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２０１８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2018「ビッグデータを活

用した観光振興に向けて」を開催した（11月19日、スイスホテル南海大

阪、大阪市）。

● セミナー「自動翻訳におけるデータプラットフォームの構築と社会展開」

を、情報提供、人材育成に向けての取り組みとして開催（3月18日、グラ

ンフロント大阪、大阪市）。

● 総会での講演会を企画、実施した（5Gをテーマに、総務省杉野氏とア

ンリツ安城氏による講演、5月23日、けいはんなプラザ）。

● けいはんな情報通信フェア2018 （10月25-27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。
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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) 41

相互接続性検証WG 35

オープン光ネットワーク基盤WG*
6

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) 41

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 4

気象レーダーWG 5

グローバルコミュニケーションWG 20
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分科会参加状況 (2019年3月末現在)

*2018年11月発足



○日時： 2018年11月19日（月） 13:00～17:15
○場所：スイスホテル南海大阪 (大阪市中央区)
○来場者数： 103103103103名 (交流会46名、アンケート回収数54）
○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
○概要： 関西が強みを持つ分野である観光やインバウンドに
ついて、ビッグデータの活用を通じて、関西の観光の活性化
やさまざまな課題の解決につなげていくことを趣旨とし、産学
公の第一線の方々よりご講演をいただきました。会員のニー
ズ調査の結果から本テーマとしましたが、予想以上の出席が
あり観光分野への関心の高さを改めて実感しました。パネル
ディスカッションも実施し、会場からも活発な質疑が行われま
した。出席者からは、各方面のバランスの取れたプログラムで
あった、観光ビッグデータ利活用への期待や意気込みを感じ
た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2018 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2018 開催結果
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○プログラム 「ビッグデータを活用した観光振興に向けて」
◆開会挨拶 九津見 洋 氏 （当協議会理事、運営・研究部会長）
◆講演 「関西インバウンドの課題と展望－ビッグデータの活用の方向性－」

稲田 義久氏 (甲南大学総合研究所所長・教授、アジア太平洋研究所数
量経済分析センター長)

◆講演 「持続可能で満足度の高い国際文化観光都市を目指して」
西松 卓哉氏 （京都市産業観光局観光MICE推進室観光戦略課長）

◆講演 「『住んでよし、訪れてよし』の超快適スマート京都の創出に向けて」
島田 和幸氏 （京都府商工労働観光部文化学術研究都市推進課

未来都市創造担当課長）
◆講演 「観光ビッグデータを使ったインバウンド対策の現場」

柏木 祐輔氏 （株式会社ナイトレイ取締役COO）
◆講演 「インバウンド観光におけるデータ利活用の可能性」

佐藤 彰洋氏 （京都大学大学院情報学研究科数理工学専攻特定准教授、
科学技術振興機構さきがけ研究員）

◆パネルディスカッション
◆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 稲田 義久氏 西松 卓哉氏 島田 和幸氏 柏木 祐輔氏 佐藤 彰洋氏 小野寺 昭彦 氏 パネルディスカッション

講演会場 講演会場 交流会 交流会会場からの夜景



○日時： 2019年3月18(月) 14:00～16:00
○場所：グランフロント大阪北館タワーC8階

ナレッジキャピタルカンファレンスルームタワーC  Room C01
○来場者数： 32名 (アンケート回収数23)
○概要：
観光ビッグデータの活用に向けて、多様な事業体が参画し利用できる
データプラットフォームが必要となりますが、本セミナーでは自動翻訳分
野におけるデータプラットフォームの実例を紹介していただくことを目的
に開催しました。講演では、自動翻訳の精度向上のためにデータを収
集する翻訳バンクや音声翻訳の社会展開について詳細な内容をお話し
いただきました。自社サービスに利用したい、デモが多くわかりやす
かったなどの感想をいただきました。

セミナー「自動翻訳におけるデータプラットフォームの構築と社会展開」 開催結果セミナー「自動翻訳におけるデータプラットフォームの構築と社会展開」 開催結果

○プログラム
◆講演1 「翻訳バンクの概要」

隅田 英一郎 氏 (国立研究開発法人情報通信研究機構
先進的音声翻訳研究開発推進センター副センター長・
NICTフェロー)

◆講演2 「多言語音声翻訳の社会展開への取り組み」
香山 健太郎 氏 (国立研究開発法人情報通信研究機構
先進的音声翻訳研究開発推進センター企画室
研究マネージャー)
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大きな課題を設定して活動を牽引するリーダーを発掘し、新
たなWG活動とするため、産学官連携研究テーマを会員から
募集することを提案します。

【提案内容】

○情報通信分野またはその関連分野で、複数の企業、ある
いは、産学連携により研究グループを結成し実施される研究
開発テーマであることを条件。

○運営・研究部会で審議の上、採択。

○採択されたテーマには、当協議会よりスタートアップ資金と
して、100万円を支給。

新規テーマの募集(案)



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

自動車運転技能評価技
術の開発と運転行動の
分析による交通事故防
止方策の提案

株式会社
ATR-
Sensetech

4

運転行動自動評価システムについて、評価内容の高度化、地点
検出の高度化・安定化および映像情報との複合化の技術を開発
する。これをもとに運転行動の長時間データの集積をおこない、
他の生理情報との複合的分析により行動評価の個人化を進める。

二面コーナーリフレクタア
レイ(パリティミラー)の製
造方法の確立および応
用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

ナノ加工、ナノインプリント等により製造した光学素子の評価を実
施する。また、電子回路等の設計、試作をおこない、新しいメディ
アあるいはユーザインターフェースとしての空中映像応用システ
ムを開発する。

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

2
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)

7
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

(参考) ２０１８年度オープンラボ利用状況

(利用開始日順) 8


