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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)

運営･研究部会 (会員数27者、構成員数29名)
部会長 九津見 洋 (パナソニック)

協議会総会 (会員数113者)
理事長 松下 正幸 (パナソニック 特別顧問)

副理事長 石橋 研二 (日本電気 支配人)

企画・広報分科会

リーダー： 香山 健太郎 (NICT)

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 (大阪芸術大学)

相互接続性検証WG
主査： 山中 直明 (慶應義塾大)

IoTネットワーク基盤分科会

リーダー： 大木 英司 (京都大学)

気象レーダーWG
主査： 中北 英一 (京大)

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)

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

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)
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IoTネットワーク基盤分科会

分科会 (のべ人数) 41

相互接続性検証WG 35

オープン光ネットワーク基盤WG 6

ユニバーサルコミュニケーション分科会

分科会 (のべ人数) 9

映像コミュニケーションWG 4

気象レーダーWG 5

分科会参加状況 (2021年3月末現在)
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活動方針

１．創造系活動

・協議会活動のメリットを最大限に発揮する新たな活動の創造

・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

分科会の構成

分科会リーダー： 香山 健太郎 （NICT）

サブリーダー： 村田 稔樹 （沖電気工業）
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企画・広報分科会



○日時： 2021年2月16日（火） 13:00～16:40
○ZOOMによるオンライン開催
○視聴者数： 88名 (アンケート回収数56）
○主催： けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会
○概要： コロナ対応の情報通信技術とコロナ後の経済への
期待について、お二人の方から基調講演をいただくとともに
、協議会の分科会とオープンラボに入居する企業から、ポス
トコロナ時代に向けた研究開発の取り組みについてご講演
いただきました。
アンケート結果によると、例年に比べ、協議会会員以外の参
加者が多く、質疑応答も活発で、今後もオンライン開催を希
望する声が数多くありました。今後のシンポジウム運営等に
も、引き続きこのオンライン開催のメリットを生かしていきま
す。

○プログラム 「ポストコロナ時代の新たな情報通信技術

- 関西・けいはんなへの期待」
開会挨拶 九津見 洋 （当協議会理事、運営・研究部会長）
基調講演「ポストコロナ時代のテレワークのあり方とセキュリティ」

立命館大学情報理工学部 教授 上原哲太郎氏
「自動車の運転者側からの事故防止と客観化・リモート化

-ポストコロナ時代の交通安全-」
(株)ATR-Sensetech 取締役技術部長 中山治人氏

「IoTネットワーク基盤分科会のアクティビティ」
慶應義塾大学理工部 教授 山中直明氏

基調講演「ポストコロナの世界経済と関西経済への期待」
（株)日本総合研究所調査部マクロ経済研究センター 所長 石川智久氏

「空中映像による非接触ユーザーインターフェースの感染防止対策への活用」
（株)パリティ・イノベーションズ 代表取締役 前川聡氏

講演 上原哲太郎氏（立命館大学）開会挨拶 九津見洋（協議会運営・研究部会長） 講演 中山治人氏（ATR-Sensetech）

講演 山中直明氏（慶応大学） 講演 石川智久氏（日本総合研究所） 講演 前川聡氏（パリティ・イノベーションズ） 5

企画・広報分科会 けいはんな情報通信オープンラボシンポジウムの開催



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
分科会リーダー： 大木 英司（京大）
ＷＧ
・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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■2020年度活動実績
– ミーティング１２回・・・WG会合 6回、プロジェクト会合 6回

– 相接試験 １回・・・「End-to-End Management of All Optical Disaggregated Network 
and Applications with Cloud Native Environment」（下記赤枠）

– 成果展示 ３件・・・国際会議 iPOP2020、光通信システムシンポジウム他

クラウドネイティブビジネスアプリケーション(CNFs)と、それを支えるインフラストラクチャを総合的に検証する

～国際会議 iPOP2020 Showcase～
公開日：2020年9月10日～11日
オンライン開催

iPOP2020-Showcase 相接実験系

実験系の中で多様な技術を総合的に検証
・All Optical Network
・OpenShift
・OpenMSActivator
・Japan Gigabit Network
・Private LTE
・ECGR 

(Expected Capacity Guaranteed
Routing) 
・AI based network demand forecasting 
・Face Recognition System

ポスターによる活動紹介

IoTネットワーク基盤分科会 相互接続性検証WG



■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）

■2020年度活動実績
– ミーティング 1回

– 活動展示 3件

・国際会議 iPOP2020

・第34回光通信システムシンポジウム

・けいはんな情報通信オープンラボ

シンポジウム

（日時）12/15−16
（場所）オンライン開催
（対象）全国の光通信の技術者・研究者

「第34回光通信システムシンポジウム」

予稿スライド掲載およびショートプレゼン実施

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



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。

分科会の構成

分科会リーダー： 萩田紀博 （大阪芸術大学)

ＷＧ
・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)
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ユニバーサルコミュニケーション分科会



・京都府立医科大学「スキルスラボ」内に、実験用ER(Emergency Room、患者人形)を構築し、遠隔救急医療
に関する実証実験を実施

・患者人形全身およびその周辺全体を8Kカメラで全空間固定撮影し（カメラワークなし）、非圧縮伝送し、
8K表示し各種評価実験を実施

・この成果をけいはんなR&Dフェア2020において、展示公開した（Web展示）

8K遠隔救急医療実証実験
- 京都府立医科大学「スキルスラボ」、2020/3/2～9 -

100Gbps
ローカルLAN

8Kディスプレイ

送信PC 受信PC

京都府立医科大学「スキルスラボ」における実験全景

8Kオールソフトウエアコーデック
（非圧縮伝送、NICT）

実験用ＥＲ
（Emergency Room、患者人形）

8Kカメラ
（カメラワークなし）

4Kカメラ
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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



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。

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

吹田と神戸に設置された世界初のフェーズドアレイレーダーをコア技術として２０15年に当WGが

設置された。降雨災害の軽減に向けた気象レーダーの利活用、最新気象レーダが拓く安心・安

全な社会などについてのセミナーを開催し、また、レーダーのデータを使った実証実験を大阪市

や神戸市と行うなど、近畿圏における気象レーダに関する産学官連携を推進してきた。2020年度

は、新型コロナ感染症蔓延の影響もあり、ワーキンググループとしての活動は行えなかった。ま

た、WG活動のベースになるフェーズドアレイ気象レーダーが耐用年数に近づいており、安定した

運用が困難になってきたこともあり、当初の目的を達成したとして、当WGは一旦クローズとする。

今年度の活動
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