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                                     平成２２年８月２０日 

平成 22 年度戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）で垂水教授らの提案が採択 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）（総務省の競争的資金）について 

総務省の情報通信技術（ICT）分野の研究開発における競争的研究資金制度です。 

ICT 分野のイノベーションを生み出すことを目指し、総務省が定めた戦略的な重点研究開発目標

を実現するために、独創性・新規性に富み、国際競争力の強化、国民の安心・安全の確保、地域の

活性化などに貢献して豊かなユビキタスネット社会を築くための研究開発を支援するものです。 

ICT 分野における競争的資金制度として、平成 14 年度からスタートしました。 

※1 Strategic Information and Communications R&D Promotion Programme 

    

２．本学工学部垂水浩幸教授の提案が採択 

本事業の平成２２年度公募（平成22年4月12日～5月10日）では、全国の大学等から２４９件の

応募があり、先日（８月９日）、５２件の採択が公表されました。中・四国関係者では３件採択

され、そのうちで本学工学部垂水浩幸教授が研究代表者となる以下の提案が採択されました。 

研究課題名：小規模マイクロブログとクロスインタフェースの研究開発 
概要：twitterのようなマイクロブログは有効な情報発信・共有ツールであり、これまでの取

組から地域内交流の活性化に有効であるとの見通しを得た。しかし、情報共有空間がグ

ローバルであるため情報洪水を起こしやすく、地域における利用には不便な点もある。

そこで、地域の交流、災害対策、医療、家庭生活等に密着した利用のため、これらの目

的に特化した新しいマイクロブログサービスと複数のマイクロブログを連係させるク

ロスインタフェースを開発し、地域での利用を促進する。 

研究期間：２年 

研究代表者：垂水 浩幸（香川大学） 

研究分担者：土井 健司（香川大学）、中野 裕介(有限会社電マーク) 

 

戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）（総務省の競争的資金）は、情報通信技術（ICT）

分野の研究開発における競争的研究資金制度で、ICT分野のイノベーションを生み出すこと

を目指し、総務省が定めた戦略的な重点研究開発目標を実現するための独創性・新規性に

富む研究開発を支援するものです。 

このたび、本事業の平成22年度の公募において、本学工学部の垂水浩幸教授の提案（研

究課題名：小規模マイクロブログとクロスインタフェースの研究開発）が採択されました。

（全国で２４９件応募があり、うち５２件が採択。中・四国では３件採択） 

 お問い合わせ先  
国立大学法人香川大学工学部 垂水 浩幸 

TEL:087-864-2214    FAX:087-864-2262  

e-mail:tarumi@eng.kagawa-u.ac.jp 



補足資料　１

図 2. 医療、介護などでの情報の共有化

図 1. 家庭内での情報家電のメッセージング

病室用・在宅介護用マイクロブログサーバ

リビングに設置した T V・セット BOX
来訪者の画像を記録

FAX が届きました  080101.jpg

医療・介護現場の情報伝達を円滑にし、在宅での生活を支援

ホームマイクロブログサーバ
自宅内の家電の情報をマイクロブログによって管理

来客がありました 080102.jpg
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　　将来的には 
　・万歩計、体重計
・太陽発電の発電量
・電気自動車の充電
・ペット用固定カメラ

など情報家電全般
に応用できる

Bluetooth

RF

ヘルス・メディカル機器病室・在宅介護など 医療・看護従事者

在宅での患者の状態を確認、呼出
履歴、治療の予定や経過を記録。
患者からのコメントなどを確認、
看護日報などとして活用。

体温や血圧などの記録を機器
から自動的に投稿。入力作業
を軽減させ、記録ミスを防ぐ。

病室のベットサイド端末やタブレット
型端末により、入院中の外部とのコミ
ュニケーションを維持しながら、ケア
に関わるプライベートな情報を一元的
に確認できる。
見守られている安心感からの自立支援
を促す。

仕事を続けながら介護や看護
への参加。
インターネットを通じ外部から
アクセスを行なう。

家族 ( 遠隔を含む )

家庭内で共有される情報
・留守時の訪問者
・家族の帰宅情報
・不在時の宅配便の通知
・FAX のデジタル化
 など

テレビ画面で家電からの情報を表示。携帯電話にも対応し宅外から家族の帰宅などを確認する
ことができる。将来的には電気自動車の充電や太陽光発電の管理などにも応用できる技術とし
て開発を行う。



補足資料　２

図 3. 災害時などにおける細分化された地域毎の情報提供

用　語

避　難危険なエリア 安全なエリア

地域マイクロブログサーバ
市役所・消防・学校・公民館・警察・交通機関からの情報に対応

【twitter】

【LNS】

【SCOPE】
国際競争力の強化、国民の安心・安全の確保、地域の活性化などに貢献して豊かなユビキタスネット社会を築くための研究開発を支援する総

務省の競争的資金制度です。本年度の採択課題については下記ホームページをご参照ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/scope/subject/s_h22.html

Life(Local ) Networking Service の略。SNS( Social Networking Service) に対し、生活 (Life) や地域 (local) に特化した小規模マイクロブログな

どのネットワーキングサービスに対する我々の造語。人と人とのつながりだけでなく、無線技術 (IC カードなどに使われる非接触通信技術、

近距離で使われる Bluetooth 技術、無線 LAN技術など ) やセンサーによって情報家電などの生活に関わるモノからの情報にも対応する。

【SNS】

Social Networking Service の略。人と人のつながりやコミュニケーションを支援するインターネットサービス。

twitter も SNS のサービスの一つ。他に Facebook、mixi などが有名。2003 年より世界中で様々なサービスが運営され、ニールセン・カンパ

ニーの調査によると 2009 年 12 月にはアメリカで 142.1 百万人、日本では 46.6 百人が利用している。ユーザは自分のプロフィールや日記を

公開することで、友人や知人とインターネト上で互いの状況を確認し情報を交換することができる。

【twitter クライアントアプリ】
twitter は他のweb サービスと同様に Internet Explorer や FireFox などのブラウザから利用することができるが、この他に twitter 専用のソフ

トウェアを携帯電話やパソコンなどの端末にインストールして利用することもできる。このように端末にインストールして使用する専用ソフ

トウェアをクライアントソフトと言い、ブラウザよりも柔軟に機能提供ができる。代表的なクライアントに tweetDeck や HootSuite、

Twitbird などがある。

【マイクロブログ】

ミニブログとも呼ばれる。短いテキストを投稿共有するため、更新が容易。そのためリアルタイムなコミュニケーションが行われることが多

い。twitter が有名であるが、企業内での情報共有を目的としたイントラネットでの企業内限定のマイクロブログなども存在する。

2006 年に米国企業が開発。利用者はコンピュータや携帯電話から 140 文字以内の文章を投稿し他の利用者共有するグローバルなマイクロブ

ログサービス。国内でも利用者が伸びており、1000 万以上人以上が利用。最近では行政や地域・企業などの利用も増加している。

http://twitter.com
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大雨洪水警報　避難勧告

あなたのいるエリアは危険です。

ただちに◯◯公民館に避難を

緊急情報　〇〇市役所から

twitter

twitter
携帯電話のGPS から
最寄のマイクロブログ
サーバに接続される。

地域をマスに細分化。各マス毎に
マイクロブログサーバが存在。
（色の濃いマスのサーバには市役所
から避難情報が投稿されている。）
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利用者の位置から twitter
クライアントアプリ上に
緊急情報を優先的に表示。
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