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○ 分科会の構成 （敬称略） 

 （リーダー） 

  松本 幸則 （パナソニック R&D本部 全社CTO室 全社技術戦略室 参事） 

 （サブリーダー） 

  田畑 雅章 （ＮＴＴコミュニケーションズ 第三営業本部 公共営業グループ 営業部長） 

  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 

 １．創造系活動 

   ・定期的な会員への研究ニーズ調査 

   ・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 
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企画広報分科会 



概  要 

新世代ネットワークの実現に向けた課題を解決するため、各レイヤにまたがるネット
ワーク関連技術の研究開発を推進する。創出した日本発の技術を、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 

 

 ・相互接続性検証WG  主査：山中直明（慶応義塾大) 

 ・フォトニック準備WG   主査：宮本裕（ＮＴＴ） 

新世代ネットワーク分科会 
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相互接続性検証WG 活動状況 

• ミーティング： 12回 
– WG全体ミーティング  5回  
– プロジェクトミーティング  7回    

• 相互接続実験：1件 
– 光Plug & Play技術（5月） 

• 標準化関連文書：7件 
– IETF 7件 （WSON関連：4件、その他：3件） 

• 対外発表等： 4件 
– 電子情報通信学会 NS/PN/OCS研究会・招待講演（6月 於：山形大学） 

 “100GE over OTU4インタフェースを用いた異ベンダ間相互接続性検証実験”  

– 国際会議MPLS2012・招待講演（10月 於：ワシントンD.C.）  
 “First Multi-vendor Demonstration of Software-Defined Packet/Optical Transport Networks at 

iPOP2012”  

– 電子情報通信学会 NS/CQ/ICM/NV研究会・発表（11月 於：長浜バイオ大学） 
 “プラグアンドプレイによるGMPLS網自動構築方式と相互接続実証” 

– オープンラボシンポジウム２０１２・講演（12月 於：大阪新阪急ホテル） 
 “光ネットワークの相互接続性検証 ～標準化攻防の10年～”  

• 成果展示（出展）：4件 
– iPOP2012 （5/31-6/1 於：慶應義塾大学（横浜市））・・・SDTN相互接続 
– iPOP2012 （5/31-6/1 於：慶應義塾大学（横浜市））・・・光Plug & Play技術  
– MPLS2012 （10/28-31 於：ワシントンD.C.） ・・・SDTN相互接続 
– 第２６回光通信システムシンポジウム（12/13-14 於：東レ総合研修センター（三島市）） ・・・

WG活動の紹介展示 

• 報道発表：1件 
– “世界初 Software-Defined な仮想トランスポートネットワーク（スライス）技術の相互接続性デモ

ンストレーション” (5月30日付) 

成果展示（於：ワシントンD.C.） 
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我が国の情報通信基盤を支え、国際競争力を持つ先進的コア技術である「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、及び技術間連携等の実証実験を継続的に
推進していくための準備活動を行う。 

活動目標 

活動体制 

主 査： 宮本 裕 （日本電信電話株式会社）   
メンバー（予定）：  富士通株式会社、日本電信電話株式会社、 
  国立大学法人名古屋大学、国立大学法人大分大学、 
  日本電気株式会社、国立大学法人東京大学、 
  三菱電機株式会社、株式会社日立製作所、 
  株式会社KDDI研究所、学校法人慶應義塾、 
  国立大学法人大阪大学、沖電気工業株式会社、 
  NTTコミュニケーションズ株式会社 

フォトニック準備ＷＧの活動実施（案） 

活動スケジュール 

活動トピックスがあった場合、適宜活動を行う。 

フォトニック準備WG 活動計画 

※フォトニック研究開発プロジェクトの成果見込みが確認できる２～３年後に、 

再度「フォトニックＷＧ」へ体制変更を行い、成果発信等の活動を行う。 5 



ユニバーサルコミュニケーション分科会 

概  要 

言葉・文化・能力の違いを越え、心と心が通うユニバーサルコミュニケーションの実
現に向けて、産学官連携を核とした研究開発を行い、新産業の創出、国際標準化、
人材育成に取り組む。 

分科会の構成 

 

  リーダー： 萩田紀博 （ＡＴＲ) 

  

  ＷＧ 

 ・ユビキタスネットワークロボットWG  主査：近藤公久（ＡＴＲ) 

  ・2次元通信WG   主査：篠田裕之（東大) 

 ・エネルギーの情報化WG   主査：松山隆司（京大） 

  ・映像コミュニケーションWG   主査：伊藤正也（けいはんな） 
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○実証実験 
・H25年1月〜２月店舗内買物支援、店舗間回遊支援、ヘルスケアのロボットサービスを連携した 
 UNR-PF連携した実証実験をアピタ精華台店で実施（ATR, 東芝）。動作を確認 
・H25年1月 第２回市民講座（けいはんなプラザ）電動車いす型ロボット、手動車いす等の体験比較。 
○UNR-PF（ロボットサービス連携プラットフォーム）公開 
・７月にUNR-PFα 版を公開(7/20主婦会館で国際シンポジウム開催）、１月にUNR-PFβ 版を公開 
○標準化活動 
・H24年9月：ロボット用位置情報標準 RLS 1.1仕様 OMGから発行 

・H24年9月：ロボット対話サービスフレームワーク RoIS 1.0 β２仕様案 OMG発行 

・H25年2月：RoIS 1.0仕様 OMGから発行 

・H25年３月：ITU-T SG16 Q25でUNR-PFの機能概念モデルが勧告成立 

○積極的な情報発信を実施 
 国内論文4件、海外論文9件(IEEE,IJSR))、研究発表74件(国内 23件, 海外17件)、報道発表33件など 
 （主な成果） 
・国内外の論文投稿：IEEE Network(5-6月号）, IEEE Trans on SMC 4件、on Robotics 1件,  
     UNR特集号 Annals of Telecommunications 1件，IJ Social Robotics 2件、Sensors Journal 1件 
     電子情報通信学会誌クラウドネットワークロボット小特集(12月）, 人工知能学会誌解説（３月号）等 
・海外での学会活動 
  国際会議ICRA（IEEE International Conference on Robotics and Automation），UbiComp2012など   
  のワークショップなどで招待講演６件，SCPR(11月）１件，SIMPAR(11月）２件、SII(12月）1件,  
    HRI2013(3月）３件（内Best Paper賞, Best Full Paper Nomination賞など受賞） 
・国内での学会・講演活動： 
  けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム2012設立１０周年記念シンポジウム講演 
  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発表１件、 
  SI2012(12月）３件（３件とも最優秀講演賞受賞）等 

ユビキタスネットワークロボットWG 
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昨年4月に、NICTにおける担当グループの拠点がけいはんなから横須賀  
   に移ったことにより、昨年度は活動を進めることが困難であった。 
 
 今後も、関連メンバーほぼ全員が関東にいるため、けいはんなでの活動  
   は難しい状況にある。 
 
 現在、横須賀を拠点とする、ブロードバンドワイヤレスフォーラム（BWF）
におけるワイヤレス電力伝送WGの中ですでに活動を展開しており、けい
はんな情報通信オープンラボ研究推進協議会における2次元通信WGを
クローズすることにしたい。 

2次元通信WG 
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一般会員（70企業）：旭化成ホームズ アルプス・グリーンデバイス アルプス電気  伊藤忠テクノソリューションズ  岩崎通信機 エディオン  ＮＥＣ  

ＮＸＰセミコンダクターズジャパン NKワークス エヌ・ティ・ティ・データ  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  

音羽電機工業 オムロン 鹿島建設 関西電力 キャプテックス 九州組込みソフトウェアコンソーシアム 九州電力 京都高度技術研究所  

京都リサーチパーク ＫＯＡ コンテック 構造計画研究所  三洋ホームズ シーメンス・ジャパン  シャープ  ステラグリーン 住友電気工業  

積水ハウス ソニー ダイキン工業 大成建設 大和ハウス工業   大道プロミネンス竹中工務店 ディー・エー・シー デンソー 

東洋ソフトウェアエンジニアリング 戸上電機製作所  トランス・ニュー・テクノロジー 長瀬産業 西日本電信電話 ニチコン  日動電工 ニッコー  

日新システムズ 日新電設 日新電機 日東電工 日本ユニシス パナソニック 濱中製作所 PFU 富士通株式会社    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  三井情報 三菱重工業 三菱電機  村田機械     リコー 和晃技研 他3社 
  

特別会員（ 31人＋京都府）：京都府 （財）関西文化学術研究都市推進機構 二宮 清 京都府京都西府税事務所 山田 格 （財）関西文化学術研究都市推進機構 新産業創出交流
センター(大阪大学) 池田 順治 （社）けいはんなイー・パワー 三宅 諭 （独）国立環境研究所 山形 与志樹 （独）国立環境研究所 松井 加奈絵 （独）産業技術総合研究所 知能シ
ステム研究部門 谷川民生 （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門 神徳 徹雄 （独）情報通信研究機構 ユニバーサルコミュニケーション研究所 山崎 達也 大阪
大学 サイバーメディアセンター 間下 以大 大阪大学 サイバーメディアセンター 義久 智樹 関西大学 先端科学技術推進機構 上田 勝彦 京都大学 学術情報メディアセンター 岡部 

寿男 京都大学 学術情報メディアセンター 髙井 勇志 京都大学 学術情報メディアセンター 前田 朋孝 京都大学 産官学連携本部 倉本 泰信 京都大学 産官学連携本部 簗瀬 静 

京都大学 生存圏研究所 篠原 真毅 京都大学 大学院工学研究科 薄 良彦 京都大学 大学院工学研究科 高橋 亮 京都大学 大学院工学研究科 引原 隆士 京都大学 大学院工学
研究科 久門 尚史 京都大学 大学院情報学研究科 加藤 丈和（幹事） 京都大学 大学院情報学研究科 川嶋 宏彰 京都大学 大学院情報学研究科 松山 隆司（主査） 慶應義塾大
学 理工学部情報工学科 山中 直明 神戸大学 大学院工学研究科 塚本 昌彦 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 丹 康雄 立命館大学 理工学部 冨山 宏之 立命館
大学 理工学部 福井 正博 立命館大学 理工リサーチオフィス 産学官連携コーディネーター 松田 文雄 

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。 

活動目標 

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 

主査： 松山隆司（京都大学）          幹事： 加藤丈和（京都大学）    25.3.18現在 

エネルギーの情報化WG 
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背 景 

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

期待が高まってきている。「ユニバーサルコミュニケーション」において映像 

が果たす役割は益々重要となってきている。 

 

 

「ユニバーサルコミュニケーション」における映像技術の研究開発とその 

アプリケーション、ビジネスモデルを追求する。 

 

 

映像コミュニケーションに関するアプリケーションおよびビジネスモデル 

 の検討と追求 

映像コミュニケーションに関する実証実験の推進 

関連するセミナー、見学会の開催 

活動概要 

目 的 

映像コミュニケーションWG 
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