
Beyond 5G 推進コンソーシアム
企画・戦略委員会
白書分科会（第9回）

ビジョン作業班（第14回）／ 技術作業班（第10回）
合同会合

2021年12月21日（火）15:00-
場所：ウェブ開催



議事次第

1. 前回会合（第８回）議事要旨について
2. 白書5章の構成、内容について :30min
3. WP5D対応Ad hoc :20min
4. ビジョン作業班（第14回） :15min
5. 技術作業班（第10回） :15min
6. 今後のスケジュール（全体スケジュール/英訳作業スケジュール 等） :20min
7. その他

時間目安
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Beyond 5G 推進コンソーシアム 企画・戦略委員会 

白書分科会(第 8 回)／ビジョン作業班(第 12 回)／技術作業班(第 9 回） 

議事要旨 

 

 

１．日 時： 2021年 11 月 30日（火）15:00～18:00 

２．場 所： ウェブ会議（WebEx） 

３．出席者： 

中村主査（NTTドコモ）、 

ビジョン作業班：小西リーダー（KDDI）、永田サブリーダー（NTTドコモ）、 

技術作業班：中村リーダー（富士通）、下西サブリーダー（NEC）、 

WP5D対応 Ad hoc：菅田主査（KDDI）、武次副主査（NEC）、 

ほか、通信事業者、メーカ等、計 79名 

（事務局）総務省移動通信課新世代移動通信システム推進室 

井出室長、江原課長補佐、守屋係長、杉山官 

     ARIB加藤、近藤、佐藤、三宅、山下 

 

４．議事要旨 

冒頭、本会合より ARIBが事務局を務める旨の紹介。 

会議開催に先立ち、中村主査から挨拶があった。 

 

（１）前回会合(第 7回）の議事要旨について 

資料 1 白書分科会第 7 回議事要旨について、修正があれば、12 月 3 日（金）までに

事務局へ連絡して欲しい旨説明。 

 

（２）WP5D対応 Ad hocについて 

武次副主査から資料 2-1 WP5D対応 Ad hoc（FTT）、2-2 WP5D対応 Ad hoc（FTT）Attachment1、

菅田主査から資料 2-3(ビジョン)について説明。質疑応答は以下のとおり。 

 

（FTT関連） 

中村主査：資料 2-1 の表の「対応案」に「TEXT 入力」と書かれている青地の部分を入

力予定。青地の部分に関して技術作業班の現状はいかがか？ 

中村リーダー：現時点では進捗にムラがある。ご検討いただいている成果は反映できる

ようにしたい。電波伝搬についても同様に進めていきたい。 

中村主査：技術作業班を担当しているメンバーにはご尽力いただきたい。寄与文書の作

成スケジュールはどのように考えているか？ 

武次副主査：スケジュールとしては、寄与文書のベースとなる記載は 12月の白書分科
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会で承認していただく予定。国内の寄与文書の審査が 1 月第 3 週辺りに始まるので

その前までに承認が必要。 

中村主査：12/21の白書分科会時点の内容で寄与文書を作成するのが基本的なスケジュ

ール。期限を延ばす必要があるかの判断は 12/21に実施する。期限を延ばした場合、

1月に白書分科会で承認し、WP5Dの寄与文書作成プロセスに乗せていただく。 

中村リーダー：基本は 12/21 までに白書を作成すると理解。WP5D の寄与文書として分

科会の承認は 1月に実施との認識。 

菅田主査：通常白書分科会は月末であり、総務省主催の寄与文書承認会議が 1/24の週

に予定されているため間に合わないと思われる。 

中村主査：白書分科会での寄与文書の承認はメールベースと考えている。 

NICT 中川氏：100GHz 以上の提案文書を WP5D に入れたいということだが、内容によっ

ては ITUの他の SG等に入力したほうが良いということにならないか？ WP5Dに入力

されるということで良いか？ 

中村主査：ITU-Rの具体的な入力先は ITU-R 関係者で詰めていただければ良い。白書分

科会としては、白書に伝搬関係の結果を適切に反映していただければ良い。 

総務省江原氏：国内審議スケジュールとしては、1/25に IMT WG、1/28地上業務委員会

であり、白書分科会は 1/25の予定なので、白書分科会で承認されたものを地上業務

委員会に入力することは可能。 

中村主査：前週にメール審議ではどうか？ 1/17の週にメーリングリストに案を送って

いただき、1/21に承認という流れでお願いしたい。 

武次副主査：承知した。 

華為朱氏：7.10.2 User-centric architectureについて寄与文書入力を検討中であり、

相談したい。 

武次副主査：別途議論させて欲しい。 

 

（ビジョン関連） 

中村主査：ビジョン作業班で検討すべき内容であるので、ビジョン作業班での社会の全

体像の現状を説明して欲しい。 

永田サブリーダー：既にビジョン作業班と技術作業班でコラボした内容で WP5Dへ提案

していくよう連携をとって進めている。 

中村主査：次回 12月の白書分科会までにまとめた内容で寄与文書を作成していただく

ことで良いか？ 

菅田主査：ご認識の通り。ビジョン作業班のリーダー陣には、既にご意見をいただいて

いる。 

中村主査：了解した。 

ソフトバンク鈴木氏：寄与文書案については、WP5D対応 Ad hocのメーリングリストで

の議論ということで良いか？ 

中村主査：その認識である。寄与文書作成スケジュールは FTT関連と同様で良いか？ 



 

3 

菅田主査：承知した。 

 

（３）ビジョン作業班（第 12回）について 

永田サブリーダーから、資料 3 ビジョン作業班資料について説明。質疑応答は以下の

とおり。 

 

中村リーダー：1点目は、今後の進め方に関し、ユースケースからのアプローチと、技

術のフィージビリティのアプローチの両面が必要。数値をコミットするのは容易で

はないが、考えていきたい。 

２点目としては、昨年の Beyod5G推進戦略懇談会として発表した内容に、B5Gに求め

られる機能として、既に 10 倍等の数字も含まれている項目もあるので、議論が必要

である。 

最後３点目としては、同じく Beyod5G推進戦略懇談会のビジョンのスライドで、ユー

スケースというよりは基本的な理念(2030 年代の社会像)として Inclusive、

Sustainable、Trustfulを挙げられており、白書の建付けとしてはこのような上位概

念/テーマを含めて取りまとめられるとよいと考える。 

永田サブリーダー：3点ともご指摘のとおりと思う。ITUでのビジョンの議論は来年後

半以降になると想定しており、慌てて中途半端なものを出すよりは、まず多めにリス

トアップしていくことが重要。きれいな形を作るのは最後でよく、来年の中盤から後

半にかけて各国の状況等も鑑みながら提案していくのが良いのではと考える。 

SB 鈴木氏：IMT ビジョンの勧告の ITU の方での完成自体は 2023 年の 9 月頃を予定され

ているが、過去の 5Gの時と同等のスケジュール感で進むとすると、おそらく来年の 6

月の WP5D の時には各国からこのような絵が複数提案されているのではないかと想像

しているので日本としても、来年 6月をターゲットに提出を目指すのが良いのではな

いかと考える。 

菅田主査：最終化は 2023年 6月になっている。KPI等の議論は来年の 6月から、早いと

ころは来年の 2 月に出してくるかもしれないが、実質的な議論は 6 月ないし 10 月頃

になると想定している。更に詰めるのは再来年の 2月かと思う。 

永田サブリーダー：時間感覚はあっていると理解。もともとこのスケジュール感は来年

の 3 月までにかなり突貫工事でつくろうと思っていたが、3 カ月猶予をもって来年の

6月までに日本提案を技術作業班の皆様とも協力しながら作れればと思う。 

華為朱氏：このスケジュールで良いと思う。ビジョンの”絵”はユースケースをマッピ

ングする形だと思うが、6G だとおそらく 3 角形に収まらないのではないかと考える。

柔軟に対応いただければと考える。 

永田サブリーダー：中国とかヨーロッパとか見てると 5～6 角形くらいになるのだろう

と想定している 

 

華為朱氏：グループ分けについては、活発な議論のためにグループ分けをするのか。 
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永田サブリーダー：近い業界の皆様でクロスチェックすることによりユースケースの化

学反応など起こらないか、より意見の深堀ができないかと期待しているもの。今後レ

ーダーチャートなどを作っていくために、サブグループ毎に提案ができないかとも考

えている。また多人数だと話にくいという懸念もあり、少人数で分けた。違う案があ

れば提案をお願いしたい。→作業班の進め方に関し、特に異論なく、この提案の進め

方でいくこととした。 

 

中村主査：白書作成のスケジュールは変更なしということで良いか？年度内に第 1版を

作成し、綺麗な“絵”の織り込みは 6月くらいまでということか？ 

永田サブリーダー： 

スケジュール変更はない。白書に、要求条件/ユースケースをどこまで書くのか、と

いうところがポイント。3月までに綺麗な”絵”を入れるのは避けた方が良い。きち

んとしたものを出すためには、一度ドラフト的なものを書いておき、ITUのスケジュ

ールに合わせて次の白書の改定の際に綺麗な“絵”を出す。という考え。 

中村主査：“絵”は、日本として 6 月までに出すべきだと思う。一応 WP5D で 6 月にワ

ークショップが計画されているので間に合わせるべき。 

菅田主査：ワークショップについては、前回 10月会合で目的から含めて再検討という

話も出ており、場合によっては 6月にならない可能性もある。もう既に“絵”はあち

こちから出ているので、すぐにそういった議論になる可能性はあるが、これも数値を

決めていくのは大変な話にもなるので、先頭を切るよりは若干、後ろに控えていて

徐々に提案していくという感じの方がやりやすい印象がある。専門の方の意見も踏

まえてという話にはなるが、そのように考えている。 

中村主査：5Dの日程は現段階では 6月が前提となっているので、”絵”は一応 6月、と

いう目標感をもってやっていただくのが良いかと思う。まずは、数値が重要であり、

技術作業班含めいろいろ作業あるかと思うが、やはり素材的なところは第 1 版には

盛り込むべきだと思っている。それを最終的にどのような”絵”に起こすかは後でも

良い。 

中村リーダー：技術的にどこまで積み上げらあれるかという議論をした上で、書き方も

含めて検討していきたいと思う。一方でビジョン側のユースケースからでここまで

いるのではないか？といった議論と両方必要と思っている。最終的に分科会レベル

で擦り合わせていければと考える。 

中村リーダー：承知した。 

 

（４）技術作業班(第 9回）について 

中村リーダーから、資料 4技術作業班資料について説明。質疑応答は以下のとおり。 

 

中村リーダー：12 月中旬にリモート会合開催予定。1 月末の 0.5 版に向けた記載レベ

ル、全体構成の整合に関する検討を行いたい。進め方全般についてはこの場で、日程
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などはメールで行いたい。 

永田サブリーダー：KPI、レーダーチャート要求の絶対値などは、作業班でどのように

進めて決めるのか。 

中村リーダー：スライド 4「Beyond5Gに求められる機能等」の資料で 5G比較の数値を

出してもらっているので、これをベースに執筆者と編集会議などで、1月末までに技

術作業班でまとめる。 

永田サブリーダー：随時、ビジョン作業班に教えていただいて共有していきたい。 

ドコモ須山氏：スライド 16「読者に伝えるべきメッセージ」の該当技術の 4 項目のバ

ランスについて「④技術の素性」メインでよいのか、ワード原稿のまとめ方の方向性

につてお考えを聞かせていただきたい。 

中村リーダー：12月の編集者会議で、横並びで見てみて、バランスは考えていきたい。

量のバランスはあまり考えていない。各項目によっては一行だけでも書いてもらえ

ると良い。また、ビジョン含めた各章の用語・ターミノロジー合わせについても 0.5

版で作業進めていきたい。 

ドコモ須山氏：この立て付けに合う文章を精査するという方針が分かったのでこの方

向で進める。 

中村リーダー：次回の分科会では最終原稿仕上がっていないと思うが、執筆を進めてい

ただき、ある程度仕上がったところでドラフト原稿は ARIBサーバーに載せて、他の

章の執筆者と温度感を共有しながら進めていただきたい。また、この会合後に編集者

会議の日程を相談させていただきたい。 

 

（５）今後のスケジュールについて 

事務局から資料 5今後のスケジュールについてについて説明した。次回会合は 12月

21日（火）15：00から開催予定。 

 

中村主査：他に何かイベントあれば可能な範囲で紹介いただきたい。 

総務省 江原氏：総会の日程については未定だが、3月 17日､18日あたりで調整されて

いる。 

中村主査：この総会で何らかの白書分科会の成果をインプットすることになるので、各

作業班の皆様にはご認識いただければと思う。また、会合の効率化のため F2Fも検

討したい。KPI数値等、あまりにも慎重になりすぎるといつまでも決まらないので、

どこかで判断するしかないと思っている。世間的にはいろんな数字が出ており、そ

れを踏まえて判断するしかないかと思う。それをどう決めていくか。そこも含めて

今後、効率的に決めていく策を相談させていただきたい。 

 

以上 



白書5章の構成、内容について

１．はじめに
２．トラヒックトレンド
３．通信業界のマーケットトレンド
４．他業界から得られたトレンド
５．B5Gで求められるCapabilityとKPI
６．Technology Trend

※現在は5章として作成

現在の章構成

担当：
ビジョン作業班

担当：
技術作業班

5.1 B5Gで求められるCapability（担当：ビジョン作業班）
 （4章から得られる）特徴的なユースケースと、求め
られる性能

5.2 目標とするKPI（担当：技術作業班）
 目標KPIのリスト



Beyond 5Gに求められるKPI(案)

白書分科会 ビジョン作業班、技術作業班リーダ、サブリーダ
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(新)5.2章 KPI 案①
カテゴリ 定量的要求条件 Beyond 5G推進コンソーシアム（案）
定量的要求条件 User experienced data rate (DL/UL) 10 times of IMT-2020

Peak data rate (DL/UL) 100 Gbps以上
Edge data rate (DL/UL) 10 times of IMT-2020

Capacity 100 times of IMT-2020

Latency 0.1 msec (E2Eの往復遅延)

Jitter 1 msec jitter

Reliability 10-7 (RAN区間の信頼性)

Positioning accuracy cm-level

Connection density 107 devices /km2

Reliability 10-7 (RAN区間の信頼性)

Energy efficiency 10 times of IMT-2020

Mobility 1000 km/h

定性的要求条件 Coverage 陸上/海上/空での面積カバー率100% 

Sustainability 機器の低環境負荷化(環境対応材料の使用、再利用性向上)
機器の長寿命化(ソフトウェア拡張性やHWのモジュール構造化)

Trustworthy / Security / Robustness セキュリティの常時確保
災害や障害からの瞬時復旧

Autonomy (自律性) ゼロタッチで機器が自律的に連携
有線・無線を超えた最適なネットワークの構築

Scalability (拡張性) 衛星やHAPSとのシームレスな接続、端末や窓など様々なものを基
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(新)5.2章 KPI 案②
カテゴリ 定量的要求条件 Beyond 5G推進コンソーシアム（案）
超高速・大容量 User experienced data rate (DL/UL) 10 times of IMT-2020

Peak data rate (DL/UL) 100 Gbps以上
Edge data rate (DL/UL) 10 times of IMT-2020

Capacity 100 times of IMT-2020

超低遅延 Latency 0.1 msec (E2Eの往復遅延)

Jitter 1 msec jitter

超多数同時接続 Connection density 107 devices /km2

低環境負荷 Energy efficiency 10 times of IMT-2020

Sustainability 機器の低環境負荷化(環境対応材料の使用、再利用性向上)
機器の長寿命化(ソフトウェア拡張性やHWのモジュール構造化)

超安全・信頼性 Reliability 10-7 (RAN区間の信頼性)

Trustworthy / Security / Robustness Peak data rateを超える (100Gbps以上)の暗号処理速度
量子コンピュータ時代でも耐えられる256bit鍵長への対応
災害や障害からの瞬時復旧

自律性 Autonomy (自律性) ゼロタッチで機器が自律的に連携
有線・無線を超えた最適なネットワークの構築

拡張性 Coverage 陸上/海上/空での面積カバー率100% 
（衛星やHAPSとのシームレスな接続、端末や窓など様々なものを
基地局化、機器の相互連携によるあらゆる場所での通信、など)

Mobility 1000 km/h

Positioning accuracy cm-level
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(新)5.2章 KPI

UE アンテナ 基地局 エッジ クラウド

User experienced KPI (end-to-end):  Data rate, Latency/Jitter, Reliability, Coverage, Mobility, Position 
accuracy 

System KPI

UE-to-Cloud
UE-to-Edge

※LatencyについてはUE-to-Edgeのみ

Peak data rate Edge data rate

Mobile system KPI : Capacity, Connection density, 

Network system KPI : Energy efficiency, Sustainability, Trustworthy / Security / Robustness, 
Autonomy
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【参考】 Beyond 5Gに求められる機能等
（引用）総務省様 Beyond5G推進戦略
https://www.soumu.go.jp/main_content/000702111.pdf

•セキュリティの常時確保
•災害や障害からの瞬時復旧

•ゼロタッチで機器が自律的に連携
•有線・無線を超えた最適なネットワークの構築

•現在の1/100の電力消費
•対策を講じなければ現在の

IT関連消費電力が約36倍に
（現在の総消費電力の1.5倍）

•多数同時接続数は５Ｇの10倍
•５Ｇの1/10の低遅延
•CPSの高精度な同期の実現
•補完ネットワークとの高度同期

•アクセス通信速度は５Ｇの10倍
•コア通信速度は現在の100倍

超低消費電力

Beyond 5G

超安全・信頼性

超高速・大容量 超低遅延 超多数同時接続

5Gの特徴的機能の更なる高度化

高速・大容量 低遅延

５Ｇ

自律性

※ 緑字は、我が国が強みを持つ又は積極的に
取り組んでいるものが含まれる分野の例

テラヘルツ波

オール光ネットワーク

完全仮想化

量子暗号

時空間同期
（サイバー空間を含む。）

センシング

HAPS活用低消費電力半導体

多数同時接続

• 衛星やHAPSとのシームレスな接続（宇宙・海洋を含む）
• 端末や窓など様々なものを基地局化
• 機器の相互連携によるあらゆる場所での通信

インクルーシブインターフェース拡張性

持続可能で新たな価値の創造に
資する機能の付加

5



ITU-R WP5D第40回会合に向けた対応案
(FTT関連)

B e y o n d 5 G推進コ ン ソーシ アム
白書分科会 WP5D対応Ad hoc



ITU-R WP5D第40回会合に向けた対応案(FTT関連) (1/2) 1

第40回会合は、2022/02/07(Mon)-23(Wed)に電子会合として開催され
る予定です。

前回の白書分科会において、Future Technology Trends (FTT)や
technical feasibility of IMT in bands above 100 GHz 
(above100)に関して、次のように対応することになりました。
 FTT/above100とも新規textは、一旦、技術作業班に入力し、議論を
行った後、WP5D対応adhocへ入力
 Huawei Japan朱様から御提案頂いた”7.4.4 User-centric 

architecture”に対する改善textは入手済みで、WP5D対応adhoc
において直接対応

 頂いたtextを基にWP5D対応adhocにて入力寄与文書作成



ITU-R WP5D第40回会合に向けた対応案(FTT関連) (2/2) 2

 今後の予定
 1/14(Fri)までに技術作業班の議論結果をWP5D対応adhocに入力し、

WP5D対応adhocにて入力寄与文書作成
 1/17(Mon)の週に白書分科会メーリングリストにてメール審議を実施し、

1/21(Fri)に承認
 (参考: 1/18(Tue) ARIB WP5D対応WG、1/21(Fri) ARIB標準化
部会開催)

 1/25(Tue)にIMT-WG, 1/28(Fri)に地上業務委員会開催
 1/31(Mon)がWP5Dへの入力締め切り

 ITU-R WP5Dへの寄与文書入力に御協力頂きたく宜しくお願い致します。



(参考) FTT関連対応案 (1/2) 3

Section Title Editor提案と最新状況 対応案
5.2.1 Security, resilience and 

trustworthiness 削除 or 入力要請(新規5.8.3) text入力

5.4.2 “Radio on THz” Technology Applied 
for Short-Distance Communication 維持 必要があればtext改善入力

5.6.3 Technology for further broader 
frequency domain and frequency 
utilization

維持(新規5.5.2)
必要があればtext改善入力

5.6.4 Wireless and optical technologies 削除or 入力要請(新規
5.6.4(?))

適切な項目にText入力

5.9.7 System platform and application 削除 or 入力要請(新規
5.9.7(?))

適切な項目にText入力

6.2.2 MIMO enhancement 統合(新規6.2) 必要があれば新規6.2にtext
改善入力

6.9.1 Network coverage extension via 
the integration of non-terrestrial 
network (NTN)

維持(新規7.6.1) 新規7.10として独立すること
を提案するとともに必要があ
れば新規7.10にtext改善入力



(参考) FTT関連対応案 (2/2) 4

Section Title Editor提案と最新状況 対応案
7.10.1

Network architecture 削除

必要があれば新規7.4.3 
network architecture to 
support RAN nodes 
cooperation and 
aggregationにtext改善入力

7.10.2 User-centric architecture 維持(新規7.4.4) 必要があればtext改善入力
7.15 New radio network topology 削除 or 入力要請(新規7.9) text入力

: 入力textを募集中です。
: 無対応の予定です。
: 日本寄与文書として提出致します。



(参考) above 100関連対応案 5

 above 100関連
 新報告の最終化は、2023年6月開催予定の第44回会合を予定してい
ます。

 対応案
 100GHz以上の周波数帯を対象としたpathlossの測定や実証実験
等の結果を新報告のannexとして提案できればと考えています。

 前回の白書分科会において、早稲田大学 佐藤様から、入力希望を表
明して頂きました。

 他の各団体・会社様にも御検討頂ければと思います。
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1 Introduction 
At the 39th WP 5D meeting, a working document (Annex 5.5 to Chairman’s report 5D/886) was 
produced during the meeting discussion. 

2. Proposals 
Japan would like to provide one contribution with an updated working document, in which the 
modifications are based on Annex 5.5 of 5D/886.  

A brief summary on the suggested updates including: 
● New texts for (sub)sections:  

1) 5.6.4  Wireless and optical technologies 
2) 5.8.3 Security, resilience and trustworthiness 
3) 5.9.7 System platform and application 
4) 7.9 New radio network topology 

●                Improvement on the texts originally proposed by 5D/811:  
1) 7.4.4  User-centric architecture 

● Removal of the (sub)sections originally proposed by 5D/811:  
1) 5.6.4  Wireless and optical technologies 
2) 5.8.3 Security, resilience and trustworthiness 
3) 5.9.7 System platform and application 
4) 7.9 New radio network topology 

● Some other editorial issues and structure suggestion 
1) some reference numbers are revised 
2) section 7.6.1 is moved to section 7.10 

Radiocommunication Study Groups 

 
  
  
Received:  Document 5D/xxx-E 
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Japan 
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The detailed updated contents are provided in the Attachment. 
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ATTACHMENT 

Source:  Attachment 5.5 to Document 5D/886 

WORKING DOCUMENT TOWARDS PRELIMINARY DRAFT NEW REPORT 
ITU-R M.[IMT.FUTURE TECHNOLOGY TRENDS OF TERRESTRIAL IMT 

SYSTEMS TOWARDS 2030 AND BEYOND] 

Editor’s note: THIS IS NOT A CONSESUS DOCUMENT, and it should be considered that all text 
is in square brackets. Square brackets around numbers (e.g. [XXX]) indicate the referenced input 
document to WP 5D #38. 

It is also noted that some content in this document may be out of scope of this report and could be 
considered for preliminary draft new Recommendation ITU-R M.[IMT.VISION 2030 AND 
BEYOND]. This will be discussed at WP 5D #40. 

1 Introduction 

[845] it is proposed to Add a paragraph on IMT-2020, which is currently not explained. 

[610] 

International Mobile Telecommunications (IMT) systems are mobile broadband systems including 
both IMT-2000, IMT-Advanced and IMT-2020. 

 

No change 

 

[811] 

5.4.2 [“Radio on THz”] ["Radio on THz" technology applied for short-distance 
communications] 

In the subjected technology, a UE is connected to its peripheral devices by using terahertz broadband 
radio, while the peripheral devices receive/transmit data signal in THz band radio with UE and also 
receive/transmit data signal in the different (lower) frequencies connecting to BSs (operated in, e.g., 
the millimeter wave bands and the sub-6 gigahertz band) and then connect to the APs located in BS. 
Here the peripheral devices play a role to mediate between a UE and BS with AP. 
 

No change 

 

https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0845/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0610/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0694/en
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[811] 

5.5.2 Technology for further broader frequency domain and advancement of frequency 
utilization 

5G NR supports the frequency bands up to 52.6 GHz, and the possibility of extending its support to 
about 90 GHz is being studied for future releases. In addition, one administration recommends that 
higher frequency bands, such as 95 GHz to 3 THz1, be studied for IMT for 2030 and beyond. 
In the higher frequency spectrum from the "millimeter waves" to "terahertz waves,” it is possible to 
use a drastically wider bandwidth compared to IMT-2020. For this reason, studies have started on the 
possibility of achieving “extreme high data rate and high capacity" communication exceeding 100 
Gbps. At present, "radio waves" up to about 300 GHz are considered to be within the scope of IMT 
for 2030 and beyond. However, "terahertz waves" have a characteristic to travel through a straight 
path than "millimeter waves" and cannot propagate for a long distance. In order to overcome these 
issues, it is necessary to carry out technical studies on terahertz waves to clarify their radio 
propagation characteristics and establish their propagation model and high-precision propagation 
simulation technique, as well as to study how to utilize terahertz waves based on the New Network 
Topology mentioned above. 

For example, as for device technology, it is necessary to realize a digital signal processing circuit able 
to support further wider bandwidth, DAC (Digital to Analog Converter) and ADC (Analog to Digital 
Converter) at low cost and low power consumption. In addition, antennas, filters, amplifiers, mixers 
and local oscillators that operate in high frequency bands must be developed so as to be compatible 
with Massive MIMO’s multiple antenna elements. RF (Radio Frequency) circuits must be enhanced 
for higher performance and higher integration in high frequency bands exceeding 100 GHz. As 
semiconductor devices, they must be manufactured with a certain level of precision and cost 
applicable to actual commercial services. As the wiring loss will be larger in those high frequency 
bands, the composition of chips and circuits, and implementation method for connecting antennas are 
also major challenges. A research theme would be how to achieve optimization of both the pursuit of 
performance of the device itself and the improvement of performance of the device by digital signal 
processing, factoring in the evolution of future semiconductor manufacturing technology. Deciding 
whether to adopt chemical compound-based or silicon-based semiconductor will still be an issue in 
5G evolution and IMT for 2030 and beyond. When it comes to utilizing those semiconductor devices 
for terminals, how to achieve minitualization, low power consumption and high heat dissipation also 
needs to be resolved. 

The radio access technologies in consideration of such high frequency bands as millimeter waves" 
and the current bands identified for IMT are different directions of development but have common 
technical issues in the sense that this is the area where the coverage and power efficiency will become 
more important than the spectrum efficiency. In this area, single-carrier signal waveform becomes 
more dominant over OFDM as a radio technology. As we apply radio technologies including IAB to 
a wider range of areas, the importance of power-efficient radio technology such as single carrier may 
increase. 
In addition, as we add new frequency bands such as millimeter and terahertz waves in addition to the 
existing frequency bands, we will have to utilize much wider frequency bands than ones in the past. 
This may necessitate consideration in a lot of related technological fields to achieve optimized 
selection of bands for different applications, reexamine inter-cell frequency reuse methods, upgrade 
uplink/downlink duplexing methods and review spectrum utilization methods in low frequency 

____________________ 
1 https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-356588A1.pdf. 

https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0686/en
https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-356588A1.pdf
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bands. In IMT-2020, not only millimeter wave bands but also sub 6 GHz (e.g., 3.7/4.5 GHz) bands 
are important, and this will be also the case toward IMT for 2030 and beyond. It will be important to 
explore new frequency bands and improve performance in millimeter-wave and lower frequency 
bands, because such efforts will lead to improved user experience everywhere and also to stronger 
motivation for introducing IMT for 2030 and beyond for mobile carriers. It is also necessary to 
reexamine the possibility of newly introducing technologies that have not been achieved prior to or 
for 5G, because they may also contribute to improving the spectrum efficiency of the existing 
frequency bands and expanding the scope of new use cases. 
[811] 

[5.6.4 Wireless and optical technologies] 

5.5.3  Interference cancellation techniques (self-interference, inter beam interference 
etc.)  

In wireless network, interference is a limiting factor. As future technologies will pose new 
requirements in terms of spectral efficiency, device density etc., future technologies that will be 
adopted to fulfil the envisaged requirements may introduce new kind of interferences in the system.  
 

No change 

 

[811] 

[5.9.7 [System platform and application] System a platform application] 

5.8 Technologies to enhance trustworthiness  
 

No change 

 

[811] 

5.8.3 Security, resilience, and trustworthiness 

[Editor’s note: new title proposal, no input text.] 

6 Technologies to enhance the radio interface 

[Editor's note: General introduction of more advanced radio interface, including background, 
general trends, performance targets etc.]  

 

No change 

 

https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0811/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0811/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0811/en
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6.2 Advanced Antenna Technologies/ Advanced/Extreme MIMO 

[Editor's note: This section before the sub-sections includes the definition, characterise and the 
functions of [E-MIMO], the new types of antenna array, propagation channels limitation, and some 
technique details which provide e.g. the right balance between run-time complexity, ease of real-time 
implementation and optimality in performance, including CSI, beam forming, etc. The following are 
suggested contents in order to cover inputs. Those provide a basis of [E-MIMO] followed by specific 
enhancements in 3 sub-sections. No change to any input texts yet now.] 

 

No change 

 

 [Subsection to move: 6.11 Transmission techniques] 

 

No change 

 

7.4.3 Network architecture to support RAN nodes cooperation and aggregation 

[811][873] 
With the introduction of new services, applications and scenarios, RAN nodes including gNBs and 
UEs should work together to satisfy the QoS requirement of a specific service, such as Holographic 
Communication service; or improve system performance in specific scenario, such as multiple 
devices in proximity belonging to one user. 

For Holographic service, different profiles could be presented by different nodes, especially in large 
scale activity. The end points could be gNB(s) and/or UE(s). And different flows belonging to one 
holographic service should be transmitted to corresponding end points via separate interfaces 
including wired and wireless interface such as Uu and sidelink. In this architecture, the functions and 
relationships of RAN nodes should be redefined and remodelled, such as introducing L2 protocol 
architecture for multiple nodes cooperation. More detailed, RAN procedures such as access control 
containing participating node(s), system information, paging, and mobility should be studied 
considering multiple participated RAN nodes. In user plane, QoS satisfaction for coherent flows of 
specific service(s)/application(s) which could be transmitted/ received in multiple terminals should 
be studied, such as synchronization among the coherent flows. With the cooperation among gNBs 
and UEs, the new upcoming holographic service can be served in communication system practically. 
For the scenario that a user owns multiple devices, UEs can be cooperated in RAN higher layer or 
physical layer. Service continuity should be guaranteed in different terminals. Thinner protocol stack 
and diversified controlling mechanism over air interface are applicable. Other technologies for UE 
cooperation/aggregation include security for a group of UEs, connection control for the UE group, 
capability coordination and etc. With UE cooperation/aggregation, adaptive network deployment can 
be realized by adding/deleting UEs in a UE group dynamically while keeping service continuity; 
uplink transmission can be enhanced to improve system performance. 

7.4.4 User-centric architecture 
In today’s mobile networks, users are under the control of the network. User-centric network (UCN) 
adopts a decentralized architecture that empowers the capabilities to define, configure and control 

https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0811/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0873/en
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the network functions related to each individual user depending on its service subscribed. Different 
from today’s network function centric network architecture, with the user-centric architecture, each 
user will have a dedicated runtime entity which offers all functionalities needed for the service 
delivery. Users of UCN will be able to define the kinds of service they would like to receive, and 
how to operate and manage them. For up-running services, users can configure policies for resource 
usage. The UCN users will also be able to control the data that is generated by or belongs to them, 
as well as the corresponding process rights (e.g. authentication, authorization and access control). 

A decentralized architecture is employed to mitigate the vulnerabilities to single point of failures 
and DDoS attacks. A per-user design principle also reduces the complexity by eliminate all the 
message exchanges among network functions. On the basis of UCN approach, a user’s digital realm 
could be created with a clearly defined boundary, which contains abundant data resources. This 
digital ream will be helpful to develop digital twins as well as digital asset management. 
 
• Design principles 

 From network function centric to user-centric 

The network needs to be redesigned, where each user will have its own ‘dedicated network’ which is 
organized at an acceptable level of scale, being responsible for mobility management, policy 
management, session management and personal data management of the user. User-oriented 
functions would be decoupled from network-oriented functions to keep it simple, flexible and easier 
to be controlled by user. 

 
 From centralized to decentralized of functionality 

A distributed architecture would be required considering the availability and the invulnerability of 
network. Network functions would keep working in native robust entities, where DDoS attacks and 
SPOF would be mitigated greatly. On the other hand, decentralization is also important to trust. All 
the access to the personal data can be authorized by the data owner himself/herself by an auditable 
and tamper proof distributed ledger (e.g., blockchain), rather than by any centralized trust anchor.  

 
• User-centric architecture 

The types of network functions should be minimized to improve the scalability and reliability of the network 
and effectively decreases the cost of network implementation. In UCN, just several fundamental functions 
are introduced to enable the whole service:  

 
 User service function 

User service function is dedicated to users and implements all necessary functionalities for a mobile 
user to access to services. All the user service functions are organized as a peer-to-peer network, in a 
single runtime entity, and work in a distributed manner.  As a result, the interactions within user 
service function will be reduced and then the complexity will be decreased hence resulting in 
flexible and easily manageable implementations, and low latency.  

 Network service function 

Network service function serves to implement network-oriented functions, which are key points to 
operate and maintenance the whole network (e.g., network access, global policy, exposure of 
network capability, etc.). As the user’s first point of attachment to the network, network service 
function conducts the life-cycle management of user service function and globe coordination.  

 

A multiparty-trust user data management architecture for UCN is composed of a blockchain acting as the 
trust anchor and a distributed storage. Authentication, authorization and access control are implemented 
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by the smart contracts deployed in blockchain. All the access to the personal data is authorized by the 
data owner. 

 

7.5 [Technologies to support Digital Twin Network] 
(Editor’s note: Section 7.5 includes all the texts for Digital Twin Network. There are multiple 
paragraphs from two contributions before subsections begin. There are three subsections: 7.5.1 – 
7.5.2) 

 

No change 

 

7.7 Support for ultra-dense radio deployments  

(Editor’s note: Section 7.7 includes texts related to the ultra-dense radio deployments. There are two 
related contributions. [610] and [635] suggest the texts with title “Ultra-dense IAX network” and 
“Integrated Access and Backhaul”, respectively. [635] text was originally assigned to Section 6.) 

 

No change 

 

7.9 New radio network topology  

(Editor’s note: No text is proposed for “New radio network topology – currently at Section 7.9.) 

[811] 
 

7.10 Network coverage extension via the integration of non-terrestrial networks (NTN)] 

7.10.1 HIBS 

[Editor’s note: The following texts are definition on HIBs] 

HIBS (High altitude platform station as IMT base stations) is an IMT base station located on a 
platform that flies and stays in the stratosphere at an altitude of about 20 km. The stratosphere is a 
layer of the atmosphere far above the clouds, unaffected by rain or snow, and less affected by air 
currents. These characteristics enable the flight of a stratospheric platform to be steadier as compared 
to flight in other layers of the atmosphere. 
[Editor’s note: The following texts are Advantage of HIBs, including coverage, robustness, universal 
terminal] 
Since HIBS operates at an altitude much closer to the ground than satellites, it can provide services 
with the same latency as terrestrial mobile networks, among other features. The advantages of HIBS 
are as follows: 
– A single HIBS can cover a service area radius of up to 100 km, making it more efficient 

than ground base stations in providing wide area coverage. 

https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0811/en
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– Unlike mobile satellite communications, which require dedicated terminals, normal 
mobile phones (smartphones, etc.) can be used without modification. 

– Robust and resilient network that is not affected by power outages or collapses due to 
natural disasters (earthquakes, tsunamis, etc.) can be deployed. 

– Mobile communications can be provided in the sky (for flying cars, drones, etc.) and at 
sea (for ships, etc.), which are difficult to be covered by ground-based base stations. 

[Editor’s note: The following texts are Advantage and disadvantage of airplane type and airship type 
HIBS platforms, from the perspective not only from communications, but also broader engineering 
deployment issue, battery issue, material issues.] 

There are two types of HIBS platforms, airplane type and airship type (including balloons), and each 
type has its own advantages and disadvantages. 
Airplane type has the strength of high operability during flight. In particular, there are many 
companies that are developing small and medium-sized airplanes because of their ease of operation. 
On the other hand, larger airplanes require a high level of safety, that increases the difficulty of 
development. However, since the solar panels attached to the wings are relatively larger than those 
of the small and medium types and generate more electricity, they can fly faster to the destination and 
supply more power to the communication payloads and sensors mounted on the aircraft. 
Airship type can generate a large amount of energy due to their abundant buoyancy and expansive 
light-collecting area on the sphere. However, in terms of fixed-point flight performance, airships are 
inferior to airplanes because they generate more air resistance. Therefore, they require measures such 
as auxiliary propulsion system for operation. 
It is no exaggeration to say that the advancement of HIBS depends on improving the performance 
of batteries and solar panels. The significant increase in battery capacity and solar panel power-
generation efficiency in recent years has made it possible to fly for long periods in the stratosphere. 
It can be said that the performance of batteries and solar panels is expected to continue to improve 
in the future, and thus HIBS is guaranteed to make further progress and become an essential 
infrastructure for humankind.  

7.10.2 Drones communications 

[Editor’s note: With respect to radio network architecture issue, may be more suitable to be moved 
to “7.12 Technologies for interconnection/[integration] with non-terrestrial networks”] 

Similar to the concept of HIBS, “Drones communications” use stations installed on the drones. As a 
prompter solution, the related technologies enabling drones communications can include flexible 
network architecture, intelligent radio network planning, and ubiquitous backhaul solution which 
need to be studied. 
 

8 Technology enablers for terminal technologies 

8.1 Battery and charging technologies  

 

No change 
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1 Introduction 
A new report of PDNR ITU-R M.[IMT.ABOVE 100 GHz] was agreed to be created in WP5D #38 
meeting. According to the agreed work plan in 5D/TEMP/471, 入力内容記載。  

2 Discussion 
入力概要記載。  

3 Proposals  
Japan propose to include the information in Attachment as an annex to the working document towards 
PDNR ITU-R M.[IMT.ABOVE 100 GHz]. 

Attachment: “入力名称”(例: Pathloss study)  

Radiocommunication Study Groups 
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ATTACHMENT 

“入力名称”(例: Pathloss study) 

1 Introduction 
入力内容を記載。 

 

References  
[1].  
 

______________ 



Visionの進め方
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ITU-R WP5D第40回会合に向けた対応案(Vision関連)



#40向け寄書作成提案



WP5D#40への寄書案(作業中)での提案 on 211216 3

2. Trends of IMT for 2030 and beyond 「2030年前後のIMTの動向」
〇将来の社会像を示す記述
〇課題
〇将来へ向けた挑戦
3. Evolution and role of IMT 「IMTの進化と役割」
3.2 Role of IMT for 2030 and beyond
3.2.1 Societal consideration for IMT for 2030 and beyond ＜前回日本提案＞
4. [Usage scenarios] of IMT for 2030 and beyond
〇 scenarioの定義 (計画・予定などの)筋書き、概要・・・相関図化
〇使用例 ＜前回日本提案＞
5. Capabilities of IMT for 2030 and beyond
〇能力capability
〇性能performance ・・・KPI 

ANNEX
〇Use case （使用事例）/ 
〇User application trend（使用者による応用の傾向/動向）

前回#39会合でWG GEN議長が指摘した「簡潔化」要請への対応(分類・整理)。

2021.12.21

+ α (白書案から)

これまでの複数入力寄書の
“OR”をとった記述に整理。
(左側で赤い部分の編集)
※テキストベースで編集



1. はじめに
2. トラヒック動向
3. 通信業界の市場動向
4. 他業界から得られた動向
4.1 金融
4.2 建設・不動産
4.3 物流・運輸
4.3.1 倉庫、物流
4.3.2 航空
4.3.3 鉄道
4.4 通信、IT
4.5 メディア
4.6 エネルギー・試験・素材
4.7 自動車
4.8 機械
4.9 電機・精密
4.9.1 電機・精密全般
4.9.2 半導体
4.10  生活関連・食品・農業
4.11  小売・卸・流通
4.12  サービス・公共サービス・法人サービス
4.12.1 医療
4.12.2 教育・行政
4.13  飲食
4.14  娯楽・レジャー
4.15  学問・その他
4.15.1 宇宙
4.15.2 HAPS
4.15.3 社会

5. 技術動向
5.1 Beyond 5Gへ向けた技術動向の見解
5.2 技術を駆動するものおよび可能とするもの
5.2.1 システム プラットフォームと応用
5.2.2 セキュリティ・回復性・信頼性
5.2.3 エネルギー効率の強化
5.2.4 非地上システムによる網提供範囲の拡張
5.2.5 網構造
5.2.6 無線と光
5.2.6.1 新無線網のトポロジー
5.2.6.2 より広い周波数巾と周波数使用の高度化のための技術
5.2.6.3 無線アクセス技術／空中インタフェースの更なる発展
5.2.6.4 極度に超信頼かつ低遅延通信を支える技術
5.2.6.5 エネルギー効率と低電力消費を強化する技術
5.2.6.6 統合された検知と通信および高精度位置決め
5.2.6.7 無線アクセス／コア網の管理および他の無線システム
5.2.6.8 最初からAIベースの通信のための技術
5.2.6.9 光通信技術
5.2.6.10 ファイバ上の無線
5.2.6.11 光無線と音響通信

作成中の白書の目次案



ITU-R WP5D第40回会合に向けた対応案
(Vision関連)

210824
Beyond5G推進コンソーシアム
白書分科会 WP5D対応Ad hoc



ITU-R WP5D第40回会合に向けた対応案(Vision関連) 6

 第40回会合は、2022/02/07(Mon)-18(Fri)に電子会合として開催予定。
 WP5Dへの入力締め切りは、1/31(Mon)となります。
 入力締め切りに向け、1/17(Mon)の週にARIB標準化部会、1/24(Mon)の週に、

IMT WG、及び、地上業務委員会が開催されると思われます。
 2021/12/22までのメール審議を踏まえ、白書分科会としての入力寄書案の承認を
目標としたい。
 10月の白書分科会で、WP5D#39の状況報告、「2030年の世界」WSのプレゼン
を踏まえ、#40向け寄書作成を提案。

2021.10.26



検討方針・作業状況 7

〇 Contribution driven !
・・・ 既に入力されている内容を考慮する必要がある。

〇 既に出ている図等を列挙。
〇 2030年前後以降の想定される社会像、そこに必要な／向けた

・ 使用例（重要性の想定）、
・ 応用例（システム）、
・ 能力（個別の技術（特徴、性質））

〇 社会課題・想定される災害対策に向けた対応
〇 日本として主張したい要素、補足情報を多めに提案。(既出と重なりOK)

（他の寄書との関係に触れると理解され/受け入れられ易い可能性）
（日本が提示した社会像に固執しない。）

〇 2030 & Beyond IMTのVision： 無線インタフェース＋周辺技術
〇 使用例・応用とそのための条件 ⇒ 簡潔化・2ページ 2021.11.30



82030年代に期待される社会像 （日本の例）

2021.11.30



Samsung Research

92030年代に期待される社会像 （日本の例）

Trustful  
高信頼性 ・情報の迅速な把握

・対処可能な手段を支援

Sustainable
持続可能性

安心・安全確保

不測の事態発生

人間中心の社会
人間の活動を支援

自然環境の
維持・改善

持続的に便利で
社会の成長に繋がる

損失を検出

無/低損失で便利な
生活手段・方法

Inclusive
包摂性

誰もが活躍
可能な社会 様々な壁/差異の除去

健康 教育 文化活動

災害からの
復旧・克服

社会的無損失

※ 色字は筆者案

2021.11.30
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WP5D#39の状況報告
on VISION
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新勧告草案.[IMT.Vision for 2030 and beyond]に向けた作業文書 11

 入力寄書(ISO, IOWN Global Forum, Spark NZ, 韓国、ATIS NGA,
日本、WWRF, NGMN(独), Ericsson et al., 中国、One6G Association)
を統合した（TEMP/494）。

Use caseをoff-lineで議論し、論点を整理。次回以降の検討の基とした。

 WG議長報告 ：特記すべき点無しという状況。
 SWG議長報告：- “Usage Scenario” in §2と”framework”について更なる議論が必要。

- 定義と整理が必要・・・use case in §2 / usage scenario in §4
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新勧告草案.[IMT.Vision for 2030 and beyond]に向けた作業文書 12

2. Trends of IMT for 2030 and beyond

→ SWG議長：次回継続検討

□ 2章で提案されているuse caseをコンパクトにまとめるための3つの案

option 1：M,2083と同様にuse caseを詳細テキストを記述せず、use scenario diagramとして模式図で示す。
option 2：全use caseを分かり易く纏め、usage scenario diagramとして模式図で示す。

全use casesを可能な限り早くレポート化（#40作業文書化、#41新報告草案化、#42最終化）。
但し、作業負荷を考慮すべき。

option 3： 全てのuse caseをAnnexのAttachmentに記述。use caseを分かり易く記述

2.1  User and application trends 

※WG GEN議長要請：現状15ページあるuse caseの記述を2ページでまとめる検討要請 文書のコンパクト化

※ロシア： user scenarioは新読者向けに記述されるべき。
ダイアグラムは基礎。6Gに対しても同じダイアグラムを定義すべき。技術の特徴を規定可能。
Use scenarioの地図も必要

※HUAWEI： use case とuser application trend の違いを区別すべき。
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新勧告草案.[IMT.Vision for 2030 and beyond]に向けた作業文書 13

3. Evolution and role of IMT IMTの進化と役割
3.1 How IMT has evolved ・・・・・次回継続検討
3.2 Role of IMT for 2030 and beyond
3.2.1 Societal consideration for IMT for 2030 and beyond
〇 (T-Mobile) 社会的検討を含める日本提案のアイデアを支持。(Samsung) 提案を維持すべき。

・更にコンパクト化された内容の提案
・IAFI： societal considerationについて本章に反映させたい多くの要素がある。

● Vision文書は技術に絞るべき。社会科学でない。社会像といっても、欧州、アフリカ等、様々な地域
がある(NDR, 他１)。

□ イラン(Arasteh氏)： ITU-T SG13からの異なる視点に基づく有用な出力を次回入力。
他のITU部門において、誰がどのように本件を見るか、検討することが必要。

4 [Usage scenarios] of IMT for 2030 and beyond
・ 現時点Usage scenarioでいいが、共通認識化、明確化が必要。分類も必要（IMT-2020の3分類を意識）。

Keyとして強調する特性を記述すべき。
・ KPIに関係するので、usageだけでは意味ない。
・ Usage scenarioに関し、IMT-2020と異なる表現がいいとする意見も。後の段階で、外部読者が正しく
解釈するように、適切な表現を再検討。新しい用語を検討。

・ Scenarioの定義について合意が必要。他の研究、組織では”application”を使用。
⇔ SWG議長が本章に対する提案が多いため、全て[  ]を付し議論は先送りにした。
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新勧告草案.[IMT.Vision for 2030 and beyond]に向けた作業文書 14

5. Capabilities of IMT for 2030 and beyond （１）

□LatencyおよびSensingに
分類された各項目の違い等
詳細は次回に議論。
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新勧告草案.[IMT.Vision for 2030 and beyond]に向けた作業文書 15

5. Capabilities of IMT for 2030 and beyond （２）

・イラン：Visionは世界規模で考える内容につき、技術だけにフォーカスせず、覆っている社会状況、
市場要求、多くのものの生産可能性やその逆、経済環境、必要な余力も考慮してcapabilities項目を
決めて欲しい。

Visionは非常に広い。全ての可能な構想・見解を捉えること。実施することに限らない。
・ TEMP文書でも議論は継続。議論をミスリードしないよう、能力数について更に検討すべき。

6. [Framework] and objectives
6.1 Relationship ・・・何の関係か？
⇒ 従来システムや他システムと[IMT for 2030 and beyond]の関係で、IMT-2030の位置づけあるいは

案内役としての地図化について検討されるべきものと理解。
6.2 Timelines・・・・・次回会合に入力を期待

【5 min brainstorming】
□ SWG議長：第２章のUse caseの纏め方 Option 1-3
□ WG議長 ： 複数ベンダー寄書で、マーケット、トラヒック関係のレポートがあった。

この論点をどうVisionに盛り込めるか。（勧告M.2083では、SWGで作成された市場
トラヒックレポート及び技術動向レポートから幾つかの要素がVISION勧告に導入された。）
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162030年代に期待される社会像 （日本の例）
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176G使用例の分類と技術手段
[5D/882 One6G-Association]

2.1.x 遍在知能による移動社会を支援
使用例
・持続可能農業のための6G

・健康で安心のための6G

・教育のための6G

・知的能力および関係性を有する輸送のための6G

・没入感、安全、弾力性、持続可能な都市のための6G

・持続可能な産業のための6G
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18３つの世界・制御・要件
https://www.asut.ch/asut/media/id/2210/type/document/
20210527_praes_64ma_nokia_uusitalo.pdf (asut.ch) ディジタル

世界

物理世界 人間世界

信頼性

極体験

世界中に
サービス
提供

持続
可能性

網の網

接続
知能

実時間制御

対で制御 認知と
同期バイオ

https://www.asut.ch/asut/media/id/2210/type/document/
https://www.asut.ch/asut/media/id/2210/type/document/20210527_praes_64ma_nokia_uusitalo.pdf
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195群の23使用例・新能力を利用する７特権サービス
https://www.asut.ch/asut/media/id/2210/type/document/
20210527_praes_64ma_nokia_uusitalo.pdf (asut.ch)

https://www.asut.ch/asut/media/id/2210/type/document/
https://www.asut.ch/asut/media/id/2210/type/document/20210527_praes_64ma_nokia_uusitalo.pdf
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20使用例群・代表的使用例・新能力
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21

IEEE原案

IMT-2030システムとその基礎となる使用例
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22

[5D/822 WWRF]

使用シナリオの進化：世界接続/没入接続/知的接続/観測インターネット

世界中を接続 没入接続

知的接続性感覚のイン
ターネット

検出
知性

没入感包摂性
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23

Global Inclusion  [5D/822 WWRF]

世界包含
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24使用シナリオ例/改善・高度化例/新定義AI等
[5D/783 KOR]
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25中国提案
図は未提示。「2.1 使用者と応用の動向」の各要素をテキストで説明。

2.1.1  超低遅延と超高情報処理速度で人間中心応用を支援
2.1.2  超低遅延と超高信頼性で類似業種別応用を支援
2.1.3  超大規模接続を支援
2.1.4  世界を継目無くサービス提供する範囲を支援
2.1.5  超高移動度での高品質通信を維持する支援
2.1.6  高精度および高解像度の計測応用を支援
2.1.7  遍在的知能による応用を支援
2.1.8 知能的な相互作用を支援
2.1.9  仮想と現実の高品質な相互作用を支援
2.1.10 適応能力を備えた作業指向応用
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Considerations for future works
- ITU-R WP5D #39 (October 2021) -

Chair of SWG VISION

HyoungJin CHOI (KOR, hj686.choi@Samsung.com)
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Usage Scenarios

Triangle diagram for IMT-2020: 
eMBB, URLLC and mMTC

New figure for IMT-[2030]

?
Usage scenarios again ? 
Or new terminology ?

What kind of diagram?

M.2083-02

Gigabytes in a second

Smart home/building

Voice

Smart city

3D video, UHD screens

Work and play in the cloud

Augmented reality

Industry automation

Mission critical application

Self driving car

Massive machine type
communications

Ultra-reliable and low latency
communications

Enhanced mobile broadband

Future IMT
Inputs are encouraged!
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How many Capabilities would be needed?
Recommendation ITU-R M.1645 (Vision for IMT-Advanced)

Recommendation ITU-R M.2083 (Vision for IMT-2020)

Rec. ITU-R M.1645 Rec. ITU-R M.2083 IMT-[2030]
Peak useful data rate Peak data rate

Mobility User experienced data rate

Latency

Mobility

Connection density

Energy efficiency

Spectrum efficiency

Area traffic capacity
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Diagram for Capabilities

Van-Diagram for IMT-Advanced Spider web-diagram for IMT-2020 New diagram for IMT-[2030]

 

M.2083-03

User experienced
data rate
(Mbit/s)

100

Spectrum
efficiency

IMT-2020

3×

500

110
6

10

20

100×
Mobility
(km/h)

Latency
(ms)

Connection density
(devices/km )

2

Network
energy efficiency

Area traffic
capacity

(Mbit/s/m )2

Peak data rate
(Gbit/s)

10

1×

400
350

1010
5

10×
1×

1
0.1

1

IMT-advanced

?
Inputs are encouraged!
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“Example” of future works

to 5D #42 (Oct 2022)

5D #43 (Feb 2023) – 5D #44 (Jun 2023)

• Discuss “Usage scenarios” and “Capabilities”

Timeline above is an example for future works. It is subject to change based on progress and agreement. 

• Agreement on “Usage scenarios” and “Capabilities” no later than 5D #43
(Early agreement will also be welcomed.  )

• Completion @ 5D #44

According a workplan, a PDNR should be ready by WP 5D #43 in February 2023.

This means that all items in Vision document should be stabilized by WP 5D #43 in February 2023. 
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Thank you
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2030年世界Workshop
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Workshopについて 33

 前回、ワークショップ(WS) “IMT VISION for 2030 AND BEYOND”を
2022年6月に開催するとして、プログラムに係る作業文書（TEMP/492）
の議論を始めたが、WSの目的、必要性が今一つ明確でないとされ、#40
会合で改めて議論する。
これに伴い、外部団体向け周知LS文書（TEMP/493）の作成も、次回

会合に行う。

• WP5D副議長から,目的と内容に関し再考が求められ、次回検討となった。
以前開催されたWorkshop はブレインストーミングのようなもので、当時は必要だった。今は異なる。
- 国の研究組織への働きかけか、あるいは外部組織に働き掛けか。
- ① ITUの正式会合より自由に議論する場を持ち、情報収集を働き掛ける目的？
② workshopを通じ、ITUによるある種の宣伝。セクターメンバーを含む我々の活動宣伝目的？

どちら？



ビジョン作業班の
今後の進め方について

Beyond5G推進コンソーシアム
白書分科会 ビジョン作業班

2 0 2 1 年 1 2 月 2 1 日



原稿提出日の確認 1

本日のエディターズ会議で、いつ原稿を提出
できるかについて、確認させてください。

事務局資料
（2021/12/21）



白書の5章について 2

事務局資料
（2021/12/21）



白書5.1節の作成に向けて（１）～11月に依頼済の内容を流用～ 3

ビジョン作業班
資料

（2021/11/30）

この内容を5.1節
に記載する



白書5.1節の作成に向けて（２）～4章のグループの再確認～ 4

1. はじめに
2. トラヒックトレンド
3. 通信業界のマーケットトレンド
4. 他業界から得られたトレンド

4.1 金融
4.2 建設・不動産
4.3 物流・運輸
4.3.1 倉庫、物流
4.3.2 航空
4.3.3 鉄道

4.4 通信、IT
4.5 メディア
4.6 エネルギー・資源・素材
4.7 自動車
4.8 機械
4.9 電機・精密
4.9.1 電気・精密全般
4.9.2 半導体

4.10 生活関連・食品・農業
4.11 小売・卸・流通
4.12 サービス・公共サービス・法人サービス
4.12.1 医療
4.12.2 教育・行政

4.13 飲食
4.14 娯楽・レジャ
4.15 学問・その他
4.15.1 宇宙
4.15.2 HAPS
4.15.3 社会

グループ#2
(取り纏め: KDDI)

グループ#3
(取り纏め: ソフトバンク様)

グループ#4
（取り纏め: NEC様）

グループ#5
(取り纏め: 
NTTドコモ)

グループ#6
(取り纏め:
JAXA様)



白書5.1節の作成に向けた進め方（案） 5

• 方針全体：グループ#2～#6のグループごとに、「特徴的なユースケースと求められる性能」
を“1個以上/グループ”記載していただけないでしょうか？
 2個以上でも可。
 0個になりそうな場合は、ビジョン作業班リーダ＆サブリーダにご相談ください。

• 記載内容：
 B5G/6Gの時代に向けて、特徴的なユースケースについて概説（数行）
 このユースケースで求められそうな性能を記載
 記載例： 5.1節_r0.docxを参照されたい。

• 作成する文書とUpdate方法：
 ファイルサーバ内の5章の配下にある「5.1節_r0.docx」をベースにしてください。
 追記する場合は、参照する節番号が昇順になるように追記場所を選んでください。
 追記したらファイル名に“_Gr2”というようにグループ名を追記して別名保存してください。

（Updateされたファイル名の例： 5.1節_r0_Gr3_Gr2.docx
 グループ#2～#6の全5グループによる追記後、ビジョン作業班リーダ＆サブリーダで確認（ならびに、必

要に応じて、微修正）し、「5.1節_r1.docx」にします。

• グループからの提出期限：本日の相談
（いつ頃なら提出可能でしょうか？？勝手ながら、幹事団の希望は、英訳第3弾の原稿〆切である1/18です）


TEMPLATE for B5G White Paper／B5G白書用テンプレート





5.	B5Gで求められるCapabilityとKPI

5.1	B5Gで求められるCapability

4章では、通信業界以外の様々な業界における、現状の課題や課題解決に向けた打ち手、業界の夢、そして、B5Gへの期待をまとめた。本節では、4章の内容から、様々な業界での特徴的なユースケースを洗い出し、それぞれのユースケースで求められるB5Gの性能をまとめる。

· Xx業界では、xxという現状の課題やxxのような夢がある（x.x.x節を参照）。このようなことから、B5Gの時代にはxxのようなユースケースが期待されている。このユースケースからB5Gに求められる性能はxxGbps超のスループットと、xxミリ秒以下の遅延時間の両立である。	Comment by 小西 聡: 記載例です。
グループごとに1個以上追記してください。
追記する場合は、参照する節番号が昇順になるように追記場所を選んでください。
追記したらファイル名に“_Gr2”というようにグループ名を追記して別名保存してください。

· 
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イベントへの対応方針 6

• 2022/1/17：B5G推進コンソーシアム 企画戦略委員会
・・・ 2021/11/9のB5G国際カンファレンスの資料を流用

• 2022/2/28：総務省技術戦略委員会
・・・ B5G国際カンファレンスの資料をUpdate

【Updateの内容案（発表時間次第）】
 2章や3章の内容を追記
 国際カンファレンス版で記載した4章の事例を増やす
 5.1節の内容を追記 ・・・メインメッセージ

• 2022/3/18：B5G推進コンソ親会＆B5G白書リリースイベント
・・・ 2/28資料をブラッシュアップした内容

（Minor changeを想定しているが、発表時間やリリースイベントのテーマ次第）





白書分科会 技術作業班の進め方について(案)

技術作業班リーダ

(2021年12月21日)



技術作業班検討状況/今後の進め方(案)
1. 編集会議[12/14]

0.5版に向けた記載レベル確認、全体構成の整合に関する検討
2. 章番号振り直し(現5章→新6章に振り直し)、および、章構成全般について
3. 「5.1.3 “Spectrum aspect” 」

→ 電波伝搬情報の記載を検討(分科会、または、作業班メンバーに確認)
(既発表論文=概要記載+参照リスト, 未公表資料=個別確認)

・1.0版では電波伝搬に関する研究動向、周波数の利用状況などの事実ベースの記載
に留め、2.0版に向けて更なる考察などを含めた記載を検討。
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編集会議(2021/12/14)概要
現5章の取りまとめご担当にご参集いただき、執筆状況の確認と0.5版に向けた
執筆作業の方向性を確認

• 現5章全般は「英文」で記載。各章のページ数分量について、具体的な目安は設けないが
執筆原稿全体のバランスを見て必要に応じて分量調整を検討。

• 現5.1章: 
‒ 「通信トラフィックのトレンド」はトラフィックの増加傾向に関する考察を2章で記載するが、消費電力低減
に向けた技術検討の文脈などで、トラフィックの日較差の考察などについて再検討。

‒ 伝搬実験結果の記載についてメンバーの意向を確認して記載する方向で検討。
• 現5.2章:
‒ 「技術作業班白書執筆ガイドライン」に記載の4項目

(右記)の視点から記載を整理する方向を確認。4項目
を明示的なサブセクションとして独立させるか、文脈の
中で記載するかなどは、各セクションの記載状況に応じ
て検討する。
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【参考】白書5章の構成、内容について [第9回分科会資料(2021/12/21)より転載]

１．はじめに
２．トラヒックトレンド
３．通信業界のマーケットトレンド
４．他業界から得られたトレンド
５．B5Gで求められるCapabilityとKPI
６．Technology Trend

※現在は5章として作成

現在の章構成

担当：
ビジョン作業班

担当：
技術作業班

5.1 B5Gで求められるCapability（担当：ビジョン作業班）
 （4章から得られる）特徴的なユースケースと、求め
られる性能

5.2 目標とするKPI（担当：技術作業班）
 目標KPIのリスト
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今後の予定(0.5版原稿とりまとめ→1.0版公開)

英文原稿集約
2022年1月21日(金)

• 分科会文書サーバに登録

英文統合原稿作成
2022年1月末目途

• 作業班リーダにて作業(with 事務局)

英文チェック
2022年2月初～3月初旬

• 詳細別途調整

日本語原稿執筆
～2022年2月中旬

• 詳細日程は1月に調整

日本語統合原稿作成
2022年2月末目途

• 作業班リーダにて作業(with 事務局)

最終確認
～ 2022年3月中旬

• 詳細別途調整

2022年1月 2022年2月 2022年3月

白書 1.0版公開
(3月中旬)

5



【参考】技術作業班白書執筆
ガイドライン

白書分科会 技術作業班
2021年10月26日
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1. 技術作業班白書執筆ガイドライン

1.技術の「特長」、「強み」、あるいは読者に伝えるべきメッセージを簡明に記載する。
2.技術の中身の説明は簡潔にまとめる。技術の詳細説明はオリジナルの技術文献等に譲り、
当該技術文献を参照文献としてリスト化した上で、白書本文から参照する形で説明する。

3.2030年代に向けて、いつぐらいどれぐらいの技術レベルでの達成が期待されるのかというマイル
ストーンの記載を心がける。

4.広く研究機関、教育関係者・学生などが興味を持って読めるような課題認識提示・メッセー
ジを心がけ、学際的な成果の活用などを含めた中・長期的な産学連携の契機となり得る内
容を心がける。

5.各社・団体が既に各種のB5G関連白書を公表済であることに鑑み、それらの単なる繰り返し
にならないように留意する。(白書分科会として表明すべきテーマ、メッセージを意識した内容
を心がける。)

(8/24分科会資料04‒1から抜粋)
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2. 「読者に伝えるべきメッセージ」

「読者に伝えるべきメッセージ」(参考)

当該技術の
①「特長」、「強み」
② 提供する価値
③ 果たすべき役割

(期待されている社会的な役割(公共の福祉の増進、社会課題解決など))
④ 技術の素性(技術の説明としての)

※上記4項目すべてを網羅する必要はない。記載内容に応じて取捨選択する。
(8/24分科会資料04‒1から抜粋・補足)
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今後のスケジュール
会合 開催日時（基本）
白書分科会（ビジョン作業班と技術作業班の合同開催） 毎月１回 第４火曜日 15時ー18時

ビジョン作業班 2030年社会検討ワークショップ 毎月１回 第２火曜日 15時ー18時
毎月１回 第４火曜日 15時ー18時の一部

技術作業班 毎月１回 第４火曜日 15時ー18時の一部
白書分科会と
合同開催

日付 時間 白書分科会 ビジョン作業班 技術作業班 上位会合
12月21日(火) 15:00-18:00 第９回 第14回 第10回

1月11日(火) 15:00-18:00 第15回
（2030年社会検討WS）

1月17日(月)＊ 13:00-14:30 企画・戦略委員会
1月25日(火) 15:00-18:00 第10回 第16回 第11回

2月8日(火) 15:00-18:00 第17回
（2030年社会検討WS）

2月22日(火) 15:00-18:00 第11回 第18回 第12回
2月28日(月) 13:00-14:55 企画・戦略委員会

(2月28日(月)＊ 13:00-14:55 情通審 技術戦略委員会)

3月8日(火) 15:00-18:00 第19回
（2030年社会検討WS）

3月18日(金) 10:00-12:00 総会
13:00-15:30（仮）＊ Beyond 5G白書リリースイベント（仮）

3月22日(火) 15:00-18:00 第12回 第20回 第13回
（＊）次ページ参照

本日⇒



対応予定イベント一覧

日時 会合 内容 説明者

１月１７日（月）
13:00–14:30

Beyond 5G推進コンソーシアム
企画・戦略委員会（第３回）

白書分科会の進捗状況の報告
小西リーダー（ビジョン作業班）
中村リーダー（技術作業班）

２月２８日（月）
15:00-17:00

情報通信審議会 情報通信技術分科会
技術戦略委員会（第33回）

白書分科会の進捗状況の報告
(我が国の特徴的なビジョンや技術の説明含む)

中村主査

３月１８日
（金）

10:00-12:00
Beyond 5G推進コンソーシアム

総会（第３回）
2021年度白書分科会の活動報告

（白書第1.0版の説明含む）

中村主査
小西リーダー（ビジョン作業班）
中村リーダー（技術作業班）

13:00-15:30
（仮）

Beyond 5G推進コンソーシアム
Beyond 5G白書リリースイベント（仮）

（例）
・白書第1.0版の説明
・多様な業界を交えたトークセッション



白書英訳スケジュール
白書分科会事務局（ARIB）

2021/１２/１7

ビジョン作業班 原稿〆切 展開予定日

第1弾 12/21(TUE) 12/24(FRI) 1/21(FRI)

第2弾 1/11(TUE) 1/14(FRI) 2/4(FRI)

第3弾 1/18(TUE) 1/21(FRI) 2/11(FRI)

 原稿〆切から英訳版展開まで3週間（年末年始除く）を予定
（但し、依頼する章数によっては前後する可能性有）

 共有フォルダに英訳作業用フォルダを作成済み。

➡原稿〆切までに該当フォルダに格納をお願いします。
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