
新規課題の公募において提案された研究開発課題について､下記に示す 2段階による評価を行い､採択する課題を

決定します一なお､提案する研究柴の多寡は､評価結果には影響を及ぼしませんC

虫プログラムT共通な評価曲転意=

SllJとの整合性

ます;.

N

提案された研究開発課題に対して主に新矧生､独gJ性､革新性､先導性の技術的観点から評価を行いますO 

いますコなお､個別にヒアリングを実施する場合もあります｡

実施中の研究開発課題について､｢継続評価｣を毎年度末に実施し､その評価結果を次年度の研究計画の見直しや配

分する研究費の鏡に反映させます｡研究開発終7時には｢終了評価｣､終了して数年経過後には｢追跡評価｣を実施し

総務省が示す政策｢

′~ 提案する達成目標や研究計画の妥当性-

提案する予算計画や研究開発実施体制の妥当性


◇第一次評圃

◇弟~ニ次評価

第-次評価の観点に加え､総務省が示す政策との整合性の観点や､費用対効果の読点等から総合的な評価を行

〕 

0公募から採卵まで

総務省や他府省 (独立行政法人も含む)の競争的賃金制度や各種公募などで実施していない新規の研究開発課題を

募集しますC受付終了後､約 5ケ月間の評価期間を経て採択課題を決定します｡

0応募方法

応募方法など公募の詳細は､総務省のWebサイトに掲載します｡なお､応蔓劉よ｢府省共通研究開発管理システム 

Rda-e( P 7｣による電子申請に加えて､応募書類を電子メ-ルあるいは〔Dにて送付いただく予定ですo

果O研究成 について

実施した研究内容や成果などについて詳細に記述した｢成果報告書｣を各年度末に提出していただきます_.また､

研究開発終了後､全研究期間を通じて得られた研究成果について詳細に記述した｢終了報告乱 を提出していただき､

さらに終了翌年度の6月頃に開催される｢成果発表会｣において研究成果の発表を行っていただきます｡ 

5⊂ E RDlTにより得られた研究成果は､｢OP及びP E C 産業技術力強化法｣により､一定の条件を満たせば研究開発の

実施者に帰属することが可能です｡
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公葬への譲葉方法などに関する同い食わせ尭

J北海道総合通信局 情朝通信部 電気通信事業課

電話 ■011-709-2311 内線 4708 

she-oklo o .oJlnhkad@sumug.p

東北総合通信局 十和 通信部 怯朝通信連挽推進課

電話 :022-221-9578 

S何e -oう Sa佃Ug.pRtl@刑 .(u .oj

J関東総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課

電話 '03-6238-1683 

si u 0Pgihn@somu二8J

lJ信越葡舌改悟昂 情感勝信朗 情感通信振興室

電話 二026-234-9987 

shntuTne@r1su .oPies-eki 7Lo mugJ

r北陸総合通信局 情報通信部 電気通信事業課

電話 `7- 3~42106 23- 4

houIuigOSlau omug.pkrk-ly_eSk@su .o]

J領海総合通信烏 情報通信部 情報通信連挽推進課

電話 :052-971-9316 

toa-ekikny寧su .oJkirne･eku omug.P

■近畿総合通信局 情報通信部 情報通信連携推進課

電話 .06-6942-8546
 

ne @su . i
rekl-k omugo.P

r中歯総合通信局 清朝通信部 情報通信連摘推進課

電話 :082-222-3481 

rekicuou orI,OJne-hgk@suTUg_P

曇L四国総合通信局 情報通信部 IEE気通信非業課

奄話 :089-936-5043 

shlouslau omug.'. k e k u opk - S @s . J

JL九州｢総合通信局 情報泡信部 惰手足通信連携推進課

電話 :096-326-7319 

rek .omug.pn@mlsu .oJ


沖縄総合通信事務所 情報通.信課


電話 ■098-865-2302
 

oknw -eeo su .ojla atlcm@mlomug P

岩手県 宮城県 秋田県

山形県一宿島県

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県

千葉県 東京都 神奈川県 山梨県

所潟県 長野県

富山県 石J廿県 福井県

岐阜県 締岡県 愛知県 三重県

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県

奈良県 和歌山県

鳥取県 鳥眼県 岡山県

山口県

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

福岡県･佐賀県 長崎県 熊本県

大分県 宮崎県 鹿児島県

沖縄県

本制度全般に関する問い合わせ先

総務省 惜朝過信国際戦鴨居 技術政策課 イノヘーション戦略室

電話 03-5253-5725

E- i cp@sun.oJmal soe orug.P 
htp/ww .omu J/Tanssk/oo ui/cp/lr/ wsu 唱OPrli_oiijh｣ssnsoe

E- dC@su .o.｣mallⅣelt omug P 
http ww .omugJ/ i_oiijhJssnpeJc/:// wsu .oPmanssk/oo ui/rd't

曲 総 務 省 20日 .I 



戦略的情報通信研究開発推進制度
 
(scopE)採択一覧


担当:中国総合通信局情報通信部
情報通信連携推進課 

TEL:082-222-3481 

scopEの採択状況 1/2

中国地域における採択状況


【平成22年度】 (応募件数)全国 248件､中国 10件 (採択件鞍)全国 52件.中国 1件 平成22年度予算転 1.787百万円


研 究 開 発 課 冠 名


大崎上島のお出かけ案内システム"しまナビ'の開発


【平成21年度】 (応募件数)全国 294件.中国 15件 (採択件数)全国 54件.中国 3件 平成21年度予算転 2,179百万円


広島商船高等専門苧枚

石田 賢治 地域ⅠCT振興型

山口大学大学院 三浦 房紀 地域ⅠCT振興型

注 r224 九州工業大学-異動t

【平成20年度】 (応募件数)全国 300件､中国 22件 (採択件数)全国 54件､中国 3件 平成20年度予算額 2.570百万円

所属機関 研究代表者 プログラム名 研 究 開 発 課 題 名

前田 香織 地域JCT振興型

鳥取環境大学 注 福山 噴- 地域JCT振興型

注 目204人破電気通信大学-異肋

【平成 19年度】 (応募件数)全国 273件､中国 12件 (採択件数)全国 50件ー中国 3件 平成19年度予井額 2,95(コ百万円

所堺機関 研究代表者 プログラム名 研 究 開 発 課 題 名

広島市立大学 大井 健次 地域lCT振興型

鳥取大学 菅原 一礼 地域ⅠCT振興型



_ _ _ ___!g採択状況 /m""§GQfE_ 22

【平成 18年度】 (応募件数)全国 341件.中国 8件 (採択件数)全国 43件.中国 2件 平成 18年度予井領 3,210百万円

所属機関 研究代表者 プログラム名 研 究 開 発 課 題 名

岡山大学 法 水原 啓暁 研究主捧育成型 ｣

岡山大学 岡田 宏基
ムの研究触発J

注 El19.4京都大学へ異動

【平成 17年度】 (応募件数)全国 405件､中国 13件 (採択件数)全国 43件.中国 1件 平成T7年度予算額 3,lBO百万円

研 究 開 発 課 題 名

地域情報通信技術振興型 
rモ′1'イルアドホックネットワークにおけるスケーラブルグループメンバー確認技術に関
する研究開発｣

【平成 16年度】 (応募件数)全国 375件､中国 15件 (採択件数)全国 47件､中国 3件 平成 16年度予算額 3.080百万円

所属機関 研究代表者 プログラム名 研 究 開 発 課 爾 名

岡山大学 山井 庇良 特定領域重点型

岡山大学 野上 保之 研究主体育成型

【平成 15年度】 (応募件数)全国 3L)B件､中国 9件 (採択件数)全国 48件､中国 0件

【平成 1 ( 全国 5件､中国 件 採択件数) g i5 g l4年度】 応募件数) 32 11 ( 全E )件､中E 件


研 究 開 発 課 暦 名
 

r情報交換機能を有するMSP情報管項･提供方式の開発J


地域ICT振興型採択課題一覧 
(H19年度終了成果～H23年度継続研究分まで)

研究期間 暮rZlS 研究代表者 共同研究l五胡 研究内零t托明Ea

ー7-19 究開発 角田 良明 兼技術投合研究所DD;研究所中国モカ 別紙1 

18-0..2 育センター長岡田 宏甚 孟タ 会社会 NITドコモカヤ株式会社式 社オービス 別紙之 

19.--20 菅原 -礼 SL 別紙3 

19-20 輪の開先 大井 健次 広島市立大学大学院KD研究所 別紙4秩)D】

20-21 前日 香fL 転 学法人広島大学 別紙5 

21- l)..22 sNの研究開先 山口大学大学院三浦 房紀 なし 別紙8 

-3 k埼上島のお掛 ,し E高等書門苧横22.2 の開発 け東内システL 計 ビーn立行政法人頭輔周山 正人 等書門学校杜鰍相 和 なし 別紙9 

ll型



SCopEに係る平成 23年度研究開発課題の公募の結果について

中国地土酎こおける公募結果

中国地方では､応募件数 13件のうち地域防災及び地域医療の支援に関する地域 lcT振興型研究開発で

提案された 3件が採択

【平成 23年度】提案公弄期聞 平成 23年2月7日から 3月8日まで

応募件数 全国 252件 .中国 13件 (地域 I CT振興型 9件 .若手研究者育成型 1件､ICTイノベーション創出聖 3件

採択件数 全国 51件､中国 3件 (地域 l CT振興型 3件 )-･平成 23年8月5日公募結果を公表

【中国地域で採択された研究開発課題】

所属機関 プログラム名 研究代表者

地域 t cT振興型

地域ⅠcT振興型 山口 修平

山本 晴彦



【研究代表者 :広島市立大学 角田 良明 教授】 [璽亘 □
研究課題 :モバイルアドホックネットワークにおけるスケーラブル

グループメンバー確認技術に関する研究開発 

(研究目的)スケーラビィリティとモビリティの変化に適応するため､モバイル
アドホックネットワークにおいてグループメンバーの安否等の行動状況や
状態を迅速に確認する技術とその応用システムとサービスを実現する｡ 

志 ∴ - i II-.

1 t.Il:〕 

(研究成果の社会的意義･社会への波及効果)児童見守りシステムの構築と
球場 IT化サービスの開発により､地域社会における安心安全の確立と

文化経済の振興に貢献した｡

【研究代表者 :香川大学 岡田 宏基 教授】

研究課題 :携帯 TV電話 /無線 L ANと地域情報ハイウェイを活用した
地域医療支援システムの研究開発

[璽 亘 ]

【研究目的】在宅医療･地域医療を支援するため､TV電話機能付携帯電話機と TV会議システ

ムとの通信を ①携帯電話網及び ②無線 LANを用いたインターネット網を併用した遠隔医療支援
システムを開発し､実証実験により技術的課題と利活用における諸問題を検証する｡

【研究概要･成果】
①携帯電話機による TV電話通信路
を設置する(患者との対話･指示)

②高精細静止画遠隔取得のための
高機能カメラモジュールを作成する

③高精細静止画送受信ソフトウェア
を設計しパソコンにインストールする

④医師側 TV会議端末において明る
さ等の画像補正機能を付加する

⑤実証実験 (岡大病院-岡山県高梁
市､岡大病院～長崎県立大学､等)
により有用性･実用性を検証する

【研究の意義と波及効果】提案システムは医師の遠隔操作により患者の高精細静止画を取得す

るものであり､画像によるより正確な診断及び画像情報の保存という観点において､本研究の意義

は非常に大きい｡また､将来は携帯電話機と高機能カメラモジュールの統合や生体情報収集機能
の追加を計画しており､在宅医療の促進に伴う地域経済-の波及効果も大きいと考えられる｡ 



【研究代表者 :鳥取大学 菅原 一孔 教授】 [璽可

研究課題 :機能集約型インテリジェントバス停の研究開発

公共 2次交通利用促進を目指して開発し ,運用中の

バス経路探索システムの改良とその利用端末としてのバス停の開発 
[地域の情報花信】 lさまざまな経路情報の発信 I r兜魚怖報 の発信】 

機能鵜約型インテ リジェン トバス停
平成1 9年度開発 JR鳥取駅バ スター ミナル設置

･高齢化.過疎化が進む地域における路線バスなどの公共 2次交通を守る活動
･県市町村の施設への導入に伴う ,製造販売事業創出の可能性

別F的E
【研究代表者 :広島市立大学 大井 健次 教授】

研究課題 :芸術の方法としての協調分散コンテンツ創造技術の開発に関する
研究

また､ITと芸術の関係を再考し､生活､社会､文化､技術を感じ取り､新たな価値を創造で


きる人材を育成することを目指す｡このような文化的価値の創造が､最終的には､地域の豊


特に携帯を利用する可能性を確認することができた｡ま
た､そこでは､人の感性に訴える芸術的表現が重要であるとの認識を得た｡今後は､
｢Rbideul｣のパッケージを公開し､世界中の多くの地域で利用可能にする予定である｡また､

地域の振興のため､各種のイベントを､広島市立大学芸術学部を中心に育成した人材を中心に



【研究代表者 :広島市立大学 前田 香織 教授】 匝聖]
研究課題 :モビリティ技術を活用した国際都市ホスピタリティ向上

に関する研究

ユビキタスブラットフォ-ムの有効活用のモデルとなることをめざす｡

研究概要 広帯域無線通信が使える実験プラットフォームを柵空し､複数の遺恨メディアを漉L)歩きながらシームレスtj:通信が可能な移動透過通信7-キテクチャの

開発を行い､有効性を評価した｡また､ユ-ザのおかれたシーンに応じて情報提供するデジタルサイネージシステムの開先を行い.実験プラットフォームとし

て路面電車やショッピング街で実証実額を行い､頼光振興に対する有効性を示した｡

研究成果の社会的意兼L社会への波及知美 広帯域熊特インターネットという今後の通信プラットフォ-ムで使用されるアプリケーションとして､デジタルサイネージを

路面電車等で行うことにより､市民や地元企兼へ今後のICT技術の利活用を具体的な形で提供し､身近なものとして示した.これにより.関連する地場産業

の振興L地域住民の生活向上.地域社会.籍済活動の活性化へ寄与した｡

常時無棉インタ-ネ､ント接続の


日本初 ･広島兼の

蕗面 t事デジタルサイネージ


･最新のコンテンツを取
ユビキタスT1--1lrタル し､表示｡

･走行方向､現在位置､
現在時刻に応じたタイム 
IJ-な情報発信｡
･緊急tff8表示も可能

広 島に多様 な広帯域無線通信が可能な美顔的プラットフォームを構築

(WL . . ANなど)MAXXGP 無線メッシュL

[:璽璽至コ

【研究代表者 :大阪電気通信大学 福山 峻一 教授】

研究課題 :廃食油回収用ユビキタスネットの研究開発

使用済みの食用油(廃食油)を回収しE3DFなどに交換して再利用する活動が盛んにな 
i)つつある｡これまで耗重畳などの大Ejからの座食,Eb用には巡回回収システムがかなり
出来ているが､食用油の過半を消臭する一般モ虚からの自動回収は未書手rこ近い｡

本研究では.IA2官庭など小口からの廃食油の提供を促し､効軍的なEl収モ可能とす
る】cT応用システムの実現方式を確立すること､また7g境意発の古いコミュニティの形成
にもjtすることをE]的とする｡ 

2 研究開発の概要と研究成果 (図1､回2)

センサ技術.ICカード技揃などを応用した市街地から農村集落まで広範な地域に設且
可能な廃食,Eb回収ロボット｢ゆかいくん｣と.モJtイルネットワークなどの通信技術を活用
するネットワ-ク什成技矧こより.上記目的のためのユtfキタスネットのプロトタイプシス
テムを開発した｡

主な研究成果は.
上妃ICT技術を駆使したrゆかいくん ｣の低廉な実現方式の確立
環3(性を考えたゆかいくんの配備基準の算出式の提案
ゆかいくんをリモート監視するWebシステムの実現方式の確立
ゆかいくんをリモート監視するためのネットワークの構成方法の確立
ゆかいくんによる無人化回収可能性の実証と設置運用ノウ′＼りの取棉 
LCカード狂人による廃食油提供会長管理とポイント道元方式の確立
回収可能tの壌証-r市民1人当LJ2I)ツトル/年はEi)収できそうだ｣
回収t='ジネスのための所要体制モデルの提案 

3研究成果の社会的意義と波及効果

本ユt='キタスネットは､燃料や飼料などの原村Flとして書手の高まる廃食油の再利用
を促進するとともに､環状書抜の高い地域コミュニティの形成を促す国内外の社会インフ
ラとしての中人意義は大きい.美点を行ったA取地境においては.薫書J議埠から搾油､匡
収油のBDF化販売といった本システムの上流と下卸 =なる一重のシステム作りが今回の
開発の,&及効果として始まっている｡また.地場の商店8r活性化のツ-ルとしての関心も
示されている｡E3ポットの王産化の企美立均の期待も地元でなされている｡全国各地から
ほ､下水道汚染防止用､人工野菜載特用尭ittI用.王tlなど用の灯油代替燃料用など
への応用可能性を打診されている.

また､センサーメ-力.ディジタルサイネ-ジ関連会社から.新技揃の共同研究が持ち
かけられている｡図2 廃食油回収ロボット(ゆかいくん)の構成 



【研究代表者 :広島市立大学 石田 賢治 教授】 [璽可
研究課題 :超高速衛星国格を有効利用する基盤技術の研究開発 

1研究 R的

従来の ト-ノンスボー ト層プロ トコルであるTP 線の† 13 生
Cでは､超高速衛星E] 壬能を十･5引 き出す ことが匝夏である｡本研究では

超高速通丁吉衛星WINDs左手11用して､超高速衛星E]紙用TCPの間兎 およU.従来 TCPと開架TCPを相互変換する代理サーバ技術の

研究開発を行 う｡
 

2 研W ' の横菅

平肋21年辰

己号lr
L 提案 し rいる衛星E] 汀肝-SA(11 血臭庚をW忙Eを使｢こ行い 結果 を
eJ.申請者 らが gel J 線用n .TR.評イ l S そ0)


基に､T:-STR lる己 を行 う.
,

また､改良しIrrpSTAuJり多 くのア ノリケ-< llr J-.
rp Aの実r 鴫 T:- R : Jヨノが甜 乍するIr d ) J トルに

組込んで喜平価する.平成ク 年度でu､既存 TPJ開発Tp斉双. TT パ車間韓 ･尭∃ . W LqlYの
7 r , r 上向に封 もする代理 - 毒L､J plEr

lTu二rq綿措由で Wl忙61帖刺言に持続 してMトDsシステムを利用する妻,韓を適 して､代三呼リーバの彰rr乍桔悪習およU舌禍 を行 う∧
 

3 期待される研究成果及びその事⊥会8億 完

本研究で(3､ます､超高逸衛星E]事泉の性能 を十～l引き出せる通信相旅作伎術を研究開発する｡この技絹 (閃光TCP)(ま､コンテンツ

送信側 (サーハ領巾 に導入するだけで機能す る｡次に.既1芋TCPと開写芭TCPを双方向 に変傾け る代理サーバ技術を研究閑尭する｡

代二哩サーバを経由することで端≡末やサーバはヰ寺別ち変更なしに迫高遠衛星E]綿本来の性能を享受可能 になる｡現在､高速衛星

通信は帽章尉色差の解)即 )ための選I尺任支の一つとしてデ主目されており.今E]の申請に茎つ く開発技郷iが将来8g(こ帽章l荊鮎蔓のある
 
t也頓の Ttめに≠l｣用できる｡指とは(=高い.
 

≡	 吾 - 一 幸 

-/	 ･ I'.	 I 

[璽空]

【研究代表者 :山口大学 三浦 房紀 教授】

研究課題 .安心･安全のまちづくりを強化するためのセーフティーインフォメーションネ ットワーク(略称slN)の

研究開発
 

1 研究日的
災事や犯罪の発生に対して､ IC′1活用の苦手 ･田轟な高齢者 .児堂､陣春着等の災事時要援護者でも､外出時においても必要な情報をすばやく入

手し､危険を回避するための適切な行動がとれ､身を守る手段を確保することができる地8滴報原状を実現する.

2研究開発の坂皐 
①	 屋外カメラ等の7r'-タから地域の異変を見出す画像処薙ソフトウェアを開発すると共に､その画像処確結果や直瑛異常を知らせる通報ボタンなど1


からの情報を処理するためのサー′くを開発する｡(国中の r監視 ･通報装直｣､rターゲット抽出サー/く｣の開発)
 
②	 その異常を地域内の自治会度や自主防災会長等の携帯電話あるいはFr場末-と伝達､および自治会長等からの情報をそれを必要とする対象に伝達

する通信ソフトウェアを開発する｡ 
③	 自治会長等からの情報を必要な対象に必要な形に加

工し選択をするサーバを開発する｡(国中の r掲示情
報選択サーバ｣の開発)	 雪空雪空 3.+.A.,空 At0,抽th 言霊完冨乱 Bi

④	 一方で､屋外型の情報提示装置を開発し､これを学校､
自治会集会所､′くス停等に設定する.(国中の ｢掲示 I - L 人的コミュニティ 
装置｣の開発)この掲示装丘は自治会兵事から発信さ
れる情報を利用者､通行者及び住民に最も適した形に
加工した形で遇訳して表示する｡ 

(9 インターネット､地 ト 掲示情報選択	 :-: 1 1.- ∴デジタル放送とr . :I I ､､
 
サーバ｣を接続することで､多くの情報の利用､及び

多くの柵報堤供者との相互関係を構築する.
 

⑥	 実施モデル地区として､山口県宇部市の市街地及び住
宅地域をi讐定し､実証実鼓を行う｡ 

3 期待される研究成果及びその社食的士書 通報･書戊等 ヽヽ
住民のr;'での情報伝達システムを開発することで､気 災書･F免tt稚､Fl

象台などの国の機関や国､都道府県､市町村などの行政
II I - I

からの一方的な情報の流れだけに折ることなく､自らの
~､I-- _ _ _ _ - -

力で安全安心情報が行きかう地域が実現でき.将来的に

は,住民の自立分散型情報システムの実現に結びつく.
自治会住民がiE互協力で作るセーフティ-. ネットワークl	 インフォメーション･



【研究代表者 :広島商船高等専門学校 岡山 正人 教授】 [璽可 

1.研究目的 大崎上島島民の外出時に役に立つ様々な情報を提供するためのシステム "しまナビ " の開発 

2.研究開発の稚手
本システムでは施設に設置するタッチ′くネル端末と交通機関に設置する GPSや電子掲示壕を有機的に連携し､以下のことを実由する 
1)バス内などでは､GPSで得た位置情報により電子掲示板に接近したバス停近くの主要施設に関するリアルタイム情報を表示 
2)施設に設置されたタッチパネル端末では､交通機関が近づいたことやその交通機関に関する様々な情報を自動表示 
3)タッチパネル端末の操作により目的地までの交通情報や主要施設に関するリアルタイム情報を得る



戦略的情報通信研究開発推進制度 (scopE)に係る中国地域の新規

採択課題の研究開発課題名及び研究代表者等について

【地域 ICT振興型研究開発】

.

課題名 無線ネ ットワークと携帯情報端末を活用 した地域情報を共有

する被災情報提供システムの開発

研究代表者 松野 浩嗣 (山口大学大学院理工学研究科 )

藤川 昌浩 (有限会社デジタル .マイスター )
亀川 誠 (有限会社デジタル .マイスター )
松本 佳昭 (山口県産業技術センター )
吉木 大司 (山口県産業技術センター )
森 信彰 (山口県産業技術センター )
重安 哲也 (県立広島大学 )
森 岡 .仁志 (ルー ト株式会社 )
幸田 三広 (大島商船高等専門学校 )

適切に地域情報を伝達 .共有するため､集落分布や公民館等

の施設の配置､地形や障害物等を考慮 して､最適な無線ネ

トワーク設計を行 うソフ トウエアを開発する o運用面では､

気象庁などからの確定情報 と地域住民からの口コミ情報を統

令 .分析 して､適切な避難指示等､効果的な情報伝達 .共有

ができるシステムを開発する ○同時に､ 2つのモデル地区の

住民と協働 し､平常時のコミュニティ活動に役立つ支援シス

テムを開発する o

ッ

研究分担者

概要

課題名 認知症ケアのための地域医療支援 ⅠcTシステムの開発

研究代表者 山口 修平 (島根大学医学部 )

塩飽 邦憲 (島根大学医学部 )
ノ｣､野田 慶一 (島根大学医学部 )
長谷川 栄司 (株式会社テクノプロジェク ト )

場所を選ばない認知症スクリーニングのため ,タブレット型

コンピュータにて動作する認知検査バ ッテ リーとトレーニ

グシステムを開発 し ,その妥当性を検証する o得 られた検査

情報は地域の主要施設に設置する無線 LANを利用 して ,他

データと一元的に集約 されるように連携をはかる o集約 され

たデータは本人 -のフィー ドバ ックに留まらず ,大学病院 

地域基幹病院 .かか りつけ医 .行政が利活用できるように包

括的システムを構築する o

ン

の

研究分担者

概要



課題名 3D映像 と GⅠSを融合 した洪水時における安全な避妊路の

見える化ツールの研究開発

研究代表者 山本 晴彦 (山口大学農学部 )

研究分担者 岩谷 潔 (山口大学農学部 )
吉越 .怪 (山口大学農学部 )
伊藤 重稔 
(菱洋インテ リジェンス株式会社 西 日本事業部山口支店 )

弘中 落-

(菱洋インテ リジェンス株式会社 西 日本事業部山口支店 )

概要 本研究開発では､厚狭地区内の総延長 60kmの街区で浸水探

調査により高密度 GⅠSマップを作成すると伴に､ 3 60 0全方

位カメラ搭載車両を走行 して高精精細な 3D映像を取得する 

3D映像 と GⅠSマップを融合 させ､雨量 .浸水モニタリン

グシステムのリアルタイム運用 と開発ツール-のデータ連動

により､洪水時における安全な避難路の見える化ツールの研

究開発を行い､スマー トフォンにより ｢誰もが .どこでも 

いつでも .簡単｣に利用が可能 とする o地元説明会での開発

ツールの提案により､人的 .物的被害の回避 .減災 -大き

貢献する凸

.

く

D 



平成 23年度 SCOPE地削 CT振興型研究開発 新規採択鯛 内容説明図 山口大学 松野教授]

研究内容説明図 - 4 地域ICT振押型研究開発 

≡又題名.無線ネットワークと携帯情報端末を活用した地域情報を共有する被災

H

情

2

報

H

提

2

供システムの開発 
1･研究のEl的

11帯のIIGeとwl-l f 2どの挽杷: 信I宇扶 宅活用
Jl FをB用し.スマートフォンJ E

することで 雌 花を柄 する敬 瑞相蛙供システLiをM)舞･異同化する.
 

2.研究のIE軍

出 所nIの地形や坪 の分布研況等を考慮して適切な娘 LAN桝 配■を可増

とするアルゴリズムをM発し.属し唱 d性を離 する地域無線LAN通告と､災

空市銀の松 任見なとの屑和を住醜 政で共有できるシステムを実現する.

スマートフォンLlとの柵 機 素を活用する=とで.平常時から災誉酌等.
 
t星F朋まで利用可Iで､あらゆるiZ こ対応でき､任見P行政が共有できる地
l B X害【

竣信租5'ステムをBA井 実用化する.


3.年を故
･急運に竜及しつつある洗請出楕稚粗末を利用 (鼓もが板東G:利用)
･既存通信キャリアとWi-Flを併用して,I現やな信扱1魁托インフラ覗 究
･平常時に利用することで.井用対効果が布く.佳尾の利便性にも苛与
･小さな自治会レ′qレで住民と住民臥 住民と行枚hl行政と行班他で三倍 時

におりる1艮災時の信取だけでなく平常時の佳良生名にJtする間 を捜仇
 

4.蛸 舌きれ る成 葵 と社会 的濃集

･災害の芋粥.退きタイミングの左通化による他年任届の安全官r【ノ¢向上
･iu誉局のJ也触 Ib力向上.†芹肝 EをII封
･1岨 情縦 帯による地1或コミユ=ティの■i虚による蛾 力の向上
･JB元企果1革鉄のシステム‡蝿 ･つE用による】圧訂き1王化 

5.m夜伽

平成 23年度地域 【CT振興型研究開発 新規採択課題内容説明図 [島根大学 山口教授]

高相 菅LI,UJ帆 話力をヰ持する7tめには.i59di七号■に先托し,モの■脈 Ltするたわの･古tZ)な医王及び

研究日的 琵 男 精 選 農 芸 ヒ嘉監 志 望 完 己も瓢 慧 至芸監 三㌫ 諾 翌 監 禁 先
の取 ,及びモの王用に措 棚 を胃丘することをEEbgとする.

蔓:;
-嚢i. 言--;:寺

期 待 さ れ る 研 究 成 果 芸 芸監 監 娼 票 諾 題 漂 琵 琶冨急設 霞 台岩書芸 芸讐 諾 ≡濫 品

及び のB的義濫 完蒜m 嘉諾芸等芸芸 ; 漂
㌔

EJ 上 ｡モ社 丘 ヲ 7 温芸笥忘 ;訂 る支机 8 



平成 23年度 scopE地域 ICT振興型研究開発 新規採択課題内容説明図 [ 山口大学 LLr本教授] 

3D映像とGlSを融合した洪水時における
安全な避難蕗の見える化ツ-ルの研究開発 

1.研究EI的 2.研究開発の概要 (a雨量浸水モニタリング

丘♯の漢*ハザードマサ1_ 水 実 t こよる 'F ムのリアル?1.の浬 深 弟u! 毒_j : _ キ
吉密 GSップ作成 ツールへの提度Iマ 運用･ 供

.

｢2次元的で視覚的に理
8)360 0全方位カメラ

解しにくい､洪水時には
搭載圭両での吉精浸水しており避難路が
精細3D映像


危険･分らない !｣

等の問題点の解決
 

3.期待される研究成果及び

その社会折意義

･自治体･自主防災会等に

説明会開催･ツール提供


･洪水時に安全な避難路を

確保､安心な街づくりに貢献
 



｢おかやま ICT産学官連携セミナー｣アンケー ト 
(平成 23年 8月 11日開催)

本日は､｢おかやま ICT産学官連携セ ミナー｣にご参加いただきありがとうございます｡

今後の産学官連携の参考にさせていただきたく､お手数ですが､アンケー トにご協力をお

願いいたします｡

問 1) 本 日のセ ミナーを何でお知 りになりましたか｡ (複数回答可) g審敬 3gE]

1,メールやメー リングリス ト 【18】46.1明


2.チラシ 【4】10.8鞄
3.ホームページ 【4･】10_3%

4,新聞 【O】 0.0%

5,その他 【13】33.3髄


〔具 体 的 に 記 入 くだ さい こ玉髄曹からの燕札 稜匹El拝からの来札 油滴王墓蓮由墓糣告知 etc

問 2) セ ミナー内容について､感想をお伺いします｡ 同著艶 忍7 十

①岡山市における産学官連携取組紹介 はいかがでしたかQ 

1.大変参考になった 2.参考になった 3.あまり参考にならなかった

】【13】35.1% 【24 64.9% (010.0% 
′一高 にお気づきの点が有りましたら記入ください

介 *相野等ロとしての宛免が閤蒸されたことは､産拳骨の斎勤が高まる大きな畢Em=なると思われる.(産)
治拝もすすんTISC肝E等転学雷連純への支堤をするとのことであLJがたい.亡習う

山市が申Elを重紐するという点が印象的であっ･た宙(座)

l Sg

②系略的情報通信研究開発推進勩度 (SCOPE)の糮明はいかがでしたか｡ 

1.大変参考になった 2.参考になった 3.あまり参考にならなかった

【9】24.3% 【27】73_0% 【1】2.7%


特にお気づきの点が有りましたら記入ください
 

常に挺しかった.(丘】 
J用 ｣たことの無い細腰からすると.面酬 =思えたが.応碁数等を見ると需要は争いと点じた｡

歪の普及はできそうである.(亜I

渦管梅見である.が.勉態になった｡(育)


g"g ) 直)ua鹿で味なく.桑髄である庇がF魚的であゥた｡r

③SCOPE採択事例紹介 (中国地方におけるSCOPE採択事例紹介) はいかがでしたか｡ 

1.大変参考になった 2.参考になった 3.あまり参考にならなかった

【ll]29.7恥 【25】67.6% 【1】2,7%

特にお7- ) '
Aづき0点が有りましたら.記入ください


具体的中例で珊味歪か･3た｡1鹿)

低地唖l=おける提航状況を知る=とがで替.束た.研究終了捷d)動きも矧恥で勉弓削こなったn(管)

研究他線腰了龍も掩軌すること帆 離しそうであると感じたd

岡山のみではなく､申国毎･軌へ紹介して寧熟を立ち上げてみたい.市きたい.亡産声

韻事のターゲットの持ち方がgr少なりと理解で蕃た.(産〉
 

④SCOPE採択事例紹介 く情報通信技術の利活用により地域の公共交通の利用促進を

はかる取 り組みについて) はいかがでしたかQ 

1.大変参考になった 2.参考になった 3.あまり参考にならなかった

′~
【21】56.8% 【16】43.2% 【0】 O. 0%
 

特にお気/)さの点がJlりましたらg:
I F- L入ください

･･網味雇い平例で､尭属性書落じた.柳締したい.(症)
交連がライフラインとして利用される(葬っていく)方法として､意覧諾い研究だと患う.


浬帯のシステムポイントはE)白く附 すた｡(鼠)

たま旺利なシステムだと思っt=､経絡Q)榛栗野艶の計算放普労されf=と思うが､画期的だと憩う,(管)

臣非､舷朱T=向け迫力していきたい (屋)

ここ宮で払和に研現されたパス綾南システムが重用されている糅が､印象的だったD(塵)



⑤SCOPE採択事例紹介 (産学官連携による情報配信システム開発の取り組み)


はいかがでしたか｡
 

1.大変参考になった 2.参考になった 3.あまり参考にならなかった

【22】59.5% 【15】 40.5% 【0】0.0%


-にお気づきの点が有りましたら記入ください


かり碑すかった.t壷)

切れのJ:LlaP.明でわか LJやすかった.脂)


間瀬 (必畢な情輔のみが入ってく古とあ LJがたい､情緒が静すぎて_ストレスも争いq)が現罪であるよ引 
Lピ局は番組を風でもらうことが主IE摘 古曲で､テE)ツプ聖廟に軌 ニーテレビ局から指摘点t頼かったq)か 

l= u 貢た､Cf由牡よリセットトッヲボックスが曲E5され.ニ卦 こなるので憶という点が軌になっ た 産)なる
,

AV =	 U亡
･iJ	 J臨･ 【E碗潔い事例､発展性を感じた､Fl したい 産〕

間3) 今後の産学官連携について､感想をお伺いしますo 回答数 36 

①	 今後も産学官連携セミナーがあれば参加を希望しますかC


希望する 【36】 lE O粕 希望しない 0】or
OI ･ 【 鞄


｢与後セミナ-(別枠を希望する内容がありましたら記入ください
 

ンテンツ(付紐の中身)=
r蘭するセミナ-
く3/ll1=究荒で奴災した際に､同LL伯 仲 が重く.柵軸が見えなかった ｡そういうリスクd=も対拓できる

コンテンツ作L)なども配慮してほしい｡ユ三/(-サルデザインなどJ 嘘 )
幸は )が卒尊化を損料できる様な員林的なテーマについてd(症)


;●●丑密紐叩 ( l ) 象つ
… 簸､車などでE本に弛昧あるエンジェル院政軍とQ阻わり方.宍卸 ｡(

② 今後の産学官連携で産 ･学 ･官にそれぞれ期待することがあれば記入ください｡

･産に期待すること

企鳶問逆洗 ｡(慮〕

革 ･官に向けた堤策の筆耕の仕組みづ4 日 (劉


テーマ蜜頼った史読会蜜月 1･-.5回朋憐希望 (塵】

岡山札の企業らしい商品 ･サービス

a
作り.(他見から見た岡山らしいコンテンツ作り)(産)

県民臆男の進展 l=寄与すること 【官】

学に期待すること
奪回のような等併発寮を作鼻を行った学生にも耶いてみr=い.
壌L集な人材の創出.(壷】

研究テーマなど由公軌と畠運捷内密の提荒 く畳)

マッチングの貨会がほしい (杏)
 
e-ep･igを社会人l ヽ 産)
(Arnn 二間放してほししコく
艦雷かビジホスQ)禎虚を満つ企意化脅威のため.NZ3Aヨースを和睦して牒しい｡〔藍)

学会T=.吋でなく,コンテストや展示蓋に積極的な巻加等の件牲型革1削ニよる舞畠的な人材育成｡(症)
産からスター トを切ることは粗しいので.竿Q)勅書に産が加わることができる精粗公昭を望む.腫 )
今まで臥 竿主導のイメ-ジがあっf=が､民間主導q)アイデアをmdこしてい (ことにも協力してもらい
たい. (良)

薪捷前の藁用性について抽鼠をよっ.てほしい..1趣き

塵の活力向止に資する草生の艶腎 (那

官に期待すること
情態粥有化の仕組み.(屋〕
スキーム作L)(マッチン列 .棄柾フィール ド血農 焼,(毘7
技術出国日軍の値鞘と今牡のEgの位置 15rlから､碍に等三次座轟g l=韓化:Lた肋成虫や支捜別姓を舟盟
する.(塵I

岡山らしさ (産)

学と丘のマッチングを行ってほしい,(屋)

良等基掛 こよるビジネスモチJt･Q)/叫 クアップ 憎金柵臥 テストベッドの軽快.罷栗朋党支蛭等).(産)

厘の急変活動を或通させることなく､県民捜索を症(向上させること (管)


全体への意見 
iセミナーの咽が基のほうがよいQ具体的事例を黄に世明し.興境の辰合いが課言ってから､具韓的な利点の賢が出

て卓た方がイメージしやすいし.iiも集中し_て酬 するE噺鮭曲別 鳩 だと.患印者がダレTL蓋L､.碕剛 書もぅた
いない.,役所の旺明.は故Q=してほしい｡(発表者もそのほうがわかりやすいはず)(毘j


