
 
 

 

 

 

 

 

より低いコストで、商品化までの時間を短縮し、よりダイナミックな方針を 
取るよう、企業には圧力がかかっています。企業ではデジタルトランスフォー
メーションへの取り組みが行われ、幅広い新たなテクノロジーが、プロセスや 

作業環境に取り入れられています。5G とエッジコンピューティングの到来で、 
業界を問わずあらゆる企業が、革新的なアプリケーションと次世代の没入型 

エクスペリエンスをユーザーに提供できるようになりました。

5G で速度が上がり帯域幅が増加したことと、エンドユーザーのより近くで 
コンピューティング機能を提供することによりレイテンシーを削減したこととが 
相まって、アプリケーションのパフォーマンスが大幅に改善され、リアルタイム

で大量のデータ処理が可能になっています。

数字で見る 5G と 
エッジコンピューティング

2025 年までに 5G が 
カバーする世界の陸地面積。3 

32.8% 
2018 年から 2025 年
までの予想されるエッジ

コンピューティング 
年平均成長率。5 

エッジ用 AWS インフラストラクチャ

AWS Outposts

オンプレミスでレイテン
シーの影響を受けやすい
アプリケーションを実行
するため、お客様のプラ
イベートデータセンター
に埋め込まれたプライ
ベート AWS ラック 

5G ネットワークでの AWS Wavelength 

AWS リージョン

AWS Wavelength と  
Wavelength Zone の 6 つのメリット 

1

Wavelength Zone  
と AWS リージョンを
すべてシングルペイン

で管理

AWS Wavelength には、通信サービスプロバイダーの 5G ネットワークのエッジで、
AWS コンピューティングとストレージインフラストラクチャが埋め込まれており、 

これによりモバイルアプリケーションのデベロッパーは超低レイテンシーで 
アプリケーションを提供できるようになります。

 1 https://www.gsma.com/wp-content/uploads/2019/04/The-5G-Guide_GSMA_2019_04_29_compressed.pdf 
 2 https://www.researchgate.net/figure/Internet-of-Things-IoT-connected-devices-from-2015-to-2025-in-billions_fig1_325645304 
 3 https://www.gsma.com/futurenetworks/ip_services/understanding-5g/5g-innovation/ 
 4 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/what-edge-computing-means-for-infrastructure-and-operations-leaders/ 
 5 https://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/24/1887139/0/en/Global-Edge-Computing-Market-to-Reach-16-55-Billion-By-2025-AMR.html 
 6 https://www.ericsson.com/en/mobility-report 
 7 https://www.ericsson.com/en/mobility-report 
 8 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/telecommunications/future-of-cloud-gaming.html#endnote-13 

10 倍
現在の 4G ネットワークと

比べて高速。1 

エンドユーザーとデバ
イスのより近くに 
クラウドを移動 

5G を使用した転換的パフォーマンスと 
エッジコンピューティング

750 億台 
2025 年までに使用される
スマートデバイスの数。2 3 分の 1

75% 
2025 年までに従来のデータ 

センター外で作成、処理される
企業の生成データの割合。4 

エッジでのクラウドビ
ジネスモデル。初期費
用不要で、料金は使用

した分のみ課金 

詳細については、 
https://aws.amazon.com/wavelength/ 

 をご覧ください。

25 億 
5G サブスクリプション数。

2025 年までにモバイルサブスク
リプションの 30% が 5G に。6 

AWS Snow ファミリー 

エッジでデータを収集お
よび処理し、AWS とデー
タのやり取りを行う、安
全性に優れたポータブル

デバイス 

アプリケーションの
レイテンシー削減 

トランジット/ 
ピアリング 
ポイント 

Wavelength 
Zone 

通信サービスプロバイダーの 
ネットワーク 

一貫したデベロッパー
エクスペリエンス。
AWS クラウドと同じ 
API、同じツール、 

同じ機能性 

まずアプリケーションを
開発し、5G ネットワー
クでグローバルに使用 
できるようデプロイ 

帯域幅/データ移行の削減状況 

2 3 4

5 6

グローバル 5G から、
非常に広大なグローバ
ルクラウドインフラス
トラクチャへのシーム

レスなアクセス 

AWS Local Zone

特定の地理的位置にいる
ユーザーに低レイテン

シーのアプリケーション
を提供する、エンドユー
ザーにより近いラージ 
Metro 内のパブリック 

AWS Zone 

AWS Wavelength Zone

5G デバイスに超低レイテン
シーでアプリケーションを
提供する通信ネットワーク
に埋め込まれたパブリック 

AWS Zone 

インターネット
モバイル 

ネットワーク

スマートファクトリ 

機械学習による医療診断の支援 

AI/機械学習を利用したビデオ解析と画像照合ソリューションにより、医師
は、Wavelength Zone で処理されたポリープを認識したり、医療結腸内視
鏡検査中に返答したりして、観察した容態をより早く診断できます。医療デ
バイスから配信する画像やビデオを、外科医が使用します。

産業オートメーションのアプリケーションは機械学習の推測
をエッジで活用して画像やビデオを解析し、高速組み立てラ
インで品質の問題を検出し、問題解決に向けてアクションを
トリガーします。AWS Wavelength により、高価な GPU 
ベースのサーバーがなくても、そのようなアプリケーション
を現場で利用できるようになります。

コネクテッドカー 

自動運転、リアルタイム HD マップ、交通安全などの分野では、セルラー 
V2X (C-V2X) のプラットフォームがますます重要になっています。AWS 
Wavelength では、データの処理と解析を行うコンピューティングインフラ
ストラクチャに低レイテンシーでアクセスできるため、セキュア接続や車載
テレマティクス、自律型走行などに使用するセンサーのデータをリアルタイ
ムでモニタリングできます。

参加型ライブ動画の配信 

Wavelength は、高解像度な動画と高音質なオーディオをライブ
配信し、かつ参加型エクスペリエンスを組み入れるために必要な
超低レイテンシーを提供します。さらに、リアルタイムのビデオ
解析を通じ、ライブイベントのエクスペリエンス向上に役立つリ
アルタイムの統計を作成できます。グローバルな月間ビデオ配信
消費は、2024 年までに 136EB になると予想されています。7 

AR および VR

AR および VR のアプリケーションでは、AWS Wavelength のコンピュー
ティングリソースへのアクセスにより、リアルな体験をユーザーに提供す
るのに必要な、Motion to Photon (MTP) レイテンシーのベンチマークを 
20 ms 未満にまで下げることができます。Wavelength により、ローカル
サーバーシステムが使用できない、または適していない場所でも、AR およ
び VR を提供できるようになります。

リアルタイムのゲーム 

現在、世界で 20 億人以上のゲーマーがモバイル機器でプレ
イしています。8 リアルタイムなゲームストリーミングは、ユー
ザーエクスペリエンスを維持するための低レイテンシーを実現
できるかにかかっています。AWS Wavelength を使用して、
Wavelength Zone でゲームサーバーから最も人気のあるゲーム
をストリーミングすることで、処理能力に限界のあるエンドデ
バイスからでも、これらのゲームがプレイ可能になります。

Wavelength Zone で利用可能な AWS のサービス

AWS Wavelength では、ユーザーが既に知っている優れた AWS のツールとサービスを使用して、
アプリケーションの構築、管理、保護、スケールを行うことができます。

Amazon EC2 Amazon EBS  Amazon VPC 

AWS Wavelength により、ゲームストリーミング、VR、ライブイベントでの会場エクスペリエンスなど、参加型お
よび没入型エクスペリエンスを提供する 5G アプリケーションを実現できます。Wavelength なら、自律型走行車や
スマートファクトリといったアプリケーションを実現するのに役立つ電力、メモリ、帯域幅などのリソースを節約す
るエッジネットワークに、5G デバイスからデータ処理タスクをオフロードすることも可能になります。

Amazon EC2 instances、Amazon EBS ボリューム、Amazon VPC サブネットおよびキャリアゲートウェイを  
Wavelength Zone で作成できます。EC2、EBS、VPC と統合または協働するサービスも利用可能です。例えば、
Amazon EC2 Auto Scaling、Amazon EKS クラスター、Amazon ECSクラスター、Amazon EC2 Systems 
Manager、Amazon CloudWatch、AWS CloudTrail、AWS CloudFormation などです。Wavelength のサー
ビスは、信頼性のある、高帯域幅上で AWS リージョンに接続されている VPC の一部で、Amazon DynamoDB や 
Amazon RDS などのサービスにも簡単にアクセスできます。

幅広いユーザーケースを実現

https://www.gsma.com/wp-content/uploads/2019/04/The-5G-Guide_GSMA_2019_04_29_compressed.pdf
https://www.researchgate.net/figure/Internet-of-Things-IoT-connected-devices-from-2015-to-2025-in-billions_fig1_325645304
https://www.gsma.com/futurenetworks/ip_services/understanding-5g/5g-innovation/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/what-edge-computing-means-for-infrastructure-and-operations-leaders/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/telecommunications/future-of-cloud-gaming.html#endnote-13
https://aws.amazon.com/wavelength/

