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海外線

ＮＩＣＴが運⽤する総合テストベッド
2016年度より、NICTはIoTに関するユーザニーズに応えるべく総合テストベッドを構築、運営していきます。開始年度は、

これまで培ってきた以下の３つの要素を統合し、新たなテストベッドとしてスタートします。
（2016年7⽉開始予定）
１．⼤規模な研究開発ネットワーク（ＪＧＮ）
２．⼤規模エミュレーション環境（ＳｔａｒＢＥＤ）
３．⼤規模センサーテストベッド（ＪＯＳＥ）
総合テストベッドは、広く産学官にも開放し、タイムリーなアプリ開発等、利活⽤も促進。海外の研究機関とのネットワーク接
続等も整備し、国際共同研究・連携や国際展開を推進。

誰にでも使いやすく

様々なネットワーク
環境への対応

様々なテストベッド
と連携

単なるテストベッドを脱却し、
知の蓄積・共有の場へ StarBED

StarBED大規模エミュレーション環境

北陸
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構造物モニタリ ングセンサー

ネッ ト ワーク (高速橋梁)(東京)

河川モニタリ ング

センサーネッ ト ワーク (長野)

環境モニタリ ング

センサーネッ ト ワーク (広島)

構造物モニタリ ング

センサーネッ ト ワーク
(橋梁)(福島)

センサー情報: 温度、湿度、気圧、

雨量等

センサー情報：水位、雨量等

センサー情報：振動

センサー情報：振動

屋外無線環境センサー

ネッ ト ワーク (小金井)

センサー情報：温度、湿度

これらのテストベッド環境は、
無料でご利用頂けます。
※事務手続き等は必要です。

JOSE大規模センサーテストベッド

大規模研究開発ネットワーク JGN



これまでのＪＧＮの変遷

• JGN = Japan Gigabit Network
– 1999年に通信・放送機構（TAO）の委託で設⽴

–

1999.4 2004.4 2008.4 2011.4

ATMによる
インフラ構築

広域L2による
インフラ構築

NW仮想化の
高度化

新世代NWの
ためのテストベッド
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• JGN-X（JGN-eXtreme)は、新たなネットワーク技術の研究開発のためのテストベッド
– 新しい技術を展開し、研究開発のための実証実験の場を提供するのがミッション

– 新しいネットワークの技術（Openflow等）を活⽤しての研究。
– 仮想マシン、仮想ストレージ、といった、ネットワーク以外に物理的な環境も提供。

今年度より
新たな

テストベッド
スタート

（この時期、JGNの事務局に岡⼭県庁の⽅が
いらっしゃいました）



広島 岡山 NICT
小金井

北陸･石川

仙台

沖縄

脳情報

耐災害

鹿島

横須賀

神戸

SINET5

JGNの特徴とSINET5接続について

SINET5
SINET5

SINET5

ユーザ

福岡
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けいはんな

SINET5

学術ネットワーク
（SINET5)

凡例 コアノード

実験フィールド

NICT研究センタ－

コア回線(10G)

コア回線(100G)

SINET接続

NICT研究センター回
線

SINETを介し
接続名古屋

大阪

NICT大手町
/大手町

札幌

岩手

高知

・冗⻑ルートを確保して様々な研究が可能。
・仮想マシン・ストレージとの組み合わせも可能。
・OpenFlow等の研究も可能。

【JGNでは、SINETとの連携をより図っていく⽅針】
・今までのJGN-X ：東京(⼤⼿町)と⼤阪(堂島)の2箇所で相互接続。
・これからのJGN ：仙台、⼤⼿町、名古屋、堂島、福岡の５箇所で

相互接続予定。

岡⼭APは
引き続き運⽤！

JGN-Ｘ 国際回線JGN-Ｘ 国際回線

シンガール米国 タイ 中国

日本～米国： 10G
日本～香港(中国)： 10G
香港～ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ： 2.4G
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ～タイ： 1G



A株式会社

◆JGN-Xでのご利⽤（接続）形態

JGN-AP

JGN-AP

D⼤学 E⼤学

B⼤学

学術ネットワーク

⼤阪AP
（堂島）

F⼤学
地域情報ハイウェイ等

（岡⼭、⾼知、京都等）

JGNのアクセスポイント（ＡＰ）がない地域においてもJGNのAPと他のネットワークに接続している
場合（例:学術ネットワーク＝JGNと接続性あり）他のネットワーク経由でのJGNへの接続が可能とな
りますので、JGN事務局までお問い合わせください。

ＪＧＮへ様々なネットワークを経由した接続例
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C県⼯業技
術センター

商⽤回線

学※学術ネットワークには５拠点の AP
（仙台、⼤⼿町、⼤阪、名古屋、福岡）

から接続可能です。
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VLANネットワーク

仮想化サービス

SDNサービス

ネットワークリソースの基本環境
＜L2(VLAN)・L3(IP)ネットワーク＞

ネットワーク運⽤・検証環境
＜ネットワーク機能プレーン＞

ユーザユーザ ユーザ

JGN 凡例

仮想ルータ

SDN

仮想化ストレージ/VM

JGNにおける接続について(岡⼭)

JGN〜SINETの相互接続拠点
増強（2ヶ所→5ヶ所）
これまで通り、商⽤回線
ハイウェイ経由での接続も可。

これまでのJGNのサービスは
引き続きご利⽤可能！

学術ネットワーク
(SINET5)

情報ハイウェイ等
(岡⼭情報ハイウェイ)

商⽤回線
(APに回線直収)

JGN-岡⼭AP（アクセスポイント）

ユーザユーザ

堂島ほか
全５拠点から

JGN×岡⼭



◆これまでのJGN岡⼭APでのご利⽤形態

岡⼭情報ハイウェイとJGNの接続
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倉敷芸術科学
⼤学

岡⼭v6コン
ソーシアム

岡⼭県⾼度情報
化推進協議会

岡⼭情報HW
接続機関

岡⼭AP

岡⼭情報
ハイウェイ

倉敷芸術科学
⼤学

岡⼭v6コン
ソーシアム

岡⼭県⾼度情報
化推進協議会

岡⼭情報HW
接続機関

岡⼭AP

岡⼭情報
ハイウェイ

JGN
（今年度７⽉から）

JGN（7/1開始予定）では、現在の岡⼭情報ハイウェイとの接続
性を維持、現在のご利⽤機関（倉敷芸術科学⼤学等）のみなさま
はそのまま活⽤可能です。

◆新しいJGN岡⼭APでのご利⽤形態
引き続きご利⽤可能

JGN-X
（これまで）

JGN×岡⼭



８K⾮圧縮映像伝送実験を３年連続で実施（１）

8K伝送実験の中⼼メンバーの
神奈川⼯科⼤学丸⼭教授（左）と
倉敷芸術科学⼤学の⼩林教授（右）

◎8K⾮圧縮映像 リアルタイム暗号化配信
◎全国縦断8Kマルチキャスト配信
◎国際マルチキャスト配信実験
◎ 8K映像の広域分散処理

◎ 8K⾮圧縮映像 100Gbps回線上、IP
マルチキャスト伝送実験

◎ 100Gbpsネットワークの⾼精細・選
択的なモニタリングを実施

2016

2015

◎世界初、8K⾮圧縮映像“さっぽろ雪まつ
り”の超⾼速伝送実験（⾮圧縮IP伝送）
に成功

◎さっぽろ雪まつり期間におけるNICT主催の実証実験にて「８K/４K映像のネット
ワーク伝送実験」を2014年から３年連続で実施。2020年、その先の未来の映像伝
送に貢献できるよう実証実験を⾏っています。

2014

JGN×岡⼭



８K⾮圧縮映像伝送実験を３年連続で実施（２）JGN×岡⼭

2020年東京オリンピック・パラリンピックへ向けての8K/4K配信の実用化技術的課題
1. 配信技術: 回線性能を効率的に活用する

マルチキャスト配信技術(2015年2月成功)
2. 途中経路上での悪意あるコンテンツ改ざん、

盗聴を防ぐためのセキュリティ対策(2016年2月)

8K非圧縮映像をリアルタイム暗号化
（札幌〜大阪）
JGN-XとSINET5連携による
全国縦断8Kマルチキャスト
タイ・バンコクとの国際配信実験

札幌
(会場)

奈良先端
科学技術
大学院大学

8K非圧縮映像リアルタイム暗号化通信*1
＋

8K非圧縮映像(非暗号化)マルチキャスト通信

(雪まつりライブ映像)

東京
大手町

神奈川工科大

サッポロファクトリー

那覇

8Kリアルタイム暗号化

8K超広帯域マルチキャスト

Panasonic

IIJ

大阪
(堂島)

計測地点

計測
地点

大阪会場

計測地点

8K暗号化通信のデータ流量と
ゆらぎを計測、
伝送品質を推定

計測地点 札幌〜沖縄間で
8K非圧縮映像
マルチキャスト配信
（非暗号化）

4K国際配信
・タイバンコク映像→大阪
・札幌→タイバンコク
(マルチキャスト)

ライブ8K(=24Gbps)映像を
全て暗号化して配信(世界初)
札幌で暗号化して送信、大阪
で復号化



８K⾮圧縮映像伝送実験を３年連続で実施（３）JGN×岡⼭

協力団体 （順不同）

・ 大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構 国立情報学研究所
（NII）

・ 朝日放送株式会社（ABC）
・ 株式会社スカイ・エー（スカイ・A）
・ 株式会社GAORA
・ 北海道テレビ放送株式会社（HTB）
・ 株式会社インターネットイニシアティブ
・ 日本電信電話株式会社
・ NTTコミュニケーションズ株式会社
・ エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社
・ KDDI株式会社
・ 北海道総合通信網株式会社（HOTnet）
・ 株式会社協和エクシオ
・ 株式会社オービス（OBIS）
・ ファットウェア株式会社
・ 株式会社電通国際情報サービス
・ アリスタネットワークスジャパン合同会社
・ シスコシステムズ合同会社
・ ジュニパーネットワークス株式会社
・ パロアルトネットワークス株式会社
・ フォーティネットジャパン株式会社
・ 日本電気株式会社
・ イクシアコミュニケーションズ株式会社
・ 株式会社JVCケンウッド

・ シャープ株式会社
・ パナソニック株式会社
・ PFUビジネスフォアランナー株式会社
・ 株式会社日立国際電気
・ アストロデザイン株式会社
・ 株式会社ヴィレッジアイランド
・ ピュアロジック株式会社
・ 株式会社トランス・ニューテクノロジー
・ デジタルリサーチ株式会社
・ ナパテックジャパン株式会社
・ グリーン株式会社
・ 住友電気工業株式会社
・ 池上通信機株式会社
・ 株式会社ナックイメージテクノロジー
・ 学校法人幾徳学園 神奈川工科大学
・ 国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学
・ 学校法人加計学園 倉敷芸術科学大学
・ サッポロファクトリー
・ 沖縄県名護市
・ 沖縄県宜野座村
・ 沖縄県北部広域市町村圏事務組合
・ 特定非営利活動法人 NDA
・ サイバー関西プロジェクト（CKP）

※上記は、2016年2月1日時点



スマート環境センシング基盤の構築と地域デザインへの
応⽤に関する研究開発
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JGN×SCOPE
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気象データ、太陽光発電
量データやセンサーの情

報等のビッグデータ

データ蓄積

可視化処理

プロジェクトリーダー
愛媛⼤学 JGN-X IP仮想化環境

（仮想マシン・ストレージ）

JGN-X環境に蓄積したビッグデータを
仮想マシンで可視化処理を実施

収集したビッグデータをJGNの仮想マシンで可視化（コンテンツ
化）して⼩学校の授業実際に活⽤。地域コンテンツやサービスと
して地域・社会に還元。

収集したビッグデータをJGNの仮想マシンで可視化（コンテンツ
化）して⼩学校の授業実際に活⽤。地域コンテンツやサービスと
して地域・社会に還元。教育コンテンツ

（実際の画⾯）
各種コンテンツや
地域のサービス

JGN-Xの活⽤シーン

研究機関名：愛媛⼤学、愛媛CATV、アイムービック、ハレックス
研究の概要・⽬標：⼩中学校内に設置されている百葉箱内で収集した気象データ、太陽光発電量データ等（ビッグ
データ）を、⼀定時間毎に伝送しJGN-X内のサーバで蓄積する。収集したデータは、JGN-Xの仮想マシン内で可視化
処理をして学校の環境教育に使えるコンテンツにしてリアルタイムに配信する。学校外からも同様にして環境データ
を収集する。
研究の成果：収集した気象情報と発電電⼒の時間的空間的分布との相関性を明らかにすることによって、太陽光パネ
ルを気象センサ化、蓄積したデータを⽤いて校区限定コンテンツや、松⼭平野共通サービスを開発し、これらの有⽤
性を検証。

※SCOPE：総務省の競争的資金（戦略的情報通信研究開発推進事業）



医療情報の秘密分散バックアップ技術の研究開発
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地域情報ハイウエイ等を
活⽤しJGN-Xを利⽤

JGN-X仮想環境に
医療情報を

分散して配置StarBED3
スターベッド キュービック

StarBED3を使って
JGN展開モデル(実環境への実装)

に向けた検証

医療情報等

医療情報等

医療情報等 各情報断⽚からの情報復元不能

RISE（OpenFlow）を使って
障害からの回復を確保

研究機関名：愛媛⼤学、⼤阪⼤学、京都⼤学
研究の概要・⽬標： JGN-X（仮想マシン・ストレージ）上において、⾼速ネットワーク秘密分散技術を応⽤した
電⼦カルテの秘密分散バックアップを試み、平時と災害時を通した運⽤可能性について検討する。各情報断⽚からの
情報復元を不能にすることで、個⼈情報の漏洩から守る秘密分散・秘密計算技術を使⽤した分散バックアップシステ
ムを開発する。複数の医療機関が相互に計算機資源を提供して、秘密分散技術を⽤いて分散多重保存することで、個
⼈情報の安全性を担保し、かつ単⼀障害点を有しない相互医療情報バックアップ環境を実現する。また、秘密計算処
理を⽤いて、個⼈情報を保護した上で緊急時のサーベイや集計処理ができることを確認する。医療機関に接続された
複数のネットワークと Open Flow技術を利⽤し、災害によるネットワーク障害 からの速やかな回復⼿順を確保する
仕組みを開発する。
研究の成果：StarBEDでの事前検証を踏まえて、JGN-Xの仮想マシン・ストレージに医療情報を分散して配置し、
秘密分散バックアップ検証⽤ネットワークを構築して各種検証を実施。また、OpenFlow技術を利⽤した災害による
ネットワーク障害 からの速やかな回復⼿順を確保する仕組みの研究をJGN-X上の実証実験環境にて確認。

JGN×SCOPE



南海トラフ⼤規模災害に備えた仮想化技術による
地域間連携医療情報ネットワーク
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JGN-Xの活⽤シーン

診療・調剤情報
電⼦カルテ等

分散共有
サーバ

岩⼿県⽴⼤学
JGN-X IP仮想化環境
（仮想化ストレージ）

JGN-X仮想化環境と
⼤学のサーバで分散共有

研究機関名：⾼知⼯科⼤学、岩⼿県⽴⼤学、⾼知医療センター（⾼知県医療情報通信技術連絡協議会）
研究の概要・⽬標：南海トラフで想定されている巨⼤地震などの広域⼤規模災害に備えて、平常時には医療機関から
の電⼦カルテ、処⽅・調剤や患者本⼈からの服⽤履歴（おくすり情報BANK）などの医療情報を安全に広域に分散・
共有し、⼤規模災害などが発⽣した⾮常時には動的に通信経路(将来的には、衛星や無線、モバイル網も含め)を再構
成してアクセスできる仮想化サーバ上の医療情報の利⽤を可能にすることを⽬標としている。
研究の成果：おくすり情報などの必要な医療情報を被災地など制約のある環境でも確実に利⽤できるようにするため、
仮想化技術などを活⽤した地域間医療情報ネットワークシステムの実証実験環境を構築および評価。現在、参画して
いる１2医療機関の医療情報を岩⼿県⽴⼤学に設置した分散共有サーバにバックアップするシステムを構築し、各種
実証実験を実施。

⾼知県内の
医療機関

利⽤機関の接続にあたっては⾼知県の情
報ハイウェイ、⾼知学術情報ネットワー
クなどを活⽤。（JGN-Xと地域のネッ
トワークとの連携）

県内の拠点病院や津波で浸⽔する可能性がある１３病院のうち１２病院が研究に参加。
実証実験は⾃治体＝⾼知県（⾼知県診療情報保全基盤整備事業）と連携しており、
社会還元につながる研究となっている。28年度は医師会とも連携して参加病院も増え、
実⽤化に向けた研究活動が更に推進される。

県内の拠点病院や津波で浸⽔する可能性がある１３病院のうち１２病院が研究に参加。
実証実験は⾃治体＝⾼知県（⾼知県診療情報保全基盤整備事業）と連携しており、
社会還元につながる研究となっている。28年度は医師会とも連携して参加病院も増え、
実⽤化に向けた研究活動が更に推進される。

JGN×地域連携



高感度地震観測網+火山観測網

気象庁
国立大学
防災科学技術研究所
海洋研究開発機構、他

青山TEPIAでの中継試験時の様子
（韓国・仁川スタジアムの映像）
出典：スポーツナビ

つくばWAN

東大地震研

九州大学

名大

東北大

京⼤防災研

鹿児島大

高知大

弘前大

北大

広島大学

震研和歌山
震研広島

金沢大

気象庁

防災科研

地震データ集配信装置

構内専用光／VLAN

NTTフレッツグループ

• 研究機関名： 東京⼤学、京都⼤学、東北⼤学、九州⼤学、
名古屋⼤学、広島⼤学、独⽴⾏政法⼈防災科学技術研究所

• 実施期間（予定含む）
• 2011年： JGN-X上でのシステム開発と試験運⽤。
• 2012年〜2015年： 試験運⽤、評価、改善の実施。

研究の概要：
JGN-Xの広域L2網を利⽤して、地震観測研究に携わる全国の
⼤学や国⽴研究機関を接続。アクセス回線に地域ネットや⼤学
間フレッツ回線を利⽤し、我国の観測機関が観測している地震
観測波形データ等をリアルタイムでデータ交換。全国の⼤学や
研究機関にもリアルタイムでデータを流通。
⼤学間フレッツ回線等を使い、データ交換ルートを⼆重化し
信頼性を向上。全国の地震観測研究機関における、地震⽕⼭
データの為の基盤的データ交換・流通システムを構築。
JGN-Xの新機能NWを⽤いたデータ交換システムを開発し従来
のシステムと⽐較検討。
成果・⽬標：
我国の地震観測波形データが、全国の⼤学や研究機関でリア
ルタイムで利⽤可能。各機関で地震データ交換のインフラとし
て活⽤。⽕⼭観測や地殻変動観測へとデータ流通対象を拡⼤。
関係⼤学・研究機関の共同研究を推進。

研究実施機関

概要（⽬標）

JGN-Xの活⽤シーン

JGN-Xの広域L2網を活⽤した
全国地震データ交換・流通システムの構築

京都府の情報ハイウェイを
活⽤してJGN-Xを利⽤
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JGN-Xの活⽤シーン

研究実施機関

研究機関名：⼤阪⼤学、東北⼤学
研究の概要：現在，東北⼤学サイバーサイエンスセンターで実運⽤されているリアルタイム津波浸⽔・被害予測シミュレーションシステム
の冗⻑化による信頼性・可⽤性の向上を⽬的に，東北⼤学と⼤阪⼤学が有するSX-ACEをJGN-Xを介して有機的に連携させたシステムの構
築に取り組む．これにより，地震発⽣時に確実にシミュレーション結果を関連⾃治体に提供可能な社会インフラの実現を⽬指す。
本研究開発では，地震発⽣から20分以内（各種情報収集：10分，シミュレーション：10分）に⾃治体シミュレーション結果を配信可能な
システムを構築した．JGNを⽤いて両スパコンを連携させることで，シミュレーションの多重実⾏，実⾏環境の選択を可能にするなど，シ
ステムの⾼度化を実現している．

研究概要

スパコン連携によるリアルタイム津波浸⽔・
被害予測シミュレーションシステムの⾼度化
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津波浸⽔・被害予測
シミュレーション

プログラム

スーパーコンピュータ
SX-ACE

地形データ、浸
⽔予測、被害予

測情報等

専⽤運⽤
切替・

プログラム
実⾏

⼤阪⼤学サイバーメディアセンター 東北⼤学 サイバーサイエンスセンター

専⽤運⽤
切替・

プログラム
実⾏

津波浸⽔・被害予測
シミュレーション

プログラム

スーパーコンピュータ
SX-ACE

地形データ、浸
⽔予測、被害予

測情報等

サーバ

処理指⽰・
データ送受信

サーバ

地震発⽣

震源・断層
データ等

被害予測情報の配信 ⾃治体等

スパコン
連携

JGN×防災



サービス利⽤者

テストベッド事務局

研究協⼒／技術⽀援の調整者

OpenFlow JOSE仮想化サービス StarBED

技術⽀援担当者

研究開発利⽤

研究担当者

研究協⼒利⽤

利⽤相談・申請

基本情報助⾔、ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ⽀援

プロジェクト実施時、
詳細協⼒
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⼤学⼤学

テストベッドを利⽤するにあたっては、テストベッド事務局、技術⽀援担当者、
研究担当者がコーディネート、⽀援を⾏い、プロジェクト実施時に協⼒させてい
ただきます。

NICT総合テストベッド ⽀援フロー
JGNの利⽤申請（申請書はHPにございます）

⾃治体⾃治体企業企業

◆申請書（HPに掲載予定）記載に際しては
テストベッド事務局にご相談ください！



引き続き、ご支援・ご協力をどうぞ
よろしくお願いいたします。

連絡先：国立研究開発法人情報通信研究機構

総合テストベッド研究開発センター

テストベッド連携企画室

03-3272-3060 contact＠jgn-x.jp


