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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 石橋  研二  (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

リーダー： 大木 英司 (京都大学)

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

オープン光ネットワーク基盤WG
主査： 釣谷 剛宏 (KDDI総合研究所)
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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)

2018年度活動報告
2019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」(2017-2018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」(2015年度～2019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 」(2017-2022年度)
 （○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
      (2014-2019年度） （〇阪大、ATR、京大）

ユビキタスネットワークロボットWG 2018年度活動報告
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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」(2017-2018年度） 成果

• 切れにくい無線通信を実現するロボット技術で安全・安心に移動する低速・自律型
モビリティ（ロボット化された電動車いす、案内ロボット、運搬ロボットなど）を開発

• 高齢者や障がい者の近場（数km程度）の移動支援、屋内での移動を伴うサービス
（案内、運搬）を可能にして社会参加を促進

電波情報に基づくナビゲーション
（電波環境情報構造化技術） 6

低速モビリティとの並走
（協調連携制御技術）

佐藤ゆかり総務副大臣が試乗
（YRP・ヨコスカ×スマートモビリティ・チャレンジ）
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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、店舗内外の人々の移動・滞在行動や、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

店舗内行動の再現例
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
（高齢者施設での運動促進ロボットの例）
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ユビキタスネットワークロボットWG 2019(R01)年度活動計画

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」(2015年度～2019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 」(2017-2022年度)
 （○京大、ATR）

〇戦略的創造研究推進事業（CREST) 共生インタラクション：
ソーシャルタッチの計算論的解明とロボットへの応用(2018-2023年度)(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
      (2014-2019年度） （〇阪大、ATR、京大）

〇JST 未来社会創造事業 遠隔操作型対話ロボットによる労働者の質と量
   の向上(2018-2019年度） （〇阪大、ATR、NTT）



UNR-WG：H31(R01)2019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）

2018年度活動報告
2019年度活動計画
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 京都府および高知県における最新の医療事情に関する
調査研究を実施した。
・両府県ともに、過疎地域と都市部との医療格差が著しく

過疎地域における医療サービスの向上が課題である。
・特に、4K8K映像伝送技術をベースにした遠隔医療の

実証実験が有効かつ有意義である。

 また、 4K8K映像伝送技術の農業分野への利活用を調査
研究した。4K8K映像伝送は、農機の遠隔操作、遠隔モニ
タリングに有効である。これらは、農業の後継者・人手不足
を解決できる可能性がある。

 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4K超高精細映像伝送）関して、4K映像から
8K映像伝送へアップグレードする検討をNICTと共同で
行った。

2018年度の活動報告
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 オールソフトウエアコーデックの実用化（NICTと共同）
・オールソフトウエアコーデックを4Kから8Kへアップグレードする。
・けいはんなオープンラボとNICT小金井本部をJGN接続し、実用

性評価実験を実施する（10Gbps回線） 。

 4K8K超高精細映像伝送の医療応用
京都府立医科大学、および高知医療センター等と共同で、
4K8K映像伝送をベースにした遠隔医療に関する実証実験を
実施する。医療分野における超高精細映像伝送の有効性・
実用性を検証評価する。

 4K8K超高精細映像伝送の農業応用
高知県の農業関係者と共同で、4K8K映像伝送をベースに
した遠隔農業に関する実証実験を実施する。農業分野に
おける超高精細映像伝送の有効性・実用性を検証評価する。

2019年度の活動計画
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4K8K超⾼精細映像伝送の医療応⽤

救急医療センター
（ER）

救急⾞/ドクターカー

ドクターヘリ

携帯小型
８Kカメラ

救急センターと⼤学病院間

⼤学総合病院救急医療センター
4K8Kオールソフトウエア

コーデック

救急⾞/ドクターカー/ドクターヘリと病院間

4K8K
オールソフトウエア

コーデック

プレホスピタルケアプレホスピタルケアプレホスピタルケアプレホスピタルケア

高度専門医（大学）による遠隔救急救命高度専門医（大学）による遠隔救急救命高度専門医（大学）による遠隔救急救命高度専門医（大学）による遠隔救急救命
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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)

2018年度活動報告
2019年度活動計画



気象レーダーWG        2018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。

趣旨趣旨趣旨趣旨

2019年2月8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2019を共催。今後想定される巨大地震や大規模災害時における医療

に貢献可能な情報通信技術をテーマとし、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70名の出席

があった。

2018年度の活動年度の活動年度の活動年度の活動

15

今後の活動今後の活動今後の活動今後の活動

気象レーダーや防災技術に対する会員の興味、関心は高いものの、会員とのマッチングも整わず、個別のテーマ

で明確な方向性を定めるに至っていない。そこで本WGの活動について再検討をおこないたい。



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)
     副主査: 下村 賢 (NTT-AT)
                大嶋 正明 (NTT-AT)
                村田 賢一 (推進機構)

2018年度活動報告
2019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
・・・・GCGCGCGC----WGWGWGWG （（（（ 2222年弱の準備年弱の準備年弱の準備年弱の準備WGWGWGWG活動を経て、活動を経て、活動を経て、活動を経て、2016201620162016年年年年6666月より月より月より月よりWGWGWGWG活動を開始活動を開始活動を開始活動を開始 ））））

目的目的目的目的 ：：：： 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、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、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、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、NICTNICTNICTNICTのののの

「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、「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、「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、「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、

多言語音声翻訳社会実装モデルをハード・ソフトの両面から研究・提案する多言語音声翻訳社会実装モデルをハード・ソフトの両面から研究・提案する多言語音声翻訳社会実装モデルをハード・ソフトの両面から研究・提案する多言語音声翻訳社会実装モデルをハード・ソフトの両面から研究・提案する

メンバーメンバーメンバーメンバー ：：：： ２１者２１者２１者２１者 （民間（民間（民間（民間12121212者、自治体・有識者など者、自治体・有識者など者、自治体・有識者など者、自治体・有識者など9999者）者）者）者）

・主査・主査・主査・主査 ：：：： 国立大学法人国立大学法人国立大学法人国立大学法人 電気通信大学電気通信大学電気通信大学電気通信大学 南南南南 泰浩泰浩泰浩泰浩 教授教授教授教授

副主査によるサポート体制副主査によるサポート体制副主査によるサポート体制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㈱エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱ 下村課長下村課長下村課長下村課長 大嶋課長大嶋課長大嶋課長大嶋課長

（公財）関西文化学術研究都市推進機構（公財）関西文化学術研究都市推進機構（公財）関西文化学術研究都市推進機構（公財）関西文化学術研究都市推進機構 村田部長村田部長村田部長村田部長

・主な活動・主な活動・主な活動・主な活動

GCPGCPGCPGCP協議会（協議会（協議会（協議会（※※※※）への参画と）への参画と）への参画と）への参画と けいはんなオープンラボ協議会けいはんなオープンラボ協議会けいはんなオープンラボ協議会けいはんなオープンラボ協議会GCGCGCGC----WGWGWGWGへのへのへのへのフィードバックフィードバックフィードバックフィードバック

（（（（※※※※）グローバルコミュニケーション開発通信協議会：オールジャパン体制）グローバルコミュニケーション開発通信協議会：オールジャパン体制）グローバルコミュニケーション開発通信協議会：オールジャパン体制）グローバルコミュニケーション開発通信協議会：オールジャパン体制 （～（～（～（～2019201920192019年）年）年）年）

実用化推進部会実用化推進部会実用化推進部会実用化推進部会 ：：：：2018/6/282018/6/282018/6/282018/6/28 第第第第7777回実用推進部会、回実用推進部会、回実用推進部会、回実用推進部会、 2018/11/30  2018/11/30  2018/11/30  2018/11/30  第第第第8888回実用推進部会回実用推進部会回実用推進部会回実用推進部会

研究開発部会研究開発部会研究開発部会研究開発部会 ：：：：2018/6/82018/6/82018/6/82018/6/8 第第第第7777回研究開発部会、回研究開発部会、回研究開発部会、回研究開発部会、 2018/12/14  2018/12/14  2018/12/14  2018/12/14  第第第第8888回研究開発部会回研究開発部会回研究開発部会回研究開発部会

合同合同合同合同WGWGWGWG ：：：：2018/11/142018/11/142018/11/142018/11/14 第１回ショッピング第１回ショッピング第１回ショッピング第１回ショッピング&&&&タクシー合同タクシー合同タクシー合同タクシー合同WGWGWGWG会合会合会合会合

部会部会部会部会 ：：：：2018/5/242018/5/242018/5/242018/5/24 第第第第7777回鉄道・ホテル回鉄道・ホテル回鉄道・ホテル回鉄道・ホテルWGWGWGWG会合、会合、会合、会合、2018/6/15 2018/6/15 2018/6/15 2018/6/15 第第第第8888回共通回共通回共通回共通PFWGPFWGPFWGPFWG会合会合会合会合

2018/6/132018/6/132018/6/132018/6/13 第第第第11111111回ショッピング分野回ショッピング分野回ショッピング分野回ショッピング分野WGWGWGWG会合会合会合会合

2018/11/142018/11/142018/11/142018/11/14 第第第第12121212回ショッピング分野回ショッピング分野回ショッピング分野回ショッピング分野WGWGWGWG会合会合会合会合

総会総会総会総会 ：：：：2018/7/19   2018/7/19   2018/7/19   2018/7/19   第第第第5555回総会回総会回総会回総会

大阪・関西万博など大阪・関西万博など大阪・関西万博など大阪・関西万博など 関西における新たな活用ケースについての調査・研究活動関西における新たな活用ケースについての調査・研究活動関西における新たな活用ケースについての調査・研究活動関西における新たな活用ケースについての調査・研究活動

2019201920192019年度は、上記活動の継続により新たな活用ケースの具体化を目指す年度は、上記活動の継続により新たな活用ケースの具体化を目指す年度は、上記活動の継続により新たな活用ケースの具体化を目指す年度は、上記活動の継続により新たな活用ケースの具体化を目指す 17


