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モバイル通信ネットワークの最新世代である第５世代移動通信システム（5G）は，従来のコンシューマー利用

だけでなく，産業界で幅広く利用されることを想定した無線通信の基盤技術として開発が進んでいる。プロセス

産業においても，生産性向上を目的としたデジタル技術の導入が望まれており，場所を選ばずあらゆる機器を接

続できる無線通信の重要性はさらに高まっている。本稿では，プロセス産業における 5G 技術の活用という視点

から，5G の技術概要および想定ユースケースを紹介し，現状と実用化に向けた課題について述べる。横河電機は，

5G 技術を活用したプロセス産業のさらなるデジタル化を推進するため，実証実験を通じたユースケースの具体

化および 5G の産業利用に関わる標準化活動に積極的に取り組んでおり，それらの活動についても紹介する。

The fifth-generation mobile communication system (5G) has been developed not only for 
consumer use but also as a fundamental communication infrastructure for various industries. 
The importance of wireless technology is becoming increasingly recognized in the process 
industry; this technology enables devices in the plant field to be connected wherever they 
are, which is also essential to accelerate digitalization and improve productivity. To drive 
digitalization using 5G technology, Yokogawa has been actively involved in the standardization 
of the technology while working on proof-of-concept tests to clarify use cases in the process 
industry. From the viewpoint of how the process industry utilizes 5G for digitalization, this 
paper overviews 5G technology, its potential use cases, and challenges in practical use and 
describes Yokogawa’s commitments.

1. はじめに

無線通信はプロセス産業において多くの用途で活用さ
れており，安定的かつ効率的なプラント操業に寄与して
いる。例えば，ISA100.11a は信頼性の高い工業用無線規
格であり，それを搭載した機器はプロセス監視から制御
まで幅広い用途に用いられる。一方，省電力性と長距離
通信を両立する LPWA（Low Power Wide Area）無線は
アセット監視などの用途に供されている。また，無線通
信は現場でタブレットなどのモバイル端末をネットワー
ク接続するためにも使われており，フィールド作業の効
率化にも役立っている。

プロセス産業をはじめとする製造業は，生産性のさら
なる向上を目的としたデジタル技術の導入を推し進めて
いる。その技術要素の一つとして，場所を選ばず通信を
可能とする無線通信の重要性はこれまで以上に増してい

る。また，より多様な無線アプリケーションを実現する
ために，無線通信に求められる要件もさらに高まってい
る。例えば，現場作業員をデジタル支援するソリューショ
ンを提供するためには，プラント全域で安定的に無線通
信が行えることが前提となる。また，省人化のための作
業ロボットの活用には，現場を動き回るロボットをより
精緻に制御するために，無線通信の信頼性と実時間性が
求められる。さらに，人工知能（AI）を活用したプラン
ト操業の自律化を実現するためには，これまで以上に多
数のセンサーを現場に配備する必要があり，これらのセ
ンサーを接続し，AI に供給する大量のデータを速やかに
収集できる大容量無線通信が必要となる。

本稿では，前述した高度な通信要件に対応するための
最先端の無線技術として第５世代移動通信システム（5G）
に着目し，その技術の概要を解説した上で，プロセス産
業における 5G の想定ユースケースおよび実用化に向け
た課題を分析する。さらに，課題解決に向けた取り組み
として，横河電機の実証実験および 5G の産業利用に関
連する国際標準化団体での活動を紹介する。
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2. 5G の技術概要

2.1 通信特性
5G は 5th Generation の略であり，3G や 4G/LTE に続

く第５世代のモバイル通信システムを指す。これまでの
世代が主として人間に対する通信サービス用に開発され
ていたのに対し，5G は，さらに産業用を含むあらゆる機
器や物を接続する IoT（Internet of Things）時代のネッ
トワークインフラとしても利用できるように開発されて
いることが特筆すべき点と言える。国際電気通信連合の
無線通信部門（ITU-R）は，図 1 に示すように，5G の通
信特性として「高速・大容量通信」「高信頼・低遅延通信」「多
数同時接続」の３つを提示している (1)。以下，各通信特
性における性能の要求条件について説明する。なお，異
なる通信特性における要求条件を同時に満たすことが求
められているわけではない（例えば，20 Gbps の高速通
信を行う端末を 100 万台同時接続すること）。

図 1 5G の３つの通信特性とアプリケーション例

2.1.1 高速・大容量通信
これまでの世代で継続的に強化されてきたブロードバ

ンド無線通信をさらに高速化することに主眼が置かれて
いる。スマートフォンなどのモバイル端末に対するブロー
ドバンドサービスは，本特性を活かしたアプリケーション
の代表例として挙げられる。最大で 20 Gbps の通信速度，
およびエリア内のユーザーに対して，100 Mbps 程度の通
信帯域を安定的に提供できることなどが要求条件である。

2.1.2 高信頼・低遅延通信
通信の信頼性と低遅延性を両立させ，実時間性の高

い無線通信を実現する。本通信特性は，製造業における
生産制御，遠隔医療，スマートグリッドなど，主にミッ
ションクリティカル性が求められる産業アプリケーショ
ンを想定している。要求条件としては，無線区間の伝
送遅延が 1 ms 以下であり，かつパケット受信成功率が
99.999% 以上であることなどが挙げられている。

2.1.3 多数同時接続
通信量が少ない多数の端末を同時接続する利用シナリ

である。IoT センサーなどのバッテリー駆動の安価なデ
バイスを大量に配備するアプリケーションを想定してお
り，1 km2 当たり 100 万台以上の端末を収容できること
や，バッテリーで 10 年以上駆動できるような高い省電
力性などが要求条件として挙げられている。

2.2 周波数の占有利用
Wi-Fi や ISA100.11a などの既存の無線通信技術の多く

は，免許不要帯域（例：2.4 GHz 帯）の電波を利用して
いる。この帯域の電波の利用には免許を必要とせず，使
用料も発生しない。そのため，免許不要帯域の電波は利
用者を制限せず様々な用途に用いられているが，同じ周
波数を共用する他の無線システムの電波干渉を受けると
いうリスクがある。一方，5G をはじめとするモバイル通
信システムは，免許人が占有利用できる免許帯域を用い
ることが一般的であり，他システムからの電波干渉を受
けにくく，より安定的な無線通信を行えるという特徴が
ある。通信の安定性は産業用途において特に重要である
ため，周波数を占有して使用できることは，5G 無線技術
と免許不要帯域を用いる他の無線技術との差別化要素の
一つとなっている。

5G の周波数割り当ては国や地域によって多少の違いが
あるが，Sub-6 帯とミリ波帯の利用が想定されている。

 � Sub-6（6 GHz 未満）
カバーエリアと通信速度のバランスに優れた周波数帯
であり，日本では 3.7 GHz 帯と 4.5 GHz 帯が割り当て
られている。
 �ミリ波（24 GHz 以上）
高い周波数の電波で，直進性が強く障害物の陰に回り
込みにくい性質を持つが，広い帯域を用いてより高速
な通信が期待できる。日本では 28 GHz 帯が割り当て
られている。

2.3 プライベートネットワークの運用（ローカル 5G）
従来のモバイル通信システムは，携帯通信事業者

（Mobile Network Operator：MNO）が全国をカバーする
ネットワークにより，広くあまねく通信サービスを提供
することを主に想定していた。一方，5G では通信事業者
ではない事業者（例：プラント事業者）が通信エリアを
限定し，無線 LAN のような専用のプライベート 5G ネッ
トワークを構築・運用することも想定されている。プラ
イベートネットワークは用途に合わせて柔軟に通信性能
のカスタマイズが可能であるだけでなく，他のネットワー
クおよびユーザーとは独立しているため，高いセキュリ
ティや安定性が求められる用途に適している (2)。

日本のローカル 5G 制度 (3) においては，企業や自治体
などが，自身が所有する敷地内にプライベート 5G ネッ
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トワークであるローカル 5G を自前で構築・運用するこ
とが想定されている。MNO が全国展開するキャリア 5G
とローカル 5G の主だった特徴の比較を表 1 に示す。なお，
周波数としては，MNO への割り当てとは別に，ローカル
5G 専用の Sub-6（4.5 Hz 帯）とミリ波が割り当てられて
おり，免許を取得することで敷地内での占有利用が可能
である。

表 1 キャリア 5G とローカル 5G の特徴比較
キャリア 5G ローカル 5G

ネットワーク
運用者 携帯通信事業者（MNO）産業ユーザー自身 

（企業や自治体など）

通信エリア 全国（エリア展開の時
期は MNO 次第）

所有する建物・敷地内
なら構築可能

電波の使用免
許 免許人は MNO 産業ユーザー自身が免

許人となる
他の利用者の
影響

あり
（例：災害時の輻輳）

なし
（利用者は自身のみ）

性能カスタマ
イズ

原則なし（下り通信優
先で固定）

一定の最適化が可能
（例：上り通信増速）

セキュリティ
公衆網との接続を前提
としたセキュリティ対
策が必要

独立ネットワークであ
り，セキュリティは比
較的に高め易い

3. プロセス産業における 5G 利用

3.1 想定されるユースケース
製造業においては，アセットのリモート監視，プロセ

スの監視や制御，作業員向けモバイル端末の接続，およ
び現場ロボットの操作など，通信特性に関する要件が異
なる多様な無線アプリケーションが存在する。2.1 節に
示したように，5G は多様な通信特性をサポートしており，
プラントへの様々な無線アプリケーションの導入を可能
とする無線インフラとしての利用が期待されている。さ
らに，各通信特性を最大限に活用し，製造業におけるオ

ペレーションのデジタル化やリモート化を促進するアプ
リケーションも検討されている。図 2 に，プラントで想
定されている代表的な 5G のユースケース例を示す。

3.1.1 モバイル機器による現場作業支援
プラント設備の巡回点検などの現場作業を効率化する

ため，モバイル機器の活用が進んでいる。従来は，現場
における無線の通信範囲や通信帯域の制限から，実現で
きる作業支援アプリケーションには制約があった。しか
し，5G が導入されることにより，プラント内のあらゆる
場所で，これまでより高速かつ遅延の少ないブロードバ
ンド無線通信が可能になる。

5G の高速・大容量性を活用するユースケースとして
は，作業員のタブレットやウェアラブル端末（例：スマー
トグラス）に作業手順を高精細な映像として配信し，作
業対象の機器と重ね合わせてリアルタイムに表示するな
ど，大容量データを活用したより直観的な Augmented 
Reality（AR）が挙げられる。また，現場作業員と遠隔地
にいる熟練者との間で，現場の高精細映像をリアルタイ
ムに共有し，より的確なアドバイスを受けるユースケー
スも考えられる。本ユースケースは，現場作業に必要な
人的リソース量の削減だけでなく，実践を通じたスキル
の継承をより効率的に行えることが期待できる。

3.1.2 高精細映像によるリモート監視
5G は，4G/LTE などの前世代と比較して，特に上り通

信の大容量性に特徴があり，4K 以上の高解像度の映像
をリアルタイムに伝送することを可能とする。プラント
におけるユースケースとしては，現場に設置したワイヤ
レスカメラから得られる高精細映像を活用した監視オペ
レーションのリモート化が挙げられる。現場で目視判断

図 2 プラントにおける代表的な 5G の想定ユースケース

2. 高精細映像によるリモート監視

Augmented Reality

1. モバイル機器による現場作業支援

遠隔コラボ
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を行う液面の微妙な色の変化やパイプの腐食状態などを，
現場から送られてくる映像を基に遠隔地から確認できれ
ば，監視のための現場人員を削減できる。また，一定の
解像度以上の映像を AI の入力として与え，非定常状態

（例：不審者の侵入，火災の発生など）の自動検出を行う
技術の開発も進んでいる。

3.1.3 現場作業ロボットのクラウド制御
労働人口が減少する中，高所や危険区域を含むプラン

トを安全かつ安定的に操業するためのロボット活用が期
待されている。すなわち，プラント内を自律的に移動す
るモバイルロボットが作業員に代わって点検などを行う
ことで，人身事故の低減と省人化を実現する。ロボット
の制御方式としては，制御機能を外部のクラウド上に配
置することで，ロボット本体が持つ計算性能に制約され
ることなく，高度なロボット制御を行うことが可能なク
ラウドロボティクスが有望視されている。

5G は，モバイルロボットを無線接続し，その高速・大
容量性を活かすことで，リアルタイムでクラウド上の制
御機能との連携を可能とする。クラウド上の潤沢な計算
リソースを用い，ロボットから得られた十分な量のセン
サーデータ（カメラ映像や位置情報など）をリアルタイ
ム処理することで，より精緻な状況分析およびロボット
制御を行うことができる。また，5G のもう一つの特徴で
ある高信頼・低遅延通信は，衝突事故の回避などを目的
とした緊急度の高い通信に活用できる。

3.1.4 制御システムの無線化／クラウド化
無線通信における高信頼性と低遅延性の両立は，従来

の無線技術では実現されていない。したがって，これら
の両立は 5G 特有の新しい通信特性であり，ミッション
クリティカル領域での 5G の活用が期待されている。プ
ラントにおいては，広大な敷地内に通信ケーブルを敷
設・維持するコストを低減するため，分散制御システム

（Distributed Control System：DCS）ネットワークの一部
を無線化するユースケースが考えられる。無線化により，
通信ケーブル関連の工事を行うことなく監視点を柔軟に
追加および変更することも可能となる。

さらに，5G によって現場機器とクラウドとの間で高信頼
かつ低遅延な通信が可能となれば，コントローラーをはじ
めとした DCS の一部機能を，ミッションクリティカル性を
維持しつつクラウド上に移行できる可能性がある。5G は，
外部のクラウドとの接続に加え，低遅延性が保証されたコ
ンピューティングプラットフォームをネットワーク内に構
築する Multi-access Edge Computing（MEC）の利用を想
定している。MEC プラットフォーム上に制御アプリケー
ションを実装することで，インターネットなどの他のネッ
トワークを介さず，5G の高信頼性と低遅延性を最大限に
活かしたクラウド制御サービスの実現が期待される。

3.1.5 デジタルツインのためのセンサー多数接続
プラント操業のデジタル変革を実現する基盤として，

現実のプラントをデジタル空間上で再現したデジタルツ
インが利用されている。デジタルツインは，プラントの
静的なデジタル設計情報としてだけではなく，リアルタ
イムに現実世界のプラント状態を反映させ，シミュレー
ションや AI 分析などを通じた予兆保全やオペレーション
の最適化に利用されることが期待されている。物理的な
プラントとデジタルツインの状態をより高精度に同期さ
せるためには，機器や配管などのアセット状態や，気候
などの環境条件をより正確に把握する必要があり，十分
な数のセンサーをプラントに配備することが望まれる。
このようなプラント内への大量のセンサーの配備を実現
するためには，個々のセンサーが，配線を必要としない
無線通信センサーであることに加えて，十分に安価であ
り，かつバッテリー交換なしで数年間は駆動できること
が求められ，5G の多数同時接続性を活かしたユースケー
スとなる可能性がある。

3.2 5G 産業利用の現状と課題
3.1 節ではプラントにおける 5G の想定ユースケースを

述べたが，現状では，プロセス産業をはじめとした産業
界において積極的に社会実装されている状況には至って
いない。本節では，プラント実環境への 5G 導入に向け
た課題を述べる。

3.2.1 産業向け 5G 機能の成熟度
２章で述べたように，5G はコンシューマーと産業利用

の両方をカバーする様々な機能をサポートすることが求
められている。そのため，5G 規格は，優先度を付けた段
階的な開発が行われており，2018 年に策定された最初
の 5G 規格である 3GPP Release 15 は，主にコンシュー
マー向けの高速・大容量通信のサポートに主眼を置いた
ものである。2021 年 7 月時点において，ほとんどの 5G
ネットワークが Release 15 に準拠していることから，現
状で早期に社会実装ができるのは高速・大容量性を活か
した 5G のユースケースに限られると思われる。

Release 16 からは，産業用途において本格的に利用で
きる機能を含んだ規格となる。具体的には，高信頼・低
遅延通信やプライベートネットワークに関連する機能強
化だけでなく，オートメーション分野の基盤ネットワー
ク技術である Time-Sensitive Networking（TSN）との相
互運用をサポートする。Release 16 は 2020 年 7 月に策
定されているが，2021 年 7 月時点において，それに準
拠した産業市場向け製品を広く利用できる状態ではない。
また，産業利用に関連する機能は Release 17（2022 年
策定予定）や 5G-Advanced と呼ばれる Release 18 以降
の規格でも継続的に強化される予定である。すなわち，
高信頼，低遅延および同時多数接続を満足する産業向け

42108



プロセス産業のデジタル化を加速させる 5G 無線通信

横河技報 Vol.64 No.2 (2021)

機能を活用するユースケースを社会実装するには，該当
の機能をサポートする 5G 規格や，それに準拠した製品
およびインフラの全ての成熟を待つ必要があると考えら
れる。

3.2.2 5G が生み出すビジネス価値
3.1 節で述べたユースケースがプラントの実環境へ広く

導入されていくためには，規格，製品およびインフラの
成熟に加え，5G という新技術の導入に見合う投資対効果
を明示することが課題となる。5G は，仕様上，技術的に
は従来の無線通信を上回る性能を有することは明らかだ
が，その差分が生み出すビジネス上の価値は自明ではな
い。例えば 3.1.1 節のユースケース例において，4G/LTE
や Wi-Fi を使っても一定レベルの作業支援を行うことは
可能である。このようなユースケースについては，各業
界において，5G と既存技術を比較するトライアルが盛ん
に行われている。すなわち，5G の実環境における性能実
力値の実証，およびそれによって生み出されるビジネス
上の付加価値の検証は，進行中の段階であると言える。

3.3 横河電機の実証実験：プラントのリモート AI 制御
横河電機は，5G の通信特性を活かしたプラント向け

アプリケーションの実用性を確認するために，実際の 5G
ネットワークを用いた実証実験 (4) を 2021 年 4 月より開
始している。本実証実験では，図 2 で示した例のうち，
リモートからのプロセス制御をユースケースとして，無
線通信を介したリモート制御（AI 技術を用いたプロセス
制御 (5)(6)）の実現性を実証する（図 3）。制御対象を無線
通信で接続した場合，クラウド上の AI との通信遅延が制
御の妨げとなる懸念があるが，5G を特徴付ける要素の一
つである低遅延性によって解決を図る。

図 3 実証実験の構成（5G 接続されたクラウド上の 
AI によるリモートからの水位制御）

実験では，階段構造の水槽を対象として水位の制御を
行う。水位制御のためのフィールド機器（バルブとセン
サー）は，5G 通信が可能なゲートウェイ装置を経由し，
クラウドや MEC プラットフォーム上で動作する AI と接
続されている。5G 通信を介し，AI が各水槽の水位を把
握しながらバルブを操作して流量を調整し，３つ目の水
槽のレベルを一定に保つ自律的な水位制御の実験を行っ
ている。本実験を通じ，プラント現場に 5G 通信機能を
持つクラウドとのゲートウェイ装置を備えるだけで，最
先端の AI の技術進化に追従した自律的な制御が容易に実
装できることを示す。

4. 関連する国際標準化活動

4.1 3GPP
The 3rd Generation Partnership Project（3GPP） は，

主要各国・地域の標準化団体による共同標準化プロジェ
クトであり，主に移動通信システムに関わる標準規格の
策定を行っている。3G や 4G/LTE に続き，ITU-R の要求
条件を満たす 5G 規格の開発も，3GPP の主導によって行
われている。

4.2 5G-ACIA
5G は従来の携帯通信業界だけでなく，様々な産業にお

ける利用が期待されており，産業利用を想定した新しい
要件を取り込むことが規格開発を成功させる重要な要素
であると考えられている。そのような背景から，特定の
産業における 5G 利用にフォーカスした国際フォーラム
が業界毎に立ち上がり，3GPP と連携することで 5G 規格
の開発が進められている。

製 造 業 に お い て は，2018 年 4 月 に 5G Alliance for 
Connected Industries and Automation（5G-ACIA） が 設
立された。5G-ACIA には，製造業と通信業界の双方から
業界を代表するグローバルプレイヤーが集っており，製
造業における 5G 技術の活用についての検討が進められ
ている。横河電機も 5G-ACIA 設立メンバーの１社として，
発足時から活動に参画している。

5G-ACIA の重要な活動の一つが，製造業における 5G
のユースケースを具体化し，求められる通信要件および
現行仕様とのギャップを抽出して 3GPP の規格開発へイ
ンプットすることである。横河電機も，主にプロセス産
業に関わる要件を抽出する活動に参画しており，早期に
5G がプラントで利用可能となるように 5G の規格開発に
貢献している。5G-ACIA は，それ以外にも，産業オート
メーションで用いられる様々な既存技術と 5G の円滑な
インテグレーションや，セキュリティをはじめとした各
種要件への対応などに関する幅広い技術検討を行ってい
る。その成果の一部は，ホワイトペーパーとしてウェブ
サイト (7) に公開されている。横河電機は，プロセスオー
トメーションに関する豊富な技術的知見を活かし，これ

制御用 AI

クラウド (MEC)

ポンプ

ゲート
ウェイ装置
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低遅延でのクラウド
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らの検討にも参画している。また，5G-ACIA はウェビナー
やワークショップの開催などを通じて，5G の産業利用の
エコシステム強化に向けたプロモーションにも取り組ん
でいる。

4.3 IEC/SyC COMM
国際標準化団体である国際電気標準会議（International 

Electrotechnical Commission：IEC） に お い て は， 通
信技術を専門的に扱う新しいシステム委員会である
System Committees on Communication Technologies and 
Architectures（SyC COMM）が 2020 年 1 月に設立され
た。SyC COMM は，他標準化団体で規格開発が進む先端
的な通信技術を，IEC 内の規格開発に円滑に取り込むこ
とをミッションの一つとしている。特に，デジタル技術
によるスマート化を進めている幅広い産業領域（スマー
トマニュファクチャリング，スマートシティなど）を対
象に，領域横断的な国際標準化活動を行っている。その
ような産業利用が期待される通信技術の代表例の一つが
5G 技術である。横河電機は，日本の国内委員会幹事を務
めると共に，SyC COMM に国際エキスパートを派遣する
ことで，最先端の通信技術を活用した IEC 各産業分野の
デジタル化に関わる国際標準化活動に貢献している。

5. おわりに

本稿では，様々な産業界での活用が期待される 5G を
利用した無線通信技術について，通信特性などの技術概
要およびプロセス産業において想定されているユース
ケースを紹介した。さらに，5G 規格の策定が段階的に進
行中であり，特に高信頼・低遅延をはじめとした産業利
用に深く関わる通信特性が広く利用できるようになるに
は，対応する 5G 規格が策定され，それに準拠する製品
が成熟し，インフラの整備が必要であることを解説した。
また，プラントでの本格的な 5G 利用に向けては，トラ
イアルなどを通じて既存技術との差分を具体的に示し，
5G の導入によるビジネス上の価値を明確化することが課

題であることを述べた。横河電機も 5G とクラウドや AI
技術を組み合わせたプラントのリモートからの自律的な
制御についての実証実験を進めており，真にプラントで
有効なユースケースの具体化に取り組んでいる。また，
横河電機は，5G-ACIA をはじめとした製造業での 5G の
利用を推進する国際フォーラムおよび標準化団体へと参
画しており，関連する規格策定やルール作りに貢献して
いる。今後も，横河電機は 5G 産業利用に関わる技術の
発展および実用化に向けた活動を通じ，プロセス産業の
さらなるデジタル化の推進に貢献していく。
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