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場とコミュニケーション
A-1 皆さまに 使っていただく t-Room −機能と効率とアウェアネスのスケーラビリティの追求−
A-3 インターネットを創造的に使う −様々なビジュアル技術によるネット上の共同制作−

A-2 会話を盛り上げ，親しんでもらうコンピュータ −思考・共感の喚起がもたらすコミュニケーション環境−
A-4 センサネットワークが見せる世界の様相 −実世界セマンティクス環境の研究−

メディアとコミュニケーション
B-1 会話の流れが一目瞭然！ −コミュニケーションシーンを理解する音声映像技術−
B-3 音や映像から情報を引き出す −最先端のメディア情報抽出技術を体験−

B-2 生きている音をそのまま伝えよう −MPEG-4 ALSによる音響信号のロスレス伝送−
B-4 あなたの「知りたい！」を助けます −言語処理技術：新しい意味解析の時代を拓く−

C-1 データを生み出す隠れた原理を発見する −ベイズ機械学習による情報生成過程のモデル化−
C-3 量子通信が作る安全で快適な世界 −プロトコル設計にむけた量子通信の数学的性質の解明−

C-2 論理×確率で安心・安全を極める

−フォーマルメソッドと暗号理論の融合−

人間科学
D-1 見る，触る，身体が動く

−脳と身体の統合的理解を目指して−

D-2 見る，聞く，気持ちが動く

−感覚と感情の認知脳科学−
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所長あいさつ

NTTコミュニケーション科学基礎研究所
所長 外村 佳伸

NTT CS研オープンハウス×未来想論2009
ー 人間を知り，情報の本質に迫るコミュニケーション科学 ー
今ほど，科学技術が人間・自然・社会にとって調和的に発展すべきであると言われて
いる時代はありません．これは，世の中の関心が最も高まっている地球環境問題にとど
まらず，ICTを含むあらゆる技術の可能性と影響力が地球レベルに達し，今や人類全体の
課題となっているからでしょう．地球環境問題や国際的な経済問題でまさに待ったなし
の状況の中，これからの科学技術が，経済・産業の繁栄をもたらしつつも，社会の健全
な秩序を維持し，さらに生命の基盤たる自然のバランスを保ちながら，いかに人が暮ら
し易い環境の実現に貢献できるか，人類の知恵が試されていると言えるでしょう．CS研
では，こうした課題に対し，人間科学と情報科学両面からのアプローチとその融合が重
要と考え，人を取り巻く賢い環境をめざす環境知能のコンセプトのもと，計算科学，メ
ディア科学，コミュニケーション科学，人間科学の分野における先端研究と，領域を超
えたシナジーを実現する先端的な研究を推し進めています．
NTT CS研オープンハウス×未来想論2009においては，「人間を知り，情報の本質に
迫るコミュニケーション科学」をテーマに，私たちの最新の研究成果をご覧頂くほか，
ホットな話題を取り上げて議論する未来想論のセッションを設けます．NTT CS研オープ
ンハウス×未来想論2009が，皆様と一緒に，人と技術のあり方や可能性を考え，刺激し
合い，新たな展開につながる，まさに共進化の場となることを祈念し，所員一同，皆様
のご来場に心より感謝申し上げます．
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この歌何点？ −自己類似度特徴による音楽の類似度測定−
大事なものを見分け，学び，認識する −視覚の特性を反映した未登録物体の自動検出と学習−
たくさん利用されている人気動画をさがそう −大規模メディアデータのリンク構造解析−
実証実験結果報告 −インターネット上での音楽・映像コンテンツの使用を特定−

あなたの「知りたい！」を助けます
●

未来八景

−MPEG-4 ALSによる音響信号のロスレス伝送−
生きている音だからできること −ライブ演奏音響ロスレス配信実験−
生きている音を聞いてみよう −ALS準拠データのディジタル機器による再生−

音や映像から情報を引き出す
●

● 講 演 ス ケ ジュール

−コミュニケーションシーンを理解する音声映像技術−
実時間会議モニタリング −リアルタイム & マルチモーダル対話シーン分析−
激しく動いても見失わない顔追跡 −複雑な動きに対して頑健な顔姿勢追跡−
会議も！談話も！実シーンの会話の文書化 −会話音声認識・検索技術−
会話の中から各話者の声を明瞭に聞き分けます −残響に頑健な音声分離抽出技術−
響いた収録音声を，くっきりとした音声に！ −映画/テレビ/CMの音声編集・調整用 残響除去ソフト−

生きている音をそのまま伝えよう
●

B-3

−実世界セマンティクス環境の研究−
無数にあるモノとデキゴトを収集する方法 −稠密に配置されたセンサノードからの効率的情報収集技術−
このデキゴトはどのように見えている？ −センサデータ解釈のための実世界知識構築技術−
センサで分かる人の日常行動 −身体に装着した多種のセンサを用いた日常生活行動認識−

会話の流れが一目瞭然！
●

通行可能領域

−様々なビジュアル技術によるネット上の共同制作−
ネット上のみんなで作るアニメーション −共同制作を活性化する協調パターンの導入−

センサネットワークが見せる世界の様相
●

エレベーター

−思考・共感の喚起がもたらすコミュニケーション環境−
みんなの会話を盛りあげるシステム キャンプ −感情に働きかける思考喚起型多人数対話システム−
親しみやすく，話したくなるシステム マフィン −共感喚起型対話システム−

インターネットを創造的に使う
●

講演中継
会
場

使っていただく t-Room −機能と効率とアウェアネスのスケーラビリティの追求−
汎用の ミドルウェア 三代目 −時間と空間の再構成が可能な環境を創る−
どこからも どこでも聞こえる HiFi音 −スクリーン上に音響イメージを再現するスピーカ−
ありがたや 離れていても 同室感 −ユーザの座席配置が遠隔協調作業に及ぼす影響について−

−脳と身体の統合的理解を目指して−
身体知覚の不思議 〜動かす／動かされる時〜 −能動運動情報の身体知覚における役割−
運動学習の不思議 〜環境が脳をスイッチ！〜 −トレーニング環境で変わる脳の運動学習モード−
温度感覚の不思議 〜触覚で温度感覚が変わる〜 −温度感覚と触覚の統合メカニズムの解明−
力感覚の錯覚を利用して視覚障がい者を道案内 −手のひらサイズの多自由度「ぶるなび」による歩行誘導−

見る，聞く，気持ちが動く
●
●
●

−感覚と感情の認知脳科学−
物理・画像・知覚の秘められた関係 −自然画像から探る視覚の仕組み−
感情で見え方が変わる −感情と認知の相互作用−
目や耳や脳のしくみを楽しむ，学ぶ −錯覚体験ウェブサイト「イリュージョンフォーラム」−

--

所長講演

未 来 八 景
−時空感で考える情報環境デザイン−
NTT CS研オープンハウス×未来想論2009のテーマは「人間を知り，情報の本質に迫る
コミュニケーション科学」です．このテーマには，技術がますます高度化・複雑化しつつ
ある現代にこそ，人にとって何が本当に役立ち，意味があるのかを見極めることが必要で
あり，そのためには人間そのものをもっと知り，情報の何がどう本質的に関わるかを見極
めることが重要だ，という思いが込められています．
生命の長い進化の末に今いる人間は，豊富な感覚，優れた知能を持っていますが，最近
の情報環境がいくら高度になったと言っても，人間を十分に活かしているとはまだまだ言
えません．またそのことが，逆に人間と技術の間に不調和を生むことにもつながっていま
す．CS研がめざす環境知能の世界では，人間と環境が相互作用しながら共進化していく
ことが重要だと考えています．そこでは，人間をよく知り，人間の特性をうまく情報環境
によって引き出し，活かすことで，新しい可能性を広げつつも，人と技術が調和する未来
像を描いています．その鍵を握るのが，人間の身体感覚を活かすことと，時空間を自在に
越えること，すなわち「時空感」です．講演では，時空感の発想に，人と人とのコミュニ
ケーション，サイバー世界との関わり，膨大な情報・知識の駆使などを絡めながら「未来
八景」と称して，情報環境が果たすべき未来の役割を，八つの観点で考えてみようと思い
ます．CS研の研究も含めて，果たしてどの景にはどんな技術が求められるのか，皆さん
も一緒に思いを巡らせてみませんか．

NTTコミュニケーション科学基礎研究所
所長 外村 佳伸
<プロフィール>
1981年京都大学大学院修士課程修了．同年日本電信電話公社（現NTT）入社．以
来，主に画像・映像を中心とした情報処理，インタラクティブ・インタフェース，
ブロードバンドコンテンツサービスに関する研究開発に従事．1987〜1988年米国
MITメディア研究所客員研究員．2006年より現職．博士（情報学）．

--

--

未来想論

未来想論

（来場者の皆様との交流セッション ）

（来場者の皆様との交流セッション ）

コンピュータが言葉の意味を理解できると何が変わるか？

QoL を支える次世代インタフェース

−検索エンジンを超えるもの−

−ニーズとシーズを無理なくマッチさせる社会に向けて−

検索エンジンが一般に普及する一方で，文章の表面だけしか扱わないキーワード検索の限界を感じている人も多い

人間と世界を取り結ぶ新しいヒューマンインタフェース技術は，近年，人間科学研究から新しい情報提示手法が提

と思います．この限界を克服することを目指し，近年，コンピュータに言葉の意味を理解させる技術が急速に発展し

案されるなど，新たな学術領域への広がりを見せています．一方で，来たるべき超高齢化社会に向けて，ヒューマン

てきています．人間が文章の行間を読むように，コンピュータが文章の背後に隠された内容を理解できる日も，もう

インタフェース技術による生活の質の向上，福祉関連技術への展開に関する期待は大きくなっています． 本パネル

目の前です．本パネルでは，このような意味理解技術によって，今後の検索がどのように変わるのか，検索を超える

ではこのような技術革新が未来の社会にどのような恩恵を与えうるのか，あらゆる人の生活の中に浸透させるにはど

技術やサービスが生まれ得るのか，専門家を招き，議論したいと思います．

うすればよいか，ニーズとシーズを無理なくマッチさせることができるのかについて議論します．

＜パネリスト> 乾 健太郎（いぬいけんたろう）

＜パネリスト> 椎尾 一郎（しいおいちろう）

奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 准教授．
専門は計算言語学．言語情報や知識の自動編集に関する研究に従事．1995年東京工業大学博士課程修了．同大
学助手，九州工業大学助教授を経て，現職．情報処理学会自然言語処理研究会幹事，Computational Linguistics
編集委員．人工知能学会 1997年度論文賞，COLING/ACL-2006 Best Asian NLP Paper Award，言語処理学
会年次大会優秀発表賞等，受賞．博士（工学）．

お茶の水女子大学理学部情報科学科 教授．
1979年名古屋大学理学部物理学科卒業．1984年東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了．日本アイ・
ビー・エム株式会社東京基礎研究所に入社． マルチメディアシステム，オフィスシステムなどのユーザインタ
フェースの研究に従事．1997年玉川大学工学部をへて2005年より現職．実世界指向インタフェース，ユビキタ
スコンピューティングを中心に研究．工学博士．

＜パネリスト> 増市 博（ますいちひろし）

＜パネリスト> 伊藤 英一（いとうえいいち）

富士ゼロックス株式会社 研究技術開発本部 研究主査．
1991年 京都大学大学院工学研究科修士課程修了．同年，富士ゼロックス株式会社入社．1998年−2000年 スタン
フォード大学CSLI客員研究員およびXerox PARCコンサルタント研究員．現在，富士ゼロックス研究技術開発
本部自然言語処理研究チームリーダー．主な研究対象は，構文解析／意味解析および情報抽出/情報検索．電子
情報通信学会言語理解とコミュニケーション研究会幹事．2003年度言語処理学会優秀論文賞受賞．博士（工学）．

長野大学 社会福祉学部 教授．
1983年愛知工業大学電子工学科卒．早稲田大学大学院理工学研究科特別研修生，富山県高志リハビリテーショ
ン病院研究員，神奈川県総合リハビリテーションセンター主任研究員を経て，2002年長野大学社会福祉学部助
教授．現在，教授．博士（政策・メディア）．1998−99年米スタンフォード大学言語情報研究センター訪問研究
員．2007−08年米ハワイ大学教育学部教育工学専攻訪問研究員．

＜パネリスト> 桝村 季弘（ますむらとしひろ）

＜パネリスト> 渡邊 淳司 （わたなべじゅんじ）

NTTレゾナント株式会社 技術マーケティング部 検索ビジネス推進 担当課長．
1969年生まれ．多摩美術大学 芸術学科卒業．CGムービーやデジタル写真集の制作進行を経て，2001年，㈱
NTT-X（現 NTTレゾナント㈱）に入社．編集チーム・リーダーとして，ポータルサイト「goo」のトップページ
（http://www.goo.ne.jp/）の企画・UI・運用に携わる．2008年より，新しい検索サービスの企画・開発を担当して
いる．

＜オーガナイザ／パネリスト> 平 博順（たいらひろとし）
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 協創情報研究部 研究員．
1996年 東京大学大学院 理学系研究科 修士課程（固体化学）修了．同年，日本電信電話株式会社入社．2002年
奈良先端科学技術大学院大学 博士後期課程修了．博士（工学）．NTT入社後は，テキスト分類，統計的機械学習，
質問応答，バイオインフォマティクス等の研究に従事．2005−2007年 株式会社NTTデータ BI推進センタにて
データ分析コンサルティングの研究開発に従事．現在，協創情報研究部，言語知能研究グループにて述語項構
造解析を中心とする意味解析の研究に従事．

NTTコミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 客員研究員／日本学術振興会 特別研究員．
2000年 東京大学工学部計数工学科卒，2005年 同大大学院情報理工学系研究科修了（情報理工学博士）．人間の
知覚メカニズム・インタフェース工学の研究を行うとともに，メディア芸術の分野にも携わり，人間の感覚と環
境との関係性を理論と芸術的応用の両面から研究している．近年は，SIGGRAPHを初めとする学会活動だけで
なく，文化庁メディア芸術祭，Ars Electronica等の芸術祭においても数多くの展示を行う．

＜オーガナイザ／司会> 雨宮 智浩（あめみやともひろ）
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 研究員．
2002年 東京大学 工学部機械情報工学科卒業，2004年 同大学大学院 情報理工学系研究科修士課程修了，同年
日本電信電話株式会社入社．現在，NTTコミュニケーション科学基礎研究所にて人間の知覚特性や錯覚を利用
したウェアラブルインタフェース，力触覚インタフェース，障がい者支援の研究に従事．2008年 大阪大学より
博士（情報科学）
学位取得．Laval Virtual Grand Prix（2007年）等受賞．

＜オーガナイザ／司会> 東中 竜一郎（ひがしなかりゅういちろう）
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 協創情報研究部 研究主任．
1999年 慶應義塾大学環境情報学部卒業，2001年 同大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了．同年，日本
電信電話株式会社入社．2004年11月より2006年3月までシェフィールド大学客員研究員．現在，協創情報研究
部，言語知能研究グループにて，質問応答システム，音声対話システムの研究に従事．博士（学術）．

--

--

研究講演

研究講演

人と人との会話を解き明かす

それがどのように他者によって受け止められたのか？

−コミュニケーションを科学する映像音声技術−

ということを指します．現状，このような会話シーン

メディア情報研究部 主任研究員

大塚 和弘
るメッセージは非言語行動や非言語情報と呼ばれてい

コミュニケーションを科学する

展望

分析の実現には多くの技術的障壁が立ちはだかってい

マルチモーダル会話シーン分析システムをさらに発

ますが，我々はまずメッセージの伝達の方向性，つま

展・拡張していくことで，会議のマルチメディア議事録

り，WhoとWhom，Whenの 推 定 を 基 本 問 題 と し 研 究

の自動作成や，テレビ会議システムの自動カメラワー

を進めています．

ク，ひいては人間同士の会話に参加できるロボットや

ます．我々は，これらの非言語情報が，視覚や聴覚な

その成果の一つとして，昨年，対面の状況で人と人

エージェントなど，より円滑なコミュニケーションを

私たちは，会議や雑談，電話，電子メールなど，日々

ど複数のモダリティーを介して伝達されている点に着

が会話する場面を自動的かつ実時間で分析できるシス

実現する新技術の創出に繋がっていくと考えていま

いろいろなコミュニケーションを行なっています．数

目し，人の目と耳の代わりにカメラやマイクを使って

テム「マルチモーダル会話シーン分析システム」を開発

す．そのため現在，画像や音声の要素技術の性能向上を

あるコミュニケーションの中でも人と人とが対面で交

人の行動を観測し，それを計算機によって分析するこ

しました［1］．このシステムは，図１に示すように，比

行うとともに，顔の表情や声のトーンなど，より豊か

わす「会話」は最も基本的なものであり，日々，情報の

とで，コミュニケーションのプロセスを明らかにする

較的小規模のミーティングを想定して，テーブル上に

な人間の非言語・言語行動を対象とした技術の研究開発

伝達・共有や他者の感情の理解，グループでの意志決定

ことができるのではと期待し，画像や音声などメディ

置かれたコンパクトな全方位カメラ・マイク（図２）に

を進めています．

な ど が 会 話 を 通 じ て 行 わ れ て い ま す．こ れ ま で 遠 隔 地

ア技術の研究開発を進めています．

より画像情報，音声情報を収集し，その情報を処理・統

間における人と人とのコミュニケーションを支援する

合することで会話の状況を分析し，その結果をディス

様々な技術が開発され，広く用いられていますが，い

プレイ上に表示するシステムです．具体的には，「誰が

まだ多くの場面で対面の会話ほどスムーズなコミュニ

い つ 話 し て い る か？」
「 誰 が 誰 の 方 を 向 い て い る か？」
「誰が注目を集めているか？」といった会話の状態を即

ケーションを実現するには至っていません．
我々は，時間や距離によるコミュニケーションの障

時にモニタリングすることができます．このシステムに

壁を解消するような技術を開発するためには，そもそ

は当研究所で開発されたメディア技術の中でも，全方

も人と人とがどのようにメッセージや想いを伝達す

位画像上で複数の人物の顔向きを高速で追跡する技術

るのかというコミュニケーションのプロセスを明らか

と，３本の遠隔マイクの信号から各人の声の到来方向

にする事が重要であると考えています．NTTコミュニ

と時間区間を頑健に推定する技術，が用いられており，

ケーション科学基礎研究所では，そのようなコミュニ

図１：マルチモーダル会話シーン分析システムの動作の様子．手
前のモニタに実時間での分析結果が表示されています．

ケ ー シ ョ ン と い う 現 象 を 科 学 す る た め に， コ ミ ュ ニ

それらの統合により会話シーンの分析が可能になりま
【参考文献】

した．このようなマルチモーダル情報に基づいて実時間

ケーションの場面をセンサや計算機を用い，定量的か

で複数人物の会話場面を分析するシステムの構築は世

つ 客 観 的 に 計 測・分 析 で き る よ う な 技 術 の 実 現 を 目 指

界で最初の試みでした．

マルチモーダル会話シーン分析

図２：全方位カメラ・マイク

［1］大塚，荒木，石塚，藤本，大和：“多人数会話シーン分析
に向けた実時間マルチモーダルシステムの構築〜マル
チモーダル全方位センサを用いた顔方向追跡と話者ダ
イアリゼーションの統合〜，” 信学技法MVE2008-68，

しています．

2008．

日常のコミュニケーションにおいて，人はさりげな

画像や音声などのマルチモーダル情報に基づいて自

く自分の考えを口にして，また，相手の話に耳を傾け

動的に会話の状況を認識・理解するというタスクを我々

ています．こうした人の行動は一見何気ないものと感じ

は，「 マ ル チ モ ー ダ ル 会 話 シ ー ン 分 析 」と 呼 ん で い ま

ますが，そこでは実に多種多様な振る舞いを通じてメッ

す．その目標は，入力情報から会話の６W １Hの記述を

セージの授受が行われています．例えば，言葉以外に

自動的に得ることです．６W １Hとは，When（いつ），

も，視線や顔の表情，ジェスチャ，手振り・身振り，声

Where（どこで），Who（誰が），Whom（誰に対して）,

のトーンなどが重要な役割を果たしていることが知ら

What（どのようなメッセージを）,How（どのような

れています．これらの言葉以外の行動やそれによる伝わ

振る舞いによって）,Why（何故）発したのか？また，
- 10 -

大塚 和弘（おおつかかずひろ）
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研究講演

研究講演

は そ う で な い こ と が わ か り ま す． 他 の 様 々 な 表 面 の

質感を生み出す脳のメカニズム

画像を分析してもそうです．脳は，このヒストグラム

−感性情報の理解と制御に向けて−
人間情報研究部 主任研究員

本吉
質感を見わける脳

感性制御技術

勇

画像のなかに隠された手がかり

の歪みを手がかりに光沢感を推定しているらしいので

脳の質感情報処理の原理をより深く理解できれば，

す．実際，ヒストグラムを人工的に歪めると光沢の知

豊かな質感をもつ画像を伝送したり，実写やコンピュー

覚 も 変 わ り ま す．ま た， ヒ ス ト グ ラ ム の 歪 ん だ 画 像 を

タ・グラフィクスの質感を自在に制御・合成することが

ずっと見たあとでは，表面の光沢が変わって見えます

可能になるでしょう．

（順応効果）．

さらに，ここで紹介した「単純な画像特徴のもつ意外

私たちの身の回りにある様々なモノの表面にはそれ

図1に二つの彫刻があります．右のものには強い光沢

なインパクト」は，モノの質感のみならず，画像のリ

ぞれ独特の質感があります．ザラザラした表面もあれば

があり，左のものにはないということがすぐにわかり

アリティや臨場感といった，視覚的にとらえられる様々

スベスベの表面もあり，金属のように強い光沢をもつ

ます．なぜすぐにわかるのでしょうか？

ものもあれば，ガラスのように透明なものもあります．

にも複雑な凹凸がありますが，画像全体のもつ統計的

私たちはふだん，そうした質感（表面の特性）の違いを

な性質を分析すると，実は両者のあいだには単純な違

いとも簡単に見分け，評価しています．

いがあります．

どちらの彫刻

な感性的印象に当てはまる可能性があります［4］．もし

質感をコントロールする

そうなら，これまで専門家の鑑識眼や直観に頼ってき
た判断を機械的におこなったり［5］，画像の印象その

光沢感だけでなく，透明感や金属感など他の質感も

ものを合成できるようになるかもしれません．

意外と単純な特徴で決まっている可能性があります．と

それぞれの画像の下に，明暗の各階調のピクセルの

いうのも，画像に単純な処理を施すだけでそれらの質

表面のもつ三次元

割合を示した強度ヒストグラムというものを示してあ

感を劇的に変化させることができるからです［2,3］．

的な凹凸を復元し，影のつき方などを細かく分析して

ります．画像処理の研究でよく使われるグラフです．

例えば，光沢のある表面の画像のハイライト以外の部

【参考文献】
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本吉

図１：光沢の違う二つの表面と，その強度ヒストグラム
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ᐇ

Gabriel Pablo Nava, Keiji Hirata, Masato Miyoshi, Yasunori Harada, "A Loudspeaker-Embedded Design
for an Immersive Videoconferencing System with Large Screens“, Proc. Int. Symp. Universal
Communication (ISUC) 2008, pp.261-267, 2008.

Hirata, Harada, Takada, Aoyagi, Shirai, Yamashita, Kaji, Yamato, Nakazawa, “t-Room: Next Generation
Video Communication System”, IEEE World Telecommunications Congress 2008 (WTC '08).
ᐔ↰, ේ↰, 㜞↰, 㕍ᩉ, ⊕, ጊਅ, ᄢ, ᫃, “㆙㓒ࡆ࠺ࠝࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦࠪࠬ࠹ࡓߩߚߩᗐ㕙
ߩታⵝᣇᑼ”, ᖱႎಣℂቇળࠣ࡞ࡊ࠙ࠚࠕߣࡀ࠶࠻ࡢࠢࠨࡆࠬࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ2007 (GNWS 2007).

㐃⤡ඛ: Gabriel Pablo Nava / ᯇ⏣ᫀྐ
࣓ࢹሗ◊✲㒊 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⎔ቃ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

ㅪ⛊వ: 㜞↰ᢅᒄ (Toshihiro Takada)
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⊕
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A−2

Naomi Yamashita, Keiji Hirata, Shigemi Aoyagi, Hideaki Kuzuoka, Yasunori Harada, “Impact of Seating
Positions on Group Video Communication,“ Proceedings of ACM Conference on Computer-Supported
Collaborative Work (CSCW’08), pp.177-186, 2008.

㐃⤡ඛ: Hirata Keiji & Naomi Yamashita
࣓ࢹሗ◊✲㒊 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⎔ቃ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
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http://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2009/theme/a2/index.html
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࠺ඹឤࡋ㸪ே㛫ࡢᚰാࡁࡅࡿࡇ࡛㸪ᑗ᮶࠾ࡅࡿࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱே㛫ࡢ㛵ಀࢆ㸪ぶ
ࡋࡳࡸࡍࡃ ࡳࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛ࡁࡲࡍ㸬

ඹឤ⮬ᕫ㛤♧ࢆ⾜࠺ࢸ࢟ࢫࢺᑐヰࢩࢫࢸ࣒
MAFFIN㸸Dialogue System for Mutual AFFINity

࣐ࣇࣥ㸼ࢇ࡞ື≀ࡀዲࡁ࡛ࡍ㸽
࣐ࣇࣥ㸼⚾ࡣ࣍ࢱࣝࡀዲࡁ࡞ࢇ࡛ࡍࡼ ⮬ᕫ㛤♧
࣮ࣘࢨ 㸼⚾ࡶዲࡁ࡛ࡍ
࣐ࣇࣥ㸼࣍ࢱࣝࡀዲࡁ࡞ࢇ࡛ࡍࡡ ඹឤ
࣐ࣇࣥ㸼࣍ࢱࣝࡀዲࡁ࡞⌮⏤ࢆ▱ࡾࡓ࠸࡛ࡍ
࣮ࣘࢨ 㸼⥡㯇ࡔࡽ
࣐ࣇࣥ㸼࡞ࡿࡼࡃࢃࡾࡲࡍ
࣐ࣇࣥ㸼⚾ࡶዲࡁ࡛ࡍ ൹࠸ࡽ

࣐ࣇࣥ

ੱ㑆ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦ߇ᵴ⊒ൻ

ᐇ㦂

ඹឤ࣭⮬ᕫ㛤♧ࡢ᪉ࡢ␗࡞ࡿ࣐ࣇ࣮ࣥࣘࢨࡢᑐヰࢆ㸷㸮㸮ᑐヰ㞟ࡋ࡚ศᯒ

ձ

ኻߩᵹࠇߦᔕߓߚ
ᗵ⊛ᗵᖱߩ

࣮ࣘࢨࡢඹឤᅇ
ᩘࡀ㸰ᅇ௨ୖࡢ
ᑐヰࡢぶ㏆ឤ࣭
‶㊊ᗘ

߈ߩߎ

⥄Ꮖਛᔃ⊛ᗵᖱߩߪ
ḩ⿷ᐲ߿⊒⸒㊂ߦᓇ㗀ߥߒ

㸼

࣮ࣘࢨࡢඹឤᅇ
ᩘࡀ㸰ᅇᮍ‶ࡢ
ᑐヰࡢぶ㏆ឤ࣭
‶㊊ᗘ

ղ

㔜ᅇᖐศᯒ࡚㸪
࣮ࣘࢨࡢඹឤᅇᩘ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢඹឤᅇᩘ
ẚ㍑ⓗ㧗࠸㛵㐃

ࢩࢫࢸ࣒ࡢඹឤࡀ࣮ࣘࢨࡢඹឤࢆㄏᘬࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢぶ㏆ឤ
ࡸᑐヰࡢ‶㊊ᗘࢆྥୖࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇࡀุ᫂

㑐ㅪᢥ₂

㛵㐃ᩥ⊩

ᵻ, ၴဈ, ᧲ਛ, ධ, ೨↰, “ᄙੱᢙኻߦ߅ߌࠆኻࠛࠫࠚࡦ࠻ߩࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦᵴᕈലᨐ,” ⸒⺆
ಣℂቇળ╙15࿁ᐕᰴᄢળ⊒⺰ᢥ㓸, D3-3, pp. 454-457, 2009.

࣭R.Higashinaka, K.Dohsaka, H.Isozaki, “Effects of self-disclosure and empathy in human-computer
dialogue”, In Proc. of Spoken Language Technology Workshop (SLT2008), pp.109-112, 2008.
࣭ᮾ୰, ᇽᆏ, ☾ᓮ, “ᑐヰࢩࢫࢸ࣒࠾ࡅࡿඹឤ⮬ᕫ㛤♧ࡢຠᯝ”, ゝㄒฎ⌮Ꮫ➨15ᅇᖺḟⓎ⾲
ㄽᩥ㞟, D3-1, pp.446-449, 2009.

Photo

ㄭ⮮

ࡇࡀ࠸㸽㸸ே㛫ྠኈࡢᑐヰ࡛ࡣ㸪ඹឤࡸ
⮬ᕫ㛤♧ࡀぶ㏆ឤࡢᙧᡂ㔜せ࡛࠶ࡿศ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡋࡋ㸪ᑐヰࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿ
ඹឤࡸ⮬ᕫ㛤♧ࡢຠᯝࡣศࡗ࡚࠸ࡲࡏࢇ࡛
ࡋࡓ㸬ᮏ◊✲ࡼࡾ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡀඹឤࡍࡿࡇ
࡛㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢぶࡋࡳࡸࡍࡉࡸᑐヰࡢ‶㊊
ᗘࡀ㧗ࡲࡿࡇࡀึࡵ࡚ศࡾࡲࡋࡓ㸬

⤫ィⓗ᳨ᐃࡼࡾ᭷ព࡞ᕪ (p < 0.002)

࿁╵ߔࠆ
ኻࠛࠫࠚࡦ࠻
৻㇢ߐࠎ㧔ੱ㑆㧕

ࢇ࡞◊✲㸽㸸࣮ࣘࢨࡗ࡚㸪ぶࡋࡳࡸࡍ
ࡃ㸪ヰࡋࡓࡃ࡞ࡿᑐヰࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⌧ࢆ┠ⓗ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪⮬ᕫ㛤♧ඹឤ
⾲ฟࢆ⾜࠺ᑐヰࢩࢫࢸ࣒ࠕ࣐ࣇࣥࠖࢆ㏻ࡋ
࡚㸪ぶ㏆ឤࡸᑐヰࡢ‶㊊ᗘࢆ㧗ࡵࡿせ⣲ࢆศ
ᯒࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬

ᑐヰ

• ੱ㑆߇ᗵߓࠆḩ⿷ᐲ߇ะ
• ੱ㑆ߩ⊒⸒㊂߇Ⴧട
⛔⸘⊛ߦᗧߥലᨐߢࠆߎߣ
ࠍታ⸽㧔ᗧ᳓Ḱ 㧕

࣐ࣇࣥ

㸫ඹឤႏ㉳ᆺᑐヰࢩࢫࢸ࣒㸫

• ࠢࠗ࠭ᒻᑼߩ߿ࠅขࠅߢ
㔍ߒ㗅ߦࡅࡦ࠻ࠍឭ␜
• ੱ㑆ߣߣ߽ߦࠢࠗ࠭ߦ࿁╵
• ੱ㑆ߩᕁ⠨ࠍ༐
• ੱ㑆߇⥄ࠄ⠨߃ࠆ
ࠃ߁ߦേᯏߠߌ

A-2-2

ヰࢆ┒ࡾୖࡆ㸪ぶࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ

ㅪ⛊వ: ၴဈᶈੑ (Kohji Dohsaka)
ࡔ࠺ࠖࠕᖱႎ⎇ⓥㇱ ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦⅣႺ⎇ⓥࠣ࡞ࡊ

ᮾ୰
ᇽᆏ
┠㯮

㐃⤡ඛ: ᮾ୰ ❳୍㑻(Ryuichiro Higashinaka)
༠ሗ◊✲㒊 ゝㄒ▱⬟◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

೨↰
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テーマ展示

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㐀ⓗ࠺
㸫 ᵝࠎ࡞ࣅࢪࣗࣝᢏ⾡ࡼࡿࢿࢵࢺୖࡢඹྠไస 㸫
࣮࢜࢞ࢼࢨ㸸 ཎ⏣ᗣᚨ
⫼ᬒ
•616ࡢᬑཬࡀࡦẁⴠ㸬ḟࡢ୍ᡭࡣఱ㸬
•ࢽࢥࢽࢥື⏬㸪ึ㡢࣑ࢡ࡞㸪ࢸ࢟ࢫࢺ௨እࡢ㐀ⓗ࡞ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀάᛶ
•ཧຍ⪅ࡢ㐀ᛶࢆᘬࡁฟࡍ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦య㦂ᆺᏛ⩦㸧ࡢࣈ࣮࣒㸬
㸦࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࣄࣥࢺࡀ㸧

䝡䝆䝳䜰䝹ゝㄒ䛻䜘䜛㐀ⓗ䝅䝇䝔䝮◊✲䛾⤒⦋
ᖺ㸸9LVFXLW ᰂ㌾ືసࡍࡿࣅࢪࣗࣝゝㄒ㛤Ⓨ
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡢ㨩ຊࢆேఏ࠼ࡿ㸬
࠺ࡈࡃ⤮ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸬
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ㐀ⓗ࡞ࢶ࣮ࣝࡋ࡚࠺㸬
ᖺ㸸9LVFXLW/DQG ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡୖ࡛ඹྠไస
ᗈ࠸࢟ࣕࣥࣂࢫࢆཧຍ⪅࡛ᇙࡵᑾࡃࡍ
ᖺ㸸ᐇ㦂ࢧࢺࠕ࠺ࡈ࠺ࡈࣈࣟࢢࠖࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞ
ᗈ࿌㐃ືࡋࡓసάືࢆᒎ㛤
ᖺ㸸ࡉࡲࡊࡲ࡞࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢥࣛ࣎
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢࡼࡿ㐀ᛶࡀࡼࡾ㢧ⴭ
ᖺ㸸㐲㝸࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦ᮾிя⚟ᒸ㸧
㸰ࡘࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉሙࢆྠᐊឤ࡛ࡘ࡞ࡂ㸪
ඹྠไసࢆᐇ

www.viscuit.com

ugougoblog.com

ᴫせ㸸 ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝ࡋࡓᵝࠎ࡞సάື࠾࠸࡚㸪ࣈࣟࢢࡢࡼ࠺࡞స⪅ࡑࢀᑐࡍ
ࡿㄞ⪅ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࠸ࡗࡓ㸪㠀ᑐ⛠࡞㛵ಀࡀ➨୍ୡ௦࡛࠶ࡿࡍࢀࡤ㸪ཧຍ⪅ࡀᑐ➼࡞㛵ಀ࡛
సࢆ⾜࠺➨ୡ௦ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀྎ㢌ࡋࡘࡘ࠶ࡾࡲࡍ㸬&6◊࡛㛤Ⓨࡋࡓࣅࢪࣗࣝゝㄒᢏ⾡ࢆ୰ᚰ
㸪ཧຍ⪅ࡀᑐ➼ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࡸ㡢ᴦ࡞ࢆඹྠ࡛సࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ⤂ࡋࡲࡍ㸬

ᒎ♧⤂㸸 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖᐇࡋ㸪ࢽ࣓࣮
ࢩࣙࣥ㐺⏝ࡋࡓᡂᯝࢆ⤂ࡋࡲࡍ㸬ሙ࡛ࡣ㸪࣑ࢽ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋ㸪
ᐇ㝿య㦂ࡋ࡚㡬ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍ㸬

࣮࢜࢞ࢼࢨ
㢦┿

ཎ⏣
௨ୗࡢURL࡛㸪ᒎ♧ྠࡌࢹࣔࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ㸬
࣋ࣥࢺ㸪ᤵᴗ➼࡛ᚚ⏝࡞ࡿሙྜࡣࡈ┦ㄯࡃࡔࡉ࠸㸬
http://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2009/theme/a3/index.html
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A-3-1

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㐀ⓗ࠺

ࢿࢵࢺୖࡢࡳࢇ࡞࡛సࡿࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ

ࡦࠨࡀ࠶࠻ࡢࠢ߇ߖࠆ⇇ߩ᭽⋧

㸫 ඹྠไసࢆάᛶࡍࡿ༠ㄪࣃࢱ࣮ࣥࡢᑟධ㸫
ࢇ࡞◊✲㸽㸸 ゝㄒࡼࡽ࡞࠸༠ㄪసᴗࢆ
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ᘬࡁฟࡍࡓࡵ㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀάᛶࡍࡿ⤌ࡳࢆ᥈ࡾ㸪ࡑࢀ
ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡲࡍ㸬

㧙ታ⇇ࡑࡦ࠹ࠖࠢࠬⅣႺߩ⎇ⓥ㧙
ࠝࠟ࠽ࠗࠩ㧦 㗇ጊ ᢘਯ

ࡇࡀ࠸㸽㸸 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦య㦂ᆺᏛ
⩦㸧࡛ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠸ࡃࡘࡢඹྠไసࡢ
ࣃࢱ࣮ࣥ㸦㐃㙐㸪ᘬ⏝㸪ඹ᭷㸪ศᢸ㸧ࢆฟ
ࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡛㸪࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࡢ⇕Ẽ㸪㐩ᡂឤࢆࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛
ࡶఏ࠼ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀάᛶࡋࡲࡍ㸬

ԙ ߎߩ࠺ࠠࠧ࠻ߪߤߩࠃ߁ߦ߃ߡࠆ?

ࡶࡓࡽࡉࢀࡿኚ㠉㸸 ே㛫ࡀᮏ⬟ⓗࡶࡗ࡚࠸ࡿ㐀ⓗ࡛࠶ࡿ࠸࠺ᛶ㉁ࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡛㸪
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᴦࡋࡉࢆゝㄒࡢቨ㸪ᖺ㱋ࡢቨࢆ㉸࠼࡚ᗈࡃఏ࠼㸪ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ㈇ࡢ࣓࣮
ࢪࢆᡶᣔࡋࡲࡍ㸬

Ԙ ήᢙߦࠆࡕࡁߣ࠺ࠠࠧ࠻ࠍ㓸ߔࠆᣇᴺ

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᵝᏊ
(NTTࣥࢱ࣮ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢭࣥࢱ࣮)

ࣅࢫࢣࢵࢺ3.0࡛సᡂࡉࢀࡓసရ⩌

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛సࡽࢀࡓసရ:ໃࡢཧຍ⪅࡛ࡁ࡞
ࢫࢡ࣮ࣜࣥࢆࢽ࣓࣮ࢩ࡛ࣙࣥᇙࡵᑾࡃࡍ
(࠾࠸࡛ࡼ㸟ᛮ㆟ࡢ᳃ࡢ࣑࣮ࣗࢪ࣒ :
⚟ᒸࢪ⨾⾡㤋)

Ԛ ࡦࠨߢಽ߆ࠆੱߩᣣᏱⴕേ
࠺ࡈࡃ⤮ᮏࡢඹྠไస
(ࢡࣞࣚࣥ࣎ࢵࢡࢫ)

సⓗ࡞࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦య㦂ᆺᏛ⩦㸧࡛ࡣ㸪」ᩘࡢཧຍ⪅ࡀඹྠ࡛ࡦࡘ
ࡢసရࢆసࡿࡇࡀࡋࡤࡋࡤ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬
•ࣅࢫࢣࢵࢺࣛࣥࢻ ཎ⏣ 㸸ୡ⏺ほࢆࠕඹ᭷ࠖࡋ࡚ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࢆసࡿ
•࢝ࣥࣈࣜࣥࢤ࣮࣒ Ᏻᩪ㸪୰ᮧ 㸸సရࢆࠕᘬ⏝ࠖࡋ࡚ḟࡢసရࢆసࡿ
•ࣆ࣏ࣥࣥࢽ࣓ 㕥ᮌ 㸸㸰ࡘࡢ⤮ࢆ㛤ጞࡲࡓࡣ⤊ࡍࡿࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࢆ
」ᩘࡢཧຍ⪅ࡀసࡾ㸪ࡑࢀࡽࢆࠕ㐃㙐ࠖࡉࡏࡿ
•࠺ࡈࡃ⤮ᮏ ཎ⏣ 㸸⫼ᬒ㸪㒊ရ㸪ືࡁࢆࠕศᢸࠖࡋ࡚ࡢ⤮ᮏࢆసࡿ
ࡑࢀࡽ㸲ࡘࡢᶵ⬟ࢆ:HEࣉ࡛ࣜᐇࡋ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉྠࡌ⇕Ẽ㸪㐩ᡂឤ
ࢆࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ࡶయ㦂࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡲࡋࡓ㸬
ᚋ㸪ᐇドᐇ㦂ࢆ㔜ࡡ㸪ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢඹྠసάືࢆࡼࡾᘬࡁฟࡍࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ᨵⰋࡋࡲࡍ㸬

䉦䊜䊤
䊙䉟䉪

ⷐ㧦ߎߩታ⇇ߦߪᖱႎൻߐࠇߡߥ᭽߇ޠ࠻ࠧࠠ࠺ޟߣޠࡁࡕޟߥޘሽߒ߹ߔ㧚ߎߎߢ
ߪߎࠇ߹ߢ⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻(s-room)ࠍ⊒ዷߐߖ㧘⒮ኒߦ㈩⟎ߒߚടㅦᐲࡦࠨ߿ᾖᐲࡦࠨߥ
ߤ᭽ߡ↪ࠍࠢࡢ࠻࠶ࡀࠨࡦߣࠨࡦߥޘ㧘ታ⇇ࠍᖱႎൻ㧘ߐࠄߦߪੱߦಽ߆ࠅ߿ߔᣇ
ᴺߢࠆ߃ޟൻߒࠍޠ㧘ታ⇇ᖱႎߩࠦࡦ࠹ࡦ࠷ൻߣߘࠇࠍ↪ߚᔕ↪ߩ⎇ⓥࠍⴕߞߡ߹ߔ㧚

ࡇࡢᡂᯝࢆࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥ௨እࡢ࣓ࢹ㸦㡢ᴦ㸪ࣅࢹ࢜㸧ࡶ㐺ᛂࡋࡓࢩ
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ࡇࡢᢏ⾡ࢆ࠺᪥ࡀ᮶ࡿࡶࡋࢀࡲࡏࢇ㸬

⨨A㸸IPTVࡢཷಙᶵ
ࡢᐇࢆᐃ

ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࡛
㧗⢭⣽ᫎീᢞᙳ
㸦ࣁࣅࢪࣙࣥ㸧

MPEG-4 ALS࡛ࣟࢫࣞࢫᅽ⦰ࡋ࡚ఏ㏦

ࢇ࡞◊✲㸽㸸 ᅜ㝿ᶆ‽ᢏ⾡ࡢ㡢㡪ࣟࢫࣞࢫ
➢ྕ (MPEG-4 ALS) ‽ᣐࡋࡓࢹࢪࢱࣝ
࣮࢜ࢹ࢜ᶵჾࡢヨసᶵࢆ⤂ࡋࡲࡍ㸬
㏆࠸ᑗ᮶㸪ⓙᵝࡗ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺ᶵ
ჾࡢᐇࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ᅽ⦰ࡋ࡚ࡶཎ㡢
ࢆඖ࡛ࡁࡿࡢ࡛㧗ရ㉁ࡢ㡢ࢆᴦࡋࡵࡲࡍ㸬

୰⥅ሙ

ᫎീࢹ࣮ࢱ

ᢸᙜ⪅
Ᏺ㇂ᘯ
Photoཎ⏣Ⓩ
బ⸨ᑦ
㙊ᮏඃ

B-2-2

⏕ࡁ࡚࠸ࡿ㡢ࢆࡑࡢࡲࡲఏ࠼ࡼ࠺

SPDIFつ᱁ఏ㏦ࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢺ㸸
MPEG-4 ALSࡢࢹ࣮ࢱࡀSPDIFつ
᱁࡛㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡁඖࡢἼᙧ
ᡠࡍࡇࢆ௬ᐃࡋࡲࡋࡓ㸬

࣭IPTV㸸ࡦࡾTVࡢࡼ࠺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡗ࡚ࢸࣞࣅࢆど⫈࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿᢏ⾡
࣭IEC㸦ᅜ㝿㟁Ẽᶆ‽㆟㸧㸸㟁Ẽ࣭㟁Ꮚศ㔝ࡢᅜ㝿つ᱁ࢆసᡂࡍࡿᶵ㛵
࣭SPDIF㸸ගࡸྠ㍈ࡢ➃Ꮚ࡛㡢㡪ᶵჾ➼ࢆ᥋⥆ࡋࢹࢪࢱࣝಙྕࢆఏ㏦ࡍࡿࡓࡵࡢつ᱁
࣭PCM㸸CD࡞࡛ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢼࣟࢢಙྕࢆࢹࢪࢱࣝಙྕኚࡍࡿ᪉ᘧ

㛵㐃ᩥ⊩

㛵㐃ᩥ⊩

㙊ᮏ, Ᏺ㇂, ཎ⏣, Csaba Kos, “ࣟࢫࣞࢫ࣭࣮࢜ࢹ࢜➢ྕMPEG-4 ALS ࡢ㧗ᛶ⬟,” NTT ᢏ⾡ࢪ࣮ࣕࢼ
ࣝ, Vol.20, No.2, pp.11–18, February 2008.
ཎ⏣, Ᏺ㇂, 㙊ᮏ, “MPEG-4 ALS ࡢᛶ⬟࣭ᛂ⏝㛵㐃ࡍࡿᶆ‽άື,” NTTᢏ⾡ࢪ࣮ࣕࢼࣝ, Vol.20, No.2,
pp.19–25, February 2008.

N. Harada, T. Moriya, Y. Kamamoto, “An Implementation of MPEG-4 ALS Standard CompliantDecoder
on ARM Core CPUs,” AES 121st Convention (Paper #7625), San Francisco, USA, October, 2008
T. Liebchen, T. Moriya, N. Harada, Y. Kamamoto, Y.A. Reznik, “The MPEG-4 Audio Lossless Coding
(ALS) Standard -Technology and Applications,” AES 119th Convention, New York, USA, October, 2005.

㐃⤡ඛ: 㙊ᮏඃ (Yutaka Kamamoto)
Ᏺ㇂≉ู◊✲ᐊ
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ᢸᙜ⪅
Ᏺ㇂ᘯ
Photoཎ⏣Ⓩ
బ⸨ᑦ
㙊ᮏඃ
㢦┿

㐃⤡ඛ: 㙊ᮏඃ (Yutaka Kamamoto)
Ᏺ㇂≉ู◊✲ᐊ
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メディアとコミュニケーション

テーマ展示

B−3

音や映像から情報を引き出す
− 最先端のメディア情報抽出技術を体験 −
オーガナイザ： 柏野邦夫
検索などのためにメディア（音・映像）の信号から情報を引き出そうというとき，一体どん
な情報を引き出したり扱ったりすればよいのでしょうか．
自動車，鈴木さん，などといった私たちが日常用いている物事や概念が取り出せれば便利で
すが，このような情報を音や映像そのものから自動的に取り出すことは容易ではなく，その実
現には着実なアプローチが必要です．
私たちは，メディアから引き出すべき情報について「抽象度」と「スコープ」の２つの観点
でとらえ，特に低〜中抽象度の情報に着目して研究を進めてきました．
今回の展示項目５件は，それぞれが各研究領域の柱をなすと期待される重要なテーマを扱っ
ています．そしてこれらを骨組みとして発展させることで，将来，メディア情報をその内容に
基づいて瞬時に検索して自在に楽しめる世界を実現するための扉が開かれると考えています．

㽶

䊜䊂䉞䉝䈱⇇䋺 ᒁ䈐䈜ᖱႎ䋯ᛒ䈉ᖱႎ

䋨ዪᚲ 䋩
䊚䉪䊨䋨ዪᚲ⊛䋩

䉴䉮
䉴䉮䊷䊒
䊒

䋨 ዪ 䋩
䊙䉪䊨䋨ᄢዪ⊛䋩

概要： 膨大な音や映像のデータが身の回りにあふれています．これらのデータを自在に検索し
て活用するためには，付随するテキスト情報に頼るだけではなく，それぞれの音や映像の中身を
表す情報を，音や映像自体から自動的に引き出す技術（メディア情報抽出技術）が必要不可欠で
す．私たちの研究チームではとっておきの新しいアイデアを元にこの難問に取り組んでいます．
本展示では，その最先端の研究成果を体験して頂きます．
• 展示紹介： 音や映像の信号から様々な情報を取り出す技術を紹介するととも
に，メディア探索技術に関して昨年行った実証実験の結果も報告します．
①音響信号のスパース表現［亀岡ほか］
②自己類似度特徴による音楽の類似度測定［泉谷ほか］
③未登録物体の自動検出と学習 ［木村ほか］
④大規模メディアデータのリンク構造解析［黒住ほか］
⑤実証実験結果報告
以下のURLから，より専門的な情報がご覧いただけます．
動画コンテンツのほか，関連文献のリスト等が掲載されています．
http://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2009/theme/b3/index.html
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柏野 邦夫

B-3-1

音や映像から情報を引き出す

B-3-2

㡢ࡸᫎീࡽሗࢆᘬࡁฟࡍ

音響信号から音の“設計図”をひもとく

ࡇࡢḷఱⅬ㸽

－複素NMFと複合自己回帰系による音響信号のスパース表現－
どこが凄い？：混合音の構成要素となってい
る音を推定・抽出する方法を考案しました．
単純な周波数分析では様々な周波数成分が複
雑に重畳するため個々の音の分離抽出は困難
でしたが，提案法では繰り返し生起する音を
重要な構成要素として学習するアイディアに
より，これを可能にします．

どんな研究？：音響信号がどのような音響的
“パーツ”によってどのように構成されてい
るか（“設計図”）を情報論的アプローチに
よって推定する計算理論を研究しています．
今回はこれを実現する２つの手法（複素NMF
と複合自己回帰系）を紹介します．

もたらされる変革：将来，推定した“パーツ”を選択・置換したり“設計図”を書き換えて音
を再構成することで，混合音から目的音を選択的に抽出したり，音の情報の一部，たとえばあ
る音の音色だけを変えたりすることが可能になります．
たとえるなら，実世界音響信号を一種の
「鍵盤楽器」から生成されたものと捉え， 設計図
そのもとで，各「鍵盤」が，押されたときどんな音を
出すか，いつからいつまで押されたか，を観測信号か
ら推定します。

複素NMF

周波数成分の情報のみ

ᐃ㸫

ࡇࡀ࠸㸽㸸 㡢ᴦࡢ≉ᚩࡢ⾲⌧࠾࠸࡚㸪
࠶ࡿ㡢ᴦࡢ␗࡞ࡿⅬ㛫࡛ࡢ㡢㡪ⓗ㢮ఝᛶ
╔┠ࡋ࡚≉ᚩࢆࡽ࠼ࡿ࠸࠺᪂ࡋ࠸
ࢹ㸪ࡇࡢ≉ᚩࢆ㛫᪉ྥࡢఙ⦰ࢆ
⪃៖ࡋ࡚ຠ⋡ⓗィ⟬ࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃
ࡋࡲࡋࡓ㸬

ࢇ࡞◊✲㸽㸸 㹁㹂ࡢ㘓㡢࡞ࡢ㡢㡪ಙྕࢆ
⏝࠸࡚㸪㡢ᴦࡢ㢮ఝᗘࢆ ࡿ᪉ἲࡢ◊✲࡛ࡍ㸬
ࡇࢀࡣ㸪㡢ᴦࡢ᳨⣴ࡣḞࡏ࡞࠸ᢏ⾡࡛ࡍ㸬
ᚑ᮶ᢏ⾡࡛ࡣ㞴ࡋࡗࡓ㸪ㄪࡸࢸ࣏ࣥࡀ
␗࡞ࡿ㡢ᴦࡘ࠸࡚ࡢⓗ☜࡞㢮ఝᗘ ᐃࡀ
ྍ⬟࡞ࡾࡲࡋࡓ㸬

ࡶࡓࡽࡉࢀࡿኚ㠉㸸 ࡇࡢ◊✲ࢆࡉࡽ㐍ࡵࡿ㸪ᴦჾ⦅ᡂࡸ⦅᭤ࡀ␗࡞ࡿ㡢ᴦᑐࡋ࡚ࡶ㸪
ⓗ☜㡢ᴦࢆ᳨⣴࡛ࡁ㸪㡢ᴦ᳨⣴ࡸⴭసᶒ⟶⌮࡞㠉᪂ࢆࡶࡓࡽࡍࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡲࡍ㸬

㡢ᴦࡢ㢮ఝᗘࢆ
ձ 㡢ᴦࡢ᳨⣴

ࡿఱࡀ࡛ࡁࡿ㸽

ධຊ㡢㡪ಙྕ

ᴦ᭤㸿
ᴦ᭤㸿
ᴦ᭤㹀
ᴦ᭤㹀

㢮ఝᗘ
ᐃ

ධຊ
ධຊ

㢮ఝᗘ
ᐃ

ぢᮏ
ぢᮏ

䠏䠌Ⅼ䟿

ᴦ᭤㹁
ᴦ᭤㹁

㢮ఝᗘࡀ᭱ࡶ
㧗࠸ᴦ᭤ࢆ᥈ࡍ㸟

推定スペクトログラム

ղ ḷࡢ᥇Ⅼ

ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ

10個の「鍵盤」
パーツ

観測スペクトログラム

各「鍵盤」が弾かれる
タイムテーブル（発話・
演奏のリズム／抑揚）

㸫⮬ᕫ㢮ఝᗘ≉ᚩࡼࡿ㡢ᴦࡢ㢮ఝᗘ

ᴦ᭤㹂
ᴦ᭤㹂

㢮ఝᗘࢆࡗ࡚
᥇Ⅼࡍࡿ㸟

ㄪࡸࢸ࣏ࣥࡀኚࡋࡓሙྜࡶᑐᛂࡋࡓ࠸㸟
ㄪࡸࢸ࣏ࣥࡀኚࡋࡓሙྜࡶᑐᛂࡋࡓ࠸㸟

複合自己回帰系

音量
個の
要素信号

Gauss
雑音

概念的には，複素NMFで考えたモ
デルを高機能化したものです。た
とえるなら，実世界音響信号を，
複数台の「鍵盤楽器」の合奏から
生成されたものと捉えます。重要
なのは，各「鍵盤楽器」は一つの
音色の音しか出せないという拘束
があることです。例えば，音韻ご
との「鍵盤楽器」によるアンサンブ
ルは音声に他なり
実世界音響
ません。
信号

㛫

ᕥྠࡌᴦ᭤ࡔ
ࡀ㸪㡢⛬ࡀ㧗ࡃ㸪
ࢸ࣏ࣥࡀ㏿࠸

ᚑ᮶ἲ
• 㛫᪉ྥఙ⦰ࡍࡿ
• ࿘Ἴᩘ᪉ྥࡎࢀࡿ
э ㄪࡸࢸ࣏ࣥࡀ␗࡞ࡿ
㧗࠸ᛶ⬟ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸

㛫

ఙࡧࡿ

ᥦᡭἲࡣ㸪⮬ᕫ㢮ఝᗘ≉ᚩࢆ⏝
ᥦᡭἲࡣ㸪⮬ᕫ㢮ఝᗘ≉ᚩࢆ⏝
㸯

⮬ᕫ㢮ఝᗘ≉ᚩ
__
㸰Ⅼ㛫ࡢ㡢㡪ⓗ㢮ఝᛶ

ᥦᡭἲ࡛ࡣ
᪉

ྥ

ࡢ

㛫

音色

ධຊࡉࢀࡓ
㡢ᴦ

ࡎ
ࢀ
ࡿ

࿘Ἴᩘ㸦ᑐᩘ㸧

音高

࿘Ἴᩘ㸦ᑐᩘ㸧

音声における
音韻／楽器の
種類等の情報

ᚑ᮶ἲࡣ࿘Ἴᩘ≉ᚩࢆ⏝
ᚑ᮶ἲࡣ࿘Ἴᩘ≉ᚩࢆ⏝

㛫

各「鍵盤」から出る音
（音の高さ・音色）

ࣃࢱ࣮ࣥࡀ
ఝ࡚࠸ࡿ㸟
㛫

ఙ

⦰

•• 㸯ࡘࡢ㡢㡪ಙྕෆࡢ㸰Ⅼ㛫ࡢ
㸯ࡘࡢ㡢㡪ಙྕෆࡢ㸰Ⅼ㛫ࡢ
㛵ಀࡣ㸪ㄪࡢኚᙳ㡪ࡉࢀ
㛵ಀࡣ㸪ㄪࡢኚᙳ㡪ࡉࢀ
ࡃ࠸ࡇࢆ⏝㸬
ࡃ࠸ࡇࢆ⏝㸬
•• ᑐゅ⥺᪉ྥࡢఙ⦰ࢆ⪃៖ࡋࡓ
ᑐゅ⥺᪉ྥࡢఙ⦰ࢆ⪃៖ࡋࡓ
↷ྜࢆ⾜࠺ࡇ࡛㸪㢮ఝᗘࡢ
↷ྜࢆ⾜࠺ࡇ࡛㸪㢮ఝᗘࡢ
ᐃࡀྍ⬟㸟
ᐃࡀྍ⬟㸟

㛫

関連文献

P ho to

連絡先: 亀岡弘和 (Hirokazu Kameoka)
メディア情報研究部 メディア認識研究グループ

亀岡 弘和

㛵㐃ᩥ⊩

H. Kameoka, N. Ono, K. Kashino, S. Sagayama, "Complex NMF: A New Sparse Representation for Acoustic Signals," In
Proc. 2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP2009), Apr. 2009.
H. Kameoka, K. Kashino, "Composite Autoregressive System for Sparse Source-Filter Representation of Speech," In Proc.
2009 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2009), May 2009.

柏野 邦夫

T. Izumitani and K. Kashino, “A Robust Musical Audio Search Method Based on Diagonal Dynamic
Programming Matching of Self-Similarity Matrices,” Ninth International Conference on Music Information
Retrieval (ISMIR2008), pp. 609-613, Sep. 2008.
Ἠ㇂ ▱⠊

㐃⤡ඛ: Ἠ㇂▱⠊ (Tomonori Izumitani)
࣓ࢹሗ◊✲㒊 ࣓ࢹㄆ㆑◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
᯽㔝 㑥ኵ
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B-3-3

音や映像から情報を引き出す

大事なものを見分け，学び，認識する

ࡓࡃࡉࢇ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿேẼື⏬ࢆࡉࡀࡑ࠺

− 視覚の特性を反映した未登録物体の自動検出と学習 −

㸫 つᶍ࣓ࢹࢹ࣮ࢱࡢࣜࣥࢡᵓ㐀ゎᯒ 㸫

どんな研究？：与えられた映像の中から，
１．重要と思われる「もの」を視覚の特性に
基づく処理で自動的に抽出し，
２．その「もの」に関する情報を互いに
やりとりしながら少しずつ成長する
映像認識探索システムを提案します．

どこが凄い？：
１．「もの」とは何か？ をあらかじめ
知らなくても，「もの」と思われる
映像中の領域を自動的に切り出します．
２．自ら集めた「もの」に関する知識を
蓄積することで徐々に賢くなります．

もたらされる変革：
１．人間の知覚との親和性が高い的確な映像探索の実現につながります．
２．注目すべき「もの」を自動抽出する機能は，ロボットの視覚機能の高度化につながります．
ヒトはどのようにして「もの」を認識する能力を獲得するか？
̒ 成長の過程で自然にその能力を身に付ける． → 乳幼児は何をしているのか？
目立つ「もの」
に目を向けるĻ

これらの過程が，機械が自律的に
映像を認識理解するヒント？
ポイント
̒ 目立つかどうか＝顕著性 を
手がかりに「もの」の箇所を特定
̒ 「もの」と思われる領域に関する
情報を双方向でやり取りして成長

ĸ外観から
「もの」を
学習する
「もの」の
名前を聞いて
覚えるĺ

注目領域抽出

注目位置推定
注目すべき箇所を視覚特性を
考慮した処理により自動特定

映像入力

̒ 視覚特性に基づき
画像顕著度を算出

入力映像

(※ 同一映像を同一人物
が見ても、時と場合で
注目位置が異なる)

̒ 注目確率が高い≒
そこに「もの」が
ある確率が高い
入力映像

注目位置分布

ࡶࡓࡽࡉࢀࡿኚ㠉㸸 ⏝㢖ᗘࡢ㧗࠸ࢥࣥࢸࣥࢶࡣ㸪ὀ┠ᗘࡀ㧗ࡃ⯆ࢆࡦࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ⪃࠼
ࡽࢀࡲࡍ㸬ࡇࢀࢆᥦ♧ࡋࡓࡾࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥ⏝ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡛㸪ࢿࢵࢺୖࡢ࣓ࢹࢥ
ࣥࢸࣥࢶࡢᴦࡋࡳ᪉ࡀ㐍ࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍ㸬
ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ௵ពࡢ㛫༊㛫ࡢ⏝㢖ᗘࢆィ⟬ࡋ㸪ࡓࡃࡉࢇࡢࢥࣥࢸࣥࢶ࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
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↪⏕₸⊛ߦࡕ࠺࡞ൻߢ߈ࠆߚ㧘ᢥᦠ㑆
߮⪺⠪㑆ߘࠇߙࠇߩ㘃ૃᕈࠍหᤨߦ⹏ଔߢ߈
ࠆߛߌߢߥߊ㧘࠺࠲ߦ߹ࠇߡߥᢥᦠ
ߣ⪺⠪ߩ㑐ଥࠍ⏕₸⊛ߦ⹏ଔߢ߈߹ߔ㧚

߽ߚࠄߐࠇࠆᄌ㕟㧦 ⇇ਛ߆ࠄ⥄ಽߣ⥝ߩૃߚੱࠍߟߌߚࠅ㧘߹ߢ⍮ࠄߥ߆ߞߚ㧘⥝
ߦวߞߚ9GDࡍࠫࠍߟߌߚࠅߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹ߔ㧚

ળ⼏ߩ㍳㖸

ࡕ࠺ࡦࠣ
࠺࠲߆ࠄ
ẜ࠻ࡇ࠶ࠢߣ
ߘߩಽᏓࠍផቯ

t-1

ẜ࠻ࡇ࠶ࠢ
ࡕ࠺࡞
ẜ࠻ࡇ࠶ࠢ
ᢥ┨ౝߩන⺆ߩಽᏓ
㍳㖸ਛߩ⠪ߩಽᏓ

⸃ᨆ

Gt

࠻ࡇ࠶ࠢಽᏓ

ࡑࠗ࠾ࡦࠣ
⚿ᨐ

ਛᦼ

ᙗᴺᄢ⛔㗔⼏ળ
಄ᚢ

⍴ᦼ Kennedy Reagan
ᤨ㑆
⍹㤥

1  wt Gt 1  H t

࠻ࡇ࠶ࠢಽᏓߩᤨ㑆ᄌൻࡕ࠺࡞ߢ
࠺࠲ߩᤨ㑆ᄌൻࠍㅊ〔

ߟ߇㗴ߦߥߞߚ߆
㐳ᦼ

t+1

t

࠺࠲

࠹ࡠߣߩᚢ
Bush Obama

ߟ⺕߇༆ߞߚ߆
⾥ᚑ㧍

ᣏⴕⴕߎ߁ࠃ
ᶏᄖ߇ߥ

㑐ㅪᢥ₂

㑐ㅪᢥ₂

⍹㤥,ጊ↰,⨹ᧁ,ਛ⼱, “ࡁࡦࡄࡔ࠻࠶ࠢࡌࠗ࠭ࠍ↪ߚળ⼏㖸ჿ⠪⼂ߩߚߩ⠪ࠢࠬ࠲ࡦࠣ
ᴺ”, ᣣᧄ㖸㗀ቇળ2009ᐕᤐቄ⎇ⓥ⊒ળ, 3-5-5, pp. 107 – 110, 2009.

Ꮉ೨ᓼ┨ ጊ↰ᱞ჻: ⪺⠪ߩ⥝ߣᢥᦠߩౝኈߩ㑐ଥߦ⌕⋡ߒߚẜᄌᢙࡕ࠺࡞, 㔚ሶᖱႎㅢାቇળ ੱᎿ⍮
⢻ߣ⍮⼂ಣℂ⎇ⓥળ㧔AI㧕, 2009

Photo

Photo
ㅪ⛊వ: ⍹㤥ൎᒾ(Katsuhiko Ishiguro) 㧘ጤ↰ౕᴦ (Tomoharu Iwata)
දഃᖱႎ⎇ⓥㇱ ഃ⊒ⅣႺ⎇ⓥࠣ࡞ࡊ

ㅪ⛊వ: Ꮉ೨ᓼ┨ (Noriaki Kawamae)
දഃᖱႎ⎇ⓥㇱ ⍮⢻ഃ⊒ⅣႺ⎇ⓥࠣ࡞ࡊ

ጤ↰
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C-1-3

ࢹ࣮ࢱࢆ⏕ࡳฟࡍ㞃ࢀࡓཎ⌮ࢆⓎぢࡍࡿ

C-1-4

ࢹ࣮ࢱࢆ⏕ࡳฟࡍ㞃ࢀࡓཎ⌮ࢆⓎぢࡍࡿ

㞃ࢀࡓ༢ㄒࢆⓎぢࡍࡿ㸸※Ặ≀ㄒࡽEORJࡲ࡛

ከᵝ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࡽ౯್࠶ࡿࡶࡢࢆᢳฟࡍࡿ

㸫↓㝈࣐ࣝࢥࣇࣔࢹࣝࡼࡿᩍᖌ࡞ࡋᙧែ⣲ゎᯒ㸫

㸫ෆᐜ㛵㐃ࡍࡿࢱࢢࢆᢳฟࡍࡿࡓࡵࡢࢺࣆࢵࢡࣔࢹࣝ㸫

ࡇࡀ࠸㸽㸸 ᚑ᮶ࡣ⭾࡞ேᡭࢆ⏝࠸࡚,
Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢ༢ㄒศࡢṇゎࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ. ࡇࡢ◊✲࡛ࡣ࣋ࢬ⤫ィ
ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ࡇࢀࢆせࡋ, ㎡᭩ࡶࢃ
ࡎࠊᮍ▱ࡢゝㄒࡘ࠸࡚ࡍࡽࡶࠕ༢
ㄒࠖࢆ⮬ືⓗㄆ㆑ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

ࢇ࡞◊✲㸽㸸๓ࡶࡗ࡚㎡᭩ࢆ‽ഛࡋ࡞ࡃ࡚
ࡶ࠶ࡽࡺࡿゝㄒࡢᩥᏐิࡽ⮬ືⓗࠕ༢
ㄒࠖࢆⓎぢࡋ༢ㄒࡢศࢆ⾜࠺ࡇࡢ࡛
ࡁࡿ◊✲࡛ࡍᚑ᮶༢ㄒศࡀ㞴ࡋࡗࡓཱྀ
ㄒయࡸヰࡋゝⴥࢆྵࡴ࠶ࡽࡺࡿゝㄒࢆ
⮬ືⓗゎᯒࡋࡲࡍࠋ

ࡶࡓࡽࡉࢀࡿኚ㠉㸸ᖖ᪂ࡋ࠸ゝⴥࡸ⾲⌧ࡀ⏕ࡲࢀࡿၥ㢟ᝎࡲࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸪ᚑ᮶ࡢゝⴥࡢฎ
⌮ࢆ୍᪂ࡍࡿᢏ⾡࡛ࡍ㸬ࣈࣟࢢࡸヰᩥ㸪ྂᩥࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪DNAࡸ㡢ᴦࡢゎᯒ࡞ࡶᛂ⏝ࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍ㸬
ᙧែ⣲ゎᯒࡣ

࣋ࢬἲࡼࡾ
㝵ᒙⓗ⤫ྜ

ᥦࣔࢹࣝ

ᩥࢆ༢ㄒศࡅࡿࡇ
ࠕ᪥ࡣ࠸࠸ኳẼ࡛ࡍࡡࠖ

☜⋡ⓗ᥎ㄽ

ࠕி㒔ᕷ㛗ࡀゝࡗࡓࡢࡣ᪥᭙᪥ࡢ㆟ࡢ͏ࠖほ

ᩥᏐิ

ࡋࡤࡋ_ࡣ_ክ___ࡢࡳ_ࡓ_ࡽࢀ_ࡋ_ࢆ_ࠊ_ࡸ࠺ࡸ࠺
_ᛮࡦ_ࡋ࡙ࡲ_ࡿ__ࡋࡶ_ࠊ_ࡉࡴ_ࡁ_᪉_࡞_ࡃ_ࡓ_
ࡀࡓ_ࡁ_ࡣ_ࠊ_࠸_ࡍ_ࡁ_ࢃࡊ____ࡶ_ࠊ_ၥ
ࡦ_࠶ࡣ_ࡍ_ࡁ_ே_ࡔ_࡞_ࡁ_ࢆ_ࠊ_ᚸࡧ࡚_ࡣ_ཧࡾ_
ࡓࡲࡦ_࡞_ࢇ_ࡸ_ࠋ_ⱝ_ᐑ_ࡢ_ࠊ_࠸_࠾ࡰࡘ࡞_ࡃ_ࠊ
_㟢ࡅ_ࡁ_୰_㐣ࡄࡋ_ࡓࡲࡩ_ࡶ_͏͏

࠺ࢇ㹺࠺ࢇ㹺ឤࡌ㹺ࡢ㹺ࡲ㹺ࣂ࢚ࣞ㹺㹺ゝ࠺㹺ࡑࢀ㹺
ࡑࢀ㹺ࢆ㹺⮬ศ㹺࡛㹺స㹺ࡗ࡚㹺ࡳࢇ࡞㹺࡛㹺స㹺ࡗ࡚㹺
ࡑ࠺㹺࡛ࡍࡡ㹺ࡾ㹺ࡅ㹺࡚ࡗ࡚ࡇࡽ㹺㋀ࡿ㹺ࡗ࡚
࠸࠺㹺ࡼ࠺࡞㹺ឤࡌ㹺࡛㹺ࡑࢀ㹺ࡣ㹺ᴦࡋࡑ࠺㹺࡛ࡍ㹺ࡡ
㹺࠺࣮ࢇ㹺ࡑ࠺㹺࡛ࡍࡡ㹺ࡌࡷ㹺ࣂ࢚ࣞ㹺ࡶ㹺ࡸ㹺ࡗ࡚
ࡽࡗࡋࡷ㹺ࡗࡓ㹺ࢇ࡛ࡍ㹺࠶㹺࣮㹺ࡸࡗࡥࡾ㹺ࡑࡢ㹺…

ᒾ⏣

㛵㐃ᩥ⊩

Photo

ෆᐜࢱࢢࡢ
⏕ᡂࣔࢹࣝ

࠶࡛ㄞࡴ

ᘓ≀
ᙳ⪅㸸$
&6◊
ᖺ᭶
ᙳᶵ✀㸸%

ࢺࣆࢵࢡ

ಙ㢗ᗘ

ᘓ≀

ෆᐜ

ࢱࢢ

࠼ࡽࢀࡓෆᐜࢱࢢࡽ
ಙ㢗ᗘ࣭ࢺࣆࢵࢡᗘ࣭
ࢺࣆࢵࢡ㸦₯ᅾព㸧
ࢆ⮬ື᥎ᐃ

㛵㐃ࡋ࡞࠸

࠺ࢇ࠺ࢇឤࡌࡢࡲࣂ࢚ࣞゝ࠺ࡑࢀࡑࢀࢆ⮬ศ࡛సࡗ
࡚ࡳࢇ࡞࡛సࡗ࡚ࡑ࠺࡛ࡍࡡࡾࡅ࡚ࡗ࡚ࡇࡽ㋀
ࡿࡗ࡚࠸࠺ࡼ࠺࡞ឤࡌ࡛ࡑࢀࡣᴦࡋࡑ࠺࡛ࡍࡡ࠺࣮ࢇࡑ
࠺࡛ࡍࡡࡌࡷࣂ࢚ࣞࡶࡸࡗ࡚ࡽࡗࡋࡷࡗࡓࢇ࡛ࡍ࠶࣮
ࡸࡗࡥࡾࡑࡢࣔࢲࣥࢲࣥࢫࢆࡍࡿࡣࣂ࢚ࣞࡀᇶᮏ …

ࢱࢢ

ࡋࡤࡋࡣክࡢࡳࡓࡽࢀࡋࢆࠊࡸ࠺ࡸ࠺ᛮࡦࡋ࡙ࡲ
ࡿࡋࡶࠊࡉࡴࡁ᪉࡞ࡃࡓࡀࡓࡁࡣࠊ࠸ࡍࡁ
ࢃࡊࡶࠊၥࡦ࠶ࡣࡍࡁேࡔ࡞ࡁࢆࠊᚸࡧ࡚ࡣ
ཧࡾࡓࡲࡦ࡞ࢇࡸࠋⱝᐑࡢࠊ࠸࠾ࡰࡘ࡞ࡃࠊ㟢ࡅࡁ
୰㐣ࡄࡋࡓࡲࡩࡶࠊ͏͏

ᶵᲔᏛ⩦

ࡇࢀࡣࡍࡈ࠸

ࢺࣆࢵࢡᗘ

ෆᐜ

ヰࡋゝⴥࡢᩍᖌ࡞ࡋᙧែ⣲ゎᯒ

┿ඹ᭷ࢧࢺࡢࢹ勖ࢱ

※Ặ≀ㄒࡢᩍᖌ࡞ࡋᙧែ⣲ゎᯒ

◊✲

㛵㐃ࡍࡿ

⮫ᅜ

177
࠶࡛ㄞࡴ
◊✲
ᶵᲔᏛ⩦
ࡇࢀࡣࡍࡈ࠸

177

㛵㐃ࡋ࡞࠸

ヰࡋゝⴥࡸྂᩥࡣᚑ᮶ࡢ
᪉ἲ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸

⏕ᡂ

㆟

“⮫”

ࢱࢢ

ศࡢ”ṇゎ”ࡀᏛ⩦
ᚲせÆ⭾࡞ேᡭ࡛సᡂ
z ㎡᭩ࡀᚲせ
z

͆㆟ ࡢ͇
͆ᕷ㛗 ࡀ͇
͆ᙼ ࡀ͇

࣋ࢬ
Ꮫ⩦

ෆᐜࢆ⏕ᡂࡋࡓࢺࣆࢵࢡ
ࢱࢢࢆ⏕ᡂࡋࡓࢺࣆࢵࢡࡀ
ྠࡌ࡛࠶ࢀࡤࠊෆᐜࢱࢢ
ࡀ㛵㐃ࡍࡿุᐃ
㛵㐃ࡍࡿ

ᚑ᮶ᡭἲࡢၥ㢟

͆ࡀ͇͆ࡢ͇

“ᅜ” “㆟”
“”

㔞ࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝ
ࣈࢵࢡ࣐࣮ࢡ࣭
┿ඹ᭷ࢧࢺ
ࡢࢹ࣮ࢱ

ෆᐜ

᪥ᮏㄒ࡞ࡢ᭱ࡶᇶᮏⓗ
࡛㔜せ࡞ฎ⌮

ࡶࡓࡽࡉࢀࡿኚ㠉㸸ಙ㢗ᗘࡢప࠸ሗࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇࡼࡾ㸪᳨⣴ࡢ⢭ᗘࢆୖࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡲࡍ㸬ࡲࡓ㸪┿ඹ᭷ࢧࢺࡢࣀࢬࡢከ࠸ࢹ࣮ࢱࢆ⏝ࡋ࡚⏬ീฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㧗⢭ᗘࡍ
ࡿ࡞㸪ࡢᢏ⾡ࡶᛂ⏝࡛ࡁࡲࡍ㸬

ࢯ勖ࢩ勐ࣝࣈ勏ࢡ࣐勖ࢡ
ࢧࢺࡢࢹ勖ࢱ

ࠕ᪥ ࡣ ࠸࠸ ኳẼ ࡛ࡍ ࡡࠖ

ᩥࣔࢹࣝ
>࠶ࡽࡺࡿᩥࢆ⏕ᡂ@
“”

༢ㄒࣔࢹࣝ
>࠶ࡽࡺࡿ
“”
༢ㄒࢆ⏕ᡂ@
“ࡀ” ͇͆

ࡇࡀ࠸㸽㸸 ෆᐜࢱࢢࡢ⏕ᡂ㐣⛬ࢆࣔࢹ
ࣝࡋ㸪࣋ࢬᶵᲔᏛ⩦ᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡿࡇ
ࡼࡾ㸪ࢹ࣮ࢱࡽ⮬ືⓗࢱࢢࡢಙ㢗ᗘࢆ
ࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡲࡋࡓ㸬ࡇࡢᢏ⾡ࡼࡾ㸪
Web⁄ࢀ࡚࠸ࡿࣀࢬࡀከ࠸ሗࢆ᭷ຠά
⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡍ㸬

ࢇ࡞◊✲㸽㸸ࣈࣟࢢࡸࢯ࣮ࢩࣕࣝࣈࢵࢡ
࣐࣮ࢡ࡛ࡣ㸪࣮ࣘࢨࡀ⮬⏤ࢱࢢ㸦࣮࣮࢟࣡
ࢻ㸧ࢆࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ෆᐜ㛵㐃
ࡋ࡞࠸ࢱࢢ࡞ಙ㢗ᛶࡢప࠸ሗࡀྵࡲࢀࡲ
ࡍ㸬ࢱࢢࡢಙ㢗ᗘࢆ ࡾ㸪ࢱࢢࡀෆᐜ㛵㐃
ࡋ࡚࠸ࡿ⮬ືⓗุᐃࡋࡲࡍ㸬

&6◊
ᙳ⪅㸸$
ᖺ᭶
ᙳᶵ✀㸸%

㛵㐃ᩥ⊩

ᣢᶫᆅ, ᒣ⏣Ṋኈ, ୖ⏣ಟຌ. “࣋ࢬ㝵ᒙゝㄒࣔࢹࣝࡼࡿᩍᖌ࡞ࡋᙧែ⣲ゎᯒ”. ሗฎ⌮Ꮫ ⮬↛ゝ
ㄒฎ⌮◊✲NL-190, March 2009.
Daichi Mochihashi, Takeshi Yamada, and Naonori Ueda. “Bayesian Unsupervised Word Segmentation
with Nested Pitman-Yor Language Modeling”, ACL-IJCNLP 2009, to appear.

ᒾ⏣㸪ᒣ⏣㸪ୖ⏣㸪͆ෆᐜ㛵㐃ࡍࡿࢱࢢࡢᩍᖌ࡞ࡋᢳฟ㸪͇ಙᏛᢏሗேᕤ▱⬟▱㆑ฎ⌮◊✲㸪
㸬

㐃⤡ඛ: ᣢᶫᆅ (Daichi Mochihashi)
༠ሗ◊✲㒊 ▱⬟Ⓨ⎔ቃ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

㐃⤡ඛ: ᒾ⏣ල (Tomoharu Iwata)
༠ሗ◊✲㒊 ▱⬟Ⓨ⎔ቃ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
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テーマ展示

C−2

ㄽ⌮㽢☜⋡䛷Ᏻᚰ䞉Ᏻ䜢ᴟ䜑䜛
㸫䝣䜷䞊䝬䝹䝯䝋䝑䝗䛸ᬯྕ⌮ㄽ䛾⼥ྜ㸫
࣮࢜࢞ࢼࢨ㸸┿㔝

䝣䜷䞊䝬䝹
䝯䝋䝑䝗

ᬯྕ⌮ㄽ
A 䛥䜣

ᐇ⌧䛧䛯䛔䛣䛸
ᵝ
⋓ᚓ

ጇᙜᛶ
☜ㄆ
ᵝ
᳨ド

ලయ

䛣䜜䜙䛾㐣⛬䜢
ㄽ⌮ⓗ䛻ཝᐦ䛻
䠄䝣䜷䞊䝬䝹䛻䠅
⾜䛖

B 䛥䜣䛾
⛎ᐦ㘽

B 䛥䜣䛾
බ㛤㘽

ᬯྕ
䝯䝑䝉䞊䝆

ྕ

䝯䝑䝉䞊䝆

⨫ྡ
᳨ド

ᐇ⌧

䝯䝑䝉䞊䝆

ᬯྕᩥ

᳨ド⤖ᯝ

B 䛥䜣

⨫ྡ

㧗☜⋡䛷Ᏻ䛺⤌䜏䜢ᥦ౪

⼥ྜࡼࡗ࡚㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢᏳᛶࢆࡼࡾ☜ᐇಖド㸟
ᴫせ㸸 ᬯྕࡣࢭ࢟ࣗࣜࢸࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞ᢏ⾡࡛ࡍ㸬ࡋࡋࢇ࡞ᙉຊ࡞ᬯྕࢆ⏝࠸࡚ࡶ㸪
」㞧ࡋࡓሗࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪タィ⪅ࡀᐃࡋ࡞࠸ሗ₃ὤ࡞ࡀ࠾ࡇࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸬୍
᪉ࣇ࢛࣮࣐࣓ࣝࢯࢵࢻࡣ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢṇࡋࡉࢆᩘᏛࡢド᫂ၥ㢟ࢆゎࡃࡢྠࡌཝᐦࡉ࡛ㄽ⌮ⓗ
᳨ドࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸪㧗࠸Ᏻᛶࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪉ἲㄽ࡛ࡍ㸬ࣇ࢛࣮࣐࣓ࣝࢯࢵࢻᬯྕ⌮ㄽ㸪
ูࠎⓎ㐩ࡋࡓࡘࡢ◊✲ศ㔝ࢆ⼥ྜࡍࡿࡇ࡛㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢᏳᛶࢆࡼࡾ☜ᐇಖドࡋࡲࡍ㸬
ᒎ♧⤂㸸 ᅇࡢᒎ♧࡛ࡣ㸪௨ୗᣲࡆࡿ 3 㡯┠ࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍ㸬
• ⼥ྜࡢព⩏㸪㘽࡞ࡿࢹ㸪࠾ࡼࡧ⼥ྜࡢࡓࡵࡢࣉ࣮ࣟࢳࡢ✀㢮ࡘ
࠸࡚⤂
• 㹙➨1ࡢࣉ࣮ࣟࢳ㸪ࣇ࢛࣮࣐࣓ࣝࢯࢵࢻࡽᬯྕ⌮ㄽ㹛ࣇ࢛࣮࣐࣓ࣝࢯࢵ
ࢻࡼࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸ᳨ド᪉ἲࡀᬯྕ⌮ㄽⓗࡶ༑ศಙ㢗ᛶࡀ㧗࠸ࡇࢆド
᫂
• 㹙➨2ࡢࣉ࣮ࣟࢳ㸪ᬯྕ⌮ㄽࡽࣇ࢛࣮࣐࣓ࣝࢯࢵࢻ㹛ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓᏳ
ᛶド᫂ࢆィ⟬ᶵ௵ࡏࡿࡇࡀྍ⬟
௨ୗࡢURLࡽ㸪ࡼࡾᑓ㛛ⓗ࡞ሗࡀࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࡲࡍ㸬
ື⏬ࢥࣥࢸࣥࢶࡢ㸪㛵㐃ᩥ⊩ࡢࣜࢫࢺ➼ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬
http://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2009/theme/c2/index.html
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ࡈࠜࡑ࡞ࡔ࠰࠶࠼ߦࠃࠆᥧภߩోᕈ⸽
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߇น⢻ߦߥࠅ߹ߒߚ㧚

߽ߚࠄߐࠇࠆᄌ㕟㧦㜞ᐲߥᥧภࠍ㚟ߒߚᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩోᕈࠍ㧘ࡈࠜࡑ࡞ࡔ࠰࠶࠼ߦࠃߞ
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ㅍฃା

B
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ࣇ࢛࣮࣐࣓ࣝࢯࢵࢻ࠾ࡅࡿᏳᛶ
⸥ภ⺰ℂቇ⊛ߥߣ㧘⏕₸⊛ߥᔨߩኻᔕࠍ
ࠄ߆ߦߔࠆߎߣߢⲢวࠍታ

ℂᗐൻ䈱ᅷᒰᕈ䉕
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䋨57䊕䊷䉳䈱䉝䊒䊨䊷䉼䋩

ᨷᧁ⪅

⾜ࡢⰋ࠸ᨷᧁ⪅ࡀ
࣮ࣘࢨࡢṇయࢆᭀࡅ࡞࠸
⾜ࡢⰋ࠸ᨷᧁ⪅㸻
 ⡆༢࡞ィ⟬ࡢࡳ⾜࠺
 ࣛࣥࢲ࣒࡞ືస㸦᥎
ࢆࡋ࡞࠸

ᥧภℂ⺰䈱
䊐䉤䊷䊙䊦䈭ᣇᴺ
䋨58䊕䊷䉳䈱䉝䊒䊨䊷䉼䋩

ᨷᧁ⪅

㸧

ࣉࣟࢺࢥࣝᐇ⾜୰ࡣ⾜ࡼࡃࠊ
ᐇ⾜ᚋࡣ௵ពࡢィ⟬࣭
᥎ ࢆ⾜࠺ᨷᧁ⪅ࡀ
࣮ࣘࢨࡢṇయࢆᭀࡅ࡞࠸

㑐ㅪᢥ₂

㛵㐃ᩥ⊩

⌀㊁㧘ᰞ↰㧘ᴡㄝ㧘Ⴆ↰㧘“ࠥࡓߦࠃࠆోᕈ⸽ߩᒻᑼൻߣ⥄േൻ”㧘ᔕ↪ᢙℂ㧘vol㧚17㧘no㧚
4㧘pp㧚38-46㧘2007㧚
⪤⼱㧘Ⴆ↰㧔✬㧕㧘ᢙℂ⊛ᛛᴺߦࠃࠆᖱႎࠠࡘ࠹ࠖ㧘ᣣᧄᔕ↪ᢙℂቇળ⋙ୃ㧘ࠪ࠭ᔕ↪ᢙℂ㧘
┙ 㧘2009 ᐕೀⴕ੍ቯ㧚

G. Bana, Y. Kawamoto, H. Sakurada, “Computational Soundness of (Interactive) Zero-Knowledge Proof
Systems in the Presence of Active Adversaries,” Computational and Symbolic Proofs of Security, 2009.

ㅪ⛊వ: ⌀㊁ஜ (Ken Mano)
දഃᖱႎ⎇ⓥㇱ ᖱႎၮ␆ℂ⺰⎇ⓥࠣ࡞ࡊ
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 ᢅ࠼ࡿࣉࣟࢺࢥࣝࢡࣛࢫࡢᣑ㸸㸦⌧≧㸧ᬯྕ㏻ಙㄆド!Ѝ㸦ᚋ㸧ᬯྕィ⟬㟁Ꮚ࣐ࢿ࣮!
 ᨷᧁࣔࢹࣝࢆᣑᙇ㸸㸦⌧≧㸧┐⫈ Ѝ㸦ᚋ㸧ࢹ࣮ࢱᨵࡊࢇ
㛵㐃ᩥ⊩
T. Araragi and O. Pereira : Automatic Verification of Simulatability in Security Protocols, the 4th
International Conference on Information Assurance and Security 2008, IAS 2008, pp.275䇷280, 2008.
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㐃⤡ඛ: ᷼ ⢔அ(Tadashi Araragi)
༠ሗ◊✲㒊 ሗᇶ♏⌮ㄽ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
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ࡼࡾ῝࠸⌮ゎࡢࡓࡵࡈཧ↷ୗࡉ࠸㸬
http://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2009/theme/c3/index.html
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䛣䛣䛷䠈ධຊ䛻䛿㔞Ꮚ䝡䝑䝖䛜䛂㌿䛃䛧䛯䜒䛾䛜ΰ䛦䛳䛶䛔䜛䜒䛾䛸䛩䜛䠊

䋻
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㛵㐃ᩥ⊩

㛵㐃ᩥ⊩

Seiichiro Tani, Masaki Nakanishi and Shigeru Yamashita, “Multi-party Quantum Communication
Complexity with Routed Messages,” Proc.14th Int’ Conf. Computing and Combinatorics, Lecture Notes in
Computer Science, Vol.5092, pp.180-190, Springer, 2008.

Cloning of qubits with both the cloned state and the state orthogonal to it as inputs,
G. Kato, Phys. Rev. A 79, 032315(2009)

㐃⤡ඛ: ㇂ㄔ୍㑻 (Seiichiro Tani)
༠ሗ◊✲㒊 ሗᇶ♏⌮ㄽ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

㐃⤡ඛ: ຍ⸨ (Go Kato)
༠ሗ◊✲㒊 ሗᇶ♏⌮ㄽ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
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ⷐ㧦⣖ߪⷞⷡ߿⸅ⷡ㧘╭ߦၒㄟ߹ࠇߚࡦࠨߥߤ߆ࠄߩᖱႎࠍߤߩࠃ߁ߦߞߡᄖ⇇ࠍ
ߒ㧘߹ߚᚻ߿⿷ࠍേ߆ߒߡࠆߩߢߒࠂ߁߆㧫ᗵⷡᖱႎߦߜࠂߞߣߒߚ⚦Ꮏࠍߔࠆߣ㧘⍮ⷡ߿
ㆇേ߳ߩਇᕁ⼏ߥᓇ㗀߇ࠇ߹ߔ㧚⑳ߚߜߪ㧘ߎࠇࠄߩ⽎ࠍᔕ↪ߒߡ㧘⣖߇ᄖ⇇ߣࠗࡦ࠲ࠢ
࡚ࠪࡦߔࠆߚߦⴕߞߡࠆᗵⷡㆇേᖱႎಣℂࠍ⸃ߒ㧘߹ߚᣂߒࠗࡦ࠲ࡈࠚࠬࠍഃߔࠆ
ၮ⋚ࠍ▽ߊߎߣࠍ⋡ᜰߒߡ߹ߔ㧚
ዷ␜⚫㧦 ᱜᐳߢᗵⷡ߇㤗∽ߒߡ߁߹ߊ┙ߡߥ߆ߞߚࠅ㧘⸅ࠅᣇߢ᷷ᐲߩᗵߓ
ᣇ߇ᄌൻߒߚࠅ㧘ߣᄖ⇇ߩ⍮ⷡ߿ㆇേߦ㑐ଥߔࠆޟਇᕁ⼏ߪޠᣣᏱ↢ᵴߩߥ߆
ߦᴛጊẜࠎߢ߹ߔ㧚ߘࠇࠄߩਇᕁ⼏ࠍᒁ߈ߎߔ⣖ߩᖱႎಣℂࠍ⸃ߒ↪
ߔࠆߚߩ৻ᱠㅴࠎߛࠕࡊࡠ࠴ࠍ㧘ߎߩዷ␜࠹ࡑߢߪߏ⚫ߒ߹ߔ㧚
Ԙり⍮ⷡߩਇᕁ⼏ 㨪േ߆ߔ㧛േ߆ߐࠇࠆᤨ㨪
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Ԛ᷷ᐲᗵⷡߩਇᕁ⼏ 㨪⸅ⷡߢ᷷ᐲᗵⷡ߇ᄌࠊࠆ㨪
ԛജᗵⷡߩ㍲ⷡࠍ↪ߒߡⷞⷡ㓚߇⠪ࠍ᩺ౝ
એਅߩURL߆ࠄ㧘ࠃࠅኾ㐷⊛ߥᖱႎ߇ߏⷩߚߛߌ߹ߔ㧚
േ↹ࠦࡦ࠹ࡦ࠷ߩ߶߆㧘㑐ㅪᢥ₂ߩࠬ࠻╬߇ឝタߐࠇߡ߹ߔ㧚
http://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2009/theme/d1/index.html
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ࡇࡀ࠸㸽㸸 ࢃࡾࡸࡍ࠸ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ
ࡼࡾ㸪⮬ศ࡛࠸ࢁ࠸ࢁ᧯సࡋ࡞ࡀࡽ㸪㘒
ぬࢆయ㦂ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍ㸬┠⪥୧᪉ࡢ
㘒ぬࢆ⥙⨶ࡋࡓୡ⏺࡛ึࡵ࡚ࡢࢧࢺ࡛ᑓ
㛛ᐙࡀࡸࡉࡋࡃゎㄝࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬

ࡶࡓࡽࡉࢀࡿኚ㠉㸸 ⬻⛉Ꮫࡸᚰ⌮Ꮫࡢ୍➃Ẽ㍍ゐࢀࡿᶵࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪Ꮚ౪ࡓ
ࡕ㸪⌮⛉ࡸ⛉Ꮫࡢ⯆ࢆࡶࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬

ࣥࢱࣛࢡࢸࣈ㘒ぬࢆᴦࡋࡳ⌮ゎࡍࡿ
ྑࡢࢣ࣮࢟ࡀࡁࡃぢ࠼ࡿ㸽

www.brl.ntt.co.jp/IllusionForum
ࢩ࣐ᶍᵝࡣⰍࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ㸽

ۻᣑࡋ࡚ࡳࡼ࠺

࠺ࡼࡳ࡚ࡋື࡛ࢫ࣐࢘ۻ

ۻゎㄝࢆㄞࢇ࡛⬻ヲࡋࡃ࡞ࢁ࠺

⮬ۻศ࡛ᐇ㦂ࡋ࡚ࡳࡼ࠺

⫼ۻᬒࢆᾘࡋ࡚ࡳࡼ࠺

㛵㐃ᩥ⊩
➉ෆ㱟ே ࡔࡲࡉࢀࡿ┠ 㹼㘒どࡢ࣐ࢪࢵࢡ㹼㸦Ꮚ౪ࡢ⛉Ꮫࢫࢡࢵࣈࢫ࢚ࣥࢧۻ㸧ㄔᩥᇽ᪂ග♫, 2009.
➉ෆ㱟ே 㘒ど࡛ᐇឤࡍࡿどぬ⬻ࡢࡋࡃࡳ. ࠕࢽ࣮ࣗࢺࣥࠖ2009ᖺ5᭶ྕ
᯽㔝∾ኵ 㘒ぬࡽࡳࡓ⫈ぬࡢࠕ㈼ࡉࠖ. ᪥ᮏࣂ࣮ࢳࣕࣝࣜࣜࢸᏛㄅ, 10, 19-25, 2005.

➉ෆ

᯽㔝

㐃⤡ඛ: ➉ෆ㱟ே㸦Tatsuto Takeuchi㸧᯽㔝∾ኵ㸦Makio Kashino㸧
ே㛫ሗ◊✲㒊 ឤぬື◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
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