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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33名)
部会長 九津見 洋 (パナソニック)

協議会総会 (会員数132者)
理事長 松下 正幸 (パナソニック 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
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H29年度活動報告
及び

H30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

目目目目 標標標標

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の構成分科会の構成分科会の構成

分科会リーダー分科会リーダー分科会リーダー分科会リーダー：：：： 萩田紀博萩田紀博萩田紀博萩田紀博 （ＡＴＲ)

ＷＧＷＧＷＧＷＧ
・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)

H29年度活動報告
H30年度活動計画
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○総務省委託研究:電波利用料：「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）
(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」(H27-H29年度） （ATR）

〇戦略的創造研究推進事業（CREST) 共生インタラクション：
「街角環境で共生するロボットのインタラクション基盤技術 」(H29-H34)
 （○京大、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
      (H26-H31年度） （〇阪大、ATR、京大）

ユビキタスネットワークロボットWG H29年度活動報告
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2017（H29)年6月8日
読売新聞（夕刊）

ロボットが⾒よう⾒まねで仕事を覚える技術

社会常識要因の認知モデルを考慮して、店員がロボットにやって欲しいことを
⾒よう⾒まねでロボットに教⽰できる⼿法を提案。有効性を実証実験で検証。

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）成果

⼈位置計測システム
（天井 or ロボット）

（店員）いらっしゃいませ

⼊⼒
（発話を⾳声認識）

（ロボット）いらっしゃいませ

発話内容と
位置・タイミング

⼊⼒
（店員・お客さんの位置）
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NEDO 「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」

・実環境データに基づいて、ショッピングモールの人々の移動行動や、HRI行動を数理的・
確率的にモデル化して、HRIシミュレータを実現

・人共存環境で発生する状況を繰り返し再現しながらロボットサービスをシミュレートできる
ので、迅速に実環境へ導入可能に

シミュレータで開発したロボットサービスを実環境に迅速に導入
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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

総務省委託研究:電波利用料：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

(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。

1. 低速移動体単体の近傍状況認識技術確立

2. 電波環境情報構造化技術の基本処理を確立

3. 低速用高度地図DBプロトタイプの構築

※ 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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ユビキタスネットワークロボットWG H30年度活動計画

○総務省委託研究:電波利用料：「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）
(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」(H27-H29年度） （ATR）

〇戦略的創造研究推進事業（CREST) 共生インタラクション：
「街角環境で共生するロボットのインタラクション基盤技術 」(H29-H34)
 （○京大、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
      (H26-H31年度） （〇阪大、ATR、京大）



UNR-WG：H30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, YRP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
NEDO, 

CREST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



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

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）

H29年度活動報告
H30年度活動計画
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NICTと共同で下記に取り組んだ。

 NICTと日本ビクターが研究開発に成功した4Kカメラ世界１号機を
用いて撮影した４Kコンテンツ「きわみ匠がつづる京景色」（2006年
NICT制作、京都ロケ）をデジタルリマスター（デジタル改修）した
（30フレーム/秒 → 60フレーム/秒）。

 このリマスターコンテンツをNICTオープンハウス（2017/11/9-10、
小金井本部）にて、4K77インチ有機ELテレビ（パナソニック）と
4K非圧縮レコーダ（計測技術研究所）を用いて展示上映した。

 NICTが研究開発してきた「オールソフトウエアコーデック」（圧縮/
非圧縮超高精細映像伝送）の性能・機能等をさらに改善向上し、
実用性を高めた。

H29年度の活動報告
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４Kコンテンツ「きわみ匠がつづる京景色」 の展示上映
- NICTオープンハウス （2017/11/9-10、小金井本部） -

4444KKKK77777777インチインチインチインチ
有機有機有機有機ELELELELテレビテレビテレビテレビ
（（（（パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック））））

4K4K4K4K非圧縮レコーダ非圧縮レコーダ非圧縮レコーダ非圧縮レコーダ
（計測技術研究所）（計測技術研究所）（計測技術研究所）（計測技術研究所）
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 超高精細映像伝送（4K/8K）のアプリケーション開発
これまで検討実証してきた遠隔医療、手話コミュニケーション、
遠隔医療等の超高精細映像伝送アプリケーションをさらに
検討し掘り下げる。

 超高精細映像伝送アプリケーションの実証通信実験
上記の超高精細映像伝送アプリケーションに関する実証通信
実験を実施する。特に、東京（小金井、大手町）と関西（けいは
んな、グランフロント大阪）をJGNで常時的に回線接続をして
実施する。

 オールソフトウエアコーデックの実用化
上記の超高精細映像伝送アプリケーション実証通信実験の
ベースとなるオールソフトウエアコーデックの性能・機能・
完成度をさらに向上し実用化を目指す。

H30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) 
副主査: 牛尾知雄 (首都大学東京)

H29年度活動報告
H30年度活動計画



気象レーダーWG        H29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。

背景背景背景背景とととと目的目的目的目的

活動体制活動体制活動体制活動体制

・主査 中北英一 (京大) 
・副主査 牛尾知雄 (首都大学東京)

・H30年2月9日にパシフィコ横浜アネックスホールにおいて、災害・危機管理ICTシンポジ

ウム2018を共催。「災害時の情報流通とプライバシー保護」をテーマとし、当WGが関連

する風水害だけでなく、広く災害時に必要となる危機管理対応について、講演や議論が

なされた。自治体や官庁の防災担当者、大学関係者、防災機器製造事業者など約110

名の出席があった。

・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。

H29年度の活動年度の活動年度の活動年度の活動
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○東京オリンピック・パラリンピックに向け、東京圏にもフェーズドアレイレーダーが整
備されつつあり、東京で専門家による講演会、あるいは、シンポジウムを、次世代
安心・安全ICTフォーラムと共同で開催する。

○加えて、以下の活動をおこなう。

・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

２０１８２０１８２０１８２０１８（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ３０３０３０３０))))年度年度年度年度

4444月月月月 ７７７７月月月月     １０１０１０１０月月月月 １１１１月月月月     ３３３３月月月月                                                                            

△

講演会
シンポジウム

メンバー募集、会員間の連携促進、交流、情報交換

△

セミナー
勉強会

気象レーダーWG H30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)

H29年度活動報告
H30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：21者（民間12者、自治体・有識者等9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）

• 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 ：2017/11/24 第6回実用化促進部会

研究開発部会 ：2017/11/7 第6回研究開発部会

合同部会 ：2018/2/7 第4回合同部会

 総会 ：2017/7/13 第4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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実用化促進実用化促進実用化促進実用化促進TG （リーダー（リーダー（リーダー（リーダー ：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社）：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社）：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社）：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） 未来社会創造事業の提案

提案代表者 ：国立大学法人 電気通信大学 南 泰浩
テーマ名 ：ひとりひとりに届く危機対応ナビゲーターの構築
採択結果 ：2017年10月31日不採択

本研究開発は，ハザードへの対応（主に初期対応）を科学技術により高度
に支援するための「危機対応ナビゲーター」の構築を目指す.本システムの特
徴は,電源断等の非常事態での情報共有手段の確保し，情報通信研究機構
(NICT)で開発され京都大学で運営されている言語グリッドを中核とした情報
配信システムの開発や多言語音声翻訳放送受信機の開発等，ユーザーに情
報を伝達するための様々な創意工夫を取り入れることにより，ユーザー目線
の真に使いやすいサービスを実現する点にある．

図 PoCイメージ

災害は場所と時間を選ばない．この状況では，情報伝達の担い手としては，
人々が重要な役割を演じる．例えば観光地では様々な言語の話者がいて，
非常事態においては，それらの人々が被災者であると同時に情報の発信者
となる．個々の人が情報の発信者になれば，現場の被災状況の把握，支援
物資のニーズの把握，避難情報の周知等がより正確に行えるようになり，避
難誘導や復旧作業などの対応に役立つことが期待できる．本研究では，この
ような双方向の情報発信システムを目指し，それを実現する目標として次の5
点を掲げる．
1)各種情報をタイムリーに観測・計測・測定・収集する（予測・予防）
2)異種の入力情報を統合する（情報処理）
3)統合された情報から適切な情報への変換（情報分析）
4)選択肢をタイムリーに確実に個人に届ける（情報インフラ・通信デバイス）
5)以上の技術を統合する（システム化）



グローバルコミュニケーションWG（GC-WG） － 2018年度主な活動
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実用化促進実用化促進実用化促進実用化促進TG （リーダー（リーダー（リーダー（リーダー ：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社）：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社）：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社）：エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社）

• 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（※）採択テーマへの協力

2017年11月採択

研究開発課題名：機械・人間知とサイバー・物理世界の漸進融合プラットフォーム

代表者氏名：田野 俊一（電気通信大学大学院 情報理工学研究科 教授）

上記採択研究に 南 泰浩 教授も参画されることから、グローバルコミュニケーションWGに

おいても可能な限り協力する。

（※）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。


