
0

けいはんな情報通信オープンラボ
研究推進協議会
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平成１８年度活動トピックス平成１８年度活動トピックス

【協議会全体】

● 新分科会の発足＜4月＞

・新世代ネットワーク分科会

・ユニバーサルコミュニケーション分科会

（ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会）

● 平成１８年度産学官連携功労者表彰 総務大臣賞受賞＜6月＞

● けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム２００６開催＜11月＞

【分科会活動（研究系）】

◇ ＯＴＮ接続実験の実施＜8月、2月＞とＩＴＵ-Tでの文書化＜11月＞

◇ 国際会議（iPOP2006＜6月＞, MPLS2006＜10月＞）展示・発表

（試作GMPLSノード）

□ ネットワークロボット公開実証実験（ゆめはんな連携事業）開催 ＜7月＞

□ 東京国際映画祭（４Ｋ超高精細映像伝送の公開デモ）実施＜11月＞

□ ホームネットワークの接続実証実験の実施＜3月＞

（ＮＩＣＴけいはんなオープンラボ ユビキタスホーム）

◇：新世代ネットワーク分科会、□：ユニバーサルコミュニケーション分科会
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オープンラボの５年の歩みオープンラボの５年の歩み
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平成１９年度運営･研究部会のスケジュール平成１９年度運営･研究部会のスケジュール

1月

シンポジウム・

実証実験等

運営･研究部会

協議会総会

平成20年度
4月10月7月

平成19年度
4月

研究開発プロジェクトの企画

研究系分科会：研究開発プロジェクトの推進等

研究活動への支援

企画・広報分科会：研究開発プロジェクトの企画、研究交流，研究活動推進を支援

マスメディア等を有効活用し、ニュース性のある情報をリアルに発信

第６回総会 ５/２２ 第７回総会５月予定

第８回部会 ４/２７ 第９回部会４月予定

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

国際シンポジウム

協議会主催

シンポジウム

分科会
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理事会 (理事長、副理事長、理事24名、監事2名)

事務局 (関経連、情報通信研究機構、近畿総合通信局、学研都市推進機構)

幹 事：猪木(情報通信研究機構)、栗山(関西経済連合会)

運営･研究部会 (構成員数49者)
部会長：吉年 慶一(三洋電機)

協議会総会 (会員数11１者)
理事長 井植 敏(三洋電機最高顧問)

副理事長 松下 正幸(松下電器産業副会長)

企画・広報分科会

リーダー：安田 昌司
(三洋電機)

ユニバーサルコミュニケーション分科会

リーダー：西田 豊明(京都大教授)

相互接続性検証WG
主査：山中（慶應義塾大）

フォトニックWG
主査：小林（ＮＴＴコム）

ネットワークアプリケーション
準備WG
主査：盛岡（ＮＩＣＴ）

言語コミュニケーションWG
主査：池野（沖電気）

知識処理システム準備WG
主査：江本（ＮＩＣＴ）

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会の活動体制（平成１８年度）

平成18年9月15日現在

ユニバーサル＆ロボットシティ
専門委員会

総括：萩田 紀博(ＡＴＲ)

新世代ネットワーク分科会

リーダー：佐藤 健一(名古屋大教授)

オープンプラットフォームWG
主査：土井（東芝）

生活支援型コミュニケーションWG
主査：山田（ＮＥＣ）

技能伝達型ロボットWG
主査：黒田（京都大）

ホームネットワークWG
主査：丹（北陸先端大）
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理事会 (理事長、副理事長、理事24名、監事2名)

事務局 (関経連、情報通信研究機構、近畿総合通信局、学研都市推進機構)

幹 事：若菜(情報通信研究機構)、栗山(関西経済連合会)

運営･研究部会 (構成員数49者)
部会長

協議会総会 (会員数11６者)
理事長
副理事長

企画・広報分科会

リーダー：富田 義数
(三洋電機)

ユニバーサルコミュニケーション分科会

リーダー：西田 豊明(京都大教授)

相互接続性検証WG
主査：山中（慶應義塾大）

フォトニックWG
主査：小林（ＮＴＴコム）

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会の活動体制（平成１９年度）

平成19年４月27日現在

ユニバーサル＆ロボットシティ
専門委員会

総括：萩田 紀博(ＡＴＲ)

新世代ネットワーク分科会

リーダー：佐藤 健一(名古屋大教授)

オープンプラットフォームWG
主査：土井（東芝）

生活支援型コミュニケーションWG
主査：山田（ＮＥＣ）

技能伝達型ロボットWG
主査：黒田（大阪大）

新規体制案

言語コミュニケーションWG
主査：池野（沖電気）

２次元通信WG（新規）
主査：篠田（東大）

情報分析WG（新規）
主査：黒橋（京都大）

ホームネットワークWG
主査：丹（北陸先端大） ＊ヒューマンコミュニケーションWGを検討中

ネットワークアプリケーション
準備WG
主査：盛岡（ＮＩＣＴ）
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企画・広報分科会
活動報告
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＜新パンフレット＞＜第５回産学官連携推進会議（06.06.11）＞

● 平成１８年度産学官連携功労者表彰 総務大臣賞受賞

○事例名：けいはんな情報通信オープンラボにおける研究開発の推進

○受賞者：

井植 敏 けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会 理事長

秋山喜久 (社)関西経済連合会 会長

立石義雄 (財)関西文化学術研究都市推進機構 理事長

● 総務大臣賞受賞に伴う出展模様

（国立京都国際会館 ）

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会の広報活動けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会の広報活動
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テーマ：「ユニバーサルコミュニケーション社会の実現に向けて 」

開催目的開催目的 総 括総 括

●参加状況
シンポジウム参加数：１３０名 交流会：８０名

●基調講演について

講演内容について「８０％が満足」との回答をいただいた。

●各分科会への関心について

新世代NWとﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが２５％、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ＆ﾛﾎﾞｯﾄｼﾃｨ

が３０％と、「ロボット分野への関心の高さ」がうかがわれた。

●パネルディスカッションについて

討議内容について「７２％が満足」との回答をいただき、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺ

ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝへの関心の高さがうかがえた。

●全体を通して

継続開催の希望も９０％と非常に高く、今年度から発足した新分

科会への期待がうかがえる。

概 要概 要

＜開催日時＞
2006年11月13日（月）12:00～17:30 於：大阪国際会議場 特別会議場

＜プログラム＞

■開会挨拶

・開会挨拶 吉年慶一（協議会 理事）

・武内 信博（近畿総合通信局 局長）

■基調講演
「ユニバーサルコミュニケーション社会を支える放送技術」

ＮＨＫ放送技術研究所 所長 谷岡 健吉氏

■オープンラボの活動概要

・新世代ネットワーク分科会の研究活動概要 （佐藤リーダー：名古屋大学教授）

・ユニバーサルコミュニケション分科会の研究活動概要（西田リーダー：京大教授）

・ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会の研究活動概要

（萩田総括：ATR知能ロボティクス研究所 所長）

■パネルディスカッション

「ユニバーサルコミュニケーション社会への期待 」

Chair ： 松山 隆司氏（京都大学教授 NICT知識創成ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究センター長）

Panelist：山内 智生氏（総務省 情報通信政策局 技術政策課 企画官）

美和 晃氏 （電通総研 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾗﾎﾞｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

西田 豊明氏（京都大学教授）

清野 正樹氏（松下電器産業 グループマネージャー）

杉原 五郎氏（まちづくりコーディネータ・けいはんなのまちづくりを考え

る会 代表）

今年４月にスタートしたＮＩＣＴの「第２期中期計画」を基本とし、これまでの研究
成果を踏まえつつ、「新世代ネットワーク」、「ユニバーサルコミュニケーション」を
テーマに、新たな分科会体制で研究活動を推進する。
今回のシンポジウムでは、特にけいはんなオープンラボが中核拠点して取り
組む「ユニバーサルコミュニケーション」を重点テーマとし、その期待される社会
像や今後の研究活動方針について情報発信するとともに、本テーマに関係の深
い非会員企業に幅広くＰＲを行い、新規会員の獲得を目指す。

※「来場者アンケート」結果をもとに作成

基調講演：谷岡氏

パネリスト：（左から）山内氏、美和氏、西田氏、清野氏、杉原氏

チェア：松山氏

けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム2006結果報告けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム2006結果報告
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新世代ネットワーク分科会
活動報告
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新世代ネットワーク分科会の活動概要新世代ネットワーク分科会の活動概要

活動概要

• 相互接続性検証WG

– ITU-Tへ寄書3件を提案、OTN関係の文書化に成功
– 内外キャリア・ベンダとの10GE-LANPHY over OTN共同実験を実施
– GbEのキャリア間接続のGMPLS制御実験を実施
– 国際会議で発表（iPOP2006、OIF Workshop、APOC 、ECOC 、MPLS2006)

• フォトニックWG

‒ 高機能フォトニックノード技術の基礎検証実験を実施

‒ λアクセス技術、λユーティリティ技術連携にむけたインタフェース条件書
を策定

‒ 多重光符号ラベル処理提案および実証実験を実施、半導体光増幅器
（SOA）ゲートスイッチを開発

‒ 拡散符号化処理を付加したラベル認識の10Gbps動作実験、OCDMシステ
ム実験を実施

– 国際会議で発表１２件 （OECC、ECOC、OFC/NFOEC2007など）
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オープンラボ利用プロジェクト一覧

・相互接続性検証・相互接続性検証WGWG

①10GE-LANPHY over OTN技術 研究開発プロジェクト（ＰＪ２１）

②GMPLS E-NNI応用技術と全光ネットワーク制御技術 研究開発プロジェクト（ＰＪ２２）

③新世代100GE転送、接続、制御技術 研究開発プロジェクト（ＰＪ２３）

・フォトニック・フォトニックWGWG

①テラビットＬＡＮの実現にむけた研究開発（連携実験）

②粒度可変ネットワーク基礎技術の研究開発

③光パケット交換ノード基礎技術の研究開発

④光符号拡散多重技術を用いた光通信システムに関する研究

・ネットワークアプリケーション準備・ネットワークアプリケーション準備WGWG

（プロジェクト準備中）（プロジェクト準備中）

プロジェクト一覧プロジェクト一覧

（2007年4月現在）
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ユニバーサルコミュニケーション
分科会活動報告



13

ユニバーサルコミュニケーション分科会の活動概要ユニバーサルコミュニケーション分科会の活動概要

活動概要

• 言語コミュニケーションWG

– 翻訳システム、情報検索・情報抽出・文書要約などの自然言語処理に
関する研究を実施

• 知識処理システム準備WG

– 研究ビジョンの策定等行い、次年度情報分析WGへ昇格を提案
• 新らたなWGの組織化を検討

– 二次元通信WG（主査：篠田東大准教授）
– 情報分析WG（主査：黒橋京大教授）
– ヒューマンコミュニケーションWG（調整中）
– 新規WGの活動方針、研究課題等に関する検討を実施

• ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会
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ユニバーサル＆ロボットシティ
専門委員会活動報告
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ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会の活動概要ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会の活動概要

活動概要

• オープンプラットフォームWG

– CEATEC2006でネットワークロボットの実験・デモを実施（１０月３日～７日幕張）
– 秋葉原ユビキタス実証実験スペースでネットワークロボット公開実験を実施（１月
１８日～１９日）

• 生活支援型コミュニケーションWG

– 研究テーマ設定討議会開催（生活シーン分類、活動目標の設定等）
– 屋外活動中での健康状態等把握、リハビリ支援、健康維持支援をターゲット

• 技能伝達型ロボットWG

– 京大吉田キャンパスと桂キャンパスを結び、問診・視診・聴診を可能とする遠隔診
断環境を構築し、遠隔診断支援を開始。

– 遠隔超音波診断を想定し、遠隔ロボット操作支援環境の基盤技術開発に着手。
• ホームネットワークWG

– ３月７日～９日ユビキタスホームにて相互接続実験を実施。総務省情報通信政策
局通信規格課が主催、（社）情報通信技術委員会が事務局。

– 次世代IPネットワーク推進フォーラム HN-WG、TTC次世代ホームネットワーク専
門委員会と連携によるホームネットワークアーキテクチャの検討。
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インターネット

PCサーバ/DVD

カメラ

東芝

TV
携帯電話

(OSGi)

（東京ガス）
ＮＴＴ

お風呂

窓、住設備

（ＹＫＫ）
ＮＴＴ

セイコーエプソン
キヤノン

松下電器

ソニー

ＮＥＣ

W-DLNA

ＨＧＷ

ＫＤＤＩ

センサ
ＮＴＴ

別宅

ＫＤＤＩ

擬似サーバ

DVD

PC

ＮＩＣＴ、ＫＤＤＩ、その他

【実験内容】

サービス側から機器までの相互接続の実現を
目指し、複数種類のディバイスをネットワークに接
続して相互接続の実現状況を検証する。

① ＰＬＣ、無線LAN等複合的な伝送路にお
けるQoSの確保のための制御方法の検証
（NICT他等）

② New浴Program：入浴プログラムを提供し
複数のデバイスを連動制御(NTT)

③ 自治体向けのアプリケーション（住民の安
否確認等の情報収集）(NTT)

④ 快適住空間制御：気温､湿度､風等のﾊﾟ
ﾗﾒｰﾀにより窓の開閉､住設備制御(NTT)

⑤ W-DLNA宅内－宅内間接続：相互接続
範囲を広域化する技術（KDDI）

⑥ 携帯による宅内制御・監視（KDDI）

⑦ 同軸ＰＬＣによる宅内ネットワークの実現
（KDDＩ）

⑧ デジタルＴＶの画面をプリンター出力
（松下、セイコーエプソン、キヤノン）

⑨ ＨＤデジタルコンテンツの転送
（東芝、ソニー、NEC）

ＳＴＢ

DTCP-IP/
DLNA

ﾙｰﾀ等

NetTV

ＫＤＤＩ

ＰＬＣ

通信キャリア

（東京ガス）

コンテンツ
サービス事業者

・
・

自治体・役場

【事務局】 TTC

【参加者】 NTT、KDDI 、松下電器、東芝、ソニー、NEC、NECバーソナルプロダク
ツ、セイコーエプソン、キャノン、沖電気工業、北陸先端科学技術大学
院大学、三菱電機、NICT、OpenLabo協議会 （計14団体）

ホームネットワークWGにおける実証実験例ホームネットワークWGにおける実証実験例
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