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ユニバーサルコミュニケーション分科会(H26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：宮下敬宏（ＡＴＲ)

・映像コミュニケーションWG 主査：山田順一（NTT-ATアイピーエス）
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理事会 (理事長、副理事長、理事18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36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168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)

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)

フォトニック準備WG
主査：宮本 裕 (NTT)

映像コミュニケーションWG
主査：山田 順一 (NTT-ATアイピーエス)

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26年5月8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：宮下 敬宏(ATR)

気象レーダーWG
主査： (調整中)



ユニバーサルコミュニケーション分科会(H27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：宮下敬宏（ＡＴＲ)

・映像コミュニケーションWG 主査：山田順一（NTT-ATアイピーエス）

・気象レーダーWG 主査：中北英一（京大)
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理事会 (理事長、副理事長、理事17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36名)
部会長 岡村 和男 (パナソニック)

協議会総会 (会員数139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)

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)

フォトニック準備WG
主査：宮本 裕 (NTT)

映像コミュニケーションWG
主査：山田 順一 (NTT-ATアイピーエス)

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27年4月30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：宮下 敬宏(ATR)

気象レーダーWG
主査：中北 英一 (京大)

グローバルコミュニケーション準備WG
主査：副枝 裕司 (推進機構)



H26年度活動報告
及び

H27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：宮下 敬宏(ＡＴＲ)

H26年度活動報告
H27年度活動計画
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○総務省委託研究及びSCOPEの実証実験（ATR）
【ネットワーク型BMI】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

【保育支援技術】 保育環境下における個人同定，グループ認識、
複数のロボットで子どもたちの注意制御を行う予備実験。WEB
アンケートを通じて保育支援技術の社会的受容性を検証。

【見守り支援ロボットシステム】 転倒早期発見に関して介護現
場で必要な技術調査、転倒認識技術及び転倒早期発見システム
を開発。

【音環境知能技術】 複数のマイクロホンアレイとLRFの連携によっ
て、いつ、どこで、誰が発話したのかを観測・記録可能な音環境
知能の基盤技術を確立。

○積極的な情報発信を実施
国内論文３件, 海外論文4件(IEEE, Elsevier)、
研究発表１５件（国内７件、海外８件）、講演１０件等

ユビキタスネットワークロボットWG H26年度活動報告
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保育行動理解に基づく保育支援技術の研究開発＠ATR

【目 的】 保育者の業務負担軽減を図るICT確立

【概 要】 環境センサを用いて保育状況の認識・記録自動化，ロボットが子どもたち
の注意を

引き付けて遊び，保育士の業務負担軽減を行う．インテリジェント・キッズルーム
を改良し

各種認識アルゴリズム構築や動画視聴の自発的な終了を促すシステムを開発。

【社会的意義】 保育記録業務および保育業務を支援して保育者の負担軽減。

子育てしやすい社会の実現を目指す。

インテリジェント・キッズルーム内に設置したセンサシステム
および天井に設置したマイクロホンアレイ

動画視聴の自発的な終了を促す
システムのイメージ

A
B

C

A
B

C
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被介護者のための見守り支援ロボットシステムの研究開発@ATR

【目 的】 技術調査とシステム開発

【概 要】 介護施設でインタビューし、転倒早期発見の必要性ある場所がベット周り以外に
も発見が必要な場所を調査。次に、現場の意見に基づいた転倒早期発見システムを三次
元測距センサを用いて構築。
高齢者の身体の位置推定技術において誤差20cm未満の精度を達成し、転倒の検出率が
90%以上、転倒してないのに転倒と認識する誤認識率が10%以下を達成。
高齢者28名による印象評価実験を行った結果、既存の離床センサによる転倒検出システ
ムよりも本システムを有意に使用したいと答えた。
【社会的意義】 高齢者の見守りシステム
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複数のマイクロホンアレイの連携による音環境知能技術の研究開
発@ATR

【目 的】
• 施設内環境の音源空間的特性を見える化する基礎技術を開発
【概 要】

• 複数の固定・移動型マイクロホンアレイ及びレーザ距離センサ群を用いて，
環境内の音源の空間的特性を見える化。動的３Ｄ音環境地図を生成。

• 複数のマイクロホンアレイと人位置情報による４人程度の対話で、発話区間
検出率90%以上の目標を達成
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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

(ATR, NAIST）
○実証実験

1.保育支援技術の研究開発に加えて、保育行動に関するビッグデータ（保
育

コーパス）の構築と分析

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を用いたサービス実証検討

3. 車椅子ロボットの自動運転快適性の基礎研究（ATR、NAIST）

○標準化活動、R&D&I推進
・i-RooBO Network Forum(ネットワークロボットフォーラムとRooBOが合併して

2014年７月に設立）と連携して、国際標準化、プロデュース機能、ファンディン
グ機能などを強化

○積極的なグローバルイノベーションの推進
・国内外の論文投稿、学会活動の推進
・大阪イノベーションハブ(OIH)を活用したグローバル展開推進

ユビキタスネットワークロボットWG H27年度活動計画
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UNR-WG：H2７年度の予定
Q1 Q2 Q3 Q4 H２８

UNR-PF
による実用化

保育支援
技術 保育行動ビッグデータ解析実験

グローバル
イノベーション

活動

追加開発、普及活動

基礎実験、基盤実験
移動支援機器
快適性研究

OIHの各種イベント企画・実行・ビジネス化促進
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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

H26年度活動報告
H27年度活動計画

主査

山田 順一 （NTT-ATアイピーエス）
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主査

山田 順一 （NTT-ATアイピーエス）
リーダー

田原 照平 （NTT-ATアイピーエス）



 映像コミュニケーションWGのメンバーである（株）計測技術研究所
は、２０１４年夏に、4K3D液晶ディスプレイの実用化に成功した
（商品レベル）。

 映像コミュニケーションWGは、けいはんな情報通信フェア２０１４
（１１月６，７，８日、けいはんなプラザ）において、この「4K3D液晶
ディスプレイ」に、「４K3Dコンテンツ」（NICT制作）を上映し展示
デモをした。

 ２０１５年２月２７日（金）に、大阪マーチャンダイズ・マート（OMM
ビル２F）にて開催された展示会「ケーブルテレビテクノフェア
２０１５」において、映像コミュニケーションWGは、「４Ｋ３Ｄ –
超高精細３次元映像システム」を特別展示した（招待展示）。

H26年度の活動概要



● 株式会社計測技術研究所は、２０１４年夏に、4K3D液晶ディスプレイの実用化
に成功した（商品レベル）。

● けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会 映像コミュニケーションWG
（計測技研、NICTもメンバー）は、けいはんな情報通信フェア２０１４（１１月６，７
，８日、けいはんな プラザ）において、この「4K3D液晶ディスプレイ」に、「４K3D
コンテンツ」（NICT制作）を上映し展示デモをした。

4K3D超高精細３次元映像
- 計測技研が4K3Dディスプレイの実用化に成功 -

計測技研が実用化に成功した
4K3D液晶ディスプレイ

「4K3D液晶ディスプレイ」と「４K3Dコン
テンツ」の展示デモの様子



ケーブルテレビテクノフェア２０１５出展報告

 ２０１５年２月２７日（金）に、大阪マーチャンダイズ
・マート（OMMビル２F）にて、以下の展示会が開催
された。

人をつなぐ 未来を創る ケーブルテレビ新技術！！
「ケーブルテレビテクノフェア２０１５」
（主催） 日本ケーブルテレビ連盟近畿支部 技術部会
「ケーブルテレビテクノフェア2015」開催実行委員会

 けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会 映像コミュニ
ケーションWGは以下の特別展示を行った。

（展示タイトル）４Ｋ３Ｄ - 超高精細３次元映像システムの特別展示

（展示概要）４Ｋ３Ｄディスプレイ、４Ｋ３Ｄコンテンツをデモンス
トレーションした。先進の４Ｋ３Ｄ超高精細３次元映像技術を特別
展示した。

2015/4/24 荒川 佳樹



展示全景 展示パネル

展示風景



主査

山田 順一 （NTT-ATアイピーエス）
リーダー

田原 照平 （NTT-ATアイピーエス）



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。



Ｈ２７年度

4月 ７月 １０月 １月 ３月

H２７年度 年間スケジュール（案）

実証伝送実験

△
実証実験・

アプリケーション
等検討会

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

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



ユニバーサルコミュニケーション分科会
気象レーダーWG

主査： 中北英一 京大教授

H27年度活動計画
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気象レーダーWG活動計画

フェーズドアレイレーダーが大阪大学、東芝、NICTの共同により世界で初めて開発され、2012年に吹田に、
2013年に神戸に設置された。このレーダーは近畿中央部における降雨域を3次元構造として、高い時間分解能
でとらえることができる。今後の全国展開が期待される中、このデータの利活用、普及、また、啓発活動を通じ、
近畿圏におけるゲリラ豪雨、竜巻、突風などの気象災害の軽減に貢献することを目指す。

背景と目的

活動体制

・主査 中北英一 京大教授
・副主査 牛尾知雄 阪大准教授
・メンバーは現在4者

フェーズドアレイレーダーの観測範囲
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○2015年度の活動

H２６年度は企画・広報分科会のもと、

準備WGとして準備と調査をおこなって

きた。3/24には、グランフロント大阪で

セミナーを実施した。

本年度よりユニバーサルコミュニケー

ション分科会所属のWGとし、以下の活

動を予定。

2015(H27)年度 気象レーダーWG活動計画
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Ｈ２７年度

4月 ７月 １０月 １月 ３月

△

専門家に
よる講演会

メンバー募集、会員間の連携促進、交流、情報交換

△

データの見方や
解析の勉強会
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