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理事会 (理事長、副理事長、理事17名、監事2名)

事務局 (関西経済連合会、情報通信研究機構、近畿総合通信局、関西文化学術研究都市推進機構)

幹 事： 木俵 豊 (情報通信研究機構)、阿部 孝次 (関西経済連合会)

運営･研究部会 (構成員数33名)
部会長 九津見 洋 (パナソニック)

協議会総会 (会員数131者)
理事長 松下 正幸 (パナソニック 取締役副会長)
副理事長 石橋 研二 (日本電気 執行役員)

企画・広報分科会

リーダー： 松本 幸則 (パナソニック)

ユニバーサルコミュニケーション分科会

リーダー： 萩田 紀博 (ATR)

相互接続性検証WG
主査： 山中 直明 (慶應義塾大)

映像コミュニケーションWG
主査： 占部 俊則 (NTT-ATアイピーエス)

ユビキタスネットワークロボットWG
主査： 宮下 敬宏 (ATR)

気象レーダーWG
主査： 中北 英一 (京大)

グローバルコミュニケーションWG
主査： 南 泰浩 (電通大)

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会体制図

オープン光ネットワーク基盤WG
主査： 釣谷  剛宏 (KDDI総合研究所)
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IoTネットワーク基盤分科会

リーダー： 大木 英司 (京大)



企画・広報分科会
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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

（リーダー）

松本 幸則 （パナソニック イノベーション戦略室 戦略企画部 主幹）

（サブリーダー）

村田 稔樹 （沖電気工業 経営基盤本部 研究開発センター AI技術研究開発部

スペシャリスト）

○○○○ 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

・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



活動目標活動目標活動目標活動目標
IoT時代のネットワーク基盤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：：：： 大木 英司（京大）

ＷＧＷＧＷＧＷＧ
・相互接続性検証WG 主査：山中 直明（慶應義塾大）
・オープン光ネットワーク基盤WG 主査：釣谷 剛宏（KDDI総合研究所）

IoTネットワーク基盤分科会
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 2018年度活動実績
– ミーティング１１回・・・WG会合 5回、プロジェクト会合 6回

– 相接試験 １回・・・各種アプリケーションを想定した各種アプリケーションを想定した各種アプリケーションを想定した各種アプリケーションを想定した

SDNSDNSDNSDN・ネットワーク仮想化技術の検証（下記囲み）・ネットワーク仮想化技術の検証（下記囲み）・ネットワーク仮想化技術の検証（下記囲み）・ネットワーク仮想化技術の検証（下記囲み）

– 成果展示 ４件・・・国際会議 iPOP2018、光通信システムシンポジウム 他

– 対外発表 ２件・・・IEEEジャーナル招待論文（IEEE/OSA-JLT） 他

各種アプリケーションを想定した各種アプリケーションを想定した各種アプリケーションを想定した各種アプリケーションを想定したSDNSDNSDNSDN・ネットワーク仮想化技術・ネットワーク仮想化技術・ネットワーク仮想化技術・ネットワーク仮想化技術 検証試験検証試験検証試験検証試験

～国際会議～国際会議～国際会議～国際会議 iPOP2018 Showcase～～～～
公開日：平成30年5月31日～6月1日

＜ねらい＞
• SDN/仮想化により各種コストを低減しつつ、様々なアプ

リへ対応させる

iPOP2018-Showcase 相接実験系

自動運転

遠隔監視・AI

耐災害

仮想化資源制御

Disaggregation

Ether TDM 相互接続試験風景相互接続試験風景相互接続試験風景相互接続試験風景
於：於：於：於：NICT本部本部本部本部

相接試験デモ動画公開中相接試験デモ動画公開中相接試験デモ動画公開中相接試験デモ動画公開中

Kei-han-na OpenLab
YouTubeチャンネルチャンネルチャンネルチャンネル

IoTネットワーク基盤分科会 相互接続性検証WG
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＜活動概要＞
オープン光ネットワークは、光信号品質の担保や装置制御の複雑化、障害特定・復旧の困難さが増大する

ことが予想され、オペレーションコストの増大が懸念される。本活動では、効率的で最適なオープン光ネットワ
ークのオペレーションを実現するため、監視・制御・ルーティングの各要素技術の連携・検証、デファクト化等
の推進を行う。（総務省委託案件「革新光III 課題イ（マルチベンダ対応光ネットワーク監視・制御及び高可用
ルーティング技術）」 と協調して推進）

＜活動状況＞
1. 関係者間で随時打ち合わせを実施、 WG課題の明確化などを議論
2. WGウェブサイトを立ち上げ、活動の発信に着手

IoTネットワーク基盤分科会 オープン光ネットワーク基盤WG

2018年11月20日発足
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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

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：宮下敬宏 (ＡＴＲ）

・映像コミュニケーションWG 主査：占部俊則（NTT-ATアイピーエス）

・気象レーダーWG 主査：中北英一（京大）

・グローバルコミュニケーションWG 主査：南泰浩（電通大）

ユニバーサルコミュニケーション分科会

活動目標活動目標活動目標活動目標

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。
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ユニバーサルコミュニケーション分科会 ユビキタスネットワークロボットWG
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○総務省委託研究:電波利用料：「膨大な数の自律型モビリティシステムを支える
多様な状況に応じた周波数有効利用技術の研究開発」(2017-2018年度）
(〇NTT, NTT-AT, ATR, パナソニック）

〇NEDO次世代人工知能・ロボット中核技術開発プロジェクト「人共存環境で活
動するロボットのためのHRI行動シミュレーション技術」(2015年度～2019年度）

    （ATR）
〇戦略的創造研究推進事業（CREST) 共生インタラクション：

「街角環境で共生するロボットのインタラクション基盤技術 」(2017-2022年度)
 （○京大、ATR）

〇JST ERATO 石黒共生ヒューマンロボットインタラクションプロジェクト
      (2014-2019年度） （〇阪大、ATR、京大）



 京都府および高知県における最新の医療事情に関する調査研究を実施した。
・両府県ともに、過疎地域と都市部との医療格差が著しく過疎地域における医療サー

ビスの向上が課題である。
・特に、4K8K映像伝送技術をベースにした遠隔医療の実証実験が有効かつ有意義で

ある。
 また、 4K8K映像伝送技術の農業分野への利活用を調査研究した。4K8K映像伝送は

、農機の遠隔操作、遠隔モニタリングに有効である。これらは、農業の後継者・人手不
足を解決できる可能性がある。

 NICTが研究開発してきた「オールソフトウエアコーデック」（圧縮/非圧縮4K超高精細
映像伝送）に関して、4K映像から8K映像伝送へアップグレードする検討をNICTと共同
で行った。

ユニバーサルコミュニケーション分科会 映像コミュニケーションWG
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大学総合病院救急医療センター
4K8Kオールソフトウエア

コーデック



フェーズドアレイレーダーが大阪大学、東芝、NICTの共同により世界で初めて開発され、2012年に
吹田に、2013年に神戸に設置された。このレーダーは近畿中央部における降雨域を3次元構造と
して、高い時間分解能でとらえることができる。今後の全国展開が期待される中、このデータの利
活用、普及、また、啓発活動を通じ、近畿圏におけるゲリラ豪雨、竜巻、突風などの気象災害の軽
減に貢献することを目指す。

2019年2月8日にパシフィコ横浜アネックスホールにおいて、災害・危機

管理ICTシンポジウム2019を共催。今後想定される巨大地震や大規模

災害時における医療に貢献可能な情報通信技術をテーマとし、当WG

が関連する風水害だけでなく、広く災害時に必要となる危機管理対応

について、講演や議論がなされた。自治体や官庁の防災担当者、大学

関係者、防災機器製造事業者など約70名の出席があった。

2018201820182018年度の活動年度の活動年度の活動年度の活動

今後の活動今後の活動今後の活動今後の活動

気象レーダーや防災技術に対する会員の興味、関心は高いものの、会員とのマッチングも整わず、

個別のテーマで明確な方向性を定めるに至っていない。そこで本WGの活動について再検討をおこ

ないたい。

ユニバーサルコミュニケーション分科会 気象レーダーWG
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背景と目的背景と目的背景と目的背景と目的



・GC-WG （ 2年弱の準備WG活動を経て、2016年6月よりWG活動を開始 ）

目的 ： 総務省が提唱する「グローバルコミュニケーション計画」において、NICTの

「多言語音声翻訳技術」を活用して、関西における実証実験をめざし、

多言語音声翻訳社会実装モデルをハード・ソフトの両面から研究・提案する

メンバー ： ２１者 （民間12者、自治体・有識者など9者）

・主査 ： 国立大学法人 電気通信大学 南 泰浩 教授

副主査によるサポート体制

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱ 下村課長 大嶋課長

（公財）関西文化学術研究都市推進機構 村田部長

・主な活動

GCP協議会（※）への参画と けいはんなオープンラボ協議会GC-WGへのフィードバック

（※）グローバルコミュニケーション開発通信協議会：オールジャパン体制 （～2019年）

実用化推進部会 ：2018/6/28 第7回実用推進部会、 2018/11/30  第8回実用推進部会

研究開発部会 ：2018/6/8 第7回研究開発部会、 2018/12/14  第8回研究開発部会

合同WG ：2018/11/14 第１回ショッピング&タクシー合同WG会合

部会 ：2018/5/24 第7回鉄道・ホテルWG会合、2018/6/15 第8回共通PFWG会合

2018/6/13 第11回ショッピング分野WG会合

2018/11/14 第12回ショッピング分野WG会合

総会 ：2018/7/19   第5回総会

大阪・関西万博など 関西における新たな活用ケースについての調査・研究活動

2019年度は、上記活動の継続により新たな活用ケースの具体化を目指す

ユニバーサルコミュニケーション分科会  グローバルコミュニケーションWG
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