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各種イベント・シンポジウムの報告



自律移動支援プロジェクト

各種イベント・シンポジウムの報告

・ゆきナビあおもりプロジェクトデモンストレーション

・愛知万博瀬戸会場 コンテンツ確認実験開始セレモニー

・愛知万博瀬戸会場 コンテンツ確認実験

・小泉内閣総理大臣 愛知万博瀬戸会場での実証実験視察

・愛知万博瀬戸会場 一般モニターによる実証実験

・神戸本格実証実験開始式

・青森 第2回ユビキタス・フェア2005

・神戸 モニターによるコンテンツ確認調査

・名古屋 ＩＴＳフェスティバル

・チャレンジド・ジャパン・フォーラム2005国際会議inHYOGO/KOBE

・神戸 一般モニターによる実証実験（第1期）

・東京ユビキタス計画・上野まちナビ実験オープニングセレモニー

・東京ユビキタス計画・上野まちナビ実験

・近畿技術事務所での体験ブース設置

・神戸 一般モニターによる実証実験（第2期）

・TRONSHOW2006
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機器の性能確認の公開の状況（青森市八甲田酸ヶ湯温泉）機器の性能確認の公開の状況（青森市八甲田酸ヶ湯温泉）

ゆきナビあおもりプロジェクトデモンストレーション

坂村委員長による酸ヶ湯実証試験指導の様子

UCと白杖を使用した積雪影響試験の様子

■平成17年4月11日（月）
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ゆきナビあおもりプロジェクトデモンストレーション

デモンストレーションの様子坂村委員長によるシステムの説明

自律移動支援デモンストレーション（青森市国道4号線柳町通り交差点）自律移動支援デモンストレーション（青森市国道4号線柳町通り交差点）

坂村委員長によるUCの説明 ICタグから情報を取得

■平成17年4月11日（月）
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平成17年4月12日（火）
陸奥新報（朝刊）2面

平成17年4月12日（火）
毎日新聞（朝刊）19面
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愛知万博瀬戸会場 コンテンツ確認実験開始セレモニー

■平成17年4月13日（水）

・コンテンツ確認実験開始セレモニー

・4月13日（水）～5月13日（金） コンテンツ確認実験

開始式の様子

システムを体験する長谷川委員取材状況
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愛知万博瀬戸会場 コンテンツ確認実験

■平成4月13日（水）～5月13日（金）

ヒアリングの様子

実空間での確認

トイレでの確認

無線マーカ

ユビキタストイレ
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平成17年4月14日（木）
読売新聞 18面

平成17年4月14日（木）
毎日新聞 6面

平成17年4月14日（木）
日本経済新聞 43面
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小泉内閣総理大臣 愛知万博瀬戸会場での実証実験視察

■平成17年6月6日（月）

・小泉内閣総理大臣が瀬戸会場での実証実験を視察

坂村委員長より説明を受ける小泉内閣総理大臣
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平成17年6月9日（木）
建設産業新聞（朝刊）1面
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愛知万博瀬戸会場 一般モニターによる実証実験

■平成17年6月7日（火）～平成17年9月9日（金）のうち42日間

白杖体験コースの状況

車いす体験コースの状況
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平成17年6月11日（土）
中日新聞（朝刊）31面

平成17年5月31日（火）
毎日新聞朝刊 26面

平成17年10月5日（水）
毎日新聞朝刊 22面
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神戸本格実証実験開始式

■平成17年6月19日（日）

・開始式及びデモンストレーション

（神戸市役所1号館1Ｆロビー）

左から、松本近畿総合通信局長、竹中委員、大平兵庫県理事、
大石顧問、矢田神戸市長、坂村委員長、佐藤技監、上野政策
統括官、藤本近畿地方整備局長、谷口近畿運輸局長による
テープカット

●平成17年度に神戸市内において実施する自律移動支援プロジェクト神戸実証実
験の「開始式」を開催

●あわせて、坂村委員長（東京大学大学院教授）による神戸実証実験の概要説明
及び本プロジェクトが目指す姿をイメージしたデモンストレーションを実施

●平成17年度に神戸市内において実施する自律移動支援プロジェクト神戸実証実
験の「開始式」を開催

●あわせて、坂村委員長（東京大学大学院教授）による神戸実証実験の概要説明
及び本プロジェクトが目指す姿をイメージしたデモンストレーションを実施

○概要
・開始式
挨拶：佐藤技監、矢田神戸市長、坂村委員長

・坂村委員長による神戸実証実験の概要説明
・デモンストレーション（神戸市役所）
車椅子利用者・視覚障がい者の経路案内／インテリジェント基準点による公物管理
／i-BOXからの災害情報提供デモなど

○概要
・開始式
挨拶：佐藤技監、矢田神戸市長、坂村委員長

・坂村委員長による神戸実証実験の概要説明
・デモンストレーション（神戸市役所）
車椅子利用者・視覚障がい者の経路案内／インテリジェント基準点による公物管理
／i-BOXからの災害情報提供デモなど
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神戸本格実証実験開始式

デモンストレーションの状況デモンストレーションの状況

床に設置したICタグにより、
バリアフリールートを案内

スロープを利用し…

無事、エレベーターホールへ
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神戸本格実証実験開始式

デモンストレーションの状況デモンストレーションの状況

障害物を避け、
無事、エレベーターホールへ

ICタグ付誘導用ブロックにより、
エレベーターホールまでの
経路を案内
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神戸本格実証実験開始式

デモンストレーションの状況デモンストレーションの状況

i-BOXからUCへの経路情報ダウンロードデモ

i-BOXからの災害情報提供デモ
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平成17年6月20日（月）
毎日新聞（朝刊）23面
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■平成17年6月21日（火）、22（水）

・シンポジウム（ぱ・る・るプラザ青森）、展示（アウガ）

坂村委員長による基調講演 「ユビキタスネットワーク社会がめざすもの」

パネルディスカッションの様子

左から、大石顧問、岡田東日本電信電話
株式会社取締役、杉山企画集団ぷりずむ
代表、三浦社団法人青森県情報サービス
産業協会副会長

デモンストレーションの様子（アウガ会場）

青森 第2回ユビキタス・フェア2005
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青森 第2回ユビキタス・フェア2005

展示ブースの状況（平成17年6月21日、22日アウガ会場）展示ブースの状況（平成17年6月21日、22日アウガ会場）

視覚障がい者による
システム体験の様子

デモンストレーション会場の様子

アウガ展示会場内の様子
ＩＣチップ入場カードリーダー付きアクセ
スポイント（写真手前右側）

青森県展示ブースの様子
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神戸 モニターによるコンテンツ確認調査

■平成17年7月8日（金）、7月13日（水）

作成した情報提供内容が適切であるか、視覚障がい者を対象に触知図に
よるヒアリングを実施

ヒアリングに用いた触知図（横断歩道） ヒアリングに用いた触知図（階段）

ヒアリングの様子
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名古屋 ITSフェスティバル

■平成17年7月12日（火）～14（木）

・名古屋・栄のオアシス21にて開催

デモンストレーションの様子
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チャレンジド・ジャパン・フォーラム2005国際会議inHYOGO/KOBE

■平成17年8月18日（木）、19（金）

・神戸ファッションマート1Fアトリウム

・会場内にて体験ツアー、京町筋にてテクニカルツアーを開催

テクニカルツアー

（近畿地方整備局実施）

体験ツアー

（神戸市実施）

実施場所：神戸市中央区旧居留地

（ランプミュージアム前）

実施場所：神戸ファッションマートビル内

（CJF会場）

時間：18日（木） 16:00出発
19日（金） 10:00出発

13:00出発

時間：18日（木） 16:00～
19日（金） 10:00～

13:00～
15:30～

ツアー内容：

【視覚障がい者用】

視覚障がい者誘導用ブロックからの経路情
報の提供

【車いす使用者用】

歩道に敷設したICタグからのバリアフリー経
路情報の提供

【健常者用】

インテリジェント基準点による位置情報の提
供、案内表示板からの現在地情報の提供、店
舗・施設情報の提供

ツアー内容：

iBOXによるナビコンテンツダウンロード紹介

視覚障がい者誘導用ブロック、赤外線マー
カーによる「ユビキタストイレ」、「ユニバーサル
自動販売機」への自律移動支援体験

自律移動支援プロジェクト テクニカルツアー/体験ツアー

障がい者の社会的自立を目指しユニバーサル社会の創造を呼び掛ける「チャレン
ジド・ジャパン・フォーラム2005国際会議 in HYOGO/KOBE」が神戸六甲アイランドの
神戸ファッションマートにおいて社会福祉法人プロップ・ステーション、兵庫県の主催
により開催された。
北側国土交通大臣や尾辻厚生労働大臣、井戸兵庫県知事、矢田神戸市長、坂村
委員長をはじめ、海外からの来賓を含む多数の出席者によるパネルディスカッション
等が行われた。パネルディスカッションでは障がい者を納税者にできる日本を目指す
ことや、諸外国の取り組みの紹介、省庁や自治体の首長の意見交換が行われ、2日
間の参加者は延べ約1,600人に上った。
また、近畿地方整備局、神戸市により自律移動支援プロジェクトのテクニカルツ
アーも併せて実施し、車いす利用者や視覚障がい者を含むのべ約50名の方々が体
験した。
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チャレンジド・ジャパン・フォーラム2005国際会議inHYOGO/KOBE

セッション：日本から世界へ、ユニバーサル社会創造の
ムーブメントを発信しよう！

左から、竹中委員、北側国土交通大臣、坂村委員長、
マイケル・ウインター氏
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チャレンジド・ジャパン・フォーラム2005国際会議inHYOGO/KOBE

テクニカルツアー・体験ツアーの状況テクニカルツアー・体験ツアーの状況

坂村委員長よりiBOXの説明を受ける
佐藤事務次官、上野政策統括官、藤本整備局長ら

車いす利用者への情報提供について
説明を受ける坂本参議院議員

ランプミュージアム前での白杖を使ったデモ

携帯端末で操作可能なユビキタストイレ

ランプミュージアム前での車いすを使ったデモ

会場内での体験ツアー
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平成17年8月19日（金）
神戸新聞（朝刊）25面

平成17年8月20日（土）
神戸新聞（朝刊）3面
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神戸 一般モニターによる実証実験

■平成17年8月24日（水）～

・第1期：8月24日（水）～9月22日（木）

・第2期：11月14日（月）～12月9日（金）

実施場所：
道路エリア（水曜日）
「フラワーロード（神戸市役所前）～京町筋（ランプミュージアム）」
港湾エリア（木曜日）「かもめりあ」

内 容：
システムを体験して頂き、コンテンツ内容や機器の利便性に対して
意見を伺った

参加者：
視覚障がい者 のべ23名

港湾エリア
かもめりあ

道路エリア
フラワーロード（神戸市役所）→
京町筋（ランプミュージアム）

実証実験エリア図

神戸市役所

神戸らんぷミュージアム

第１期モニター調査の概要第１期モニター調査の概要
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神戸 一般モニターによる実証実験

モニター調査体験者からの主なコメント

○点字ブロックがどの方向へ伸びているか案内があるので
探す必要がなく便利
○システムを使用することでこれまでよりも行動範囲が拡大
すると思う
○音声案内の話すスピードを調節できるようにして欲しい
○白杖や携帯端末が重いため、小型化、軽量化して欲しい

実空間でのシステム体験

体験後のヒアリング調査

第１期モニター調査の状況第１期モニター調査の状況
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平成17年8月24日（水）
21:30～

サンテレビ（SUN-TV）
ニュースＥｙｅランド

平成17年9月15日（木）
点字毎日新聞8面
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東京ユビキタス計画・上野まちナビ実験オープニングセレモニー

■平成17年10月13日（水）

・オープニングセレモニーとデモンストレーション（上野動物園内）

石原都知事による挨拶 坂村委員長によるシステムの説明

左から、二木上野観光連盟会長、吉住台東区長、江﨑国土交通副大臣、
石原都知事、川島都議会議長、坂村委員長によるくす玉開披
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東京ユビキタス計画・上野まちナビ実験オープニングセレモニー

デモンストレーションの状況デモンストレーションの状況

アジアゾウ舎前でのデモンストレーションの様子
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平成17年10月14日（金）
産経新聞（朝刊）27面

平成17年10月14日（金）
毎日新聞（朝刊）26面
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■平成17年10月13日（水）～11月30日（水）

東京ユビキタス計画・上野まちナビ実験

外国人観光客への機器説明の様子 外国人観光客によるシステム体験の様子

小学生によるシステム体験の様子
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■平成17年10月13日（水）～11月30日（水）

・ユビキタス技術展示・秋葉原

・秋葉原ダイビル2階（学びと創造の場）にて開催

東京ユビキタス計画・上野まちナビ実験

展示の様子

■平成17年11月10日（木）13:30～16:15

・シンポジウム 「まち」とユビキタス

・東京国立博物館 平成館大講堂にて開催

左より、坂村委員長、青山フ
リーアナウンサー、大石顧問、
岡本教授、月尾顧問による
パネルディスカッション
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近畿技術事務所での体験施設整備

交通バリアフリー体験施設
リニューアル完成式典の模様

■平成17年11月7日（月）

バリアフリーコース

近畿地方整備局 近畿技術事務所構内の交通バリアフリー比較体験
コース内にＩＣタグを取り付け、自律移動支援システムを体験できる
「自律移動支援デモンストレーション施設」を整備
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神戸 一般モニターによる実証実験

第２期モニター調査の概要第２期モニター調査の概要

日 時：
平成17年11月14日（月）～12月9日（金）
午前10:00～12:00、午後14:00～16:00

実施場所：
道路エリア
「さんちか、フラワーロード、旧居留地、三宮センター街、元町商店街」
港湾エリア
「かもめりあ、メリケンパーク」

内 容：
①音声による経路案内
②バリアフリールートの経路案内
③多言語による店舗情報、観光情報の提供

参加者： 視覚障がい者、車いす使用者、外国人、一般希望者

■第２期モニター調査では対象者を広げてモニターを募集し、実際にシステ
ムを体験して頂き、情報提供内容の妥当性やシステムの利便性について
検証する

第2期モニター調査エリア図

港湾エリア

道路エリア

神戸市役所

神戸らんぷミュージアム

交通センタービル

三宮センター街

元町商店街
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神戸 一般モニターによる実証実験

一般希望者のモニターの様子

視覚障がい者モニターの様子

第２期モニター調査の状況第２期モニター調査の状況

視覚障がい者モニターの様子

視覚障がい者モニターの様子
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TRONSHOW2006




