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平成２８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2016「最先端スマートアグリ－技術とビジ

ネス」を開催した（11月29日、京大附属農場） 。

● セミナー「最新気象レーダが拓く安心・安全な社会2016」 (12月22日) 、「 ICTを活用した農

業」 (3月8日)を開催し、情報提供、人材育成を実施。

● けいはんな情報通信フェア2016 （11月10-12日、けいはんなプラザ）とグローバルコミュニ

ケーションシンポジウム2016 （9月23-25日、東京ビッグサイト）において、展示をおこな

い、研究活動の紹介とアピールを実施 。

● 総会での講演会を企画、実施した（サントリー水科学研究所長渡邊礼治氏によるご講演、

6月12日）。

● グローバルコミュニケーションWGを準備WGから移行し、活動を本格化した。
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会員数の推移



新世代ネットワーク分科会

分科会 (のべ人数) 37

相互接続性検証WG 37

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) 46

ユビキタスネットワークロボットWG 12

映像コミュニケーションWG 6

気象レーダーWG 5

グローバルコミュニケーションWG 22

4

※グローバルコミュニケーションWG設立にあたり新たに加入した会員12者

アイ・ディー・エー株式会社、有限会社アイムエースタジオ、明日香村、株式会社ATR-Trek、
株式会社京都銀行、京都市、ＴＯＡ株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、株式会社博報堂、
福井街角放送株式会社、南泰浩教授(電気通信大学)、中村篤教授(名古屋市立大学)

分科会参加状況 (平成28年4月現在)
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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の研究開発をおこなう。

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２８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

5
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。

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
6

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。

IoTを活用した安全管理支
援システムの研究開発

株式会社
プロキダイ

3
ストレスフリーな着け心地のマルチ生体電極技術をベースに、
心拍数、呼吸、体温等をセンシングできるセンサーと遠隔で監
視できるシステムを構築する。

4 4 19 合計

＜ユニバーサルコミュニケーション分野＞

平成２８年度オープンラボ利用状況



○日時： 2016年11月29日（火） 13:40～17:00
○場所： 京都大学大学院農学研究科附属農場 (京都府木津川市)
○来場者数： 57名 (見学会43名、交流会31名、アンケート回収数35）
○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： （公社）関西経済連合会、（国研）情報通信研究機構、総務省近
畿総合通信局、（公財）関西文化学術研究都市推進機構、京都大学大学
院農学研究科附属農場、次世代安心・安全ICTフォーラム
○概要：
情報通信技術を活用した最新の農業技術とビジネスについて、最前線で
活躍されている方より講演をいただきました。 講演の前には、京大農場の
ご厚意で見学会を開催し、新たに移転され、最新の設備が整った農場を
見学させていただきました。遠方にもかかわらず多数の参加を得、農業分
野へのICT適用への関心の高さをうかがわせました。来場者からは、各機
関、各社の研究開発への挑戦について、大変興味深く感じたなどの感想
をいただきました。

三原 洋一 氏

けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム2016 開催結果

北島 宣 氏 末吉 康則 氏 山下 朝文 氏 7

○プログラム
「最先端スマートアグリ ～ 技術とビジネス ～」

◆京大農場見学会
◆開会挨拶 岡村 和男 氏 （当協議会理事、運営・研究部会長）
◆講演 「京大農場の概要とグリーンエネルギーファーム」

北島 宣 氏 (京都大学教授・大学院農学研究科附属農場主事)
◆講演 「ICTで創る、地域を横断した次世代農業バリューチェーン」

三原 洋一 氏 （NKアグリ株式会社代表取締役社長）
◆講演 「農業と水のIoTソリューションシステム」

末吉 康則 氏 （株式会社クボタ 研究開発本部
計測制御技術センター KRMDグループ長）

◆閉会挨拶 山下 朝文 氏 （総務省近畿総合通信局 情報通信部長）
◆交流会

見学会
←    →

岡村 和男 氏

←展示

交流会→



○日 時： 2016年12月22日(木) 13:00～16:30
○場 所： SYDホール(東京・代々木)
○来場者数： 105名
○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。本年
は特に、気象研や日本無線で稼働を始めたフェーズドアレイ
レーダの初期結果が報告されました。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が進んでいることがよく
理解できたなどの感想をいただき、好評でした。

福地 一 氏

越後 和徳 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2016」 開催結果

柏柳 太郎 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 室長

越後 和徳 氏
◆基調講演「フェーズドアレイ気象レーダが拓く今後の防災」

大阪大学 牛尾 知雄 氏
◆講演「フェーズトアレイ気象レーダの開発と水防活動への利活用」

株式会社東芝 水谷 文彦 氏
◆講演「千葉に設置したフェーズドアレイ 気象レーダの概要と東京湾周辺の局地的

豪雨の観測結果」 日本無線株式会社 柏柳 太郎 氏
◆講演「フェーズドアレイレーダーを用いた激しい風雨をもたらす大気現象の研究」

気象庁気象研究所 足立 透 氏
◆講演「3次元雷放電観測装置の開発と顕著現象予測への応用」

気象庁気象研究所 吉田 智 氏
◆講演「MPフェーズドアレイ気象レーダの気象予測への活用方法」

（国研）防災科学技術研究所 岩波 越 氏
◆講演「スマートフォンアプリ『３Ｄ雨雲ウォッチ～フェーズドアレイレーダ～』での２年

目の実証実験を終えて」 株式会社エムティーアイ 小池 佳奈 氏
◆講演「神戸市におけるフェーズドアレイ気象レーダを用いたゲリラ豪雨対策支援シ

ステムの実証実験について」 （国研）情報通信研究機構 中川 勝広 氏
◆閉会挨拶 当協議会WG副主査 牛尾 知雄 氏

牛尾 知雄 氏 足立 透 氏 8水谷 文彦 氏 小池 佳奈 氏吉田 智 氏 岩波 越 氏 中川 勝広 氏



○日 時： 2017年3月8日(水) 13:30～17:00
○場 所： グランフロント大阪カンファレンスルームC03
○来場者数： 51名 (アンケート回収数34)
○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：
人工知能やIoT、ロボット技術などICTの活用が農業分野にも及んで
きています。京大農場でのシンポジウムに引き続き、今回のセミ
ナーでは、ICTを活用した農業について、先進的な取り組みをされて
いる方々から現在の状況や課題、今後の方向性などについてお話
しいただきました。講演1では、農業分野における、株式会社ＮＴＴド
コモのIoTを活用した取組みをご紹介いただきました。同社の女性に
よる営業部隊であるアグリガールにもお越しいただき、牛の出産の
兆候をつかむシステムの紹介などをしていただきました。講演2で
は、富士通株式会社が進めている、山梨県甲州市のワインファーム
での、農薬散布タイミングをはかる事例などをご紹介いただきまし
た。講演3では、マンゴーやいちごなどの高付加価値化を目指した
り、農業の現場を改善したりするためにICTを活用した新たな取り組
みについてご講演いただきました。

川野 千鶴子 氏

セミナー「ICTを活用した農業」 開催結果

伊東 和彦 氏

○プログラム

◆講演１
「ＮＴＴドコモの『農業＋ｄ』について」
株式会社ＮＴＴドコモ 関西支社法人営業部 担当部長

井上 篤弘 氏
株式会社ＮＴＴドコモ 農業ICTプロジェクトチーム アグリガール

川野 千鶴子 氏

◆講演２
「データ分析から見る新しい農業への期待」
AgriEnet代表 伊東 和彦 氏

◆講演３
「農業ICTの新展開 ～ビッグデータとAIを踏まえた新たな農業
戦略～」
慶應義塾大学 環境情報学部 准教授・医学部 准教授(兼担)
内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室長代理・副政府CIO

神成 淳司 氏

神成 淳司 氏 9会場の様子井上 篤弘 氏
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