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１．中国５G産業政策の形成過程：2013-2020/6

2013

工信部，发改委及科技部
IMT-2020推進チームの成立

2015.05

《中国制造2025》
第五世代移动通信技术を
突破せよ

2016.07

《国家信息化发展战略纲要》
2020年に5G技術の研究と標準
について大いに進展せよ

2016.08

《スマート製造⼯程実施マニュアル(2016-2020年)》
4G/5G等新しい情報技術と工業の融合の実験

2019.11

2016.12

《“十三五”国家情報化計画》
5G技術研究・
産業化・
商業化・
応用を加速せよ

2017.01

《情報通信産業発展計画
2016-2020》5G標準と技術試験
を推進し、5G周波数を計画、
5G商業化を計画。

2017.03

《政府業務報告》
5G技術研究開発を加速し、
産業クラスタを促進

2018.03

《政府業務报告》
5G産業の発展を推進

2018.07

《情報消費拡⼤の三年⾏動計画
（2018-2020年）》5G標準研究、
技術実験を加速し、５Gネットワークの建設と
応⽤を推進し、５G商⽤を確保せよ

2018.10

《消費構造仕組みの実施⽅案》
情報消費のより一層の拡大と、
電信料金の値下げを促進、
５G商⽤を加速

2019.01

26の省クラス地
域で５Gを発展重
点とした

工業情報化部に
よる5Gライセン
ス交付

2019.06

2019.09

电信・联通による５G共同建設

５Gサービススタート
《“5G+工業Internet”512工程推進方案》
5G基地局が11万突破

2019.12

世界初5G SAネットワーク実現

2020.01

5GのCOVID-19対策

2020.02

中共中央政治局が5Gの発展を加速せよ
中国电信、中国聯通、中国広電
による屋内周波数帯域共有発表

2020.03 2020.05

2020.04

中央が正式に発表
5Gを「新基建」の
リード役として加速！
工業情報化印発
《関与推動5G発展の通知》

5GUserが5000万突破
700Mを5G用

中国移動、中国広電
による5G共同建設
毎週1万基増加
5Gエベレスト山４K＋VR



１.各地域の５G政策

http://www.fx361.com/page/2020/0327/6494605.shtml https://baijiahao.baidu.com/s?id=1660213791155306744&wfr=spider&for=pc

中国全域に
て５G政策
が打ち出さ
れた。

全ての５G
政策は
１.5Gネット
ワーク建設、
2.5G技術、
3.5G産業育
成
4.５G応⽤

の4つに分類
できる。

http://www.fx361.com/page/2020/0327/6494605.shtml
https://baijiahao.baidu.com/s%3Fid=1660213791155306744&wfr=spider&for=pc


１. 新型基礎施設建設
• 新基建,Xinjijian,New infrastructure
• ニューインフラ政策は2018年より。
• 2020.2.21の「中共中央政治局会議」

まで５Gが登場しなかった。
• COVID-19検査薬、薬品、ワクチン開

発、医薬、医療設備、５G Network、
⼯業Internet等の発展を加速せよ！
• この会議から3⽉6⽇までわずか14⽇間

で国家重要会議にて4回も登場。



１．2020年6⽉以降の５G政策

• 上海市《上海市推進新型基础设施建设⾏动⽅案（2020-2022年）》
• 北京市《加快新型基础设施建設⾏動⽅案(2020-2022年)》
• ニューインフラストラクチャの中で、新型情報ネットワークのインフラが

重要任務であり、最も主要な内容は「５Gネットワークの建設」である。
• 2020年内北京の5G基地局新たに1.3万基建設し、累計3万基にする。

５G独⽴型SAネットワークの建設も加速し、ローカル5Gによるインフラ
ストラクチャも加速する。５Gの零細分野の主要企業を育成する。
•



１.５G産業への育成・奨励政策

• 広州市が5G奨励政策発表、
最⾼奨励⾦３年連続で各年5000万元（約７億５千万円）
• 通信事業者への奨励：基地局１基当たり最⼤３０万円
• 製造業５Gソリューションへ最⼤７５００万円
• 垂直産業へ最⼤１億５千万円
• 主要企業へ最⼤１億５千万円
• 本社企業は３年連続で各年最⼤７億５０００万円
• 個⼈（５G技術開発⼈材）へ最⼤７５００万円

https://5g.sfc.keio.ac.jp/?p=881
6⽉２４⽇午後、中国広州市第１５回第１１２期市政執⾏会議「広州５G産業発展をより加速するための
若⼲⽅策」より

https://5g.sfc.keio.ac.jp/%3Fp=881


２．中国５G周波数の割当状況
中国移動
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中国移動
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中国聯通
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3.1 ネットワーク構築の地域性
2018年 2019年末中国移動5Gが50都市をカバー

2019年

試運転都市
前期重点都市
後期重点都市
前期省地域
後期省地域



3.2 利⽤者数：5⽉末利⽤者数

4374.5→5561万

2170→3005万
4⽉24⽇、三⼤通信事業者
の５G基地局主設備の⼊札
で華為（Huawei）、中興
（ZTE）、愛⽴信（エリク
ソン）、中国信科（⼤唐移
動）４社に決定。

https://5g.sfc.keio.ac.jp/?p=402

• 5⽉中国移動は11.864万増で5561万。
2⽉866.3万、3⽉1632.4万、4⽉1202.2万純増
• 中国電信は835万増で累計3005万。
3⽉588万、4⽉509万純増。

https://5g.sfc.keio.ac.jp/%3Fp=402


3.3 ５Gサービスエリアと基地局

6⽉11⽇発表データ：現時点北京市の５G利⽤者数は313万⼈。
北京市にて累計５G基地局21086基を建設し、その91％が既存
の基地局より拡張。 https://5g.sfc.keio.ac.jp/?p=741 https://5g.sfc.keio.ac.jp/?p=558

• 現在、我々祖国の⼤地では毎週およ
そ１万を超える５G基地局が増え続
いている。

• ４⽉末時点、５G端末による接続数は累計３６００万を超え、４⽉１ヶ
⽉の５G純増利⽤者数が７００万強
に上った。

• 年末まで60万基を⽬指している
• ５⽉末：
• 中国移動１４万基建設済み、
年末までには３０万基建設予定。

• 中国電信と中国聯通は共同で１０万
基建設済み、年間２５万基の⽬標を
第三四半期にて達成⾒込み。

https://5g.sfc.keio.ac.jp/%3Fp=741
https://5g.sfc.keio.ac.jp/%3Fp=558


北京年内五環以内屋外カバレッジ実現予定



3.3 ５G基地局の電⼒消耗の現状：

5⽉、中国電信による「広州市・深セン市５
G基地局消耗エネルギーの実証実験データ」
を⾏った結果：
５G基地局当たり３.７KW〜３.８KWを消耗
している。４Ｇでは約９３０Wしか消費しな
いため、５Ｇは４Gの３〜４倍の電⼒を要す
る。
https://5g.sfc.keio.ac.jp/?p=670

５G基地局の電⼒コスト削減しよう！
国営電網電気⾃動⾞会社（State Grid 
EV Service ）董事⻑である全⽣明
（Quan Shengming）が2020全国両会
（第⼗三回全国⼈⺠⼤会第三次会議・全
国政協第⼗三回第三次会議）にてこう提
案している。国営電網電気⾃動⾞会社は
中国電網国家電網公司（State Grid 
Corporation of China）の完全⼦会社。

https://5g.sfc.keio.ac.jp/%3Fp=670


3.3 ５G基地局の電⼒消耗の現状：
• 同じ信号カバレッジレベルで設置された５G基地局の数は４Gの

1.5〜2倍。
• ５G 基地局1基当たり単⼀規格通信機器の電⼒負荷は4Gの2.5〜

3.5倍相当
• ５G基地局電⼒供給⽅法には電網（グリッド）企業による直接電
⼒供給とサードパーティの電⼒供給の⼆種類。
前者が平均0.682元/ kWh、後者では、実際1.1〜1.5元/ kWh。

• 国家電網営業エリア内にて18万9千基が建設された。
72％が直接電⼒供給、28％がサードパーティ電⼒供給。
⼀部の主要都市では、サードパーティの電⼒供給が７０％。



3.4料⾦設定

６⽉8⽇より、三⼤通信事業者は「6･18商戦」
に向けて５G 利⽤料⾦の⼤幅な調整を⾏った。



3.4料⾦設定:パケット料⾦の推移⼈⺠元/GB

2020年中国互联⽹发展趋势报告：
http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202004081377750375_1.pdf

約75円/GB
約30GB/⽉間
4G :80RMB
5G :120RMB

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202004081377750375_1.pdf


6･18商戦に派⼿に登場する５Gプロモーション



3.4 5G端末: 4608.4万台/81モデル/全体の46.3％

《2020年5⽉国内⼿机市场运⾏分析报告（中⽂版）》
http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202006/t20200609_284027.htm

• 2020年5⽉、5G携帯端末の
出荷量は1564.3 万台。同期
携帯端末出荷量全体の
46.3％。16モデル（50％）。
１〜５⽉までの総出荷量は
4608.4 万台、81機種。
華為のサブブランドHONOR 
X10が1899元（約2.8万円）

http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202006/t20200609_284027.htm


3.５ 端末：５G端末売り場・５G体験コーナ



4.5G応⽤事例:製造ラインと無⼈運転・無⼈倉庫

2020年7⽉3⽇
⼈⺠郵電⽇報



4. ５Gスマート養豚場・鉱⼭・農業の室温管理

6⽉28⽇上午，中国聯通が広東南牧機
械設備有限が「5G+スマート農牧養
豚場開場式」主催。 「スマート農牧
養豚場技術研究開発センター」専⽤
５G基地局構築

6⽉15⽇中国移動5G+スマート鉱⼭

雲南省第⼀号の⽥舎5G基地局が登場
農産物のオンラインライブ販売と、将
来の遠隔医療などの５Gアプリケー
ションの実際稼働により優れたネット
ワークプラットフォーム

https://5g.sfc.keio.ac.jp/%3Fp=920


4.地下鉄分野での世界初Local５G
• Local５Gスライシング技術の応⽤

5⽉28⽇、ZTE（中興）と広州移動（中国移動の広州移動地⽅
会社）が広州塔地下鉄駅

https://www.zte.com.cn/china/about/news/202
00602C1.html
https://5g.sfc.keio.ac.jp/?p=775

https://www.zte.com.cn/china/about/news/20200602C1.html
https://5g.sfc.keio.ac.jp/%3Fp=775


• 4⽉16⽇、広東聯通とGREE
電気本部（珠海Zhuhai ）に
て「５G+IoT」ローカル5G
プロジェクトを進めた。
• 中国初のMECクラウド＋AI
製造業の５G SAネットワー
クを構築し、ローカル５G
技術のAI製造業への初めて
の応⽤。
＊MEC：マルチアクセスエッジコ
ンピューティング（Multi-access 
Edge Computing）

4.家電メーカーのGREE社のLocal５G



4. ５Gが屋外、WiFi６が屋内！



4.中国広電の700MHz・4.9GHz「デュアルバ
ンドネットワーク」

6⽉24⽇ 湖南省⻑沙市にて中国広電初の５Gコアネットワーク開通
6⽉28⽇ 江蘇省にて７００MHzと４.９GHz「デュアルバンドネットワーク」構築
6⽉30⽇ 貴州省貴陽市広電⼦会社でも５G SAコアネットワークの試運転を発表し、

省・市・県・郷へとシームレスカバレッジを⽬指すとしている。



５. COVID-19における５Gの応⽤①



５. COVID-19への５G応⽤②



まとめ：５G産業政策について
1.通信技術としての５G政策からニューインフラ政策へと転換。

→その転換を可能にしたのはCOVID-19での５G応⽤効果
2.５GにAI、Bigdata、ドローンやクラウドを融合させた新しい
情報通信インフラ整備を⽬指している。
→５Gで中国デジタル社会の実現を図っている

3.５Gを通じて中国社会全体のデジタル化を図り、各産業のデジ
タルトランスフォーメーションを推し進めている。
→情報技術のフル活⽤（効率性）による社会的経済効果への中

国側の期待が垣間⾒ることができる。



質疑応答
• 華⾦玲：hana@sfc.keio.ac.jp
• 5GLab : https://5g.sfc.keio.ac.jp

http://sfc.keio.ac.jp
https://5g.sfc.keio.ac.jp/

