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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 

2012(H24)、2013(H25)年度 活動報告・計画 

平成25年4月22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） 
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ユニバーサルコミュニケーション分科会(H24年度） 

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 主査：伊藤 正也（（株）けいはんな） 



理事会 (理事長、副理事長、理事19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37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179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 鈴木 幸司(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：宮本 裕（ＮＴＴ） 

映像コミュニケーションWG 

主査：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 

新世代ネットワーク分科会 

 

リーダー： (調整中) 

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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ユニバーサルコミュニケーション分科会(H25年度） 

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：近藤 公久（ＡＴＲ) 

 ・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   

          主査：伊藤 正也（（株）けいはんな） 



理事会 (理事長、副理事長、理事19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37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179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 鈴木 幸司(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：宮本 裕（ＮＴＴ） 

映像コミュニケーションWG 

主査：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25年4月1日 現在 

新世代ネットワーク分科会 

 

リーダー： (調整中) 

ユビキタスネットワークロボットWG 

主査：近藤 公久(ＡＴＲ) 

エネルギーの情報化WG 

主査：松山 隆司（京大） 



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：近藤 公久(ＡＴＲ)  

 

H24年度活動報告 

H25年度活動計画 



○実証実験 
・H25年1月〜２月店舗内買物支援、店舗間回遊支援、ヘルスケアのロボットサービスを連携した 
 UNR-PF連携した実証実験をアピタ精華台店で実施（ATR, 東芝）。動作を確認 
・H25年1月 第２回市民講座（けいはんなプラザ）電動車いす型ロボット、手動車いす等の体験比較。 
○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-PFα 版を公開(7/20主婦会館で国際シンポジウム開催）、１月にUNR-PFβ 版を公開 
○標準化活動 
・H24年9月：ロボット用位置情報標準 RLS 1.1仕様 OMGから発行 

・H24年9月：ロボット対話サービスフレームワーク RoIS 1.0 β２仕様案 OMG発行 

・H25年2月：RoIS 1.0仕様 OMGから発行 

・H25年３月：ITU-T SG16 Q25でUNR-PFの機能概念モデルが勧告成立 

○積極的な情報発信を実施 
 国内論文4件、海外論文9件(IEEE,IJSR))、研究発表74件(国内 23件, 海外17件)、報道発表33件など 
 （主な成果） 
・国内外の論文投稿：IEEE Network(5-6月号）, IEEE Trans on SMC 4件、on Robotics 1件,  
     UNR特集号 Annals of Telecommunications 1件，IJ Social Robotics 2件、Sensors Journal 1件 
     電子情報通信学会誌クラウドネットワークロボット小特集(12月）, 人工知能学会誌解説（３月号）
等 
・海外での学会活動 
  国際会議ICRA（IEEE International Conference on Robotics and Automation），UbiComp2012など   
  のワークショップなどで招待講演６件，SCPR(11月）１件，SIMPAR(11月）２件、SII(12月）1件,  
    HRI2013(3月）３件（内Best Paper賞, Best Full Paper Nomination賞など受賞） 
・国内での学会・講演活動： 
  情報通信オープンラボシンポジウム2012設立１０周年記念シンポジウム講演 
  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発表１件、 
  SI2012(12月）３件（３件とも最優秀講演賞受賞）等 

ユビキタスネットワークロボットWG H24年度活動報告 



スマホ感覚で使えるロボットサービス登場 
—高齢者・障がい者の生活支援・社会参加を促進— 

２０１３年１月１１日報道発表 

 

 



本分科会の活動費を活用させて頂きました 

第２回 市民講座（けいはんなプラザ） Ｈ25年1月２６日（土） 

体験の様子  

招待講演 

車いす体験者の 

希望は電動車いす 

ロボット（自動運転）。 

理由は主に安全。 

ほとんどが「楽しい」、「役に
立つ」という回答ではあった
が、ロボットとは会話をしたい
という希望多くあった。 

技術解説 



ITU-T SG16 Q25から勧告されたユビキタスネットワークロボット・プラットフォーム 

(2013年３月） 

UNR-PF層 

 ロボットサービス管理・連携機能（多地点統合） 
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単地点プラットフォーム（地点B） 

サービス履歴DB 空間台帳 
ロボット台帳 

リソース管理 
メッセージ管理 

状態管理 

単地点PF（地点A） 
 
 
 
 
 

空間台帳 
ユーザ属性台帳 

メッセージ管理 
状態管理 サービス履歴DB 

サービス層 

 
SA1 SA2 . SA3 SA4 . SAn 

CityGML 

RoIS 

RoIS 
RLS 

RLS 

CityGML 



ロボットサービス連携 

NHK京都 UNR

サービス連携実
験 
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精華町立東光小学校でのロボット実験 
〜人とロボットの共生による協創社会の創成〜 

・理科室にセンサネットワークを構築、学習活動を長期間計測，蓄積を行い，協調
学習の理解を進める 

・22台の距離画像センサ，6台のマイクロフォンアレイ，5台のカメラを用いて，人位
置追跡・会話アクティビティ検出・個人識別 

・休み時間などに，児童達と理科に関する対話を通じて，理科に対する知的好奇心
の向上 を試みる 

MEXT科研費211180031, 21118003による 

130205 NHK ロボビー 

 東光小学校の理科教室で先生に 

私のこと， 
わかる？ 

えっと， 
安達さん 
かな？ 

ロボットって， 
何を食べるの？ 

僕はね，電気を 
食べているよ． 
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●センサで感知できない危険地帯への進入回避機能の実現 
•危険地帯を記載できるグリッドマップを利用した危険地帯回避アルゴリズム 
●利用者の安心を考慮した移動経路計画アルゴリズム実装 
•移動支援機器搭乗者の安心感と移動時のパラメータ（速度と壁からの距離）の関係を定量化
し、移動経路の安心感の検証実験。 
●見通しの良い状況での衝突予防 
•４種類の移動物体の識別と移動・すれ違いモデルに基づく衝突予防の検証 

環境センサが連携した移動支援機器安全制御技術の開発 

回避している様子 
回避経路の
例 

危険地帯 

危険地帯 

危険地帯 

デイケア・介護施設（サンセール 
香里園）で検証実験中 
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① 人 ② 車いす ③ 歩行器 ④ カート 

移動支援機器（電動車いす） 

各々のすれ違いモデルを実データから構築 

すれ違いモデル
から移動予測 

予測に基づいて 

移動支援機器が 

衝突を予防する 



子供から高齢者までを対象とした 
ロボットサービス連携およびプラットフォーム開発 

 

○実証実験 
 1. 人ロボット共生学（ATR, NTT, 阪大, 京大, 東大, 慶応義塾大, 等） 
    ・小学校でのロボットによるコミュニケーション実験 
  2. UNR-PF（ロボットサービス連携プラットフォーム）継続開発と普及活動 (ATR）   
    ・UNR-PF β 版の更新、UNR-PFを用いたサービス実証検討 
  3. 脳情報解読に基づく移動支援機器と環境センサが連携した移動支援機器 
      安全制御技術の開発（ATR） 
 
○標準化活動 
  ・ネットワークロボットフォーラム 技術部会標準化分科会と連携して、 

   ITU-T, ISO, IEC等で標準化活動を継続 

 
○積極的な情報発信を実施 
  ・国内外の論文投稿 
  ・国内外での学会活動 

ユビキタスネットワークロボットWG H25年度活動計画 



UNR-WG：H25の予定 

Q1 Q2 Q3 Q4 H25 

UNR-PF 

による実用化 

人ロボット 

共生学 理科教室などの機能検証実験 
△学校教育関係者を 
集めた市民講座 

標準化活動 

追加開発、普及活動 

機能検証実験 
移動支援機器 
安全制御技術 

UNR-PF 

ISO, IECの安全性基準との連携，ITU-Tの継続的活動 
UNR-PF β版の更新 
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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） 
H24年度活動報告 

＊Ｈ24年度で本ＷＧは閉会 
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２次元通信WG 

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（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 新世代ワイヤレスネットワーク研究所 ディペンダブルワイヤレス研究室）  

構成員： （株）構造計画、 （株）セルクロス、大阪大学、京都大学、 

       三洋電機（株）、千葉大学、帝人ファイバー（株）、NECエンジニアリング（株）、 

               パナソニック（株）、東京大学、NEC実装研究所、NICT 
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２次元通信WGの活動について 

 
 昨年4月に、NICTにおける担当グループの拠点がけいはんなから横須賀  
   に移ったことにより、昨年度は活動を進めることが困難であった。 
 
 今後も、関連メンバーほぼ全員が関東にいるため、けいはんなでの活動  
   は難しい状況にある。 
 
 いまは横須賀を拠点とする、ブロードバンドワイヤレスフォーラム   
  （BWF）におけるワイヤレス電力伝送WGの中ですでに活動を展開して 
  おり、オープンラボ協議会における2次元通信WGについて今後クローズ 
  をすることにしたい。 



エネルギーの情報化WG 

2012年度活動報告 

2013年度活動計画 
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エネルギーの情報化WG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（70企業）：旭化成ホームズ アルプス・グリーンデバイス アルプス電気  伊藤忠テクノソリューションズ  岩崎通信機 エディオン  ＮＥＣ  

ＮＸＰセミコンダクターズジャパン NKワークス エヌ・ティ・ティ・データ  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  

音羽電機工業 オムロン 鹿島建設 関西電力 キャプテックス 九州組込みソフトウェアコンソーシアム 九州電力 京都高度技術研究所  

京都リサーチパーク ＫＯＡ コンテック 構造計画研究所  三洋ホームズ シーメンス・ジャパン  シャープ  ステラグリーン 住友電気工業  

積水ハウス ソニー ダイキン工業 大成建設 大和ハウス工業   大道プロミネンス竹中工務店 ディー・エー・シー デンソー 

東洋ソフトウェアエンジニアリング 戸上電機製作所  トランス・ニュー・テクノロジー 長瀬産業 西日本電信電話 ニチコン  日動電工 ニッコー  

日新システムズ 日新電設 日新電機 日東電工 日本ユニシス パナソニック 濱中製作所 PFU 富士通株式会社    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  三井情報 三菱重工業 三菱電機  村田機械     リコー 和晃技研 他3社 
  

特別会員（ 31人＋京都府）：京都府 （財）関西文化学術研究都市推進機構 二宮 清 京都府京都西府税事務所 山田 格 （財）関西文化学術研究都市推進機構 新産業創出交流
センター(大阪大学) 池田 順治 （社）けいはんなイー・パワー 三宅 諭 （独）国立環境研究所 山形 与志樹 （独）国立環境研究所 松井 加奈絵 （独）産業技術総合研究所 知能シ
ステム研究部門 谷川民生 （独）産業技術総合研究所 知能システム研究部門 神徳 徹雄 （独）情報通信研究機構 ユニバーサルコミュニケーション研究所 山崎 達也 大阪
大学 サイバーメディアセンター 間下 以大 大阪大学 サイバーメディアセンター 義久 智樹 関西大学 先端科学技術推進機構 上田 勝彦 京都大学 学術情報メディアセンター 岡部 

寿男 京都大学 学術情報メディアセンター 髙井 勇志 京都大学 学術情報メディアセンター 前田 朋孝 京都大学 産官学連携本部 倉本 泰信 京都大学 産官学連携本部 簗瀬 静 

京都大学 生存圏研究所 篠原 真毅 京都大学 大学院工学研究科 薄 良彦 京都大学 大学院工学研究科 高橋 亮 京都大学 大学院工学研究科 引原 隆士 京都大学 大学院工学
研究科 久門 尚史 京都大学 大学院情報学研究科 加藤 丈和（幹事） 京都大学 大学院情報学研究科 川嶋 宏彰 京都大学 大学院情報学研究科 松山 隆司（主査） 慶應義塾大
学 理工学部情報工学科 山中 直明 神戸大学 大学院工学研究科 塚本 昌彦 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 丹 康雄 立命館大学 理工学部 冨山 宏之 立命館
大学 理工学部 福井 正博 立命館大学 理工リサーチオフィス 産学官連携コーディネーター 松田 文雄 

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） 25.3.18現在 



エネルギーの情報化WG活動報告 

◯3回の会合を開催 
 2012年7月19日 第1回会合 
 2012年10月31日 第2回会合 
 2012年12月26日 第3回会合 
◯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） 
 2012年4月10日 第1回会合 
 2012年6月14日 第2回会合  
◯エネルギーの情報化共同研究講座準備会 

 2012年4月4日 第5回準備会 
 2012年5月10日 第6回準備会 
 2012年6月5日 第7回準備会 
 2012年7月5日 第8回準備会 
 2012年7月19日 第9回準備会 
  2012年8月6日 第10回準備会 
  2012年9月5日 第11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）） 
     新規  JST CRESTプロジェクト『「エネルギーの情報化」に基づく地域ナノグリッドの構築および実証』 (10月1日～） 
   （代表：加藤 丈和（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 
 継続 京都モデルエコ住宅データ収集実証実験 
 スマートオフィス、スマートファクトリデータ収集実証実験 

2012年度の活動 



エネルギーの情報化WG活動計画 
2013年度の活動予定 

• 「エネルギーの情報化共同研究講座」発足（ 4月1日） 追加会員，準会員を募集 

•  WGの会合を定期に開催（３か月１回） 
• ５月ー6月 エネルギーの情報化共同研究講座設立記念シンポジウム開催予定 
• スマートタップユーザグループを定期に開催 
• EoD実証実験をスマートマンションルームで実施 
•京都モデルエコ住宅実証実験、スマートオフィス実証実験、スマートファクトリ実証実験 

• 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 

2012年度 

  ４月                 ７月                              １０月                    １月                     ３月  

       報道発表     協議会総会           △                        △              △                  

                                WG会合                   WG会合            WG会合 

             ・研究・開発計画報告・技術・研究紹介    ・技術・研究紹介           ・技術・研究紹介                     

  エネルギーの情報化共同研究講座準備会合--------------------→ 「エネルギーの情報化共同研究」研究開発推進委員会---------------→ 

                                                                  JST CRESTプロジェクト『「エネルギーの情報化」に基づく 

                                                                                                            地域ナノグリッドの構築および実証』採択------------------------------------------------→ 

2013年度 

４月                           ７月                                      １０月                       １月                         ３月  

                             △                   △                  △                     △ 

                  WG定期会合            WG定期会合          WG定期会合                  WG定期会合 

 京都大学エネルギーの情報化共同研究講座発足------------------------------------------------------------------------------------------------------             

 JST CREST プロジェクト『「エネルギーの情報化」に基づく地域ナノグリッドの構築および実証』 ---------------------------------------------------→                                   



エネルギーの情報化の研究開発 



主査 

伊藤 正也 （（株）けいはんな）  



 H23年度に、京都府立医科大学と共同で、「京都デジタル 
  疏水ネットワーク」を用いて府立医大とＮＩＣＴの２拠点を 
  ネットワーク接続した、共同実験「４Ｋ超高精細映像伝送を 
  用いた遠隔医療（読影診断）カンファレンス」を実施した。 
  この実験の成果報告セミナー「超高精細映像伝送技術の 
  遠隔医療への応用」を、７月に府立医大において開催した。 
  併せて、４Ｋ超高精細映像伝送を用いた遠隔医療に関する 
  デモンストレーションを行った。 
 
 「マルチチャネル映像伝送システム」を技術発展させ、４Ｋ 
  超高精細映像および４Ｋ３D超高精細３次元映像の非圧縮 
  伝送を実現した。そして、性能評価実験を実施した（複数回）。 
 
 この成果を、「けいはんな情報通信フェア」（けいはんな 
  プラザ、１１月）において、JGN-Xけいはんな－東京大手町 
  間折り返しネットワークを用いて、デモンストレーションした。 



○開催日時 ：  ２０１2年 7月 27日（金） １４：００～１７：００ 
○開催場所 ：  京都府立医科大学 基礎医学学舎 第一講義室 
○プログラム： 
 講演１ 「4K超高精細映像とマルチチャネル映像伝送技術（オールソフトウエアコーデック）」 
   NICT ユニバーサルコミュニケーション研究所 企画室 
   専門推進員 荒川 佳樹 
 講演２ 「IT時代における画像診断の現状」 
    京都府立医科大学 医療情報通信学講座 
   助教 西田 香織 
  講演３ 「４Ｋ超高精細映像伝送技術を用いた遠隔放射線診療：初期実験結果」 
   京都府立医科大学 医療情報通信学講座 
   助教 三浦 寛司 
 デモンストレーション 「４K超高精細映像伝送を用いた遠隔画像カンファレンス」 
 講演４ 「光パケット・光パス統合ネットワーク」 
   NICT 光ネットワーク研究所 ネットワークアーキテクチャ研究室 
   室長 原井 洋明 
 ディスカッションと質疑 
○出席者数： ６３名 
○アンケート回収数： ３３名                                   デモンストレーション「４K超高精細映像伝送を 
                                                      用いた遠隔画像カンファレンス」の様子 
○概要 
  （独）情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）と京都府立医科大学は共同で、４Ｋ超高精細映像伝送を用いた放射線診断領域における遠隔 
医療に関する実証実験を実施しました。遠隔画像カンファレンス等を行った結果、４Ｋ映像の遠隔医療分野における有効性が実証 
されました。そこで、当協議会映像コミュニケーションＷＧでは、この実験の報告会として、講演会およびデモンストレーションを 
実施しました。なお、４Ｋ映像とは、現行ハイビジョンの４倍（水平解像度約4,000画素）の解像度を持つ超高精細映像のことです。 
  講演１では、ＮＩＣＴにおける４Ｋ映像技術とその伝送技術に関する研究開発の内容を紹介しました。講演２では、放射線科に 
おける画像診断の歴史と現状を紹介しました。講演３では、今回、ＮＩＣＴと京都府立医科大学が共同で実施した「４Ｋ超高精細映像
伝送を用いた放射線診断領域における遠隔医療に関する実証実験」の概要と実験結果を報告しました。デモンストレーションでは、 
会場に双方向４K映像伝送システムを構築し、遠隔画像カンファレンスの様子を実演しました。講演４では、ＮＩＣＴが取り組んでいる 
新世代ネットワーク技術「光パケット・光パス統合ネットワーク技術」を紹介しました。伝送遅延およびパケットロスを大幅に低減する
オール光ネットワーク技術に関して解説をしました。最後に、ディスカッションと質疑を行いました。来場者の感想として、専門医との
カンファレンスが画像診断において重要で、そのために高精細映像や高速ネットワークの技術がおおいに役立つことが実感できた、
情報通信技術の進展が医療のあり方等にも大きな影響を及ぼしつつあることがわかった、などがありました。 

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会 セミナー 開催結果 



４Ｋ３Ｄ超高精細３次元映像の非圧縮ライブ伝送 
- けいはんな情報通信フェア、2012/11/8-10 - 

４K3DカメラをATRビルに設置し、けいはんなプラザ/けいはんな大通りを撮影 



展示全景（けいはんなプラザ） 

４K液晶ディスプレイと東芝４Kテレビ ４K３D液晶ディスプレイ 

４K3Dカメラの映像を、JGN-X 
１０Gbpsを用いて、けいはんな 
・東京大手町間を折り返し 
非圧縮ライブ伝送 



主査 

伊藤 正也 （（株）けいはんな）  



映像伝送実証実験の推進 

 オープンラボテストベッド、JGN-X、京都デジタル疏水ネット 

ワーク等を活用した、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、 

ビジネスモデル等に関する検討を行う。  



 

Ｈ２４年度 

4月        ７月         １０月         １月          ３月                   

  

H２５年度 年間スケジュール 

テレワーク等 

実証伝送実験 

△ 

実証実験・ 
アプリケーション 

等検討会 
遠隔医療等 

実証伝送実験 

△ 

実証実験・ 
アプリケーション 

等検討会 



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 



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 
遠隔医療 

京都デジタル 
疏水ネットワーク 

けいはんな、 
うめきた、小金井 


