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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２８者、構成員数２８名)
部会長 内元 清貴 (情報通信研究機構)

協議会総会 (会員数１１３者)
理事長 村尾 和俊 （西日本電信電話株式会社 相談役)
副理事長 調整中

企画・広報分科会

リーダー：香山 健太郎 (情報通信研究機構)

ユニバーサルコミュニケーション分科会

リーダー：中井 隆浩 (NTT-ATアイピーエス)

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)

映像コミュニケーションWG
主査：中井 隆浩 (NTT-ATアイピーエス)

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)

遠隔コミュニケーション準備WG
主査：吉川 健一 (BRICK’ｓ)
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IoTネットワーク基盤分科会

分科会 (のべ人数) 35

相互接続性検証WG 25

オープン光ネットワーク基盤WG 10

ユニバーサルコミュニケーション分科会

分科会 5

映像コミュニケーションWG 5

分科会参加状況 (2022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）

企画・広報分科会
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○日時： 2022年2月25日（金） 13:00～16:30
○Zoom Webinarによるオンライン開催
○視聴者数： 243名 (アンケート回答件数111）
○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： 近年、グローバル化が加速するとともに、昨今のコ
ロナ禍により、遠隔会議によるコミュニケーションが広がり、遠
隔コミュニケーションがニューノーマルとなりつつあります。こ
のような遠隔コミュニケーションを可能とするXR技術と音声翻
訳技術、及び、その接点に着目し、これらの技術がもたらす
新たな社会的価値の創出について、産業界の第一線企業よ
りご講演をいただくとともに、協議会の分科会から、オープン
光ネットワーク基盤WGの活動について紹介しました。
アンケート結果によると、協議会会員以外の参加者が7割を
占め、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参ります。

○プログラム
テーマ：遠隔コミュニケーション技術がもたらす、新たな社会的価値の創出
開会挨拶：内元清貴（当協議会 運営・研究部会長）
基調講演：「人間拡張による遠隔コミュニケーションの未来」

凸版印刷株式会社 部長 名塚一郎氏
講演：「地域共創型XRまちづくり「PARALLEL CITY事業」の取組み」

大日本印刷株式会社 事業開発ディレクター 小田将史氏
トークセッション：「遠隔コミュニケーション技術の活用事例の紹介

～東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会と今後について～」
ヤマハ株式会社 グループリーダー 瀬戸優樹氏
東京都オリンピック・パラリンピック準備局 安雙里美氏
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 園田一敦氏

WG活動報告：「オープン光ネットワーク基盤WGの活動とB5G/6G時代の
通信インフラ」
オープン光ネットワーク基盤WG 主査 釣谷剛宏

閉会挨拶：江見和明（関西文化学術研究都市推進機構 理事）

基調講演 名塚一郎氏（凸版印刷株式会社）開会挨拶 内元清貴（協議会運営・研究部会長） 講演 小田将史氏（大日本印刷株式会社）

トークセッション 瀬戸優樹氏、安雙里美氏、
園田一敦氏

ＷＧ活動報告 釣谷剛宏
（オープン光ネットワーク基盤ＷＧ 主査）

閉会挨拶 江見和明
（関西文化学術研究都市推進機構 理事）

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
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企画・広報分科会 遠隔コミュニケーション準備WGの設置

○体制
主査：株式会社BRICK’ｓ 吉川社長
メンバー：候補を選定中

○目的、方向性
「XR技術と音声翻訳技術の接点となる技術の研究開発と社会実装に向けての調査」とし、
まずは、音声翻訳技術寄りの研究開発に向けての調査から始め、XR技術の研究開発も巻
き込んでいく。
・共同調査、共同実験
・競争的資金獲得
・セミナー、アイデアソン、見学会などの開催
・NICTの音声翻訳技術やXR技術との連携については調整中

○今後の予定
随時、講演会、ミーティング等を開催予定。
・メンバー募集
・専門家による講演会
・ユーザによる活用事例の紹介
・メンバー間の連携促進、交流、情報交換、コミュニティビルディング
・メンバー外への周知、啓発
など
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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（京都大学）

ＷＧ
・相互接続性検証ＷＧ 主査：山中 直明（慶應義塾大学）
・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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■2021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 ０回・・・iPOP20-Showcase におけるネットワーク構想、及び要素技術の個別展示を実施

– 成果展示 ３件・・・国際会議 iPOP2021、光通信システムシンポジウム、オープンラボシンポジウム

IoTネットワーク基盤分科会 相互接続性検証WG

iPOP20-Showcaseにおいて、データやアプリケーションに
基づいた垂直指向のネットワーク、計算プラットフォームの
構想（コンセプト）をベースに、参加組織からそれぞれの
要素技術についてブース出展
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成果展示

「国際会議 iPOP2021」

（日時）9/30−10/1
（場所）オンライン
（対象）国内外の伝送/ネット
ワーク技術者・研究者

「第35回光通信ｼｽﾃﾑｼﾝﾎﾟ」

（日時）12/14-15
（場所）オンライン
（対象）全国の光通信
の技術者・研究者

オープン光ネットワーク基盤WGと共同出展

相接実験



■活動概要
オープン光ネットワークは、更改周期や更新

時期の異なる光ネットワーク機能モジュール
（トランスポンダ、ROADM機能等）を適時適所
に導入可能であり、NW全体の装置コストの
低減が期待される。一方で、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。
（総務省委託研究 「新たな社会インフラを担う
革新的光ネットワーク技術の研究開発 Ⅲ：
高効率光アクセスメトロ技術 課題イ（光ネット
ワーク監視・制御基盤技術の研究開発）」 と
協調して推進）

■2021年度活動実績
– ミーティング １回

– 成果展示 ３件

・第35回光通信システムシンポジウム

・国際会議 iPOP2021

・オープンラボシンポジウム

（日時）12/14−15
（場所）オンライン
（対象）全国の光通信の
技術者・研究者

「第35回光通信システムシンポジウム」

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
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「国際会議 iPOP2021」

（日時）9/30-10/1
（場所）オンライン
（対象）国内外の伝送/ネット
ワーク技術者・研究者

相互接続性検証WGと共同出展



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： 中井隆浩（NTT-ATアイピーエス）

ＷＧ
・映像コミュニケーションWG 主査：中井隆浩（NTT-ATアイピーエス）

ユニバーサルコミュニケーション分科会
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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
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＜伝送実験の様子＞
・2台のスマホをWiFi6
ルータを介して
1Gbpsで接続

・8K非圧縮映像を伝送

・伝送データ欠落ほぼ
ゼロで高品質映像が
伝送できることを
検証実証

 8K非圧縮映像（解像度7,680×4,320）のスマホ間伝送実験に
成功した（2022年3月）。

 「アクティブ再送制御機構」（オリジナル技術）により
高品質映像（伝送欠落ほぼゼロ）と低遅延伝送を両立した。

スマホ8K非圧縮映像伝送実験に成功（2022年3月）

WiFi6ルータ
BUFFALO

WXR-6000AX12S

8Kスマホ（送信）
シャープ

AQUOS/R5G 8Kスマホ（受信）
Galaxy S21
Ultra 5G
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