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平成２７年度活動トピックス

● けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム2015「グローバルコミュニケーションシン

ポジウム2015 ～2020年に訪日外国人が日本語で困らない社会の実現に向けて～」をグ

ローバルコミュニケーション開発推進協議会と共同で関西に誘致し開催した（10月22日、

大阪府立国際会議場）。

● セミナー「超臨場感テレワークの技術開発と将来展望」 (11月19日)、 「最新気象レーダが

拓く安心・安全な社会2015」 (12月24日)を開催。

● けいはんな情報通信フェア2015において、新たにメンバーによるデモ展示をおこない、研

究活動の紹介とアピールを実施 （10月29-31日、けいはんなプラザ）。

● 総会での講演会を実施した（荻原総務省室長と鳥澤NICT室長によるご講演、6月12日） 。

● 気象レーダーWGを準備WGから移行し、活動を本格化した。

● 新たな連携団体である、関西ICT研究交流連絡会を設立し、イベント情報の交換をおこな

い、会員相互間の情報交換・交流を促した結果、セミナーの数が増える、対象分野が広

がる、会員の参加機会が増すなどのメリットが得られている。
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新世代ネットワーク分科会

分科会(のべ人数) 相互接続性検証WG フォトニック準備WG

93 37 56

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)

ユビキタスネットワーク
ロボットWG

映像コミュニケー
ションWG

気象レーダーWG

25 12 8 5
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企画・広報分科会

分科会(のべ人数) グローバルコミュニケーション準備WG

48 48

分科会参加状況 (平成28年4月現在)



5

プロジェクト名 研究機関 人数 研究概要

自律分散型情報管理基盤
技術の研究開発

有限会社
咲楽屋

3

SDN等の仮想ネットワーク技術を用い、複数拠点間でシームレ
スなネットワークを統合的に管理し、物理的に離れた拠点に配
備されたネットワークシステムと統合的に運用するための自律
分散型情報管理システムとの開発をおこなう。

クラウド環境下における各
種資源の最適な配備選択
方式の研究開発

株式会社
アットフィー
ド

5
クラウド環境下において計算資源を共有したり、計算資源を最
適化したりするための技術開発をおこなう。

2 2 8 合計

＜新世代ネットワーク分野＞

平成２７年度オープンラボ利用状況
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プロジェクト名 研究機関 人数 研究概要

自動車運転行動情報セン
シング評価システムの長時
間実業務仕様化とその全
国的使用による交通安全
情報マップの構築

株式会社
ATR-
Sensetech

6
事故防止のための運転技能自動評価システムのユーザ親和
性を格段に向上させ、かつ長時間の連続計測を可能にして、運
送業務中のリアルタイム計測・分析をするシステムを開発する。

革新的な三次元映像技術
による超臨場感コミュニ
ケーション技術の研究開発

沖電気工
業株式会
社

8
オフィス空間を共有する超臨場感テレワークシステムを開発し、
テレワークの実証実験をおこなう(平成28年3月まで)。

音声対話技術の商品化並
びにライセンス促進

株式会社
ヒムズ

2
音声対話技術を使った対話システム作成ツールの開発、実利
用に合わせた対話構築機能の開発と整備をおこなう(平成27年
12月まで)。

空中映像システムの開発

株式会社
パリティ・イ
ノベーショ
ンズ

5

明瞭な裸眼空中映像表示システムの実現を目的として、光学
素子の性能向上を目指した研究をおこない、空中映像によるコ
ミュニケーションを最適化するユーザインターフェースを開発す
る。

ウェアラブル香り制御装置
の研究開発及び実用化

株式会社
アロマジョ

イン
5

超小型の香り制御装置を開発し、仮想現実コンテンツに臭覚と
いった情緒や長期記憶にかかわる香り情報を提供することで新
しい付加価値を創出する(平成28年1月より)。

5 5 26 合計

＜ユニバーサルコミュニケーション分野＞

平成２７年度オープンラボ利用状況



○日時： 2015年10月22日（木） 13:00～19:00
○場所： 大阪府立国際会議場(グランキューブ) 特別会議場
○来場者数： 235名 (交流会88名）
○主催：グローバルコミュニケーション開発推進協議会
○共催：けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会

国立研究開発法人情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）
○概要：
本年度は、グローバルコミュニケーション開発推進協議会が大阪に
て主催するシンポジウムに共催するとともに、当協議会より、 「多言
語音声翻訳技術への期待」 と題し講演をおこないました。本シンポジ
ウムは、グローバルコミュニケーション計画の中核となる多言語音声
翻訳技術及びその技術を利用した社会実装への取り組みを紹介す
るもので、大勢の参加を得、本計画への関心の高さをうかがわせま
した。講演に加え、桂氏のVoiceTraを用いた落語も好評でした。展示
会では、出展者の取り組みの紹介やビジネスマッチングがおこなわ
れました。来場者からは、多言語翻訳技術の実用化や社会実装へ
の進展を感じたなどの感想をいただきました。

須藤 修 氏

桂 三四郎 氏

輿水 恵一 氏

けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム2015 開催結果

渡邊 琢太 氏河井 恒 氏 星見 昌克 氏 副枝 裕司 氏 7

○プログラム
「グローバルコミュニケーションシンポジウム2015 
～2020年に訪日外国人が日本語で困らない社会の実現に向けて～」

◆開会の挨拶 須藤 修 氏 (グローバルコミュニケーション開発推進協議会会長)
◆来賓の挨拶 輿水 恵一 氏 (総務大臣政務官)
◆講演 「「グローバルコミュニケーション計画」の推進」

富永 昌彦 氏 (総務省官房総括審議官)
◆講演 「“VoiceTra”(ボイストラ）を支える音声翻訳技術」

河井 恒 氏（情報通信研究機構）
◆特別企画 「落語家による多言語音声翻訳技術の紹介」

桂 三四郎 氏 （落語家）
◆講演 「多言語音声翻訳システムの概要と活用事例について」

星見 昌克 氏 （パナソニック(株) ）
◆講演 「訪日外国人に向けた現状の対応方法と多言語音声翻訳技術に期待すること」

渡邊 琢太 氏 （(株)ドン・キホーテ）
◆講演「多言語音声翻訳技術への期待」

副枝 裕司 氏 （当協議会WG主査）
◆閉会の挨拶 岡村 和男 氏 （当協議会運営・研究部会長）
◆展示会（13ブース）
◆交流会

富永 昌彦 氏

岡村 和男 氏

展示会の様子

ViceTra新バー
ジョンのデモ



○日 時： 2015年11月19日(木) 13:30～17:00
○場 所： けいはんなプラザ 黄河の間
○来場者数： 49名 (アンケート回収数15)
○主催： けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会
○共催： 総務省近畿総合通信局

臨場感コミュニケーション産学官フォーラム
○概要：
テレワークや在宅勤務の活用が進む中、この分野でICTを活
用することにより何ができるかが問われています。今回の講
演ではまず、総務省より、テレワーク推進に関する国の取り
組みを紹介いただき、次に、沖電気様が中心になって進めて
いる高臨場感テレワークシステムの紹介がなされました。最
後に藤田教授より端末の利用状況から多忙度を推定する取
り組みについて講演がなされ、離れていてもその場にいるの
と同じように勤務ができる未来のテレワークへの期待が感じ
られました。見学会では、遠隔のオフィスと結んで実際に業
務で使用している実験オフィスが公開され、コミュニケーショ
ン端末の操作やマイクロホンアレイを用いた収音技術などを
体験しました。

橋本 桂樹 氏 見学会の様子

テレワーク月間セミナー ～超臨場感テレワークの技術開発と将来展望 ～ 開催結果

野中 雅人 氏

○プログラム

◆講演１
「総務省におけるテレワーク推進の取り組み」
総務省 情報流通行政局 情報流通高度化推進室 課長補佐
橋本 桂樹 氏

◆講演２
「超臨場感テレワークシステム」
沖電気工業株式会社 研究開発センター
メディア処理技術研究開発部 部長 野中 雅人 氏

◆講演３
「テレワーカーの多忙度推定技術とその応用」
東京農工大学大学院工学研究院 先端情報科学部門 教授
藤田 欣也 氏

◆見学会
NICTけいはんな情報通信オープンラボ 超臨場感テレワーク実験施設

藤田 欣也 氏

8

会場の様子



○日 時： 2015年12月24日(木) 12:30～16:00
○場 所：キャンパスプラザ京都 第4講義室
○来場者数： 67名 (アンケート回収数39)
○主催： 次世代安心・安全ICTフォーラム

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会
○概要：
豪雨や竜巻による災害が多発する状況下、最新の気象レーダ
の開発や気象予測技術の研究開発が活発に実施されています。
そこで、本セミナーでは、最新気象レーダ観測による防災・減災
についてや、気象レーダによる社会イノベーションを目指した研
究開発に関するご講演をいただき、関係者間の相互連携を進め、
また、専門家でない方にも研究開発の現状と課題をわかりやす
く解説することを目的に開催しました。クリスマスイブの日の開催
にもかかわらず、大勢の方にお越しいただき、わかりやすい講演
であった、フェーズドアレイレーダの活用についてよく理解できた
などの感想をいただき、好評でした。

福地 一 氏

鈴木 和良 氏

会場の様子

セミナー 「最新気象レーダが拓く安心・安全な社会2015」 開催結果

中北 英一 氏

○プログラム
◆主催者挨拶 次世代安心・安全ICTフォーラム会長 福地 一 氏
◆来賓挨拶 総務省情報通信国際戦略局 技術政策課研究推進室

イノベーション推進官 鈴木 和良 氏
◆基調講演「フェーズドアレイ気象レーダの開発」

情報通信研究機構 井口 俊夫 氏
◆講演「ゲリラ豪雨の早期探知と危険性予測」

京都大学防災研究所 中北 英一氏
◆講演「フェーズドアレイ気象レーダを活用したアプリによる、

実証実験の結果について」
株式会社エムティーアイ 小池 佳奈 氏

◆講演「 「ビッグデータ同化」でゲリラ豪雨に挑む」
理化学研究所 計算科学研究機構 三好 建正 氏

◆講演「フェーズドアレイ気象レーダの研究開発と今後の展望」
大阪大学 大学院工学研究科 電気電子情報工学専攻
牛尾 知雄 氏

◆閉会挨拶 当協議会WG主査 中北 英一 氏

牛尾 知雄 氏三好 建正 氏 9井口 俊夫 氏 小池 佳奈 氏
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