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議事次第

1. 前回会合議事要旨について

2. WP5D対応アドホック～次回WP5D(6月)に向けて :10min
3. Beyond 5G概念図、レーダチャートについて :20min

4. 1.5版作業スケジュール（案）について :10min

5. ビジョン作業班 :20min
6. 技術作業班 :20min

7. 白書リリースイベント(3/18)の追加報告～アンケート結果 :5min
8. 主な海外団体の6G白書リスト（参考） :5min

9. 今後の会合スケジュール
10. その他

時間目安



WP5D#41
Vision関係対応案

<白書分科会用>

WP5D対応Adhoc
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【Workshop】
〇 発表希望者は、希望意志、発表案を取纏め役（オールセン氏）にeメールを5月16日16:00CEST迄に送付。

【 #41寄書案骨子概要】
〇 #39で入力した部分（2030年前後の社会像を想定し、IMT for 2030 and beyondを使用して実現すべき使用例、
社会・自然の課題を克服するためにIMT for 2030 and beyondが支援すべき使用例）の
簡潔テキスト化、適切なセクションへの反映。 ・・・・・ SWG Vision議長からの依頼

〇 Usage scenarioの提案、
IMT for 2030 and beyondを特徴づけるUsage scenario図の提案、Capabilityとその値の提案（論拠も必要）。

WP5D#41のVISIONへ向けた対応案

件名のワークショップへのエントリについて： （220401/ エリクソン・ジャパン本多様からの情報）

・ 現在ワークショップへのエントリーを希望している組織は、Hexa-Xのみとのこと。
・ 日本がプレゼンの枠を得ることは可能であろうとの回答でした。
□ なお、Beyond 5G推進コンソーシアム、または日本のどちらでエントリーした方が良いかは、
直接オールセン氏とご相談していただけばと存じます。
私は個人的にはBeyond 5G推進コンソーシアムとしてのエントリーが通り易いのではと感じております。



主要結果【SWG VISION】Workshop
【目的】 ・ 概要提供、および世界で進行中の研究活動や構想の理解を助ける。

・ IMT for 2030 and beyondに向かわせる新勧告の作成を助ける。
【所掌】 ・ 国/地域/世界的な研究グループ/プロジェクトorプログラム、および関連組織が、将来の移動通信システムの開発

に関し、その作業及び/あるいは見解を発表することを想定。
・ 特に、WP5Dにおける作業にまだ活発に関係していないメンバーが、その見解を発表することが推奨される。
・ 次のトピックスに関する見解が高く評価される。

 IMT for 2030 and beyondの進化（応用、技術、スペクトラム観点）
 使用者や社会に仕えることにおいてIMTの将来の役割に関する見解
 当該IMTの使用計画
 当該IMTの能力

【関連情報】
・ 発表希望者は、希望意志、発表案を取纏め役（オールセン氏）にeメールを5月16日16:00CEST迄に送付。
・ 最終版提出（取り纏め役へ）締切は6月6日16:00CEST。
・ 開催日：14th June 2022 during the 41st meeting of WP 5D
・ 開催時間：1日間以内、 持ち時間：15-20分/発表
・ 興味、提出発表内容、準備調整状況に従って期間は調整される。取り纏め役がバランスを取って発表を選定。

【日本案】 ・ 種々業種から得られた所要能力・KPI（Peak値）
・ 特性を表現する図



日時 事象 作業内容

・概念図日本案の作成(方針、考え方等)
・発表内容骨子

4月26日15:00-18:00 白書分科会

4月27日15:00-18:00 ARIB WP5D対応WG WS発表案について
メール議論

・概念図日本案の作成/
メール議論

・#41入力寄書案作成/  
メール議論5月13日17:00 WS発表案メール審議終了、メール承認

5月16日16:00CEST
23:00 JST

Workshop 発表希望者意志表明及び
発表案提出締切

WS発表資料作成及び
メール議論

5月17日17:00-18:00 幹部会

5月23日の週 ARIB WP5D対応WGと標準化部会 #41入力寄書案、概念図日
本案の修正

5月24日15:00-18:00 白書分科会/ 分科会承認 WS発表資料の最終版
の合意

#41入力寄書案、概念図
日本案合意

5月31日13:30-15:00 IMT WG WS発表資料の審議 #41入力寄書案の審議

6月3日13:30-15:30 地上業務委員会/ 委員会承認 WS発表資料の承認 #41入力寄書案、概念図
の承認

6月6日16:00CEST
23:00 JST

Workshop発表原稿最終版の提出締切

WP5D#41会合までの作業スケジュール



#41寄書骨子



#39で入力した部分(*)の簡潔テキスト化、適切なセクションへの反映。
* : 2030年前後の社会像を想定し、IMT for 2030 and beyondを使用して実現すべき使用例、社会・自然の課題を克服するために

IMT for 2030 and beyondが支援すべき使用例）

3.2 Role of IMT for 2030 and beyond
3.2.1 Societal consideration for IMT for 2030 and beyond

3.2.1.1   Issues to be taken into consideration in 2030 and beyond
It could be necessary/required that the development of IMT for 2030 and beyond should be taken account of followings in order to
overcome or mitigate against those issues:

- on social issues, decreasing population engaged in production in several industries, shortage of natural resources such as rare  
metal, rare earth, and critical metal, and insufficient health care caused by the increase of the population to be cared (short of care 
nurse, productivity of care operators, and scientific care, as a result, resulting in the increase of social security cost),

- on natural phenomena, climate changes (possibly resulting in concentrated heavy rain, forest firing, increase of the number of 
events such as flood of the river, sea level rise, and so on) and also infection pandemic. 

3.2.1.2   Physical space and Cyber space
It is expected that events in physical space would be replicated faster and in more detail in cyber space and various kinds of next acts 
in physical space would be possibly decided in cyber space. 
It is supposed that the volume of data transferred between respective spaces would be vastly increased and those data would be 
analysed by AI. Proper use of both spaces could resolve a various kinds of social cost and issues, support economic growth at the 
same time, and contribute strongly to realize “societies with leaving no one, diversity, and inclusive” and “maintaining earth 
environment” as indicated in SDGs.
IMT system for 2030 and beyond is expected to support the communications between physical space and cyber space.



3.2.1.3  Expected Societies and technology elements supported by IMT for 2030 and beyond
It would be supposed in 2030 and beyond that the three types of societies would be realized, such as  “Inclusive society” (Society in which 
anyone can participate actively), “Sustainable society” (Sustainably growing society), and “Dependable society” (Society in which people 
can act safely).

(1)   “Inclusive society” (Society anyone participate actively)
Anyone participate actively in the society in which various kinds of difference are excluded, such as between urban and remote area,  
geographical barrier like border and so on, age, whether challenged or not, and so on.
Technologies expected to be required for the above society are as follows:

• “Ultra-telepresence technology”
It is possible for anyone to be able to access in real experience everywhere on the earth via avatar, robots and so on.

• “Ultra-cybernetics technology”
Human thinking and action can be supported timely from cyber space via wearable terminal. Physical ability and cognitive 
ability will be expanded.

(2)   “Sustainable society” (Sustainably growing society)
Actual world replicated in cyber space is optimised and the corresponding cyber world is fed back to actual world. This fed-back 
world is free from social loss and convenient sustainably growing society.
Technologies expected to be required for the society are as follows: 

• “Ultra-mutually controlled network technology”
The technology makes things mutually controlled each other to realize traffic system with no waiting by traffic signal, no 
traffic jam and so on.

• “Ultra real-time optimization technologies”
The technologies, consisting of demand forecast in the high precision and real-time matching between multi points, realize 
loss-zero societies such as in disposal of foods. 

以下黒字部分は現状テキスト。今後見直し、修正提案する可能性あり。



(3)   “Dependable society” (Society in which people can act safely)
Safety and stability of the telecommunication network as social infrastructure are secured autonomously. Everyone can act in safety. 
The society is human centric with unchanged ties of trust.
Technologies expected to be required for the society are as follows: 

• “Ultra-autonomous technology of security”
Security and privacy would be maintained without the user being conscious by automated detection, automated protection, 
and automated restoration performed by AI technology.

• “Ultra-failsafe network technology”
The technology is realized by no-interrupted secured communication even in disaster with flexible and autonomous 
changing network structure, consumption of electric power/means to supply electric power.

3.2.1.2.2 Expected societal image to be supported by IMT for 2030 and beyond and infrastructure required
– It would be required to gather latest data as much as possible on various events occurred in every point on the land, in the sea, in the 

air, in the space by using various sensors. The gathered data is stored in cyber space and is analysed with the past data and the data 
obtained by other sensors. If the effective and efficient future result could be selected, the result is fed back to physical space and 
transmitted practically to human/things.

– Communication infrastructure higher than IMT-2020 is mandatory required to realize extremely high order synchronization of data 
across both spaces everywhere in safety and security. It is required for high-order optical fiber networks to be prepared to support the 
communication infrastructure as nerve network of data.

– This kind of communication infrastructure requires for extremely big volume of data stream and its energy consumption will be  
expanded.  In order to reduce the load to the earth environment and facilitate the safety distribution of data, it would be required for the 
distribution of  data to be limited to a necessary area.

– It is required that communication infrastructure should be configured with using software which can flexibly change its function and 
structure and is highly available since various services are required depending on purposes to resolve various societal issues.

– Node equipment of communication infrastructure requires for high speed processing realized by dedicated hardware.
– White box as general-purpose equipment should be controlled by software.



Table 5.1-1 Capabilities required by each industry





Figure 5.2-2 Applicable parts of the target KPI
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Capabilities
・ IMT for 2030 and beyondの能力項目について整理中。
・ 先ず、定義の提案／記述の整理が寄書に基づき進められている。
・ 能力の提案値も入力寄書に基づいて、暫定値（未審議）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。

#40会合での作業状況



Usage scenario

〇 勧告M.2083では明確な定義はない。
IMT for 2020 and beyond is envisaged to expand and support diverse usage scenarios and applications that will
continue beyond the current IMT. Furthermore, a broad variety of capabilities would be tightly coupled with these
intended different usage scenarios and applications for IMT for 2020 and beyond. The usage scenarios for IMT for
2020 and beyond include:

Future IMT systems will encompass a large number of different features. Depending on the circumstances and the
different needs in different countries, future IMT systems should be designed in a highly modular manner so that
not all features have to be implemented in all networks.

Scenario
（計画・予定などの）筋書き、概要
（考えられる）状況、計画、想定

Usage scenarioとApplicationとは別
Usage scenarioとApplication は
Capabilitiesと強く結びついている



FIGURE 1
Relation between the elements in the different chapters of the Working Document

Telefon AB – LM Ericsson, 
Huawei Technologies Sweden AB, 
Intel Corporation, 
InterDigital Communication Inc, 
Nokia Corporation, 
Qualcomm,Inc.
Samsung Electronics Co., Ltd, and
ZTE Corporation 

Document 5D/1036-E

Use case / Application / Usage Scenario / Capabilitiesの関係



The usage scenarios for IMT for 2020 and beyond include:
– Enhanced Mobile Broadband: Mobile Broadband addresses the human-centric use cases for access to multi-media

content, services and data. The demand for mobile broadband will continue to increase, leading to enhanced Mobile
Broadband. The enhanced Mobile Broadband usage scenario will come with new application areas and requirements
in addition to existing Mobile Broadband applications for improved performance and an increasingly seamless user
experience. This usage scenario covers a range of cases, including wide-area coverage and hotspot, which have
different requirements. For the hotspot case, i.e. for an area with high user density, very high traffic capacity is
needed, while the requirement for mobility is low and user data rate is higher than that of wide area coverage. For
the wide area coverage case, seamless coverage and medium to high mobility are desired, with much improved user
data rate compared to existing data rates. However the data rate requirement may be relaxed compared to hotspot.

– Ultra-reliable and low latency communications: This use case has stringent requirements for capabilities such as
throughput, latency and availability. Some examples include wireless control of industrial manufacturing or
production processes, remote medical surgery, distribution automation in a smart grid, transportation safety, etc.

– Massive machine type communications: This use case is characterized by a very large number of connected
devices typically transmitting a relatively low volume of non-delay-sensitive data. Devices are required to be low
cost, and have a very long battery life.

勧告M.2083のUsage scenario



Usage scenarios of IMT for 2030 and beyond  (1/2)
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<USAGE SCENARIO A>

[Titles from inputs: Immersive communication, Immersive 
connectivity, Extending eMBB, uMBB, Further Enhanced 
MBB, Further enhanced Mobile Broadband with increased 
data rate, Low Latency Mobile Broadband/Hotspot coverage 
with ultra-high data rate and ultra-low latency, High Mobility 
Broadband, High Stability Broadband] 

[Other proposed titles during offline email discussion: Immersive 
& Multi-sensory Communication, Ubiquitous MBB]

[Editor’s note: There are diverge views for Scenario A title, as it 
includes many use cases and related capabilities that fall under 
eMBB and human-centric type of applications].

<USAGE SCENARIO B>

[Proposed title during DG Usage meeting: 
“Super ultra Critical Communications”].
[Titles from inputs: hRLLC, Superlative URLLC] 

[Other proposed titles during email offline discussion:
Critical Usage Scenarios, Critical Communication, Superlative 
Critical xxx, High Performance Communication, Higher 
Sensitivity Communication]

<USAGE SCENARIO C>
[Title proposed during DG Usage meeting: 
“Ubiquitous Massive MTC”].

[Titles from inputs:
Omnipresent IoT, hMTC, Ubiquitous Massive connection, Low 
energy] 
[Other proposed titles during email offline discussion: Ubiquitous 
Massive MTC, Exceedingly Large MTC, Extremely Large MTC]



Usage scenarios of IMT for 2030 and beyond  (2/2)
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<USAGE SCENARIO D>
[Proposed titles during DG Usage meeting: 
“Broadband for All”, “All Earth Coverage”]

[Titles from inputs: Global broadband, 3D coverage, Global 
connectivity, Full-dimensional coverage, Sparse Wide area 
coverage, Sustainable development] 

[Other proposed titles during email offline discussion: 
Inclusion & Sustainability, Coverage & Sustainability]

[Editor’s note: This Scenario D describes the usage and global 
coverage and sustainability. The Scenario should be self-contained 
without reference to implementation or deployment aspects].

<USAGE SCENARIO E>
[Titles from inputs: Compute-AI services, Quality Guaranteed 
Network AI services] 

[Other proposed titles during email offline discussion: AIaaS, AI for 
Communication Services, Network AI, Network for AI]

[Editor’s note: In this Scenario E, diverge views on the need to have 
Scenario that over-arches enabler for all Usage Scenarios. Other views 
believe that this Scenario needs to be retained as it describes new 
beyond communication services provided by wireless networks with 
local compute offload and training of AI models using the nodes and 
infrastructure of the network. It is proposed that this Scenario could be 
described as Cognitive Enhanced Network or Connected Intelligence or 
Connected AI Learning. Further discussion is required by next meeting].

<USAGE SCENARIO F>
[Proposed title during DG Usage meeting: 
“Sensing & Communication”]

[Editor’s note: The following groups the figures and other overviews 
given after description of the usage scenarios in the contributions.]
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B5G白書1.0のKPI検討
Table 5.2.2-1 Beyond 5G in WP目標KPI (定量的要件)
ユーザ帯域 (DL/UL) 10-100Gbps typical and 1Gbps everywhere

ユーザ帯域 (DL/UL) 10-100Gbps (特定地域)、1Gbps (全域)

ピーク帯域 (DL/UL) 100Gbps 以上

使用条件？

Peak data rate under ideal conditions per user/device : [Gbps/Tbps level]
catering to holographic communication, VR/AR, tactile internet applications and

extremely high rate information showers. This at least 50× larger than that of
IMT-2020 systems.] <KOR, China, SparkNZ, IOWN GF>
100Gbps <One6G Association>

User experienced data rate : <KOR, China, SparkNZ, IOWN GF>
[1 Gbps], 
[At least be 10 × that of the corresponding value of IMT-2020.]
Achievable data rate that is available ubiquitously across the coverage area to a

mobile user/device [(in Mbit/s or Gbit/s)].
The term “ubiquitous” is related to the considered target coverage area and is not

intended to relate to an entire region or country.
容量 IMT-2020の100倍

使用条件？

Area traffic capacity : [100x] (KOR, China, Ericsson, One6G Association)
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]

遅延 1msec (一般)、
0.1msec (特定のローカル通信)
使用条件？

- End to End Latency (IAFI)
More explanation on definition and scenario is needed. We are looking for RAN.

- User Plane Latency : 20 µs to 1 ms (NZ, IOWN)
(Holographic, VR/AR and tactile appli.)

- Control Plane Latency : 20 ms (Spark NZ)
- Air latency: 0.1ms (One 6G Association)

ジッタ 1msec以下 0.0001 – 1 msec (IOWN GF)
µs-level (CHN)

WP5Dでの能力の検討状況
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B5G白書1.0のKPI検討
Table 5.2.2-1 Beyond 5G in WP目標KPI (定量的要件)
応答時間 100msec (往復のアプリケーション遅延、

アプリケーション依存の処理遅延を含む)
信頼性 10-6 -10-7 (RAN) [From 1-10-7 to 1-10-9]

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

位置測位精度 cmオーダー(または、それより高精度)
IMTで実現？

[cm-level(footnote)] whether and how to decide these values should be further
studied in future.

端末密度 106 - 107 端末/km2

何を想定？

Connection Density:
[107 devices/km2]
[Given the desire for IMT-2030 systems to support an internet-of-everything, 
the connection density could be 10× that of 5G.]

エネルギ効率 IMT-2020の100倍 定義は？ FFS (whether to have this item)
移動速度 1000 km/h - [1000 km/h

Handling multiple moving platforms.
It is expected that IMT-2030 systems will support mobility of up to 1000 km/h to 
include mobility values encountered in dual-engine commercial aeroplanes.]
- Mobility Interruption Time :   to be discussed later

カバレッジ 陸上/海上/空/宇宙をカバー
面積カバレッジ: 陸上100%

[Maximum range of the area by a single BS(in km/BS).] [Sea/Sky/Space]
[tens to hundreds of kilometers in radius]
[around ten kilometers above ground]

カバレッジ(HAPS) 水平カバレッジ: 半径数10-100km
垂直カバレッジ: 上空数km

WP5Dでの能力の検討状況

Operational lifetime 20 years (footnote 7)

Operating band width 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
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Sensing-related
capabilities

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.
- Sensing Accuracy
difference between sensed/measured and real 
values in range, velocity and angle
- Sensing Resolution
> 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].
> separation between multiple objects in range,
velocity and angle
- Missed detection rate:

the ratio of missed sensing targets to total sensing
targets
- False detection rate:

the ratio of false sensing targets to total sensing
results

Spectrum efficiency Average data throughput per unit of spectrum 
resource and per cell (bit/s/Hz)

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 BS or of a subsystem (e.g. 
sector ANT).
- Average Spectral Efficiency : 

1× that of IMT-2020 (Spark NZ)
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]

WP5Dでの能力の検討状況
Positioning - Positioning [accuracy]

- Localization accuracy
impacting the implementation of immersion, 

digital twinning and native intelligence [in meters].
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AI related
capabilities

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.
- Convergence time

a measure of how fast a neural network reaches the state
of convergence
- Training efficiency

AI model synchronization between base station and mobile
users,
- Training loss

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
- AI Complexity and Cost

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.
- The generalization of AI model to minimize performance
variance in different scenarios, and the difference
between model training data set and test data set
- "Support for a ubiquitous intelligent mobile society"

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

Ubiquitous Intelligent
Mobile Society

always-on, everywhere communications, 
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.

Carbon Neutrality

Sustainability
Deployment flexibility

Service availability

Resilience

Service versatility

Extreme devices

Trustworthiness

Security and privacy

WP5Dでの能力の検討状況



25

B5G白書1.0のKPI検討(1)
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B5G白書1.0のKPI検討(2)
Table 5.2.2-1 Beyond 5GのターゲットKPI (定量的要件)

ユーザ帯域 (DL/UL) 10-100Gbps typical and 1Gbps everywhere

ユーザ帯域 (DL/UL) 10-100Gbps (特定地域)、1Gbps (全域)

ピーク帯域 (DL/UL) 100Gbps 以上

容量 IMT-2020の100倍

遅延 1msec (一般)、0.1msec (特定のローカル通信)

ジッタ 1msec以下

応答時間 100msec (往復のアプリケーション遅延、
アプリケーション依存の処理遅延を含む)

信頼性 10-6 -10-7 (RAN)

位置測位精度 cmオーダー(または、それより高精度)

端末密度 106 - 107 端末/km2

エネルギ効率 IMT-2020の100倍

移動速度 1000 km/h

カバレッジ 陸上/海上/空/宇宙をカバー
面積カバレッジ: 陸上100%

カバレッジ(HAPS) 水平カバレッジ: 半径数10-100km
垂直カバレッジ: 上空数km
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B5G白書1.0のKPI検討(3)
Table 5.2.2-2 Beyond 5GのターゲットKPI (定性的要件)

持続可能性 • 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ハードウエアのモジュール構造化)
• カーボンニュートラル(再生可能電源の利用)

セキュリティ/信頼性/頑健性 • ピーク帯域を超える暗号処理速度(100Gbps以上)
• 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 • 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
• 構築から運用まで全てのワークフローにあたって、省力性・柔軟性・迅速性を

同時に満たす完全自動化の達成

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地局化
• 機器の相互連携によるあらゆる場所での通信
• オープンインターフェイス(Network API, application API)



• 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


ITU-R WP5D第41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41回会合に向けた対応案(FTT関連) (1/2) 1

次回第41回会合は、2022/06/13(Mon)-24(Wed)に遠隔参加可能な
対面会合としてジュネーブのITU本部で開催予定です。
 以下のような日程が想定されますので、5月の白書分科会において、入力
文書の御承認を頂くことを考えています。
 5/24(Tue): 白書分科会
 5/31(Tue): IMT-WG
 6/3(Fri): 地上業務委員会
 6/6(Mon): ITU-R WP5D入力締め切り

 このため、5/20(Fri)正午までに入力予定の英文原稿を御提供頂ければ
と思います。

 Future Technology Trends (FTT)
 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41回会合に向けた対応案(FTT関連) (2/2) 2

 Technical feasibility of IMT in bands above 100 GHz(above100)
 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。

 Annexとして入力を行う電波伝搬測定結果やシミュレーション結果以外に、
本文に対する入力も可能ですので御検討頂ければと思います。



1.5版作業スケジュール（案）

2022.4 5 6 7 8 9

白書分科会

本日

1.5版リリース
（9月下旬）1.5版

作業工程

議論、方針策定

エディタによる更新作業

・目的
・更新箇所
・記載内容
・作業規模

…

作業体制
の確立

英訳、編集、公開作業（事務局）

9月下旬リリースを目標として、1.5版への更新作業に着手
 B5G概念図の反映に合わせ、他の更新すべき項目、及び必要な活動について、各作業班にて

議論を実施

 2.0版に向けた活動内容、作業スケジュールは並行して継続議論



ビジョン作業班での今後の進め方と
Beyond 5Dを象徴する図・絵

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 4 月 2 6 日



今後やるべきこと・決めるべきこと 1

1. 白書のレビュー
① 自分たちで行うべきこと

• 他の節を参照し、不足している箇所の特定
• 定量的な要件を記載できているか

② 業界の方たちに意見をいただく
• 誰に（どの会社・団体に）声がけするか

2. 2030年社会検討ワークショップの再開
• 1②を受けて、声がけ＆依頼が必要

3. 技術戦略委員会などでの宿題
• グリーン、トータルトラヒック、社会実装の時

期 （See p.1～p.2）

4. Beyond 5G推進コンソとしてのスケジュール案（い
つごろどのようなユースケースが実現できそうか）

5. WP5DのWorkshop（6月）に向けて
• B5G（6G）を表す象徴的な絵・図
• プレゼン資料

1. 白書のレビュー
• 各エディターにて、追記・修正箇所を抽出

（4/25までに）
→ 小西と永田さんで修正の検討スケジュール
を提示（5/10）
• 各エディターにて、担当する業界にヒアリン
グ。ヒアリングの相手（案）を提示（4/25ま
でに）。その後、ヒアリング（～6/末）。難
しければ、小西＆永田さんに個別に相談。

2. 6月14日から再開
3. 9月末まで
4. 9月末まで

5. WP5D Workshopへの対応
• 絵・図 → 各社から4月12日までに提案

を求む（→19日幹部会→26日分科会）
• プレゼン資料（プレゼン時間：15～20分）

• Note: 5/16までにドラフト版を作成し、
国内審議を経て、6/6までに最終版を
提出（To WP5D）

進
め
方

赤字：分科会メンバーへの依頼事項
緑字：リーダー陣の作業再掲
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ビジョン作業班での今後の進め方



(1) 白書のブラッシュアップ

1-1 定量的なKPI，関連するユースケースを増やす，推敲

1-2 他業界からの意見，コメントのヒアリングと白書更新

1-3 2030年社会に新しくうまれたり，既存業界の融合によってうまれる業界，およびBeyond 5Gに求められるものの検討

1-4 業界担当者を変え，各業界白書内容を再検討

(2) 別業界からのフィードバック

2-1 パネル議論，ワークショップ，講演の機会を設ける

- 他業界から通信業界に対するコメント，意見をうける

(3) 広報宣伝活動

3-1 YouTube, メール等を活用した情報発信

2022年度ビジョン作業班活動案
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Beyond 5Dを象徴する図・絵



Beyond 5Gを象徴する図・絵の作成方法 5

白書分科会では，以下の前提状況と作成手順に基づき，Beyond 5Gを象徴する図・絵を作成することとする

 前提条件

• 以下，2種類のBeyond 5Gを象徴する図・絵を作成する

(a) Usage Scenarioを表す図

• Usage Scenarioの定義: サービス，機能を表し

（要求条件，要素技術，手段ではない），かつ，他業界にもわかりやすいもの

• Use Scenarioを表す図の中に，Beyond 5G時代にキーとなる例（遠隔手術，自動運転等）をマッピングする

(b) ターゲットKPI（要求条件）を表す図

• 定量的，定性的双方のKPIを記載する

 上記2種類の図にはIMT-2020を象徴する図からの発展イメージも含められるとよい

 Usage Scenarioを表す図の作成手順

1. 白書およびこれまでの白書分科会での活動内容の中で出てきたUsage Scenarioをリストアップする

2. 1でリストアップしたUsage Scenarioを分類する

3. 1, 2の作業の後，Beyond 5Gを象徴する図・絵を作成する

Enhanced Mobile Broadband

Massive Machine Type 
Communications

Ultra-reliable and Low Latency 
Communications

3D video, UHD screens

Smart City

Industry automation

Gigabytes in a second

Self Driving Car

Augmented reality
Smart Home/Building

Work and play in the cloud

Voice Mission critical  application,
e.g. e-health

Future IMT

(ref. ) Recommendation ITU-R M.2083-0 (09/2015)



Usage Scenarioを表す図 (1) 6

白書およびこれまでの白書分科会で出てきたUsage Scenarioと分類は下記の通り
・青字: 比較的高い（定量的）KPIが必要なシナリオ

(1) Ultra BroadBand Communication/ 超高速・大容量コミュニケーション
• ホログラフィックコミュニケーション（メディア）， Volumetric video（エンタメ），スマート物流化（小売卸流通），遠隔監視と遠隔制御（自動車），遠隔手術（医療），低・中軌道衛星（
宇宙），自然災害対策（社会）

(2) Mission Critical Communication/ ミッションクリティカルコミュニケーション
・ローカルネットワーク低遅延シナリオ: モーション制御（機械），物流施設の完全自動運転 （倉庫・物流），
・非ローカルネットワーク低遅延シナリオ: 遠隔監視と遠隔制御（自動車），ロボットリモートコントロール（半導体業界），超高速鉄道の緊急停止 （鉄道），Volumetric video（エンタメ）
・没入型機器遠隔操作システム（エネルギー資源）
・高信頼/安全シナリオ: 遠隔手術（医療），遠隔監視と遠隔制御（自動車）

(3) Ultra Massive Connection/ 超多数同時接続
・体内デバイス（医療）

(4) Universal Coverage/ユニバーサルカバレッジ
・宇宙空間，月でのカバレッジエリア（宇宙），10km程度の高高度飛行超音速旅客機，高度100km超の宇宙空間でのカバレッジエリア（航空機業界），HAPS 1基で半径数10～数100 

kmのエリアと上空数kmのエリアをカバー（HAPS），国土カバー率100%（通信・IT）

(5) Intelligent Connection/ インテリジェントコネクション
・ 必要なモノ・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供することができるような自律的な最適化機能や将来予測機能 （通信・IT業界），各機器の自律性の向上や接続/操作時のユ
ニバーサル対応（電機・精密），ゼロタッチで機器が自動連係（体内デバイス，カメラ連携（医療）），分散学習・推論機能（複数の車両やBeyond 5G基地局を用いて処理を行う（自動
車）），機器間インターフェースおよび通信と通信以外のシステム間のオープンAPIやオープンインターフェース、データ分析/処理やコンテンツ取り扱いのための共通プラットフォーム（機器連携（電機・精
密）），1,000 km/hの速度で移動中でも避難指示を受けられること（自然災害対策（社会）），NTNノードが、他のNTNノードやローカルなセンサーネットワークとの自動接続が可能（宇宙），
NTNノード単独、又は別のNTNノードとの組み合わせによる地上系を介さないメッシュネットワーク構築が可能（宇宙）

(6) Ubiquitous Sensing/ ユビキタスセンシング
・土木工事（建設・不動産），夜間，地方の車両単独走行（自動車）



Ultra Broadband Communication

Mission Critical 
Communication

Ultra Massive 
Connection

Flying car

3D holography

HAPS

Zero-touch 
autonomous

operation

In-plant 
devices

Autonomous construction 
using precise 
measurement

Smart logistics

eMBB

mMTC URLLC

5G

Universal Coverage

Coverage
on the moon

Intelligent
Connection

Ubiquitous 
Sensing

Usage Scenarioを表す図（案） (2)

Beyond 5G
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（参考1）白書分科会内で提案の
あったBeyond 5Gを象徴する図・絵



Huawei Confidential10

URLLC+

mMTC+

eMBB+

Sensing

AIaaSeMBB+
• Ultimate immersive cloud VR
• Haptic and multi-sensory communication
• Glass-free 3D and holographic displays
• Broadband wireless access for the unconnected

Sensing
• High-accuracy localization and tracking
• Simultaneous imaging, mapping and localization
• Augmented human sense
• Gesture and activity recognition 
• High precision positioning and navigation

URLLC+
• Factory of the future
• Motion control
• Collaborative robots in groups
• From intelligent cobots to cyborgs
• Level 5 autonomous vehicles

mMTC+
• Smart buildings
• Smart healthcare
• Smart services enabled by UAVs
• Wide-range IoT services

Intelligence
• AI as a service for network OAM
• AI as a service for data management
• AI as a service for distributed learning and inferencing

Use Case Grouping/mapping



Huawei Confidential11

Huawei Proprietary and Confidential no further Spread without Permission  

URLLC+

mMTC+

eMBB+

Sensing

AIaaS

Further explanations of Usage Scenarios (1/2)

Sensing: 

• Sensing creates a new type of usage scenario beyond 
communication that covers a range of use cases such as 
localization for device-based or even device-free targets, 
imaging, environment reconstruction and monitoring, 
gesture and activity recognition. 

• The sensing usage scenario adds new performance 
dimensions to the IMT such as detection probability, 
sensing resolution and accuracy in range, velocity, and 
angles, the requirements of which varies from 
applications to applications. For localization and 
reconstruction applications in the future, high sensing 
accuracy and resolution are both demanded while for 
imaging cases, ultra-high resolution is the key. And for 
gesture and activity recognition, detection probability 
becomes the top priority. 
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URLLC+

mMTC+

eMBB+

Sensing

AIaaS

Further explanations of Usage Scenarios(2/2)

AIaaS: 

• AIaaS (AI as a Service) is a type of usage scenario that 
targets to connect the distributed intelligent agents and 
connect them intelligently to proliferate large-scale 
deployment of artificial intelligence (AI) in all business of 
the society. 

• Spectral efficient and low latency data and/or model 
parameter exchange among a large number of intelligent 
agents for distributed learning is expected for real-time 
AI. Model inference accuracy, learning efficiency, AI agent 
density (service availability), and joint power efficiency 
for communication and computing are new dimensions of 
metrics for AIaaS. 

• Native trustworthiness with the support of native 
security and local data privacy is a key aspect for this 
usage scenario to take off. 
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Beyond 5Gを表す概念図の提案（3点）
Beyond 5Gを表す概念図を3つ提案いたします。提案1はBeyond 5Gの特徴的機能を、提案2は
CPSのデータ循環を、提案3はBeyond 5Gが実現するWell-Beingな社会像を表現しています。

提案1 提案2 提案3

Beyond 5Gの特徴的機能を六角形で表現
5G機能の高度化やユースケースも表現可能
シンプルなため諸外国の賛同が得やすいと想定

サイバーフィジカルシステムのデータ循環を表現
Beyond 5Gの特徴的な機能も表現
国家戦略とも合致し日本らしい提案が可能

Beyond 5Gが実現する社会像を表現
人間を中心としたCPSのデータ循環も表現
ピクトアイコンにより日本らしい提案が可能
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提案1：Beyond 5Gの特徴的機能を表現

超低消費電力

超高速・大容量

超安全・信頼性

超低遅延超多数同時接続

自律性・拡張性

自動運転

ホログラム通信

HAPS

遠隔監視

体内デバイス

遠隔手術

自動建設

月惑星探査

スマート物流

概念図のイメージ 概念図の特徴など

 Beyond 5Gの特徴的な機能を六角
形を用いて表現

 Beyond 5G(6G)だから六角形であ
るとイメージが想起しやすい

 図中にBeyond 5Gのユースケースを
表現することができる

 5Gの3つの特徴的機能（三角形）
の高度化を同じ図で表現できる

 諸外国案に近い概念図となるため、
諸外国からの賛同も得られやすいと
想定

高速・大容量

多数同時接続 低遅延・高信頼

5G
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提案2：サイバーフィジカルシステムにおけるデータ循環を表現

超低消費
電力

超安全
・

信頼性

超高速
・

大容量

超低遅延超多数
同時接続

自律性
・

拡張性

5G

フィジカル空間

サイバー空間

概念図のイメージ 概念図の特徴など

 サイバーフィジカルシステム（CPS）を
図中で表現

 Beyond 5Gの世界観を回転するイ
メージにてCPSのデータ循環で表現

 5Gの3つの特徴的機能（三角形）
も表現

 Society 5.0やBeyond 5G推進戦
略と合致し、日本らしい提案

 諸外国案に近い概念図となるため、
諸外国からも賛同を得られやすいと
想定
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提案3：Beyond 5Gが実現するWell-Beingな社会像を表現
概念図のイメージ 概念図の特徴など

Beyond 5Gが実現するWell-Being
な社会像を表現

Beyond 5Gは人間中心の社会基盤
であることを表現

人間を中心にCPSのデータ循環を表現

Beyond 5Gで実現する各種ユース
ケースも人間が起点となることを表現

ピクトアイコンにより日本らしい提案

サイバー空間

フィジカル空間

超高速
・

大容量

超安全
・

信頼性

超低遅延
自律性
・

拡張性

超多数
同時接続

超低消費
電力



京都大学より



案1:三角形⇒六角形

Copyright 2021 FUJITSU LIMITED

高速大容量

超低遅延超多数接続

低消費電力 拡張性

信頼性

考え方

・5Gの特長を伸ばしつつ、新たな指標を追加する
・「６」Gにこだわり、形や項目を６に揃える

発展形

ハニカム形で、使用用途に応じ補足的な情報を記載する。た
とえば、技術目標やユースケースを記載

18

富士通(株)より



案2:三角形⇒立体(プリズム型)

Copyright 2021 FUJITSU LIMITED

考え方

大容量

超多数接続

超低遅延

低消費電力

拡張性

５G
B５G

・三角形の拡がりはTerrestrial領域での性能向
上を示す
・縦軸(z軸；上方向)はNTNへの拡がりを示す
・縦軸(z軸；下方向)は低消費電力化を示す。
・ｚ軸で立体を切ると三角形が上(下)に行くほ
ど小さくなる。これは、性能と拡張性(消費電
力)がトレードオフの関係であることを示す

19

富士通(株)より
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Beyond 5Gを表す図のつくりかたについての提言
白書分科会で以下の検討をすべきと提案する

1. Beyond 5Gを表す図の内容の明確化

- Beyond 5Gを表す図は，「Usage Scenario」をベースとした絵にすべき

- 要求条件，要素技術，手段ではないものを表現すべき

- 5Gからの発展イメージも含めるべき？

- 白書分科会の白書に含める絵として、他業界の方にもわかりやすい絵にすべき

2. 白書分科会でこれまでに出てきたUsage Scenarioの中からBeyond 5G的なものをリストアップ

3. 2でリストアップしたUsage Scenarioの分類

- A, B, C, D, E, F, ….

4. 2, 3の作業に基づき絵の作成
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（参考2）ITUでの提案，分類状況
(ref.) 
IMT Vision – Framework and overall objectives of the future 
development of IMT for 2030 and beyond, Feb. 2022
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（参考2）ITUでの提案，分類状況
(ref.) 
IMT Vision – Framework and overall objectives of the future 
development of IMT for 2030 and beyond, Feb. 2022



Ericsson

The evolution of usage scenarios from IMT-2020 
to IMT for 2030 and beyond.

Six usage scenarios for IMT for 2030 and beyond, extendi  
and expanding those of IMT-2020.



Korea (1)

uMBB: Ultra Mobile Broadband communications

3DC: 3D coverage

hMTC: Hyper-connected Machine Type 
Communications

uLE: ultra Low Energy

hRLLC: hyper-Reliable and Low Latency 
Communications 

PP: Precision Positioning

New U/S: New Usage Scenarios



Korea (2)



WWRF



Usage Scenarioの6つの分類ドラフト
<USAGE SCENARIO A>
Immersive communication, Immersive connectivity, Extending eMBB, uMBB, Further Enhanced MBB, Further enhanced Mobile Broadband with increased data rate, 
Low Latency Mobile Broadband/Hotspot coverage with ultra-high data rate and ultra-low latency, High Mobility Broadband, High Stability Broadband, Immersive & 
Multi-sensory Communication, Ubiquitous MBB]

<USAGE SCENARIO B>
Super ultra Critical Communications
hRLLC, Superlative URLLC, Critical Usage Scenarios, Critical Communication, Superlative Critical xxx, High Performance Communication, Higher Sensitivity 
Communication

<USAGE SCENARIO C>
Ubiquitous Massive MTC
Omnipresent IoT, hMTC, Ubiquitous Massive connection, Low energy, Ubiquitous Massive MTC, Exceedingly Large MTC, Extremely Large MTC

<USAGE SCENARIO D>
Broadband for All”, “All Earth Coverage
Global broadband, 3D coverage, Global connectivity, Full-dimensional coverage, Sparse Wide area coverage, Sustainable development, Inclusion & Sustainability, 
Coverage & Sustainability

<USAGE SCENARIO E>
Compute-AI services, Quality Guaranteed Network AI services, AIaaS, AI for Communication Services, Network AI, Network for AI
Intelligent connectivity (ITU文章の6つの分類案には書かれていないが，図に書かれているもの）

<USAGE SCENARIO F>
Sensing & Communication
Internet of senses, Precision positioning (ITU文章の6つの分類案には書かれていないが，図に書かれているもの）
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（参考3）ITUでの提案，分類と
国内提案の比較



<USAGE SCENARIO A>
Immersive communication, Immersive connectivity, Extending eMBB, uMBB, Further Enhanced MBB, Further enhanced Mobile Broadband with increased data rate, Low 
Latency Mobile Broadband/Hotspot coverage with ultra-high data rate and ultra-low latency, High Mobility Broadband, High Stability Broadband, Immersive & Multi-
sensory Communication, Ubiquitous MBB] , eMBB+, 超高速・大容量

<USAGE SCENARIO B>
Super ultra Critical Communications
hRLLC, Superlative URLLC, Critical Usage Scenarios, Critical Communication, Superlative Critical xxx, High Performance Communication, Higher Sensitivity 
Communication, URLLC+,超安全・信頼性，超低遅延

<USAGE SCENARIO C>
Ubiquitous Massive MTC
Omnipresent IoT, hMTC, Ubiquitous Massive connection, Low energy, Ubiquitous Massive MTC, Exceedingly Large MTC, Extremely Large MTC, mMTC+, 超多数同時接

続，超低消費電力，エネルギー効率性
 低消費電力/エネルギー効率性と多数同時接続を分けるかどうか？

<USAGE SCENARIO D>
Broadband for All”, “All Earth Coverage
Global broadband, 3D coverage, Global connectivity, Full-dimensional coverage, Sparse Wide area coverage, Sustainable development, Inclusion & Sustainability, 
Coverage & Sustainability，拡張性

<USAGE SCENARIO E>
Compute-AI services, Quality Guaranteed Network AI services, AIaaS, AI for Communication Services, Network AI, Network for AI
Intelligent connectivity (ITU文章の6つの分類案には書かれていないが，図に書かれているもの), Intelligence

<USAGE SCENARIO F>
Sensing & Communication
Internet of senses, Precision positioning (ITU文章の6つの分類案には書かれていないが，図に書かれているもの）

<USAGE SCENARIO G>
自律性

黒字/青字: ITU文章，
赤字: 国内提案
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Beyond 5G ホワイトペーパー1.0 版リリースイベントの開催概要報告 
 

2022 年 3 月 28 日 
白書分科会事務局（ARIB） 

 
 Beyond 5G 推進コンソーシアム白書分科会では、2030 年代の社会基盤となる Beyond 5G 
システムのビジョン、将来技術に関するホワイトペーパーを作成しており、ホワイトペーパー

1.0 版の完成を機にリリースイベントを開催しました。 
 
１．イベント概要 
・名称：Beyond 5G ホワイトペーパー1.0 版リリースイベント 
・主催：Beyond 5G 推進コンソーシアム 
・日時：2022 年 3 月 18 日(金) 13:00～15:40 
・開催方法：Zoom ウェビナーによるオンライン開催 
・プログラム 
（１）開催挨拶 
（２）ホワイトペーパー1.0 版の紹介 
（３）パネルディスカッション第１部 ～Beyond 5G のビジョン 
（４）パネルディスカッション第２部 ～Beyond 5G の技術 
（５）閉会挨拶 

・参加者：616 名 
 

２．開催概要 
（１）開催挨拶 

開催にあたり Beyond 5G 推進コンソーシアムを代表して、企画・戦略委員会委員長の森

川 博之 氏（東京大学）から挨拶があり、白書分科会メンバへの感謝と共に、本白書の積極

的な活用の必要性や、今後の活動への期待が述べられました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beyond 5G 推進コンソーシアム 
企画・戦略委員会委員長 
森川 博之 氏（東京大学） 
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（２）ホワイトペーパー1.0 版の紹介 
Beyond 5G ホワイトペーパー1.0 版の概要を白書分科会主査の中村 武宏 氏（株式会社

NTT ドコモ）、詳細内容をビジョン作業班リーダーの小西 聡 氏（KDDI 株式会社）と技術

作業班リーダーの中村 隆治 氏（富士通株式会社）から説明がありました。 

 
 
 

Q&A では、他と比べた本白書の特徴や、大容量化/高速化に伴うコスト等について、活発

な質疑応答が行われました。 
 
（３）パネルディスカッション第１部 ～Beyond 5G のビジョン 

「Beyond 5G のビジョン」をテーマとして、6 名の方によるパネルディスカッションを

行いました。医療、運輸、メディア、宇宙業界の将来動向、及び Beyond 5G への期待、課題

について、業界の枠を超えて貴重な意見交換が行われました。 
モデレータ：ビジョン作業班副リーダ 永田 聡 氏（株式会社 NTT ドコモ） 
パネリスト：奥 真也 氏 （医療未来学者） 

        佐伯 憲和 氏（東京医科歯科大学） 
        中林 紀彦 氏（ヤマト運輸株式会社） 
        清水 俊宏 氏（株式会社フジテレビジョン） 
        稲場 典康 氏（国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)） 

 
 

左上から：永田 聡 氏、奥 真也 氏、佐伯 憲和 氏、 
中林 紀彦 氏、清水 俊宏 氏、稲場 典康 氏 

白書分科会主査 
中村 武宏 氏 

（株式会社 NTT ドコモ） 

ビジョン作業班リーダー 
小西 聡 氏 

（KDDI 株式会社） 

技術作業班リーダー 
中村 隆治 氏 

（富士通株式会社） 
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Q&A では、医療分野の課題解決に通信が活用できるのではないか等、活発な質疑応答が行

われました。 
 
（４）パネルディスカッション第２部 ～Beyond 5G の技術 

「Beyond 5G の技術」をテーマとして、7 名の方によるパネルディスカッションを行い

ました。白書に記載された各技術領域をテーマに、Beyond 5G 期待される機能、性能、また

実現上の課題等について、活発な意見交換が行われました。 
モデレータ：技術作業班副リーダ 下西 英之 氏（日本電気株式会社） 
パネリスト：高木 幸一 氏（KDDI 株式会社） 
      朱 厚道 氏 （華為技術日本株式会社） 
      横田 純也 氏（ソフトバンク株式会社） 
      里田 浩三 氏（日本電気株式会社） 
      須山 聡 氏 （株式会社 NTT ドコモ） 
      中村 隆治 氏（富士通株式会社） 

 
 
 
 

Q&A では、Beyond 5G の革新的技術、NTN によるカバレッジ拡張、光と無線の融合、自

動車分野で活用する際の課題など、活発な質疑応答が行われました。 
 
  

左上から：下西 英之 氏、高木 幸一 氏、朱 厚道 氏、 
横田 純也 氏、里田 浩三 氏、須山 聡 氏、 
中村 隆治 氏 
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（５）閉会挨拶 
閉会にあたり、本イベントの主催者である白書分科会を代表して、白書分科会主査の中村

武宏 氏（株式会社 NTT ドコモ）から挨拶がありました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．アンケート結果（2022 年 3 月 22 日 10 時現在） 
（１）満足度 

 
（２）イベントの内容に関する感想（+：プラスの感想、-：マイナスの感想） 

 

Beyond 5G 推進コンソーシアム 
白書分科会主査 

中村 武宏 氏（株式会社 NTT ドコモ） 



 

― 5 ― 

 
（３）B5G ホワイトペーパーの今後の活動への期待や要望 

 
（４）事務局の運営への感想（+：プラスの感想、-：マイナスの感想） 

 

回答数
7
6
1
5

25
5
1

10
3
2

65合計

分類

イベント時間に余裕がなくビジーだった(5)
普及を目指したイベントの開催はよい(1)、イベントの構成がよかった(2)

説明が分かりやすかった(1)
専門的な知見を分かりやすく表現してくれてよかった(5)
異分野間の連携の説明がよかった(6)、様々な業界の話しを聴けてよかった(11)
優れた点を一言で言うとの議論が面白かった(1)、空気の様な存在に納得(1)
ビジョンで導き出されたKPIの達成見込みに関して議論してほしかった(1)
B5Gの展望、将来イメージを聞けてよかった(5)、B5Gに対する理解が深まった(4)
なぜ5Gはダメで開発が必要か分からなかった(2)、5Gからの差異化が分からなかった(1)
動画を公開して欲しい(2)

主な感想

パネルディスカッション(+)

全体(-)
全体(+)

白書紹介(+)

パネルディスカッション1(+)
パネルディスカッション2(+)
パネルディスカッション2(-)
B5Gの理解(+)
B5Gの理解(-)
要望

回答数
11
10
8
6
2

37合計

具体的な検討 業界間の連携(4)、ロードマップ(2)
将来の検討 技術的なブレイクスルーの深掘り(2)、将来何が新たにできるようになるかの議論(2)
その他

分類 主な感想
イベント 様々な業界の議論(4)、継続して開催してほしい(3)、技術に特化した議論(2)
白書の内容 分かりやすい説明(3)、各国の政策や標準化の動向など(3)、課題解決事例(2)
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（５）参加者の働いている業界 

 
 
 

以上 



ページ数 公開日 https://www.oulu.fi/6gflagship/6g-white-pa ページ数 公開日 https://nextgalliance.org ページ数 公開日 www.caict.ac.cn/english/news/202ページ数 公開日 http://5gforum.org/gc/bbs/b ページ数 公開日

D1.1 Expanded 6G vision, use cases and societal values –
including aspects of sustainability, security and
spectrum

66 2021/2/28 Key Drivers and Research　Challenges for
6G Ubiquitous　Wireless Intelligence

36 2019/9/1 Roadmap to 6G 49 2022/2/1 6G Network architecture vision
and key tehnology outlook

40 2021/6/1 6G Technology Trends 99 2021/2/1

D1.2 Towards Tbps Communications in 6G: Use cases and
Gap Analysis

127 2021/4/3 6G DRIVERS AND THE UN SDGS 40 2020/6/1 The Path Toward
Sustainable 6G

38 2022/3/1

D1.3 Targets and requirements for 6G – initial E2E
architecture

139 2021/12/31

D5.1 Initial 6G architectural components and enablers 107 2021/12/31
D5.2 Analysis of 6G architectural enablers applicability and

initial technological solutions
2022/11/1

D5.3 Final 6G architectural enablers and technological 2023/5/1

産業利用/
ビジネス

D7.1 Gap analysis and technical work plan for special-
purpose functionality

57 2021/6/3 BUSINESS OF 6G 56 2020/6/1

D7.2 Special-purpose functionalities: intermediate solutions 2022/5/1 CRITICAL AND MASSIVE MACHINE TYPE
COMMUNICATION TOWARDS 6G

36 2020/6/1

D7.3 Special-purpose functionalities: final solutions 2023/6/1

NW/アーキ
テクチャ

D1.4 Hexa-X architecture for B5G/6G networks – final release 2023/7/1 6G NETWORKING 36 2020/6/1

D6.1 Gaps, features and enablers for B5G/6G service
management and orchestration

79 2021/6/3 EDGE INTELLIGENCE 36 2020/6/1

D6.2 Design of service management and orchestration
functionalities

2022/5/1

D6.3 Final evaluation of service management and
orchestration mechanisms

2023/5/1

無線/光通
信技術

D2.2 Initial radio models and analysis towards ultra-high data
rate links in 6G

137 2021/8/31 RF ENABLING 6G – OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES FROM TECHNOLOGY TO
SPECTRUM

68 2020/6/1 Extreme MIMO 2021/9?

D2.3 Radio models and enabling techniques towards ultra-
high data rate links and capacity in 6G

2023/4/1 Tera-Herts Communications 2021/9?

D2.4 Enabling radio technologies and roadmap towards 6G 2023/7/1 Reconfigurable Intelligent 2021/9?

センシング D3.1 Localisation and sensing use cases and gap analysis 94 2021/12/31 LOCALIZATION AND SENSING 36 2020/6/1 Integrated sensing and
communication

2021/9?

D3.2 Initial models and measurements for localisation and
sensing

2022/10/1

D3.3 Final models and measurements for localisation and
sensing

2023/7/1

AI/マシン
ラーニング

D4.1 AI-driven communication & computation co-design: Gap
analysis and blueprint

101 2021/6/3 MACHINE LEARNING IN 6G WIRELESS
COMMUNICATION NETWORKS

36 2020/6/1 Wireless AI 2021/9?

D4.2 AI-driven communication & computation co-design:
initial solutions

2022/7/1

D4.3 AI-driven communication & computation co-design
solutions

2023/5/1

信頼性、セ
キュリティ

RESEARCH CHALLENGES FOR TRUST,
SECURITY AND PRIVACY

36 2020/6/1 Network Security Vision 2021/9?

カバレッジ
拡張

CONNECTIVITY FOR REMOTE AREAS 28 2020/6/1

BROADBAND CONNECTIVITY IN 6G 48 2020/6/1

その他 D8.2 Intermediate dissemination and communication report 31 2021/12/31 VALIDATION AND TRIALS FOR VERTICALS
TOWARDS 2030’S

36 2020/6/1

D8.3 Final dissemination and communication report 2023/7/1

5G Forum (KOREA)
https://hexa-x.eu/deliverables/

全般（ユー
スケース、
ビジョン、
将来技術
等）関連

Hexa-X 6G flagship IMT-2030 PG (CHINA)Next G Alliance (USA)



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 当面休止

技術作業班
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

4月26日(火) 15:00-18:00 第13回 第18回 第14回

5月24日(火) 15:00-18:00 第14回 第19回 第15回

6月28日(火) 15:00-18:00 第15回 第20回 第16回

本日⇒
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