
資料８－２

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会

分科会活動報告

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会

分科会活動報告

平成２１年５月２６日
総会資料

協議会事務局



企画・広報分科会
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○分科会の構成

（リーダー）

富田 義数 （三洋電機 研究開発本部 担当上席部長）

（サブリーダー）

小林 豊幸 （ＮＴＴコミュニケーションズ 法人事業本部 担当部長）

山内 正巳 （ＫＤＤＩ 官公庁営業部 グループリーダー)

松居 真一 （パナソニック コーポレートR&D戦略室 戦略企画第一グループ R&D推進チーム 参事)

○分科会の活動方針

１．創造系活動

・定期的な会員への研究ニーズ調査、内外の動向調査

・研究ニーズに基づき、新たな産学官連携研究開発テーマを検討

２．促進系活動

・各研究開発テーマ間の交流促進

・シンポジウムや施設見学会等イベントの企画・実施による産官学連携促進

・都市産業振興や市民生活向上の観点からのアウトプット活用方策検討などの成果活用促進

３．整備系活動

・研究開発整備要望など研究活動推進



新世代ネットワーク分科会



相互接続性検証WG

• 10GbE-LANPHYのOTNへの直接収容方式 G.Sup43 “Transport of IEEE 10G 
Base-R in Optical Transport Networks (OTN)”の文書化に成功

• 上記方式（G.SUP43 Clause 7.1）が、OTU4/ODU4のクライアント信号の１つとして、
標準方式に昇格（G.709 Amendment3:2008/12）

• PCEPの相互接続実験に成功
– 報道発表「複数キャリア間の光ネットワークの経路計算サーバの相互接続に成功」

• 日経産業新聞(10/20) 、電経新聞(10/20)、電波タイムズ(10/24)に掲載
• Internet Watch等、ネットニュース多数掲載

• L2SC相互接続に成功
– 報道発表「複数キャリア間のイーサネット仮想回線の自動設定による相互接続に成功 」

• 日経産業新聞(12/19) 、電波タイムズ(12/19)、科学新聞(1/9)、日本情報産業新聞(1/12)、日刊
工業新聞(1/13)に掲載

• 日経BP等、ネットニュース多数掲載

PJ21. 10GE-LANPHY over OTN技術 研究開発プロジェクト

PJ22. GMPLS 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

PJ23. 新世代100GE転送、接続、制御技術 研究開発プロジェクト

主査：山中直明（慶應大）
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フォトニックWG
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(H18) (H19)

総合評価実験システム評価実験予備実験

(H20)

波長群パス

波長パス
パケットスイッチング

Osaka Univ.

それぞれのサービスに適した粒度のデータを、光ラベ

ル処理を用いる全光スイッチ技術によって、粒度可変

で送受信することができるような高効率ノード技術の開

発・実証を産（富士通研究所）学（大阪大学）官（情報通

信研究機構）連携により行う。

◆光パケット交換ノード基礎技術

100Gbps超の超高速データを瞬時に送受信できるよう
なテラビットクラスのネットワークスループットを有するＬ
ＡＮ環境を、広域網を介して実証する。

大容量ストリーミングコンテンツ
Tile Display with PC Cluster

スーパーコンピュータ

超高精細映像
サーバクラスタ

GRIDコンピューティング

λアクセス λﾕｰﾃｨﾘﾃｨ 高機能ﾉｰﾄﾞ

100Tb/sルータ

フォトニック
サービス
ゲートウェイ

テラビットＬＡＮ

(H17-H21)(H18-H22)(H18-H22)

◆テラビットLANの実現に向けた研究開発

21世紀の情報通信基盤を支える先進的コア技術として期待されている、情報伝達機能を光領域で
行う「フォトニックネットワーク技術」に関する基盤的研究開発および実証実験等を行う。

主査： 小林豊幸（NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）



ユニバーサルコミュニケーション分科会



言語コミュニケーションWG

活動目標

ＮＩＣＴの持つ豊富な言語資源と高度な言語処理技術を利用した、知識獲得・情報検索・
質問応答・翻訳（支援）などの機能を持つ総合的な言語コミュニケーションシステムの研
究開発を実施する。

活動体制

主査： 池野篤司（ＯＫＩ） メンバー： 富士通研、ＮＨＫ技研、ＮＴＴ－ＡＴ、ＯＫＩ、ＮＩＣＴ

H20年度の活動
• 言語処理技術に関する情報交換
• 今後の共同研究テーマに関する検討

H21年度の活動予定

•東南アジア地域における言語コミュニケーション支援の研究開発
• ICT農業ソリューションへの多言語コミュニケーション支援
• 日タイ産業用語を対象として辞書作成及び言語処理技術支援
• 医療コミュニケーション支援 (病院等における問診支援など)

• 新規メンバーの募集
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２次元通信WG 主査： 篠田裕之東京大学准教授

アプリケーションタスクフォース・システムタスクフォース

脳波計測
キャップ

布状表示装置

センサウエア

標準通信
アダプタの開
発

近接結合カプラの開発

種々の素材
で二次元通
信層を実現

○アプリケーション開発

バッテリーを持たない携帯機器に電力と信号を同時伝送したり、伸縮可能な
布状媒体に多数のセンサ素子を実装することで可能になる情報インタフェー
スを提案する。

○二次元通信媒体の開発

卓上、壁、床、衣服などに適用可能な通信シートを開発する。

○高効率伝送技術

通信層内の電磁波伝播を制御し、効率よく電力伝送する技術を開発する。

○通信アダプタの開発

情報機器やセンサを通信層に近接することで結合できる小型コネクタや標準
通信アダプタを開発する。

～二次元通信プロトコル開発と標準化～

ＥＭＣタスクフォース 方式タスクフォース

〇位置情報検出技術の開発
高精度の位置測定法を開発し、プロトコルに組み込む。

〇物理層、ＭＡＣ層通信方式の開発
高密度配置された二次元通信素子間を連携させる物理層、ＭＡＣ層を開発する。

〇二次元通信ネットワーク層の開発
高密度配置された二次元通信素子間でのルーティング方式を開発する。

〇技術の標準化
開発されたプロトコルを標準技術として確立する。

○漏えい電磁波の分析
通信層近傍の電磁波を解析し、通信層に接触する物体による散乱、通信層外への
伝播を評価する。

○電磁波漏えい低減技術の開発
電磁波漏洩を低減するカプラ・媒体構造を明らかにする。

○安全性評価
周辺機器との相互干渉を評価し、信号強度の基準値を策定するとともに、通信層に
接触する生体に対する安全性を評価する。

人体への影響
（電力伝送時）

二次元通信媒体

医療機器との干渉

周辺の機器と
の干渉

二次元通信する物体の
位置を高精度で特定

二次元通信
媒体
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情報分析WG

Web上にある玉石混淆のコンテンツを対象として、言語処理技術やマイニング技術を
駆使して、信頼性を判断する手助けとなる技術や信頼できる情報から知識情報を取り
出し活用する技術等からなる情報分析技術に関する研究を行う。

活動目標

活動体制

主査： 黒橋禎夫（京大教授、NICTプロジェクトリーダー）
幹事： 中澤聡 （日本電気株式会社)
メンバー： 日本電気、奈良先端科学技術大学院大学、横浜国立大学、京都大学、 NICT 

H20年度の活動

約1億のWebページを収集し、テキスト情報
に対して形態素・構文解析結果を付与、及び、
検索インデックスを作成したWeb情報分析基
盤を構築した。また、その基盤を用いて、発
信者、内容(意見・評価文、主要・対立文）、
外観の観点でWeb情報を分析するWeb情報
信頼性分析システムWISDOMを開発した。

高度言語情報融合フォーラム(http://www.alagin.jp/)
へ活動拠点を移す。 9
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[平成２０年５月２７日研究推進協議会分科会活動報告から]

ホームネットワークWG 主査： 丹康雄北陸先端大教授



エネルギーの情報化WG

活動目標

エネルギーの流れを情報化し、各種機器や装置のマネジメントを行うことにより、機器へのエネ
ルギー最適割り当てや生活パターンの学習の研究開発を行い、安心安全なエコライフを実現する。

活動体制

主査： 松山隆司（京都大学）
メンバー（予定：順不同）：（株）エネゲート、（株）トランス・ニュー・テクノロジー、
富士電機システムズ（株）、(株)日立製作所、日東電工（株）、オムロン（株）、（株）富士通研究所、
住友電気工業（株）、三洋電機（株）、関西電力（株）、パナソニック電工（株）、三菱電機（株）、
大阪ガス（株）、京都大学、大阪大学、北陸先端科学技術大学院大学、
けいはんな新産業創出・交流センター、ＮＩＣＴ

研究開発課題

• 生活者の行動や環境情報など生活パターンのセンシング・データマイニング・学習等
に関する研究

• エネルギー機器（生成、消費、蓄積）からデータ収集を行い、特性を分析した上でエ
ネルギーマネジメント等に活用するためのデータベース構築に関する研究開発

• エネルギーの特性・品質を情報化し、サービスレベルに応じた制御を行うためのプロ
トコルおよびアルゴリズムに関する研究開発

• 地域コミュニティレベルでエネルギーの情報化を行い、対象エリア内で最適割り当て
を行うためプロトコルおよびアルゴリズムに関する研究開発
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ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会



オープンプラットフォームWG 主査： 土井 美和子 （東芝）

• ネットワークロボット
– ロボット単体に比べて実世界認識や対話機能の大幅な水準向上を図るネットワークロボット
の基盤技術を確立する。

• 環境情報構造化共通プラットフォーム
– 複数センサーによる室内外の人の位置計測技術と、位置情報を用いてロボットがサービス
を提供するためのプラットフォームを研究開発する。

NICTエントランス

多数のセンサーを配
備し、模擬環境が構
築可能

ユニバーサルシティ
ウォーク

複合商業施設で実証
実験を実施

ネットワークロボット
フォーラムで利用申
請受付

ネットワークロボット 環境情報構造化共通プラットフォーム 13



生活支援型コミュニケーションWG 主査： 山田敬嗣 （NEC）

活動目標

一般生活者と共生するコミュニケーションロボットの仕様検討及び研究開発
一般生活者がロボットを支援できるシーンの網羅的検討と生活者支援に必要はコミュニケー
ション技術の抽出

研究開発課題

生体センシング、環境センシング等のセンサー基盤構築、センシング情報の情報分析
対話シナリオ生成、ノンバーバル対話表現
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