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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)



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35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5月11日現在

新世代ネットワーク分科会

幹事： 三輪 賢一郎 (NICT)

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)
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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：占部俊則（NTT-ATアイピーエス）

・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WG 主査：南泰浩（電通大)



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35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)

映像コミュニケーションWG
主査： 占部 俊則 (NTT-ATアイピーエス)

平成28年度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

幹事： 三輪 賢一郎 (NICT)

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WG
主査： 南 泰浩 (電通大) 5
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H27年度活動報告
及び

H28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)

H27年度活動報告
H28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）
重点領域型研究開発スマートネットワークロボット）

「人通りが多い日常環境でサービスする接客ロボットやロボットサイネージの
ための社会的知能の研究開発(H27-H28年度）」

H27年11月から研究スタート

ユビキタスネットワークロボットWG H27年度活動報告

＋

クラウドロボットPF
UNR-PFベースにRoIS改訂に着手

スタティックNW ダイナミックNW

小型サイネージ
ロボット

人型サイネージ
ロボット

○主な成果
・ロボットサイネージのための

プラットフォームの仕様確定
・社会常識の要因分析（混雑、邪魔

になる場所など）
・国際標準RoIS ver. 1.1改訂に着手
・H28実証実験場所の選定検討

〇 i-RooBO Network Forum(会長：徳田慶大教授）
一般社団法人化達成(2015.12.3)



i-RooBO Network Forum
一般社団法人化について

iRooBOは、
「技術」「人材」「情報」が集まる
ロボット開発のシンクタンク。

★2015年12月3日に一般社団法人化★

【設立の背景および目的】
2020年の東京オリンピックを控え、政府においては「ロボット革命」の実現に向けて、世界一のロボッ
ト利活用社会や、ITと融合したロボット（IoT）で世界をリードすることなどを目標に1000億円規模の
ロボットプロジェクトの推進をめざしているなど、今まさにロボット産業が盛り上がっている。
また、現在、商業や観光等のサービス産業分野や介護福祉分野等においても、人手不足などの課題解

決策として、ロボット・ロボットテクノロジーの導入に期待が高まっており、実際にiRooBOにもサービ
ス提供企業からの開発相談が多く寄せられている。
しかしながらその一方で、ユーザーと開発者との接点が少なかったり、技術の標準化、導入にあたっ

ての規制緩和等の課題、また、開発人材、特にシステムインテグレーターの不足などの課題がある。
i-RooBO Network Forumは、2014年7月1日に、ロボット分野の研究開発支援と共同受注支援の機能

に加えて、同分野で不足しているコンセプトメイク（技術・製品プロデュース機能）と資金調達（新規
事業立ち上げ機能）を支援する機能によって、最先端ロボット技術による人々のQOL向上に資するイノ
ベーションを促進することをめざして設立した。

iRooBOは、「ロボットのいる日常」の実現をめざし、ロボット・ロボットテクノロジーを活用した製
品・サービスの市場化へ向けて更に活発に活動するため、これまでの機能に実証支援機能などを加えて
会員サービスをより充実させ、企業および行政機関との連携を強化しながら自立運営することを目的に、
一般社団法人を設立する。



理事会

運営体制図

【会長（代表理事）】
徳田 英幸 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 委員長

兼 環境情報学部 教授

事務局
【局長】松出 晶子

公益財団法人大阪市都市型産業振興センター

【理事】
宮下 敬宏 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 知能ロボティクス研究所

ネットワークロボット研究室 室長
瀬川 寿幸 公益財団法人大阪市都市型産業振興センター イノベーション推進部

部長

【副会長】
萩田 紀博 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 知能ロボティクス研究所 所長
大和 信夫 ヴイストン株式会社 代表取締役

総 会

監事
土井 美和子 独立行政法人情報通信機構 監事
竹嶋 正明 公益財団法人大阪市都市型産業振興センター



活動内容
＜開発・事業化推進事業＞
•ロボット・情報通信分野における技術・製品・サービス開発の推進
•ロボット・情報通信分野における事業化の推進

＜普及促進事業＞
•ロボット・情報通信分野における標準化の促進
•ロボット・情報通信分野における商品化及び利用普及の促進

＜人材育成事業＞
•ロボット・情報通信分野における人材育成、国際交流の推進

＜情報発信・販路開拓事業＞
•セミナー、展示会、シンポジウム等の開催を通じた情報発信の推進

＜その他＞
•その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

※一般社団法人i-RooBO Network Forum定款より抜粋



実施例〜情報発信・販路開拓事業
＜展示会への共同出展＞
展示会に共同出展を行い、事務局にて効果的・効率的な出展をサポート。
大きくブースを構え、プレゼンテーションステージなども設けることで、
プロモーション効果も高めることが可能。
「2015 国際ロボット展」
会期：2015年12月2日〜5日
場所：東京ビッグサイト
共同出展企業（全12社）
・海内株式会社
・ヴイストン株式会社
・株式会社NTTデータ
・株式会社タスカケル
・ピップ＆ウィズ株式会社
・双葉電子工業株式会社
・村北ロボテクス株式会社
--※以下、地域イノベーション事業にて共同出展---

・株式会社エムビジュアル
・株式会社幸和製作所
・スマイル・プラス株式会社
・ルネサスエレクトロニクス株式会社
・六甲産業株式会社



UNR-WG：H28年度の予定
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Q1 Q2 Q3 Q4 H２９

国際標準化
活動

大阪南港ATCなど複数箇所での実証実験

OMG/ISOへの出席

一般社団
法人

i-RooBO
Network
Forum

総務省
SCOPE
-SNR

(1)開発・事業化推進事業 (2)普及促進事業
(3)人材育成事業 (4)情報発信・販路開拓事業
の推進

実証実験
△ATC △ATC △ATC



主査

山田 順一 （NTT-ATアイピーエス）
副主査

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（3DBiz
研究会）は、4K3D立体映像の実写と3DCGの合成、そしてドローンによる
世界初の4K3D/60p撮影「行田市のギネス世界記録となった田んぼアート」
を4K3D/60pで行い、高精細映像技術と3Dコンテンツの持つ可能性を追求

し実証した（２０１５夏）。

 「ビジュアルメディアEXPO2015」（ 2015年12月2日、パシフィコ横浜）にて、
この4K3D映像コンテンツを公開上映した。

H27年度の活動報告

計測技術研究所が開発
製作した4K3D/60pカメラ



主査

占部 俊則 （NTT-ATアイピーエス）
副主査

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。

・国際映像伝送実証実験を実施する。

（検討例）
日欧共同FESTIVAL「新世代ネットワークの実現に向けた欧州との連携に

よる共同研究開発および実証実験」
ＮＩＣＴより委託を受けた大阪大学を代表研究者とするプロジェクトチームと、
欧州委員会より委託を受けた 欧州３カ国（フランス・スペイン・イタリア）の
研究機関による国際共同プロジェクトで、将来のスマートシティ構想の実現
につながる研究です。大阪ナレッジキャピタルとフランスリヨン市等をネット
ワーク接続した実証通信実験を計画しています。

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。

H28年度の活動計画
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ユニバーサルコミュニケーション分科会
気象レーダーWG

主査： 中北英一 京大教授

H27年度活動報告
H28年度活動計画



気象レーダーWG H27年度活動報告

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5者

準備WGからWGに移行し、ユニバーサル

コミュニケーション分科会所属として活動。

・12月24日に専門家によるセミナーを開催(写真右)。

・ウェブサイトを開設

・会員間の連携促進、情報交換のため、ミーティングを実施。

2015年度の活動

19



2016(H28)年度、以下の活動をおこなう。

・専門家による講演会

・データの見方や解析の勉強会

・会員間の連携促進、交流、情報交換、 コミュニティビルディング

・ウェブサイトによる広報

20

２０１６（Ｈ２８)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

気象レーダーWG H28年度活動計画
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