、各種アプリの使用量と、加入
契約ごとの月ごとのトラフィックとの
関係をさらに詳しく調べられます。

www.ericsson.com/mobility-report/
mobility-calculator

21GB
2 0 2 4 年の末には、スマートフォン 
1台ごとの平均データ使用量は毎月
21GBになると予測されます。

スマートフォンのユーザ1人あたりの動画データトラフィックは急速に増加しつつあります

ディアやソーシャルネットワークで動画コン
テンツの埋め込みが増えたこと、そしてより
高解像度や、より高いビットレートが必要な
画像形式への進化です。

今日、ほとんどのモバイル動画は低解像
度（360p）または標準解像度（480p）でスト
リーミングされています。これは、コンテン
ツと通信サービスプロバイダーの両方によ
り課せられている制限制約と、顧客がデー
タバケツを最大限に活用するため、低いビ
ット速度のフォーマットを選択していること
が理由です。しかし、ネットワークの能力が
拡大するにつれてユーザーの行動は変化
し、5Gサービスが利用可能になるとさらに
劇的に変化すると予想されます。720pおよ
び1080p解像度のHD動画のストリーミング
が増えつつあり、一部のLTEネットワークで
はYouTube動画の平均解像度が既に720p
になっています。
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行動の変化
ユーザーの行動が変化し、低解像度お

よび標準解像度の動画は、HDおよびフル
HDフォーマットに置き換わりつつあります。
より高い解像度および複雑なフォーマット、
すなわち4K、8K、VR（Virtual Reality、仮想
現実）およびAR（Augmented Reality、拡張
現実）が視野に入りつつありますが、現在の
ところは多くの量のトラフィックを生み出す
には至っていません。4K、8K、VRをスマート
フォンへ大規模にストリーミングすることを
推進するようなユースケースは、今のところ
出現していません。ARには多くのアプリケ
ーションの可能性があります。製造および
保守、スポーツイベント、設計、ナビゲーショ
ン、観光旅行などは、ARが大きな影響を及
ぼすことが期待される分野の一部です。AR
により生み出されるトラフィックは多くの要
因に依存し、非常に少量から極端に多量ま
での多岐にわたるでしょう。説明のため、下
のグラフでは25Mbpsを使用しています。

新しい没入感のあるフォーマットが主流
となるための主要な要素は、遅延の短縮
と、アップリンク／ダウンリンクのスループ
ットがより対称的になることの二つで、いず
れも5Gの特徴と合致します。下のグラフは、
それぞれの解像度およびフォーマットの動
画を1日に5分視聴した場合に生み出され
る、毎月のトラフィック量を比較したもので
す。ARアプリケーションは、画質以外に拡張
の形式と量など多くの要素によってビット
速度が大きく異なることに注意してくださ
い。

動画のトラフィックとスループット
データトラフィック（使用量）と、ユーザー

に優れた環境を提供するため必要なネット
ワーク性能とは異なります。トラフィックは、
ビット速度（メディアデータに信号処理のオ
ーバーヘッドを加算したもの）と時間との積
です。必要な性能は適合型ストリーミングの
仕組みに関係し、メディア画質の選択と、画

1日あたり5分のストリーミングで生み出される毎月のトラフィック

像凍結や再バッファー処理の回避に応じた
ものになります。

どの解像度についても、決められた「メデ
ィア速度」は存在しません。下のグラフでト
ラフィックの計算に使用されているビット速
度は、比較のみを目的としており、コンテナ、
コーデック、プロファイル、音声の符号化、オ
ーバーヘッド、そして重要な点としてコンテ
ンツを含む、多くの変数が考慮されていま
す。さらにARは特殊で、アップリンクに送信
されるデータの量など、他の多くの要因が
ビット速度に影響を与えます。

モバイル技術と動画メディアストリー
ミングの 両 方 の 変 化 の 速 度 から考える
と、2024年までの予測期間について、モバ
イルブロードバンドネットワークでのスマー
トフォンのトラフィックは、急速な増加が続
くと予測されます。

没入感のある新しいフォーマットが出現しつつあります

360p

480p

720p

1080p

360°動画 (720p)

8K (7680x4320)

VR (1080p)

AR (25Mbps)

4K (3840x2160)
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スマートワイヤレス
製造市場の開発

セルラーネットワークとIIoT（Industrial IoT）との組み合
わせにより、製造業はより効果的かつ柔軟になり、従来
型の接続形態に挑戦することになるでしょう。

セルラーネットワークの能力は、大規模
IoTのサポートから、IIoTの要件を満たす、
遅延の極めて小さなIoTアプリケーションへ
と進化していきます。現在のところ、製造サ
イトにおけるユースケースのほとんどは、有
線接続を基礎としています。しかし、セルラ
ーの能力の進化により、産業用イーサーネ
ットソリューションに置き換わることが可能
となり、多くの場合にはケーブルが冗長な
ものとなって、より柔軟な生産や、デジタル
運用の拡大が可能になるでしょう1。

スマートワイヤレス製造の到来
現在設置されている固定ネットワーク技

術は、やがては高度化した製造業のユース
ケースの要件を効果的に満足するために
は不十分になるでしょう。しかし、通信サー
ビスやネットワーク技術プロバイダーが、ス
マートワイヤレス製造向けの新しい市場を
生み出せるかどうかは、三つの基本的な要
素に依存します。

1. 価値認識のギャップの橋渡し 
セルラー接続の価値を理解してもらうに
は製造業各社と、サービスおよびネット
ワーク技術プロバイダーとの間で、ユー
スケースとネットワーク構成に関する共
通の言語を確立する必要があります。

2. 問題点への適切な対処 
セルラーの能力により従来の製造手順
の問題点を明確にし軽減できるなら、製
造業者にとって切り替えのコストを上回
る利点があり、新しいネットワークの現
実的なビジネス上の価値を証明できま
す。

3.  ホリゾンタルでスケーラブルなソリュー
ションの構築 
コスト、展開、周波数帯の問題に対処す
るには、小規模ネットワークや多様性の
大きいサブセクターに適したホリゾンタ
ルなソリューションが必要です。 

工場の機能的な問題点とセルラーの能力との橋渡し

1  エリクソンモビリティレポート、「IoTによるスマート製造の実現」（2018年6月）

問題点の
軽減

停止時間

ボトルネック

事故または
障害

透過性の獲得、接続され
たエコシステムにより停
止時間をスケジュール、軽
減、保守

効率の向上、より優れた計
画と品質コントロール

リスクを限定し、資産を
リアルタイムで防護およ
び管理

得られる利点セルラーネットワークの
能力（3GPP）

分散クラウドとエッジコンピュ
ーティング
ネットワークスライシング
無制限の接続、センサー、 
機械、およびプロセス

セル内のシームレスな引き渡
しとスケジュールされた送信
一つの通信プラットフォーム
短い遅延（決定論的）

QoSおよび3GPPセキュリティ
標準の保証
大規模で重要なデータの処理
移動する資産の接続
一つの通信プラットフォーム
プライベートで、セキュアで、
構成可能なネットワーク

 –アセットの状況監視と予防的保守
 –正確な計画と調整
 –自動的なOEMサポートサービスと 
部品の発注 
 –サービスとしての予備容量モデル

 –リモートで構成可能なロボット
 –AR、VR、3Dなどのインテリジェント
なツール
 –デジタルツインによる仮想設計と 
シミュレーション

 –人間と機械との連携の安全性 
向上
 –環境安全性システムの最適化
 –デジタルシャドウによるリアル 
タイムのツイン

デジタルソリューション ユースケースのカテゴリー

  監視
 ロケーション
 自動サポートサービス

  新たなビジネスモデルの 
有効化

  インテリジェントな自動化
 作業員の効率と品質

 構成

  ロケーション

 監視
 自動化
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製造業者のニーズからセルラー接続の価値
へのマッピング

スマートワイヤレス製造業の現実の要求
を明確にし開発するには、製造会社のニー
ズをより全体的に見ることが必要です。これ
まで、セルラー接続の価値を伝えるのに、特
定の調査およびハイエンドの生産シナリオ
に重点が置かれていました。金属切削業界
からの例の一つは、複雑で危険な切削プロ
セスをセンサーによりリアルタイムで監視
するもので、ケーブルや他の無線技術では
実現不可能なものです。別のユースケース
として、産業用ロボットコントローラーのイ
ンテリジェンスを、セルラーネットワークと、
オンサイトに展開されるエッジコンピューテ
ィング機能を使用して、物理的なロボットか
らクラウドベースのアプリケーションに移動
する例が挙げられます。

スマートワイヤレス製造業を対象とする
際の主な課題は、製造業では一般に接続
性が問題点として認識されていないことで
す。従来のネットワークの限界と、それらが
将来の製造目標にどのように影響するかと
いうことは、十分に認知されていません。し
かし、デジタル的に成熟したいくつかの製造
業者は、自社のデジタル変革の目標を支援
するため、代替無線方式の選択肢を積極的
に探し求めています。

問題点を能力にリンクする
製造業者は一般に、拡張現実からデジ

タルツイン2まで、現場の問題点に対処する
ための支援となるアプリケーションや概念
をしだいに採用していきます。セルラーネッ
トワークは、たとえばモビリティ、セキュリテ
ィ、アベイラビリティ、信頼性などの分野で
優れた能力を持ち、各種の製造のユースケ
ースを支援できます。しかし、製造業者の間
では現在、三つの観点の間で理解に隔たり
があります。それらは、セルラーの能力につ
いての理解、それによって各種のデジタルソ
リューションがどのように実現可能になる
か、そしてそれらのソリューションが製造業
者の実際の問題点をどのように解決してく
れるかです。

前ページの図は、製造業の観点から始め
て、工場で発生する従来の問題点を示し、
次にデジタルソリューションの対応する例
を、ユースケースのカテゴリーおよびイネー
ブラーとなるセルラーの能力とともに示し
ています3。

セルラーネットワークの市場での普及を
促進し、スマートワイヤレス製造業における
利用を促進するには、セルラーネットワーク
の長所に関連して、製造業者が最も必要と
している分野を洗い出すことが鍵となりま
す。

バリューチェーンからバリューネットワー
クへ

接続の選択により、製造業者のデジタル
基盤の品質と柔軟性だけでなく、工程にも
たらされる可能性、そして最終的には価値
が決定されます。これは、どの機器と工程が
接続可能か、どれだけ多くの資産とプロセ
スを同時に実行可能か、一つの地理的なサ
イトを超える拡張性がどれだけあるか、に
も影響を及ぼします。セルラーネットワーク
を単一の製造サイトだけでなく、グローバ
ルに広域で使用する価値を十分に見出して
いる製造企業はまた、社内と社外の連携の
強化も求め、パートナーや他のステークホ
ルダーとの間に、より密接なバリューネット
ワークを作成していきます。デジタルツイン
や、自動化され、カスタマイズされた、リモー
トの、さらにはモバイルでの製造への要求
が増加することが予測されるため、無線ネ
ットワークの能力拡大の必要性はますます
高まっていくでしょう。

製造業界において、接続のためセルラー
ネットワークがどれだけ採用されるかは、ス
マートワイヤレス製造業においてセルラー
ネットワークの支援の役割が、実際の製造
工程においてどれだけ的確に説明される
か次第です。サービスおよびネットワーク技
術プロバイダーが、この業界において市場
の牽引力を得るには、生産機器の製造業者
との関係を構築し、工場への導入の障壁を
低くすることも重要です。また、工場環境の
複雑性4を考えると、スマートワイヤレス製
造業の市場を構築するため、コンサルタン
トやシステムインテグレーターも、不可欠な
チャネルパートナーとなるでしょう。

利用促進のため集中すべき分野
–  自動走行車が走行する工場フロア

や、部品倉庫などで、モビリティを
必要とし、セキュアで正確な管理
と、トラフィック、データフロー、資
産の追跡を必要とするプロセス

–  少量で種類が多く、ワイヤレス機械
によるラインが、ケーブルを使用す
る機械のラインよりも単純かつ柔
軟に構成できる製造事例 

–  ケーブルでの監視や制御が不可能
で、無線により重要なデータをリア
ルタイムで転送し、作業のために
安定して確実なネットワーク性能 

（帯域幅および遅延）が必要なプ
ロセス

–  人為的エラーが起きやすい、また
は高度な製造作業で暗黙の知識
と技術の移転を必要とし、エラー
を軽減して迅速な学習を促進する
ためデジタルツールが広く使用さ
れているプロセス

–  所望の結果（例えば製品の品質
や適時配送）を得るため、工場、
リソース、コンポーネント間の調
整を厳格なタイミングで行う必
要があるプロセス

2 「デジタルツイン」とは、物理的な製品、サービス、プロセスを仮想的に表現したもので、物理的なものの動作や保守を最適化するために使用されます。
3  問題点に対処するため必要なソリューションの完全なマッピングは、大規模で複雑なものです。 

このため、ここで言及した活動や支援要素は、主な例のいくつかにすぎません。
4  平均的な工場環境に、別々のIIoTプラットフォームを保有する多数のベンダーが存在することは珍しくありません。
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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。将来の開発は、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
モバイル加入契約には、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
最も高度な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の可能性も含まれ
ます。3GPP Release 15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
契約とカウントされています。

モバイルブロードバンドに、HSPA（3G）、
LTE（4 G）、5 G、CDM A 20 0 0 E V- D O、
TD-SCDMA、Mobile WiMAX などの 無 線

アクセス技術が含まれています。HSPA お
よび GPRS ／ EDGE なしの WCDMA は含
まれていません。

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
は少数第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、二つまたは三つの重要な
数値で表現されます。

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。

モバイルデータトラフィック
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
WCDMA／HSPAおよびLTE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。

このレポートでのトラフィックとは、モバ
イルアクセスネットワーク内の集約トラフィ
ックで、DVB-H、Wi-Fi、Mobile WiMaxのト
ラフィックは含まれません。VoIPはデータト
ラフィックに含まれます。

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地域
および世界のレベルで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。

調査方法
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用語集

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

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  
(not yet standardized) 

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 perceptual information

CAGR: Compound annual growth rate

Cat-M1: A 3GPP standardized low-power 
wide-area (LPWA) cellular technology for 
IoT connectivity. Cat-M1 is a solution that 
can be deployed on LTE, targeting a wide 
range of IoT applications from simple to 
rich content

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 through the  
media a signal passes

EB: Exabyte, 1018 bytes

EDGE: Enhanced Data Rates  
for Global Evolution 

EPC: Evolved Packet Core

FDD: Frequency Division Duplex

GB: Gigabyte, 109 bytes

Gbps: Gigabits per second

GHz: Gigahertz, 109 hertz  
(unit of frequency)

GSA: Global mobile Suppliers Association 

GSM: Global System for  
Mobile Communications

GSMA: GSM Association

HSPA: High Speed Packet Access 

IMS: IP Multimedia Subsystem

IoT: Internet of Things

Kbps: Kilobits per second

LTE: Long-Term Evolution 

MB: Megabyte, 106 bytes 

MBB: Mobile broadband (defined  
as CDMA2000 EV-DO, HSPA, LTE,  
Mobile WiMAX and TD-SCDMA)

Mbps: Megabits per second

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

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)

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

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) 

NB-IoT: A 3GPP standardized low-power 
wide-area (LPWA) cellular technology for 
IoT connectivity. NB-IoT is a narrowband 
solution that can be deployed on LTE, or as 
a standalone solution, targeting ultra-low-
throughput IoT applications 

NFV: Network Functions Virtualization

NR: New Radio as defined  
by 3GPP Release 15

OS: Operating System 

PB: Petabyte, 1015 bytes

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. This category also includes 
devices connected over fixed-line local area 
networks and powerline technologies

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 

TD-SCDMA: Time Division-Synchronous 
Code Division Multiple Access 

TDD: Time Division Duplex

VoIP: Voice over IP (Internet Protocol)

VoLTE: Voice over LTE as defined by GSMA 
IR.92 specification. An end-to-end mobile 
system including IP Multimedia Subsystem 
(IMS), Evolved Packet Core (EPC), LTE RAN, 
Subscriber Data Management and OSS/BSS

WCDMA: Wideband Code  
Division Multiple Access 

Wide-area IoT: Segment made up of 
devices using cellular connections or 
unlicensed low-power technologies like 
Sigfox and LoRa
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モバイル加入契約数 2017 2018
予測 
2024

CAGR** 
2018-2024 単位

全世界のモバイル加入契約数 7,720 7,980 8,920 2% 100万
– スマートフォン加入契約数 4,350 5,010 7,210 6% 100万
–  モバイルPC、タブレット、モバイルルータ

ーの加入契約数 250 260 330 4% 100万
– モバイルブロードバンド加入契約数 5,250 5,930 8,420 6% 100万
– モバイル加入契約数、GSM／EDGEのみ 2,410 2,000 470 -21% 100万
– モバイル加入契約数、WCDMA／HSPA 2,330 2,270 1,480 -7% 100万
– モバイル加入契約数、LTE 2,750 3,580 5,440 7% 100万
– モバイル加入契約数、5G 1,500 100万

モバイルデータトラフィック*
– スマートフォン1台ごとのデータトラフィック 3.4 5.6 21 24% GB／月
– モバイルPC 1台ごとのデータトラフィック 9.8 12 30 17% GB／月
– タブレット1台ごとのデータトラフィック 4.6 5.8 14 16% GB／月

データトラフィック合計***
モバイルデータトラフィック合計 15 27 136 31% EB／月
– スマートフォン 13 24 128 32% EB／月
– モバイルPC、ルーター 1.7 2.1 5.2 17% EB／月
– タブレット 0.5 0.7 2.0 20% EB／月
固定データトラフィック合計 80 100 280 18% EB／月

固定ブロードバンド接続 930 990 1,120 2% 100万

世界の主要データ

モバイル加入契約数 2017 2018
予測 
2024

CAGR** 
2018-2024 単位

北米 390 400 460 2% 100万
中南米 690 700 740 1% 100万
西欧 510 520 540 1% 100万
中欧および東欧 580 580 590 0% 100万
北東アジア 1,800 1,960 2,060 1% 100万

中国1 1,420 1,550 1,630 1% 100万
東南アジアおよびオセアニア 1,120 1,160 1,290 2% 100万
インド 1,200 1,200 1,420 3% 100万
中東およびアフリカ 1,410 1,450 1,810 4% 100万

サハラ以南のアフリカ2 680 710 940 5% 100万

地域の主要データ

世界および地域の主要データ

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/mobility-report/ 
mobility-visualizer 
をご覧ください。

 * アクティブデバイス 
 ** 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、数値データの合計が
実際の合計とわずかに異なることがあります。
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スマートフォン加入契約数 2017 2018
予測 
2024

CAGR** 
2018-2024 単位

北米 320 330 390 3% 100万
中南米 480 510 610 3% 100万
西欧 380 390 480 4% 100万
中欧および東欧 310 340 540 8% 100万
北東アジア 1,310 1,550 1,900 3% 100万

中国1 990 1,280 1,540 3% 100万
東南アジアおよびオセアニア 600 680 1,030 7% 100万
インド 420 560 1,000 10% 100万
中東およびアフリカ 560 640 1,260 12% 100万

サハラ以南のアフリカ2 280 340 690 13% 100万

スマートフォン1台ごとのデータトラフィック*
北米 6.6 8.6 50 34% GB／月
中南米 2.4 3.4 18 32% GB／月
西欧 4.0 6.1 32 32% GB／月
中欧および東欧 3.6 4.7 19 26% GB／月
北東アジア 3.0 7.3 21 19% GB／月

中国1 2.7 7.2 19 18% GB／月
東南アジアおよびオセアニア 2.7 3.8 19 31% GB／月
インド 5.4 6.8 15 14% GB／月
中東およびアフリカ 2.0 2.9 15 32% GB／月

サハラ以南のアフリカ2 1.4 1.8 9.0 31% GB／月

モバイルデータトラフィック合計
北米 2.5 3.2 19 35% EB／月
中南米 1.0 1.6 9.5 35% EB／月
西欧 1.8 2.6 14 33% EB／月
中欧および東欧 1.1 1.5 9.2 35% EB／月
北東アジア 4.2 11 39 23% EB／月

中国1 2.7 8.6 29 22% EB／月
東南アジアおよびオセアニア 1.4 2.2 16 39% EB／月
インド 1.8 3.0 12 26% EB／月
中東およびアフリカ 1.1 1.8 17 45% EB／月

サハラ以南のアフリカ2 0.36 0.54 5.2 46% EB／月

モバイルブロードバンド加入契約数
北米 380 390 460 3% 100万
中南米 510 570 690 3% 100万
西欧 460 480 540 2% 100万
中欧および東欧 400 450 590 5% 100万
北東アジア 1,610 1,820 2,050 2% 100万

中国1 1,270 1,460 1,630 2% 100万
東南アジアおよびオセアニア 740 860 1,290 7% 100万
インド 440 510 1,180 15% 100万
中東およびアフリカ 700 850 1,630 11% 100万

サハラ以南のアフリカ2 340 410 820 12% 100万

LTEの加入契約数
北米 300 350 190 -9% 100万
中南米 210 290 550 11% 100万
西欧 240 290 370 4% 100万
中欧および東欧 140 190 510 17% 100万
北東アジア 1,290 1,600 1,090 -6% 100万

中国1 1,030 1,320 880 -6% 100万
東南アジアおよびオセアニア 200 300 820 18% 100万
インド 250 350 1,150 22% 100万
中東およびアフリカ 130 200 770 25% 100万

サハラ以南のアフリカ2 30 50 310 34% 100万

1 これらの数値は北東アジアの数値にも含まれています。
2 これらの数値は中東およびアフリカの数値にも含まれています。
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す。エリクソンのイノベーションへの投資は、電話とモバ
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