アンリツが描く「はかる」未来

通信計測事業
5Gの最先端技術で

通信ネットワークの高度化を実現し、
社会基盤の拡充に貢献

～5 Gが目指す新しい社会に向けた取り組みを加速～
取締役

常務執行役員

通信計測カンパニープレジデント

島

岳史

SWOT分析
▪ 有線・無線通信を網羅する計測技術と多種多様なソリューション
▪ グローバルな開発・販売・サポートネットワーク

▪ 業界をリードするお客さまやパートナーとの協業領域の広さ
▪ 5 Gのサービス拡大にともなう開発・製造・建設保守向け
設備需要の増加
▪ 会議、娯楽、購買、各種制御のDX化による
ネットワーク高速化・大容量化

強み

機会

S

W

O

T

▪ 高速化・低遅延を活かした非通信産業分野での
5 G活用の促進
（ローカル5 G、IoT）

ンを起こし、オリジナルでハイレベルな製品を社会に送り出す

ことで、通信技術の進化に貢献してきました。通信計測事業

は通信ネットワークインフラの中核となる通信設備・機器の品

質保証に不可欠な測定器群およびシステムを世界中のお客さ

まに提供しています。
●

●

ス
 マートフォンに代表されるモバイル通信市場で、チップセッ

ト開発、デバイス開発、国際規格適合試験、製造検査に至
る全フェーズ用のテストソリューションを提供。

I oT化する自動車、家電および産業用設備に搭載される通

信モジュールのコネクティビティ品質の評価や保証に必要
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脅威

▪ 5 G/IoT 利活用市場の深耕が途上
▪ 通 信市場への依存度の高さ

▪ 新型コロナウイルスの変異株による活動制限と5 Gサー
ビスの展開の遅れ
▪ 貿易と地政を巡る緊張の増大と大国間の対立による
事業活動の制限
▪ 特定顧客の盛衰

事業領域

アンリツは創業以来、情報通信の未来を切り開くイノベーショ

弱み

●

●

●

な測定器およびシステムを開発用、製造検査用に提供。

デ
 ータセンターからインターネットを介して高精細な映像や

画像を高速で提供するために使用されるネットワークデバイ

スの性能評価および製造検査用の測定器を提供。

モ
 バイルネットワークを構成する基地局をはじめとする各種
通信装置・機器の製造や建設保守用の測定器を有線・無線

の領域にわたって幅広く提供。

通
 信事業者のネットワーク稼働状況を可視化し、障害分析

や容量拡充といったネットワークオペレーションの向上に貢
献するモニタリングソリューションを提供。
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市場規模

IoT/Automotive

5G Utilization
・自動運転
・NR-Light
Market
・V2X
5G-Advanced

・ローカル5G

・5G Rel.18 開発投資

Mobile Market

5G Development
・5G Rel.15 開発投資

・5G Rel.16 開発投資

・5G Reｌ.17 開発投資

5G Manufacturing
・5G (Sub6GHz) 製造市場
・5G (ミリ波) 製造市場

LTE-Advanced Pro
LTE-Advanced

・データセンターの高速化、大容量化

400GE

Wireline Market

2008

2012

2018

2019

2020

2021

→

800GE → オール光化

2022

2023

2024

2025

Anritsu Integrated Report 2021
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自動車

医療

建設

工場

農業

エンタメ

自動運転

遠隔医療

遠 隔制御

遠隔監視

生 育支援

VR/AR

社会課題の解決

100G/400G
SDH/WDM

5G New RAT
C-RAN
CPRI

お客さま

LTE

40G/100G
Data Center

LTE-A
NB-IoT
OTN

Small Cell

SDN/NFV
Ethernet

Internet

PCI-E

AOC

スマートデバイス

モバイルネットワーク

Fixedネットワーク

クラウド

IoTデバイス・モジュールの
開発製造用ソリューション

RFから光まで
幅広い製品に対応

100G/400Gの
高速通信に対応

常に業界をリードするビット
・エラー･レート･テストで対応

テ

アンリツ

強み

・ 120年以上かけて培ってきた光、伝送、無線、プロトコルにわたる通信・測定技術と製品群
・ 最先端の開発から製造、保守まで、顧客のビジネスをシームレスに支援
・グローバルな開発・販売体制で、各リージョンの顧客要求をタイムリーにサポート
・キー顧客やサプライヤとのパートナーシップにより、最先端技術をいち早く提供
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