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はじめに

Wi-Fi 6E Insights 最新号にようこそ。「Wi-Fi 6E」
は、5925-7125 MHz (6 GHz) 帯域にまで広がった
Wi-Fi 6サービスを意味します。EMEA（欧州、中東、ア
フリカ）および他の地域の政策立案者および規制当局を
対象にしているこのニュースレターでは、Wi-Fi 6Eを取
り巻く規制関連の進展状況、また主要な利害関係者の見
解などをお届けします。 

ノートパソコンやスマートフォン、ルーター、TVSな
ど、現在多種多様なスマート機器がWi-Fi 6Eを実装して
います。これに伴いますます多くの国、消費者、企業が6 
GHz帯でこれらの機器を使い、容量、スループット、応
答性の向上によるメリットを活用しています。

EMEA（欧州、中東、アフリカ）地域では、まだほとん
どのユーザーがWi-Fi 6Eのポテンシャルをフルに活用で
きていません。欧州は6 GHz帯域の下位部分（5945-
6425 MHz）を免許不要で利用できるようにしました
が、同帯域の上位部分（6425-7125 MHz）については
まだ不透明です。 

EMEA地域では、Wi-Fi®に対する需要増加のペースに合
わせるために6 GHz帯域全体を免許不要にすることが必
要になるでしょう。インターネット アクセスの大部分は
屋内で行われ、Wi-Fi は最適な接続技術として広く利用
されています。その結果、Wi-Fiよりもセルラー（携帯回
線）の方がはるかに広い周波数帯を利用できるにも関わ
らず、Wi-Fiはセルラーよりも広く利用されています。 
例えばドイツでは、2021年にWi-Fiネットワークが処理
したトラフィック量はセルラー／IMT（国際移動通信）
ネットワークの約17倍に上ります1。

Wi-Fi トラフィックは3年ごとに倍増していて2、この成
長ペースでは消費者市場およびエンタープライズ市場の
両方について6 GHz帯域のすべての1200 MHz帯が必要
になるでしょう。この新しい帯域は大きな違いを生み出
します。最新レポートによれば、6 GHz帯域全体をWi-Fi
が利用できるようになることで、現在のWi-Fiネットワー
クの3～4倍の同時ユーザーをサポートできるようになり
ます3。欧州は、6 GHz帯全体を免許不要にしなければ、
米国、カナダ、ブラジル、サウジアラビア、韓国などに
後れをとる危険性があります。 
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1 レポート: How do Europeans connect to the internet? Dynamic Spectrum Alliance、2021年6月。同レポートによると、ドイツではインターネット トラフィックの95%が固定ネッ
トワーク、5%がモバイル ネットワークで行われ、固定トラフィックの約90%がWi-Fiを介して行われています。
2 レポート:State of Wi-Fi Report, ASSIA社、2021年6月
3 レポート: Socioeconomic benefits of IMT versus RLAN in the 6425-7125 MHz band in Europe DSA の委託によりLS Telcom社およびValdani Vicari & Associatiが実施した調
査、2021年6月
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カタール： 6 GHz帯域の免許不要利用を支持
4月、カタールの通信規制庁（CRA）は、Wi-Fiを
含むRLANで6 GHz帯域の下位部分（5945-6425 
MHz）を利用できるようにしたことを発表しまし
た。同庁は、RLAN機器による使用のための6 GHz帯
全体の割り当てを引き続き支持すると述べています
が、最終的な政策声明は、2023年世界無線通信会議 
(WRC-23) の結果を待つことになるとしています。
ただし、規制当局である同庁は「帯域全体(5925-
7125 MHz)を開放することはカタール国に大きな経
済価値をもたらすとともに、カタールの”National 
Vision 2030”（国家ビジョン2030）にある経済発
展などの目標達成に大きく寄与する」と述べていま
す。さらに、低、中、高の各帯域において、現在およ
び将来の5Gのニーズに対応する十分な周波数が利用
可能であると述べています。

欧州連合： コンサルテーションを実施
欧州委員会の諮問機関であるRSPG（Radio 
Spectrum Policy Group: 電波政策グループ）は
WRC-23の議題について協議を行っており、6425-
7125 MHz帯の最適な利用法について関係者からの
意見を求めています。RSPGの意見書案では、欧州グ
リーンディールの一環としてこの帯域がEUの地球観
測プログラム（「コペルニクス」）で使用される計画
であることを述べ、EUレベルで衛星アクセスを保護
する措置が必要になるだろうとしています。同意見書
に対する意見の受け付けの締切りは、2022年8月12
日です。

ASMG： さらなる調査を要請
6月末にチュニス（チュニジア）で行われた会合にお
いて、アラブ周波数管理グループ（Arab Spectrum 
Management Group: ASMG）は6 GHz帯域に対す
るこれまでの対応を維持することを明らかにしまし
た。そのため、ASMGは既存のサービスおよびシステ
ムを保護する必要性を強調しつつ、6425-7125 MHz
の周波数帯域を利用できるサービスを特定するための
追跡調査を要請しています。

クウェート： 6 GHz帯域の下位部分を開放
5月、クウェートのCITRA（Communications and 
Information Technology Regulatory Authority: 
通信および情報技術規制当局）は、同国Wi-Fi規制の
修正決議を発行し、屋内における5925-6425 MHz
帯の利用を認めました。同国の法規では、EIRP値が
200mWまで認められます。 

ケニア： Wi-Fiによる5925-6425 MHz帯域の利用
を承認
ケニア通信局（Communications Authority of 
Kenya）は、Wi-Fiをはじめとする無線アクセス サー
ビスに6 GHz帯域の下位部分（5945-6425 MHz）
を開放しました。短距離デバイスによるこの帯域の利
用に関する同通信局の新しいガイドラインで、屋内に
おける5925-6425 MHz帯域の低電力利用および屋外
における携帯デバイスによる超低電力利用が認められ
ました。この動きは、6 GHz帯域に関するアフリカ電
気通信連合（ATU）勧告に沿ったものです。

英国規制当局、共用アクセスの提案を継続しないこと
を決定
英国の規制当局である英国情報通信庁（Ofcom）
は、暫定的な措置として既存の低電力、屋内使用向け
の共用アクセス免許（Shared Access）の枠組みに
6 GHz帯域の上位部分（6425-7070 MHz）を追加
する提案を継続しないことを決定しました。本件に関
連するコンサルテーションを行ったところ、回答の大
部分がこの提案を支持しなかったことが理由に挙げら
れています。同庁は次のように述べています。「本帯
域の高出力モバイル デバイスによる使用について、
免許を必要とすることが適切なのかまたは不要にする
ことが適切なのかについては引き続き検討し、関連す
る国際的な議論にも参加していきます」。同庁によれ
ば、すでに数カ国がWi-Fiを含めてこの帯域の免許不
要利用を認めているとともに、5Gを含むハイパワー 
モバイル テクノロジーによる使用の可能性は、次回
の世界無線通信会議の議題にもなっています。

ニュース ダイジェスト
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先頃より、IMTのコミュニティは要免許5Gには
6 GHz帯の少なくとも一部が必要であるとの見解
を公にしはじめています。2021年7月に発行した
2025-2030年のビジョンに対するレポートにおいて
4、GSMAはITU（国際電気通信連合）が設定したテ
クノロジーのパフォーマンス ターゲットを5Gが満た
すためには、追加で2 GHzのミッドバンド帯が必要
であると述べています。ただし、元々は5G – 700 
MHz、3.6 GHz (3.4-3.8 GHz)、26 GHz (24.25-
27.5 GHz)のいわゆるパイオニアバンドだけでこれら
のターゲットを十分満たすことができると考えられて
いました。 

いずれにしても、6 GHz帯の要免許5Gに関連する規
格への取り組みはまだ始まったばかりで対応する機器
は存在せず、また近いうちに登場することもないでし
ょう。IMTコミュニティのほとんどがミッドバンド帯
で注目しているのは3 GHz帯で、現在この帯域は5G
に対して急速に開かれており、世界中で広く利用され
るようになると予測されています。

6 GHz帯域の利用促進に向けた最良の方策について、
よくある質問（FAQ）のいくつかとその回答を以下に
列挙します。

1. Wi-Fi 6EとIMTはどの程度補完し合う関係にあり
ますか？
IMT (4G, 5G) およびWi-Fiは相互に補完し合うテクノ
ロジーとして連携することで、接続に対する一般消費
者および企業のニーズを満たします。 
規制当局は、これらのテクノロジーがそれぞれ適切か
つ十分な帯域を利用できるようにする必要がありま
す。IMTテクノロジーが移動しているユーザーの接続
ニーズを満たせるように考えられている一方で、Wi-
Fiは一定の場所で動かないユーザーの接続ニーズを満
たせるように考えられています。インターネット ト
ラフィックの圧倒的大多数は住宅やオフィス、その
他の建物内部で発生しており、Wi-Fiが使われていま
す。

例えばドイツの規制当局である連邦ネットワーク庁
（Bundesnetzagentur）によれば、2021年のドイ
ツにおけるインターネット トラフィックの95%が固
定ネットワークを通じて行われ、モバイル ネットワ
ークを通じたトラフィックはわずか5%に過ぎません
でした。またASSIA社によれば、欧州における固定ブ
ロードバンド トラフィックの92%はWi-Fiを介して行
われています。これらの数字からも、Wi-Fiが処理し
ているトラフィックの絶対量はセルラー テクノロジ
ーをはるかに上回っていることが分かります。
3.8-4.2 GHz帯は、要免許帯域の利用が本当に必要

Wi-Fi 6Eを利用可能な国・地域

Wi-Fi Allianceは、世界各国・地域における
Wi-Fi 6Eの発展状況について最新情報を提供し
ています。 詳細は、こちらのWi-Fi 6Eを利用可能
な国・地域をご覧ください。

4 https://www.gsma.com/spectrum/resources/5g-mid-band-spectrum-needs-
vision-2030/
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5 出典:  IDC Research社、2022年1月  
6 出典: Wi-Fi Allianceの委託によりTelecom Advisory Services社が実施した調査.

なユースケースをカバーするだけの十分な容量を5G
にもたらしてくれます。移動体通信事業者は、セルラ
ー モバイル デバイスからのトラフィックをWi-Fiの容
量にオフロードすることから大きなメリットを得られ
ます。もしこの容量を利用できなかったとしたら、移
動体通信事業者はギガビットのスループットと適切な
QoS（サービス品質）を提供するために、密度の高い
都市部に数多くの小型セルを展開しなければならない
上、これを利用するのはモバイル ユーザーだけなの
で、IMT/5Gネットワークはよりコスト高になってし
まうでしょう。屋外の5G基地局からの信号は減衰する
ため（建物進入損失、BEL）、5Gの屋内のカバレッジ
とパフォーマンスは大幅に制限されます。5Gで屋内に
ギガビット接続を提供するためには、既存のWi-Fiネッ
トワークと並行してまったく新しいインフラストラク
チャを展開する必要がありますが、これは商業的にも
環境的にも負担が大きく、実現は難しいでしょう。

2. Wi-Fi 6Eには1200 MHzへのフルアクセスが必要
であるという根拠は？ 
5 GHz帯の新しい帯域へのアクセスを実現するという
WRC-03 (2003年)での決定以降、Wi-Fiのテクノロジ
ー、ユースケース、ニーズに非常に大きな変化が起き
ています。Wi-Fiは、ブロードバンド接続をより容易に
する快適な環境からブロードバンド通信の必須要素へ
と進化し、都市部、郊外、農村部で一般消費者や企業
がインターネットを利用する上で不可欠な要素となっ
ています。 

同時に、Wi-Fiネットワークで稼働するデバイスも世代
を重ねるごとにますます強力になり、動画の解像度や
処理能力、カメラ機能等々、Wi-Fiネットワークに対す
る需要も高くなっています。

デバイス中心で一元管理されない技術アーキテクチャ
により、Wi-Fiはますます遍在性が増し、世界規模のス
ケールメリット（規模の経済）の恩恵を受けることが
できます。 調査会社のIDC社によれば、2022年に世
界で使われるWi-Fi デバイスは180億を超え、毎年出
荷される新しいデバイスは44億に上ります5。

またQuotient社、Qualcomm社、ASSIA社の調査で
は、免許不要テクノロジーについて大幅な帯域不足が
指摘されていて、ASSIA社は2.4 GHz帯と5 GHz帯
の両方で輻輳がサービス品質に与える影響を強調して
います。ブロードバンド エコシステムでWi-Fiが果た
す重要な役割および絶え間ない成長を踏まえ、常に増
え続ける需要に応えるとともにブロードバンドに対す
る目標を各国が達成することをサポートするために
は、5925-7125 MHz (6 GHz) 帯域の1200 MHz全
体を免許不要で利用できるようにすることを検討する
必要があります。 

特にWi-Fi 6Eおよびリリースが予定されているWi-Fi 
7標準では、現在および新たに出現している革新的な
ユースケースを現在および将来にわたりサポートする
ために、1200 MHz全体へのフルアクセスが不可欠で
す。6 GHz帯の500 MHzのみを開放しただけでは、密
度の高い環境のWi-Fi ネットワークは狭いチャネル帯
域を使用し続けなければなりません（利用できるのが
320 MHz x 1チャネルのみのため）。しかし、1200 
MHzへのフルアクセスが可能になれば、160 MHzの
より広いチャネル帯域幅（特に320 MHz）を、より容
易にサポートできるようになります。 

利用可能なチャネル帯域幅が広くなることで帯域効率
も高まり、高速アプリケーションおよびサービスを提
供しながら、既存の環境および他の免許不要環境と引
き続き帯域を共有することが可能になります。このよ
うに幅広いチャネルを十分に利用できないと、リアル
タイム ビデオ サービスや拡張現実（AR）／仮想現実
（VR）サービスなどの高速な没入型サービスに悪影響
を及ぼす恐れがあります。 

3. 6 GHz帯を免許不要することで得られる社会経済的
なメリットは？
6 GHz帯全体の利用を免許不要にすることで、例えば
デジタル ディバイド（情報格差）への対応や地方農
村部での接続環境の改善、経済革新の促進、より優れ
たSoA（サービス品質）の提供といった数多くのメリ
ットがもたらされます。ノートパソコンからタブレッ
ト、スマートフォンまで、幅広い範囲のクライアント 
デバイスがWi-Fi機能を搭載することで、消費者はそ
れぞれに適したデバイスの機能と価格を選べるように
なります。世界各国の規制当局が6 GHz帯域全体を完
全に開放した場合、Wi-Fiが世界経済にもたらす効果
は2021年の3兆3,000億米ドルから2025年には4兆
9,000億米ドルへと大幅に増加するでしょう6。 

免許不要帯域が広がることで市場参入へのハードルが
下がり、イノベーションと競争が促進され、小規模な
企業にメリットをもたらします。規制当局が技術革新
を認めることにより、消費者も企業もそれぞれのニー
ズに最適なテクノロジーを選べるようになります。ユ
ーザーが帯域利用に際して免許使用料を支払う必要が
ないWi-Fiは、接続を提供する最もコスト効率に優れた
手段の1つです。

https://www.wi-fi.org/download.php?file=/sites/default/files/private/Global_Economic_Value_of_Wi-Fi_2021-2025_202109.pdf


7 出典: IDC Research社、2022年1月

4. Wi-Fiが6 GHz帯域を利用できるようになるのはい
つですか？
すでに現在利用できます。今日、互換性を有する機
器が市場に出回っています。6 GHz帯域を利用でき
るWi-Fi 6製品は、「Wi-Fi 6E」デバイスと呼ばれま
す。Wi-Fi 6標準は完成しており、Wi-Fi Allianceの相
互接続性認定証も発行されています。

Wi-Fi Allianceは、全世界におけるWi-Fi 6Eデバイス
の販売実績は2022年中に3億5,000万ユニットに達す
ると予測しています7。

5. 5Gは6 GHz帯域の一部または全部にアクセスする
必要があるという根拠は？ IMTにはより広いミッドバ
ンド帯が必要では？
IMTに対してより幅広い帯域を具体的に特定する前
に、すでにIMT用に特定されている5 GHz未満の幅広
い帯域をカバレッジ向上のために利用することが可能
で、そうすべきです。これまでの一連のWRCにおいて
IMTシステムを展開するための特定の帯域が特定され
ていて、この帯域は「カバレッジ」帯（5 GHz未満）
と容量帯（24 GHz以上のミリ波）の適切な組み合わ
せになっています。ITUの全3地域において、IMTは5 
GHz未満の最低1348 MHzの主要帯域にアクセスでき
ますが、これはWAS/RLANで利用できる帯域よりも
はるかに広い帯域です。

欧州では、すでにCEPT がミッドバンド帯を特定のテ
クノロジーに偏らないように中立化しており、5Gで
使用できるようにしています。 2021年8月31日時点
で、EUが5G用に調整した無線周波数帯のうち、加盟
国が利用できる割合は56%に止まっています。 6 GHz
未満の帯域だけを見た場合、まだ割り当てが必要な帯
域は約19%あります。

さらに、EMEA地域のほとんどの国が3300-3400 
MHz、3800-4200 MHz、4800-4990 MHzの帯域
を要免許で利用できるようにすることを検討していま
す。現在の利用状況に鑑みて、すべての国がこれらの
帯域を利用可能にすることはできないものの、EMEA
の多くの国にとって中期的にこの要免許ミッドバン
ド帯は大きな潜在的資源です。3700-4200 MHz
帯を固定衛星サービスで利用しているアフリカ諸国
は、3300-3700 MHz帯を5Gで利用することができま
す。 この追加の帯域幅は、移動体通信事業者各社によ
る100 MHzの連続帯域へのアクセスを確保するのに十
分な広さであり、各社はネットワークを展開している
地域で質の高いSoA（サービス品質）を提供すること
ができます。ネットワーク カバレッジが低いかまった
くない地域の場合、ネットワークを展開し、既存の欧
州5G優先帯やIMT用に特定されている既存の帯域の利
用を優先する必要があります。

6 GHz帯は伝搬特性が低く広域のカバーに適していな
いことを考えると、IMTについて6 GHz帯も検討する
必要はないでしょう。

本トピックの詳細は、6 GHzに関する情報サイトの
FAQをご覧ください。

https://6ghz.info


圧倒的多数がインターネット アクセスにWi-Fiを利用
最新レポート「How do Europeans connect to the 
internet?」（欧州におけるインターネット接続状
況）では 、Wi-Fiおよびモバイル ネットワークがそ
れぞれ利用可能な帯域をどれほど効率的に活用してい
るのかについて、調査結果を明らかにしています。例
えばドイツでは、2021年にWi-Fi ネットワークが処
理したMHzあたりのトラフィックはセルラー／IMT 
ネットワークの32倍に上ります。同レポートによ
ると、ドイツの規制当局である連邦ネットワーク庁
（Bundesnetzagentur）の数字に基づき、ドイツ
のモバイル ネットワークが割り当てられているHzあ
たり5.2 GBを処理している一方で、Wi-Fiは（2021
年は2.4 GHzおよび5 GHz のみで稼働）Hzあたり約
167 GBを処理しています。 

新しい帯域のインパクト
別の最新レポート「Socioeconomic benefits of 
IMT versus RLAN in the 6425-7125 MHz band 
in Europe」（欧州の 6425-7125 MHz帯における
IMTおよびRLAN の社会経済的メリット）によれば 
、6 GHz帯の上位部分で運用しているWi-Fiネットワ
ークはこれまで以上に大きなインパクトを与えるよう
になるとともに、これらの帯域で運用しているIMTネ
ットワークよりもはるかに優れたコスト効率を実現す
るでしょう。同レポートの技術分析では、Wi-Fi ネッ
トワークが6 GHz帯全体を利用できるようになれば、
現在のWi-Fiネットワークの3～4倍の同時ユーザーを
サポートできるとしています。 

6 GHz帯上位部分の共有
既存のユーザーを保護しつつ、6 GHz帯を接続に
最適に活用するにはどうするのがベストなのか。 
Senza Fili社の最新レポート「Sharing Access to 
the Upper 6 GHz band」（6 GHz帯上位部分の共
有アクセス）は 、この帯域の伝搬が限られているこ
とと、周波数共有の技術的進歩を考慮すると、送信出
力が小さい場合は、既存ユーザーと安全かつ公平にア
クセスを共有することが可能であるとしています。 
同レポートは、6 GHz帯は需要が集中しているエリア
の高容量カバレッジに最適であるとしています。この
ような需要が集中しているエリアは、すべてではあり
ませんが屋内であることが多く、輻輳やパフォーマン
スの低下がよく発生し、低い電力で高い帯域の再利用
が可能です。

その他の調査および分析については6 GHzに関する情
報サイトをご覧ください。同サイトには、6 GHz帯全
体への免許不要アクセスを支持する根拠を示す包括的
な資料が揃えられています。

調査および分析 調査および分析

8 レポート: How do Europeans connect to the internet? Dynamic Spectrum Alliance、2021年6月
9 レポート: Socioeconomic benefits of IMT versus RLAN in the 6425-7125 MHz band in Europe Dynamic Spectrum Allianceの委託によりLS Telcom社およびValdani 
Vicari & Associati社が実施した調査、2021年6月
10 レポート: Sharing Access to the Upper 6 GHz band  Senza Fili社、June 2022年6月
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