
Beyond 5G 推進コンソーシアム
企画・戦略委員会
白書分科会（第11回）

ビジョン作業班（第16回）／ 技術作業班（第12回）
合同会合

間もなく開始いたします。



Beyond 5G 推進コンソーシアム
企画・戦略委員会
白書分科会（第11回）

ビジョン作業班（第16回）／ 技術作業班（第12回）
合同会合

2022年2月22日（火）15:00-
場所：ウェブ開催



議事次第

1. 前回会合（第10回）議事要旨について
2. 白書作成スケジュール、編集作業状況、タイトルについて :10min
3. 白書リリースイベント(3/18)について :15min
4. WP5D対応Ad hoc :10min
5. 技術作業班（第12回） :20min
6. ビジョン作業班（第16回） :20min
7. 今後の会合スケジュール :5min
8. 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 10 回)／ビジョン作業班(第 15 回)／技術作業班(第 11 回） 

議事要旨 

 

 

１．日 時： 2022年 1 月 25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 111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、杉山官 

     ARIB加藤、相原、佐藤（拓）、三宅、山下 

 

４．議事要旨 

（１）前回会合(第 9回）の議事要旨について 

資料 1白書分科会第 9回議事要旨について、事前照会が行われており特にコメント

なく承認。  

（２）白書作成スケジュール   

  事務局から資料～について説明。質疑応答は以下のとおり。 

 

中村主査：2/16に国際委員会が開催される予定であり、白書分科会として国際委員 

会へのインプットも必要と考る。当日対応は調整するが、スケジュール表に反映し

て欲しい。 

小西リーダー：1/17企画戦略委員会で使用の資料は 11月の国際カンファレンス時の

内容と同じにつき、2/16資料はアップデートが必要。 

中村主査：可能な範囲で対応いただきたい。 

 

5章追記等どこまで盛り込めるか両作業班にて検討する事とした。 

 

（３）白書リリースイベントについて 

  事務局から資料～について説明。 

パネルセッションのモデレータについては両作業班にて検討する事とした。 
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（４）ビジョン作業班（第 15回）について 

小西リーダーから、資料 4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。 

 

永田サブリーダー：CTC担当部分については、1/28に間に合う見込み。 

小西リーダー：エディターズ会議では、特に 5.1節を議論し、作成に向けた作業に着手

する。特徴的なユースケース、求められる性能が重要。 

中村主査：白書リリースイベントは、非常にワクワクするイベントとなりそうで非常に

楽しみだが、パネルディスカッションでは、通信業界と各業界でどうすれば議論を深

められるか、うまく連携できるのか、という可能性も取り扱って欲しい。 

小西リーダー：承知した。 

中村主査：白書リリースイベントは、完全にオープンなイベントか？できるだけ多くの

方にお聞きいただきたいが、ワークショップにお呼びした方も本イベントにお呼びす

るか？ 

小西リーダー：そのとおり。 

中村主査：お呼びするのに、効率的な方法など、事務局、総務省、リーダー陣で、検討

しましょう。 

小西リーダー：白書リリースイベントは、オンラインかハイブリッドで実施したい。 

事務局：総務省と調整の上、１月末までに確定する。 

 

（５）技術作業班(第 11回）について 

 中村リーダーから、資料 05-1,2技術作業班資料について説明。質疑応答は以下の 

とおり。 

 

ドコモ須山氏：技術作業班の英文原稿には濃淡がある。白書 0.5版への反映は難しいが、

KPIと整合性はとりたい。 

中村リーダー：KPIについては、下西サブリーダーに意見を聞きたい。ビジョン班からも

意見を聞きたい。少し柔軟性を残しておきたい。 

下西サブリーダー：ここで書いた KPI が、目指す価値あるか、技術的に可能か、社会動

向からみてどうかをチェックしたい。 

ドコモ須山氏：できれば編集会議みたいなものを開いて整合できるとよい。進め方は相

談させて欲しい。 

中村リーダー：現状を確認して、編集会議にするか分科会のアドホックにするか決めた

い。 

ARIB三宅氏：用語集は、先ほどの略語集と一緒に白書の最後に載せる想定か。 

中村リーダー：用語集は白書にマージしないつもり。表現を合わせるためのツールと考

えている。 

ARIB 三宅氏：キーワードリストも表現を合わせるためのツール。白書に載せるかどうか
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は終盤に決めたい。 

 

ARIB三宅氏：参考文献は日本語版のままか、それとも英語版に置き換えるか。 

中村リーダー：英語版があるものは載せた方が良いが、必須ではなく、個別に対応すれば

よいと考えている。全体バランスの中で決めるのが良いと思う。 

ARIB加藤氏：英文原稿 11個のファイルはマージされるか。 

中村リーダー：英文原稿は、マージしないで11個のファイルの単位で作業を進めて行く。

細かい部分は作業を進めて行く中で相談させて欲しい。 

永田サブリーダー：遅延の KPIについて、e2e で 0.1msは他国と比較しても厳しすぎるた

め 1msで良いのではないか。 

中村主査：確かに e2eで 0.1msは厳し過ぎるので 1ms以下で良いのではないか。 

中村リーダー：ご提案いただいた数値をベースに両作業班で持ち帰り検討する。 

下西サブリーダー：どこを測っての値かを含めて整理する。アプリケーションのニーズ

を含めて情報をいただきたい。 

菅田主査：株式などで、コンピュータが処理する際の必要条件など、技術的に積み上げた

値を整理できるとよい。 

下西サブリーダー：どこの部分かという事と根拠を明確にして整理する。 

中村リーダー：5.2章 KPIの図のどこの部分かを明確にする。 

華為朱氏：e2eはどの層か、アプリ層なのか、また“レスポンス”という言葉等の定義を

明確にしていただきたい。 

中村リーダー：継続議論する。 

 

（６）WP5D対応 Ad hocについて 

武次副主査から資料 6-1 WP5D対応 Ad hoc（FTT）、菅田主査から資料 6-2～4 WP5D

対応 Ad hoc (vision)について説明。質疑応答は以下のとおり。 

 

 中村リーダーより感謝が述べられ、白書 1.0版の時点で公表できる伝搬測定結果に  

ついては 6月の WP 5D会合への入力できるよう議論させてほしいと述べられた。（ビ

ジョン関係） 

永田サブリーダーより、今回作成された寄与文書案について白書のエディターが確

認できていない可能性があるため、改めて、本日のエディターズ会議で周知すると述

べられた。また、今後の WP 5D会合への入力の頻度等について確認がなされた。 

菅田主査より、今回の寄与文書が 2月の会合でどのように扱われるかによるが、少

なくとも 6月の会合での内容の改訂は可能と想定しているとの回答がなされた。ま

た、6月の会合以降は、議論が KPI等へ移る可能性があるが、ユースケースとしては

残ると想定され、引き続き更新していくことは有用であると述べた。 

中村主査より、資料 6-4は白書完成ののち他団体とのギャップ分析をするのに有用で

あり、分析結果から白書の修正・追加を考えることは必要であるとコメントがなさ
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れた。 

 

（７）今後のスケジュールについて 

事務局から資料 7今後のスケジュールについて説明。中村主査より下記コメントが

あった。 

2/16国際委員会を織り込むこと。また、白書発表後後の白書分科会の活動プランに

つき、次の幹部会で検討の上、次回分科会に諮る。 

 

次回会合は 2月 22日（火）15：00から開催予定。 

 

以上 



白書作成スケジュール 白書分科会事務局

2022/2/２2

2022.1 2 3

▼3/18(Fri)
総会＋

白書リリースイベント

ビジョン
作業班

技術
作業班

白書分科会
▼1/25(Tue)
白書分科会

▼2/22(Tue)
白書分科会

▲1/２４(Mon)

▲2/７(Mon）
1/14(Fri)

▲2/２１(Mon)
1/28(Fri)

英訳/英文チェック作業
（事務局より外部委託）

▼1/11(Tue)
エディターズ

会議

▼1/25(Tue)
作業班＋

エディターズ会議

▼1/25(Tue)
作業班

▼2/22(Tue)
作業班＋

エディターズ会議

▼2/22(Tue)
作業班

▼2/15(Tue)
エディターズ

会議

英訳第1弾

入稿〆

2/１０(Thu) ▲3/2(Wed)

▼3/8(Tue)
エディターズ

会議

▼17(Mon)
企画・戦略委員会 ▼28(Mon)

企画・戦略委員会

事務局
作業

▼3/11(Fri)
1.0版FIX

アップロード、確認作業

▼3/17(Thu)
白書公開

日本語版編集

英語版編集

（2月上旬より順次着手）
事前調整、準備作業

HP公開作業

第2弾

第3弾

5.1章

▼英語版集約 ▼2/18(Fri)
日本語版集約

英文チェック
1/2８(Fri)

▲2/21(Mon)

入稿〆入稿〆

入稿〆

▼2/８(Tue)
エディターズ

会議

統合ドラフト照会
▼3/4(Fri)

素材FIX



白書英訳スケジュール
白書分科会事務局（ARIB）

2022/2/２２

ビジョン作業班
エディターズ会議

原稿〆切 展開
予定日

エディター
確認期限

第1弾 12/21(火) 12/24(金) 1/24(月) 1/31(月)

第2弾 1/11(火) 1/14(金) 2/7(月) 2/14(月)

第3弾 1/25 (火) 1/28(金) 2/21(月) 2/28(月)

第4弾
(5.1章)

2/８(火) 2/１０(木) 3/２(水) 3/４(金)

 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。

共有ドキュメントはこちら

1
3/11(金) 1.0版FIX
3/17(木) 白書公開

https://aribjapan.sharepoint.com/sites/com/else/b5g-wp/DocLib/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsites%2fcom%2felse%2fb5g%2dwp%2fDocLib%2f20%20%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e7%8f%ad%2f0%2e4%e7%89%88%2f%e8%8b%b1%e8%a8%b3%e4%bd%9c%e6%a5%ad&FolderCTID=0x0120002858C4910D949C4595F54F1EFDAB6A5A


白書英訳スケジュール

2

第３弾のエディターの皆様は「2)_納
品物」をご確認の上、修正があれば、
「3)_エディター修正済み英訳」に
ファイルを保管してください。

修正がなければ、対応不要です。



編集素材の管理について
（両作業班共通）

3

https://aribjapan.sharepoint.com/sites/com/else/b5g-wp/DocLib/Forms/AllItems.aspx

最終版をこちらに
保管いたします

https://aribjapan.sharepoint.com/sites/com/else/b5g-wp/DocLib/Forms/AllItems.aspx


編集素材の管理については、新設の「50 白書」
配下の編集素材で管理。
ビジョン作業班のデフォルト素材（日本語版：翻訳
依頼版、英語：エディタ確認版）は事務局で格納。
技術作業班は別途調整。
エディター側で、更新発生時は、リネームの上、該
当フォルダにエディターが保存し（履歴付）、事務
局に連絡。

4

編集素材の管理について
（両作業班共通）



白書リリースイベントについて 白書分科会事務局

2022/２/２２

 開催概要
日時： 3/18(金） 13:00-15:３0
形式： オンライン
主催： Beyond 5G推進コンソーシアム（企画・戦略委員会）
イベント名： 「Beyond 5G白書1.0版」リリースワークショップ ～ Beyond 5Gのビジョンと技術
内容： 白書内容の紹介 ＋ パネルディスカッション
その他： 午前中の総会では、白書について10分間のプレゼン有（ドコモ中村様で対応）

議事 発表者 時間（分）

1 開会挨拶 森川企画・戦略委員会委員長 5

2 白書1.0版の紹介 概要：中村白書分科会主査
詳細内容：小西ビジョン作業班リーダ

中村技術作業班リーダ

40

3 パネルその１
～Beyond 5Gのビジョン

モデレータ：永田ビジョン作業班副リーダ
パネリスト：４～５社

50

4 パネルその2
～Beyond 5Gの技術

モデレータ：下西技術作業班副リーダ
パネリスト：４～５社

50

5 閉会挨拶 中村白書分科会主査（ドコモ） ５

 プログラム案（１２０分）
 運営、準備状況

 Zoomウェビナーを利用

 パネルでは聴講者からQ＆Aを受付

 B5G推進コンソHPでの案内、プレスリリース
（総務省様）準備中



Beyond 5G推進コンソーシアム総会
 開催概要

日時： 3/18(金）1０:00-1２:０0 ＠オンライン（Zoom or WebEx）
主催： B5G推進コンソーシアム

 スケジュール案（１２０分）

調整中

議事 発表者 時間（分） 備考
開会 会長挨拶 五神会長 4

総務省挨拶 要調整 3
コンソーシアムの
活動報告、活動

計画

コンソーシアム組織更新
・新設分科会について（Open RAN推進分科会）

事務局（NRI） 10

企画・戦略委員会活動報告
・委員会活動内容（CFMM技術検討ほか）
・白書分科会報告及びリリースイベント案内
・コンソーシアム活性化検討会

森川委員長
中村主査（白書分科会） 20 白書関連で10分程度

（白書イベントは午後開催）

国際委員会活動報告
・委員会活動内容
・国際カンファレンス
・MWC22出展報告
・技術分科会（スケーラビリティWG）

中尾委員長
桑津副委員長
事務局（NRI）
豊嶋WG長

25

次年度以降のコンソーシアム方針 事務局（NRI） 5
関連活動
について

B5G推進戦略プログレスレポート発表 総務省・新世代室 10
B5Gの取組に係る進捗・今後の取組 副会長（通信キャリア４社）

20
・キャリア４社から、最近のBeyond 5Gに向けた取組
や、Open RANの取組・今後の計画についてもコメン
トいただく。
・都合がつかない場合ビデオ参加可。

NICT研究開発基金・テストベッド紹介 副会長（徳田NICT理事長） 10
意気込み Beyond 5G実現に向けた意気込み・メッセージ 森川委員長

中尾委員長
産業界１名（NTT？）

10

閉会 挨拶 経団連（要調整） 3 要調整
120

参考：総務省様から共有



Beyond5Gコンソーシアム イベント（午後）

■白書分科会 Beyond5Gホワイトペーパーについて（仮称）
13:00-15:30 ＠オンライン（Zoom or WebEx）

議事 発表者 時間（分）

1 開会挨拶 森川企画・戦略委員会委員長 5

2 白書プレゼン 冒頭：中村主査（ドコモ）
プレゼン：小西ビジョン作業班リーダー（KDDI）

中村技術作業班リーダー（富士通）

40

3 パネルその１
～B5Gのビジョン

モデレータ：小西ビジョン作業班リーダー
パネリスト：3、４社

50

4 パネルその2
～B5Gの技術

モデレータ：中村技術作業班リーダー
パネリスト：3、４社

50

5 閉会挨拶 中村主査（ドコモ） ５

議事 発表者 時間（分）

1 Opening Remark
森川先生
中尾先生
総務省

15

2 日本オペレーターの取組

ドコモ
KDDI
ソフトバンク
楽天モバイル

40

3 日本サプライヤーの取組
NEC
富士通

20

休憩 10

4 海外オペレータの取組
ドイツテレコム(独)
DISH（米）

20

５ 海外サプライヤーの取組
DELL(米)
NVIDIA(米)
楽天シンフォニー 等

40

６ ＯＴＩＣに関する取組
ORANGE(仏)
AURAY（台） 等

30

７ Closing 終了

■Open RAN推進分科会キックオフイベント
16:00-19:00 ＠オンライン（Zoom or WebEx） 同時通訳あり

調整中

スライドP1参照

参考：総務省様から共有



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) (1/3) 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
ています。

 Future Technology Trends (FTT)
 総務省様主催の1/28(Fri)の地上業務委員会でWP5Dへの入力が承
認され、5D/1025として入力されました。

 2/9(Wed)のSWG Radio Aspectsで5D/1025の紹介を行い、中国か
らコメントを頂きました。Offline discussionの結果、user-centric 
architectureの文章を修正致しました。

 日本寄与文書を含めて、NICT様、中韓等9件の入力があり、作業文書
の各章ごとにeditorが選任され、drafting会合が開催され、作業文書とし
て纏めを行いました。

 FTT報告は、次回第41回会合で最終化予定であり、作業文書に対する
改善提案のみを受け付けることになっています。

 第41回会合に向けて、入力を検討される方はお知らせ頂きたく宜しくお願
い致します。



ITU-R WP5D第40回会合に向けた対応案(FTT関連) (2/3) 2

 Technical feasibility of IMT in bands above 100 GHz(above100)
 総務省様主催の1/28(Fri)の地上業務委員会でWP5Dへの入力が承
認され、5D/1026として入力されました。

 2/8(Tue)のSWG Radio Aspectsで5D/1026の紹介を行い、特にコメ
ントはありませんでした。

 日本寄与文書を含めて、中韓、北京郵電大学等から、8件の入力があり、
作業文書として纏められました。日本提案内容は、annex 5として作業文
書に採用されています。

 既に御提供頂いている入力候補に関しては、技術作業班とも議論しなが
ら、6月開催のWP5D第41回会合以降への入力を行う予定です。
 2023年6月開催予定のWP5D第44回会合での最終化が予定されて
います。



ITU-R WP5D第40回会合に向けた対応案(FTT関連) (3/3) 3

 1/28(Fri)の地上業務委員会において、100GHz以上の測定結果は希
少であり、白書分科会として、今回の入力をITU-R SG3(電波伝搬)にも
入力することを検討しないのかとのコメントを頂きました。

 国内SG3関係者と議論を行いましたが、SG3 WP3K(ポイント・エリア伝
搬)では、シミュレーション結果のみではなく、測定したデータそのものの提供
が求められるとのことでした。このため、白書分科会からSG3に入力するので
はなく、SG3への入力を希望される個社として対応して頂ければと考えてい
ます。

 WP3Kへの入力に際しては、WP3K-3の議長を務められているNTT様から
御支援頂けるとのことですので、SG3への入力を希望される方は御連絡を
頂ければと思います。

 尚、今回の入力(5D/1026)に関しても、NTT様から、WP3K-3に適した
文面・伝搬モデル(M.2412=>P.1411)へ修正を行い、SG3へ入力され
る予定とのことです。



(参考) FTT入力textの最新状況(2022/02/11時点) 4

Section Title 最新状況
5.4.2 “Radio on THz” Titleが省略され、記載。
5.5.2 Technology for further broader frequency domain

and frequency utilization 半分くらいに削減されて、記載。

5.8.3 Security, resilience and trustworthiness Physical Layer Securityとマージして記
載。

7.4.2 User-centric architecture 中国提案を追記して、後半は削除。
7.6.4 Network coverage extension via the integration of 

non-terrestrial network (NTN)
7.10への独立は叶わず。7.6 “NTN”内で
他提案とマージし、HIBS/UAVを記載。



(参考) above 100への寄与文書概要 5

文書番号 Source 概要
5D/929 Samsung Annexに関する提案。Outdoor urban環境における145GHz帯で、送受信距離15-

30mのLOS/NLOSでの伝搬測定結果を紹介。
5D/933 韓国 本文に関する提案。Editorialな修正、及び、4.1.1 Basic transmission lossとして、

ITU-R M.2376からの引用を追加。
5D/975 北京郵電大学 本文に関する提案。4.1 Radio wave propagation, 7.2 Deployment scenarios等の

text提案。
5D/1026

日本(白書分科会)
Annexに関する提案。Urban microcell環境における2/26/300GHzの伝搬測定を行
い、free space path loss (FSPL) modelとITU-R M.2412 path loss modelとの比較
結果を紹介。

5D/1046
WWRF

本文に関する提案。6.1節“Antenna Technology”に“Directional antenna and pencil 
beamforming”を、また、6.3節“Material Technology”に“Reconfigurable 
Intelligent Surfaces”の記載を追加。

5D/1053 Nokia等 本文に関する提案。5.1節“outdoor-to-outdoor coverage”と6章“Enabling 
technologies toward IMT in frequencies above 100 GHz”の記載を追加。

5D/1054 Rohde&Schwarz annexに関する提案。Urban microとindoor scenarioにおける158GHz及び300GHz
に関して、Channel Impulse Response (CIR)等の測定結果を報告。

5D/1062
中国

本文及びannexに関する提案。本文に関しては、各章に亘って記載を追加しており、
annexには、“Pathloss study on frequency band 140 GHz and 220 GHz in indoor 
scenarios”を追加。



WP5D#40
Vision検討状況

WP5D対応Adhoc (Vision関係)

2022.02.22
15:00-18:00



• Working document (14): 

Documents 5D/

919 (IOWN Global Forum), 

924 (HAPS Alliance), 

932 (KOR), 

940 (SparkNZ), 

963 (NGMN), 

966 (T-Mobile), 

994 (IAFI), 

1027 (J), 

1028 (One6G Association), 

1035 (Ericsson), 

1037 (multi-company), 

1044 (WWRF), 

1045 (WWRF) and 

1058 (CHN)

Visionに係る入力寄与文書 in WP5D#40

https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0919/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0924/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0932/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0940/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0963/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0966/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-0994/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-1027/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-1028/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-1035/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-1037/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-1044/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-1045/en
https://www.itu.int/md/R19-WP5D-C-1058/en
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Document 5D/1036-E

Use case / Application / Usage Scenario / Capabilitiesの関係



Capabilities
・ 能力項目について整理中。
・ 寄書に基づく定義の提案／記述の整理。
・ 能力の提案値（寄書入力）を暫定値として記載。

Usage scenario
・ これまでの入力寄書に基づいて、各国・団体の提案で同じグループに

属すると考えられるUsage scenarioの名称案を整理。

Summary of 
Capabilities.docx


Summary of Capabilities from input contributions

Source: [5D/614 KOR] [5D/631 T-Mobile] [5D/638 IAFI] [5D/771 IOWN GF] [5D/775 SparkNZ] [5D/783 KOR] [5D/822 WWRF] [5D/867 CHN] [5D/919 IOWN GF] [5D/924 HAPS Alliance] [5D/932 Korea] [5D/1028 One6G Association] [5D/1035 Ericsson] [5D/1058 China]

[DG editor’s note: the following table provides a summary of capabilities from input contributions. This table is to assist the discussion during the drafting work for section 5(Capabilities). The final presentation format of capabilities in Vision section 5 (Capabilities) may not necessary to be in table format.]

[DG editor’s note: “(DG)” in the table means that the items are discussed and grouped initially during the drafting group session for further discussion.] 

[DG editor’s note: Need to check the expression on unit terms to make sure they are in line with ITU document. For example, ITU uses the terms “bit/s” and “ms” instead of “bps” and “msec” respectively.]

		No.

		Capabilities

		Proposed definition/description

		Proposed value for IMT towards 2030 and beyond

		Reference value in IMT-2020

		Reference WP5D source



		1. 

		(DG) Peak data rate

		Maximum achievable data rate under ideal conditions per user/device [(in Gbit/s)/ (in Tbit/s)]. (Reference M.2083)

		[Gbps/Tbps level (footnote[footnoteRef:1]) [1:  Specific values of proposed capabilities with quantitative indicators are references for more efficient discussion on understanding these capacities in SWG, while, whether and how to decide these values should be further studied in future.] 


catering to holographic communication, VR/AR, tactile internet applications and extremely high rate information showers. This at least 50× larger than that of IMT2020 systems.]

		

		5D/614 KOR, 5D/1058 China, 5D/775 SparkNZ, 5D/919 IOWN GF



		2. 

		Data rate

		

		100Gbps

		10Gbps

		[5D/1028 One6G Association]



		3. 

		Data rates

		[DG editor: umbrella for peak data rate and user experienced data rate]

		

		

		[5D/1035 Ericsson]





		4. 

		(DG)User experienced data rate

		Achievable data rate that is available ubiquitously[footnoteRef:2] across the coverage area to a mobile user/device [(in Mbit/s or Gbit/s)]. [2:  	The term “ubiquitous” is related to the considered target coverage area and is not intended to relate to an entire region or country.] 


		[1 Gbps]

[At least be 10 × that of the corresponding value of IMT2020.]

		100 Mbps

		5D/614 KOR, 5D/1058 China, 5D/775 SparkNZ, 5D/919 IOWN GF



		5. 

		(DG) Area traffic capacity

		Total traffic throughput served per geographic area (in [Mbit/s/m2 ]/ [Gbit/s/m2 ] [including the air within the terrestrial IMT component]) 

[Maybe need to consider new definition for volume]

		[100x]

		

		5D/783 KOR, 5D/1058 China, 5D/1035 Ericsson, 5D/1028 One6G Association





		6. 

		(DG) Spectrum efficiency

		Average data throughput per unit of spectrum resource and per cell[footnoteRef:3] (bit/s/Hz). [3:  	The radio coverage area over which a mobile terminal can maintain a connection with one or more units of radio equipment located within that area. For an individual base station, this is the radio coverage area of the base station or of a subsystem (e.g. sector antenna).] 


		

		

		5D/614 KOR, 5D/1058 China



		7. 

		Average Spectral Efficiency

		

		1× that of IMT-2020

		For example: 7.8 bps/Hz (DL) and 5.4 bps/Hz (UL) (Dense urban-eMBB in M.2410)

		[5D/775 SparkNZ]



		8. 

		(DG)Connection Density

		Total number of connected and/or accessible devices per unit area (per km2).

		[107 devices/km2]

[Given the desire for IMT2030 systems to support an internet-of-everything, the connection density could be 10× that of 5G.]

		106 devices/km2

		5D/614 KOR，5D/1058 China，5D/775 SparkNZ，5D/919 IOWN GF，5D/1028 One6G Association



		9. 

		(DG)Reliability

		Reliability relates to the capability of transmitting a given amount of traffic within a predetermined time duration with high success probability.

		[From 1-10-7 to 1-10-9]

[Need to check writing format: 1e7,1e9]

		1-10-5

		5D/614 KOR，5D/1058 China，5D/919 IOWN GF，5D/1028 One6G Association



		10. 

		(DG)Mobility

		Maximum [relative moving] speed [between transmitter and receiver], at which a defined QoS and seamless transfer between radio nodes which may belong to different layers and/or radio access technologies (multi-layer/-RAT) can be achieved (in km/h).

		[1000 km/h

Handling multiple moving platforms.

It is expected that IMT2030 systems will support mobility of up to 1000 km/h to include mobility values encountered in dual-engine commercial aeroplanes.]

		500 km/h

		5D/614 KOR, 5D/1058 China, 5D/775 SparkNZ, 5D/919 IOWN GF



		11. 

		Movement speed of mobile terminals

		Both High and low speed should be covered.

[DG editor’s note: more detailed explanation needs to be provided.]

		

		

		[5D/638 IAFI]





		12. 

		Mobility

		(Propose to streamline Mobility and Movement speed of mobile terminals as Mobility)

		

		

		[5D/932 Korea]





		13. 

		Mobility Interruption Time

		[DG editor’s note: This item to be discussed later.]

		0 ms

(Holographic, VR/AR and tactile applications)

		0 ms (uRLLC)

0ms(eMBB)

		[5D/775 SparkNZ]





		14. 

		End to End Latency

		The time from when the mobile terminal sends a packet to when the destination mobile terminal receives it (in ms).

[DG editor’s note: More explanation on definition and scenario is needed. We are looking for RAN in this vision. ]

		

		

		[5D/638 IAFI]





		15. 

		User Plane Latency

		

		20 µs to 1 ms

(Holographic, VR/AR and tactile applications)

		4 ms (eMBB) and 1 ms (uRLLC)

		5D/775 SparkNZ]



		16. 

		User Plane Latency

		

		20 µs to 1 ms

(Holographic, VR/AR and tactile applications)

		4 ms (eMBB) and 1 ms (uRLLC)

		[5D/919 IOWN GF]





		17. 

		Control Plane Latency

		

		20 ms

		20 ms

		[5D/775 SparkNZ]





		18. 

		Air latency

		

		0.1ms

		1ms

		[5D/1028 One6G Association]





		19. 

		Latency

		(propose to streamline Latency，User plane latency， Control plane latency，End to end latency as Latency)

		

		

		[5D/932 Korea]





		20. 

		(DG) Latency

		The contribution by the radio network to the time from when the source sends a packet to when the destination receives it (in ms).

		

		

		5D/614 KOR, 5D/1058 China, 5D/1035 Ericsson, 5D/932 Korea



		21. 

		Jitter

		

		0.0001 – 1 msec

		N/A

		[5D/919 IOWN GF]





		22. 

		Jitter

		The jitter is the variation of a (characteristic) time parameter. [DG editor’s note: this capability also relates to the means to reach core network. Same principle with latency should be considered here.]

		us-level[footnoteRef:4] [4:  Specific values of proposed capabilities with quantitative indicators are references for more efficient discussion on understanding these capacities in SWG, while, whether and how to decide these values should be further studied in future.] 


		

		[5D/1058 China]





		23. 

		(DG)Coverage

		FFS

[Maximum range of the area covered by a single base station (in km/BS).]

		[Sea/Sky/Space]

[tens to hundreds of kilometers in radius]

[around ten kilometers above ground]

		

		5D/638 IAFI, 5D/783 KOR, 5D/1058 China, 5D/1028 One6G Association, 5D/1035 Ericsson, 5D/924 HAPS Alliance



		24. 

		(DG) Energy efficiency

		FFS (whether to have this item)

[referring to M.2083: 

Energy efficiency has two aspects:

–	on the network side, energy efficiency refers to the quantity of information bits transmitted to/ received from users, per unit of energy consumption of the radio access network (RAN) (in bit/Joule);

–	on the device side, energy efficiency refers to quantity of information bits per unit of energy consumption of the communication module (in bit/Joule).]

[DG note: We also need to consider new usage scenario/service beyond communication, presented such as performance metrics unit per energy unit required (e.g., in xx/Joule)]

[DG note: Energy efficiency could be considered as one factor of sustainability]

		[10 x] 

		

		5D/771 IOWN GF, 5D/822 WWRF, 5D/1028 One6G Association, 5D/1058 China, 5D/1035 Ericsson



		25. 

		(DG)Positioning [accuracy]

		[Capability to locate a terminal both horizontally and vertically./ Horizontal accuracy is the difference between the calculated horizontal position and the actual horizontal position of a UE. 

Vertical accuracy is the difference between the calculated vertical position and the actual vertical position of a UE.]

		[cm-level(footnote[footnoteRef:5])] [5:  Specific values of proposed capabilities with quantitative indicators are references for more efficient discussion on understanding these capacities in SWG, while, whether and how to decide these values should be further studied in future.] 


		

		5D/783 KOR, 5D/1035 Ericsson, 5D/1058 China, 5D/919 IOWN GF, 5D/1028 One6G Association



		26. 

		Localization accuracy

		Localization accuracy will significantly impact the implementation of immersion, digital twinning and native intelligence [in meters].

		

		

		[5D/822 WWRF]





		27. 

		Positioning

		(Propose to streamline Positioning and Localization accuracy as positioning)

		

		

		[5D/932 Korea]



		28. 

		Sensing-related capabilities

[DG editor’s note: General description]

		The integration of sensing and communication provides multiple dimensions of capabilities, such as high accuracy positioning, imaging resolution, missed detection rate and false detection rate in object detection and estimation.

		

		

		[5D/1058 China]





		29. 

		Sensing

		Detailed representation of surrounding and accurate positioning/ranging

		

		

		[5D/1035 Ericsson]





		30. 

		Sensing Accuracy

[DG editor’s note: Sensing-related capabilities]

		difference between sensed/measured and real values in range, velocity and angle

		outdoor 50cm, indoor 1cm (footnote[footnoteRef:6]) [6:  Specific values of proposed capabilities with quantitative indicators are references for more efficient discussion on understanding these capacities in SWG, while, whether and how to decide these values should be further studied in future.] 


		

		[5D/1058 China]



		31. 

		Sensing resolution

[DG editor’s note: Sensing-related capabilities]

		Sensing accuracy, adaptability, agility and reliability are decisive parameters for the efficient integration of sensing into future communication systems and networks [in max acceptable sensing error margin].

		

		

		[5D/822 WWRF]





		32. 

		Sensing Resolution

[DG editor’s note: Sensing-related capabilities]

		separation between multiple objects in range, velocity and angle

		

		

		[5D/1058 China]



		33. 

		Missed detection rate

[DG editor’s note: Sensing-related capabilities]

		the ratio of missed sensing targets to total sensing targets

		

		

		[5D/1058 China]



		34. 

		False detection rate

[DG editor’s note: Sensing-related capabilities]

		the ratio of false sensing targets to total sensing results

		

		

		[5D/1058 China]



		35. 

		Sensing

		(Propose to streamline “Sensing resolution” and “Sensing-related capabilities” as sensing(general description))

		

		

		[5D/932 Korea]



		36. 

		Dependable compute

		Store, process, distribute expose, developer support- fluid compute and cross-ecosystem federation

		

		

		[5D/1035 Ericsson]





		37. 

		Support for a Ubiquitous Intelligent Mobile Society

[DG editor’s note: General description]

		Ubiquitous" or "pervasive" mobile society relates  miniaturization of mobile wireless devices and the proliferation of always-on, everywhere communications. This phenomenon has been referred to as '"pervasive communications", "ambient computing", "ubiquitous computing" or "ubiquitous networking". Technological convergence is set to play a key role in realizing this wireless ubiquity.

		

		

		[5D/638 IAFI]





		38. 

		AI-related capabilities

[DG editor’s note: General description]

		Artificial Intelligence (AI) reasoning will be embedded everywhere in the future network including physical layer design, radio resource management, network security, and application enhancement, as well as network architecture, which results in a multi-layer deep integrated intelligent network design. Meanwhile the future network can also support distributed AI as a service with different intelligent levels for larger scale intelligence.

		

		

		[5D/1058 China]



		39. 

		Training loss 

[DG editor’s note: AI-related capabilities]

		The error on the training set of data. i.e. It is often defined as the distance between the prediction (the output of a neural network) when a data sample is input into the neural network and the label of the same data sample.

		

		

		[5D/1058 China]



		40. 

		Convergence time

[DG editor’s note: AI-related capabilities]

		a measure of how fast a neural network reaches the state of convergence

		

		

		[5D/1058 China]



		41. 

		Training efficiency

[DG editor’s note: AI-related capabilities]

		The efficiency of time/frequency domain radio resources for data collection, model training or refining, AI model synchronization between base station and mobile users, etc.

		

		

		[5D/1058 China]



		42. 

		AI Complexity and Cost

[DG editor’s note: AI-related capabilities]

		The complexity and cost of AI related operations, including the computation complexity in model inference, energy efficiency and cost of AI related hardware and software.

		

		

		[5D/1058 China]



		43. 

		AI Generalization

[DG editor’s note: AI-related capabilities]

		The generalization of AI model to minimize performance variance in different scenarios, and the difference between model training data set and test data set.

		

		

		[5D/1058 China]



		44. 

		AI

		(propose to streamline “AI-related capabilities”, "Support for a ubiquitous intelligent mobile society" as AI)

		

		

		[5D/932 Korea]



		45. 

		Carbon Neutrality

		Capability to provide coverage area with zero carbon emissions during operation.

[DG editor’s note: carbon neutrality can be integrated with sustainability]



		

		

		[5D/924 HAPS Alliance]



		46. 

		Sustainability

		[DG editor’s note: Overarching item for many factors]

FFS(whether to have this item)

		

		

		5D/631 T-Mobile， 5D/1035 Ericsson



		47. 

		Deployment flexibility

		Flexible dynamic, and temporary deployments and use of spectrum

		

		

		[5D/1035 Ericsson]



		48. 

		Availability

		Network is available for the targeted communication time with a guarantee transmission data rate. Unavailable communication for shorter period than the targeted communication time shall not be counted

		

		

		[5D/1058 China]





		49. 

		Service availability

		NW resilience, robustness, more guarantees with critical use

		

		

		[5D/1035 Ericsson]





		50. 

		Resilience

		Resilience is the ability of the network to continue operating correctly during and after a natural or man-made disturbance, such as the loss of mains power.

		Proposed as functional indicators

		

		[5D/1058 China]





		51. 

		Service versatility

		Zero-touch management and ease of onboarding new servces-AI, automation.

		

		

		[5D/1035 Ericsson]





		52. 

		Portability of applications across devices

		

		

		

		[5D/631 T-Mobile]





		53. 

		Extreme devices

		Massive amounts, autonomously connected, Zero (cost, energy, e-waste)

		

		

		[5D/1035 Ericsson]



		54. 

		Operational lifetime

		Operational life time refers to operation time per stored energy capacity. 

		20 years (footnote[footnoteRef:7]) [7:  Specific values of proposed capabilities with quantitative indicators are references for more efficient discussion on understanding these capacities in SWG, while, whether and how to decide these values should be further studied in future.] 


		

		[5D/1058 China]



		55. 

		Trustworthiness

[DG editor’s note: overarching item]

		The ability to provide advanced system and service resilience, reliability, availability, confidentiality, privacy and safety.

		

		

		[5D/822 WWRF]





		56. 

		Trustworthiness

[DG editor’s note: overarching item]

		Refers to support more advanced system resilience for reliable operation and service provision, security to provide confidentiality, integrity and availability, privacy with self-sovereign data, and safety regarding the impact to the human being and environment etc.

		Proposed as functional indicators

		

		[5D/1058 China]





		57. 

		Security and privacy

		E2E security assurance, New threat detection & response, Secure identities and protocols, Confidential compute

		

		

		[5D/1035 Ericsson]



		58. 

		Spectrum and bandwidth flexibility

		Spectrum and bandwidth flexibility refers to the flexibility of the system design to handle different scenarios, and in particular to the capability to operate at different frequency ranges, including higher frequencies and wider channel bandwidths than today.

		Proposed as functional indicators

		

		[5D/1058 China]





		59. 

		Operating Bandwidth

		

		Up to 400 MHz for sub-6 GHz bands

Up to 3.25 GHz for mmWave bands

Indicative value: 10-100 GHz for THz bands

		Up to 400 MHz for sub-6 GHz bands

(band dependent)

Up to 3.25 GHz for mmWave bands

		[5D/775 SparkNZ]





		60. 

		Carrier Bandwidth

		

		To be defined

		400 MHz

		[5D/775 SparkNZ]



		61. 

		System capabilities

		

		

		Network Throughput

Network Latency

Reliability

Energy Efficiency

Openness

Cloudification/Cloud-native

		[5D/919 IOWN GF]
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Usage Scenario（叩き台）



・位置付け ：WP5D内部の情報交換
(ITU回章で周知。外部団体にLiaison Statementを送付した意見募集はしない。)

・目的 ：WP5D参加者向けに概観提供、及び2030年とその後を目標とする将来の
移動通信に関する世界で進行中の研究活動と構想の理解を助ける。

・想定発表者：国、地域、世界展開している研究グループ、プロジェクトor プログラムや
他の関連組織。特に、WP5DのVisionに関する検討作業に勢力的に関わっ
ていないメンバーが見解を発表することを求めている。

・発表項目 ：- 応用・技術・スペクトラム観点といった“IMT”動向
- 利用者や社会に役立つ“IMT”の将来の役割に関する見解
- “IMT”の使用計画(筋書き)
- “IMT”の能力

・開催時間 ：2022年6月14日/一日間以内
（興味や提出される発表内容、運営準備に応じて、時間を調整）

・纏め役 ： Dr. Hakan Ohlsen
・締切 ：・発表希望及び発表案・・⇒ 2022年5月16日16:00CEST(中欧夏時間)迄

メールを纏め役に直接送付。
・発表原稿の最終版の締切⇒ 2022年6月6日16:00CEST

・登録 ：WP5D第41回会合参加者は登録不要。

Workshop in WP5D#41



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・サブリーダ

(2022年2月22日)



技術作業班検討状況/今後の進め方(案)

1. 英文初稿原稿集約 [1/21(金)] 【済】
執筆・章取りまとめにご協力いただきありがとうございました。

2. 初稿(英文)原稿の英文チェック
・ 1/28(金)までにチェック用原稿を文書サーバに登録。 【済】
・ 28(金)にチェック用原稿提出【済】
・英文チェック・校正作業(～2月末目途) 【進行中】

技術作業班英文チェック用フォルダ-
30 技術作業班/0.5版(Draft)/020_初稿(英文) ←提出用(1/28に提出済)
30 技術作業班/0.5版(Draft)/021_初稿(英文)校正 ←結果戻し・校正用

ファイル名書式(例): 6.2.5-xxxx.docx ←(新)章番号+文書名(任意)
 Target KPI達成に向けた考察・検討の追加ついて 【新規】

5.2章(Target KPIs)の記載内容に対応して検討・適用が期待される技術に関して、Target KPI達成に向けた検討動
向・考察の追記を検討。白書全体の構成を維持可能な範囲での記載整理を検討。(日英原稿とも3/4(金)〆切)

 Referenceの確認について 【継続】
→参照文献リストに過不足等がないか、執筆ご担当、お取りまとめの方を中心にご確認をお願いいたします。

 Terminology(用語集)について【継続】
→各章で使用している用語について記載お願いいたします。
(共有ドキュメント > 00 会合資料（白書分科会、作業班共通） > 010_Terminology )

ご協力ありがとうございました。

一部図表についてテキストの編集可能な
様態でのご提供を別途ご相談予定【新規】

2

https://aribjapan.sharepoint.com/sites/com/else/b5g-wp/DocLib
https://aribjapan.sharepoint.com/sites/com/else/b5g-wp/DocLib/00%20%E4%BC%9A%E5%90%88%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%88%E7%99%BD%E6%9B%B8%E5%88%86%E7%A7%91%E4%BC%9A%E3%80%81%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%8F%AD%E5%85%B1%E9%80%9A%EF%BC%89
https://aribjapan.sharepoint.com/sites/com/else/b5g-wp/DocLib/00%20%E4%BC%9A%E5%90%88%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%88%E7%99%BD%E6%9B%B8%E5%88%86%E7%A7%91%E4%BC%9A%E3%80%81%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%8F%AD%E5%85%B1%E9%80%9A%EF%BC%89/010_Terminology


初稿(日本語)原稿作成

• 2月18日(金)原稿集約, 2月末日までに原稿取りまとめ
• 日本語版原稿作成に日数が必要な場合は、個別に対応いたしますのでご連絡お願いいたします。
• 初稿原稿(日本語版)文書格納先

30 技術作業班/0.5版(Draft)/030_初稿(日本語) ←提出用(2/18までに文書登録お願いします。)
30 技術作業班/0.5版(Draft)/031_初稿(日本語)校正 ←校正用(2月末以降の追加修正用)

• ファイル名書式(例): 6.2.5-xxxx.docx ← 「章番号-」+任意名(適宜、’(JP)’など追加いただいても結構です)

• 日本語版初稿検討・編集作業用文書フォルダ
• 下記のフォルダ配下のフォルダを必要に応じてご利用願います。

30 技術作業班/0.5版(Draft)/(NEW) 5.1.2 Target KPIs
30 技術作業班/0.5版(Draft)/(NEW) 6.1 Observations of technology trends towards Beyond 5G
30 技術作業班/0.5版(Draft)/(NEW) 6.2 Technical drivers and enablers

※英文初稿編集用に使っていたフォルダ名の章番号を新体系(旧5章→新6章)に変更しました。(2月4日)
フォルダ内に英文ファイルを残してありますので、必要に応じて日本語用サブフォルダを設けるなどしてご利用願います。
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今後の予定(案)(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
1月28日(金)

英文チェック
1月28日～2月21日

日本語原稿執筆
2月18日原稿集約

• 作業班リーダにて作業(with 事務局)

最終確認
～ 2022年3月[15日]

• 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18日)

↑2/22(火)

英文校正・追加更新
(参照情報等)
～2月28日

• 分科会文書サーバに登録

統合原稿(日英)作成
2022年3月[9日]

日本語原稿校正
~3月4日
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英文チェック結果(2月21日)

30 技術作業班 > 0.5版(Draft) > 021_初稿(英文)校正
• [07]5.2_Target Key Performance Indicators-rev3_revHGC.docx
• [08]6.1.1_Market Trend-rev1_revHGC.docx
• [09]6.1.2 Deployment aspect-rev1_revHGC.docx
• [10]6.1.3.1 Trend of radio frequency resource utilization-rev1_revHGC.docx
• [11]6.1.3.2_Radio_Propagation-rev3_revHGC.docx
• [12]6.2.1_System_Platform_and_Application_eng20220124_revHGC.docx
• [13]6.2.2_Security_resilience_and_Trustworthiness-eng20220126_revHGC.docx
• [14]6.2.3 Energy efficiency enhancement-20220127_revHGC.docx
• [15]6.2.4-Network coverage extension via non-terrestrial networks(NTN)_revHGC.docx
• [16]6.2.5_Network_architecture-eng20220128_revHGC.docx
• [17]6.2.6 Wireless and optical_draft_v0.5_rev2_revHGC_相原.docx
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0.5版初稿(日本語)文書一覧 (2/21 20:00時点)

5.2_Target Key Performance Indicators(日本語版)-rev0.docx

6.1.1_Market Trend-rev1(JP)_cl.docx

6.1.2 Deployment aspect-rev2(JP)_cl.docx

6.1.3.1 Trend of radio frequency resource utilization-rev2(JP).docx

6.1.3.2_Radio_Propagation-rev3(JP)_cl.docx

6.2.1_System_Platform_and_Application-20220218-jp.docx

6.2.2-Trustworthiness-20220218-jpn.docx

6.2.3 Energy efficiency enhancement-20220217-jp.docx

6.2.4_Network coverage extension via non-terrestrial networks(NTN)_v0.5_JP.docx

6.2.5-Network_architecture_jpn_20220219-clean.docx

30 技術作業班 > 0.5版(Draft) > 030_初稿(日本語)
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B5G白書リリースイベント (3/18 13:00-15:30)

• 3月18日(金) 13:00-15:30
• パネル2 「B5Gの技術」 14:35-15:25 (50分)
• テーマ: B5Gに向けた技術動向(白書1.0版の記載から)
• モデレータ: 技術検討会サブリーダ (or リーダ)
• パネラー: 6章章取りまとめご担当(数名)
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白書リリースイベント 技術作業班パネル案

• パネルテーマ：「Beyond 5Gの技術 ～5G技術とB5G技術は何が違う？～」
• 登壇者(敬称略)

• 富士通中村、KDDI高木、HWJ朱、SB横田、NEC里田、ドコモ須山、 NEC下西[モデレータ]
• スケジュール[50分]

• Lightning Talk 5min x 6 (各セクション記載のポイント)
• technology trends towards Beyond 5G
• System platform and application, Security, resilience and trustworthiness
• Energy efficiency enhancement
• Network coverage extension via non-terrestrial networks(NTN)
• Network architecture
• Wireless and optical

• Theme Talk 20min
• テーマ案１：5G技術とB5G技術で最も違う点は？(担当パート内/外)
• テーマ案２：B5Gで最も重要視するKPIは？
• テーマ案３：エンドユーザに提供する価値として最も重視すべきものは？
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2022年度の活動予定について(案)

1. 白書2版に向けた検討(2022年度中に2版へ更新を検討)
• 最新の技術動向調査・更新
• 電波伝搬モデル検討関係の情報更新
• Spectrum関係の記載更新検討(ITU-R WRC対応など念頭)

2. ITU-R WP5DにおけるFTT(Future Tech Trend)提案を念頭に
WP5D対応WGと連携[継続] (WP5D 6月期会合で内容集約予定)

次回分科会、技術作業班会合(3/22予定)にて、白書1版執筆の振り返り(総括)と22年度活動について検討
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3月以降の進め方について

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 2 年 2 月 2 2 日



御礼 1

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

5. Beyond 5Gで求められるCapabilityとKPI
5.1 Beyond 5Gで求められるCapability
5.2 Beyond 5GのKPI

6. 技術トレンド
・・・

7. おわりに

白書の目次（ビジョン作業班による執筆箇所）



今後のイベントへの対処方針 2

 2022/2/28：総務省技術戦略委員会
・・・ 発表時間の都合上、B5G推進コンソ国際委員会（2/16）の資料から一部を削除

 2022/3/18：
• Beyond 5G白書についての説明 （説明者：小西）
・・・ 2/16や2/28の資料をベースにUpdate

• ビジョン作業班でのパネルディスカッション （モデレータ：ドコモ・永田様）
・・・ パネリストへの声がけ中



3月18日の白書発行イベントにおけるパネルディスカッション 3

• 時間（合計）：50分間

• モデレータ：ドコモ・永田様

• パネリスト案：
 フジTVの清水様
 医療系の奥様
 JAXA様
 アスラテック様 (?)
 ヤマト運輸様 (?)

• 時間配分案：
 3分間/人×（4～5人）＝～15分間
 パネリストを交えたパネルディスカッション：35分間

• Note：
 パネリストの発表では、現状の課題や将来の夢、Beyond 5Gへの期待を語ってもらう。
 主催側で質問をあらかじめ用意し、ディスカッション。
 会場（参加者）からの質問が無い場合を想定し、あらかじめ質問を準備する。



22年3月以降の進め方（案） 4

 1.0版の残課題
• 2～4章の内容につき、以下の内容を特定 ・・・～3月末

 時間の制限のため、十分に調査できなかった箇所
 “Beyond 5Gに求められるCapability”として定量化できていない箇所
 ユースケースに関して、5G以前のシステムで実現できるユースケースなのか、もしくは、

Beyond 5Gでないと実現できないユースケースなのかを分類
• そのうえで、有識者や業界関係者へのヒアリング(*) ・・・4月以降

 上記を踏まえて、1.5版や2.0版を作成
• Beyond 5Gを表す絵（図）についても検討する (2022/3～5末) 
 6月のWP5Dワークショップへの提出を目指す

 2030年社会検討ワークショップ：
• (*)の内容を踏まえて、登壇者の選定や依頼 → ワークショップでの講演
• Beyond 5Gの実現に向けて、通信業界での課題について外部からコメントをいただく





今後の会合スケジュール

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、関連会合

2月22日(火) 15:00-18:00 第11回 第16回
エディターズ会議 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 エディターズ会議
3月18日(金) 10:00-12:00 総会

13:00-15:30 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17回 第13回

来年度（4月以降）も、今年度同様の会合頻度で活動を行う方向で検討中。
＊対応について次ページ参照

本日⇒
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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１６日（水）
9:00-10:30

Beyond 5G推進コンソーシアム
国際委員会（第６回）

白書分科会の進捗状況の報告
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）

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
小西リーダー（ビジョン作業班）
中村リーダー（技術作業班）

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
Beyond 5G推進コンソーシアム

Beyond 5G白書1.0版
リリースワークショップ

・白書第1.0版の説明
・ビジョン/技術毎のパネルディスカッション

リーダ陣で対応
（パネリストは別途）
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