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近年では2021年10月に経済産業省のDXフォーラムで登壇。DXIAチャネルで5G、DXのコメント動画配信。
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１．アメリカ合衆国の基本的情報 2022年 (3)
米国の5G契約数は2021年末で約3,917万件であり、今後順調に増加し2025年には5G比率が51％に達する見込み。
•
•
•
•

米国の5G契約数は2021年末で3,900万件、 5G利用者比率は9％である
年率76.2％で増加していくと予測されている
2025年には2億6,200万件、5G比率51％と想定される（注１）
日本の5G契約は2021年9月末で2,922万件、5G比率は15％と健闘
図表5． 米国5G契約数推移

出典：（注１）GSA The mobile ecocnomy 2021 5G US Mobile Network Users Overview 2021 - Insider Intelligence Trends, Forecasts & Statistics (emarketer.com)を元にAZCA推計
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４．Open RAN、vRAN, O-RAN ALLIANCE
共通仕様と分散化のメリットを取り入れたO-RANへと発展している。
図表25．

レガシーな専用機

Open RAN概念図

O-RAN

vRAN /C-RAN

オープンインタフェース仕様に基づいて構築
する、機能を分離したRAN

仮想パケットコア

仮想パケットコア

O-RAN仕様
CU（Central Unit）

パケットコア

•

基地局の無線機を、RU（Radio Unit）と制
御部であるCU（Central Unit）、DU
（Distributed Unit）の3つにノード分割し、
ノード間のオープンインターフェースをO-RAN仕様
と策定することで、複数のベンダーの機器同士
を接続できるようにする。

•

RUはRFトランシーバーと無線の物理層の下位
機能を担う。端末との間で電波を送受信し、
信号をアナログ－デジタル相互に変換する。
DUは無線リソース割り当てなどのMAC
（Media Access Control）、再送制御など
のRLC（Radio Link Control）といった役割
を担う。CUはパケット暗号化などのPDCP
（Packet Data Convergence Protocol）、
端末の無線リソース管理などのRRC（Radio
Resource Control）といった役割を担う。

DU（Distributed Unit）

ベースバンドユニット
BBU（Base band unit)

リモートラジオヘッド

NR:New Radio（5G基地局）
BBU（Base band unit)
RU（Radio Unit）
CU（Central Unit）
DU（Distributed Unit）

4G

LTE

4G

NR

RU（Radio Unit）

LTE

4G

NR

参考：Open RAN とは何か？| ジュニパーネットワークス (juniper.net)
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５．ＡＷＳ、マイクロソフト、グーグルの5G＋クラウドサービス
MEC（マルチエッジコンピューティング）によるリアルタイム通信の強化がクラウドの利用を促進。スマート工場、
自動運転などの社会変革を加速する期待。
•

•

vRAN:仮想化により、分散クラウド上で処理するようなアプローチ「MEC（マルチエッジコンピューティング）」でエッジ（処理側）
にあるサーバで情報を処理する方式が実現。本来非常に困難な5Gの「高速大容量」「低遅延」「同時多数接続」の同時に実
現するためにボトルネックとなる通信の負荷を分散し、手前の仮想子局のサーバーで大方の処理をこなしてしまおうという方
式である。
5GにおけるMECが威力を発揮するのは、 遠隔手術、工場内の自動搬出機器操作、など遅延は許されないリアルタイム要件
の高い通信。vRANによる通信処理の仮想化によって、柔軟な通信処理分散の設計が可能になり、汎用サーバによるMEC
の実装、リアルタイム性の高いサービスの提供を通じて、5Gの価値は大きく高まっている。
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図表30－2．

MEC 比較概念図
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６．米国6Gに向けた方針
Next GA -Roadmapでは開発方針としてSuper eMBB 、クラウドネイティブ、AIネイティブ、そして持続可能性
（Sustainability）が明記される。
図表42. 米国6Gに向けた技術開発白書
3.4 Cost-Efficient Solutions
3.4
Cost-Efficient Solutions
The Next G Alliance recognizes that cost efficiency is foundational to the ubiquitous availability throughout North America of 6G networks and services.
Next
G Allianceは、コスト効率が北米全体での6Gネットワークとサービスのユビキタスな可用性の基盤であることを認識しています。
Enhancedhigh-rate,
Mobile dataEnhanced
Mobile Broadband (eMBB) is one of the coreIMT-2020 services powering our digital lives and providing connectivity for innovative,
Broadband（eMBB）は、私たちのデジタルライフを強化し、革新的で高速なデータ集約型アプリケーションに接続性を提供するコアIMT-2020サービスの1つ
intensive applications.
です。

3.5 （ Cloud native ）Distributed Cloud and Communications Systems One of the major drivers in network evolution is to merge mobile and cloud systems.
Future
systemsnative
will be ）分散型クラウドと通信システムネットワークの進化における主要な推進力の1つは、モバイルシステムとクラウドシステムを統合すること
built on cloud and virtualization technologies. This enables separation of hardware and software and increased flexibility, performance,
3.5
（ Cloud
service capabilities, resiliency, and productivity. 6G systems will feature cloud-native capabilities that rely on cloud technologies. Cloud native refers to a system
です。 将来のシステムは、クラウドおよび仮想化テクノロジーに基づいて構築されます。 これにより、ハードウェアとソフトウェアを分離し、柔軟性、パフォーマンス、
that has cloud designed for or built into it from the beginning. It describes the patterns of organizations, architectures, and technologies that consistently, reliably,
サービス機能、復元力、および生産性を向上させることができます。
and at scale fully take advantage of the possibilities of the cloud. 6Gシステムは、クラウドテクノロジーに依存するクラウドネイティブ機能を備えています。 クラウ

ドネイティブとは、最初からクラウドが設計または組み込まれているシステムを指します。 クラウドの可能性を一貫して、確実に、そして大規模に十分に活用する
組織、アーキテクチャ、およびテクノロジーのパターンを述べています。
3.6 AI-Native Wireless Networks AI and ML tools have substantially enhanced the fields of computer vision, image processing, natural language processing,

robot navigation, etc., with a wide-ranging impact on our lives. The field of wireless communications won’t be an exception. The Next G Alliance envisions the
future
6G wireless system as being designed in an AI-Native way. This means AI is incorporated into major functionality from the very beginning of the system’s
3.6
AIネイティブワイヤレスネットワークAIおよびMLツールは、コンピュータービジョン、画像処理、自然言語処理、ロボットナビゲーションなどの分野を大幅に強
design and development cycle. An AI-Native 6G system will leverage AI techniques (e.g., ML, deep learning, neural networks) for the design, deployment,
化し、私たちの生活に幅広い影響を与えています。 無線通信の分野も例外ではありません。 Next G Allianceは、将来の6GワイヤレスシステムがAIネイティブ
management, and operation of various network and device functions. This will result in increased robustness, performance, and efficiencies to bring enormous
の方法で設計されていることを想定しています。
これは、AIがシステムの設計および開発サイクルの最初から主要な機能に組み込まれていることを意味します。
economic impact.

AI-Native 6Gシステムは、さまざまなネットワークおよびデバイス機能の設計、展開、管理、および運用にAI技術（ML、深層学習、ニューラルネットワークな
ど）を活用します。
3.7 Sustainability これにより、堅牢性、パフォーマンス、および効率が向上し、多大な経済的影響がもたらされます。
The energy-efficient approaches used by 6G networks will serve as a model for energy efficiency and environmental stewardship for applications that will
employ
these networks, enabling other vertical industries to achieve their own targets to reduce greenhouse gas (GHG) emissions.
3.7
Sustainability

6Gネットワークで使用されるエネルギー効率の高いアプローチは、これらのネットワークを使用するアプリケーションのエネルギー効率と環境管理のモデルとして機能
し、他の垂直産業が温室効果ガス（GHG）排出量を削減する独自の目標を達成できるようにします。

出典 ：ATSI Next GA -Roadmap
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６．米国6Gに向けたクラウドネイティブ5G、コンテナ技術動向
柔軟性や拡張性をさらに高めようと通信システムでもクラウドネイティブが進む。クラウドアーキテクチャーは、より効
率的なコンピューティングを可能にする。
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