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ユニバーサルコミュニケーション分科会

● 概要

ネットワークを意識せず、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。

○ NICTの持つ豊富な言語資源と高度な言語処理を利用した、知識獲得・情報検索・質問応答・翻訳（支援）
などの機能を持つ総合的な言語コミュニケーションシステムの研究開発。

○ 世の中に流通する映像、楽曲、書籍、辞書等から、信頼できる「知の情報」を取り出し、誰もが自在にコン
テンツの創成・編集・流通等、多様かつ柔軟な利活用ができる生活環境の実現。

● 分科会の構成

分科会リーダー： 西田豊明 (京大)

ＷＧ

・言語コミュニケーションＷＧ（主査：井佐原均（NICT））

・２次元通信WG （主査：篠田裕之（東大） ）

・ホームネットワークWG（主査：丹康雄（北陸先端大） ）

・エネルギーの情報化WG （主査：松山隆司（京大） ）
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理事会 (理事長、副理事長、理事22名、監事2名)

事務局 (関経連、情報通信研究機構、近畿総合通信局、学研都市推進機構)

幹事：榎並和雅(情報通信研究機構)、田辺貞夫(関西経済連合会)

運営･研究部会 (構成員数44者)
部会長：安本吉雄(パナソニック技監)

協議会総会 (会員数134者)
理事長松下正幸(パナソニック代表取締役副会長)

副理事長西村知教(日本電気執行役員西日本担当)

企画・広報分科会

リーダー：富田義数
(三洋電機)

ユニバーサルコミュニケーション分科会

リーダー：西田 豊明(京都大教授)

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WG
主査：小林豊幸（ＮＴＴコム）

ネットワークアプリケーション
準備WG

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会の活動体制（平成21年度）

ユニバーサル＆ロボットシティ
専門委員会

総括：萩田 紀博(ＡＴＲ)

新世代ネットワーク分科会

リーダー：大柴小枝子(京都工繊大)

オープンプラットフォームWG
主査：土井美和子（東芝）

生活支援型コミュニケーションWG
主査：山田敬嗣（ＮＥＣ）

言語コミュニケーションWG
主査：井佐原均（NICT）

２次元通信WG
主査：篠田裕之（東大）

ホームネットワークWG
主査：丹康雄（北陸先端大）

エネルギーの情報化WG
主査：松山隆司（京大）
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理事会 (理事長、副理事長、理事22名、監事2名)

事務局 (関経連、情報通信研究機構、近畿総合通信局、学研都市推進機構)

幹 事：中村 哲(情報通信研究機構)、田辺 貞夫(関西経済連合会)

運営･研究部会 (構成員数44者)
部会長：丸野 進(パナソニック 技監)

協議会総会 (会員数135者)
理事長松下正幸(パナソニック代表取締役副会長)

副理事長西村知教(日本電気執行役員西日本担当)

企画・広報分科会

リーダー：富田義数
(三洋電機)

ユニバーサルコミュニケーション分科会

リーダー：西田 豊明(京都大教授)

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WG
主査：小林豊幸（ＮＴＴコム）

ネットワークアプリケーション
準備WG

ユビキタスネットワークロボット
専門委員会

総括：萩田 紀博(ＡＴＲ)

新世代ネットワーク分科会

リーダー：大柴小枝子(京都工繊大)

オープンプラットフォームWG
主査：秋本高明（ATR）

生活支援型コミュニケーションWG
主査：山田敬嗣（ＮＥＣ）

言語コミュニケーションWG
主査：井佐原均（NICT）

２次元通信WG
主査：篠田裕之（東大）

ホームネットワークWG
主査：丹康雄（北陸先端大）

エネルギーの情報化WG
主査：松山隆司（京大）

映像コミュニケーションWG
主査：伊藤正也（けいはんな）

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会の活動体制（平成22年度（案））



5

言語コミュニケーションWG

活動目標

技術課題

•文書読解支援インタフェースの構築
•英文読解に関する研究
•翻訳支援環境の研究
•大規模非定型文書からの情報抽出の研究

ＮＩＣＴの持つ豊富な言語資源と高度な言語処理技術を利用した、知識獲得・情報検
索・質問応答・翻訳（支援）などの機能を持つ総合的な言語コミュニケーションシステム
の研究開発提案

平成21年度は活動がないため，報告無し

活動計画
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２次元通信WG

H２１活動報告・活動計画



7

２次元通信WG活動報告

二次元面の伝送媒体を伝搬する電磁波によって高速・広帯域な通信を行うとともに、電源
供給も可能な二次元通信技術の研究開発を支援する。４つのタスクフォースによって以下
の開発項目を推進する。

● 卓 上 、 壁 、 床 、 衣 服 な ど に 適 用 可 能 な 通 信 媒 体 、 高 効 率 伝 送 技 術 、 通 信
アダプタなどの二次元信号伝送技術

●空間、接触物体への電磁波漏えいを抑制する技術

●二次元通信に適した物理層、MAC層通信方式の開発と標準化

●二次元通信を利用するアプリケーション

活動概要

体制（案）

主査： 篠田裕之准教授（東京大学 情報理工学系研究科システム情報学専攻）

幹事： 張 兵（NICT、新世代ワイヤレス研究センター、医療支援ＩＣＴグループ）

構成員： （株）イトーキ、（株）浅草電研、（株）構造計画、 （株）セルクロス、大阪大学

京都大学、三洋電機（株）、千葉大学、帝人ファイバー（株）、藤森工業（株）、

NECエンジニアリング（株）、松下電工（株）、東京大学、NEC実装研究所、NICT
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２次元通信WG活動報告

H21年度の活動

• 二次元通信WGの会合開催
 2009年04月22日 二次元通信ＷＧ合同会合

【場所】 ＮＩＣＴけいはんな

【内容】 １．統括と今後の予定； ２．現状・測定結果

 2009年08月07日、二次元通信ＷＧ合同会合
【場所】 三菱総合研究所（東京）

【内容】 １．進捗状況； ２．課題検討

2009年11月05日に二次元通信ＷＧ合同会合
【場所】 三菱総合研究所（東京）

【内容】 １．進捗状況； ２．課題検討

 2008年02月22日に二次元通信ＷＧ合同会合
【場所】 ＮＩＣＴ麹町会議室（東京）

【内容】 １．開発現状と今年度の統括； ２．課題検討と来年度の予定

• オープンラボシンポジウム２００９における技術講演
【期間】 2008年11月12日
【場所】 経団連会館国際会議場（東京）、張 兵（ＮICT）
【題名 】 ２次元通信ワーキンググループ

• CEATEC JAPAN 2009へ二次元通信WGより出展
【期間】 2009年10月06日（火）～10月10日
【場所】 幕張メッセ
【出展社】 （株）イトーキ、帝人ファイバー（株） 、（株）セルクロス、NICT
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CEATEC JAPAN 2009におけるオープンラボの出展CEATEC JAPAN 2009における二次元通信ＷＧの出展
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ＥＥ研究会 若手エンジニア論文発表賞 21 January 2010 ＥＥ研究会 若手エンジニア論文発表賞
論文タイトル：
「二次元通信媒体を用いた電力供給システムのエネルギー伝送評価実験」

受賞者：
リム アズマン・オスマンさん（（独）情報通信研究機構、NICT）

共著者：
リム アズマン・オスマン、門洋一、張兵（NICT）
板井裕人(セルクロス社) 篠田裕之（東京大学）

受賞年月日：
平成２２年１月２１日

ウェブサイト： http://www.ieice.org/cs/ee/jpn/award.html
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２次元通信WG活動計画

H22年度の活動予定

• 各タスクフォースの会合を定期に開催（2か月１回）

• 22年度の初会合は5月10日に開催予定

• メールベースでの情報交換（継続）

• メンバー間での進捗状況・技術開発動向紹介

• 展示会への出展により研究開発成果の普及を促す

• 協力体制の具体的な検討

各研究課題に対して興味を示す会社間で協力体制を作って、その役割分担を検討
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活動スケジュール

Ｈ２０年度

7月 9月 11月 2月 3月

△ △ △ △ △
EMCキックオフ 方式キックオフを開催 オープンラボシンポジウム システムキックオフ オープンラボシンポジウム

・研究課題・目標 ・研究課題・目標 ・出展 ・開発現状・課題 ・講演

・現状・測定結果 ・現状・動向 EMC会合 二次元通信技術を紹介

CEATEC 2008に出展 ・NEC測定状況など

Ｈ２１年度

4月 8月 10月 11月 2月

△ △ △ △ △

二次元通信WG初会合 定期会合 CEATEC展示会 定期会合 定期会合

・統括と今後の予定 ・進捗状況 ・進捗状況 ・開発現状 ・開発現状

・現状・測定結果 ・課題検討 ・課題検討 ・課題検討 ・課題検討

Ｈ22年度

4月 6月 8月 10月 12月 2月

△ △ △ △ △

二次元通信WG初会合 定期会合 定期会合 定期会合 CEATEC展示会 定期会合 定期会合

・統括と今後の予定 ・進捗状況 ・進捗状況 ・開発現状 ・開発現状 ・開発現状

・現状・測定結果 ・課題検討 ・課題検討 ・課題検討 ・課題検討 ・課題検討

２次元通信WG活動計画２次元通信WG活動計画
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アプリケーションタスクフォース・システムタスクフォース

○アプリケーション開発

バッテリーを持たない携帯機器に電力と信号を同時伝送したり、伸縮
可能な布状媒体に多数のセンサ素子を実装することで可能になる情
報インタフェースを提案する。

○二次元通信媒体の開発

卓上、壁、床、衣服などに適用可能な通信シートを開発する。

○高効率伝送技術

通信層内の電磁波伝播を制御し、効率よく電力伝送する技術を開発
する。

○通信アダプタの開発

情報機器やセンサを通信層に近接することで結合できる小型コネクタ
や標準通信アダプタを開発する。

～二次元通信プロトコル開発と標準化～
ＥＭＣタスクフォース 方式タスクフォース

〇位置情報検出技術の開発
高精度の位置測定法を開発し、プロトコルに組み込む。

〇物理層、ＭＡＣ層通信方式の開発
高密度配置された二次元通信素子間を連携させる物理層、ＭＡＣ層を開発する。

〇二次元通信ネットワーク層の開発
高密度配置された二次元通信素子間でのルーティング方式を開発する。

〇技術の標準化
開発されたプロトコルを標準技術として確立する。

○漏えい電磁波の分析
通信層近傍の電磁波を解析し、通信層に接触する物体による散乱、通信層外への伝播を
評価する。

○電磁波漏えい低減技術の開発
電磁波漏洩を低減するカプラ・媒体構造を明らかにする。

○安全性評価
周辺機器との相互干渉を評価し、信号強度の基準値を策定するとともに、通信層に接触す
る生体に対する安全性を評価する。

人体への影響
（電力伝送時）

二次元通信媒体

医療機器との干渉

周辺の機器と
の干渉

二次元通信する物体の
位置を高精度で特定

二次元通信
媒体

二次元通信技術の研究開発

脳波計測
キャップ

布状表示装置

センサウエア

標準通信
アダプタの開発

近接結合カプラの開発
種々の素材で二次
元通信層を実現
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ホームネットワークWG概要

ユビキタスホームを活用し、次世代ホームネットワークの実用化、普及促進、
国際標準化に資する研究開発および実証実験を遂行することを目的に、要
素技術の研究開発から、アーキテクチャや参照点モデル等に関するコンセン
サスづくりまで幅広い活動を行っている。NGN Forum HN-WGや、TTC次世
代HNシステム委員会などとの連携により標準化活動を行うとともに、総務省
などと協力して定期的な実証実験も開催している。

活動概要

体 制

主査： 丹 康雄 （北陸先端科学技術大学院大学教授、NICTプロジェクトリーダー）

幹事： 不明 (旧NICTユニバーサルシティグループ担当)

構成員： NECマグナスコミュニケーションズ(株)、NTTコミュニケーションズ(株)、

沖電気工業(株)、三洋電機(株)、(株)CSKシステムズ西日本、

情報通信研究機構、(株)富士通研究所、三菱電機(株)、

北陸先端科学技術大学院大学 (五十音順)
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ホームネットワークWG活動成果

•ホームネットワーク関連標準の策定 (NGN-Forum HN-WG, TTCとの連携)
•ITU-T J.190の改訂

•H19 J.190rev.1制定
•ITU-T G.hn, ITU-T H.ghna, ITU-T G.hntaに関する議論

•H20 H.622制定
•H21 G.9960, G.9970制定

•TTC文書
•H20 TR-J.190発行, SR-0031発行
•H21 TR-H.QoS(Sup11)発行, SR-0044発行

•公開実験の実施
•H18 けいはんなオープンラボ
•H19 けいはんなオープンラボ、けいはんなプラザ
•H20 東京 田町 キャンパスイノベーションセンター
•H21 石川 能美市 いしかわハイテク交流センター

•次世代実験住宅技術要件の検討
•H.20 次世代実験住宅に装備・具備すべき要件に関する検討結果報告書
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ホームネットワークWG現状と今後の計画

現状

次世代IPネットワーク推進フォーラムホームネットワークワーキンググループ、TTC 次
世代ホームネットワーク専門委員会との連携において、標準化活動と研究開発の方向
付けを行い、国内外の標準文書策定と、総務省直轄研究開発等について貢献した。
また、次世代ホームネットワークの実用化、普及促進、意識合わせを目的とした実証実
験を毎年実施してきた。

しかしながら、
・平成21年6月をもって、NICTユニバーサルシティグループが解散されたこと
・平成20年に検討した次世代実験住宅について、計画が凍結されていること
・平成21年10月にはユビキタスホームの展示部分(天井カメラアレイつきの部屋を含
む)が閉鎖されたこと
などをうけ、現体制としては活動を継続することは難しい状況になりつつある。

基本的には活動を凍結し、22年度をもってWG廃止としたい。なお、以下のような状況
が生じた場合には必要に応じて活動を行うものとする。
・ユビキタスホームの現存部分の活用について複数組織にまたがる調整が必要になっ
た場合
・エネルギーの情報化WGとの連携において、本WGでの検討が特に必要となった場合

活動計画
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エネルギーの情報化WG
2009年度活動報告
2010年度活動計画
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エネルギーの情報化WG活動報告

エネルギーの流れを情報化し、各種機器や装置のマネジメントを行うことにより、機器へのエネ
ルギー最適割り当てや生活パターンの学習の研究開発を行い、安心安全なエコライフを実現する。

主査： 松山隆司（京都大学）
幹事： 加藤丈和（京都大学）
一般会員（25企業）：ＮＥＣ、オムロン（株）、（株）日立製作所、シャープ（株）、パナソニック電工（株）、（株）エネゲート、

（株）トランス・ニュー・テクノロジー、（株）富士通研究所、関西電力（株）、三菱電機（株）、三洋電機（株）、住友電気工業（株）、
大阪ガス（株）、大和ハウス工業（株）、日東電工（株）、富士電機システムズ（株）、伊藤忠テクノソリューションズ（株）、エヌ・
ティ・ティ・データ経営研究所、（株）きんでん、 （株）日新システムズ、富士通関西中部ネットテック（株）、旭化成（株）、九州電
力（株）、京都リサーチパーク（株）、彗通信技術工業（株）

特別会員（１１名）：三宅諭（関西文化学術研究都市推進機構）、池田 順治（関西文化学術研究都市推進機
構、大阪大学）、山崎 達也（（独）情報通信研究機構）、谷川民生（（独）産業技術総合研究所）、義久 智樹
（大阪大学）岡部寿男（京都大学）、引原 隆士（京都大学）、久門 尚史（京都大学）、山中 直明（慶応義塾大
学）、塚本昌彦（神戸大学）、丹康雄（北陸先端科学技術大学院大学）

活動目標

活動体制

・家庭内の電力の流れの計測や制御をおこなうスマートタップ、電力ルータの研究・開発
・生活者の行動や環境情報など生活パターンのセンシング・データマイニング・学習等に関する研究

・エネルギー機器（生成、消費、蓄積）からデータ収集を行い、特性を分析した上でエネルギーマネジメント等に
活用するためのデータベース構築に関する研究開発

・エネルギーの特性・品質を情報化し、サービスレベルに応じた制御を行うためのプロトコルおよびアルゴリズムに関する研
究開発

・地域コミュニティレベルでエネルギーの情報化を行い、対象エリア内で最適割り当てを行うためプロトコルおよびアルゴリ
ズムに関する研究開発

研究開発課題
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エネルギーの情報化WG活動報告

◯WG設立、三回の会合を開催（うち一回は一般公開のシンポジウムの形式）
2009年4月20日 エネルギーの情報化WG設置準備会合
2009年5月26日 エネルギーの情報化WG発足
2009年7月29日 エネルギーの情報化シンポジウム（第一回エネルギーの情報化WG）
2009年10月26日 第二回エネルギーの情報化WG
2010年1月21日 第三回エネルギーの情報化WG

◯スマートタップタスクフォースを開催（スマートタップの共通仕様の検討、スマートタップ実証実験の検討）
2010年１月７日 第一回スマートタップタスクフォース
2010年2月12日 第二回スマートタップタスクフォース

◯ホームページ、メーリングリストの開設
HP http://www.i-energy.jp/ ML wg-members@i-energy.jp (会員用) info@i-energy.jp (情報提供)

◯シンポジウム、ワークショップ開催
2009年7月29日 エネルギーの情報化シンポジウム（第一回エネルギーの情報化WG）
2010年3月9日、10日 情報処理学会全国大会 デモ「情報通信とエネルギー管理の統合技術」
2010年3月16日 電子情報通信学会 総合大会 情報通信とエネルギー管理の統合技術シンポジウム

2010年3月29日、30日 国際ワークショップ IWSEM開催
◯関連プロジェクト

2009年6月26日 NICT委託研究: 情報通信・エネルギー統合技術の研究開発
（代表：岡部寿男（京都大学））スタート

◯実証実験
2010年3月20日 実証実験マンション契約、準備開始

◯海外動向調査
2009年10月26日 文献調査中間報告
2009年12月 文献調査終了
2010年3月 現地調査、エネルギーの情報化活動紹介

2009年度の活動

http://www.i-energy.jp/�
mailto:wg-members@i-energy.jp�
mailto:info@i-energy.jp�
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エネルギーの情報化WG活動計画
2010年度の活動予定

• WGの会合を定期に開催（３か月１回）
• 2010年度の初会合は4月下旬 or 5月頭開催予定

• スマートタップタスクフォースを定期に開催
• ワンルーム生活実証実験を実施
• スマートタップの共通仕様、標準化について検討
• 電力フロー制御、電力ルータの研究・開発
• メンバー間での進捗状況・技術開発動向紹介
• 海外文献調査、現地調査の結果報告
• 家庭内ナノグリッド、地域ナノグリッドの実証実験の検討

活動スケジュール

2009年度

4月 5月 7月 10月 １月 3月

△ △ △ △ △
準備会合 発足 第一回WG（シンポジウム） 第二回WG 第三回WG 国際WS
・趣旨説明 概要説明

・研究課題・目標 ・関連プロジェクト紹介

2010年度

４月 ７月 １０月 １月 ３月

△ 協議会総会 △ △ △ △

WG会合 WG定期会合 WG定期会合 WG定期会合 シンポジウム

・海外調査報告 <-------- 実証実験 -------------------------------------------------------------------
・実証実験準備報告 ・実証実験報告 ・タスクフォース報告 ・状況報告

・技術・研究紹介 ・技術・研究紹介 ・技術、研究検討
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エネルギーの情報化の研究開発
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映像コミュニケーション
ワーキンググループ

H22年度活動計画（案）

主査： 伊藤 正也 （株）けいはんな
幹事： 荒川 佳樹 NICT 
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映像コミュニケーションワーキンググループ（案）

２２年度活動計画

超高精細３D映像テストベッド、JGN2plus、京都デジタル疏水ネット

ワーク等を活用して、以下の実証実験を行う。

（１）ビデオ会議システムを用いて、京都府内の中小企業を接続し、

中小企業支援（技術者、求職者）に関する実証実験を行う。

（２）超高精細映像、超高精細３D映像を用いて、京都府内の病院

を接続し、遠隔診療診断に関する実証実験を行う。

ユニバーサルコミュニケーション分科会に「映像コミュニケーション

ワーキンググループ」（仮称）を、今年度立ち上げる。
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映像コミュニケーションワーキンググループ

中小企業支援
映像コミュニケーション

超高精細３D映像
遠隔診療診断

京都デジタル疏水
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Ｈ22年度

4月 ７月 １０月 １月 ３月

H22年度 年間スケジュール（案）

WG設置準備と
メンバー募集

△
キックオフ
会合 中小企業支援

第１次実証実験

遠隔診療
第１次実証実験

△
実験結果
検討会
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マルチチャンネル
映像IP伝送装置

NICT
けいはんな研究所

NICT
小金井本部

超高精細
３Dカメラ

超高精細
カメラ

超高精細
ディスプレイ

今年度、NICTけいはんな研究所および小金井本部をJGN2plusで接続した、
超高精細３次元映像（４K3D）を含む映像システム・機器をベースにした
オープンテストベッドを構築します。

超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会

超高精細３D映像テストベッド（仮称）

各種
３Dコンテンツ

３Dディスプレイ
マルチチャンネル
映像記録再生装置
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