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平成２９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2017「興福寺中金堂再

建記念－文化財×ICT－」を興福寺様のご協力のもと開催した（12月5

日、興福寺会館）。

● セミナー「IoTサービスの創出に向けて」を、情報提供、人材育成に向

けての取り組みとして開催（2月16日、ATR）。

● 総会での講演会を企画、実施した（NICT隅田英一郎氏による講演、6

月7日、けいはんなプラザ）。

● けいはんな情報通信フェア2017 （10月26-28日、けいはんなプラザ）に

おいて、ブース展示をおこない、研究活動の紹介とアピールを実施。



70

102
107

113 110
116

122 123

149

172
178 179

168

139
146

136 132

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

会
員
数

2002. 2003.2004. 2005.2006. 2007.2008.2009. 2010. 2011.2012.2013. 2014 2015.2016.2017. 2018.
10.    10.    10.       6.      3.       3.      3.      5.       5.       5.      6.      6.     5.      6.      6.      6.       5.

年.
月.

3

会員数の推移



IoTネットワーク基盤分科会

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) 44

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 21
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分科会参加状況 (平成30年4月末現在)
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課題名課題名課題名課題名 研究機関研究機関研究機関研究機関 人数人数人数人数 研究概要研究概要研究概要研究概要

運転者挙動計測に基づく
安全運転教育プログラム
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
(NICT発ベン
チャー)

5
明瞭な裸眼空中映像表示システムの実現のため、光学素子の性
能向上を目指した研究と、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

3
オンプレミス環境とクラウド環境で計算資源を遷移するための技
術開発と、クラウド間で計算資源を遷移するための技術開発をお
こなう。

ウェアラブル香り制御装
置の改良及び性能評価

株式会社アロ
マジョイン

(NICT発ベン
チャー)

6
ウェアラブル端末と連動可能な超小型の香り制御装置を開発し、
仮想現実コンテンツに嗅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で安定したバイタルデータを測定できる
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。

5555 5555 22222222 合計合計合計合計

平成２９年度オープンラボ利用状況

(利用開始日順)



○日時： 2017年12月5日（火） 13:00～17:00
○場所： 興福寺会館 (奈良市)
○来場者数： 106名 (交流会40名、アンケート回収数63）
○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
○協力： 法相宗大本山興福寺
○概要： 文化庁の京都への一部移転もひかえ、文化財が集積している関
西の地において、文化財とICTとの関わりや、文化財の保存と活用にICT
がどのように寄与できるかなどについて議論する機会をもうけるという趣
旨で、興福寺様のご協力を得て開催しました。文化財の研究や保存のた
めに活用されるICT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。再建中の興福寺中金堂特別見学会も開催し、中金堂の屋根
を足場から間近に見ることができ、文化財を守り伝えていく意気込みを感
じました。来場者からは、文化遺産の保存や活用にICTが使われているの
を大変興味深く感じた、もっとICTが役立てるよう研究開発を進めるべき、
などの感想をいただきました。

けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム2017 開催結果けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム2017 開催結果
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○プログラム 「興福寺中金堂再建記念－文化財×ICT－」
◆開会挨拶 九津見 洋 氏 （当協議会理事、運営・研究部会長）
◆講演 「天平の文化空間の再構成」

多川 俊映 氏 (法相宗大本山興福寺貫首)
◆講演 「X線CTを使った文化財の健康診断」

今津 節生 氏 （奈良大学文学部文化財学科教授）
◆2018年落慶の中金堂特別見学

(解説) 國樹 彰 氏 (株式会社瀧川寺社建築副社長)
◆講演 「電磁波を用いた文化財の調査と展示への活用」

福永 香 氏 （国立研究開発法人情報通信研究機構
電磁波研究所電磁波応用総合研究室長）

◆講演 「木簡データベース構築の歩み
－木簡くずし字解読システムMOJIZO」

渡辺 晃宏 氏 （独立行政法人国立文化財機構
奈良文化財研究所副所長）

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

九津見 洋 氏 多川 俊映 氏 今津 節生 氏 福永 香 氏 渡辺 晃宏 氏 小野寺 昭彦 氏

見学会の様子

交流会の様子

講演会場の様子



○日時： 2018年2月16日(金) 13:30～17:00
○場所： 株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)
○来場者数： 54名 (アンケート回収数17)
○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： 近畿情報通信協議会
○概要：
IoTサービスの創出・展開に向けた、産学官の交流、マッチング、
情報交換の場とすることを目指し、本セミナーを開催しました。
IoT向けに活用が期待されている技術の開発やIoTサービスの実
証事業に取り組む講師より、IoTサービスの創出・展開に当たり克
服すべき技術課題や社会的課題、さらに、解決への方策について
講演いただきました。途中、ATR様、東レ建設様などが総務省の
支援を受けて実証実験をされている実証農園「トレファームラボ」
を見学させていただきました。出席者からは、IoTにより農業を身
近にし、コミュニティ形成に役立てることを目指した新たなスタイル
に興味を持った、LPWA技術についてわかりやすく整理していただ
いてよく理解できた、などの感想をいただきました。

セミナー「IoTサービス創出に向けて」 開催結果セミナー「IoTサービス創出に向けて」 開催結果

○プログラム 「IoTサービス創出に向けて」
◆開会挨拶

辰巳 真起子 氏 (株式会社国際電気通信基礎技術研究所
事業開発室 担当課長)

◆講演1 「総務省『IoTサービス創出支援事業』等の状況」
長坂 泰宏 氏 (総務省 情報流通行政局 情報流通振興課

課長補佐)
◆講演2 「高床式砂栽培とシェアリング農業実証事業について」

小倉 久弥 氏 (東レ建設株式会社 トレファーム事業推進室
室長代理)

◆見学会 実証農園「トレファームラボ」
◆講演3 「IoT向け無線センサネットワーク技術LPWAの最新動向」

阪田 史郎 氏 (千葉大学 グランドフェロー)
◆閉会挨拶

村上 利男 氏 (総務省 近畿総合通信局 情報通信部
情報通信連携推進課 課長)
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見学会の様子

講演会場の様子

辰巳 真起子 氏 長坂 泰宏 氏 小倉 久弥 氏 阪田 史郎 氏 村上 利男 氏


