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１．５Gが作る新たな社会

２． ５Ｇ利活用分野の開拓

３．迅速な全国展開の推進

４．いよいよ始まる、ローカル５Ｇ

５．さらにその先のB５Gへ



５Gが作る新たな社会



3第５世代移動通信システム（５Ｇ）の特長

膨大な数の
センサー・端末

スマートメータ―

カメラ

2G 3G 4G
超高速（100倍）
２時間の映画を

３秒でダウンロード
（現状:5分）

携帯電話の高速化

多数同時接続【新規】
スマホ、PCをはじめ、身
の回りのあらゆる機器
をネットに同時接続

超低遅延【新規】

遠隔から、ロボット、自
動車、医療機器等をリア
ルタイム操作・制御

5G

＜5Gの主要性能＞ 超高速（１００倍）

超低遅延（１０倍）

多数同時接続

最高伝送速度 10Gbps 
千分の1秒程度の遅延
100万台/km²の接続機器数

5Gは、人類の「新大陸」

1993年 2001年 2010年 2020年



4Society 5.0と５G

これまでのＩＣＴ コンピュータ、インターネットにより、「ヒト」の情報をデジタル化・共有化し、社会経済を効率化・活性化

ＩｏＴの時代 ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩにより、「モノ」の様々なデータを収集・分析し、新たな価値を創造

幅広い効果をもつ「ICT」の中でも、特に「IoT」による新たな価値創造が成長の源泉となる時代へ
５Gをインフラとして活用→サイバー空間に高密度な「デジタルツイン」/ＩｏＴ・ＡＩの真価を発揮

※総務省「ＩｏＴ時代におけるＩＣＴ産業の構造分析とＩＣＴによる経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究」（平成28年）を基に作成

５
Ｇ
の
活
用

高密度な「デジタルツイン」を
サイバー空間に



5５Ｇ時代の産業構造の変化

ｽﾏｰﾄ
ﾒｰﾀ分野

その他、
IoT分野

自動車
分野

産業機器
分野

従来の主な
対象領域 5Gが創出する新たな事業領域

接続数小

収益性高

出典：日経コミュニケーション 2015年4月号を参考に総務省作成

接続数大

携帯電
話サー
ビス

収益性低

従来の
ビジネス
展開領域

この領域でパートナー作りを含めた

「ビジネス戦略」をたてることが必要

ﾎｰﾑ
ｾｷｭﾘﾃｨ
分野

５Ｇ時代

従来
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課題解決型ローカル5G等の実現に向けた
開発実証
（2020年度～）

５Ｇ総合実証試験
（2017年度～2019年度）

FY2019 2020 2021 2022 2023

割当てから2年以内に
全都道府県で
サービス開始

プレサービス
開始

(2019年9月)

５
Ｇ
用
周
波
数
割
当
て

2019年4月 ラグビーＷ杯 東京オリンピック・パラリンピック

商用サービス
開始

(2020年3月)

５Ｇ展開・推進

※申請４者の計画をあわせると、
５Ｇ基盤展開率は９８．０％であり、
日本全国の事業可能性のあるエリア
ほぼ全てに５Ｇ基盤が展開される予定。

５Ｇ用周波数次期割当ての検討

ローカル５Ｇの検討
★2019年12月に一部制度化

多様な５Ｇサービスの
展開・推進

順次、拡充

★2020年11月に追加割当て
（1.7GHz帯（東名阪以外））の開設指針案公表

★2021年４月上旬
周波数割当て（予定）

5年以内に全国の50%以上の
メッシュで基地局展開※



５G利活用分野の開拓
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８つの
課題

実証テーマ
（2017）

実証テーマ
（2018）

実証テーマ
（2019）

労働力 ・建機遠隔操作
・テレワーク

・建機遠隔操作
・テレワーク
・スマート工場

・クレーン作業の安全確保
・建機の遠隔操縦等

地場産業 － ・スマート農業 ・酪農・畜産業の高効率化
・軽種馬育成支援

観光 ・高精細コンテ
ンツ配信

・インバウンド対策
・8Kﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ

・VRを利用した観光振興
・イベント運営支援

教育 － ・スマートスクール ・伝統芸能の伝承
モビリ
ティ

・隊列走行 ・隊列走行 ・隊列走行・車両遠隔監視
・悪天候での運転補助

医療・

介護

・遠隔医療 ・遠隔医療 ・遠隔高度診療
・救急搬送高度化
・介護施設見守り

防災・減
災

・防災倉庫 ・スマートハイウェイ
・ドローン空撮

・鉄道地下区間における
安全確保支援

行政
サービス

－ ・除雪車走行支援 ・除雪車走行支援
・山岳登山者見守り

５
Ｇ
利
活
用
ア
イ
デ
ア
コ
ン
テ
ス
ト
の
開
催

地
域
か
ら
出
さ
れ
た
利
活
用
ア
イ
デ
ア
の
実
証

事業者提案型の実証 地域課題解決型の実証
5G総合実証の推進
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クレーン作業の安全確保（愛媛県今治市）

クレーンの玉掛作業にお
いて死角となっている場所
の４Ｋ高精細映像を５Ｇを
用いて運転台に送信。映
像を確認しながら安全に
作業できる環境を実現。

酪農・畜産業の高効率化
（北海道上士幌町）

牛舎内に設置した複数の４Ｋカメラから５Ｇを用
いて伝送された高精細映像をもとに、牛の位置
把握と個体識別を実施。作業の省力化を実現。

5G総合実証試験（2019年度）①
建機の遠隔操縦等（三重県伊賀市）

工事現場において５Ｇの大容量・超低遅延
の特長を活かし、建機の遠隔操縦と施工作
業の管理を実施。

複数の建機の連携遠隔管理施工室
高所のクレーンの運転台へ
高精細映像を送信

牛舎内の4Kカメラ

映像解析

軽種馬育成支援（北海道新冠町）

厩舎等で撮影した８Ｋ映像を５Ｇを用いて伝
送し、遠隔８Ｋモニタにおいて馬の毛艶や筋
肉が見えることを確認。馬主や獣医師が遠
隔で馬の様子を確認できる環境を実現。

伝送された８Ｋ映像
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VRを利用した観光振興②
（熊本県南阿蘇村）

ドローンで撮影した高精細360度VR映像を、
地上の体験者のＶＲゴーグルにリアルタイム
配信し、新たな観光体験を実現。

イベント運営支援（長野県小布施町）

ニュースポーツ「スラックライン」の競技大会にお
いて、４Ｋ映像のリアルタイム伝送と競技者体感
情報の低遅延伝送を実施。

VRを利用した観光振興①（沖縄県那覇市）

ＶＲとロボットの活用により、遠隔地からでも観光
地と同様にアクティビティを仮想体験できるサー
ビスを実現。

伝統芸能の伝承（岐阜県東濃地域）

４Ｋ映像を５Ｇを用いて伝送し、伝統芸能（地
歌舞伎）のリアルタイムかつインタラクティブ
な遠隔指導を実現。

5G総合実証試験（2019年度）②

VRシステム カヤックロボット

ドローンからの高精細映像体験者

スラックライン競技情報

競技映像

競技者の体感情報

振動体感シート

会場大型モニタ

講師側 生徒側
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悪天候での運転補助（大分県大分市）

車両に搭載した４Ｋ高精細カメラの情報を５
Ｇを用いてサーバへ伝送。映像解析を行い
白線や前方車両等の情報をヘッドアップディ
スプレイに分かりやすく表示。濃霧中の安全
な運転を支援。

遠隔高度診療（和歌山県和歌山市等）

遠隔地の診療所の医師が、患者の様子やバイタ
ルサイン、エコー動画を５Ｇにより大学病院の専
門医へ送信。専門医の指示を受け、患者に対し
て的確な診断・治療を提供。

隊列走行・車両遠隔監視（静岡県浜松市等）

複数のトラック車両
間で５Ｇを用いた運
転制御を超低遅延
かつ超高信頼で行
うことで、隊列走行
を実現。労働力不
足の解消につなげ
る。

救急搬送高度化（群馬県前橋市）

救急車やドクターカー内
の患者・医師の４Ｋ映像を
５Ｇを用いて救急指定病
院やかかりつけ医へ一斉
配信することで、患者の受
入先・受入方法検討の時
間短縮、症状の早期共有
を実現。

5G総合実証試験（2019年度）③

ヘッドアップディスプレイ 前方車両検知

大学病院移動診療車

救急車内の4Kカメラ
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鉄道地下区間における安全確保支援
（大阪府大阪市等）

地下鉄列車内の様子を撮影した ４Ｋ高精
細映像を５Ｇを用いて伝送し、映像解析によ
り列車内の異常等を自動検知、駅員に通報。

除雪車走行支援（福井県永平寺町）

４Ｋ360度カメラを用いて、除雪車等から積雪/除
雪状況の映像を５Ｇにより伝送。積雪情報を把握
するとともに、除雪車への遠隔指示を実施。

介護施設見守り（広島県広島市）

５Ｇによる高精細映像伝送を
用いた「顔認証による来訪者
特定」及び「食前後撮影による
摂取量管理の自動化」を実施。
介護職員の負担軽減につな
げる。

山岳登山者見守り（長野県駒ヶ根市）

４Ｋカメラを搭載したドローンからの高精細空
撮映像をリアルタイムに捜索本部に配信。
遭難者の状況把握を行い、迅速な救助活動
につなげる。

5G総合実証試験（2019年度）④

食事撮影用スマートフォンAIによる食前、食後画像の比較 車両内４Ｋカメラ 車両内カメラ映像解析

除雪車 ＶＲを活用した遠隔操縦指導

ドローン＆4Kカメラ

遭難者の状況把握



迅速な全国展開の推進
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新たな取組・整備目標マスタープラン2.0からの進捗

 総務省は「①条件不利地域のエリア整備（基地局整備）」、 「②５Ｇなど高度化サービスの普及展開」、「③鉄道／
道路トンネルの電波遮へい対策」、「④光ファイバ整備」を、一体的かつ効果的に実施するため、「ＩＣＴインフラ地域
展開マスタープラン」を令和元年6月に策定。（令和2年7月に改定し、「同マスタープラン2.0」を策定。）

 「マスタープラン2.0」策定後の進捗や新たな取組等を反映するとともに、複数の携帯電話事業者から、今後10年間
で５Ｇ基地局整備などに、それぞれ２兆円程度の設備投資を行う計画が示されたことを踏まえ、５Ｇ基地局の整備目
標を現状に即したものに見直す必要があることなどから、マスタープランの改定を行い、「マスタープラン3.0」を策定
（令和２年12月）。

 「マスタープラン3.0」を着実に実行することにより、５Ｇや光ファイバの全国展開を大幅に前倒しする。

1 2 3

28万局

21万局

開設計画の
4倍

５Ｇ基地局の整備数
（2023年度末）

：対策済み区間
：トンネルの無い
又は対策不要区間

光ファイバ未整備世帯数

2018年度末 2021年度末 2023年度末

開設計画の
３倍

66万世帯

当初目標を
2年前倒し

５Ｇ基地局・光ファイバの早期全国展開、BB未整備地域の解消新幹線トンネルの対策完了

1. ５Ｇ用周波数として1.7GHz帯（東名阪以外）を追加
2. ５Ｇ基地局設備等におけるインフラシェアリングを推進
3. ブロードバンドのユニバーサルサービス化等の検討
4. ５Ｇ基地局を2023年度末までに28万局以上整備
5. 光ファイバ未整備世帯数を2021年度末までに約17万世帯に減少
6. 光ファイバ、携帯電話ともに利用できない地域の早期解消をめざす

・４Ｇ用周波数の５Ｇ化にかかる制度整備（2020年8月）
・ローカル５Ｇ用の周波数の拡大（2020年12月）
・新幹線トンネルの対策完了（2020年12月）
・令和2年度二次補正「高度無線環境整備推進事業」による
光ファイバ整備の推進（2020年7月～）

携帯電話エリア外人口

1.3万人

519人（40集落） 0人

いずれにも該当するの
は数集落となる見込み

当該集落のエリア
整備の前倒しを追求

「ＩＣＴインフラ地域展開の加速」（マスタープラン3.0）

約17万世帯
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２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度

エリア外人口約1.3万人を2023年度末までに全て解消

「ＩＣＴインフラ地域展開マスタープラン3.0」の概要（ロードマップ）

住民や観光客の安心安全の確保が必要なエリアを中心に整備を支援

これまで携帯電話サービスが想定されていなかった地域のエリア化を推進

光ファイバ整備の推進
（高度無線環境整備推進事業の活用）

ローカル５Ｇ等の開発実証の推進

「条件不利地域のエリア整備（基地局整備）」、「５Ｇなど高度化サービスの普及展開」、「鉄道／道路トンネルの電波遮へい対
策」、「光ファイバ整備」を、一体的かつ効果的に実施する（下記表では、その一部を抜粋）。

開発実証の結果を踏まえ、ローカル５Ｇの利用ルール等を順次整備
ローカル５Ｇ
周波数の拡大

ローカル５Ｇ
の制度化

５Ｇ投資促進税制による
ローカル５Ｇ普及促進

新たな５Ｇ用周波数の確保

４Ｇ用周波数の５Ｇ化

条件不利地域の
エリア整備

（基地局整備）

５Ｇなど高度化サービ
スの普及展開

居住エリア

非居住エリア

５Ｇ基地局の整備

５Ｇ基地局向け
光ファイバの整備

ローカル５Ｇによる
エリア展開の加速

携帯電話等エリア整備事業（高度化事業）の活用

ローカル５Ｇ等の利活用の促進

既存の３Ｇ／４Ｇエリアへの５Ｇ基地局の導入を推進

（注）太線囲みは対応済み

インフラシェアリングの推進 ２
０
２
３
年
度
末
を
目
処
に
約
28
万
局

（開
設
計
画
の
４
倍
）以
上
の
整
備

５Ｇ投資促進税制による
５Ｇ基地局の前倒し整備促進
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周波数 700MHz 800MHz 900MHz 1.5GHz 1.7GHz 2GHz 2.5GHz 3.4GHz
3.5GHz

3.7GHz
4.5GHz
28GHz

世代

第2世代

第3.9世代

移行

BWA
（第4世代と互換）

第4世代

第3.9世代

第3世代

第3.5世代

第2世代

移行

第5世代

第3.9世代 第3.9世代 第3.9世代第3.9世代

第3世代

第3.5世代 第3.5世代第3.5世代第3.5世代

第4世代 第4世代第4世代 第4世代第4世代 第4世代

第5世代 第5世代 第5世代 第5世代 第5世代 第5世代 第5世代 第5世代

2019年4月に割当て済

５Ｇ化のニーズ

４Ｇ及びＢＷＡで使用されている周波数帯において、５Gへの高度化（BWAにあっては
５Gと互換性のあるBWA方式への高度化）を行うべく、制度整備を実施。

②-1 携帯電話等の周波数帯



17５Ｇ特定基地局の開設計画の概要について

事業者名（50音順） ＮＴＴドコモ
KDDI／

沖縄セルラー電話
ソフトバンク 楽天モバイル

割当て周波数帯域幅

① 3.7GHz帯及び4.5GHz帯 100MHz×２ 100MHz×２ 100MHz 100MHz

② 28GHz帯 400MHz 400MHz 400MHz 400MHz

特定基地局等の設備投資額
（※基地局設置工事、交換設備工事及び

伝送設備工事に係る投資額）（※１）
約7,950億円 約4,667億円 約2,061億円 約1,946億円

５G基盤展開率（※１） 97.0％（全国） 93.2％（全国） 64.0％（全国） 56.1％（全国）

特定基地局数（※１）

（※屋内等に設置するものを除く。）

① 3.7GHz帯及び4.5GHz帯 8,001局 30,107局 7,355局 15,787局

② 28GHz帯 5,001局 12,756局 3,855局 7,948局

※１ 設備投資額、５G基盤展開率、特定基地局数については、2024年度末までの計画値。



18既存の４Ｇ等で使用しているバンドにおける５Ｇ化

 2019年４月に携帯電話事業者４者に5G用周波数（3.7/4.5GHz帯、28GHz帯）を割当て。
 今後、既存の4G等で使用しているバンドにおいて5G化を可能とし、5Gの広域なカバーを実現することで、
地域の産業などの５Gの利活用を加速することが期待されており、
2020年3月には４G用周波数の５G化に関する技術的条件を策定。8月27日に制度化。

LTE（4G）※

3.7/4.5GHz帯

3.7/4.5GHz帯

ミリ波
28GHz帯

既存4G用周波数を5G化

広域なエリアカバーに適した
低い周波数帯

広い帯域を確保できる
高い周波数帯

※5G未対応の端末でも4Gで使用可能

ミリ波
28GHz帯

ミリ波
28GHz帯



19５Ｇネットワークの全国への展開

沖縄

小笠原諸島

■ ５Ｇ高度特定基地局を開設するメッシュ
■ ５Ｇ高度特定基地局を開設しないメッシュ

※■は、陸地がほとんどないエリア、山岳地帯、国立公園のメッシュ等

 携帯電話事業者４者の計画をあわせると、2024年4月時点の５Ｇ基盤展開率は９８％
であり、日本全国の事業可能性のあるエリア（10km四方メッシュ）ほぼ全てに５Ｇ基盤が
展開される。

 充実した５Gサービスが全国で提供される環境を速やかに整備するため、
各種施策を積極的に講じ、 2024年4月時点で、当初計画（約７万局）の４倍となる
約28万局の基地局整備を図る。

 これらにより、世界最高水準の５Ｇの通信環境を実現させる。

19



いよいよ始まる、ローカル５Ｇ
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建物内や敷地内で自営の５Gネットワークとして活用ゼネコンが建設現場で導入
建機遠隔制御

事業主が工場へ導入
スマートファクトリ

農家が農業を高度化する
自動農場管理

自治体等が導入
河川等の監視

センサー、4K/8K

 地域や産業の個別のニーズに応じ、地域の企業や自治体等の様々な主体が、自らの建物内
や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる自営の5Gシステム。
一部の周波数帯で先行して2019年12月に制度化。

＜特徴＞
 携帯事業者の５Ｇサービスと異なり、

 携帯事業者によるエリア展開が遅れる地域において５Ｇシステムを先行して構築可能。
 使用用途に応じて必要となる性能を柔軟に設定することが可能。
 他の場所の通信障害や災害などの影響を受けにくい。

 Wi-Fiと比較して、無線局免許に基づく安定的な利用が可能。

インフラ監視

河川監視

スマート工場

建機遠隔制御

農業
での活用

建設現場
での活用

工場での
活用

スマート農業

防災現場
での活用

ローカル５Ｇの概要



22ローカル５Ｇの導入主体



23ローカル５Ｇの活用事例：工場
導入の目的
 生産性向上を狙い、機器間、機器～制御装置間のケーブル配線（製造ライン）の無線化
 超高精細映像を活用した遠隔制御等の実現

出典：情報通信審議会 新世代モバイル通信システム委員会
第７回ローカル５Ｇ検討作業班 富士通プレゼン資料より一部抜粋

導入例



24ローカル５Ｇの活用事例：農業・畜産業
主な課題

 農業等の担い手不足が深刻化する中で、作業の効率化が必要
 これまで小規模・家族経営の下で経験や感覚等の「暗黙知」で作業・判断してきたものを、
法人化・大規模化する際には、共有していくことが必要

酒造会社契約農家

酒米の
供給

酒造会社

 圃場
画像、動画による遠隔水田監視を
通じた生産工程の省力化、高度化

• ドローンによる生育状況把握に
よる施肥の最適化、最大収量と
なる刈取タイミングの判断等

• 中長期的な工程の自動化に向け
たデータ蓄積

市内イベント会場・直売所

酒の
輸送

酒店等販売拠点

トレーサビリティと「コールドチェーン」の
確保による品質維持

 醸造所内
• 画像、動画、温度センサによる醸造工程の遠
隔管理、および職人の知見の形式知化と技能
伝承（5G）

 醸造所周辺
• 大消費地である都市圏での試飲会において、
醸造プロセスや現地の雰囲気を体感できるVR
プロモーション（無線LAN等）

 配送トラック～販売所
近年人気だが、温度管理が厳しく広域販売
の難しい生酒のコールドチェーントレーサ
ビリティ確立

• 商品の温度と場所を監視し、低温を維持
して販売店まで輸送

• RFIDによるトレーサビリティ監視、商
品の品質保証

センサー
付きBOX

4Kカメラ
で醸造工
程を管理

導入例



25ローカル５Ｇの活用事例：エンターテイメント
導入の目的

 マラソンや駅伝等の中継では、イベント毎に設置工事が必要となり、簡易な工事の実現
 低圧縮な高解像度映像、多視点映像の配信により、臨場感のある視聴の実現

出典：情通審 新世代モバイル通信システム委員会
第７回ローカル５Ｇ検討作業班 富士通プレゼン資料より一部抜粋

導入例



さらに、その先のB５Gへ



272030年代のBeyond 5Gのイメージ

拡張性

超低消費電力

Beyond 5G

超安全・信頼性

超高速・大容量 超低遅延 超多数同時接続

5Gの特徴的機能の更なる高度化

高速・大容量 低遅延 多数同時接続

5G
持続可能で新たな価値の創造に
資する機能の付加

自律性

•アクセス通信速度は5Gの10倍
•コア通信速度は現在の100倍

•5Gの1/10の低遅延
•CPSの高精度な同期の実現
•補完ネットワークとの高度同期

•多数同時接続数は5Gの10倍

•現在の1/100の電力消費
•対策を講じなければ現在のIT
関連消費電力が約36倍に
（現在の総消費電力の1.5倍）

•セキュリティの常時確保
•災害や障害からの瞬時復旧

•ゼロタッチで機器が自律的に連携
•有線・無線を超えた最適なネットワークの構築 • 衛星やHAPSとのシームレスな接続（宇宙・海洋を含む）

• 端末や窓など様々なものを基地局化
• 機器の相互連携によるあらゆる場所での通信

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

テラヘルツ波

オール光ネットワーク

完全仮想化

量子暗号

時空間同期
（サイバー空間を含む。）

センシング

HAPS活用

インクルーシブインターフェース

低消費電力半導体



28Beyond 5G推進戦略ロードマップ（概要）
危機を契機と捉え、強靱かつセキュアなICTインフラの整備を含む社会全体のデジタル化を一気呵成に推進。
最初の５年が勝負との危機感を持ち、特に「先行的取組フェーズ」で我が国の強みを最大限活かした集中的取組
を実施。

大阪・関西万博の機会（2025年）に取組の成果を「Beyond 5G readyショーケース」として世界に示し、グロー
バル展開を加速。

社会全体のデジタル化推進

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

COVID-19
流行 ウィズコロナ／ポストコロナ

移動通信システム
の進化

社会情勢

機能強化された5G
(Stand Alone)

初期の5G
（Non Stand Alone)

B5G
(6G)

取組の加速化フェーズ先行的取組フェーズ

第 6 期科学技術基本計画

要素技術の開発成果の民間展開要素技術の集中的研究開発

国際標準（技術仕様等）への
反映に向けた活動の加速

体制構築・連携強化・国際標準化活動

Beyond 5G readyな環境実現多様なユースケースの構築

Beyond 5Gの開発・製造基盤強化機能強化された５Ｇの開発・製造基盤強化

Beyond 5Gのセキュリティ確保
（量子暗号システムの社会実装等）機能強化された５Ｇのセキュリティ確保

あらゆる活動がデジタル前提に

• 超リアルタイム最適化
• 超自律型セキュリティ
• 超テレプレゼンス 等

５Ｇ・光ファイバ網の社会全体への展開

グローバル展開

順次反映 順次反映

連携 連携

▲Beyond 5G知財・標準化戦略センター設置

▲Beyond 5G推進コンソーシアム設置

▲Beyond 5G研究開発プラットフォーム構築

（年）

研究開発戦略

展開戦略

知財・標準化戦略

Beyond 5G推進戦略

▲5Gソリューション提供センター構築

大阪・関西万博 SDGs
目標年Beyond 5G Ready

B5G Ready Showcase

世界最高レベルの
研究開発環境の実現

サプライチェーンリスクの低減と
市場参入機会の創出

Beyond 5G ready
な環境の実現

空､海､宇宙等あらゆる場所で､あらゆる人に届く通信実現へ



29５Gが普及した将来社会のイメージ

2020年代後半から2030年頃、5Gを含むさまざまなICTが広く使われた日本社会と家族の姿
をイメージした映像を作成し、Web（総務省動画チャンネル(YouTube)）上で公開。
※https://www.youtube.com/playlist?list=PL7PI1l61-EVLG2pSuUkpXm06IqMFYWbp6
さらに、昨年度までに実施した５Ｇ総合実証の様々な取組についても、同じWeb（総務省動画チャンネル
(YouTube)）上で公開。

世界最高水準の５Gの実現へ

上記映像も含む、５G普及に向けた取組をまとめた「Go!５G」サイトはこちら。

https://go5g.go.jp/

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7PI1l61-EVLG2pSuUkpXm06IqMFYWbp6


ご清聴ありがとうございました


