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研究内容: 情報通信技術を活用するDX（デジタル革命）
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• 新しいインターネット通信基盤の創成
• 第5世代モバイルネットワーク(5G/Local5G)
• 第6世代モバイルネットワーク(Beyond5G/6G)

• ネットワークAI・考えるネットワーク
• データサイエンス・ネットワークデータ解析
• ネットワーク自動制御/ネットワークセキュリティ

• 情報科学・情報通信を活用する地域創生
• Local 5Gによる遠隔監視・遠隔制御リモートセンシング
• センサーネットワーク・データ利活用 / 3密センシング



• 人間の基本的な社会活動は相互のコミュニケーションに支えられている。日常生
活の平時はもちろんのこと、被災時や緊急時の有事における１ビットのデータ
（安否確認）通信であっても情報通信の重要性は疑う余地がない。近年、移動通
信が進化し、グローバルに情報通信が可能となったが、今でも、通信ができない
地域や、通信ができない状況は多くある。コロナ禍でさらに情報通信の果たす役
割の重要性は疑う余地がなくなっている。
• 「万物を繋ぐ」ことができる「最新の高度情報通信技術」を「安価に」「高度専
門知識なく」「自らの手で創る」ことで「未開拓領域」においても情報通信の利
活用のイノベーションを創出することを目指すべき。
• 万物を繋ぐコミュニケーションを完全にするために、ありとあらゆる技術を駆使
して、未開拓領域の情報通信を一つでも多く可能とする研究を推進すべき。
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Beyond5G/6Gに向けた情報通信の進化

© 2020 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.

6G=通信の基本に立ち返ること
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出典：総務省移動通信課資料より
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ローカル５Ｇの概要

建物内や敷地内で自営の５Gネットワークとして活用ゼネコンが建設現場で導⼊
建機遠隔制御

事業主が⼯場へ導⼊
スマートファクトリ

農家が農業を⾼度化する
⾃動農場管理

⾃治体等が導⼊
河川等の監視

センサー、4K/8K

n ローカル5Gは、地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や⾃治体等の様々な主体が、⾃らの建物内や敷
地内でスポット的に柔軟に構築できる5Gシステム。
⼀部の周波数帯で先⾏して2019年12⽉に制度化。

＜他のシステムと⽐較した特徴＞
n 携帯事業者の５Ｇサービスと異なり、

Ø 携帯事業者によるエリア展開が遅れる地域において５Ｇシステムを先⾏して構築可能。
Ø 使⽤⽤途に応じて必要となる性能を柔軟に設定することが可能。
Ø 他の場所の通信障害や災害などの影響を受けにくい。

n Wi-Fiと⽐較して、無線局免許に基づく安定的な利⽤が可能。

インフラ監視

河川監視

スマート 工場

建機遠隔制御

農業
での活用

建設現場
での活用

工場での
活用

スマート 農業

防災現場
での活用

総務省資料
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出典：総務省移動通信課資料より



R2年度 総務省ローカル5G実証プロジェクト
民主化・カスタム化の事例
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2020年度 ローカル5Gとキャリア5Gの一次産業（漁業）への利活用の実証事業の採択が決定

http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/news/2020112013080

１ 実証概要
①課題実証
(1)陸上（遠隔地）からの水中ドローンの遠隔操作と海中の状況の可視化に関する実証
(2)水中ドローンで取得した高精細映像と海面養殖場及びその周辺の環境データ（水温や塩分濃度等）
を組み合わせた殖漁場の環境分析に関する実証
②技術実証
海上におけるローカル５Gの通信品質を確認し、海上におけるエリア構築について考察するとともに、ロー
カル５Gとキャリア５Gの共用検討を実施
水中ドローンを活用した遠隔での海中状況可視化システムにおいては、ローカル5Gを活用して水中ドロー
ンを陸上から遠隔操作し、海中の状況を可視化することにより、「養殖する牡蠣の生育に影響を与える付
着生物の状況」をリアルタイムで把握することが可能です。その結果、漁業従事者の労働環境の改善が実
現し、結果として牡蠣の海面養殖における生産性の低下の歯止めに繋げられると期待されます
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ローカル5G基地局の低廉化・カスタム化

ダウンロード
543Mbps

アップロード
207Mbps 

ダウンロード性能向上設定 アップロード性能向上設定ソフトウェア5G基地局

2020/10/30 東京都・東京大学・NTT東日本メディア発表会資料
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000745726.pdf

https://www.soumu.go.jp/main_content/000676472.pdf



Local5G 超低遅延・大容量通信技術の応用 Holoportation

• 人の3Dモデルを圧縮しリアルタイムに伝送し再構築させる3Dキャプチャ技術
• 遠隔にいるユーザー同士が物理的に同じ空間に存在しているかのようにコミュニケーションできる
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厚労省アプリCOCOA通信をモニタ利用する「3密」センシングシステムの実証実験

1．目的
匿名性を担保した上で指定場所の人口密度をリアルタイムに測定
本学構成員の3密を回避する行動変容に寄与する。

2．提案システムの概要
小型測定機をキャンパス内で人口推定したい場所に設置し、
近隣の「厚労省アプリをインストールした端末」の通信事象
のモニタリングを行い、その端末数を測定する。
電界強度で小型測定機からの距離も計測可能。
アプリユーザー（教職員・学生）が増えるほど
正確な人口密度把握が可能となる。

（重要）プライバシーへの配慮
端末台数をカウントするのみで、通信内容には関知しないため
個人情報は一切取得しない。
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厚労省COVID-19アプリCOCOA

人口密度を測定したい場所

小型測定器を設置

通信の事象を検出

BLE

出典：https://apps.apple.com/jp/app/cocoa-新型コロナウイルス接触確認アプリ/id1516764458© 2020 Akihiro NAKAO, All Rights Reserved.



センサーの概要 (2020/6月から開発開始）

サイズ：5 x 5 x 1.2 cm
電源：USB電源/リチウムイオン電池駆動

太陽電池駆動
通信：LPWA (LoRa)

サイズ：5 x 5 x 2.5 cm
電源：USB電源駆動
通信：LPWA (LoRa)

「NAMIHEI」(Version1) 「UMIHEI」(Version2)
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「NAMIHEI-WiFi」(Version3)

サイズ：3.5 x 4.5 x 1 cm
電源：USB電源駆動
通信： WiFi
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• 1号館
• 5号館
• 7号館
• 講堂900番
• 10号館
• 11号館
• 12号館
• 13号館
• 情報教育棟
• 21KOMCEE East
• コミュニケーション・プラザ 北館
• 駒場食堂部
• 第１体育館
• 第２体育館

• 農2号館
• 農3号館
• 農7号館A棟
• 農7号館B棟
• フードサイエンス棟
• 弥生講堂
• 弥生講堂アネックス
• 農学生命科学研究科図書館

• 東原研究室

駒場キャンパス（96個） 弥生キャンパス (23個)本郷キャンパス（25個）

• 中央食堂
• 第二食堂
• 総合図書館

• 中尾研究室

現在までに設置したセンサー総数 144個

http://sensors.nakao-lab.org/table/komaba http://sensors.nakao-lab.org/table/yayoihttp://sensors.nakao-lab.org/show/library
http://sensors.nakao-lab.org/show/cafeteria

http://sensors.nakao-lab.org/table/komaba
http://sensors.nakao-lab.org/table/yayoi
http://sensors.nakao-lab.org/show/library
http://sensors.nakao-lab.org/show/cafeteria


情報提示方法
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包摂性を重視し、誰でも最も負担なく閲覧が可能と思われるウェブページでの情報提示を行う
駒場キャンパスの例： http://sensors.nakao-lab.org/table/komaba

マップ表示

テーブル表示

テーブル表示とマップ表示により混雑度をすばやく把握可能

推定人口・混雑度（セルの背景色）を表示

http://sensors.nakao-lab.org/table/komaba


時代はBeyond5Gへ
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19https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000484.html

https://b5g.jp
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出典：総務省Beyond5G戦略懇談会資料より



最先端・情報通信分野（5G・Beyond5G)の研究・教育

学内に新しい組織・講義・講座を設置し、リモートクロスアポイントの受け皿を整備
• 次世代サイバーインフラ連携研究機構（令和3年4月設立予定・工学系を責任部局とする学内12部局の横断的組織）
• システム創成学専攻講義（秋学期開講）（企業・政府高官・海外大学からの講義）
• 社会連携講座（4月以降順次設置）

工学系を責任部局とする5G/Beyond5Gの研究教育の推進: 海外組織からリモートクロスアポイント*による講師招聘を予定

大容量・低遅延・多数接続（光無線・高周波数・高精度同期）
低消費電力化(半導体・デバイス）・セキュリティ・量子情報

未開拓領域(宇宙・衛星HAPS通信/海洋・海中通信）
自律性・柔軟性（ソフトウェア化, 機械学習）

5G/B5G ユースケース・課題抽出・地域創生

情報戦略・情報倫理・政策・データガバナンス

⼯学系研究科

⽣産技術
研究所

情報学環

情報理⼯学系
研究科

先端科学技術
研究センター

理学系研究科

未来ビジョン
研究センター

法学政治学
研究科

公共政策学
連携研究部

情報基盤
センター

空間情報科学研究セ
ンター

新領域創成科学
研究科

研究領域1
研究領域2

研究領域3

研究領域4

研究領域5

研究領域6

先端技術研究 情報基盤技術研究情報理工学研究

学際情報学研究

価値創造応用 人間環境応用先端技術応用空間情報応用

データガバナンス・情報戦略 情報法・規制・倫理 情報経済政策

基礎技術研究

次世代サイバーインフラ連携研究機構
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2021/4/1 設立
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GEO, LEO, HAPSの利用によ 超 拡大

往復伝搬遅延(Round-Trip Time)※

※ の往復伝搬遅延 伝搬遅延の 、
通信 の仰角 高度に 仰角は90度 10度と仮定

GEO
LEO
(高度600km 場合)
HAPS
(高度20km 場合)

5GEvolution&6Gに向けた技術検討項目
GEO

LEO

HAPS

こ までの移動通信 (NW)では できなかった
へ様々な 提供す こと 目指す

• 衛星 電力 周波数 間 最適化
Very High Throughput Satellite (VHTS)

• MIMO等 適用 通信容量 拡大
• 複数衛星 協調 NW 構成 衛星

• 長 離通信 適 無線 拡張
• 地上NW 効率的 周波数有効利用方法
• HAPS 載局 地上NW 高効率 連携 実現

NW設計

477.48ms～541.46ms

8.00ms～25.77ms 

0.267ms～1.47ms

衛星 HAPS 用い 空 海 宇宙 の 拡張

（参考）NTTドコモオープンハウス 5G Evoluation and 6G   (東京大学説明）2021/2/3

株式会社NTTドコモ（図・写真の再利用許諾済み）
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AUSF AMF SMF

NSSF NEF NRF PCF UDM AF

5G機能ブロック細分化

ユーザ信号

制御信号

衛星NOC
ビーム・
リソース情報

リソース要求

ビーム制御

HTS

低遅延
サービス

Ø QoS制御
Ø コーデック
（データ圧縮等）
Ø プロトコル変換
Ø キャッシュ

UPF

UPF

5G基地局

5G端末

MEC

地上広域
ネットワークI-UPF

gNB

5G UE

Network Function 
Virtualization(NFV）
によりネットワーク処理
機能実装

CUPS：Control and User Plane 
Separation 
(制御信号/ユーザ信号分離）

MEC: Multi-access Edge Computing

５Gオーケストレータによるスライ
ス管理制御
（ネットワークスライシング）

衛星−地上系連携接続の提案構成
HTSと5Gの両者の柔軟なシステム技術の融合により技術課題が解決され、多様なサービスの高効
率なネットワーク収容により経済性の高いシステムが可能となる

衛星通信ネットワーク区間の遅延（約 500msec）や、衛星通信と地上網との伝送速度差（約 100 倍）、衛
星通信と地上網（5G、IoT 等） との通信プロトコル等の大幅な違いにより、 衛星通信と地上網との連接にお
ける TCP/IP 通信における実効伝送速度の低下や、エンド to エンドの適切な通信が出来ない点が課題

Satellite Communication System :R&D of Satellite and 5G/Beyond5G (2020- NICT+UTokyo）
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『Beyond 5Gにおける衛星-地上統合技術の研究開発』を受託 2020年11月2日報道発表

・衛星通信連携のためローカル5Gバックホール連携接続の研究開発
東京大学中尾研究室で研究開発している SDN/NFV、ネットワークスライシング
及び統合的なネットワーク管理技術を活用し、Beyond 5Gにおいてローカル5Gのトラフィックを衛星地上接続の
バックホールで効率的にネットワーク収容する技術の確立を目標とします。



研究室のメンバー（学生）

• 雨宮宏一郎Kouichirou Ameiya (D4) (Fujitsu)
• 胡 博 Bo Fu (D3) (NTT)
• 沢辺阿南 Anan Sawabe(D3)(NEC)
• 趙 子健 Zijian Zhao(D3)
• 古澤 徹 Toru Furusawa (D3) (Toyota)
• 盧 佳星 Jiaxing Lu (D2)
• 甄 宇杰 YuJie Zhen (D1)
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• 木村 侑 Yu Kimura (M2)
• 周 于航 Zhou Yuhang(M2)
• 夏 飛 Xia Fei (M2)
• 坂東 力 Riki Bando (M2)
• 松本 安弘 Yasuhiro Matsumoto (M2)
• 杉野 巧 Takumi Sugino (M2)
• Aerman Tursun (M2)
• 三谷 怜司（M1)
• 野 祐崇 (M1)
• 稲垣 勇佑 (M1)
• 謝 東興 (M1)
• 管林 輝眞 (B4)

博士課程学生７名 修士課程学生11名 学部学生 1 名



研究室のメンバー（スタッフ）

• 中尾彰宏 (教授）
• 須藤 修 (特任教授）
• 福元徳広（客員教授）
• 福田雅樹 (客員教授）
• Ping Du (特任准教授）
• 山本周 (特任助教）
• 内田諒輔（特任専門職員）
• 安藤翔伍 (学術専門職員）
• 岩井貴充（学術専門職員)
• 大山口菜都美（客員研究員）
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研究スタッフ 10名 事務スタッフ（秘書） 3名

• スコット裕美
• 坂田美保
• 仙石久美子
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論文指導と学会活動に非常に力を入れています
• 国内学会発表 → 国際学会発表 → 国内外学会ジャーナル執筆
• 一気に国際学会の論文を書こうとしないこと
• 論文には書き方がありますので懇切丁寧に指導します

情報通信領域最大の電子情報通信学会の中で以下の研究会の委員長をしています
• 通信学術界を先導する「ネットワークシステム研究会」
• 超知性ネットワークを先導する「RISING研究会」



卒業生の進路（例）
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• 東京大学
• 中央大学
• 大阪府立大学

• NTT研究所
• NTT東
• NTT コミュニケーション
• KDDI総合研究所
• 日立中央研究所
• ソニー
• トヨタ中央研究所
• シスコシステムズ
• 富士通

• Amazon• Facebook• Nutanix• McAfee• 日本アイ・ビー・エム• インターネットイニシアチブ
(IIJ)• Alaxala• 楽天(Rakuten)• INRIA (France)

• 内閣府
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• Edge Computing を活用したIoMtサービス向け広域分散コンピューティブプラットフォーム

• アプリケーション判定を用いたユーザースペシフィックなネットワーク最適化

• Botnet Detection Using Large-scale Network Traffic and Machine Learning

• Local5G (通信の民主化)に向けたコスト効率の高い自営網運用を支援するネットワークAI技術

• 機械学習によるLora電波伝搬受信強度の予測に関する研究

• コネクティッドカー向けネットワークスライシングとMEC基盤に関する研究

ネットワークデータを用いるAI/機械学習
Local5G・プライベートネットワーク技術
5G/Beyond5G関連技術のトピックが多くなりつつある

最近の学生の研究テーマ（例）



学生が発表した論文リスト（電子情報通信学会）例

• 雨宮 宏一郎, 中尾 彰宏, “Delay-SensitiveアプリケーションのためのEdge-based Scavenger Traffic 
Control,” 信学技報, vol. 120, no. 413, NS2020-126, pp. 19-24, 2021年3月.

• 古澤 徹, 阿部 博, 中尾 彰宏, “遅延値に基づき車両向けコンテナ型アプリケーションの動的エッジオフロー
ディングを実現するフレームワークの開発,” 信学技報, vol. 120, no. 413, NS2020-131, pp. 49-54, 
2021年3月.

• 森田 崇文, 中尾 彰宏, “5Gの利活用による高度な臨場感を伝達する遠隔コミュニケーションシステム,” 信学
技報, vol. 120, no. 413, NS2020-150, pp. 161-166, 2021年3月.

• 岩井 貴充, 中尾 彰宏, “無線環境下でのスライス間の効用公平性を保持した帯域割り当て手法の提案,” 信学
技報, vol. 120, no. 413, NS2020-161, pp. 226-231, 2021年3月.

• アルマン トルスン, 杜 平, 湯本 潤司, 中尾 彰宏, “Design and Manufacture of Narrow-Band BPF with 
3D Printing for Local 5G Network Slicing,” 信学技報, vol. 120, no. 413, NS2020-162, pp. 232-
237, 2021年3月.
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2021

2020
• 岩井 貴充, 中尾 彰宏, “ABC Slicingによる低遅延アプリケーションのためのキュー遅延を保証したスライ
シング,” 信学技報, vol. 120, no. 183, NS2020-55, pp. 7-12, 2020年10月.

国際学会論文・ジャーナル等は https://www.nakao-lab.orgから参照してください。
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• 森田 崇文, 中尾 彰宏, “高度な臨場感を伝達するための遠隔コミュニケーションシステム,” 信学技報, vol. 120, 
no. 162, NS2020-53, pp. 69-74, 2020年9月.

• 坂東 力, 中尾 彰宏, “LoRaネットワークにおける位相調整制御を用いた動的送信スケジューリング手法,” 信学技
報, vol. 120, no. 88, NS2020-32, pp. 7-12, 2020年7月.

• 岩井 貴充, 中尾 彰宏, “Progressive Slicingによる実運用を想定したアプリ ケーション判定システムの提案,” 信
学技報, vol. 120, no. 19, NS2020-17, pp. 57-62, 2020年5月.

• 劉 慶昊, 森田 崇文, 岸山 祥久, 宮地 健介, 浅井 孝浩, 杜 平, 中尾 彰宏, “A Reliable Cooperative Operation 
Platform based on Mobile Edge Computing (Encouragement Talk),” 信学技報, vol. 120, no. 4, NS2020-
5, pp. 43-49, 2020年4月.

• 森 翔平, 関口 頌一朗, 杜 平, 西村 敏, 山本 正男, 中尾 彰宏, “効率的な同時コンテンツ配信のためのSoftware-
Defined Multicastの実機による実装と評価,” 信学技報, vol. 119, no. 460, NS2019-221, pp. 241-246, 
2020年3月.

• 関口 頌一朗, 森 翔平, 杜 平, 西村 敏, 山本 正男, 中尾 彰宏, “効率的な同時コンテンツ配信のためのSoftware-
Defined Multicastのシミュレーションによる評価,” 信学技報, vol. 119, no. 460, NS2019-222, pp. 247-
251, 2020年3月.

• 杜 平, 中尾 彰宏, 三宅 篤, 中島 聡, “Intelligent Mobile Network Optimization for Next Generation MVNO 
Networks,” 信学技報, vol. 119, no. 460, NS2019-238, pp. 341-346, 2020年3月.

• 外園 悠貴, 南田 智昭, 油川 雄司, 杜 平, 中尾 彰宏, “5Gにおける28GHz帯を用いた水中ドローン遠隔制御実験,” 
信学技報, vol. 119, no. 460, NS2019-241, pp. 359-364, 2020年3月.

• 甄 宇杰, 杜 平, 中尾 彰宏, 外園 悠貴, 南田 智昭, 油川 雄司, “5G超低遅延通信と大容量通信を利用する遠隔監視
システムの構築,” 信学技報, vol. 119, no. 460, NS2019-242, pp. 365-370, 2020年3月.

2020（続き）



5Gとその先へ：2030年に向けた情報通信を一緒に創りませんか？
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どのような学生に進学してもらいたいか？
• 情報通信・情報科学を利活用して社会のために役立つことをしたい
• 将来、情報通信産業で活躍したい（研究・エンジニア）
• 企業との共同研究に参加したい
• インターネットでいままでにない面白いことをやってみたい！
• あらゆる社会活動の基礎をなす、情報通信の基礎体力を養いたい
• 学術的な業績も、社会実装もやりたい
• 新しい技術に果敢にチャレンジしたい・一生懸命頑張りたい！
例えば…
• Local5Gなど最新の情報通信技術の応用
• ホロポーテーション
• ネットワークAI
• ドローン＋5G
• 協調運転技術
• キャンパス内Local5G化計画 興味のある方は是非中尾研究室を受験してください！


