
第５世代移動通信システム（５Ｇ）とは

ICTフェア in 東北 2022
2022.6.21

東北大学 電気通信研究所
特任教授 五十嵐大和

第2部 デジタル実装の推進



５Ｇ＝第５世代移動通信システム

超高速超高速
従来の移動通信システムよ
り100倍速いブロードバンド
サービスを提供

多数同時接続多数同時接続
スマホ、PCをはじめ、身の
回りのあらゆる機器がネッ
トに接続

超低遅延超低遅延
利 用 者 が 遅 延 （ タ イ ム ラ
グ）を意識することなく、
リアルタイムに遠隔地のロ
ボット等を操作・制御

⇒ ２時間の映画を３秒でダウンロード（LTEは５分）

⇒ ロボット等の精緻な操作（LTEの10倍の精度）
をリアルタイム通信で実現

⇒ 自宅部屋内の約100個の端末・センサーがネットに接続
（LTEではスマホ、PCなど数個）

ロボットを遠隔制御

５Ｇは、AI/IoT時代のICT基盤

２Ｇ ３Ｇ LTE/４Ｇ

低遅延

同時接続

移動体無線技術の
高速・大容量化路線
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出典:総務省各種講演資料



５Ｇの特⾧とアプリケーション

超高速

多数同時接続

複数の8Kの
映像素材伝送

スマートホーム／
ビルディング

スマート農業

スマートファクトリ、
建機遠隔操作

自動運転

超低遅延

ミッションクリティカル
な用途

３つの特⾧と、これらを生かしたアプリケーション例

超低遅延、多数同時接続により、
新たなアプリケーションの
可能性が拡大

出典:総務省各種講演資料（原出典:ITU-R IMTビジョン勧告（M.2083））



 ５Ｇの導入初期は、５Ｇの無線局に加えて、制御のための信号をやりとりするために、
４Ｇのコアネットワーク、基地局を利用する必要。【NSA構成】

 制御信号を含めて５Ｇのコアネットワーク、基地局で動作するネットワーク構成により、
５Gの性能をより発揮可能となる。【SA構成】

制御のための信号 通信トラフィック

５Ｇ基地局４Ｇ基地局

4Gコアネットワーク

ノン・スタンドアロン（NSA）構成

制御のための信号、
通信トラフィック

制御のための信号、
通信トラフィック

５Ｇ基地局

5Gコアネットワーク

スタンドアロン（SA）構成

５Ｇ基地局

５Gコアネットワークを使用することで、
５Gの性能をより生かすことが可能

（アンカー）

ＮＳＡとＳＡ

出典:総務省各種講演資料



５Ｇ関連技術の例

マルチアクセス・エッジ・コンピューティング
(MEC)ネットワークスライシング

スライス１

スライス２

スライス３

モバイルクラウドネットワーク

ネットワークの機能・リソースを動的に
管理し、柔軟に改変させることが可能

アプリケーションクラウド

アプリ・サービスに応じてトラヒックを分離。

アプリケーションごとに必要な性能で、ネットワークを

特徴付け

超高速

多数接続

超低遅延

【現在】遅延大
ユーザから遠いクラウド側で処理

【５Ｇ】低遅延
ユーザに近いMECサーバで処理

ユーザ

MECサーバをユーザの近く配置し、そこでデータ処理

をさせることで低遅延のサービスを提供可能

令和２年版情報通信白書の図を一部加工



片平キャンパスにおけるキャリア５Ｇの提供状況
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 電気通信研究所のある東北大学片平キャンパス（仙台駅から直線1km
ほど）における、キャリア5Gの提供状況
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建物内や敷地内で自営の５Ｇネットワークとして活用ゼネコンが建設現場で導入
建機遠隔制御

事業主が工場へ導入
スマートファクトリ

農家が農業を高度化する
自動農場管理

自治体等が導入
河川等の監視

センサー、4K/8K

 ローカル５Ｇは、地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主
体が、自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる５Ｇシステム。

＜他のシステムと比較した特徴＞
 携帯事業者の５Ｇサービスと異なり、

 携帯事業者によるエリアによらず５Ｇシステムを構築可能。
 使用用途に応じて必要となる性能を柔軟に設定することが可能。
 他の場所の通信障害や災害などの影響を受けにくい。

 Wi-Fiと比較して、無線局免許に基づく安定的な利用が可能。

性能
・超高速
・超低遅延
・多数同時接続

ローカル５Ｇ
出典:総務省各種講演資料
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 ５Ｇの特⾧である「超高速」、「超低遅延」、「多数同時接続」を実現していくため
には、広域なエリアカバーに適した比較的低い周波数から、多くの情報を伝送できる比
較的高い周波数まで、幅広い周波数帯を確保することが不可欠。
 2019年４月 3.7/4.5/28GHz帯といった高周波数帯を携帯電話事業者に割当て。
 2019年12月 ミリ波帯でローカル５G制度化。
 2020年８月 これまで4Gで使用していた周波数帯を5Gで使用できるように制度化。
 2020年12月 ローカル５Gの周波数にSub6帯とミリ波帯の追加割当て。
 2022年５月 2.3GHz帯を携帯電話事業者に新規割当て（ダイナミック周波数共用により実現）

第5世代
(5G)

第5世代
(5G)

第4世代
(4G)

新規割当て（2022年５月）

高周波数帯の割当て（2019年４月）

ローカル５G（2019年12月、2020年12月）

帯域幅～20MHz 帯域幅40MHz 帯域幅100MHz 帯域幅400MHz

低い周波数の電波は、障害物を回り込んで届く 使用する電波の幅（周波数帯幅）
が広いほど、沢山の情報を送れる

ミリ波

マイクロ波

減衰
大容量・高速通信

高い周波数の電波は、
雨等で減衰しやすい

（Sub6帯） （ミリ波帯）

５Ｇ用周波数の割当状況
出典:総務省各種講演資料



デジタル田園都市国家構想

8出典：第一回デジタル田園都市国家構想実現会議(令和3年11月11日) 



ローカル５G関連施策

9
出典：総務省「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」(令和４年３月29日) 

● 様々な課題解決や新たな価値の創造等の実現に向け、現実の利活用場面を想定した開発実証
を、引き続き2022年度も実施するとともに、その成果を踏まえ、2023年度中を目途に技術基
準の整備を実施。

１ 実証事業の実施１ 実証事業の実施

２ より柔軟なローカル５Gの実現に向けた制度の改善２ より柔軟なローカル５Gの実現に向けた制度の改善
● ローカル５Gのより柔軟な運用を可能とする制度改正（ローカル５Gの広域利用の実現可能性や免許手続の

簡素化、海上での利用可能性等）に向けた検討を行い、2022年度中に取りまとめるとともに、その結果
を踏まえ、所要の措置を講じる。

● 企業や自治体等がローカル５Gをより円滑に導入できるよう、「ローカル５G導入に関するガ
イドライン」についても継続的に見直しを実施していく。

３ 税制（５Ｇ税制）３ 税制（５Ｇ税制）
● 社会課題解決や事業革新等に向け、ローカル５Ｇの導入を後押しするため、税制措置を実施

・ローカル５Ｇの税額控除率については以下のとおり
（令和４年度:１５％、令和５年度:９％、令和６年度:３％）



パネルディスカッションのトピック
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1.５Ｇ・ローカル5Gアプリケーションを実際に構築してみた感想
• 思っていたとおりになったこと、ならなかったこと

2.「東北ならでは」の5G・ローカル5Gの利活用
• 5G・ローカル5Gの特⾧を活かしたアプリケーションを東北

地域で展開するに際し、東北の強みが期待できる活用分野

3.デジタル田園都市国家構想の実現に向けてローカル5Gができる
こと
• 住民がDX等を身近に実感できるようなローカル5Gのアプリ

ケーションは、どのようなものが想定されるか
• 特に、自治体のDX化に寄与するようなアプリケーションは

考えられるか



東北５Gデジタル変革推進フォーラム

構成・運営

【会員】
本フォーラムの目的

に賛同し、参加を希望
する
東北の企業、地方公
共団体、教育機関等
【会費】
無料
【事務局】
東北総合通信局

活動内容

東北の産学官が結集し、東北における５Gを活用したデジタル変革
を推進することにより、東北の更なる発展に寄与すること。

発足日
令和２年11月19日（木）

目的

・５Ｇを活用したデジタル変革等に関す
る情報提供

・５Ｇを活用したデジタル変革等に関す
るソリューション紹介・検討

・５Ｇを活用したデジタル変革等に関す
る検討支援

・５Ｇ、ローカル５G等の導入支援 等

・５Gを活用したデジタル変革に関心を有する東北の企業、地方公共
団体、教育機関等が結集した、東北における５Gを活用したデジタル
変革の推進母体として「東北５Ｇデジタル変革推進フォーラム」を発
足。

「東北５Gデジタル変革推進フォーラム」概要

 業種や地域に応じたソリューションやユースケース（及びこ
れらによる新たな価値の創出や課題解決などの「変革」）
を会員に紹介・検討。

ソリューション紹介・検討

 ５Gを活用したデジタル変革を検討している東北の企業、
地方公共団体、教育機関等の  会員に対し、これらの検討
を支援。

検討支援

 ローカル５Gを導入される方に５G投資促進税制（法
人税:税額控除１５％又は特別償却３０％、固定資
産税:課税標準３年間１／２）の適用を支援。

 ローカル５G導入に必要な無線局免許申請を支援。

導入支援

情報提供

 ５Gや、５Gを活用したデジタル変革等に関する内外の
最新の動向に関する情報を、セミナー開催、メール等によ
り、会員に提供。

会員数122者、セミナー5回開催、メールニュース月2回発行

活動内容

東北 5G 検索詳細は東北総合通信局のWebページをご覧ください。


