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世界の 5G 通信関連市場を調査
―２０２５年世界市場予測（２０１８年比）―
基地局は５Ｇ通信関連の投資が本格化し、１１兆３,５３０億円（３.０倍）
スマホの５Ｇ通信対応比率は６２.１％、９億台
マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中 一志
03-3664-5839）は、世界各地・各国で商用化が始まった５Ｇ通信関連の世界市場を調査した。その結果を「5G 通
信を実現するコアテクノロジーの将来展望 2020」にまとめた。
この調査では、５Ｇ通信関連として、基地局３品目、エッジ機器(スマートフォンや自動車、監視カメラなど、
ユーザー側終端製品)７品目、基地局用構成デバイス・材料９品目、ＲＦデバイス・ＣＰＵ７品目、無線通信デバ
イス３品目、放熱・ノイズ対策２品目、基板３品目、計３４品目の市場を調査・分析するとともに、主要関連企業
１５社の事例分析を行った。
＜調査結果の概要＞
■基地局の世界市場
ＬＴＥ向け
５Ｇ通信向け
ス モ ー ル ＬＴＥ向け
セル
５Ｇ通信向け
Ｃ－ＲＡＮ
Ｄ－
ＲＡＮ

マクロセル

合 計

２０１９年見込 ２０１８年比
１兆６,７２０億円
７９.０％
８,３００億円
―
９９０億円
５６.６％
―
―
２兆 ３７０億円 １３２.３％

２０２５年予測
―
２兆９,１００億円
―
５,２５０億円
７兆９,１８０億円

２０１８年比
―
―
―
―
５.１倍

４兆６,３８０億円 １２１.１％ １１兆３,５３０億円

３.０倍

２０１９年の基地局世界市場は、ＬＴＥ向け投資が減少するものの、５Ｇ通信向けや５Ｇ通信を見据えた投資が
始まったことにより、２０１８年比２１.１％増の４兆６,３８０億円が見込まれる。今後５Ｇ通信向け投資は本格
化し、２０２５年に市場は同３.０倍の１１兆３,５３０億円が予測される。
基地局にはＲＵセクター（複数の無線送受信装置「ＲＨＨ」をまとめたユニット）とＢＢＵ（ベースバンド処理
装置）などが一体化したＤ－ＲＡＮ基地局と、ＲＵセクターとＢＢＵが分離しており光ファイバーで接続している
Ｃ－ＲＡＮ基地局に分けられる。また、Ｄ－ＲＡＮ基地局はカバーエリアが広いマクロセル基地局（出力１０Ｗ以
上、カバーエリア３００ｍ以上）
、カバーエリアが比較的狭いスモールセル基地局（出力１０Ｗ未満、カバーエリ
ア３００ｍ未満）に分けられる。
Ｄ－ＲＡＮマクロセル基地局市場は、新興国ではＬＴＥ向け投資が増加しているものの、先進国では一巡してい
るため縮小していたが、５Ｇ通信向けの投資が始まったことから、２０１９年は拡大が見込まれる。５Ｇ通信サー
ビスを展開する各キャリアはカバレッジの確保を志向するため、初期投資として設置局数は増加する。ただし、各
キャリアともに投資効率や立ち上げのスピードを重要視することから、既設ＬＴＥ基地局のＢＢＵのソフトウェ
アをアップデートし、５Ｇ通信に対応するアンテナやＲＵセクターを追加することで５Ｇ通信共用基地局とする
アドオン部分への投資が中心となる。一方で、日本や中国、韓国、米国など光ファイバーの敷設率が高い国や地域
ではカバレッジ対策としてＣ－ＲＡＮ基地局を設置するケースもある。
Ｄ－ＲＡＮスモールセル基地局市場は、ＬＴＥ向け投資の一巡と５Ｇ通信対策、Ｃ－ＲＡＮ基地局の光張り出し
局（光ファイバーで接続されたＲＵセクター）との競合によって一時的に縮小するとみられる。ＬＴＥのカバレッ
ジが遅れている国はマクロセル基地局の設置を継続し、確保できている国は５Ｇ通信への移行も視野に入れ、マク

ロセル基地局へのアドオン投資やＣ－ＲＡＮ基地局への投資を優先するためである。また、需要が期待される屋内
用途でもＤＡＳ（Distributed Antenna System）やレピーターなどの受信装置と競合しているためである。中長期
的には、
ＮＳＡ
（ＬＴＥをアンカーバンドにした５Ｇ通信基地局）
でＬＴＥと同程度のカバレッジが実現したのち、
高トラフィック対策でＣ－ＲＡＮ基地局の光張り出し局と競合しながら需要が増加していくと予想される。５Ｇ
通信の一つであるミリ波の普及なども追い風になるとみられる。
Ｃ－ＲＡＮ基地局は、ＢＢＵ収容場所を親局に光ファイバーを用いてＲＵセクターを張り出すことによって広
範囲のエリアをカバーすることが可能となることから、通信キャリアにとっては設備投資コストが抑えられ、省ス
ペース化にも寄与する。
また、
複数の子局を集中制御し、
干渉を防ぐことで通信の安定性や品質を担保できるなど、
ネットワーク効率化の観点から設置が増えている。特に、５Ｇ通信の初期投資としてカバーエリアの拡大を考えた
場合、人口密集度が高くトラフィック量が多いエリアでは光張り出し局の増設によるネットワーク拡張ニーズが
高まると予想される。Ｃ－ＲＡＮ基地局はＬＴＥ、５Ｇ通信とも収容できるが、将来的にはすべて５Ｇ通信化して
いくとみられる。ただし、過渡期はＬＴＥと５Ｇ通信の混在仕様になる。中長期的には先行する中国などの投資が
一段落すると市場はピークアウトしていくとみられる。
■５Ｇ通信対応エッジ機器の世界市場
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※各エッジ機器世界市場における構成比
スマートフォンやＣＰＥ（Customer Premises Equipment）
、監視カメラなどで５Ｇ通信対応が先行している。ま
た、２０２２年前後からスマートウォッチやスマートグラスなどの５Ｇ通信対応が始まると予想される。
５Ｇ通信は６ＧＨｚ以下の周波数帯を用いたＳｕｂ６と２４ＧＨｚ以上の周波数帯を用いたミリ波に分けられ
るが、スマートフォンの５Ｇ通信対応はＳｕｂ６を中心に進んでいる。スマートフォンメーカー各社は早期にフ
ラッグシップからミドルレンジまでを５Ｇ通信対応にして普及させたいとしており、特に、中国スマートフォンメ
ーカーが１,５００～２,０００ＲＭＢ程度の価格帯で、他メーカーに先駆けて普及させたいと考えていることか
ら、２０２０年は一時的に買い替えの促進が期待される。一方、ミリ波は利用できる国が限定的であることなどか
ら、対応機種は大きく増加しないとみられる。
スマートウォッチの５Ｇ通信対応は現在見られないが、通信機能が付与されていく中で、２０２１年頃から対応
機種が徐々に投入されるとみられ、２０２５年には２,０００万台が予測される。リアルタイム性を求められるア
プリケーションなど、機能強化が期待される。
５Ｇ通信対応の監視カメラは、現在中国の北京経済開発特区で、一部が稼働している程度である。現状では５Ｇ
通信の必要性は低く、中長期的にも市場は僅少にとどまるとみられる。将来的にスマートシティ化が進み、セキュ
リティの向上などの観点からリアルタイムに多量の監視データを収集するなど、今と異なる用途が出てくれば市
場形成の可能性はある。
＜注目デバイス・材料の世界市場＞
１． 基地局用アンテナ（基地局用構成デバイス・材料）
２０１９年見込
４,５６０億円

２０１８年比
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２０１８年比
３.４倍

基地局で採用されるアンテナを対象とした。
市場はＲＵセクター数と相関する。Ｄ－ＲＡＮ基地局ではＢＢＵとＲＲＨが同じＲＵセクターにあり、アンテナ
はＲＵセクター当たり１～３個搭載されるが、投資が進んでいるＣ－ＲＡＮ基地局では、ＲＵセクター数が増える
ことから、アンテナの出荷が増加し、市場が拡大すると予想される。
２． ＲＲＨ（基地局用構成デバイス・材料）
２０１９年見込
３,１００億円

２０１８年比
１３０.８％

２０２５年予測
１兆１,１９０億円

２０１８年比
４.７倍
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エッジ機器、もしくはＢＢＵから受け取った信号を変換、増幅する無線送受信装置を対象とした。Ｄ－ＲＡＮ基
地局などではＢＢＵ当たり１つのＲＵセクターが搭載され、ＲＵセクター当たり３～５程度のＲＲＨが接続され
るが、ＢＢＵ当たり１０を超えるＲＵセクターを光張り出し局として集中制御するＣ－ＲＡＮ基地局の登場によ
り、ＲＲＨの需要が増加している。また、５Ｇ通信の方針として３ＧＰＰ（通信仕様標準化プロジェクト）は省ス
ペース化や高効率化を求め、アンテナ一体型のＲＲＨを推奨しており、アンテナ一体型の代表であるＭａｓｓｉｖ
ｅ ＭＩＭＯアンテナの需要が５Ｇ通信対応の進展とともに増加するとみられる。Ｍａｓｓｉｖｅ ＭＩＭＯアン
テナは、３２個以上搭載される個々のアンテナ素子に対してＲＦ素子としてＲＲＨが一つずつ搭載されるため、今
後市場は大幅に拡大すると予想される。
３． 基地局用ＣＰＵ・ＦＰＧＡ（基地局用構成デバイス・材料）
２０１９年見込
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基地局向けで採用されるＣＰＵやアクセラレーター用ＦＰＧＡを対象とした。基地局向けＣＰＵはＢＢＵの構
成部品の一つであり、Ａ／Ｄコンバーターで変換されたデジタル信号をデジタル処理する機能を担っている。基地
局ベンダーによってはＦＰＧＡを採用するケースもある。
基地局向けＣＰＵは、ＢＢＵの一部を構成する要素であることから、市場はＢＢＵの動向と相関する。５Ｇ通信
で帯域幅が広がるため、ＣＰＵに求められる処理能力は上がる。また、ＢＢＵごとの電源能力も限りがあるため、
低消費電力化も求められている。一部基地局ベンダーでは、自社でＣＰＵを内製している。
Ｃ－ＲＡＮ基地局への投資によって、集中型ＢＢＵに接続されるＲＵセクターの形式も多様になる。動的にネッ
トワークの再構成を行うリコンフィグレーション性能が求められているため、ＦＰＧＡの採用が進むとみられる。
４． モバイル機器用アンテナ（エッジ機器用デバイス）
２０１９年見込
３,６００億円
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携帯電話通信を行うために搭載されるアンテナを対象とした。ＢｌｕｅｔｏｏｔｈやＷｉ-Ｆｉ、ＧＰＳ、ワン
セグなどのアンテナは対象外とした。
対応する周波数の増加により、スマートフォンを中心に搭載されるアンテナ数は増加している。ＬＴＥの周波数
帯は７００ＭＨｚから２.５ＧＨｚ程度まであり、
比較的広帯域であることからアンテナ分割が望ましく、
加えて、
ＭＩＭＯやキャリアアグリゲーションに対応することでさらにアンテナが必要となるためである。ＬＴＥのハイ
エンド端末では１台に７～８個のアンテナが搭載されているケースもある。５Ｇ通信対応では、Ｓｕｂ６でアンテ
ナの搭載係数は増加すると予想され、ミリ波では対応のアンテナが３～４個搭載される。今後も市場は拡大が予想
される。
５． ベーパーチャンバー（エッジ機器用デバイス）
２０１９年見込
１６８億円

２０１８年比
３.８倍

２０２５年予測
６９８億円

２０１８年比
１５.９倍

ここではスマートフォンやゲーミングＰＣなどで採用される厚み０.４ｍｍ未満の熱拡散デバイスを対象とした。
ベーパーチャンバーは、以前はゲーミングＰＣやゲーミングスマートフォン、業務用タブレットなど限定的な採
用にとどまっていたが、２０１９年にＳａｍｓｕｎｇ Ｅｌ. 「Ｇａｌａｘｙ Ｓ１０」に採用されたことで本格
的に市場が形成された。大手中国スマートフォンメーカーの５Ｇ通信対応モデルでも採用が始まっている。５Ｇ通
信対応モデルではアプリケーションプロセッサー（以下、ＡＰ）の発熱が問題になるため、Ｓｕｂ６対応モデルが
大幅に増加する２０２０年から２０２１年に市場は急拡大すると予想される。中国スマートフォンメーカーはミ
ドルレンジまで５Ｇ通信対応を進めているが、ミドルレンジはグラファイトシートなど既存技術での対応となり、
採用はフラッグシップからハイエンドにとどまり、ハイエンドの需要は飽和状態、また、ＡＰの放熱特性の向上に
よりベーパーチャンバーが不要になる可能性もあることから、その後、市場の伸びは鈍化する。しかし、２０２２
年以降はＳｕｂ６以上に発熱が問題になるミリ波対応モデルの増加により、市場が拡大すると予想される。
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＜調査対象＞
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エッジ機器
企業事例分析

Ｄ－ＲＡＮマクロセル基地局、Ｄ－ＲＡＮスモールセル基地局、Ｃ-ＲＡＮ
基地局
基地局用アンテナ、ＲＲＨ、ＢＢＵ、基地局用パワーアンプ、基地局用ロー
ノイズアンプ、基地局用ＣＰＵ・ＦＰＧＡ、高多層基板、アンテナ用レドー
ム材料、高周波デバイス用ウエハー
モバイル機器用アンテナ、ＳＡＷデバイス・ＢＡＷデバイス・次世代フィル
ター、モバイル機器用パワーアンプ、モバイル機器用ローノイズアンプ、モ
バイル機器用ＲＦモジュール、ベースバンドプロセッサー、アプリケーショ
ンプロセッサー
Ｗｉ－Ｆｉチップ、ＬＰＷＡ、５Ｇ通信モジュール
ベーパーチャンバー、ノイズ抑制シート
ビルドアッププリント配線板、ＬＴＣＣ基板、フレキシブルプリント配線板
スマートフォン、ＣＰＥ、自動車、ドローン、監視カメラ、スマートグラス、
スマートウォッチ
関連企業１５社

＜調査方法＞
富士キメラ総研専門調査員によるヒアリングおよび関連文献、データベース活用による調査・分析
＜調査期間＞
２０１９年８月～１１月
以上
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