通信機器中期需要予測
2021−2026 年度

通信機器中期需要予測
新型コロナ禍による企業活動や社会生活への
影響が続く中、通信機器の市場動向や将来予測を
通信機器出荷統計に基づいて解説

市場の変化で新たに登場してくる機器・ソリューションを解説
Beyond5G/6G
IOWN 構想による
DX の実現

テラビット級
仮想化機器
業界 loT・ローカル 5G

アフターコロナの
通信機器

通 信 機 器 中 期 需 要 予 測 は 1960 年

5G で拡がる
サービス

（昭和 35 年）より毎年 12 月に発刊し
ており、今年の中期需要予測（20202025 年 度）も、これまで通り、国 内
の変動要因の推定と、調査会社によ
る世界市場予測を基にした分析の両
面から需要予測を実施しています。
第 5 世代移動通信システム（5G）商
用サービスが開始されたことによっ
て、ますます増大するネットワークト
ラフィックに対応するために整備が必
要となる通信インフラ機器や、新たな
サービスに対応した端末機器の需要
予測と技術サービス動向を解説して
います。
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予測対象 機 種（ 2 章 ・３章 ）

日本市場・予測機種

・モバイル通信端末（公衆回線付：スマートフォン /フィーチャーフォン / データカード/M2M モジュール）
・コードレスホン ・パーソナルファクシミリ（複合機を含む）
・ボタン電話 /ＰＢＸ/ 事業所用コードレスホン
・ビジネスファクシミリ（複合機を含む）
・局用交換機
・デジタル伝送装置
・固定通信装置（地上系 / 衛星系）
・基地局通信装置（携帯基地局 / 業務用無線基地局）
・ルーター
・LANスイッチ
・光アクセス機器（ＰＯＮ/ＭＣ）

世界市場・予測機種

・携帯電話 /スマートフォン ・デジタル伝送装置 ・光アクセス機器 ・基地局通信装置
・ルーター / LANスイッチ（企業向け）・ルーター / LANスイッチ（キャリア向け）
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