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原田産業 グランドマスタクロック「GM200」、GNSSタイミングモジュール「RES720」

なぜ、5G の「超低遅延」の実現に
高精度な時刻同期が不可欠なのか？
2020 年 3月に商用サービスが開始した5G。今はまだノンスタンドアロン方式を採用するため、5Gが本来持つ機能をフル
に発揮できていない。だが 2021年以降、スタンドアロン方式によるサービスが始まると、5Gの真骨頂である「超低遅延の
世界」が到来する。その超低遅延の世界に欠かせないのが、より高精度な時刻同期を実現するグランドマスタクロックだ。
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