
1
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運営・研究部会

ユニバーサルコミュニケーション分科会活動報告・計画
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ユニバーサルコミュニケーション分科会

● 目標

言語や文化等の壁を越え、高度に利用できる生活環境を実現するユニバーサルコ
ミュニケーション技術の研究開発を推進し、日本発の技術を創出し、国際標準に提
案し、我が国の国際競争力の確保を目指す。

● 分科会の構成

分科会リーダー： 萩田紀博 (ATR)

ＷＧ

・２次元通信WG （主査：篠田裕之（東大） ）

・エネルギーの情報化WG （主査：松山隆司（京大） ）

・映像コミュニケーションWG （主査：伊藤正也（けいはんな） ）



理事会 (理事長、副理事長、理事21名、監事2名)

事務局 (関経連、情報通信研究機構、近畿総合通信局、学研都市推進機構)

幹 事：中村 哲(情報通信研究機構)、櫻内 亮久(関西経済連合会)

運営･研究部会 (構成員数43者)

部会長：丸野 進(パナソニック 技監)

協議会総会 (会員数170者)

理事長 松下 正幸(パナソニック 代表取締役副会長)

副理事長 西村 知教(日本電気 執行役員西日本担当)

企画・広報分科会

リーダー：富田 義数
(三洋電機)

ユニバーサルコミュニケーション分科会

リーダー：萩田 紀博(ＡＴＲ)

相互接続性検証WG

为査：山中 直明（慶應義塾大）

フォトニックWG

为査：田畑 雅章（ＮＴＴコム）

映像コミュニケーションWG

为査：伊藤 正也（けいはんな）

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会体制図(平成22年度)

ユビキタスネットワークロボット
専門委員会

総括：萩田 紀博(ＡＴＲ)

新世代ネットワーク分科会

リーダー：大柴 小枝子(京都工繊大)

オープンプラットフォームWG

为査：秋本 高明（ATR）

生活支援型コミュニケーションWG

为査：山田 敬嗣（ＮＥＣ）

２次元通信WG

为査：篠田 裕之（東大）

エネルギーの情報化WG

为査：松山 隆司（京大）
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理事会 (理事長、副理事長、理事21名、監事2名)

事務局 (関経連、情報通信研究機構、近畿総合通信局、学研都市推進機構)

幹 事：木俵 豊(情報通信研究機構)、櫻内 亮久(関西経済連合会)

運営･研究部会 (構成員数40者)

部会長：丸野 進(パナソニック 技監)

協議会総会 (会員数175者)

理事長 松下 正幸(パナソニック 代表取締役副会長)

副理事長 西村 知教(日本電気 執行役員西日本担当)

企画・広報分科会

リーダー：松本 幸則 (三洋電機)

ユニバーサルコミュニケーション分科会

リーダー：萩田 紀博(ＡＴＲ)

相互接続性検証WG

为査：山中 直明（慶應義塾大）

フォトニックWG

为査：田畑 雅章（ＮＴＴコム）

映像コミュニケーションWG

为査：伊藤 正也（けいはんな）

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会体制図(平成23年度予定)

新世代ネットワーク分科会

リーダー：大柴 小枝子(京都工繊大)

ユビキタスネットワークロボットWG

为査：篠沢 一彦（ATR)

２次元通信WG

为査：篠田 裕之（東大）

エネルギーの情報化WG

为査：松山 隆司（京大）
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H22年度活動報告
ユニバーサルコミュニケーション分科会



理事会 (理事長、副理事長、理事21名、監事2名)

事務局 (関経連、情報通信研究機構、近畿総合通信局、学研都市推進機構)

幹 事：中村 哲(情報通信研究機構)、櫻内 亮久(関西経済連合会)

運営･研究部会 (構成員数43者)

部会長：丸野 進(パナソニック 技監)

協議会総会 (会員数170者)

理事長 松下 正幸(パナソニック 代表取締役副会長)

副理事長 西村 知教(日本電気 執行役員西日本担当)

企画・広報分科会

リーダー：富田 義数
(三洋電機)

ユニバーサルコミュニケーション分科会

リーダー：萩田 紀博(ＡＴＲ)

相互接続性検証WG

为査：山中 直明（慶應義塾大）

フォトニックWG

为査：田畑 雅章（ＮＴＴコム）

映像コミュニケーションWG

为査：伊藤 正也（けいはんな）

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会体制図(平成22年度)

ユビキタスネットワークロボット
専門委員会

総括：萩田 紀博(ＡＴＲ)

新世代ネットワーク分科会

リーダー：大柴 小枝子(京都工繊大)

オープンプラットフォームWG

为査：秋本 高明（ATR）

生活支援型コミュニケーションWG

为査：山田 敬嗣（ＮＥＣ）

２次元通信WG

为査：篠田 裕之（東大）

エネルギーの情報化WG

为査：松山 隆司（京大）
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ユニバーサルコミュニケーション分科会
２次元通信WG

为査：篠田 裕之（東大）

H22年度活動報告
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２次元通信WG H22年度活動報告

二次元面の伝送媒体を伝搬する電磁波によって高速・広帯域な通信を行うとともに、電源
供給も可能な二次元通信技術の研究開発を支援する。４つのタスクフォースによって以下
の開発項目を推進する。

●卓上 、 壁 、 床 、 衣服 な ど に適用可能な通信媒体 、 高 効率伝送技術 、 通信
アダプタなどの二次元信号伝送技術

●空間、接触物体への電磁波漏えいを抑制する技術

●二次元通信に適した物理層、MAC層通信方式の開発と標準化

●二次元通信を利用するアプリケーション

活動概要

体制（案）

为査： 篠田 裕之 （東京大学 情報理工学系研究科システム情報学専攻准教授）

幹事： 張 兵 （NICT）

構成員： （株）構造計画研究所、 （株）セルクロス、大阪大学、京都大学、三洋電機（株）、

千葉大学、藤森工業（株）、パナソニック電工（株）、東京大学、日本電気（株）、NICT
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２次元通信WG 活動報告

H22年度の活動

二次元通信WGの会合開催

 2010年07月01日 二次元通信ＷＧ合同会合
【場所】 NICT麹町会議室（東京）

【内容】 １．進捗状況； ２．課題検討

2010年10月12日 二次元通信ＷＧ合同会合
【場所】 NICT麹町会議室（東京）

【内容】 １．進捗状況； ２．課題検討

 けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会における公開セミナー開催

 2次元通信セミナー開催
【期間】 2010年05月10日
【場所】 ATR G階・01会議室
【題名 】 ２次元通信ワーキンググループ

 2次元通信セミナー開催
【期間】 2011年03月30日
★ 東日本大震災により中止



○開催日時 ： ２０１０年 ５月１０日（月） １４：００～１７：００
於： ： ㈱国際電気通信基礎技術研究所(ATR) G階・01会議室

○講 師：
「フレキシブル二次元導波路によるスマートスーツ」

横浜国立大学大学院工学研究院 教授 新井 宏之 氏
「人体近傍電界通信技術の開発とアプリケーションの開拓」

NTTマイクロシステムインテグレーション研究所 門 勇一 氏
「マイクロ波無線電力伝送の現状と課題－他方式との比較－」

京都大学生存圏研究所 教授 篠原 真毅 氏
「二次元通信技術の現状と課題」

東京大学情報理工学系研究科 准教授 篠田 裕之 氏
「協議会における二次元通信WGの活動と今後の予定」

情報通信研究機構新世代ワイヤレス研究センター 張 兵 氏
○出席者数： ５６名
○アンケート回収数： ２６名
○概要
２次元通信とは、テーブルや壁などに機器を接触させるだけで高速

通信や電源供給を可能にする技術で、今後大きく発展することが見込
まれている。また、２次元通信技術の関連技術として近傍界での信号
伝送とワイヤレス電力伝送技術の研究開発も注目されており、その
キラー・アプリケーションの開拓もたいへん期待されている。
本セミナーでは、まず新井先生はフレキシブル二次元導波路による
スマートスーツの開発について紹介された。次に、門部長は人体近傍電界
通信の技術開発の背景と原理を述べられたとともに、安定な人体通信を
確保するために効率的な電界誘起技術と環境雑音除去技術について解
説された。また、篠原先生はマイクロは無線電力伝送について統括され、
各方式の特徴をまとめることにより他方式との比較を行われた。さらに、
篠田先生は2次元通信の最新成果を交えて、その原理説明から多様な
アプリケーションの可能性について紹介された。最後に、張主任研は協議
会における2次元通信WGの活動紹介と今後の予定について紹介された。
参加者アンケートでは、「面白かった」が96％であり、「情報通信IT

分野の最先端技術の現状と課題をまとめている今回のようなセミナ
ーは是非聞きたい」、「非常に中身のあるセミナーだった」など好評を得た。

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会 2次元通信セミナー開催結果
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ユニバーサルコミュニケーション分科会
エネルギーの情報化WG

为査：松山 隆司（京大）

H22年度活動報告



一般会員（64企業）：アルプス・グリーンデバイス ㈱，伊藤忠商事㈱，伊藤忠テクノソリューションズ ㈱，岩崎通信機㈱，ＮＸＰセミコン
ダクターズジャパン㈱， ㈱ エヌ・ティ・ティ・データ， ㈱ エヌ・ティ・ティ・データ 経営研究所，㈱ エヌ・ティ・ティ・ドコモ，㈱ ＮＴＴファシ
リティーズ， ㈱ エネゲート，大阪ガス ㈱，オムロン ㈱，鹿島建設 ㈱，関西電力 ㈱， ㈱ キャプテックス， 特定非営利活動法人 九
州組込みソフトウェアコンソーシアム，九州電力 ㈱，財団法人 京都高度技術研究所，京都リサーチパーク ㈱， ＫＯＡ ㈱， ㈱ 構造
計画研究所，三洋電機 ㈱， 三洋ホームズ ㈱，住商情報システム ㈱，住友商事 ㈱， 住友電気工業 ㈱， ㈱ ＣＩＪ， シーメンス・
ジャパン ㈱， シャープ ㈱， ステラグリーン ㈱，積水ハウス ㈱，セイコーエプソン㈱，ソニー ㈱， ダイキン工業 ㈱， 大和ハウス工
業 ㈱，㈱ 竹中工務店， ㈱ デンソー，㈱ 戸上電機製作所，凸版印刷 ㈱，㈱ トランス・ニュー・テクノロジー， ㈱ 豊通エレクトロニ
クス， 長瀬産業 ㈱，西日本電信電話 ㈱， ニチコン ㈱，㈱ ニッコー， ㈱ 日新システムズ，日新電機 ㈱，日東電工 ㈱， 日本電
気 ㈱，日本ユニシス ㈱，パナソニック電工 ㈱，㈱ 日立製作所，富士通関西中部ネットテック ㈱， ㈱ 富士通研究所， 富士電機
㈱，フランステレコム ㈱ Orange Labs Tokyo，三菱自動車工業 ㈱，三菱重工業 ㈱，三菱電機 ㈱， ローム ㈱
特別会員（23名）：三宅諭（関西文化学術研究都市推進機構）、池田順治（関西文化学術研究都市推進機構、大阪大学）、山崎達也
（（独）情報通信研究機構）、谷川民生（（独）産業技術総合研究所）、義久智樹（大阪大学）岡部寿男（京都大学）、引原隆士（京都大
学）、久門尚史（京都大学）、山中直明（慶応義塾大学）、塚本昌彦（神戸大学）、丹康雄（北陸先端科学技術大学院大学）

エネルギーの情報化WG H22年度活動報告

エネルギーの流れを情報化し、各種機器や装置のマネジメントを行うことにより、機器へのエネ
ルギー最適割り当てや生活パターンの学習の研究開発を行い、安心安全なエコライフを実現する。

活動目標

活動体制

・家庭内の電力の流れの計測や制御をおこなうスマートタップ、電力ルータの研究・開発
・生活者の行動や環境情報など生活パターンのセンシング・データマイニング・学習等に関する研究
・エネルギー機器（生成、消費、蓄積）からデータ収集を行い、特性を分析した上でエネルギーマネジメント等に活用するため
のデータベース構築に関する研究開発
・エネルギーの特性・品質を情報化し、サービスレベルに応じた制御を行うためのプロトコルおよびアルゴリズムに関する研
究開発
・地域コミュニティレベルでエネルギーの情報化を行い、対象エリア内で最適割り当てを行うためプロトコルおよびアルゴリズ
ムに関する研究開発

研究開発課題

为査：松山隆司（京都大学） 幹事： 加藤丈和（京都大学）
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エネルギーの情報化WG 活動報告

◯三回の会合を開催（うち一回は一般公開のシンポジウムの形式）
2010年5月19日 エネルギーの情報化WG会合
2010年9月24日 エネルギーの情報化創設1周年記念シンポジウム
2011年1月13日 第二回エネルギーの情報化WG

◯スマートタップタスクフォースを開催（スマートタップの共通仕様の検討、スマートタップ実証実験の検討）
2010年5月28日 第一回実証実験連絡会議（スマートタップタスクフォース）
2010年6月24日 第二回実証実験連絡会議（スマートタップタスクフォース）
2010年7月 9日 第三回実証実験連絡会議（スマートタップタスクフォース）
2010年8月 4日 第四回実証実験連絡会議（スマートタップタスクフォース）
2010年8月24日 第五回実証実験連絡会議（スマートタップタスクフォース）
2010年9月21日 第六回実証実験連絡会議（スマートタップタスクフォース）

◯タスクフォース
2011年3月14日 スマートタップユーザグループ立ち上げ
2010年12月27日 京都モデルエコ住宅タスクフォース

◯ホームページ、メーリングリストの開設
HP http://www.i-energy.jp/ ML wg-members@i-energy.jp (会員用) info@i-energy.jp (情報提供)

◯シンポジウム、ワークショップ開催
2010年8月25日 エネルギーの情報化創設1周年記念
2010年9月24日 スマートマンションルーム報道発表
2011年2月21,22,23日 日英スマートグリッド専門家会議

◯関連プロジェクト
2010年4月8日 経済産業省 次世代エネルギー・社会システム実証地域

京都府けいはんな学研都市選定
継続 NICT委託研究: 情報通信・エネルギー統合技術の研究開発

（代表：岡部寿男（京都大学））スタート
◯実証実験

2010年5月16日〜2011年12月31日 スマートマンションルーム共同実証実験

H22年度の活動
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ユニバーサルコミュニケーション分科会
映像コミュニケーションWG

为査：伊藤 正也（けいはんな）

H22年度活動報告



映像コミュニケーションＷＧの立ち上げ

超高精細映像および３Ｄ映像技術が進展し、新世代の映像社会に対す

る期待が高まってきている。また、ＮＩＣＴでは「ユニバーサルコミュニケー

ション」の研究開発の一環として、映像技術に関する研究開発を推進して

いる。このような背景から、本年度、映像コミュニケーションＷＧを立ち上

げた（別紙１）。

「超臨場感コミュニケーションテストベッド」の構築

映像コミュニケーションＷＧの活動拠点となる「超臨場感コミュニケーシ

ョンテストベッド」を、ＮＩＣＴけいはんな研究所オープンラボ棟に構築した

（別紙２）。本テストベッドは、JGN2plusを用いて、ＮＩＣT小金井本部テスト

ベッドとネットワーク接続されている。

メンバーの募集

本ＷＧの参加メンバーを募集し、来年度に向けての体制作り行った。

映像コミュニケーションWG H22年度活動報告
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映像コミュニケーションワーキンググループ

背 景

超高精細映像および３Ｄ映像技術が進展し、新世代の映像社会に対する

期待が高まってきている。「ユニバーサルコミュニケーション」において映像

が果たす役割は益々重要となってきている。

「ユニバーサルコミュニケーション」における映像技術の研究開発とその

アプリケーション、ビジネスモデルを追求する。

映像コミュニケーションに関するアプリケーションおよびビジネスモデル

の検討と追求

映像コミュニケーションに関する実証実験の推進

関連するセミナー、見学会の開催

活動概要

目 的

別紙１
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マルチチャンネル
映像伝送システム

NICT
けいはんな研究所

NICT
小金井本部

超高精細
３Dカメラ

超高精細

カメラ

超高精細

ディスプレイ

各種
３Dコンテンツ

マルチチャンネル
映像記録再生装置

３Dディスプレイ

•NICTけいはんな研究所および小金井本部をJGN2plusで接続
した、「超臨場感コミュニケーションテストベッド」を構築。

•利用規程/ルールはNICTオープンラボ規定等に準ずる。

超臨場感コミュニケーションテストベッド
別紙２
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ユニバーサルコミュニケーション分科会
ユビキタスネットワークロボット

専門委員会
総括：萩田 紀博(ＡＴＲ)

H22年度活動報告
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ユビキタスネットワークロボット（UNR)技術の推進
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○実証実験
・店舗内買物支援、店舗間回遊支援、来店誘導の各サービスを連携した買物支援サービス実験を展開
（ATR, 日立）。
・H21年度のユーザフィードバックを基に新たに電動車いす利用者のための店舗間回遊支援実験も実施
（ATR、報道発表H23年3月）。
・一般の方でも遠隔からロボットを操作できることを実証するために、遠隔観光ガイド実験システムを奈良
市総合観光案内所で実験（ATR,報道発表H22年12月）
・個人宅や集会場にPaPeRoを置き、高齢者の話し相手や催し物の情報提供を行うユビキタスネットワー
クロボットシステム実験を大宇陀で実施（NEC)。
○標準化活動
H21年度構築した実施体制のもと、国内外の関連団体や国際標準化機関との調整を進め、順調に標準
化活動を進めた。Object Management Group(OMG)での標準仕様発行と新たな標準化提案、Open 

Geospatial Consortium(OGC) での標準化提案、ISOへのdraft NWIP（新規提案）の提出を行った。ITU-

Tにてユビキタスネットワークロボットの検討を継続すると共に、新たにIEEEでも検討を開始した。
○为な成果（積極的な情報発信を実施）
・国内論文4件、海外論文2件(IEEE,IJSR))、研究発表98件(国内 55件, 海外43件)、報道発表26件(国内22
件、海外4件(中国など))国際会議IROS（IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and 
Systems）ワークショップ（H22年10月標準化セッションおよびUNRセッション)
・国内での学会活動：
H22年10月電子情報通信学会ネットワークロボット時限研究会ヘルスケア特集・展示会
H22年11月第一回ユビキタスネットワークロボット国際シンポジウム（为催：ATRと大阪市）開催。欧米研究
機関(イタリアSSSA, スペインUPC,SRI)との技術交流・成果普及に努めた。
H22年11月けいはんな情報通信フェアでの講演会（石黒浩ATR客員室長）や展示会
H22年12月電気四学会関西支部講演会「ユビキタスネットワークロボットの可能性」（ATR, NEC, 東芝）

ユビキタスネットワークロボット専門委員会 H22年度活動報告
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ユニバーサルコミュニケーション分科会
ユビキタスネットワークロボット
専門委員会
オープンプラットフォームWG

为査：秋本 高明（ATR）

H22年度活動報告



ユーザ属性(電動車イス利用者）に対応した店舗間回遊支援

ネットワーク

空間台帳
ユーザ
属性台帳

ロボット
台帳

ＵＮＲ−ＰＦ

バーチャル型を利用し、
店舗のロボットを予約

地点１：自宅

遠隔オペレータ

地点３：西館

地点を超えて、
楽しく安全に店舗間を回遊

地点２：東館

予約したロボットが
お出迎えして、安全な回遊



遠隔観光ガイド実験システム

インターネット

観光地

ガイドコンテンツ

自宅

相手の発話
・表情

遠隔操作インタフェー
ス

（パソコン）
遠隔操作ロボット
（Robovie-R3） 23
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ユニバーサルコミュニケーション分科会
ユビキタスネットワークロボット
専門委員会
生活支援型コミュニケーションWG

为査：山田 敬嗣（ＮＥＣ）

H22活動報告



生活支援型コミュニケーションWG

25
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H2３年度活動計画
ユニバーサルコミュニケーション分科会



理事会 (理事長、副理事長、理事21名、監事2名)

事務局 (関経連、情報通信研究機構、近畿総合通信局、学研都市推進機構)

幹 事：木俵 豊(情報通信研究機構)、櫻内 亮久(関西経済連合会)

運営･研究部会 (構成員数40者)

部会長：丸野 進(パナソニック 技監)

協議会総会 (会員数175者)

理事長 松下 正幸(パナソニック 代表取締役副会長)

副理事長 西村 知教(日本電気 執行役員西日本担当)

企画・広報分科会

リーダー：松本 幸則 (三洋電機)

ユニバーサルコミュニケーション分科会

リーダー：萩田 紀博(ＡＴＲ)

相互接続性検証WG

为査：山中 直明（慶應義塾大）

フォトニックWG

为査：田畑 雅章（ＮＴＴコム）

映像コミュニケーションWG

为査：伊藤 正也（けいはんな）

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会体制図(平成23年度予定)

新世代ネットワーク分科会

リーダー：大柴 小枝子(京都工繊大)

ユビキタスネットワークロボットWG

为査：篠沢 一彦(ATR)

２次元通信WG

为査：篠田 裕之（東大）

エネルギーの情報化WG

为査：松山 隆司（京大）

27
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ユニバーサルコミュニケーション分科会
ユビキタスネットワークロボットWG

为査： 篠沢 一彦（ATR)

H23活動計画
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○実証実験
・店舗内買物支援、店舗間回遊支援、来店誘導、コミュニティ形成などの各サービスを連携したサービ
ス連携プラットフォーム実験を展開（ATR, NEC,日立）。
・遠隔観光ガイド実験システムの実証実験継続

○標準化活動
・H2２年度に引き続き、Object Management Group(OMG) 、Open Geospatial Consortium(OGC) 、
ISO、ITU-Tについて、標準化活動を継続。必要に応じて、国内会議を開催。
・UNRプラットフォーム第1版（H24年度）公開に向け、サービス連携を前提としたネットワークロボット
実証実験を通じた標準化仕様を作成予定。

○積極的な情報発信を実施
・国内外の論文投稿、特に国際会議IROS（IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots 
and Systems）の中でIEEE RAS Technical Committee on Networked Robotsが企画したロボティクス50
年記念シンポジアの中でUNR技術を紹介する予定。ICRA/IROSワークショップでも標準化セッション企
画。
・国内での学会活動：
・H23年5月電子情報通信学会ISS クラウドネットワークロボット研究会発足（安西祐一郎委員長）
年４回UNRに関する研究活動開始。

ユビキタスネットワークロボットWG H23年度活動計画
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ユニバーサルコミュニケーション分科会
２次元通信WG

为査：篠田 裕之（東大）

H23活動計画
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２次元通信WG活動計画

H23年度の活動予定

• 各タスクフォースの会合を定期に開催（2か月１回）

• 23年度の初会合は4月24日に開催予定

• メールベースでの情報交換（継続）

• メンバー間での進捗状況・技術開発動向紹介

• 展示会への出展により研究開発成果の普及を促す

• 協力体制の具体的な検討

各研究課題に対して興味を示す会社間で協力体制を作って、その役割分担を検討



活動スケジュール

Ｈ２３年度

7月 9月 11月 3月

△ △ △ △
定期会合 定期会合 2次元通信シンポジウム 定期会合

・進捗状況 ・進捗状況 ・関連技術の解説・展望 ・進捗状況

・課題検討 ・課題検討 ・関連技術の展示 ・課題検討

Ｈ２１年度

4月 8月 10月 11月 2月

△ △ △ △ △

二次元通信WG初会合 定期会合 CEATEC展示会 定期会合 定期会合

・統括と今後の予定 ・進捗状況 ・進捗状況 ・開発現状 ・開発現状

・現状・測定結果 ・課題検討 ・課題検討 ・課題検討 ・課題検討

Ｈ２２年度

5月 7月 10月 3月

△ △ △ △
二次元通信セミナー 定期会合 定期会合 二次元通信セミナー

・関連技術の解説・展望 ・進捗状況 ・進捗状況 ・東大震災により中止

・関連技術の展示 ・課題検討 ・課題検討

２次元通信WG活動計画２次元通信WG活動計画
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アプリケーションタスクフォース・システムタスクフォース

脳波計測
キャップ

布状表示装置

センサウエア

標準通信
アダプタの開発

近接結合カプラの開発

種々の素材で二
次元通信層を実

現

○アプリケーション開発

バッテリーを持たない携帯機器に電力と信号を同時
伝送したり、伸縮可能な布状媒体に多数のセンサ素
子を実装することで可能になる情報インタフェースを
提案する。

○二次元通信媒体の開発

卓上、壁、床、衣服などに適用可能な通信シートを開
発する。

○高効率伝送技術

通信層内の電磁波伝播を制御し、効率よく電力伝送
する技術を開発する。

○通信アダプタの開発

情報機器やセンサを通信層に近接することで結合で
きる小型コネクタや標準通信アダプタを開発する。

～二次元通信プロトコル開発と標準化～
ＥＭＣタスクフォース 方式タスクフォース

〇位置情報検出技術の開発
高精度の位置測定法を開発し、プロトコルに組み込む。

〇物理層、ＭＡＣ層通信方式の開発
高密度配置された二次元通信素子間を連携させる物理層、ＭＡＣ層を開発する。

〇二次元通信ネットワーク層の開発
高密度配置された二次元通信素子間でのルーティング方式を開発する。

〇技術の標準化
開発されたプロトコルを標準技術として確立する。

○漏えい電磁波の分析
通信層近傍の電磁波を解析し、通信層に接触する物体による散乱、通信層外への伝播を
評価する。

○電磁波漏えい低減技術の開発
電磁波漏洩を低減するカプラ・媒体構造を明らかにする。

○安全性評価
周辺機器との相互干渉を評価し、信号強度の基準値を策定するとともに、通信層に接触す
る生体に対する安全性を評価する。

人体への影響
（電力伝送時）

二次元通信媒体

医療機器との干渉

周辺の機器と
の干渉

二次元通信する物体の
位置を高精度で特定

二次元通信
媒体

二次元通信技術の研究開発

33
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ユニバーサルコミュニケーション分科会
エネルギーの情報化WG

为査：松山 隆司（京大）

H23活動計画



エネルギーの情報化WG活動計画
H23年度の活動予定

• WGの会合を定期に開催（３か月１回）
• H22年度の初会合は5月頭開催予定

• スマートタップユーザグループを定期に開催
•京都モデルエコ住宅タスクフォースを定期に開催
• EoD実証実験をスマートマンションルームで実施
• スマートタップの共通仕様、標準化について検討
• 電力フロー制御、電力ルータの研究・開発
• メンバー間での進捗状況・技術開発動向紹介
• 家庭内ナノグリッド、地域ナノグリッドの実証実験の検討

活動スケジュール

H23年度

4月 5月 ８月 ９月 １月 3月

△ △ △ △ △
実証実験 第一回WG シンポジウム 報道発表 第二回WG 日英スマートグリッド専門家会議

けいはんな地区 概要説明 スマートマンションルーム

・関連プロジェクト紹介

H22年度

５月 ６月 １０月 １月 ３月

△ 協議会総会 △ △ △ △

WG会合 エコ住宅竣工 WG定期会合 WG定期会合 シンポジウム

・研究・開発計画 <--------実証実験 -------------------------------------------------------------------

・実証実験準備報告 ・見学会 ・タスクフォース報告 ・状況報告

・技術・研究紹介 ・技術・研究紹介 ・技術、研究検討
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エネルギーの情報化の研究開発

36
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ユニバーサルコミュニケーション分科会
映像コミュニケーションWG

为査：伊藤 正也（けいはんな）

H23活動計画



実証実験の推進

超臨場感コミュニケーションテストベッド、JGN、京都デジタル

疏水ネットワーク等を活用して、京都府内の病院等をネットワーク

接続し、超高精細/3D映像をベースにした、遠隔診療診断に関す

る実証実験を実施する（別紙３）。

新世代の映像アプリケーションの検討

遠隔医療、テレワーク等の新世代の映像アプリケーションに

関する検討会を開催する（別紙３）。

映像コミュニケーションWG H23活動計画
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映像コミュニケーションワーキンググループ

超高精細/3D映像
テレワーク

超高精細/３D映像
遠隔診療診断

京都デジタル疏水

別紙３
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Ｈ２３年度

4月 ７月 １０月 １月 ３月

H23年度 年間スケジュール（案）

メンバー
募集

△
キックオフ
会合

遠隔診療
第１次実証実験 遠隔診療

第２次実証実験

△
検討会

△
検討会

40


