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○○○○ 分科会の構成分科会の構成分科会の構成分科会の構成 （敬称略）

（リーダー）

松本 幸則 （パナソニック コーポレートR&D戦略室 技術戦略グループ 参事）

（サブリーダー）

田畑 雅章 （ＮＴＴコミュニケーションズ 法人事業本部 第二法人営業本部 第二営業部 担当部長）

山内 正巳 （ＫＤＤＩ 官公庁営業部 営業３グループ グループリーダー)

○○○○ 分科会の活動方針分科会の活動方針分科会の活動方針分科会の活動方針

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・実施による産学官連携促進

・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

企画広報分科会

1



2

ワークショップの開催
○日 時：２０１２年３月２７日（火） １４：００～１７：３０

○場 所：情報通信研究機構 本部(東京都小金井市）

○後 援：（独）情報通信研究機構

○来場者数：48名
第３回目となる今回は、恒例の成果発表に加え、当分科会としては初めて

の試みとして基調講演とパネル討論も併せて実施した。
基調講演では、早稲田大学の松島教授より、「光ファイバ通信技術が実用

化までに約４０年を要していることからも、イノベーションを伴う研究開発は常
に長期スパンで考えていくべき」との提言に、一同認識を新たにした。
各WG活動の成果発表の中では、昨秋に世界に先駆けて成功したITU-Tの

新規格による100ギガビットイーサ相互接続検証実験の報告や、高速化と低
消費電力を実現した光通信デバイスの研究開発に関する報告などがなされた。
続くパネルディスカッションでは、各WG活動の総括的な報告と新世代ネット

ワークの標準化動向などから、将来ネットワークへの展望が試みられた。今回
は特に、東日本大震災から得られた知見や、省電力に対する様々な取り組み
事例なども各パネリストから紹介され、今後の研究開発の方向性を占う上で
実りあるパネル討論となった。

主催者開会挨拶：大柴小枝子氏
（新世代ネットワーク分科会リーダー）

パネルディスカッション
（ステージ左から大柴氏、岡本氏、宮本氏、大槻氏）

閉会挨拶：宮部博史氏
（ＮＩＣＴ理事）

基調講演：松島裕一氏
（早稲田大学教授）

各ＷＧ活動等の
ポスター展示

～プログラム～
①主催者挨拶（14:00 ～14:05）

新世代ネットワーク分科会リーダー 大柴小枝子 氏（京都工芸繊維大学大学院教授）

②基調講演（14:05～14:45）
「光通信技術の沿革と展望～光通信インフラのイノベーションから学ぶ～」

早稲田大学研究戦略センター教授 松 島 裕 一氏

③各ＷＧの成果発表（14:45～15:35）
座長：原井 洋明 氏（情報通信研究機構）

■相互接続性検証WG
「100GE/OTU4による異ベンダ間相互接続検証実験」
ＮＥＣネットワークプラットフォーム事業本部

光ネットワーク事業部 吉 原 知 樹 氏
■フォトニックWG

「ユニバーサルリンク技術の研究開発とＪＧＮ－Ｘフィールド実験」
ＮＴＴ未来ねっと研究所

フォトニックトランスポートネットワーク研究部 宮 本 裕 氏

④パネルディスカッション（15:50～17:10）
■テーマ「将来ネットワークのあるべき姿とこれからの研究開発

～各WG活動の成果と標準化動向から～」
・パネリスト：

岡 本 聡 氏（相互接続性検証WG副主査／慶應義塾大学大学院 准教授）
宮 本 裕 氏（フォトニックWG／ＮＴＴ未来ねっと研究所 上席特別研究員）
大槻英樹 氏（情報通信研究機構 テストベッド研究開発推進センター）

・モデレータ：
大柴小枝子 氏（新世代ネットワーク分科会リーダー／京都工芸繊維大学大学院教授）

⑤閉会挨拶（17:10）

情報通信研究機構理事 宮 部 博 史 氏

ＷＧ成果発表：ＮＥＣ吉原氏
（相互接続性検証ＷＧ）

ＷＧ成果発表：ＮＴＴ宮本氏
（フォトニックＷＧ）

新世代ネットワーク分科会
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（１）100Gb Ethernet/OTU4信号の短距離向け並列光インタフェース(OTL4.4)による

異ベンダ間相互接続性検証に世界初成功

– 関連寄書（WGにて合意形成）

• ITU-T 11件（2008～）

– 論文投稿

• 国際会議OFC/NFOEC2012（2012/3/4-3/8）にて採択 (発表番号: NTu1F.3)、口頭発表

– 「Network Interoperability trial with Multi-vender OTU4 interfaces carrying 100Gigabit Ethernet 
signals」

– 報道発表

• 「世界初！光ネットワーク上で100ギガビットイーサネット信号を伝送する装置の異ベンダ
間相互接続に成功」

– 電波新聞、及び日経BP社TechOn等の各種ネットニュースに掲載（2011/12/13）

– 成果展示（右端写真）

• 「第25回光通信システムシンポジウム」にてパネル出展

– H23.12/15-16 於：東レ総合研修センター（三島市）

（２）MPLS-TPのOAM相互接続性検証

– デモ展示（右写真）

• 国際会議「iPOP2011」において相接デモを実施

– H23.6/2-3 於：NEC玉川事業場（川崎市）

成果展示成果展示成果展示成果展示
「光通信システムシンポジウム」「光通信システムシンポジウム」「光通信システムシンポジウム」「光通信システムシンポジウム」

デモ展示デモ展示デモ展示デモ展示
「「「「iPOP2011」」」」

相互接続性検証WG
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【課題間連携実験の実施概要】
実施期間 2011年11月

実施場所
けいはんなオープンラボ小金井共同実験室
（NICT小金井 5号館2階）

実施機関 ユニバーサルリンク技術：NTT、日立、三菱電機、富士通、NEC、NTT com

実験概要

ユニバーサルリンク技術に関する研究開発の研究成果を持ち寄り、100GbE信号をLAN
からWANまでシームレスに伝送するためのリアルタイム信号処理基盤技術に関し、
JGN-Xテストベッドの537kmフィールドファイバを用いた32ch波長多重（100GHz間隔WDM
）実験にて、安定な40Gbpsリアルタイム伝送特性を実証した。

外部への
PR等の展

開

第25回光通信システムシンポジウム パネル展示（12/15-16）

YRPシンポジウム パネル展示（3/15）

電子情報通信学会 2012年総合大会（3/20-23）

実験模様

フォトニックWG
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ユニバーサルコミュニケーション分科会

目目目目 標標標標

言語や文化等の壁を越え、高度に利用できる生活環境を実現するユニバーサルコ
ミュニケーション技術の研究開発を推進し、日本発の技術を創出し、国際標準に提
案し、我が国の国際競争力の確保を目指す。

分科会の構成分科会の構成分科会の構成分科会の構成

分科会リーダー分科会リーダー分科会リーダー分科会リーダー：：：： 萩田紀博萩田紀博萩田紀博萩田紀博 （ＡＴＲ)

ＷＧＷＧＷＧＷＧ

・ユビキタスネットワークロボットＷＧ 主査：篠沢一彦（ＡＴＲ)

・２次元通信WG 主査：篠田裕之（東大), 幹事：張 兵（ＮＩＣT）

・エネルギーの情報化WG 主査：松山隆司（京大）,幹事：加藤丈和（京大）

・映像コミュニケーションWG 幹事：荒川 佳樹（ＮＩＣT）
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○実証実験
・店舗内買物支援、店舗間回遊支援、来店誘導の各サービスを連携した買物支援サービス実験を展開
（ATR, 日立）。

○社会受容性調査
・ロボットサービスの社会受容度調査のため、「市民講座」を開催。一般の高齢者を対象に、けいはんな
プラザで2012年1月22日に実施。ロボットサービスの体験と、解説後、アンケートで調査を実施。

○標準化活動
H21年度構築した実施体制のもと、引き続き国内外の関連団体や国際標準化機関との調整を進め、
順調に標準化活動を進めた。Object Management Group(OMG)での標準仕様発行と新たな標準化
提案、Open Geospatial Consortium(OGC) での標準化提案、ISOへのdraft NWIP（新規提案）の
提出を行った。ITU-Tにてユビキタスネットワークロボットの検討を継続した。

○主な成果（積極的な情報発信を実施）
・国内論文5件、海外論文4件(IEEE,IJSR))、研究発表74件(国内 54件, 海外20件)、報道発表15件

(国内15件)
・国内での学会活動：
H23年5月、8月、12月、H24年2月、電子情報通信学会クラウドネットワークロボット研究会新設・開催。
H23年10月 ATR２５周年記念講演会にて「ネットワークロボット研究の未来」講演。
H23年12月 SII2011にてUNRプラットフォーム発表とアピタ精華台タウン・ATRデモツアー実施
H23年12月 けいはんな情報通信オープンラボシンポジウムでのポスター展示。
H24年1月 けいはんな地区住民を対象に第一回市民講座を開催（けいはんなプラザ5階、アピタ精華

台店で体験デモを実施）。
H24年1月 International Symposium on Advanced Robotics（主催：ATR）開催。欧米研究機関(イタリア

SSSA, スペインUPC)や東北大学との技術交流・成果普及に努めた。

ユビキタスネットワークロボットWG
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二次元面の伝送媒体を伝搬する電磁波によって高速・広帯域な通信を行うとともに、電源
供給も可能な二次元通信技術の研究開発を支援する。４つのタスクフォースによって以下
の開発項目を推進する。

● 卓 上 、 壁 、 床 、 衣 服 な ど に 適 用 可 能 な 通 信 媒 体 、 高 効 率 伝 送 技 術 、 通 信
アダプタなどの二次元信号伝送技術

●空間、接触物体への電磁波漏えいを抑制する技術

●二次元通信に適した物理層、MAC層通信方式の開発と標準化

● 二次元通信を利用するアプリケーション

活動概要活動概要活動概要活動概要

体制体制体制体制

主査主査主査主査： 篠田裕之准教授 （東京大学 情報理工学系研究科システム情報学専攻）

幹事幹事幹事幹事： 張 兵 （NICTワイヤレスネットワーク研究所 ）

構成員構成員構成員構成員： （株）構造計画研究所、 （株）セルクロス、大阪大学、京都大学、

千葉大学、日本電気（株）、パナソニック（株）、東京大学、NICT

2次元通信WG
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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。

一般会員（一般会員（一般会員（一般会員（64646464企業）：企業）：企業）：企業）： アルプス・グリーンデバイス ㈱．伊藤忠商事㈱，伊藤忠テクノソリューションズ ㈱．岩崎通信機㈱ＮＥＣ．
ＮＸＰセミコンダクターズジャパン㈱， ㈱ エヌ・ティ・ティ・データ， ㈱ エヌ・ティ・ティ・データ 経営研究所， ㈱ エヌ・ティ・ティ・ドコモ，
㈱ ＮＴＴファシリティーズ， ㈱ エネゲート，大阪ガス ㈱，オムロン ㈱，鹿島建設 ㈱，関西電力 ㈱， ㈱ キャプテックス， 特定非営
利活動法人 九州組込みソフトウェアコンソーシアム，九州電力 ㈱，財団法人 京都高度技術研究所，京都リサーチパーク ㈱， ＫＯ
Ａ ㈱， ㈱ 構造計画研究所，三洋電機 ㈱， 三洋ホームズ ㈱，住商情報システム ㈱，住友商事 ㈱， 住友電気工業 ㈱， ㈱ ＣＩＪ，
シーメンス・ジャパン ㈱， シャープ ㈱， ステラグリーン ㈱，積水ハウス ㈱，セイコーエプソン㈱，ソニー ㈱， ダイキン工業 ㈱， 大
和ハウス工業 ㈱，㈱ 竹中工務店， ㈱ デンソー，㈱ 戸上電機製作所，凸版印刷 ㈱，㈱ トランス・ニュー・テクノロジー， ㈱ 豊通
エレクトロニクス， 長瀬産業 ㈱，西日本電信電話 ㈱， ニチコン ㈱，㈱ ニッコー， ㈱ 日新システムズ，日新電機 ㈱，日東電工
㈱， 日本ユニシス ㈱，パナソニック ㈱，㈱ 日立製作所，富士通関西中部ネットテック ㈱， ㈱ 富士通研究所， 富士電機 ㈱，フラ
ンステレコム ㈱ Orange Labs Tokyo，三菱自動車工業 ㈱，三菱重工業 ㈱，三菱電機 ㈱， ローム ㈱
特別会員（特別会員（特別会員（特別会員（23名）：名）：名）：名）：三宅 諭（関西文化学術研究都市推進機構）、池田 順治（関西文化学術研究都市推進機構、大阪大学）、山崎 達
也（（独）情報通信研究機構）、谷川民生（（独）産業技術総合研究所）、義久 智樹（大阪大学）岡部 寿男（京都大学）、引原 隆士（京都
大学）、久門 尚史（京都大学）、山中 直明（慶応義塾大学）、塚本昌彦（神戸大学）、丹康雄（北陸先端科学技術大学院大学）

活動目標活動目標活動目標活動目標

活動体制活動体制活動体制活動体制

・家庭内の電力の流れの計測や制御をおこなうスマートタップ、電力ルータの研究・開発
・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

研究開発課題研究開発課題研究開発課題研究開発課題

主査： 松山隆司（京都大学） 幹事： 加藤丈和（京都大学）

エネルギーの情報化WG
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�映像コミュニケーションＷＧの概要

超高精細映像および３Ｄ映像技術が進展し、新世代の映像社会に対する期待高

まってきている。また、ＮＩＣＴでは「ユニバーサルコミュニケーション」の研究開発の一

環として、映像技術に関する研究開発を推進しており、映像コミュニケーションＷＧの

活動拠点となる「超臨場感コミュニケーションテストベッド」を、ＮＩＣＴに構築している。

�今年度の活動概要

� ＮＩＣＴオープンラボとＪＧＮ-Ｘセンター大手町間を折り返す映像伝送実験ネットワ
ークを構築した。

� ＮＩＣＴの「マルチチャネル映像伝送システム」を用いて４Ｋ超高精細映像伝送に関
する基礎評価実験を実施した。

� この実験では、４Ｋ映像伝送における、最適な伝送データサイズ、データ送出間
隔を評価検証した。また、伝送遅延特性を評価した。

� これらの成果を、「けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム２０１１」にて、
デモンストレーションをおこなった。 9

映像コミュニケーションWG



○開催日時 ： 2012年２月２４日（金） １４：００－１７：００
於： ： ㈱国際電気通信基礎技術研究所(ATR) G階 01会議室

○講 師：
「２次元通信の概要」 東京大学 篠田裕之
「電力伝送におけるEMC」 NEC 中瀬康一郎
「低干渉通信の現状と課題」 NECエンジニアリング 正垣啓幸
「通信シートの開発」 帝人ファイバー 大内田真智子
「２次元通信関連技術の活用事例」 セルクロス 箱崎光弘
「NICTにおけるシート媒体を用いた近接通信の現状と今後の展開」

情報通信研究機構新世代ワイヤレス研究センター 張 兵
○出席者数： ２２名
○概要

２次元通信とは、おもにマイクロ波領域以上の周波数の電磁波を薄い
２次元媒体に閉じ込めて信号伝送する新しい通信の形態である。カプラ
を媒体に近接することで低損失の結合を確立することができ、安全な
ワイヤレス電力伝送、周囲との干渉の小さい通信が実現できる。通信
媒体は部屋空間の表面に低コストで組み込むことができる。これまでは
おもに基礎研究としての２次元通信の可能性が示されてきたが、一般
環境での電力伝送の効率や安全性、通信の低干渉性については、十分
明らかにされてきてはいなかった。今回のセミナーでは、電力伝送、低
干渉通信の実用化を目指して研究・開発を進めている方々にその現状を
ご講演いただいた。

本セミナーでは、まず篠田先生は２次元通信の概要について紹介された。
通信の技術開発の背景と原理を述べられたとともに、安全な電力伝送と
低干渉通信技術について解説された。また、中瀬様は電力伝送における
EMC評価技術について統括され、各方式の特徴をまとめることにより他
方式との比較を行われた。正垣様は2次元通信における低干渉通信の
現状と課題について紹介された。さらに大内田様は通信シート開発に
おける最新成果、箱崎様は2次元通信応用技術の活用事例について
紹介された。最後に、張主任研はNICTにおける2次元通信技術の研究
開発現状と今後の展開について紹介された。

参加者アンケートでは、「情報通信IT分野の最先端技術の現状と
課題をまとめている今回のようなセミナーは是非聞きたい」、「非常に中身のあるセミナーだった」など好評を得た。

2次元通信セミナー 開催報告2次元通信セミナー 開催報告
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ネットワークセキュリティセミナー 開催報告ネットワークセキュリティセミナー 開催報告
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○開催日時 ： ２０１２年 ３月 ２３日（金） １３：３０～１６：３０
於： (公社)関西経済連合会 ２９４会議室(大阪、中之島)

○講師と演題：
「サイバーセキュリティの研究開発動向と新たな脅威」

(独)情報通信研究機構ネットワークセキュリティ研究所
サイバーセキュリティ研究室室長 井上 大介 氏

「IPv6の安全性」
(独)情報通信研究機構ネットワークセキュリティ研究所
サイバーセキュリティ研究室主任研究員 衛藤 将史 氏

○出席者数： １６名
○アンケート回収数： ９名

○概要
ネットワークへの脅威がグローバル化し、その攻撃手法も複雑化してネットワークへの脅威がグローバル化し、その攻撃手法も複雑化してネットワークへの脅威がグローバル化し、その攻撃手法も複雑化してネットワークへの脅威がグローバル化し、その攻撃手法も複雑化して

いる現在、注目の集まっているネットワークセキュリティをとりあげ、セいる現在、注目の集まっているネットワークセキュリティをとりあげ、セいる現在、注目の集まっているネットワークセキュリティをとりあげ、セいる現在、注目の集まっているネットワークセキュリティをとりあげ、セ
ミナーをおこなった。ミナーをおこなった。ミナーをおこなった。ミナーをおこなった。
井上氏からは、ネットワークセキュリティの基本から、歴史、対策、研井上氏からは、ネットワークセキュリティの基本から、歴史、対策、研井上氏からは、ネットワークセキュリティの基本から、歴史、対策、研井上氏からは、ネットワークセキュリティの基本から、歴史、対策、研

究開発の現状や方向など幅広くお話しいただいた。マルウェアの目的究開発の現状や方向など幅広くお話しいただいた。マルウェアの目的究開発の現状や方向など幅広くお話しいただいた。マルウェアの目的究開発の現状や方向など幅広くお話しいただいた。マルウェアの目的
が愉快犯から経済犯に変化していること、ボットに感染したパソコンがが愉快犯から経済犯に変化していること、ボットに感染したパソコンがが愉快犯から経済犯に変化していること、ボットに感染したパソコンがが愉快犯から経済犯に変化していること、ボットに感染したパソコンが
世界中に数多く存在し、ここを足場に攻撃がおこなわれているなどの世界中に数多く存在し、ここを足場に攻撃がおこなわれているなどの世界中に数多く存在し、ここを足場に攻撃がおこなわれているなどの世界中に数多く存在し、ここを足場に攻撃がおこなわれているなどの
現状のもと、その監視と可視化のため、現状のもと、その監視と可視化のため、現状のもと、その監視と可視化のため、現状のもと、その監視と可視化のため、Nicterの開発をしていることがの開発をしていることがの開発をしていることがの開発をしていることが
紹介された。紹介された。紹介された。紹介された。
衛藤氏は、今後普及することになる衛藤氏は、今後普及することになる衛藤氏は、今後普及することになる衛藤氏は、今後普及することになるIPv6について、その特徴や課題について、その特徴や課題について、その特徴や課題について、その特徴や課題

などをお話しいただいた。などをお話しいただいた。などをお話しいただいた。などをお話しいただいた。IPv6技術検証協議会で課題を洗い出してお技術検証協議会で課題を洗い出してお技術検証協議会で課題を洗い出してお技術検証協議会で課題を洗い出してお
り、対策が進みつつあることが紹介された。り、対策が進みつつあることが紹介された。り、対策が進みつつあることが紹介された。り、対策が進みつつあることが紹介された。
ネットワークへの脅威の現状やセキュリティ技術について理解が深ネットワークへの脅威の現状やセキュリティ技術について理解が深ネットワークへの脅威の現状やセキュリティ技術について理解が深ネットワークへの脅威の現状やセキュリティ技術について理解が深

まった、さらに詳しい話が聞きたい、などの感想をいただいた。まった、さらに詳しい話が聞きたい、などの感想をいただいた。まった、さらに詳しい話が聞きたい、などの感想をいただいた。まった、さらに詳しい話が聞きたい、などの感想をいただいた。


