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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
2016(H28)、2017(H29)年度 活動報告・計画

平成29年5月11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
（分科会リーダー：萩田紀博）
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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)

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) 2

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 H28年度



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33名)
部会長 九津見 洋 (パナソニック)

協議会総会 (会員数136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)

IoTネットワーク基盤分科会

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)

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

農業ICT準備WG
主査： 金谷 重彦 (奈良先端大)
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H28年度活動報告
及び

H29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

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)
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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)

H28年度活動報告
H29年度活動計画
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○総務省委託研究: SCOPE 重点領域型研究開発（スマートネットワークロボット）(H27-
H28年度）（〇ATR, ヴイストン）
・店員の客寄せのタイミング、商店街で客対応するロボットの順番決めなどの
社会常識をロボットが事例から学習する技術を提案。

○総務省委託研究:自律型モビリティシステム（自動走行技術、自動制御技術等）の開発・
実証: 課題IV．ロボット等も含めた自律型モビリティシステムの共通プラットフォーム構築
のための技術の確立(H28年度）（〇ATR, パナソニック）
低速の自律モビリティ（電動車いす、人型ロボットなど）の共通プラット
フォームの基礎実験を修了。電動車いすのテストコースを大阪南港ATC 
エージレスセンター内に設置OMG：国際標準RoIS ver. 1.1改訂に着手

〇NEDO次世代人工知能・ロボット中核技術開発プロジェクト「人共存環境で活動する
ロボットのためのHRI行動シミュレーション技術(H27-H28年度） （ATR）

〇戦略的創造研究推進事業（CREST)「共生社会に向けた人間調和型情報技術の
構築」ロボットによる街角の情報環境の構築（ATR）

〇JST ERATO 石黒共生ヒューマンロボットインタラクションプロジェクト
（〇阪大、ATR、京大）

ユビキタスネットワークロボットWG H28年度活動報告



店舗での接客やデジタルサイネージとしてのロボット

ロボットが見よう見まねでタスクを学習・実行

社会常識クラウド

接客
適切な場所で店舗に

人を呼び込む

呼び込み

常識的な場所で
人々に広告

広告・宣伝 店員の動作の
見よう見まねで接客

ロボットも常識をわきまえないと
店員も顧客も受け入れない

ロボットの専門家以外が
プログラミングできない

従来の問題

社会常識の利用で
最初から賢く振る舞う

店舗内外の人々の行動を計測・蓄積

社会常識の獲得

サービス業は人手不足のため、ロボットによる接客、広告・宣伝（ロボットサイネージ）への事業化が期待されています。
しかし、現在のコミュニケーションロボットは来客の動線を妨げてしまうなど、人間であればすぐに気づく社会的な常識
（社会的知能）が欠如しています。そこで、社会的知能に関する人工知能技術（社会常識クラウド、見よう見まね技術）を
開発し、実際の店舗などで実証実験を行い、接客ロボットやロボットサイネージの成果展開を目指します。

平成２７年度戦略的情報通信研究開発推進事業（ＳＣＯＰＥ） 重点領域型研究開発（スマートネットワークロボット）

読売新聞、平成28年8月20日掲載



課題IV：ロボット等も含めた自律型モビリティシステムの
共通プラットフォーム構築のための技術の確立

情報通信技術の研究開発に係る提案の公募 自律型モビリティシステム（自動走行技術、自動制御技術等）の開発・実証

(イ) ELSIに配慮した防犯カメラの
２次利用技術（パナソニック）

(ア) 低速モビリティと人が共存する
共通プラットフォーム（ATR）

防犯・見守りカメラ

自律型モビリティ
（運搬ロボット）

自律型モビリティ
（電動車いす） 自律型モビリティ

（案内ロボット）

低速（時速6km以下）の自律型モビリティ（電動車いす、人型ロボット、運搬ロボット）が、人と共存して、
高信頼・高精度に自動走行できるようになるために以下の3種類の技術を確立します。

１．人と共存する自律型モビリティシステムの共通プラットフォーム
２．ELSI※に配慮した防犯カメラの2次利用技術
３．共通PFの実証実験、他課題との相互接続性検証、国際標準化推進

※ ELSI： Ethical, Legal and Social Issues（倫理的、法的、社会的課題）

低速のモビリティと人が安全・安心に
伴走して会話しやすくなる

低速のモビリティ同士が
安全に並走できる
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○総務省委託研究: 膨大な数の自律型モビリティシステムを支える多様な状況に応じた
周波数有効利用技術の研究開発(H29-H30年度）
課題ア 分散型のデータ処理等による高効率な通信処理技術 」
(〇NTT, NTT-AT, ATR, パナソニック）

〇NEDO次世代人工知能・ロボット中核技術開発プロジェクト「人共存環境で活動する

ロボットのためのHRI行動シミュレーション技術」(ATR)
〇JST ERATO 石黒共生ヒューマンロボットインタラクションプロジェクト
（〇阪大、ATR、京大）

ユビキタスネットワークロボットWG H29年度活動計画



UNR-WG：H29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
電波利用

自律モビリティ
等

(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

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）
12



 長年に渡ってNICTが研究開発してきた「オールソフトウエアコーデック」
の性能等をさらに改善向上し、実用性を高めた。

 このプラットホームとなるPCも改修・アップグレードした。
・CentOSのバージョンを５．９から７．２にアップグレード
・ビデオカードのソフトウエア/ファームウエアを最新化

H28年度の活動報告

非圧縮（７Gbps）/低遅延（３００ｍｓ）

10Gbps
けいはんな-大手町往復

マルチチャネル映像
非圧縮伝送システム

(ソフトウエアコーデック)

マルチチャネル映像
非圧縮伝送システム

(ソフトウエアコーデック)

オールソフトウェアコーデック
13



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）
14



オールソフトウエアコーデック圧縮伝送バージョンの完成
これまでに研究開発してきた「超圧縮伝送技術」（幾何符号化技術）を
オールソフトウエアコーデックに実装し圧縮伝送バージョン完成する。

オールソフトウエアコーデックのノートPCでの動作を実現
このオールソフトウエアコーデック圧縮伝送バージョンをノートPCに移植
し、ノートPCで４K映像伝送を実現する。

４K映像のノートPC伝送実験/アプリケーションの検討
・オールソフトウエアコーデック（圧縮伝送・ノートPCバージョン）の評価・実証
４K映像伝送実験を行う。

・４K映像ノートPC伝送における映像アプリケーション等に関する検討を行う
（テレワーク、遠隔医療等）。

H29年度の活動計画

映像のデータ量は大きい。大容量回線がどこでも使える訳ではないため、
映像データの圧縮技術は依然として大きな課題である。これまでの圧縮
技術とはまったく異なる新しい原理（幾何原理）を用いた圧縮方式の開発
を進めている。

15
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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

H28年度活動報告
H29年度活動計画



気象レーダーWG H28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) 
・副主査 牛尾知雄 (首都大学東京)

・12月22日に専門家によるセ

ミナーを開催(写真右)。

・ウェブサイトによる情報発信

(イベント情報や観測デー

タ画像のダウンロード)を

継続。

H28年度の活動
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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、情報発信

18

２０１７（Ｈ２９)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 H29年度活動計画



ユニバーサルコミュニケーション分科会
グローバルコミュニケーションWG
主査：南 泰浩 (電気通信大)

H28年度活動報告
H29年度活動計画
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グローバルコミュニケーションWG（GC-WG） 運営体制

20

• GC-WG （2年弱の準備WG活動を経て、2016年6月以降本WGとして活動）

目的：総務省が提唱する「グローバルコミュニケーション計画」において、NICTの
「多言語音声翻訳技術」を活用して、関西における実証実験をめざして、

関西での観光分野をはじめとする多言語音声翻訳社会実装モデルを

ハード・ソフト両面から研究・提案する。

メンバー：22者（民間12者、自治体・有識者等10者）

• 主査：国立大学法人 電気通信大学 南 泰浩 教授

副主査によるサポート体制

エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 下村課長、大嶋課長

（公財）関西文化学術研究都市推進機構 副枝部長

• WG傘下のTGが実質的な活動母体

情報提供TG （リーダー：福井街角放送 鳴尾社長）

実用化促進TG （リーダー：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） 下村課長）

社会実証（総務省の利活用実証実施団体への応募）を含む

• GCP協議会（＊）への参画とけいはんなオープンラボ協議会GC-WGへのフィードバック

（＊）グローバルコミュニケーション開発推進協議会：オールジャパン体制

実用化促進部会 ：2016/11/30 第4回実用化促進部会

研究開発部会 ：2016/11/15 第4回研究開発部会

合同部会 ：2017/3/10 第3回合同部会

総会 ：2016/7/13 第3回総会



グローバルコミュニケーションWG（GC-WG） － 主な活動
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情報提供TG （リーダー ：福井街角放送株式会社）
• 2017年2月 総務省 戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）への応募

研究代表者 ：鳴尾 健 （福井街角放送株式会社）
参画研究機関名 ：国立大学法人 電気通信大学
研究開発期間 ：平成29年度～平成31年度
プログラム名 ：地域ICT振興型研究開発
テーマ名 ：音声言語技術を用いたコミュニティ放送システムの研究開発

及び実証
採択時期 ：2017年5月頃

図 本研究開発の新しいラジオ放送システムイメージ

本研究開発では、図に示すように新しいラジオ放
送システムの構築を目標とするものである。
本システムの特徴は、音声言語技術を用いた放

送システムの構築と統計翻訳技術を用いた多言語
情報配信を実現する点にある。
コミュニティ放送事業者（アナウンサーやラジオＤＪ

）が発した音声を認識しテキスト化することで放送原
稿を作成、作成した放送原稿をリスナーの条件（子
ども、高齢者等）に合わせ表現を変え配信、外国人
に対しては統計翻訳技術を用いて多言語に翻訳し
配信することで、まるでコミュニティ放送局のバック
ヤードに数十名の人材が介していると錯覚するよう
なコミュニティ放送を自動化したシステムの研究開
発を目標に掲げる。



グローバルコミュニケーションWG（GC-WG） － 主な活動
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実用化促進TG （リーダー ：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社）
• 2017年3月 総務省 多言語音声翻訳システムの利活用実証に係る実施団体の応募

提案代表者 ：株式会社 鳴尾ウォーターワールド 井口 智昭
西宮市 産業文化局 産業文化統括室都市ブランド発信課

テーマ名 ：地域活性化に特化したコミュニケーションツールの社会実証実験
採択結果 ：2017年4月18日不採択

なお、平成28年度（2016年度）利活用実証として下記プロジェクトが採択され実施。
提案代表者 ：京都市
参画機関名 ：嵯峨嵐山おもてなしビジョン推進協議会

株式会社 京都銀行
京福電気鉄道 株式会社

テーマ名 ：京都・嵯峨嵐山地域におけるグローバルコミュニケーションの実現に向けて
～おもてなし力の向上と消費意欲を商店街へ～

外国人が、初めて訪れる不慣れな地での活動に必要な情報を得るにあたっ
ては、多くの困難をともなう。例えば、空港についてから、ホテルへの交通手
段を考えたとき、バス、タクシー、地下鉄等のどれが最適なのか、それぞれど
こに行けば乗れるのか、料金は、支払い方法は、ダイヤは、遅滞状況は・・・、
と必要な情報は多いが、言葉も文化・習慣も異なる地で、これらの情報をスム
ースに取得できることはまれである。
特に、日本語という非メジャー言語ゆえの、現地でのそうした情報格差への

不安が、外国人に来日を敬遠するような意識を抱かせ、ひいては、わが国の
観光振興の足かせになっているのではないかという懸念がある。
本研究開発では、訪日外国人が活動に必要な交通関連情報へのアクセス

手段を、ICT、具体的には、多言語音声翻訳技術、位置情報取得・応用技術

の活用により提供するためのプラットフォームの開発、実証を行う。
また、パラリンピック開催を契機に、外国人だけでなく、障碍者や子供、老人

への情報格差解消を目指していくことも念頭におき、あらゆる層の人にやさし
い、ユーザーエクスペリエンスの設計・実装を併せて実施する。

図 コミュニケーションプラットフォームイメージ
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• 2017年3月 総務省 多言語音声翻訳システムの利活用実証に係る実施団体の応募

提案代表者：西日本旅客鉄道株式会社 青木 豊太

参画機関名：大阪観光局、大阪府、大阪市、大阪市交通局

テーマ名 ：大阪市内の鉄道駅を中心としたスポットにおける

グローバルコミュニケーションの実現

採択結果 ：2017年4月18日採択

平成28年（2016年）の訪日外国人旅行者数は過去最高の2,404万人（対前年21.8％増）、そのうち関
西2府4県についても32.4％増の1,046万人となった。2017年2月15日にJNTOが発表した統計によると
平成29年（2017年）1月に日本を訪れた外国人数は、1月として過去最高の229万（対前年24％増）で
あり、さらなる増加傾向が続くと見込まれている。
関西国際空港から入国した外国人旅行者は、鉄道やバスを利用して大阪都市部へ向かう（鉄道の

分担率は78%）が、JR西日本の駅においては、外国人スタッフを配置している駅は一部であり、外国
人旅行者に対する多言語対応が十分とはいえない。
また、ホテルや駅構内の飲食・物販店舗においても外国人旅行者の利用が増える中、受入側として

円滑なコミュニケーションが課題となっている。総務省・観光庁の「訪日外国人旅行者の国内における
受入環境整備に関するアンケート」（平成29年2月2日発表）でも「旅行中困ったこと」としては、「施設
等のスタッフとのコミュニケーションがとれない」が32.9%と最も多くなっている。
そのため、外国人旅行者が多く訪れている、JR大阪環状線の主要駅、ユニバーサルシティ駅、関西

空港駅、新大阪駅、大阪市交通局主要駅、駅構内店舗、ホテルのフロント等において、外国人旅行
者との円滑なコミュニケーションを実現する効果的なツールとして、多言語音声翻訳システムを活用し
たい。
また、将来的には、本実証実験の効果等を広く展開し、大阪全体のグローバルコミュニケーションを

実現していきたい。
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実用化促進TG （リーダー ：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社）

• 2017年3月 国立研究開発法人科学技術振興機構（JST） 未来社会創造事業（※）

テーマ提案への応募

（※）未来社会創造事業テーマ提案は、企業・団体・大学・一般の方などからの新たな 価値の

提案を募り、JSTが「重点公募テーマ」を策定、重点公募テーマ毎に研究 開発プロジェクトを

公募することで、真の社会ニーズを顕著化し、研究開発を実施 しない企業や一般の方の

提案も受けて、広い範囲の社会や産業のニーズを汲み取る、これまでにない取り組み。

研究提案募集時期：2017年5月下旬頃

① 提案者 ：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社

テーマ名 ：地域活性化コミュニケーションプラットフォームの研究開発

② 提案者 ：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社

テーマ名 ：「記録」から「記憶」へ進化するプラットフォームの研究開発
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