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ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会の活動方針ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会の活動方針

• 分科会の構成
– オープランプラットフォームWG
– 生活支援型コミュニケーションWG
– 技能伝達型ロボットWG
– ホームネットワークWG

• 分科会の活動概要

– 主な活動概要を記述する
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構成員

ユニバーサル＆ロボットシティ

専門委員会

オープンプラットフォームWG ＮＴＴアドバンステクノロジ（株）、（株）国際電気通信基礎技
術研究所、（株）東芝、富士電機システムズ（株）、松下電器
産業（株）、三菱重工業（株）、大阪工業大学 計7機関

生活支援型コミュニケーション
WG

オムロンヘルスケア（株）、（株）国際電気通信基礎技術研究
所、（株）とめ研究所、日本電気（株）、船井電機（株）、三菱
重工業（株）、大阪工業大学、関西医科大学、京都大学、同
志社大学 計10機関

技能伝達型ロボットWG アクティブリンク（株）、ＮＴＴアドバンステクノロジ（株）、日本
ビクター（株）、大阪大学大学院、京都大学、京都大学大学
院、群馬県立県民健康科学大学、神戸大学、同志社大学、
奈良先端科学技術大学院大学 計10機関

ホームネットワークWG 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、（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、関電工、エコネットコ
ンソーシアム 計9機関

ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会WG構成ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会WG構成
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オープンプラットフォームWG

平成１９年４月２７日
ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会
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オープンプラットフォームWGの活動方針オープンプラットフォームWGの活動方針

Phase 1 （～2005年3月）

ユビキタスミニタウン開発シナリオの策定
ユビキタスミニタウン設計要求条件整理
共同研究体制の整備

Phase 2 (2005年4月～2006年3月）

ユビキタスミニタウンφ１構築と実証実験準備
Phase 3 (2006年4月～2007年3月)

ユビキタスミニタウンφ2構築と実証実験φ1
国プロ「ネットワークロボット」との連携

Phase 4 (2007年4月～2009年3月)
ユビキタスミニタウンφ3構築と実証実験φ2

国プロ「ネットワークロボット」、「次世代ロボット：
環境情報構造化プラットフォーム」との連携

WG活動内容
ユビキタスミニタウン
●世界初の最先端のユビキタスネットワーク/センサネットワーク環境におけるネットワークロボットの相互接続実験

センサネットワーク技術，ロボット間協調技術，QoS技術，ｾｷｭﾘﾃｨ技術

●活動成果の広報

体制
主査：土井美和子（東芝研究開発センター ）

構成員：
NTTアドバンステクノロジ

東芝
富士電機システムズ
松下電器産業
大阪工業大学（佐野教授）
三菱重工業
国際電気通信基礎技術研究所（ATR)

研究開発プロジェクト
1. ユビキタスミニタウン構築プロジェクト
2. 検証プロジェクトA(ネットワークロボット）
3. 検証プロジェクトB（環境情報構造化プラットフォーム）
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研究開発プロジェクト線表研究開発プロジェクト線表

2004
（H16）年度

2005
（H17）年度

2006
（H18）年度

2007
（H19）年度

ユビキタスミニ
タウンφ1構築

ユビキタスミニタウ
ンφ3構築1

実証実験φ2
（誘導・案内

ロボット）

実証実験φ2
(サービス

予備実験）

プレ実験

プレ実験

2008
（H20）年度

ユビキタス
タウン構築プ

ロジェクト

ユビキタスミニタ
ウン仕様検討

ユビキタスミニタ
ウンφ2構築

ユビキタスミニタウ
ンφ3構築2

検証プロ

ジェクトA

仕様検討 実証実験φ1 実証実験φ2
（遠隔案内）

検証プロ

ジェクトB

仕様検討 実証実験φ1 実証実験φ2
（サービス実験）
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オープンプラットフォームWGの活動実績（平成18年度）オープンプラットフォームWGの活動実績（平成18年度）

○学会活動・産学官連携
・電子情報通信学会ネットワークロボット研究会

第２回開催(１１月１７日ATR）
・ICRA2006（米国）, IROS2006（北京）, ICRA2007（ローマ）

でネットワークロボットに関するワークショップ開催
・第２回日韓ネットワークロボットシステムシンポジウム

(６月１６日韓国Jeju島）

・日中韓ロボット研究者交流ワークショップ（10月9日北京）

接続ユニット u-Photo

接続ユニット

接続ユニット

ApriAlpha

Robovie
Wakamaru

バーチャルロボット
(PDPディスプレイ）

Ethernet Ethernet

Ethernet

接続ユニッ
ト

行動認識用
カメラ・PC

床センサ

東芝エリア NTT
エリア

三菱
重工
エリア

ATRエリア

ユビキタス
デバイス

ネットワーク
ロボットPF
（エリア管理

GW)

床センサ床センサ

床センサ

CEATEC2006(UNS2006)での実験

ロボットプラットフォームに，４台の異なるロボットとユビキタス
デバイスを接続し，PFからの指示で各ロボットが連携して動作

ユビキタスネットワークとネットワークロボットの連携
○CEATEC2006でネットワークロボットの実験・

デモを実施（10月3日～7日，幕張）
・異なるロボットとネットワークロボット・プラットフォーム(PF)

のPlug & Play接続（ロボットPnP)の可能性を確認
・ユビキタスデバイス(u-Photo)とネットワークロボット及び

ネットワークロボットPFのエリア間連携を確認

○秋葉原ユビキタス実証実験スペースで，ネット
ワークロボット公開実験を実施（1月18日，19日）

・ユビキタスデバイス(Synapse)とネットワークロボットの

連携による家庭内サービスへの可能性の確認
・NICTのJGN2を利用したATR-秋葉原間でのロボットの

遠隔操作を実演
・自律動作と遠隔操作を組み合わせたロボット制御の確認

自律動作と遠隔操作を
組み合わせたロボット
制御の様子

ATRの
遠隔
操作者

秋葉原の
ロボット

自律動作では対応出来なくなった
ときに人が遠隔操作で制御

秋葉原での公開実験

○オープンラボ研究環境整備状況
・府省連携施策群「次世代ロボット」による振興調整費「環境

情報構造化に関する共通プラットフォーム」(ATR, NICT)
・NICT正面玄関センサ群設置
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生活支援型コミュニケーションWG

平成１９年４月２７日
ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会
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生活支援型コミュニケーションWG活動計画生活支援型コミュニケーションWG活動計画

一般生活者と共生するコミュニケーションロボットの仕様検討・研究開発等。一般生活者をロボットが
支援できるシーンの網羅的検討と生活者支援に必要なコミュニケーション技術の抽出。

主査 山田 敬嗣（NEC）
メンバー NEC、船井電機、三菱重工業、とめ研究所、オムロンヘルスケア、大阪工業大学、

同志社大学、京都大学、関西医科大学、ATR

活動スケジュール

活動目標

活動体制

研究開発課題

•生体センシング、環境センシング、等のセンサ基盤構築
•センシング情報の情報分析
•対話シナリオ生成、ノンバーバル対話表現

Ｈ１８年度

9月

Ｈ１９年度

4月

Ｈ２０年度

4月

H21年度

４月

生活シーン分類 アプリケーション検討

センサテストベッド確立

基本対話シナリオ

実証実験評価

情報高度化・状況判断部／
対話生成の開発

生体・環境センサの開発

情報高度化・状況判断部の
開発／対話生成の改良
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2006（H18）年度の活動内容

• 4回の研究テーマ設定討議会を実施。

– 生活シーンを生きていく上で不可欠な活動（１次
活動）、現代生活上必要な活動(２次）、生活をよ

り豊かにするための活動（３次）に分類。

– 生活シーンの分類から、コミュニケーションロボッ
トが役立つシーンを抽出。

– その中でプロジェクトとしてターゲットとするシーン
を抽出して、活動目標を策定した。



11

生活支援型コミュニケーションロボット

ウエアラブルセンサ
（心拍計、加速度センサ）

教育コミュニケーション

環境組み込みセンサ
（尿検査、体温、他

ウエルネストレーナ･コミュニケーション

遠隔講義支援
(コミュニケーション仲介、

講義代行ロボット）

遠隔医療支援
(コミュニケーション仲介）

健康増進トレーナ
(コミュニケーション仲介、

トレーナロボット）

医療・介護
コミュニケーション

異文化
コミュニケーション

実世界ナビゲーション

外環境認識＆情報検索

観光ガイド

ナビゲーション・バーチャル観光

バーチャル型

ビジブル
型

ビジブル
型

アンコンシャス型

アンコンシャス型

ビジブル型／バーチャル型

今後、取り組む課題



12

研究テーマ概要

• 生体センサ、環境センサを活用して、日常生活での人間の
活動や健康状態を観測、状況の推定を行う技術およびそれ
を分かりやすくユーザに説明する生活支援対話システムの
研究を行う。

• センサデバイスで得られた情報を蓄積し、情報の高次化を
行ったうえで、その人のその時の状況にあった受け答えので
きるインタフェースが開発する。本研究においては、小型セン
サデバイスによる生体・環境情報収集基盤技術を開発し、さ
らにその上で生活を豊かにするための高度な対話システム
の研究開発を行う。

• 本プロジェクトでは、特に屋外活動中での健康状態観測、状
況推定をベースとしてリハビリ支援、軽運動支援、健康維持
支援をターゲットとして研究開発を行う
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研究開発目標

• 生体センサー開発：既に実用化されている体温、血圧、心拍、
等のセンサに加えて、ストレスを検出するなどの新たなセン
サーの開発。ネットワーク経由での統合管理システムへの入
力ユーザインタフェースを開発、容易化。
＜１＞小型ウェアラブル生体情報センサモジュール

• 生体センサーやカメラ映像、さらには加速度センサーなどの
多様なセンサー情報を入力とし、ネットワークを経由して収集
した情報を纏め上げることで、ユーザの状況を判断する技術
を開発する。
＜２＞リアルタイム健康見守りシステム
＜３＞２４時間生体情報収集による新しい生活習慣病検査

• 状況判断の元に、対話ロボットによって状況をユーザに説明
する対話生成部分の開発を行う。ロボットや携帯電話からの
ユーザへの情報提供と、ユーザからの質問の理解、それへ
の回答の繰り返しとしての音声対話を生成する。
＜４＞健康増進対話システム（ヘルスアシスタント・コミュニケーションロボット）
＜５＞健康増進シームレスナビゲーションミドルウェア
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想定するシステム構成

• 要素技術の開発、統合システムの開発を通して、生活支援、特
に健康維持増進のためのアドバイスを対話的にユーザにサービス
することを目指す

＜１＞小型ウェアラブ
ル生体情報センサモ
ジュール（心拍計、加
速度センサ、など）

＜３＞２４時間生体
情報収集による新し
い生活習慣病検査

検査DB

＜４＞健康増進対話シ
ステム（ヘルスアシスタント・
コミュニケーションロボット）

コミュニケーション
コーパス

アドバイス
知識DB

右肩が下がって
いるよ

どんな時？

階段の上り下りと
電車に乗っているとき

＜２＞リアルタイム
健康見守りシステム

＜５＞健康増進
シームレスナビゲー
ションミドルウェア
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技術開発成果の応用イメージ

応用イメージ 開発技術内容 強化技術

リハビリ支援 センサー情報をベースに運動状況（歩行速度、ペース、
姿勢）を推定。運動療法士の指導から対話コーパス
を整備。対話や音楽などによって、運動のペースメー
ク＆指導。

行動特徴抽出

対話コーパス生成

対話指導

肥満防止支援 センサー情報をベースに運動量を計算。食事摂取量
をロボットとの対話の中で抽出し、摂取カロリーの推定。
ロボットとの対話を通して、運動に対するモチベーショ
ン向上

対話でのカロリー摂
取量推定

モチベーション向上対
話生成

頚椎障害保護支
援

センサー情報を元に、行動イベントおよびその際の姿
勢を抽出。問題発生時または暇な時間に、特定行
動時の姿勢問題を指摘。継続的な改善状況を対
話形式で通知

行動イベント分析

行動ごとの姿勢推定

アドバイス対話生成
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技能伝達型ロボットWG

平成１９年４月２７日
ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会
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技能伝達型ロボットWGの活動方針技能伝達型ロボットWGの活動方針

Phase 1 (～2005年3月）
方針策定
研究体制作り

Phase 2 (2005年4月～2006年3月）

アプリケーションシナリオの提案
技能伝達プラットフォーム必要条件の抽出

Phase 3 (2006年4月～2007年3月)
アプリケーションシナリオのアセスメント
技能伝達プラットフォームの構築

Phase 4 (2007年4月～2008年3月)
アプリケーションシナリオのビデオなどへのまとめ
遠隔医療などを例に取った実証実験

WG活動内容
●情報ネットワークを通じて、時間・空間的制約を超えて技能を伝え・再現する、技能伝達型ロボットの研究開発等。
●技能教育の実現に必要な技能伝達プラットフォームを開発し、ロボット通信の確立を目指す。
●技能伝達型ロボットのある未来のアプリケーションシナリオを構築し、そのアセスメントを行う。

体制
主査： 黒田知宏（大阪大学）

副主査：鈴木保成（日本ビクター）

構成員：
日本ビクター
アクティブリンク
NTTアドバンステクノロジ

京都大学（横小路准教授、堀口助手）
大阪大学(河村助手、黒田助手

奈良先端科学技術大学院大学（中尾助手）
群馬県立県民健康科学大学(堀講師)
国際電気通信基礎技術研究所（ATR)
神戸大学（大須賀教授）
同志社大学（辻内教授）

研究開発プロジェクト
1.  アプリケーションシナリオ検討プロジェクト
2.  技能伝達プラットフォーム開発プロジェクト
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技能伝達型ロボットWGの活動実績（平成16年度）技能伝達型ロボットWGの活動実績（平成16年度）

○WGでの議論

・メーリングリスト等を活用し、想定される複数のシナリオを提示し、その技術要素に関する検討
を実施。

・その中から実現性の高いモデルとして、環境とのインタラクション要素の少ないパペット通信を
一つのシナリオとして抽出。

・また、技能が発生する場の計測とそのシナリオ分析について研究テーマとして検討することとした。

○プロジェクト実施に向けた動き
・NICT=ATR=京大病院=ビクターで共同研究を進めることで合意。

・NICTオープンラボ内に部屋を一つかりうけ、パペット通信の簡単な初期実験を行うこととした。

・今後具体的共同研究契約手続きなど事務部分の詰めを行う

○オープンラボ研究環境整備状況

・実験環境として、オープンラボ=京大病院のJGN2での接続のための手続きを準備中。
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技能伝達型ロボットWGの活動実績（平成17年度）技能伝達型ロボットWGの活動実績（平成17年度）

○オープンラボ研究環境の整備
・実験環境として、オープンラボ=京大病院のJGN2接続環境を構築。

・同JGN接続環境への奈良先端大・群馬県立県民健康大・熊本大病院の追加を検討中。

・オープンラボ内に部屋を一つ借り受け、ロボット通信環境の構築を行った。

○具体的アプリケーションの試作
・世界初のロボットに搭載可能な4K2Kカメラを開発し、これを用いた遠隔ロボット操作実験を実現、報道発
表を行った(日本ビクター株式会社・京大 司隆史)。

・仮想空間上での技能提示プラットフォーム”VR Annotation“を提案し、医学領域用のプロトタイプを開発、

VR医学会奨励賞を受けた(京大 Mikko Rissanen)。

・京都大学吉田キャンパスと桂キャンパスを結び、問診・視診・聴診を可能とする遠隔診断環境を構築し
た(京大 司隆史・中井隆史)。

・遠隔超音波診断を想定し、二重フィードバック系を持つ遠隔ロボット操作支援環境の基盤技術開発に着
手した(奈良先端大 中尾恵・ 京大 堀口由貴男)。

○次年度に向けた動き
・NICT SCOPEにプロジェクトの応募を行った。

・次年度以降は、上記個別システムの完成度向上を図ると供に、これらの研究からあるべき技能伝達ネッ
トワークロボット環境のフレームワークをまとめ、再度シナリオベースの検討をML上で行う予定である。
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技能伝達型ロボットWGの活動実績（平成18年度）技能伝達型ロボットWGの活動実績（平成18年度）

○オープンラボ研究環境の整備
・実験環境として、オープンラボ=京大病院=群馬県立県民健康大のJGN2接続環境を構築した。

○具体的アプリケーションの試作
・京都大学吉田キャンパスと桂キャンパスを結び、問診・視診・聴診を可能とする遠隔診断環境
を構築し、遠隔診療支援を開始した(京大 司隆史・中井隆史)。

・遠隔超音波診断を想定し、二重フィードバック系を持つ遠隔ロボット操作支援環境の基盤技術
開発に着手した(奈良先端大 中尾恵・ 京大 堀口由貴男)。

・前年度までに構築した、遠隔ロボット操作環境、VR技能アノテーション環境の完成度向上を
行った。

○次年度に向けた動き
・次年度は、これまでのシナリオベース検討結果と、上記研究成果を報告としてまとめる。
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研究開発プロジェクト線表研究開発プロジェクト線表

2004（H16）

年度

2005（H17）

年度

2006（H18）

年度

2007（H19）

年度

アプリケーション

シナリオ検討プロジェクト

方針策定

体制作り

アプリケーション
検討

アセスメント

ソフトウエア開発

システム開発

シナリオ検証

シナリオビデオ作成

技能伝達プラットフォーム

開発プロジェクト

方針策定

体制作り

要件定義・仕様
検討

予備実験

実証実験
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ホームネットワークWG

平成１９年４月２７日
ユニバーサル＆ロボットシティ専門委員会

けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会
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ホームネットワークWG活動計画ホームネットワークWG活動計画

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

主査： 丹 康雄（北陸先端科学技術大学院大学/NiCT）
メンバー： NTTコミュニケーションズ、沖電気工業、三洋電機、ＣＳＫシステムズ、

富士通研究所、三菱電機、エコーネットコンソーシアム、関電工

活動スケジュール

活動目標

活動体制

研究開発課題

•宅内・宅間ネットワーク接続環境構築技術
•ホームネットワークおよびホームネットワークサービスアーキテクチャ
•ホームネットワークにおけるセンサ情報活用技術
•ホームネットワークアプリケーションおよびサービスの高度化技術

Ｈ１８年度

9月

Ｈ１９年度

4月

Ｈ２０年度

4月

アーキテクチャ

アプリケーション
およびサービス

センサ
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ホームネットワークアーキテクチャ
– 次世代IPネットワーク推進フォーラム HN-WG、TTC次世

代ホームネットワーク専門委員会との連携

– 2006年10月 ITU-T SG9会合においてJ.190の改訂提案

実証実験
– 総務省、TTCとの連携

– 2007年3月7-9日にユビキタスホームで実施

ユビキタスホームの整備

ホームネットワークWG平成１８年度成果ホームネットワークWG平成１８年度成果
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ＮＩＣＴ

総務省

次世代ＩＰネットワーク推進フォーラム
研究開発・標準化部会
ホームネットワークWG

＜フォーラム活動＞

研究開発

標準化

ＨＮ関係者

（１） 情報家電メーカー

標準化団体
TTC, ARIB, ・・・

（３）通信キャリア

ＨＮ推進団体
UOPF, ECHONET, OSGi, ・・・

連携

研究開発

「２０１０年までに情報家電が家庭の内外を問わず連携して動作する環境を実現する」政策目標を達成
するためには、産学官の関係者が集まって検討するフォーラム活動を行う場が必要不可欠

関係者が集まって検討する拠点が必要

実証実験の検討

研究開発の推進

普及・促進策の検討

国際標準化の推進

活動

参加

（２） 通信機器メーカー

（４）サービス提供者
・ 電力会社、ガス会社
・ セキュリティ、介護、コミュニティー系企業
・ ゲーム、アミューズメント
・ カーナビ
・ 家電のサポート、インストーラ
・ インディーズ系コンテンツプロダクション ・・・

（５）その他
放送事業者、自動車メーカー、・・・

けいはんな情報通信オープン
ラボ研究推進協議会HN-WG

実証実験

連携

依頼
（研究開発・実験）

次世代IPネットワークフォーラム HN-WG次世代IPネットワークフォーラム HN-WG
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EP

EP
PC plane

IC Audio DVCPC

DSCPrinter

EP
BP

EP TEL/FAX
planeVideo

phone

FAXMTA(VoIP)

Cordless
phone

EPBP

EP Home
appliance

planeMicrowave
oven Air-con

Camera
monitor

Refrigerator

Proprietary Protocol

Home Access Class
(HA)

Home Bridge Class
(HB)

Home Client Class
(HC)

Home Decoder Class
(HD)

PS

LC

LC

Access
Network

EP

EPDVD TVSTB

AV-HDDD-VHS
AV plane

Internet Protocol (IP)Internet Protocol (IP)

LC

BP

BP

Other
planes

RF

CM

IPネット家電への対応、HCの論理化

Planeの追加

改訂版J.190アーキテクチャ図改訂版J.190アーキテクチャ図
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マルチサービス、マルチプラット

フォーム、マルチプロトコル、マルチベ

ンダ等の連携の実現を目指し、サー

ビスから機器までの相互接続、サービ

ス連携などの技術的な検証とホーム

サービスとしてのマルチサービスの有

効性を段階的に検証する。(最終的

な実証実験イメージ参照）

こういった実験を通じて複数のサー

ビス事業者､通信･放送事業者及び

家電・通信機器メーカ等によるマルチ

サービスの推進を図る。

マルチサービス、マルチプラット

フォーム、マルチプロトコル、マルチベ

ンダ等の連携の実現を目指し、サー

ビスから機器までの相互接続、サービ

ス連携などの技術的な検証とホーム

サービスとしてのマルチサービスの有

効性を段階的に検証する。(最終的

な実証実験イメージ参照）

こういった実験を通じて複数のサー

ビス事業者､通信･放送事業者及び

家電・通信機器メーカ等によるマルチ

サービスの推進を図る。

第１ステップ(18年度）
複数種類のデバイスに対して、既存
プロダクトを中心に接続検証

第２ステップ（19年度以降の主体は、
NGNフォーラム）

接続デバイスの拡大、サービスアプリ
の拡大

第３ステップ
複数キャリアによるマルチサービスの
展開

１．目 的
家電のデジタル化やネットワークのブロードバンド化、ＩＰ化の進展

により、多様なサービスが期待されてホームネットワークについて、

安心安全に高度なサービスが利用できるように、開発・標準化・普

及等を推進し環境を整えて行く必要がある。

これを推進するにあたり、ユースケースに基づいたホームネットワ

ークの実証実験を行い、新たなサービスの創出が可能なホームネッ

トワークの実現に向けた技術的な課題を抽出し、普及・促進を図る

こととする。

２．主催者及び参加団体等

主催者：総務省 情報通信政策局 通信規格課

実施主体（事務局）：（社）情報通信技術委員会

参加団体：家電・通信機器メーカ、通信・放送事業者、

サービス事業者、研究機関、学識経験者 等

３ 期日 場所

（1） 期日： 平成19年3月7日（水）～3月9日(金）

（２) 場所： ＮＩＣＴ 知識創成コミュニケーション研究セン

ター内ユビキタスホームを希望

実証実験の将来展開

第１ステップの
現状の機能検証
の一部を実施

「ホームネットワークに関する技術及び標準化動向に関する調査研究の
請負（総務省からの請負調査）」の一部による実証実験

実証実験の位置付けについて実証実験の位置付けについて
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ホームネットワーク
サービスプラットフォーム

PC

各種センサー・カメラ

例えば

介護・ヘルスケア機器

住宅設備機器

コミニケーション機器

白物家電（エコーネット
等）

AV家電（DLNA等）

各種アクチュエータ
Ａ

Ｂ

Ｎ

・
・
・

マルチサービス事業者

･ アプリケーションソフト
・ インターフェースソフト
・ 管理ソフト など

マルチプラットフォーム マルチプロトコル
ホームゲートウェイ

マルチプロトコル
ホームネットワーク

・ ＰＬＣ
・ 小電力無線
・ 有線／無線ＬＡＮ
・ ＺｉｇBｅｅ
など

サービス連携・マルチサービス

様々な機器の接続

サービス事業者

ＮＧＮ 等

ＮＩＣＴの役割

ＮＩＣＴで行っている研究開発の成果を反映することで、ホームネットワークの将来像をより高度なレベルに誘導するとともに、

公的機関として、利害の絡む多くの企業、基礎的研究のアイディアを持つ大学等を取りまとめ、我が国の知の集約を促進する。

最終的な実証実験イメージ最終的な実証実験イメージ
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インターネット

PCサーバ/DVD

カメラ

東芝

TV

(OSGi)

携帯電話

（東京ガス）
ＮＴＴ

お風呂

窓、住設備

（ＹＫＫ）
ＮＴＴ

セイコーエプソン
キヤノン

松下電器

ソニー

ＮＥＣ

W-DLNA

ＨＧＷ

ＫＤＤＩ

センサ
ＮＴＴ

別宅

ＫＤＤＩ

擬似サーバ

DVD

PC

ＮＩＣＴ、ＫＤＤＩ、その他

【実験内容】

サービス側から機器までの相互接続の実現を
目指し、複数種類のディバイスをネットワークに接
続して相互接続の実現状況を検証する。

① ＰＬＣ、無線LAN等複合的な伝送路にお
けるQoSの確保のための制御方法の検証
（NICT他等）

② New浴Program：入浴プログラムを提供し
複数のデバイスを連動制御(NTT)

③ 自治体向けのアプリケーション（住民の安
否確認等の情報収集）(NTT)

④ 快適住空間制御：気温､湿度､風等のﾊﾟ
ﾗﾒｰﾀにより窓の開閉､住設備制御(NTT)

⑤ W-DLNA宅内－宅内間接続：相互接続
範囲を広域化する技術（KDDI）

⑥ 携帯による宅内制御・監視（KDDI）

⑦ 同軸ＰＬＣによる宅内ネットワークの実現
（KDDＩ）

⑧ デジタルＴＶの画面をプリンター出力
（松下、セイコーエプソン、キヤノン）

⑨ ＨＤデジタルコンテンツの転送
（東芝、ソニー、NEC）

ＳＴＢ

DTCP-IP/
DLNA

ﾙｰﾀ等

NetTV

ＫＤＤＩ

ＰＬＣ

通信キャリア

（東京ガス）

コンテンツ
サービス事業者

・
・

自治体・役場

【事務局】 TTC

【参加者】 NTT、KDDI 、松下電器、東芝、ソニー、NEC、NECバーソナルプロダク
ツ、セイコーエプソン、キャノン、沖電気工業、北陸先端科学技術大学
院大学、三菱電機、NICT、OpenLabo協議会 （計14団体）

実証実験の全体概要実証実験の全体概要
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NICT関連研究との連携

標準アーキテクチャに基づくホームネット
ワークシステムの構築

ユビキタスホームにおけるセンサ群のセン
サネットワーク化

実証実験

平成１９年度計画平成１９年度計画
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