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１ ポストニューノーマル時代＝「デジタル化」と「グリーン」が経済成長のカギ
Digitalization and Green as keys to economic growth in Post-new normal era
 「デジタル化」で、場所に関係なくあらゆることが可能に（仕事、医療、エンターテイメント、行政手続な
ど）。これにより、接触を減らし、感染症対策にも貢献。
- Digitalization enables everything, regardless of location: telework; healthcare; entertainment;
government procedures.
 デジタル化は、グリーンにも貢献（Green by Digital）。ポストニューノーマル時代においては、デジタ
ル化とグリーンが成長のカギとなる。
- Digitalization contributes to Green/carbon neutral. Digitalization and green are the keys to
economic growth in Post-new normal era.
 その前提として、どこにいても高速なネットワークに接続できることが必要。高度なICTインフラの整備及
び維持が重要。
- High-speed internet connection is essential to digitalization. MIC is working on developing and
maintaining high-level ICT infrastructure, such as 5G, FTTH.
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２ 5G、光ファイバーの整備：「ICTインフラ地域展開マスタープラン3.0」

Maintaining 5G/FTTH network nationwide: ICT Infrastructure Roadmap 3.0
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 2020年末に「ICTインフラ地域展開マスタープラン3.0」を策定。予算、税制等の様々な手段を活用し、
インフラ整備を後押し。
- Establishing ICT Infrastructure Roadmap 3.0 in Dec. 2020. Boosting infrastructure development
utilizing subsidies, tax incentives.
• 光ファイバー整備：2021年度末までに未整備世帯を約17万世帯に
- FTTH: reduce uncovered households to 170,000 by FY2021
• 4G（LTE）：2023年度までに全居住エリアをカバー
- 4G(LTE): cover all residential area by FY2023

５G展開の
必須の要件

(essential requirement
for 5G)

• 5G：2023年度末までに計画の4倍となる28万局の基地局設置
- 5G: deploy 280,000 base stations by FY2023, 4x of initially planned
• 条件不利地域、トンネルまで含めたインフラ整備
- Maintaining infrastructure including rural areas and tunnels
• ローカル5G（自営系5G）の整備
- Promoting Local 5G (Private 5G) system implementation
660K
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FTTH coverage
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13K

People outside 4G (LTE)
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Aiming for
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FY2023
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安心・安全な5G展開の推進

Maintaining Safe and Secure 5G Network
5G税制

相互運用性の確保

特定高度情報通信技術活用システム導入計画

O-RAN（Openな無線網）

※開発供給事業者（ベンダー）の認定開発供給計画の情報と連動

事業者

認定

策定

（認定の基準）
・安全性・信頼性
・供給安定性
・オープン性（国際アライアンス）

主
務
大
臣

3



Mobile network without depending a specific vendor, enabling to
establish with multi-vendor, open and smart design.



（支援措置）
・課税の特例
・ツーステップローン等の金融支援

世界の主要キャリア・ベンダーが参加する「O-RANアライアン
ス」 で国際標準仕様の策定を推進（日本からNTTドコモ、
KDDI、ソフトバンク、NEC、富士通等が参加）。

O-RAN Alliance, joined by major operators and vendors, working
on establishing global standard of RAN.

確認

主務大臣

課税の特例
（早期普及・供給安定性に関する確認基準）
・全国５Ｇは、開設計画前倒し分の基地局
・より高い供給安定性
（重要な役割を果たすもの）
・システムを構築する上で重要な役割を果たすもの
・全国基地局は、高度なもの

①法人税・所得税
対象事業者

対象設備

税額控除

特別償却

携帯事業者

機械装置等

１５％

３０％

ローカル５Ｇ免許人

機械装置等

１５％

３０％

②固定資産税（ローカル５G免許人に限る）
３年間、課税標準を1/2とする。

特定のベンダーに依存せず、複数のベンダーを組み合わせて
オープンかつスマートに構築可能な無線網。

vRAN（Virtualな無線網）


ソフトウェアと汎用ハードウェアを組み合わせ、仮想化技術に
より柔軟な機能拡張や運用等を可能とする無線網。

Mobile network aggregating software and generic hardware,
enabling flexible expansion of the function and operation utilizing
virtualization technology.




楽天モバイルは、世界に先駆けてvRANを全面的に導入。

Rakuten Mobile introduced world first full-scale vRAN network

国内ベンダーも仮想化に対応した基地局の開発を推進。

Domestic vendors developing base station compatible with
virtualization.

インフラシェアリングによる5G整備の推進
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Maintaining 5G Network utilizing Infra-sharing
① 「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信
事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の策定

③ 「５Ｇ基地局共用技術に関する研究開発」

アンテナ
アンテナ
共用装置

エントランス
回線

土地、建物、
鉄塔

基地局装置

①鉄塔等の
シェアリング

②アンテナ、基地局装置等の
シェアリング

中継回線

インターネット
等

（移動通信事業者各社が設置）

令和２年度予算額

７．９億円

 平成30年12月に、電気通信事業法と電波法の適用関係を明確化するためにガイドライン
を策定。

 基地局を共用する場合には、 一つの無線局で同時に発射する周波数が広くなるため、無
線局の共用には、対応する機器及び複数社分の電波を制御するための技術が必要。

 インフラシェアリングをする際の事業の登録や無線局の免許等の法令上の手続等の事項
について概説。

 広帯域な無線通信システムの構成技術、ネットワーク接続管理・制御技術の研究開発を
行うことで、周波数利用効率の高い基地局の早期導入を図る。

② 「携帯電話等エリア整備事業」

④ 「交通信号機を活用した５Ｇネットワークの構築」

５Ｇ
 高速大容量・超低遅延・多数同時接続が特長の５Ｇ展開がスタート
 従来より高い周波数帯を使うため、より稠密な基地局設置が必要
 設置に当たり、各社は設置場所管理者と個別調整を実施

令和２年度予算額

１５．１億円

 地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）において携帯電話等を利用可
能とするとともに、５Ｇ等の高度化サービスの普及を促進。
 ③高度化施設整備事業では、複数社共同整備の場合には、１社での整備の場合よりも高
い補助率を適用（１社での整備の場合：１／３、複数社共同整備の場合：２／３）

交通信号機
 都道府県警察が整備、運用、管理する約21万基の信号機のうち、集
中制御が可能な信号機は３割程度
 ５Ｇを利用した信号機の集中制御エリアの拡大、自動運転社会を見
据えた、より安全で円滑な交通実現への期待

交通信号機を活用した５Ｇネットワークの整備によるトラステッドネットワークの構築
 ５Ｇの特長を活かしたセキュアで遅延の少ない信号機集中制御化の実現
 交差点周辺の５Ｇエリア化によるインフラ展開の加速
 信号機の集中制御にかかる費用の削減
 基地局設置場所確保に際しての調整が容易に

 交通信号機への５Ｇ基地局の設置による５Ｇエリアの拡充及び交通信号機の集中制御化
の促進に向け、５Ｇエリアの低コストかつ柔軟な展開及び交通信号機のセキュアなデジタ
ル化・ネットワーク化を可能にするリファレンス・アーキテクチャをはじめ、設置に係る価値
を最大化する手法を創出。
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３ インターネットトラヒック増加への対応
Rapid Growth of the Internet Traffic
 コロナ禍において、インターネットトラヒックが急増（昨年比6割増）
- Rapid growth of the Internet traffic under COVID-19 pandemic: Approx. 60% increase YoY
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 トラヒック急増については、様々な課題も見えてきており、有識者会議において網羅的な検討を実施。
- Expert group will conduct comprehensive study on various issued deriving from the rapid growth
of the Internet traffic during the pandemic in 2020.
•

通信事業者、コンテンツ事業者の対応状況
- Measures taken by telecom operators and contents providers; “CONECT” has played important roles
消費者側のボトルネック（家庭内の無線LAN、集合住宅の構内配線）

•

インターネットトラヒックの首都圏一極集中の状況（災害の影響、地域分散）

•

- Bottlenecks on consumer side: Wi-Fi devices and wiring inside buildings
- Traffic concentration on Tokyo/Osaka Metro Area

４ ICTを活用したグリーン化への取組
Green by Digital / Green of Digital
 政府全体として、カーボンニュートラルに取り組み。
- The Japanese Government set carbon-neutrality as a prioritized policy target.

 菅総理の所信表明演説：「二〇五〇年カーボンニュートラルを宣言しました」
PM Policy Speech to Diet: “I have declared that Japan would realize carbon-neutrality by 2050.”

 総務省としては、超低消費電力を特徴とするB5Gへの取組を推進。（→次項目へ）
- MIC promotes policies for achieving Beyond 5G which has the feature of ultra low power
consumption.
 対策を講じなければ2030年には現在のIT関連消費電力が約36倍に（現在の総消費電力の1.5倍）
Without reduction measures, in 2030, IT-related power consumption would reach to 36x than now, (1.5x of total
consumption than now).
 B5G: 現在の1/100の電力消費
B5G Power Consumption: 1/100 lower than now

 加えてデータセンターのグリーン化に向けた取組（Green of Digital）を推進
- Greening data center facility as a measure for Green of Digital.
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５ Beyond 5G (B5G)
 モバイルシステムは、10年ごとにシステムが高度化（2030年頃にBeyond 5G(6G)）
- Mobile system has advanced to next generation per decade; Beyond 5G/6G expected in 2030s
 特徴は、5Gの特徴的機能（超高速、超低遅延、多数同時接続）の更なる高度化と以下の新たな
機能
- B5G features of advanced function of 5G, eMBB(10x); URLLC(1/10x); mMTC(10x); and new
features:
• 超低消費電力(Ultra low power consumption)
• 超安全・信頼性(Ultra security and resiliency)
• 自律性(Autonomy)
• 拡張性(Scalability)
 NICTに研究開発基金、テストベッドを構築、今後5年間で1000億円超の国費を投入
- Establish R&D fund and test bed at NICT, investing more than 1000 billion JPY as national
expenditure for next five years.
 2025年の大阪関西万博をショーケースに
- The OSAKA-KANSAI Expo 2025 will be the "Beyond 5G Ready Showcase“
 信頼できる有志国とのパートナーシップのもとで戦略的にR&D、標準化を推進
- Promote R&D and standardization strategically under partnership with like-minded countries.
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Beyond 5G要素技術の研究開発テーマ例

8

R&D Themes for Beyond 5G Core Technologies

【超高速・大容量】
超高周波(テラヘルツ波・ミリ波) 技術

・電波の未開拓領域であり、超高速・大
容量無線通信を可能とするテラヘルツ
波等の高周波数帯を利用する技術

【超低遅延】
伝送メディア変換技術
・光信号と電波（無線）信号をシームレ
スに相互変換することで、処理遅延の
最適化やネットワークの柔軟な構成を
実現する技術

【超多数接続】
多数同時接続技術

・多数のユーザ端末の大容量同時伝送
を実現する多数アンテナ間の干渉制
御・端末間連携技術

光電変換デバイス

【超低消費電力】
オールフォトニクス技術
・ネットワークから端末まで光のまま伝送する
技術や、チップ内に光通信技術を導入し
低消費電力デバイスを実現する技術

集積型受光素子

マルチコア
光ファイバ

並列光スイッチ

【超安全・信頼性確保】
量子暗号通信・耐量子計算機暗号技術
・量子計算機でも解読が困難な耐量子計
算機暗号技術
・暗号鍵を光子（光の粒子）に乗せて伝
送することで、理論上盗聴が不可能なセ
キュアな通信を実現する技術

ショーケースを実現する５Ｇ・Beyond 5Gの情報通信基盤の整備
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（出典）：大阪・関西万博関係府省庁連絡会議（第１回）資料を基に作成

…

ショーケース事業の例

サイバー・フィジカル・システム
（仮想空間と実世界の時空間同期
による新たな価値の創出 ）

ショーケース事業を
実現する情報通信
環境にやさしいネットワーク
基盤の例
（オール光ネットワークによる超低消費電力）

エッジコンピューティング
（５Ｇの1/10程度の超低遅延）

5G・Beyond 5G

５Ｇによる「超高速・大容量」、「超低遅延」及び「超多数同時接続」の高度化に加え、
新機能※を追加し、万博会場に2030年代の先端技術を実装して世界にアピール。
※新機能の例
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：機器の相互連携によるあらゆる場所での通信/端末や窓など様々なものを基地局化/衛星やHAPSとのシームレスな接続（宇宙・海洋を含む）
超安全・信頼性：セキュリティの常時確保/災害や障害からの瞬時復旧 超低消費電力：現在の1/100の電力消費

Beyond 5G 推進戦略の全体像
1. 基本方針
(b)ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを生む
ｴｺｼｽﾃﾑの構築

(a)グローバル・ファースト

(c)リソースの集中的投入

2. 政府と民間が一丸となって、国際連携の下で戦略的に取り組む
(1)研究開発戦略

(2)知財・標準化戦略

(3)展開戦略

世界最高レベルの
研究開発環境の実現

ゲームチェンジの実現

Beyond 5G Ready
な環境の実現

Beyond 5G必須
特許シェア10％以上

2030年度に44兆円の
付加価値創出

サプライチェーンリスクの低減と
市場参入機会の創出

2025年頃から順次
要素技術を確立

Beyond 5Gの
早期かつ円滑な導入

Beyond 5Gにおける国際競争力強化
 インフラ市場シェア3割程度
 デバイス・ソリューション市場でも持続的プレゼンス

Beyond 5G 推進コンソーシアム
Beyond 5G 推進コンソーシアム URL: https://b5g.jp/
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Overview of B5G Promotion Strategy
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1. Basic Principles
(b) Ecosystem driving
Innovation

(a) Global First

(c) Concentrate
Resources

2. Government and Private Sectors Collaborate Strategically under International Cooperation

(1) R&D

(2)IP & Standardization

(3) Deployment

World-class
R&D Environment

Game Change

Beyond 5G Ready
Environment

Reducing Supply Chain Risk and
Creating Market Entry Opportunity

Establish Core
Technologies from
around 2025

Above 10% Share of
Essential Patent to
B5G

Speedy and Smooth
Implementation of B5G

New Value Added of
44T JPY* by FY2030

* 400B USD

(1USD=110JPY)

Strengthen
International Competitiveness in B5G
 30% of Share in Infrastructure Market
 Persistent Presence in Device/Solution Market

Beyond 5G Promotion Consortium
Beyond 5G Promotion Consortium website URL: https://b5g.jp/

Beyond 5Gに向けた各国の取組（アジア・ＩＴＵ）
 2018年頃から6Gの実現に向け有望と考えられる通信技術について学術的な議論が各地で活発に
行われてきた。直近では、各国政府が関与した研究開発の動きも活発化してきている。
韓国 (Korea)
• 科技情通部(MSIT)
2020年８月、「6G R&D推進戦略」を公表。５年間で2000億ウォン（約
200億円）をコア技術開発に投資。また、企業や研究機関に資金と標準特許
確保戦略をパッケージで支援。さらに、大学中心の6G研究センターを選
定・支援。2020年12月中旬から6Gの技術開発事業の公募を開始。企業や研
究機関に資金と標準特許確保戦略をパッケージで支援。2021年３月から官
民の有識者による6G R&D戦略委員会を立ち上げる予定。
• LG電子
2019年1月、「6G研究センター」を設置。2020年8月、韓国標準科学研究
院（KRISS）及び韓国科学技術院（KAIST）との6G共同研究の推進を発表。
• Samsung電子
2019年６月、6Gコア技術の開発のための研究センターを立ち上げ。2020
年７月、6Gビジョンの白書を公表、標準化完了・商用化開始を最速で2028
年と予測、テラヘルツ波やAI等を候補技術として列挙。

中国 (China)
• 工業情報化部(MIIT)
2018年11月、MIITのIMT-2020無線技術開発グループリーダーが、
「6Gの開発が2020年に正式に始まる」、「2030年に実用化し、通信速
度は1Tbpsに達するだろう」とコメント。2020年1月、中国での5Gの推
進主体であるIMT-2020（中国信息通信研究院が中心となり、通信事業
者、ベンダー等が参画、5G関連の技術開発・検証、標準化活動等を推
進）を拡充し、IMT-2030とし、次世代標準の研究を実施している旨表
明。
• 科学技術部(MOST)
2019年11月、6Gの研究開発の開始を発表。あわせて二つの組織（「6G
研究推進の責任主体となる政府系の機関」、「37の大学や研究機関、企
業からなる技術的組織」）を立ち上げ。
• 華為技術 (Huawei)
2019年11月の会長コメント「6Gは研究の初期段階。6Gで使用が想定さ
れる周波数の特性や技術的課題の研究、経済的、社会的利益に焦点を当
てた研究チームを任命した」

国際電気通信連合（ITU）
• 2018年７月、2030年以降に実現されるネッ
ト ワ ー ク の 技 術 研 究 を 行 う Focus Group
NET-2030をITU-T SG13に設置。
• 2019年５月、白書「Network 2030」を公表。

日本 (Japan)
• 総務省 (MIC)
2020年６月、「Beyond 5G推進戦略」を策定・公表。2020年
12月、同戦略を踏まえ、産学官により「Beyond 5G推進コン
ソーシアム」及び「Beyond 5G新経営戦略センター」が設立さ
れた。
• NICT
2018年７月、欧州委員会と連携してテラヘルツ波end-to-endシ
ステムの開発研究を開始。Beyond 5Gを見据えワイヤレス、
ネットワーク、デバイスなど研究開発を推進中。
• NTT
2019年６月、6Gを見据えたネットワークの構想「IOWN」を発
表。2019年10月、米intel、ソニーと次々世代の通信規格での連
携を発表。
• NTTドコモ (NTT Docomo)
2020年１月、2030年頃のサービス提供開始を目指し、6Gに向
けた技術コンセプト（ホワイトペーパー）公開。
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Beyond 5Gに向けた各国の取組（欧米）
 2018年頃から6Gの実現に向け有望と考えられる通信技術について学術的な議論が各地で活発に
行われてきた。直近では、各国政府が関与した研究開発の動きも活発化してきている。
米国 (United States)
• 政府 (Government)
2019年２月、大統領が6Gへの取組強化をツイート。
３月にFCCは研究用途のテラヘルツ利用の開放を決定。
2020年3月、「5G戦略法」が成立。6Gも見据えた実
施計画を策定。
• ニューヨーク大(NYU)、DARPA
無線（テラヘルツ波）とセンサー技術の研究拠点
「ComSenTer」を立ち上げ。半導体メーカー(Intelや
IBM、ARM、Samsung等）や、大学（UCサンタバー
バラ、UCバークレー、UCサンディエゴ、コーネル大、
MIT）が参加。
• Northeastern大
2020 年 ９ 月 、 WIoT 研 究 室 と InterDigital 社 が 6G
Symposium第１回会合を共催。
• Next Gアライアンス
2020年10月、北米の産業界（ATIS：電気通信産業ソ
リューション連合）が中心となって「Next Gアライア
ンス」を立ち上げ。「Next Gロードマップ」を作成し、
6G実現に向けた標準化の議論の推進や連邦政府・議会
への働きかけを行う。

英国 (United Kingdom)
• Surrey大
2020年11月、「6Gイノベーショ
ンセンター（6GIC）」の設立を発
表。今後10年間は、英国内の大学
や業界、国際的なパートナーと連
携し、６Gに向けた研究開発や、
５Gの潜在能力を最大限に引き出
すための後押しを行う。

フィンランド (Finland)ほか
6 Genesisプロジェクト
• フィンランド・アカデミーとOulu大が立ち
上げた6Gの研究開発プロジェクト（Nokia
等 が 協 力 ） 。 2018-2026 年 の ８ 年 間 で
251M€(300億円)規模の予算を獲得。
• 2019 年 ３ 月 及 び 2020 年 ３ 月 に ”6G
Wireless Summit”を主催し世界各国の著
名 な 研 究 者 が 発 表 を 行 っ た 。 Nokia Bell
LabsとHuaweiがゴールドスポンサー。
• 2019 年 ９ 月 に 白 書 「 Key Drivers and
Research Challenges for 6G Ubiquitous
Wireless Intelligence」を公表。

EU
Hexa-Xプロジェクト
• 2021年１月に発足。
• 今後２年半にわたり6Gに関する研
究開発を実施するプロジェクト
• ノキア社及びエリクソン社を含む
合計25の企業・大学が参加。
• EUの研究・イノベーション枠組み
プ ロ グ ラ ム で あ る 「 Horizon
2020」（全てのプロジェクトをあ
わせて７年間で800億ユーロの投
資を実施）の一端。

ドイツ(Germany)
6GKomプロジェクト
• 6Gテラヘルツモジュールを設計するため
にドイツ連邦教育研究省から資金提供を受
けたドイツ初のプロジェクト（2019年10
月～2023年9月）
• フラウンホーファIZM研究所がコーディ
ネータとなり、IHP、ベルリン工科大、ド
レスデン工科大、ウルム大が参加。
• 特にビームフォーミング機能を備えた、効
率的で小型で広帯域に対応したMIMO型の
Dバンドモジュール等、6Gのハードウェア
基盤の設計を進めている。
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有志国とのパートナーシップによる対応
Partnership with Like-Minded Countries

５G必須特許の保有割合

Share of patents essential to 5G
日本企業の合計で 13.8%
Japanese companies possess 13.8% of patents
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信頼できる有志国とのパートナーシップのもとで 戦略
的にR&D、標準化を推進
Promote R&D and standardization strategically
under partnership with like-minded countries.
【日米豪印首脳会議ファクトシート】（2021年３月12日）
Quad Summit Fact Sheet(March 12, 2021)

（出典）株式会社サイバー創研プレスリリース(2020年10月12日)
Source: Cyber Creative Institute Press Release, 10/12/2020



技術の設計、開発及び利用に関する原則に係る声明を策定
すること



各国の技術標準機関間のものや幅広いパートナーとの連携を
含め、技術標準の策定に係る協調を円滑化すること



各国の民間部門・産業界との緊密な協力を通じたものを含め、
電気通信の展開、機器の供給者の多様化及び将来の電気
通信に係る協力を促進すること



バイオ技術を含む重要・新興技術の開発に関連する動向及び
機会をモニターするための協力を円滑化すること



重要技術サプライチェーンに関する対話を実施すること

