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けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会 

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 

平成24年4月26日 

ユニバーサルコミュニケーション分科会 

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会 

（分科会リーダ：萩田紀博） 



2 

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 

 ・ユビキタスネットワークロボットＷＧ 主査：篠沢一彦（ＡＴＲ) 

  ・２次元通信WG  主査：篠田裕之（東大), 幹事：張 兵（ＮＩＣT） 

 ・エネルギーの情報化WG  主査：松山隆司（京大）,幹事：加藤丈和（京大）  

  ・映像コミュニケーションWG  幹事：荒川 佳樹（ＮＩＣT） 



理事会 (理事長、副理事長、理事20名、監事2名) 

事務局 (関西経済連合会、情報通信研究機構、近畿総合通信局、関西文化学術研究都市推進機構) 

 幹 事：木俵 豊(情報通信研究機構)、阿部 孝次(関西経済連合会) 

運営･研究部会 (構成員数39名) 

部会長： 丸野 進(パナソニック 理事・技監) 

協議会総会 (会員数180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 (パナソニック) 

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 

主査：山中 直明（慶應義塾大） 

フォトニックWG 

主査：田畑 雅章（ＮＴＴコム） 

映像コミュニケーションWG 

幹事：荒川 佳樹（NICT） 

 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24年2月1日 現在 

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 

主査：篠沢 一彦(ＡＴＲ) 

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） 
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H23年度活動報告及び 

H24年度活動計画 

 
ユニバーサルコミュニケーション分科会 
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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  

主査：篠沢 一彦(ＡＴＲ)  

 

H23年度活動報告 

H24年度活動計画 
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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）。 
○社会受容性調査 
 ・ロボットサービスの社会受容度調査のため、「市民講座」を開催。 
 ・一般の高齢者を対象に、けいはんなプラザ5回 中会議室「黄河」で2012年1月22日に実施。ロボット 
  サービスの体験と、解説後、アンケートで調査を実施。 
○標準化活動 
  H21年度構築した実施体制のもと、引き続き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した。 

 
○主な成果（積極的な情報発信を実施） 
・国内論文5件、海外論文4件(IEEE,IJSR))、研究発表74件(国内 54件, 海外20件)、報道発表15件 
 (国内15件) 
・国内での学会活動： 
H23年5月、8月、12月、H24年2月、電子情報通信学会クラウドネットワークロボット研究会新設・開催。 
H23年10月 ATR２５周年記念講演会にて「ネットワークロボット研究の未来」講演。 
H23年12月 SII2011にてUNRプラットフォーム発表とアピタ精華台タウン・ATRデモツアー実施 
H23年12月 けいはんな情報通信オープンラボシンポジウムでのポスター展示。 
H24年1月 けいはんな地区住民を対象に第一回市民講座を開催（けいはんなプラザ5階、アピタ精華 

       台店で体験デモを実施）。 
H24年1月 International Symposium on Advanced Robotics（主催：ATR）開催。欧米研究機関(イタリア 
       SSSA, スペインUPC)や東北大学との技術交流・成果普及に努めた。 

ユビキタスネットワークロボットWG H23年度活動報告 



アピタ精華台店でのデモ体験の様子  

けいはんなプラザでの様子  

第一回 市民講座を、けいはんなプラザ5階、アピタ精華台店で開催。 

参加者４０名(65歳以上が20名)の 

アンケート結果 

買い物支援ロボットの 

利用希望は、71% 

65歳以上の人の75％が 

便利 
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多地点連携からロボットサービス連携へ 

・サービス連携の基盤技術構築 

・サービス間連携システムの構築 

・公開用基盤ソフトウェアの開発開始 

外
出
支
援 

バーチャル型が 

見守り 

最近、
いっぱい
歩いて
いるね 

楽しく店舗内でショッピング 

重い荷物を
持たなくて
助かった
わ! 

買物支援 

・ユーザ属性台帳を追加し、電動車イス 

 利用者にもサービスを拡大した 

多地点連携サービス 



外出支援、来店誘導、買い物支援サービス連携の例 

空間台帳 
ユーザ 

属性台帳 
ロボット 

台帳 

遠隔オペレータ 

ネットワーク 

ＵＮＲ−ＰＦ 
外
出
支
援 

バーチャル型が 

見守り 

今日は、
スーパー
で買物よ 

楽しく店舗内でショッピング 

重い荷物を
持たなくて
助かったわ! 

じゃ、カートロ
ボットを呼ぶ

ね 

万歩計つ
かってくれて
いるね 

買い物支援 来店誘導 



サービス 
サービス 

サービス 

UNR-PF基本構成 

単地点PF 

ビジブル型 アンコンシャス型 バーチャル型 

空間台帳 
(単地点) 

経路管理 

ﾛﾎﾞｯﾄ台帳 
(単地点) 

状態管理 

多地点PF 

空間台帳 
(多地点) 

ﾛﾎﾞｯﾄ台帳 
（遠隔ｵﾍﾟﾚｰﾀ） 

ｻｰﾋﾞｽDB 
(多地点) 

単地点PF 

ｻｰﾋﾞｽDB 
(単地点) 

ユーザ属性 
台帳 

ﾘｿｰｽ管理 
RoIS 
I/F 

情報取得 

ｺﾏﾝﾄﾞ送信 

ｻｰﾋﾞｽ起動判定 

ｵﾍﾟﾚｰﾀ割当 

ﾛﾎﾞｯﾄ割当 

状態通知 

ﾘｿｰｽ確認 

ｻｰﾋﾞｽ独自DB 
(非公開) 

多地点サービス 

ｻｰﾋﾞｽ確認 

DB（多地点）参照・更新 

ｻｰﾋﾞｽ登録（多地点） 

ｻｰﾋﾞｽ開始（多地点） 

ｻｰﾋﾞｽ実行（多地点） RoIS 
I/F 

DB参照・更新 I/F 

DB参照・更新 I/F 

伝達 ｻｰﾋﾞｽ登録 参照・更新 

… 

実行・応答 

状態管理 

ｻｰﾋﾞｽ確認 

状態通知 

ﾒｯｾｰｼﾞ管理 

送信先確認 

ﾒｯｾｰｼﾞ管理 

履歴DB 
(多地点) 

履歴DB 
(単地点) 

ビジブル型 

アンコンシャス型 

バーチャル型 

ｻｰﾋﾞｽ 
登録 I/F 

UNR-PF 



サービス 
サービス 

サービス 

国際標準化推進(OGC, ITU-T, OMG, ISO)  

単地点PF 

ビジブル型 アンコンシャス型 バーチャル型 

空間台帳 
(単地点) 

経路管理 

ﾛﾎﾞｯﾄ台帳 
(単地点) 

状態管理 

多地点PF 

空間台帳 
(多地点) 

ﾛﾎﾞｯﾄ台帳 
（遠隔ｵﾍﾟﾚｰﾀ） 

ｻｰﾋﾞｽDB 
(多地点) 

単地点PF 

ｻｰﾋﾞｽDB 
(単地点) 

ユーザ属性 
台帳 

ﾘｿｰｽ管理 
RoIS 
I/F 

情報取得 

ｺﾏﾝﾄﾞ送信 

ｻｰﾋﾞｽ起動判定 

ｵﾍﾟﾚｰﾀ割当 

ﾛﾎﾞｯﾄ割当 

状態通知 

ﾘｿｰｽ確認 

ｻｰﾋﾞｽ独自DB 
(非公開) 

多地点サービス 

ｻｰﾋﾞｽ確認 

DB（多地点）参照・更新 

ｻｰﾋﾞｽ登録（多地点） 

ｻｰﾋﾞｽ開始（多地点） 

ｻｰﾋﾞｽ実行（多地点） RoIS 
I/F 

DB参照・更新 I/F 

DB参照・更新 I/F 

伝達 ｻｰﾋﾞｽ登録 参照・更新 

… 

実行・応答 

状態管理 

ｻｰﾋﾞｽ確認 

状態通知 

ﾒｯｾｰｼﾞ管理 

送信先確認 

ﾒｯｾｰｼﾞ管理 

履歴DB 
(多地点) 

履歴DB 
(単地点) 

ビジブル型 

アンコンシャス型 

バーチャル型 

ｻｰﾋﾞｽ 
登録 I/F 

UNR-PF 

NR-PF 

ITU-T 

RLS  OMG/ISO 
状態情報（位置, 時間, 

ユーザID 等） 

RoIS 
Framewor

k 

OMG 

RoIS 
Framework 

OMG CityGML/ 

IndoorGML 

OGC 

国際標準化団体の略称 

OMG: Object Management Group 

ISO: International Organization for Standardization 

OGC: Open Geospatial Consortium 

ITU-T: International Telecommunication  Union  

     Telecommunication  Standardization Sector  

RoIS：ロボット対話サービス Robotic Interaction Service     

RLS:ロボット位置同定サービス Robotic Localization Service  

NR-PF: Network Robot Platform の略 

GML: Geography Markup Languageの略 



COMMON SERVICE DB (WEB DB) 

ROBOT 

UNR-PFがない現在のロボットシステム 

Driver 

Functional 
Component 

Driver Driver 

Functional 
Component 

Driver 

Robot Controller 

Local 
DB 

SERVICE APPLICATION 

Service 
DB 

ROBOT 

Scenario 

SERVICE 
APPLICATION 

SERVICE 
APPLICATION 

Motion 
Library 

ROS: msg / srv / topic 

RTC: port (data / service) 

ROS: package 

RTC: RT component 

Many services are still designed on the assumption that  

they are packaged with a particular robot. 

Low 

Compatibility 

ROS: node or stack 

RTC: RT component 

ＲｏｂｏＥａｒｔｈ 

CoTeSys 

Low 

Interoperability 



多地点ロボットサービスに対応した 

ユビキタスネットワークロボット・プラットフォーム(UNR-PF)  
 

ビジブル型など各型ロボット 

Driver 

機能コンポー 
ネント 

Driver Driver 

機能コンポー 
ネント 

Driver 

ロボット・コントローラ 

サービスアプリケーション 

ロボット 
(ROS) 

シナリオ 

サービス 

アプリケー
ション 

サービス 

アプリケー
ション 

ロボット
(RTM) 

・・・ 

・・・ 

サービス 

アプリケー
ション 

ユビキタスネットワークロボット・プラットフォーム(UNR-PF) 

サービス 
キュー 

状態マネジャ リソースマネジャ 共通インタフェース 

共通サービスDB (WEB DB) ・・・ 

動作ラ
イブラリ 

空間台帳 
ユーザ 
属性台帳 

ロボット 
台帳 

サービス 
DB 

履歴 
DB 

オペレータ 
台帳 履歴DB 
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ロボットサービス連携プラットフォーム(UNR-PF)公開へ 
○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、ヘルスケア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,東芝）。 
・遠隔観光ガイド実験システムの実証実験継続 
○UNR-PF（ロボットサービス連携プラットフォーム）公開 
・７月にUNR-Pα 版を公開、１１月にβ 版、来年度までにリース版の予定。 
 
○標準化活動 
・H23年度に引き続き、NRF(ネットワークロボットフォーラム）の技術部会標準化分科会を通じて、 

 RTミドルウェア国際標準化調査専門委員会と連携して、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。 

 

○積極的な情報発信を実施 
・国内外の論文投稿 
・海外での学会活動 
 国際会議ICRA（IEEE International Conference on Robotics and Automation）の中でワークショップ 
 でもUNR-PFに関する発表、SCPR2012にて標準化ワークショップ開催予定。 
・国内での学会活動： 
 H24年6月電子情報通信学会クラウドネットワークロボット研究会（安西祐一郎 委員長)年4回開催。 
・国際シンポジウム開催(７月２０日、東京四谷） 
・ロボットサービス連携プラットフォーム（UNRプラットフォーム)公開（α 版７月、β 版１１月） 

ユビキタスネットワークロボットWG H24年度活動計画 



UNR-PF：H24年度の予定 
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Q1 Q2 Q3 Q4 H25 

△標準化国際WS(SCPR2012) 

△RoIS 1.0 FTF 仕様 
提出・承認(OMG) 

△RoIS v1.0 仕様発行(OMG) ロボット対話 

サービス 

フレームワーク 

UNR-PF 

△RoIS 1.1 改訂提案 

△UNR国際シンポジウム 

α版 β版 1.0版 

研究開発 
サービス連携実証実験 

△市民講座 

標準化活動 
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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 

 主査：篠田 裕之（東大） 
 

H23年度活動報告 

H24年度活動計画 
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２次元通信WG H23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 

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

幹事：   張 兵（NICT、新世代ワイヤレス研究所、ディペンダブルワイヤレス研究室）  

構成員： （株）浅草電研、（株）構造計画、 （株）セルクロス、大阪大学、京都大学、 

       パナソニック（株）、千葉大学、帝人ファイバー（株）、藤森工業（株）、 

       NECエンジニアリング（株）、東京大学、NEC実装研究所、NICT 
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２次元通信WG活動報告 

H23年度の活動 

 二次元通信WGの会合開催 
   

 2011年08月01日 二次元通信ＷＧ合同会合 
  【場所】  東京大学（東京） 

        【内容】 １．進捗状況；   ２．課題検討 
 

2011年1２月27日 二次元通信ＷＧ合同会合 
  【場所】  東京大学（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 ： 2012年２月２４日（金） 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： 
   「２次元通信の概要」        東京大学  篠田裕之 
    「電力伝送におけるEMC」     NEC 中瀬康一郎 
    「低干渉通信の現状と課題」   NECエンジニアリング 正垣啓幸 
    「通信シートの開発」        帝人ファイバー 大内田真智子 
    「２次元通信関連技術の活用事例」    セルクロス 箱崎光弘 
    「NICTにおけるシート媒体を用いた近接通信の現状と今後の展開」 
        情報通信研究機構新世代ワイヤレス研究センター 張 兵                
○出席者数： ２２名 
○概要 
 ２次元通信とは、おもにマイクロ波領域以上の周波数の電磁波を薄い 
２次元媒体に閉じ込めて信号伝送する新しい通信の形態である。カプラ 
を媒体に近接することで低損失の結合を確立することができ、安全な 
ワイヤレス電力伝送、周囲との干渉の小さい通信が実現できる。通信 
媒体は部屋空間の表面に低コストで組み込むことができる。これまでは 
おもに基礎研究としての２次元通信の可能性が示されてきたが、一般 
環境での電力伝送の効率や安全性、通信の低干渉性については、十分 
明らかにされてきてはいなかった。今回のセミナーでは、電力伝送、低 
干渉通信の実用化を目指して研究・開発を進めている方々にその現状を 
ご講演いただいた。   
 本セミナーでは、まず篠田先生は２次元通信の概要について紹介された。 
通信の技術開発の背景と原理を述べられたとともに、安全な電力伝送と 
低干渉通信技術について解説された。また、中瀬様は電力伝送における 
EMC評価技術について統括され、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。正垣様は2次元通信における低干渉通信の 
現状と課題について紹介された。さらに大内田様は通信シート開発に 
おける最新成果、箱崎様は2次元通信応用技術の活用事例について 
紹介された。最後に、張主任研はNICTにおける2次元通信技術の研究 
開発現状と今後の展開について紹介された。  
 参加者アンケートでは、「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 



21 

２次元通信WG活動計画 

H24年度の活動計画 

•  各タスクフォースの会合を定期に開催（2か月１回） 
 

• 24年度の初会合は4月22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 
       8月           12月           2月            2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           

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 

Ｈ２４年度 
       4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           



 
 
 
 

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 
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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  

主査：松山 隆司（京大） 
 

H23年度活動報告 

H24年度活動計画 
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エネルギーの情報化WG H23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。 

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㈱ＮＥＣ．
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  ㈱， ＫＯ
Ａ  ㈱， ㈱  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） 

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 

主査： 松山隆司（京都大学）幹事： 加藤丈和（京都大学） 



エネルギーの情報化WG活動報告 

◯四回の会合を開催 
 2011年5月13日 第一回会合 
 2011年8月31日 第二回会合（京都モデルエコ住宅システム見学会） 
 2012年2月2日 第三回会合 
 2012年3月28日 第四回会合（四条マンションEoDデモ，NICTプロジェクトデモ見学会） 
◯スマートタップユーザグループを開催（スマートタップ，生活データの活用） 
 2011年３月４日 第一回会合 
 2011年４月19日 第二回会合 
 2011年6月14日 第三回会合 
◯京都モデルエコ住宅タスクフォース（エコ住宅エネルギーマネジメントシステム開発） 
 2011年5月11日 第一回 
 2011年6月8日 第二回 
◯エネルギーの情報化共同研究講座準備会 
 2011年10月12日 説明会 
 2011年11月4日 第一回準備会 
 2011年12月6日 第二回準備会 
 2012年1月19日 第三回準備会 
 2012年3月2日 第四回準備会 
◯関連プロジェクト 
 継続   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）） 
◯実証実験 
 継続 スマートマンションルーム生活データ収集実証実験 
 2012年3月38日 スマートマンションルーム，EoD実証実験 

2011(H23)年度の活動 



エネルギーの情報化WG活動計画 
2012(H24)年度の活動予定 

•  WGの会合を定期に開催（３か月１回） 
• 2012年度の初会合は6月開催予定 

• スマートタップユーザグループを定期に開催 
•共同研究講座準備会を定期に開催 
• 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 
• 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 

2011(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 

2012(H24)年度 

  ５月          ６月           １０月           １月             ３月                      

    △                          △                 △                    △                 △ 

WG会合               エコ住宅竣工         WG定期会合             WG定期会合            WG定期会合 

 ------EoD(マンション) 実証実験 -------------------------------------------------------------------------------------              

      EoD報道発表                              ユーザグループ報告       ・状況報告    

                     ・技術・研究紹介         ・技術・研究紹介         タスクフォース報告                         



エネルギーの情報化の研究開発 
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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  

 

H23年度活動報告 

H24年度活動計画 

 

幹事 荒川佳樹（NICT） 
 

 



幹事 

荒川 佳樹 （NICT）  



マルチチャネル映像伝送システムを用いた 
４Ｋ超高精細映像伝送に関する基礎実験 

 ＮＩＣＴオープンラボとＪＧＮ-Ｘセンター大手町間を折り返す 
  映像伝送実験ネットワークを構築した。 
 
 ＮＩＣＴの「マルチチャネル映像伝送システム」を用いて 
  ４Ｋ超高精細映像伝送に関する基礎評価実験を実施した。 
 
 この実験では、４Ｋ映像伝送における、最適な伝送データ 
  サイズ、データ送出間隔を評価検証した。また、伝送遅延 
  特性を評価した。 
 
 これらの成果を、「けいはんな情報通信オープンラボシンポ 
  ジム２０１１」にて、デモンストレーションした。 



マルチチャネル映像伝送コーデックをチューニングすることにより、 
ＰＣ１台（１対）で、４Ｋ超高精細映像をソフトウエアのみで伝送可能 
であることを実証実演した。 

マルチチャネル 
映像伝送デコーダ 

 （PC１台） 

けいはんな情報通信オープンラボシンポジウム２０１１ 
における４Ｋ超高精細映像伝送デモンストレーション 

- 2011/12/1, けいはんなプラザ - 

４K超高精細映像カメラ 
（NICTビル） 

４Ｋ液晶ディスプレイ 
（けいはんなプラザ） 

4K映像 
ライブ伝送 

マルチチャネル 
映像伝送エンコーダ 

（PC１台） 



幹事 

荒川 佳樹 （NICT）  



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-X、京都デジタル 

疏水ネットワーク等を活用して、超高精細/3D映像をベースにした、

遠隔医療、テレワーク等に関する実証実験を実施する。 

 

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 

関する検討を行う。 



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 
疏水ネットワーク 



 

Ｈ２４年度 

4月        ７月         １０月         １月          ３月                   

  

H２４年度 年間スケジュール（案） 

テレワーク 

実証実験 

△ 

アプリケーション 

等検討会 

遠隔医療 

実証実験 

△ 

アプリケーション 

等検討会 


