5Gが法人顧客にもたらす
インパクト
5Gが創出する4兆3,000億米ドルの
価値を活用するために経営陣が知っておくべきこと

価値創出の重要性

規制当局および政府はMNO（モバイル通信事業者）に対し、5Gへの投資を期待しています。しかし、
KPMGのプロフェッショナルが行った多くのMNO の経営陣との意見交換から、MNOの経営陣の多く
は、新しいネットワークの構築に必要な多額の投資から、十分な収益を創出することに懸念を抱いて
いることがわかりました。多くのMNOは、コンシューマが5Gにより多くの対価を支払うことは確信
しているものの、複雑なネットワークを構築するための設備投資をまかなうには不十分であると考え
ています。MNOは収益を最大化するために、5Gのサービスを展開すべき分野を、コンシューマ部門か
ら法人部門へとシフトすることが必要となります。

5GはMNOにとって、法人顧客から新しい収益源を創出する機会となります。法人顧客は、5Gによっ
て高速化したネットワークサービスではなく、5Gが既存の課題を解決し、新しいビジネスモデルを創

出することに積極的な投資を行うことになるでしょう。

5Gがもたらす価値

モバイル通信業界はいままでも、法人顧客の課題を解決す

る価値を提供してきました。次の5Gの時代では、MNOは

MNOにとって関心が高い質問は以下のようなものになります。

法人顧客に対し、高速、大容量、高信頼、低遅延、多接続

– 5Gの価値創出はどの産業分野でおきるのか？

4Gのアプローチでは、MNOは法人顧客へ課題解決の可能

– 5Gの価値創出は、
それぞれの産業分野で、いつになるのか？

といった価値を提供することになるでしょう。

性があるネットワークを提供してきましたが、その活用方

法は顧客に任せていました。5Gのアプローチでは、MNO

は考え方を変え、法人顧客にとっての真の課題を理解し、
5Gを利用して課題を解決していくことで顧客がビジネス
変革していくことを支援していく必要があります。

5G
1

高速

– 5Gの価値創出はそれぞれの産業分野で、どの程度となる
のか？

– MNOは、創出される価値を最適化するために、現時点で
どのような立ち位置で法人顧客との協業を考えるべきか？

これらの問いに答えるために、KPMGはさまざまな産業分
野に対して創出される価値を分析しました。

価値創出の要因
2

大容量

3

高信頼
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4

低遅延

5

多接続
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5Gが法人顧客にもたらす価値を生むDNA

企業は、革新的な新技術により、複雑な問題を解決し、競

下図の「5Gが法人顧客にもたらす価値を生むDNA」は、5Gに

争優位性を獲得します。KPMGでは、さまざまな産業におけ

より実際にもたらされるビジネスが創造される構造を示し

る5Gの影響を考察するにあたり、5Gがビジネスにもたらす

ています。

実際の恩恵を明確にすることが重要と考えます。それによ

り、MNOによる提案の付加価値が向上し、5Gは法人顧客に
とってビジネス上欠かせない技術となるのです。
機械学習による
意思決定支援

視覚化による分析

インテリジェントな効率化

業務担当者または
顧客に深い知識と
新たな体験を提供

人的エラーの最少化と
意思決定の質の向上

豊富なデータ

データおよびコンピュータ機能の
常時接続による、
品質の向上と無駄の削減

アジャイルな自動化

センサーからの
大量データを活用した、
新たなビジネスモデル

カスタマイゼーション、
柔軟性、品質のバランスを
保ちつつ自動化を実現

信頼性の高い接続

安全データと堅牢な
ネットワークにより
ミッションクリティカルな
サービスと製品を提供

価値実現までのタイムフレーム

さらにKPMG では、各産業分野における価値が実現する時期として、以下の3つの期間に分けて分析を行いました。

0-3 years

2-6 years

5+ years

0 ～ 3年後

2 ～ 6年後

5年後以降の未来

これらのユースケースは、組織が集約

5Gネットワークが一般に利用可能にな

モバイル通信事業者の大多数が5Gの

になると、多くの産業が価値を創出す

まれます。このような遠い将来の影響

ローカル型ユースケース

都市型ユースケース

されている、または物理的な制約を受

り、都市内や都市間で展開されるよう

した5Gネットワークを展開するのが適

ることができるポジションを得ること

けている産業で、限られた地域に限定

5年以上が経過すると、グローバルな
広域展開をすでに開始していると見込

くの通信事業者の初期の5Gネットワー

の予測は難しいものの、MNOは、5G
になります。ヘルスケア、モビリティ、 を利用して実現される高度なエッジコ
およびプロフェッショナルサービスの ンピューティングと超高速接続に、法

製造業があげられます。

せるライブエンターテイメント業界が

する産業に代表されるケースです。多

ク展開は、ローカル型となるでしょう。 ような広域ネットワークを必要とする
このようなケースに適した産業として サービス関連業界と顧客体験を向上さ
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この期間に価値を創出するでしょう。

人顧客のビジネスモデルを適応させて、

ビジネス課題の解決に向けて継続的に
注力していく必要があります。
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創出される価値

KPMGは、
「5Gが法人顧客にもたらす価値を生むDNA」による分析から、5Gの展開によって解決されるビジネス上の課題と、

その結果創出される価値を、主要な産業において推定4兆3,000億米ドルと分析しました。前述のとおり、MNOが法人顧客
を理解して対話するためには、その時期がきわめて重要となります。

5Gの影響は革新的ですが、 KPMGの「5Gが法人顧客にもたらす価値を生むDNA」

すぐにそのインパクトが出
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があるためです。

4兆3,000億米ドルの価値が特定のユースケースを通じて創出されます

価値の詳細分析

多くの企業が、5Gがもたらす未曽有の恩恵を、どのようにビジネスモデルに落とし込むかという課題に直面することになる

でしょう。KPMGは主要な産業を選定し、それらの産業がどのようにして、5Gの莫大な恩恵を受けることができるのか、詳
細に分析しました。ここでは、その一例として製造業について紹介します。

製造業における価値の
詳細分析

4Gでは一般に、生産設

備は手動で設定され、実

際の消耗ではなく耐用

年数で管理されます。そ

の 結 果、 需 要 の 変 化 に
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析
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防
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的で線 形なプロセスと

いえます。

一方、5Gでは、IoTやAIの高度化によって生産設備は動的に自動で制御、調整されるようになり、故障の予知も可能となり

ます。プロセスを静的から動的に、線形から円形へと進化させることで、機敏性と生産性が飛躍的に向上し、顧客のビジ

ネスを変革へと導きます。重要なのは、これらの恩恵は法人顧客だけでなく、製品の多様性、品質、および提供スピードの

向上という形でエンドユーザにも影響を与え、非常に大きな価値を創出するということです。
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MNOが取るべき次のステップ
5Gの恩恵を享受するためには、常に競合他社の先を行く必要があります。
しかし、5Gにおいて競合他社に差をつけるにはどうしたらよいのでしょうか。

Think

既存のユースケースや現在の

Design

法人部門は、課題解決意識を

Do

価値の実現は、1社だけでは行

4Gインフラにとらわれずに考

もって行動し、機敏的に製品

えません。価値を創出するには、

課題を解決するために「5Gが法

あります。法人顧客に対しては

し、ともに創造することが必要

DNA」を理解します。

要があります。顧客はさまざま

させ、5Gの価値を最大化する

能する時期もさまざまです。

な法人顧客を特定しましょう。

えます。法人顧客のビジネス
人顧客にもたらす価値を生む

Contact us

やサービスを管理する必要が

現実的な展開時期を考える必

であり、顧客が価値を実現可

です。自社のビジネスを進化

ためにパートナーとなる主要
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