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Innovative R&D by NTT

corevo

ごあいさつ

「オ ー プンハウス2018」へようこそ

NTTコミュニケ ー ション科学基礎研究所

所長 山田

武士

NTTコミュニケ ー ション科学基礎研究所「オ ー プンハウス2018」へご来場頂き、心より
御礼申し上げます。

昨今、人工知能(AI)やビッグデ ー タ、IoTなどが日々、注目を浴びています。NTTグル ー プ
では、 コンピュ ー タと人間が協創する人工知能であるcor e vo® に取り組んでいます。
corevo®がめざすのは、人の活動の 一 部を代替・支援して、人と共存、共創することによ
って、人に寄り添い、人の生活を豊かにする人工知能の実現です。

NTTコミュニケ ー ション科学基礎研究所は、人と人、あるいはコンピュ ー タと人の間の
「こころまで伝わる」コミュニケ ー ションの実現をめざし 、時代を先取りした基礎研究に
取り組んでいます。ここで生み出される、人間と情報の本質に迫る基礎理論や革新技術は、
未来のための地図や羅針盤であり、corevo®を支える基盤となるものです。

「オ ー プンハウス2018」では、「デ ー タと学習の 科学」、「コミュニケ ー ションと計算の
科学」、「メディアの科学」、「人間の科学」の4領域について、最新の研究成果をわかり
やすくご紹介致します。この二日間のイベントが、ご来場の皆様にとって、いわば未踏の地を
めざして大海原に船出する、ワクワクする知的冒険の体験となれば幸いです。
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データと学習の科学

コミュニケーションと計算の科学

メディアの科学

人間の科学

通行可能領域

講演会場

講演中継会場A･B･C

講 演 スケ ジュー ル

5月31日（木）

6月1日（金）
研究講演

所長講演

13：20〜13：50

11：00〜11：40

新たな次元へとシフトする

ウェルビーイングにおける触覚の役割

〜さらに深化するコミュニケーション科学の取り組み〜
コミュニケーション科学基礎研究所 所長

山田

〜触れることの科学とデザインが人の心を豊かにする〜
人間情報研究部

武士

招待講演

渡邊

淳司

研究講演

13：00〜13：40

14：00〜15：00

ＡＩと倫理および社会的影響
理化学研究所 革新知能統合研究センター
社会における人工知能研究グループ グループディレクター

「組合せ爆発」
を乗り超える
〜二分決定グラフを用いた膨大な量の組合せの数え上げと最適化〜
中川 裕志

研究講演

協創情報研究部

西野

正彬

研究講演

15：30〜16：10

13：50〜14：30

基本演算を操る量子コンピュータの真価

脳からみた聞くと話すの共通性

〜ゲート型量子コンピュータの計算能力の分析〜
メディア情報研究部

高橋

康博

〜音声変換技術と脳機能計測による
人間の音声コミュニケーションの仕組みの解明〜
人間情報研究部 廣谷 定男
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新たな次元へとシフトする

～さらに深化するコミュニケ ー ション科学の取り組み～
Shift to new dimensions

Deepening and evolving Communication Science

NTTコミュニケ ー ション科学基礎研究所所長

山田

武士

Takeshi Yamada

コミュニケ ー ション科学基礎研究所(CS研）は、1991年、米

例えば音声認識の研究では、これまでの接話マイクに向

国独立記念日と同じ日の7月4日に、NTTの情報系の基礎研究

かって 一 人が話す音声認識から、テ ー ブルを囲んで複数人が

を担う研究所として、けいはんな学研都市内に設立されました。

マイクから離れて自由に話す状況下での音声認識へとシフトし

NTTの他の研究所がみな関東に集中する中、小さな研究所が

ています。そのためには音声認識そのものの性能向上も必要

ひとつ関西に飛び出し、いわば独立した瞬間でした。設立当初

ですが、それ以上に騒がしい環境でも周囲の雑音を取り除く雑

から 一 貫して既存の研究領域にとらわれず、コミュニケ ー ション

音抑圧技術や、室内での壁や床などへの反射による残響を除

を科学するとはどういうことか？にこだわり、情報科学から人間

去する、残響除去技術等の音声強調技術との組み合わせが

科学、社会科学、人文科学をも巻き込んだ学際的な取り組み

重要となります。CS研の音声認識は、これらの組み合わせによ

を進めてきました。特に音声音響処理、メディア処理、自然言

り2015年に行われた国際技術評価(CHiME-3)で、参加25機

語処理、機械学習に代表されるいわゆるAl(人工知能）技術を

関中で第1位の精度を実現しました[1]。さらには、複数の発話

中心とした情報科学と人間の脳内における感覚運動処理や幼

の中から聞きたい人の声を選んで聞き取る技術等にも取り組

児の言語獲得の仕組みを解明する人間科学の両方に取り組

んでいます。

むことで研究テ ーマ間の相乗効果を高めています。
機械学習技術に関して、CS研は、大量のデ ー タから専門家
深層学習に代表される、最近のAl技術の発展には目覚まし

でも気づかない特徴的なパタ ー ンを自動的に見つけ出す技術を

いものがあります。研究所としては、これらの最先端の技術を

研究開発してきました。現在はさらにこれを時空間に拡張した、

高度に使いこなし、直面する課題にうまく適用することも重要

時空間多次元集合デー タ解析技術へとシフトさせています[2]。

ですし、求められてもいます。しかし情報系の基礎研究を担う

さらに、単なる未来の予測だけでなく、予測の結果どうすべきか

CS研としては、それ以上に、これまでの地の利やノウハウを活

（例えばどう人々の流れを誘導すべきか）の最適な方策をリア

かし更に技術を深め、いわば足場を固めつつ、これまでの延長

ルタイムに提案してフィ ー ドバックする学習型シミュレ ー ション

ではない、新たな次元を切り拓く取り組みに常に挑戦し、研究

技術にも力を入れています。また、無数の組み合わせの中から

テ ーマを大胆にシフトさせていくことが 一 層重要だと考えてい

与えられた条件を満たす最適なものを見つけ出す、組合せ最

ます。

適化問題についても、BODやZDDと呼ばれる、組み合わせ爆

〇ォ ー プンハウス2018

発を回避するためのデー タ構造を工夫することでこれまで不可

覚」「運動感覚」といった人間の基本的な感覚に関する「潜在

能だった大規模な問題が解けるようになっています。

的な脳の働き」の解明に注力しています。これらは今後も引き
続き取り組みますが、さらに新たなテ ー マとして、スポ ー ツ脳科

ロボットとの対話処理の研究においては、これまでの 一 台の

学への取り組みが進んでいます[4]。脳科学の知見とICTを活

ロボットとの対話から、複数台(2台）のロボットとの対話処理へと

かし、「勝つための脳をきたえる」研究です。また、最近新たに、

シフトしています。 一 人の人間と対話する場合、ロボットは 一 台

人間の心の豊かさや満足に関する概念であるウェルビー イン

で十分に思えますが、複数台のロボットを用いてうまく役割分

グに関する研究が立ち上がりました。これらは触覚研究などと

担することで、―台の場合より、たとえ音声認識に失敗したり、

あわせて、人間の「心と身体」の両面に焦点を当てた新たな取

対話の文脈が破綻したりしたとしても、人間にとって自然な対

り組みです。

話をより長く続けることができます。また、単なる雑談ではなく、
質問応答と雑談の融合により、対話への興味をユ ー ザから引

これら、新たな取り組みにはリスクが伴います。すぐに期待通

き出しながらユ ー ザに知識を伝える対話システムの実現にも取

りの学術的な成果が得られるとは限りません。Al研究の分野で

り組んでいます[3]。

はExploration-Exploitation Dilemmaがしばしば問題となり
ます[5]。これは限られたリソ ー スの中で、うまくいくとわかってい

また、メディア処理においては、単 一 のメディアの処理から複

る周辺をより詳細に探索する Exploitationを行うべきか、目先

数のメディアを組み合わせたり、相補的に扱ったりするクロス

を変えてより広範囲に探索する Exploration を優先すべきか、

モ ー ダル情景分析へとシフトしています。この技術が完成すれ

選択を迫られる、あるいは、バランスをとる必要がある、というも

ば、例えばマイクで収録した音声情報から室内のビジュアルな

のです。基礎研究を担うCS研としては京阪奈も厚木もその独

情景を再現することが可能になります。

立精神を胸に刻み、未踏の地を目指して大海原に船出する
Exploration に、今後も大胆かつ粘り強く取り組んでいきたい

人間科学研究にも変化があります。CS研では「視覚」「聴

と思います。

l�Hら． 鳩�� ��
[1]公共エリア雑音下でのモバイル音声認識の国際技術評価で、世界1位の精度を達成：
http://www.ntt.eo.jp/news2015/1512/151214a.html
[2]機械学習・デ ー タ科学センタ： http://www.kecl.ntt.eo.jp/mlc/index-j.html
[3]世界初、雑談を交えながら知識を伝える新感覚対話Alを開発： http://www.ntt.eo.jp/news2018/1801/180131b.html
[4]スポ ー ツ脳科学プロジェクト： http://sports-brain.ilab.ntt.eo.jp/
[5]例えば： https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning
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Alと倫理および社会的影響
Al, ethics and social impact

理化学研究所革新知能統合研究センタ ー
社会における人工知能研究グル ー プ

(A IP)

グル ー プディレクタ ー

裕志

中川

プロ フィ

ー

Hiroshi Nakagawa

ル

1975 年

東京大学

工学部

1980 年

東京大学

工学系研究科博士課程

1980 年

横浜国立大学

工学部

1981 年

横浜国立大学

助教授

1994 年

横浜国立大学

教授

1999 年

東京大学

情報基盤センタ ー

2001 年

東京大学

大学院

2003 年

東京大学

情報理工学系研究科

2016年

理化学研究所

革新知能統合研究センタ ー (AIP)

プライバシ ー と社会制度チ ー ム

2017 年

理化学研究所

革新知能統合研究センタ ー (AIP)

社会における人工知能研究グル ープグル ープディレクタ ー

卒業
修了（工学博士）

講師

教授

学際情報学府

兼坦
数理情報学専攻

兼坦
チ ー ムリ ー ダ（非常勤）

専門分野は人工知能、自然言語処理、情報検索、機械学習、プライバシ ー 保護。

著書に『プライバシ ー 保護入門：法制度と数理的基礎』（勁草書房、 2016) 、『東京大学工学教程情報工学「機械学習」』
（丸善出版、 2015) など。
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基本演算を操る量子コンピュ ー タの真価

～ゲ ー ト型量子コンピュ ー タの計算能力の分析～

The real worth of quantum computers with elementary operations

Analysis of computational power of gate-based quantum computers

メディア情報研究部

高橋
プロ フィ

康博
ー

Yasuhiro Takahashi

ル

NTTコミュニケ ー ション科学基礎研究所メディア情報研究部主任研究
員。1998年東北大学理学部数学科卒業。2000年同大学院理学研究科
数学専攻博士前期課程修了。同年日本電信電話株式会社入社。2008
年電気通信大学大学院電気通信学研究科情報通信工学専攻博士後期
課程修了。博士（工学）。量子計算理論の研究に従事。情報処理学会、電
子情報通信学会各会員。

現在のコンピュ ー タでは実行不可能な超高速計算が、量子

る量子コンピュ ー タです。 一 方で、近年活発に議論されているア

コンピュ ー タでは可能に な る と 期待されています。量子コン

ニ ー リング型は、解きたい問題に依存して量子状態の遷移のお

ピュ ー タと現在のコンピュ ー タの大きな違いの 一つは情報の表

よその方向性を指定するだけであり、その後は量子状態の自然

現にあります。現在のコンピュ ー タは、0または1のどちらか 一 方

な状態遷移に任せることで、最終的に得られる状態が問題の解

の値をもつ「ビット」により情報を表現します。 一 方で、量子コン

になることを期待します。

ピュ ー タにおいて情報を表現する「量子ビット」は、0または1だけ
でなく、例えば0が30%で1が70%というような0と1の重ね合わ

我々の目標は、計算能力について、現在のコンピュ ー タに対

せを表現できます（図1)。量子ビットの個数が増えれば、より多

する量子コンピュ ー タの優位性を理論的に証明し、そのような

くの状態の重ね合わせが表現できます。この重ね合わされた状

優位性を示す量子コンピュ ー タを実現することです。ゲ ー ト型に

態を用いた並列処理が量子コンピュ ー タの特徴の 一つです。

ついては計算能力の理論的な分析が可能であり、現在のコン
ピュ ー タより計算能力が高いという証拠が示されているため、

量子ビットを利用した情報の表現については共通ですが、

我々はゲ ー ト型に焦点を当てています。しかし、ゲ ー ト型は他の

様々な方式の量子コンピュ ー タが提案されています。これまで

方式と比較して、実現に要求される技術水準が高いという問題

世界で最も研究されてきた量子コンピュ ー タをゲ ー ト型と呼びま

があります。本講演では、ゲ ー ト型量子コンピュ ー タによる超高

す。現在のコンピュ ー タと同様に、解きたい問題に対し、基本演

速計算の実現へのハ ー ドルを大きく下げる二つの成果を紹介

算（ゲ ー ト）の組み合わせで表現されるアルゴリズムを人間が構

します。

築し、これを実行します（図2)。言わば、基本演算を積極的に操
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ゲ ー ト型の実現を難しくしている原因の 一 つは、複雑な重ね

ゲ ー ト型の実現を難しくしているもう 一 つの原因は、Oに初期

合わせ状態を利用することです。このような状態は外界からの

化された多数の量子ビットを必要とすることです。現在の技術

影響を受けやすく、現在の技術では短時間で状態が崩壊してし

では、少数の初期化量子ビットしか用意できず、このような状況

まいます。この問題に対処する 一 つの方法は、アルゴリズ ムの

では意味のある問題はほとんど解けません。我々は、少数の初

ステップ数を制限し、量子状態の崩壊前にアルゴリズムの実行

期化量子ビットに加え、現実的に用意しやすい未初期化量子

を完了させることです。しかし、このような制限はゲ ー ト型量子コ

ビット（どんな初期状態でも良い量子ビット）を使うことで計算能

ンピュ ー タの計算能力を著しく低下させる可能性があるため、ス

力が大幅に向上することを示しました[2]。初期化量子ビット数

テップ数を制限したゲ ー ト型量子コンピュ ー タの計算能力の分

を制限した状況においても、ゲ ー ト型量子コンピュ ー タの高い

析は重要な研究テー マになっています。

計算能力を引き出すことに繋がる成果です。

我々は論理和関数（入カビット中に1があれば1を、そうでない

利用できる基本演算を現実的なものに制限する等、ゲ ー ト型

場合は0を出力する関数）の計算に着目しました。これは論理和

量子コンピュ ー タに関する検討課題は残っています。このような

関数が少ないステップで計算できれば、様々な量子アルゴリズ

課題を解決し、ハ ー ドウェア研究と融合することで、ゲ ー ト型量

ム が少ないステップで実行できるからです。この関数を計算す

子コンピュ ー タによる超高速計算が実現されると考えています。

る従来方法では、入カビット数が増えるにつれてステップ数も

また、ゲ ー ト型と他の方式との融合が、さらなる高速化を生み出

増えます。 一 方で、我々は、入カビット数に依存せず 一 定のス

すと期待しています。我々は今後もゲ ー ト型量子コンピュ ー タの

テップ数でこの関数が計算できることを示しました[1]。この成果

真価を明らかにする研究を続けていきます。

は 10 年来の未解決問題の解決であり、暗号の安全性の基礎と
なる離敬対数問題を従来より少ないステップで解くことに応用
できます。ステップ数を制限した状況においても、ゲ ー ト型量子
コンピュ ー タによる超高速計算が可能であることを示した成果
です。

曼子ビット

情報

今
T

亙］
ゼロ

T

田
イチ

,�
-----

⑯〕

重ね合わせ

図1: 電子スピン（ある軸についての回転）の向きを
利用した量子ビット
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図2:ゲ ー ト型量子コンピュ ー タにおける計算の模式図。入力量子状態に対し、
基本演算（ゲ ー ト）を適用して状態を遷移させ、出力量子状態を得る

1』「置冨遭�����
[1] Y. Takahashi, S. Tani, "Collapse of the hierarchy of constant-depth exact quantum circuits," Computational Complexity, Vol.
25, Issue 4, pp. 849-881, 2016.
[2] Y. Takahashi, S. Tani, "Power of uninitialized qubits in shallow quantum circuits," in Proc. 35th International Symposium on
Theoretical Aspects of Computer Science (STACS), pp. 57:1-57:13, 2018.
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ウェルビー イングにおける触覚の役割

～触れることの科学とデザインが人の心を豊かにする～
Role of haptics in improving wellbeing

Science and design of touch can enhance human flourishing

人間情報研究部

渡邊
プロ フィ

淳司
ー

Junji Watanabe

ル

NTT コミュニケ ー ション科学基礎研究所人間情報研究部主任研究員
（特別研究員）。人間の知覚特性を利用したインタフェ ー ス技術を開発・展
示公開するなかで、人間の感覚と環境との関係性を理論と応用の両面か
ら研究している。平成20年度文化庁メディア芸術祭アー ト部門優秀賞
受賞。平成24年Ars Electronica Prix審査員。著書『情報を生み出す触
覚の知性』（化学同人、平成27年毎日出版文化賞受賞）。監訳『ウェル
ビ ー イングの設計論J (BNN新社）。

携帯型情報端末や無線通信環境の普及をはじめ、情報通

そもそもWBとは何か。それは主に三つの視点から定義されて

信技術(ICT)は著しいスピ ー ドで発展してきました。しかし、その

います。 一 つ目は医学的WBで、心身の機能が不全でないかを

一

方で、ストレスや依存など心身への負の影響も指摘されてい

問う医学の定義といえます。二つ目は快楽的WBで、その瞬間

ます。この背後には、ICTのコモディティ化（ 一 般化）だけでなく、

の気分の良し悪しに関する定義です。三つ目は持続的WBで、

技術の根源的な目標である「人間をしあわせにする」という事に

人間が心身の潜在能力を発揮し、意義を感じ、周囲の人との関

関する設計指針や評価原理が確立されていないという問題が

係の中でいきいきと活動している状態を指します。英語ではフ

あります。このような 背景のなかで、近年、ウェルビ ー イング

ロ ー リシング(flourishing)=開花という言葉で表現されます。

(Wellbeing、以下WB)という、人間の心の豊かさや満足に関

特に、持続的WBは、「景気」や「天気」といった概念がそうであ

する概念が世界的に注目され、効率性•生産性とは異なる視点

るように構成概念（メカニズムを説明するために人為的に構成

からのICTの設計論が期待されています。例えば、2015年に国

された概念）であり、直接観察したり測定したりすることはできま

連が採択した「2030年までの持続可能な開発目標(SDGs)」

せん。しかし、その構成概念の存在を仮定した場合、影響を受

においても、WBは達成目標の 一 つとして挙げられ、また、IT企

けるであろう行動や心的状態といった要因を規定し、計測する

業での瞑想の実践やウェブ・雑誌での言及もWBへの関心が

ことで把握することができます。例えば、天気は温度、湿度、気

一

般に広まりつつあることを示しています。情報系の研究分野

圧、風速など定量評価できる要因を設けることで「良い天気」や

でも"Positive Computing"(2014) [1]をはじめ、ICTと心につ

「悪い天気」を示すことができます。同様にWB もその構成要因

いての研究が増加しつつあります。

を特定し、具体的に把握することができれば、向上のための設
計指針も明らかになるでしょう。
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これまで、欧米で主潮となっている「主観的幸福」に着目した

とは、意識的な思考の様式だけでなく、情動や意識下の行動を

WBの研究では、例えば、図1にあるような構成要因がWBの実

大きく変化させるということが示されています。つまり、触覚・身

現には重要であるといわれています[2]。しかし、その多くは個人

体感覚はWBと関連した感情へ直接的に働きかけ、さらには、

内の要因であり、人間同士の関係性やプロセスに高い価値を

WBと関連の強い行動を引き起こすきっかけとして機能するとい

置く日本など集産的文化においては、人間関係の要因の割合

うことです。また触覚・身体感覚に働きかける刺激は人間と人

がより多くなるかもしれません。さらに、WB向上に向けた情報提

間の関係を変容させます。日常生活でも温泉や祭などの身体

示や介入では、触覚・身体感覚によるインタラクションが必要に

的共同体験は、他者を身近にするなど、適切な距離を設定する

なってくるでしょう。現在、 NTT コミュニケ ー ション科学基礎研究

よいきっかけとなります。

所では、WBの設計論に資するための人間科学の観点からのメ
カニズムの解明と、具体的なケ ー スに適用可能な「WBの構成

これまでの触覚・身体感覚の研究は、主に 一 対 一 の関係の

要因の特定、計測、モデル化、介入、評価」の循環プロセスの

中での情報伝達それ自体を目的としてきました。しかし、それが

検討に取り組んでいます。具体的には、社会心理や生理計測

現在は産業の対象となり、さらには、ここ数年の計測・伝送・提

に基づくWBの指標づくり、母子間や対人コミュニケ ー ション、

示技術の発展により、ネットワ ー クを介して多人数に触覚・身体

集団における身体的・心的な結びつきのメカニズムの解明、さら

感覚情報を送ることも可能になってきています（図 2) 。そうであ

には触覚を通した介入といった研究が行われています。

るならば、現在、取り組むべきは、触覚・身体感覚の提示だけで
なく、持続的WB実現の鍵となる触覚・身体感覚を通じて、どの

特に私自身は、触覚・身体感覚による情報提示[3]の研究を
行っていたこともあり、WB実現における触覚・身体感覚の役割

ように人と人の間で生じるWBを向上させ、社会に貢献するかで
あるといえます。

について検討しています。触覚・身体感覚を通して働きかけるこ

゜

自己への気づき
(Self-awareness)
自律性
(Autonomy)
達成
(Achievement}
有能感
(Competence)

共感
(Empathy)
思いやリ
(Compassion)

活力｀ 動機づけ｀ 楽観性
(Vitality, Motivation, Optimism)
没頭、 マインドフルネス、 フロ ー
(Engogement. Mindfulness、 Flow)

丘

意義
(Meaning)
自尊心
(Self•esteem)

図1:ウェルビ ー イングを構成する主な要因

図2:触覚・身体感覚の情報を伝送することによる応用例

．「�厨冨遷層�����
[1] R, Calvo, D. Peters, "Positive computing," MIT Press, 2014.(邦書監訳：渡邊淳司，ドミニク・チェン，翻訳：木村千里，北川智利，
河邊隆寛，横坂拓巳藤野正寛，村田藍子，‘‘ウェルビーイングの設討論，"BNN新社，2017.)
[2]渡邊淳司村田藍子，安藤英由樹，‘‘持続的ウェルビ ー イングを実現する心理要因"日本バーチャルリアリティ学会誌，Vol. 22, No. 1, pp.
12-18, 2018.
”
[3]渡邊淳司，“情報を生み出す触覚の知性 化学同人，2014.
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r組合せ爆発」を乗り超える

～二分決定グラフを用いた膨大な量の組合せの数え上げと最適化～
Beyond combinatorial explosion

Enumeration and optimization with Binary Decision Diagrams

協創情報研究部

西野

プロ フィ

正彬

ー

Masaaki Nishino

ル

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。
2008年京都大学大学院情報学研究科修士課程修了。同年日本電信電
話株式会社入社。博士（情報学）。アルゴリズム、自然言語処理、組合せ
最適化の研究に従事。2017年度山下記念研究賞受賞。言語処理学会、
人工知能学会、情報処理学会、各会員。

10人の従業員を5人ずつ2つのグル ー プに分けたいとしま

計算機を使って問題を解く際には組合せ爆発にうまく対処す

す。このときに可能なグル ー プ分けの種類は何通りあるでしょう

る必要があります。いま、可能なグル ー プ分けの中から、業務が

か。高校数学で習う組合せの公式を適用すると、可能なグル ー

滞りなく進むような良いグル ー プ分けを探したいとします。この

プ分けの数は252通りあることがわかります。では、従業員の数

問題を解くための最も素朴な方法として、全ての可能なグル ー

が50人、100人と増えていくと、可能なグル ー プ分けの種類はど

プ分けを順番に調べ上げるという方法が考えられます。しかしな

うなるでしょう。同様に組合せの公式を適用してみると、50人の

がら、従業員数が多くなるとそのような解法は現代の高性能な

ときには約126兆通り、100人のときには10穣(1穣は100兆の

計算機をもってしても困難です。最新のパソコンは1秒間の間

100兆倍）通りものグル ー プ分けが存在することがわかります。

に1兆回近くの計算を行うことができるといわれています。仮に1

このように問題のサイズが大きくなるにつれて答えとなる組合せ

つのグル ー プ分けを1回の計算で見つけられたとしても，従業員

の数が爆発的に増えていく現象は「組合せ爆発」と呼ばれま

100人の可能なグル ー プ分けを全て調べるのには1億年以上か

す。グル ー プ分けの例のほかにも、ある駅から出発して別の駅に

かることになるため、組合せ爆発を起こす対象を全て数え上げ

到達するための鉄道の乗り継ぎの方法や、あるいは将棋の局

るのは現実的ではありません。そこで、これまでは組合せ爆発を

面の数など、組合せ爆発は様々な場面で見られる普遍的な現

全て数え上げずに、いわば組合せ爆発を「避けて」問題を解く

象です。

方法が広く検討されてきました。
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一

方で、近年のアルゴリズム研究の発展の成果として、これ

ノとよばれる、四角い盤面にすき間なくピ ー スを敷き詰めるパス：

までは困難だと考えられていた組合せ爆発の数え上げが可能

ルの全ての解を高速に見つけるための方法や[2]、通信ネット

なケ ー スも数多くあることがわかってきました。組合せ爆発を正

ワ ー クの故障確率を正確に計算することで、故障する確率が最

確に数えることができると、可能な組合せの中からもっともよい

小となる通信ネットワ ー クの設計方法 [3] などを紹介します。い

ものを選び出すことや、問題の性質を詳しく分析することなどが

ずれの応用課題においても、BDDを用いて組合せ爆発を起こ

で き る よ う に な り ま す 。私達は 、二分決定グ ラ フ (B inary

す対象を圧縮して表現することで、これまでよりもサイズの大き

Decision Diagram: BDD) とよばれるデ ー タ構造を用いること

な問題を、より正確に解くことに成功しています（図2)。

で膨大な数の組合せを数え上げて問題を解く方法を研究して
います。ここまで，膨大な数の組合せといってきたものは，数学的

もちろん、BDDを用いて世の中の組合せ爆発を起こす対象

には何らかの要素からなる組合せの集まり（集合）として表現で

をすべて数え上げられるわけではありません。しかしながら、近年

きます例えば従業員の可能なグル ー プ分けは，各従業員を要

の計算機の性能の向上と、BDDに代表される最新のアルゴリ

素とする組合せの集合として表現できます .BODは組合せの集

ズムとを組み合わせると、さまざまな場面で正確な数え上げがで

合を図1に示すような丸や四角と矢印との組合せ（グラフ）とし

きるようになりつつあります。組合せ爆発を避けるのでなく、真

てあらわす表現方法です。組合せ爆発に含まれる 一 つ 一 つの

面目に数え上げて問題を解く、いわば組合せ爆発を「乗り超え

組合せは似通っているものが多いことが知られています。従業

る」アプロ ー チというのはこれまであまり取られてこなかった新し

員のグル ー プ分けの例では、ほとんど同じグル ー プ分けがいく

いものであり，多大な可能性を秘めていると考えています．今後

つもあることは容易に想像がつくでしょう。BDDはこうした似

もBDDの数え上げの威力を活かしたアルゴリズムの研究に取

通った組合せをまとめあげて表現することで、膨大な数の組合

り組むことを通じて世の中の問題の解決に取り組んでいく予定

せの集合を表現することができます（図1)。講演では、ポリオミ

です。

組合せの集合を
圧縮して表現

BODの大きさに比例する
時間で各種演算を実行

検索
{12, 13, 23, 123}
数字の組合せからなる集合
組合せの集合を表す
BDD

図1:組合せの集合と，それを表現する
二分決定グラフ (BOD) の例

一

疇

最適化
数え上げ

一
etc…

パズルの解の集合

図2: 二分決定グラフを用いて組合せ爆発を扱う処理の流れ
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[1] M. Nishina, N. Yasuda, S. Minato, M. Nagata, "Dancing with decision diagrams: a combined approach to exact cover," in
Proc. the 31st AAA/ Conference on Artificial Intelligence (AAA/), 2017.
[2] M. Nishina, T. Inoue, N. Yasuda, S. Minato, M. Nagata, "Optimizing network reliability via best-first search over decision
diagrams," in Proc. IEEE International Conference on Computer Communications (INFOCOM) , 2018.
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脳からみた聞くと話すの共通性

～音声変換技術と脳機能計測による人間の音声コミュニケ ー ションの仕組みの解明～
Speech production and perception share common brain pathways

Investigation of the mechanisms of speech communication by speech conversion and brain imaging
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聞くことと話すことによる音声コミュニケ ー ションは、日常生活

話すときに「聞く」に関与する脳部位が活動する

において欠かすことのできない重要なものです。「話す」過程で

自らが発話した音声を200ミリ秒程度遅らせ、それをヘッドホ

は、脳でイメ ー ジした伝えたい意図が調音器官を通じて音声とし

ンで聞きながら発話を行うと、どもるようになる、問延びするなど

て放射され、「聞く」過程では、音声が聴覚器官を経て脳で理解

発話が困難になる現象が起こります。また、音声のタイミングを

されます。聞くと話すの目的はそれぞれ異なることから、これまで

変換するのではなく、「え」と発話した音声が「あ」と聞こえるよう

ほとんどの音声研究は聞くと話すを別々に扱ってきました。

に音声の共振周波数をリアルタイムに変換した音声を聞きなが
ら発話を行っても発話に変化が見られます。聞こえた音声に応

人間の音声脳科学研究においても、「聞く」に関与する脳部

じて発話が変化するということは、人間は自らの音声をリアルタ

位はウェルニッケ野、「話す」はブロ ー カ野というように別々に議

イムにモニタリングしながら話しをしているということです。これら

論が行われてきました。ところが、近年の脳機能計測の発展に

変換音声を聞きながら発話を行うときの脳活動を調べますと、

伴い、聞くと話すに共通した仕組みが脳の中に存在することが

聞くに関与する脳部位（上側頭回）の活動が増加することが分

分かってきました。この共通した仕組みは、話すときに「聞く」に

かりました。つまり、モニタリングで発話に誤りが見つかったとき

関与する脳部位の活動、聞くときに「話す」に関与する脳部位

に脳は発話を正しく修正しようとするのです。この誤りに対する

の活動を調べることで明らかになりました。つまり、聞くと話すを

発話の修正量の大きさについて様々な検討が行われています

別々に扱うのではなく、一緒に扱うことが大切なのです[1]。

が、最近私たちは、変換音声の音質が良くなると、修正量が大き
くなることを発見しました[2]。
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研究講演
聞くときに「話す」に関与する脳部位が活動する
話すときに「聞く」に関与する脳部位が活動することはモニタ
リングを考えれば理解しやすいかと思います。しかし反対に、聞

動野の活動が増加することが分かりました[4]。つまり、聞くにお
ける発話のシミュレ ー ションは音声の自然性を判断するために
行われている可能性があります。

くときに「話す」に関与する脳部位が活動するということは起こり
うるのでしょうか。もしそうであれば、音声を聞くと、つられて自ら

まとめと今後の展望

の口が動いてしまうことになります。ところが、口が動かないまで

近年、音声変換技術の発展に伴い、音声変換技術と脳機能

も話すに関与する脳部位（運動前野）が音声を聞くときに活動

計測を組み合わせることで、これまで知られていなかった音声脳

することが明らかになっています。このことは、調音器官の運動

情報処理の仕組みが解明されつつあります。音声変換技術は、

をシミュレ ー ションしながら音声を聞いているという可能性を示

今後も音声脳科学研究において有効な手段であると考えられ

しています。人間がなぜこのようなことをしながら音声を聞いて

ます。また、この技術を応用して、ネイティブに聞き取りやすい英

いるのかについてはまだ分かっていませんが、音声が聞き取りに

語音声に変換することで、日本語母語話者の英語での音声コ

くい場合に運動前野の活動が大きくなることから、音声に足りな

ミュニケ ー ションを支援できると期待されます。

い情報を補うために調音運動のシミュレ ー ションを行うことで音
声理解 (what) を助ける、また音声の自然性 (how: 合成音声ら

話すときのモニタリングに関わる脳情報処理および聞くとき

しさ、たどたどしさ）を判断するためでないかと考えられています。

のシミュレ ー ションに関わる脳情報処理を紹介してきましたが、
実は、モニタリングもシミュレ ー ションも、聴覚野から上側頭回と

音声リズムを変換する

角回、縁上回を経由して運動前野に音声が送られるという共通

さて、自然性を変換した音声を聞くときに、話すに関与する脳

した経路です（図2)。しかも、これらは人間の聞くにおける頑健

部位の活動がどのように変化するかは分かっていません。私た

性や話すにおける安定性に深く関わっていると考えられていま

ちは、日本語母語話者の英語音声のリズムを変換する技術[3]

す。しかし、現在の音声認識および音声合成技術ではこの経路

により作成 した刺激音声を英語母語話者が聞くときの脳活動

に相当する処理が考慮されていません。もしかすると、これら経

計測を行いました（図1)。実験の結果、英語母語話者にとって

路における音声脳情報処理の理解が今後音声認識の性能や

自然でないリズムの音声を聞くときに、発話に関与する補足運

音声合成の品質を向上させる鍵となるかもしれません。

日本語母話話者

補足述勅阻f

1111
Iこ,j,j頭
,

疇←翫ー�:
英話母語話者

図1:発話リズム変換例（左）。英語母語話者が日本語リズム
英語音声を聞いているときの脳活動（右）

図2:「話す」におけるモニタリング経路と「聞く」における発話
シミュレ ー ション経路。「聞く」と「話す」によらず共通した経路
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[1]廣谷定男編著，寛一彦，辰巳格，皆川泰代，持田岳美，渡辺員澄著，“闇くと話すの脳科学，" コロナ社，2017.
[2] S. Hiroya, T. Machida, "Speech sound naturalness alters compensation in response to transformed auditory feedback," in
Proc. J. Acoust. Soc. Am., Vol. 140, No. 4, Pt. 2, p. 3228, 2016.
[3] S. Hiroya, "Non-negative temporal decomposition of speech parameters by multiplicative update rules," IEEE Trans. Audio,
Speech and Lang. Process., Vol. 21, No. 10, pp. 2108-2117, 2013.
[4] S. Hiroya, K. Jasmin, S. Evans, S. Krishnan, M. Ostarek, D. Boebinger, S.K. Scott, "Effects of speaking rhythm naturalness
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オ ー プンハウス2018.

®ォ

ー プンハウス2018

ᄂᆮޒᅆ↝⇑⇬⇚∐‒
㻺㼀㼀㻌䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ䛿䚸ே䛸ே䚸䛒䜛䛔䛿䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛸ே䛾㛫䛾䛂䛣䛣䜝
䜎䛷ఏ䜟䜛䛃䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ᐇ⌧䜢䜑䛦䛧䛶䚸ሗ⛉Ꮫ䛸ே㛫⛉Ꮫ䛾୧ഃ㠃䛛䜙ᇶ♏◊
✲䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜎䛩䚹䜸䞊䝥䞁䝝䜴䝇㻞㻜㻝㻤䛷䛿䚸䛂䝕䞊䝍䛸Ꮫ⩦䛾⛉Ꮫ䛃䚸䛂䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䛸ィ⟬䛾⛉Ꮫ䛃䚸䛂䝯䝕䜱䜰䛾⛉Ꮫ䛃䚸䛂ே㛫䛾⛉Ꮫ䛃䛻㛵䛩䜛ྜィ㻞㻥ᒎ♧䜢䛤⤂䛔䛯䛧䜎
䛩䚹㻌

ἙὊἑểܖ፼ỉᅹܖ
䝕䞊䝍ゎᯒ䛸ᶵᲔᏛ⩦ᢏ⾡䛾◊✲䜢䛤⤂䛧䜎䛩㻌
䕔⭾䛺䝕䞊䝍䛛䜙౯್䛒䜛▱ぢ䜢ぢ䛴䛡䛯䛔㻌
䕔㐣ཤ䛾䛻Ꮫ䜃䚸ᮍ᮶䜢ண 䛧䛯䛔㻌
䕔䝕䞊䝍ゎᯒ䛾ᛂ⏝䜢✲䜑䛯䛔㻌

ἅἱἷἝἃὊἉἹὅểᚘምỉᅹܖ
ே䛸ே䚸ே䛸䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛾䜔䜚䛸䜚䜢䛻䛩䜛◊✲䜢
✲䜢
䛤⤂䛧䜎䛩㻌
䕔㻭㻵䛸䛾⮬⏤䛺ヰ䜢ᐇ⌧䛧䛯䛔㻌
䕔ゝㄒ䛾ᮏ㉁䜢῝䛟⌮ゎ䛧䛯䛔㻌
䕔⭾䛺⤌䜏ྜ䜟䛫䛛䜙㐺䛧䛯ゎ䜢ぢ䛴䛡䛯䛔㻌

ἳἙỵỴỉᅹܖᴾ
㡢ኌ䞉⏬ീ䛺䛹䛾䝯䝕䜱䜰ሗ䜢㧗ᗘ䞉㧗㏿䛻ฎ⌮䛩䜛◊✲䜢㻌
㡢ኌ ⏬ീ䛺䛹䛾䝯䝕 䜰
ሗ
䛤⤂䛧䜎䛩㻌
䕔᭱᪂䛾㻭㻵䜢㥑䛧䚸䝯䝕䜱䜰ฎ⌮䜢㧗ᗘ䛧䛯䛔㻌
䕔䝯䝕䜱䜰䛾ᮏ㉁䜢▱䜚䚸ᮃ䜏䛹䛚䜚䛻ኚ䛧䛯䛔㻌
䕔ே㛫䛾▱ぬ≉ᛶ䜢䝯䝕䜱䜰⾲⌧䛻ά䛛䛧䛯䛔㻌

ʴ᧓ỉᅹܖᴾ
ே㛫䛾ሗฎ⌮䝯䜹䝙䝈䝮䜢⛉Ꮫⓗ䛻ゎ᫂䛩䜛◊✲䜢㻌
ே㛫䛾ሗฎ⌮䝯
䝯䜹 䝈
䝯䜹
䛤⤂䛧䜎䛩㻌
䕔ᚰ㇏䛛䛺䝷䜲䝣䝇䝍䜲䝹䜢䝕䝄䜲䞁䛧䛯䛔㻌
䕔䝖䝑䝥䜰䝇䝸䞊䝖䛾⬻䛾䝯䜹䝙䝈䝮䜢ゎ᫂䛧䛯䛔㻌
䕔⬻䛾⤌䜏䜢⌮ゎ䛧䚸᪂䛧䛔䠥䠟䠰䜢ᥦ䛧䛯䛔㻌

*UDSKLQGH[EDVHGDXGLRVLPLODULW\VHDUFK

ᵎᵏᴾ

ᐔٻễἙὊἑẦỤ˩Ẻ᪦٣ửᙸếẬộẴὲᴾ
ᐔ
ᐔٻ
῍ἂἻἧኧࡽỆؕỀẪ˩᪦٣ኧ῍ᴾ

ỄỮễᄂᆮ

ỄẮầϯẟ



⭾࡞ࢹ࣮ࢱࡢ୰ࡽ༶ᗙ㢮ఝࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆぢࡘࡅࡿࡓࡵࡢ◊✲࡛ࡍࠋ
࠼ࡤࠊከᩘࡢヰ⪅ࡀ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ⓨ
ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿ⭾࡞㡢ኌࢹ࣮ࢱࡢ୰
ࡽࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢヰ⪅ࡢⓎヰࡋࡓ㡢
ኌࢹ࣮ࢱࡸࠊࡑࡢヰ⪅㢮ఝࡢኌⰍ
ࡢูࡢヰ⪅ࢆ᥈ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㡢ኌ䝕䞊䝍㻌

ỜằẴசஹ



ᥦἲࡣࠊ᳨⣴ᑐ㇟㛫ࡢ㢮ఝᗘࡉ࠼
ᐃ⩏࡛ࡁࢀࡤᵓ⠏ྍ⬟࡞ࢢࣛࣇ⣴ᘬ
ᇶ࡙ࡃࠊከᵝ࡞࣓ࢹ⏝࡛
ࡁࡿỗ⏝ᛶඃࢀࡓ᪉ἲ࡛ࡍࠋࢢࣛ
ࣇ⣴ᘬࡣࠊ᳨⣴ࡢᗘ㝶᭦᪂࡛ࡁࠊ
᪂ࡋ࠸㡢ኌࢆ༶ᗙ㏣ຍࡍࡿࡇ࡛
᭱᪂ࡢࢹ࣮ࢱ᳨࡛⣴࡛ࡁࡲࡍࠋ

䜾䝷䝣⣴ᘬᵓ⠏㻌 㻌 㻌 㻌
䜰䝹䝂䝸䝈䝮

࠶ࡽࡺࡿ࣓ࢹࢆ᳨⣴ྍ⬟࡞ࣉ
ࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊ࡞ࢇ࡛ࡶ
Ẽ㍍᳨⣴࡛ࡁࡿᮍ᮶ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ
ࡉࡽࡣࠊ」ᩘࡢ࣓ࢹࢆ⤫ྜⓗ
᳨⣴ྍ⬟࡞ࢡࣟࢫ࣓ࢹ᳨⣴ࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆᐇ⌧ࡋࠊᩥ᭩ࠊ⏬ീࠊ㡢ኌ
࡞ఱࢆධຊࡋ࡚ࡶᙺ❧ࡘሗࡀᚓ
ࡽࢀࡿᑗ᮶ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

䜾䝷䝣⣴ᘬ㻌
䜾䝷䝣⣴ᘬ

䠍 㡢ኌ䝣䜯䜲䝹䜢㻌
ධຊ䛩䜛䛸䞉䞉䞉㻌

䠎
䛂䜰䞊䜹䜲䝤䛾Ⓨヰ⪅
⮬ື䜰䝜䝔䞊䝅䝵䞁䛃䚸
䛂ኌⰍ䛜ఝ䛯ே䜢᥈䛩䛃
䛺䛹䛜䛷䛝䜎䛩䟿

䜸䝣䝷䜲䞁䠖
䜸
䜲
୍ᣓᵓ⠏
䜸䞁䝷䜲䞁䠖㻌
㏲ḟ᭦᪂㻌
㡢ኌ㢮ఝ᥈⣴㻌
䛾୍㻌



᥈⣴䜰䝹䝂䝸䝈䝮

Rank:1

䜸䞁䝷䜲䞁䠖
䜾䝷䝣᥈⣴䜰䝹䝂䝸䝈䝮
䠄㈎ḧ᥈⣴ἲ䠅
ධຊ㻌
ࢡ࢚ࣜ

Rank:2

ฟຊ㻌 Rank:3

ᥦἲ䛾≉ᚩ

䜾䝷䝣⣴ᘬ䛾㏲ḟ᭦᪂


䜾䝷䝣⣴ᘬ䛾ᣢ䛴䝇䝰䞊䝹䝽䞊䝹䝗ᛶ䛻䜘䜚䚸
㧗㏿ᛶ䜢ᐇ⌧㻌



䜾䝷䝣⣴ᘬ䛿䚸᳨⣴ᑐ㇟䛾㛵ಀᛶ䛾䜏䛷ᵓ
ᡂ䛷䛝䜛䛯䜑䚸ᵝ䚻䛺ᑐ㇟䛻㐺⏝ྍ⬟㻌



䜾䝷䝣⣴ᘬ䛿䚸୍ᣓ᭦᪂䛸㏲ḟ᭦᪂䛻䜘䜚ᖖ
䛻᭱᪂䛾≧ែ䛷㐠⏝ྍ⬟㻌

ධຊ䛧䛯㡢ኌ䜒䜾䝷䝣⣴ᘬ䛻༶ᗙ䛻㏣ຍྍ⬟䟿㻌
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ࡲ୍࡛ࡘࡢ┠ⓗኚᩘࡢண 㝈ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠕ)DFWRUL]DWLRQ
0DFKLQHVࠖࢆ」ᩘࡢ┠ⓗኚᩘࡢண
ᣑᙇࡋࡓ◊✲࡛ࡍࠋᥦἲࡣࢹ࣮
ࢱࢆ⾲ࡍ≉ᚩࡽྛ┠ⓗኚᩘᑐࡋ
࡚᭷⏝࡞⤌ྜࡏࢆぢࡘࡅ࡚㧗⢭ᗘ࡞
ࣔࢹࣝࢆసࡾࡲࡍࠋ

ỜằẴசஹ



ᥦἲࡣࠊྛ┠ⓗኚᩘඹ㏻ࡢᇶᗏ
ࢆ⏝࠸࡚≉ᚩࡢ⤌ྜࡏࢆ⾲⌧ࡋࠊ㔜
ࡳࢆồࡵࡿࡓࡵࠊḟඖᩘࡀ⭾
࡞ࡗ࡚ࡶຠ⋡ⓗᏛ⩦࡛ࡁࡲࡍࠋࡲ
ࡓࠊึᮇ್౫Ꮡࡏࡎᇦⓗ᭱㐺ゎ
ࢆᚓࡽࢀࡿࡇࡀ⌮ㄽⓗಖドࡉࢀ
࡚࠸ࡲࡍࠋ

㻹㼡㼘㼠㼕㻙㻻㼡㼠㼜㼡㼠㻌㻲㼍㼏㼠㼛㼞㼕㼦㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻹㼍㼏㼔㼕㼚㼑㼟㻌
㻔㻹㻻㻲㻹㻕㻦㻌」ᩘ䝍䝇䜽䛾䝰䝕䝹䜢ྠ䛻
Ꮫ⩦䛧㔜せ࡞≉ᚩࡢ⤌ྜࡏࢆⓎぢ㻌



ᛂ⏝ඛࡋ࡚ࠊ་⒪デ᩿ࠊ᥎⸀ࢩࢫ
ࢸ࣒ࠊ㑇ఏᏊゎᯒ࡞⏝ྍ⬟࡛
ࡍࠋᚋࡣࠊ⌮ㄽⓗᛶ㉁ ⾲⌧ຊࠊ
ỗ⬟ຊ࡞ 㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ
ᥦἲࢆᖐⓗ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡛῝
ᒙᏛ⩦࡛ࡢຠ⋡ⓗ࡞ィ⟬ά⏝ࡋ࡚
࠸ࡁࡲࡍࠋ

䀂䠖┠ⓗኚᩘ㻌

䀂㼙㻌㻩㻌㼤㼀㻌㼣㼙㻌㻗㻌㼤㼀㻌㼃㼙㻌㼤

㼙␒┠䛾䝍䝇䜽㻌
㼤䠖≉ᚩ㻌㻔㼐ḟඖ㻕㻌
⭾㸟
䀂㻞㻌㻩㻌㼤㼀㻌㼣㻞㻌㻗㻌㼤㼀㻌㼃㻞㻌㼤
㼣䠖㻝ḟ㔜䜏㻌
㼃䠖㻞ḟ㔜䜏㻌
䀂㻝㻌㻩㻌㼤㼀㻌㼣㻝㻌㻗㻌㼤㼀㻌㼃㻝㻌㼤㻌

 ỗ⏝ⓗ䠄ᵝ䚻䛺ண ၥ㢟䛻㐺⏝ྍ⬟䠅㻌

 䝍䝇䜽㛫䛾┦㛵㛵ಀ䜢ά⏝㻌

䠖䝍䝇䜽䛾ಶᩘ㻌

䠄ྛ㔜䜏⾜ิ䜢ඹ㏻䛾ᇶᗏ䛷ప䝷䞁䜽䛻ศゎ䠅㻌

 䝰䝕䝹䛾䝟䝷䝯䞊䝍Ꮫ⩦䛜ᐜ᫆㻌
䠄ゎ䛜ึᮇ್䛻౫Ꮡ䛫䛪୍ព䛻ồ䜎䜛䠅㻌

 ⭾䛺ᩘ䛾⤌ྜ䛫䜢ᢅ䛘䜛㻌
䠄㧗ḟඖ䝕䞊䝍䛻㐺⏝ྍ⬟䠅㻌

䝍䝇䜽䛻ඹ㏻䛺ᇶᗏ㻌㼔㻝㻘㻚㻚㻚㻘㼔㼗㻌䜢㏲ḟⓗ䛻ຠ⋡ィ⟬㻌

ᛂ⏝䠍㻦㻌་⒪デ᩿㻌

ᛂ⏝䠎㻦㻌ၟရ᥎⸀㻌

ᛂ⏝䠏㻦㻌✭㔞ண

ฟຊ䠖ྡ㻝㻘ྡ㻞㻘䈈㻘ྡ㼙㻌

Bob


Alice

䖪

䖪䖪䖪

Bob

䖪䖪䖪㻌

㻫㻌

㑇ఏᏊ㻮㻌

⎔ቃ㼙㻦㻌 㻝㻞㼠㻛㼔㼍㻌

0.6

ᮇᚅ್䠖㻝㻚㻡㻌
0.3

MOFM

㑇ఏᏊ㻯㻌
0.1

ۼ

」ᩘ䛾ྡ䠄㻝䈈㻌㼙䠅䜢デ᩿䛧ඹ㏻
䛺せᅉ㻔᳨ᰝ್䛾⤌ྜ䛫㻕䜢Ⓨぢ㻌

㑇ఏᏊ㻭㻌

…

⎔ቃ㻝㻦㻌 㻌 㻤㼠㻛㼔㼍㻌

MOFM

ධຊ䠖᳨ᰝ್㻌

㻌

⎔ቃ㼙䛻ᑐ䛧䛶㻌
㔜せ䛺㑇ఏᏊ⤌ྜ䛫㻌

ۼۼۼ ۼۼ

ホ౯Ⅼ䠄㻝䈈㻌㼙䠅䛻ᑐ䛧䛶☜⋡䜢ண
ᮇᚅ್䜢⏝䛔䛶᭩⡠᥎⸀㻌

䛧㻌

ྛ⎔ቃ䠄㻝䈈㻌㼙䠅䛻ᑐ䛩䜛㻌
䝖䜴䝰䝻䝁䝅䛾✭㔞䜢㻌
㑇ఏᏊ䛾⤌ྜ䛫䛛䜙ண 㻌
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ከࡃࡢேࡀ㞟ࡲࡿࢫ࣏࣮ࢶ࣋ࣥࢺ
➼࡛ேࡢὶࢀࢆࢫ࣒࣮ࢬࡍࡿࡇ
ࢆࡵࡊࡋࡓ◊✲࡛ࡍࠋࡑࡢࡓࡵࡣ
๓ࡸᙜ᪥ㄏᑟィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿࡇ
ࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛ࡍࠋࡇࡢᒎ♧࡛ࡣࠊ
ᐇୡ⏺ࡢほ ್ࢆேὶࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥᫎࡋ࡚ࠊㄏᑟィ⏬⟇ᐃ
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ᐇୡ⏺࡛ᐃⅬほ ࡋࡓ㏻㐣ேᩘࢆᇶ
ࠊ⤒㊰ࡈࡢேࡢὶ㔞ࢆ᥎ᐃࡋࠊ
ṇ☜ேὶࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥࡁ
ࡲࡍࠋࡉࡽ⭾࡞⤌ࡳྜࢃࡏࡢㄏ
ᑟ⟇ࡢ୰ࡽࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥୖ
࡛ຠ⋡ⓗ᭱㐺ㄏᑟ⟇ࢆ᥈⣴ࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋᖺࠊᐇ㝿ࡢ࣋ࣥ
ࢺ࡛ㄏᑟィ⏬ࡢ⟇ᐃά⏝ࡋࡲࡋࡓࠋ



ΰ㞧ண ࡸ㐺ษ࡞ㄏᑟ⟇ࡢᑟฟࡼ
ࡾࠊࡼࡾᏳ࡛ຠ⋡ⓗ࣋ࣥࢺࢆ
㛤ദࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ᮶ሙ⪅ࡣᏳᚰࡋ࡚ᛌ㐺࣋ࣥ
ࢺཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾࡲࡍࠋ⮬
ື㌴ࡢຠ⋡ⓗ࡞ࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࡸࠊ
ᗑ⯒ෆ࡛ࡢேὶศᯒࡢᛂ⏝ᒎ㛤ࡶ
ྍ⬟࡛ࡍࠋ
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ձᐇୡ⏺࡛㏻㐣ேᩘ
ࢆᐃⅬほ 
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䝥䝷䞁䠝㻌
䠝

䝥䝷䞁䠝㻌
Ⓨື䟿㻌

䝥䝷䞁䠞㻌
䞁䠞
䠞
ղほ

ࢹ࣮ࢱࢆά⏝㻌

͐

ճᶵᲔᏛ⩦ࡼࡾ
ࡢ
 ⤒㊰ẖࡢேࡢ
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݉㻌

ၥ㢟Ⅼ㻌 ㄆ㆑ᛶ⬟䛾పୗ㻌
㻌 ཎᅉ䐟㻌 േ䜈䛾ኚ䛿㏆ఝㄗᕪ䛜䛝䛔㻌
㻌 ཎᅉ䐠㻌 㐺ษ䛺᭦᪂㔞䛜ồ䜎䜙䛺䛔䛯䜑㻌
㻌
Ꮫ⩦䛜䛖䜎䛟䛔䛛䛺䛔㻌

െ݉㻌

ண 䛿್㻌݉㻌䜢άᛶ䛾㜈್䛻䛔ᅇ䛩㻌
䛣䛸䛷䝟䝷䝯䞊䝍䜢േͳ䛻䛧䛶᥎ㄽ䛩䜛㻌

Ꮫ⩦⤖ᯝ㻌

㻌᭦᪂㔞㻌 䠙㻌 Ꮫ⩦⋡㻌 㽢㻌 㛵ᩘ䛾ᚤศ್㻌㻌
േ䛻ኚ䛩䜛㛵ᩘ㻌
ͳ㻌
െͳ㻌 䝟䝷䝯䞊䝍㻌
ᚤศ್㻌䠌㻌 䊻㻌 ᭦᪂㔞䛾ᾘኻ㻌

䝟䝷䝯䞊䝍㻌

⮬ືⓗ䛻㐺䛧䛯ᙧ䛻㻌
⦪ᶓ䜢䝇䜿䞊䝹䛥䛫䚸㻌
ຠ⋡ⓗ䛻Ꮫ⩦䛥䛫䜛㻌

᭦᪂㔞䛾ᾘኻᑐ⟇㻌
㻌 䞉Ꮫ⩦⋡䜢㧗䛟䛩䜛㻌
㻌 䞉ᚤศ್䜢ᙉไⓗ䛻㻌
㻌 㻌 䠌䛛䜙䠍䛻䛩䜛㻌
㻌 㻌 䋻㻌 Ꮫ⩦䛜ᅔ㞴㻌

ᮇᚅᦆኻ㻌

ỗᛶ⬟㻌㼇㻑㼉㻌

ຠ⋡ⓗ䛺Ꮫ⩦㻌

್㻌 േͳ 㻌
್㻌 േ݉ 㻌
ᐇᩘ್㻌

᧙ᡲ૨ྂ
㼇㻝㼉㻌ᒇඃ㻘㻌⏣Ᏻಇ㻘㻌⸨ཎ㟹ᏹ㻘㻌ᒾᮧ┦ဴ㻘㻌䇾ṇ๎䛻䜘䜛῝ᒙᏛ⩦䛾㔜䜏㔞Ꮚᡭἲ䛾᳨ウ㻘䇿㻌㟁Ꮚሗ㏻ಙᏛᢏ⾡◊✲ሗ࿌㻘㻌㼂㼛㼘㻚㻌㻝㻝㻣㻘㻌㻺㼛㻚㻌㻞㻝㻝㻘㻌
㼜㼜㻚㻌㻡㻝㻙㻡㻞㻘㻌㻞㻜㻝㻣㻚㻌
㼇㻞㼉㻌ᒇඃ㻘㻌⏣Ᏻಇ㻘㻌⸨ཎ㟹ᏹ㻘㻌ᒾᮧ┦ဴ㻘㻌䇾䝞䜲䝘䝸䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䛻䛚䛡䜛㠀άᛶᡭἲ䛾᳨ウ㻘䇿㻌 㟁Ꮚሗ㏻ಙᏛᢏ⾡◊✲ሗ࿌㻘㻌㼂㼛㼘㻚㻌㻝㻝㻣㻘㻌
㻺㼛㻚㻌㻞㻟㻤㻘㻌㼜㼜㻚㻌㻝㻝㻥㻙㻝㻞㻜㻘㻌㻞㻜㻝㻣㻚㻌

䝋䝣䝖䜴䜵䜰䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䝉䞁䝍㻌ศᩓฎ⌮ᇶ┙ᢏ⾡䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻌

ਃ ࢘ ᎍ 㻌ᒇ㻌ඃ㻌㻔㼅㼡㻌㻻㼥㼍㻕㻌
ศᩓ䝅䝇䝔䝮䜰䞊䜻䝔䜽䝏䝱ᇶ┙䜾䝹䞊䝥㻌
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Ἀ ἢ
ἦ
ἂ

ỄỮễᄂᆮ



ග₇⟬࡛ᶵᲔᏛ⩦ࢆຍ㏿ࡋࡲࡍࠋⳘ
࡞ᩘࡢ⾜ิ₇⟬ࢆගࡢᖸ΅࡛ฎ⌮
ࡍࡿࡇ࡛ࠊ୪ิࡘග㏿࡛₇⟬ࡀ
࡛ࡁࡲࡍࠋࡇࡢᛶ㉁ࢆ᭱㝈άࡏ
ࡿᵓᡂࡋ࡚ࠊᑠ⬻ࢆᶍᨃࡋࡓࣜࢨ
࣮ࣂ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢ╔┠ࡋ
ࡑࡢගᅇ㊰ᐇࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࣜࢨ࣮ࣂ࣮ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥࢢ

ỄẮầϯẟ

ỜằẴசஹ



୍ࡘࡢᅇ㊰࡛ධຊಙྕࡀ㸯⛊࠶ࡓࡾ
ࢠ࢞ࣅࢵࢺࢆ㉺࠼ࡿಙྕࢆฎ⌮ࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡉࡽࠊගࡢ┦ࠊ
Ἴ㛗ࠊ೫Ἴࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛₇⟬㔞ࢆ
ᩘⓒಸࡍࡿࡇࡶᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡼࡗ࡚ࠊつᶍ࡞ࢽ࣮ࣗࣟ₇
⟬ࢆ㧗㏿⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ



ᶵᲔᏛ⩦ࡢࢡࢭ࣮ࣛࣞࢱࡋ࡚ࡢ
㐺⏝ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ㉸㧗㏿ᛶࢆά
ࡋ࡚ࠊ㏻ಙࡸ㧗㏿࡞ື⏬ฎ⌮ᶵᲔ
Ꮫ⩦ࡢሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ
ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋගࡢ᭷ࡍࡿᛶ㉁
ࢆ᭱㝈ά⏝ࡍࡿࡇ࡛✲ᴟ㏿
࠸ィ⟬ᶵࡢᐇ⌧ࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

ගἼ䜢⏝䛔䛯䝸䝄䞊䝞䞊䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾䛾≉ᚩ㻌

䠄ᴫせ䠅㻌
㻙㻌ධຊᒙ䛸୰㛫ᒙ䜢䝷䞁䝎䝮⤖ྜ䛷⾲⌧䛧䛯㻌
㻌 䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠄ᑠ⬻ⓗ䛺ᵓᡂ䠅㻌
㻙㻌Ꮫ⩦ኚᩘ䛜ᑡ䛺䛔ୖ䚸⥺ᙧᅇᖐ䛾㻌
㻌 䛯䜑㧗㏿䛷᮰㻌
䠄ᛂ⏝䠅㻌
㻙㻌⣔ิಙྕฎ⌮䚸㡢ኌㄆ㆑䚸⏬ീฎ⌮䛺䛹㻌

ヨసᶵ䛾ᐇ䛸ཎ⌮᳨ド㻌

䝧䞁䝏䝬䞊䜽䝍䝇䜽㻔㻺㻭㻾㻹㻭㻝㻜䈜㻝㻕䛷䛾ືస᳨ド㻌 䈜㻝㻌 㻺㻭㻾㻹㻭㻝㻜䠖㻌

㻝㻜ḟ䛾㛫㐜䜜㻗㻞ḟ䛾㠀⥺ᙧ㛵ᩘ䛾㏆ఝ䝍䝇䜽㻌

ヨసᶵ䛾ᴫせ㻌

᭱ᑠ䝤䝻䝑䜽䛷䛒䜛༢୍Ἴ㛗䛷ືస䛩䜛ヨసᶵ䜢ᵓ⠏䛧䚸௨ୗ䜢᳨ド㻌
䐟㻌ග₇⟬䛷㧗㏿ฎ⌮䛾ྍ⬟ᛶ䠄ᮏヨసᶵ䛷䛿䚸ධຊᒙ䞉䝸䝄䞊䝞䞊ᒙ䜎䛷䛾ගᐇ䜢᳨ウ䠅㻌
㻌 㻌䋻㻌䝘䝜⛊䠄㻳㻴㼦䠅䜸䞊䝎䛾䝇䝹䞊䝥䝑䝖㻌 䠄㻯㻼㼁䛻ẚ䜉㻟㻙㻠᱆⛬ᗘ㧗㏿䛺ฎ⌮䜢ᐇ⌧䠅㻌 㻌
䐠㻌ග䛾Ἴືᛶ䜢⏝䛧䛯」⣲✵㛫䛷䛾ሗฎ⌮䛿ྍ⬟ᛶ㻌
㻌 㻌䋻㻌ᐇ㒊䞉㒊䛾୧᪉䛷ᡤᮃ䛾ᛂ⟅䜢☜ㄆ䛧䚸┦✵㛫䜈䛾୪ิ䜢ᐇ⌧㻌

ᚋ䛾ᒎ㛤䠖㻌 Ἴ㛗䞉೫Ἴ䞉✵㛫➼䜢⏝䛧䛯䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾つᶍ䛸᭦䛺䜛㧗䝇䝹䞊䝥䝑䝖㻌

䜸䞁䝷䜲䞁ฎ⌮䛸㡢ኌㄆ㆑䜔⏬ീฎ⌮䚸ග㏻ಙ䛾ಙྕฎ⌮➼䜢䛿䛨䜑䛸䛧䛯ᛂ⏝ၥ㢟䜈䛾ᒎ㛤㻌

᧙ᡲ૨ྂ
㼇㻝㼉㻌㻹㻚㻌㻺㼍㼗㼍㼖㼕㼙㼍㻘㻌㻹㻚㻌㻵㼚㼡㼎㼡㼟㼔㼕㻘㻌㼀㻚㻌㻳㼛㼔㻘㻌㼀㻚㻌㻴㼍㼟㼔㼕㼙㼛㼠㼛㻘㻌䇾㻯㼛㼔㼑㼞㼑㼚㼠㼘㼥㻌㻰㼞㼕㼢㼑㼚㻌㼁㼘㼠㼞㼍㼒㼍㼟㼠㻌㻯㼛㼙㼜㼘㼑㼤㻙㼂㼍㼘㼡㼑㼐㻌㻼㼔㼛㼠㼛㼚㼕㼏㻌㻾㼑㼟㼑㼞㼢㼛㼕㼞㻌㻯㼛㼙㼜㼡㼠㼕㼚㼓㻘䇿㻌㻯㻸㻱㻻㻌㻞㻜㻝㻤㻘㻌
㻿㻹㻝㻯㻚㻠㻌

㻔㻹㼕㼠㼟㼡㼙㼍㼟㼍㻌㻺㼍㼗㼍㼖㼕㼙㼍㻕㻌 㻌

ਃ ࢘ ᎍ 㻌୰ᓥ㻌ග㞞㻌

ඛ➃㞟✚䝕䝞䜲䝇◊✲ᡤ㻌 ග㟁Ꮚ⼥ྜ◊✲㒊㻌㻌 ග㟁Ꮚ」ྜᶵ⬟㞟✚䜾䝹䞊䝥㻌
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ỜằẴசஹ



'11ࡢෆ㒊ࡢ⤌ࡳࢆே㛫ࡀゎ㔘ࡋ
ࡸࡍ࠸ᙧ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡛ࠊ⮬ື㐠
㌿ࡸ་⒪࡞ࠊᶵᲔᏛ⩦ᢏ⾡ࡀᑟࡁ
ฟࡋࡓண ⤖ᯝᑐࡋ࡚᰿ᣐࢆㄝ᫂
࡛ࡁࡿࡇࡀᚲせ࡞ࡿᛂ⏝ศ㔝
࠾࠸࡚ࡶࠊᏳᚰࡋ࡚'11ࡀ࠼ࡿࡼ
࠺࡞ᮍ᮶ࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࢹ࣮ࢱࡽᏛ⩦ࡉࢀࡓ'11ᑐࡋ࡚
ࢥ࣑ࣗࢽࢸᢳฟࡤࢀࡿᡭἲࢆ
㐺⏝ࡍࡿࡇ࡛ࠊ'11ࡢᒁⓗ࡞ᵓ
㐀ࢆᤊ࠼ࡿࡇࢆୡ⏺࡛ึࡵ࡚ྍ⬟
ࡋࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ'11ෆ㒊ࡢྛ
㒊ศࡀண ࡸㄆ㆑࠾࠸࡚ᯝࡓࡍᙺ
ࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ᪂ࡓ࡞⣒ཱྀ
࡞ࡾ࠼ࡲࡍࠋ

῝ᒙࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ '11 ࡣᵝࠎ
࡞ᐇࢹ࣮ࢱᑐࡋ㧗⢭ᗘ࡞ண ࢆᐇ
⌧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢ」㞧࡞Ꮫ⩦⤖
ᯝࢆே㛫ࡀ⌮ゎࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛ࡍࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡゎᯒࡼ
ࡾ'11ࡢ୰₯ࡴࢥ࣑ࣗࢽࢸᵓ㐀
ࢆ⮬ືⓗⓎぢࡋࠊྍどࡍࡿ᪉ἲ
ࢆᥦࡋࡲࡍࠋ

ճྛࢥ࣑ࣗࢽࢸ㛫Ꮡᅾࡍࡿ
 」ᩘࡢ⤖ྜࢆࡲࡵ࡚⾲♧

ղ㞄᥋ࡍࡿᒙࡢࣘࢽࢵࢺᑐࡋࠊ
 ఝࡓ⤖ྜࣃࢱ࣮ࣥࢆᣢࡘࣘࢽࢵࢺ
 ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸࢆ᥎ᐃ

ձධฟຊࢹ࣮ࢱࡢ⤌ࡽ 
 ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺࢆᏛ⩦
⏬ീ䛻䛳䛯㔝⳯䜢㆑ู䛩䜛ၥ㢟䛾ሙྜ㻌

㸧㢮ఝࡋࡓ᥎ㄽሗࢆཷࡅྲྀࡿ

䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛤䛸䛻䝴䝙䝑䝖䜢䛂୪䜃᭰䛘䛃㻌

䠅㻌䝖䝬䝖䚸䛻䜣䛨䜣䚸䛺䛩䚸䞉䞉䞉㻌

䝛䝑䝖䝽䞊䜽
ゎᯒ㻌

䠅㻌



䞉䞉䞉㻌

  㔝⳯ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ⾲ࡍࢥ࣑ࣗࢽࢸ

㜈್ฎ⌮㻌

㸧㢮ఝࡋࡓ᥎ㄽሗࢆཷࡅΏࡍධຊ

᥎ᐃ䛥䜜䛯䝁䝭䝳䝙䝔䜱

  ⏬⣲ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆ⾲ࡍࢥ࣑ࣗࢽࢸ

䕔䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ㐀䛾⏕ᡂ䝰䝕䝹䛻ᇶ䛵䛟䝁䝭䝳䝙䝔䜱ᢳฟἲ䜢䚸Ꮫ⩦῭䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䛻㐺⏝㻌
䕔ᚑ᮶ᢏ⾡䛷䛿ᤊ䛘䜙䜜䛺䛛䛳䛯䚸䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䛾యᵓ㐀䜢䜂䛸䜑䛷⌮ゎ䛷䛝䜛䟿㻌
߬Ԣǡ 㻌

݆㻌
䝟䝷䝯䞊䝍᥎ᐃ㻌

䝁䝭䝳䝙䝔䜱ܿ䛾䝴䝙䝑䝖䛜
䝴䝙䝑䝖݆䛻䛴䛺䛜䜛☜⋡㻌

ߨ 㻌

䝁䝭䝳䝙䝔䜱ܿ㻌

ᐇ㝿䛻Ꮫ⩦䛥䜜䛯䝛䝑䝖䝽䞊䜽㻌

݅㻌
䝛䝑䝖䝽䞊䜽⏕ᡂ䝰䝕䝹㻌

߬ǡ 㻌

䝴䝙䝑䝖䛜䝁䝭䝳䝙䝔䜱ܿ䛻
ᒓ䛩䜛☜⋡㻌

䝁䝭䝳䝙䝔䜱ܿ䛾䝴䝙䝑䝖䛜
䝴䝙䝑䝖݅䛛䜙䛴䛺䛜䜛☜⋡㻌

᧙ᡲ૨ྂ
㼇㻝㼉㻌㻯㻚㻌㼃㼍㼠㼍㼚㼍㼎㼑㻘㻌㻷㻚㻌㻴㼕㼞㼍㼙㼍㼠㼟㼡㻘㻌㻷㻚㻌㻷㼍㼟㼔㼕㼚㼛㻘㻌䇾㻹㼛㼐㼡㼘㼍㼞㻌㼞㼑㼜㼞㼑㼟㼑㼚㼠㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㼘㼍㼥㼑㼞㼑㼐㻌㼚㼑㼡㼞㼍㼘㻌㼚㼑㼠㼣㼛㼞㼗㼟㻘䇿㻌㻺㼑㼡㼞㼍㼘㻌㻺㼑㼠㼣㼛㼞㼗㼟㻘㻌㼂㼛㼘㻚㻌㻥㻣㻘㻌㼜㼜㻚㻌㻢㻞㻙㻣㻟㻘㻌㻞㻜㻝㻤㻚㻌㻌
㼇㻞㼉㻌Ώ㑔༓⣫䠈ᖹᯇ⸅䠈᯽㔝㑥ኵ䠈䇾῝ᒙ䝙䝳䞊䝷䝹䝛䝑䝖䛻䛚䛡䜛ṇ㈇䛾⤖ྜ㔜䜏䛻ᇶ䛵䛟ᒁᵓ㐀ᢳฟ䠈䇿㻌 ሗ⛉Ꮫᢏ⾡䝣䜷䞊䝷䝮䠈㻞㻜㻝㻣㻚㻌㻌
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⬦ࡢ⌮ゎࡀᚲせ࡞ࡿࢆ⣔⤫ⓗ
㞟ࡋࡓึࡵ࡚ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛
ࡍࠋㄒࡸ┠ⓗㄒࡢ┬␎ࡀከࡃࠊㄒ
⩏ࡢ㐪࠸ࢆ₎Ꮠ࡛⾲⌧ࡍࡿ࠸࠺᪥
ᮏㄒࡢᛶ㉁ࡽࠊⱥ⩻ヂࢆᑐ㇟
ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡣ␗࡞ࡿ⊂⮬ࡢࣉ
࣮ࣟࢳࡀᚲせ࡛ࡋࡓࠋ

」ᩘࡢᩥࢆ୍ᗘධຊࡋࡓሙྜࠊ
ᶵᲔ⩻ヂࢩࢫࢸ࣒ࡀᩥ⬦ࢆ⌮ゎࡋ࡚
㐺ษ࡞ヂᩥࢆ⏕ᡂ࡛ࡁࡿࢆホ౯ࡍ
ࡿ᪉ἲࡢ◊✲࡛ࡍࠋඛ⾜ࡍࡿᩥ
ࡼࡗ࡚ධຊᩥᑐࡍࡿṇゎヂࡀኚ
ࡍࡿࢆ㞟ࡵࠊヂࡋศࡅࡢ㘽࡞ࡿ
ゝㄒ⌧㇟ࡈศ㢮ࡋ࡚ࠊᩥ⬦⌮ゎ
ᗘࢸࢫࢺࡋ࡚ࡲࡵࡲࡋࡓࠋ
䝙䝳䞊䝷䝹⩻ヂ䛾䛧䛟䜏㻌

ݕଵ
ݏ

ݕଶ

фĞŽƐх

ݕଷ

ݕସ

ݏଷ

ݏସ

ůŽǀĞ

<ǇŽƚŽ

ݏଶ

ݕ

фĞŽƐх ܿ

ଵ

/

ὀពᶵᵓ

݄ଵ

ܿଶ

Ϭ͘Ϭ

Ϭ͘ϲ

ܿଷ

݄ହ

݄ଶ

݄ଷ

݄ସ

݄ହ

݄ଵ

݄ଶ

݄ଷ

݄ସ

݄ହ

ݔଶ

ி㒔

ݔଷ

ݔସ

䛜
ዲ䛝
䛷䛩
ZEE䜶䞁䝁䞊䝎䠄➢ྕჾ䠅

♫ㄝ

ㅮ₇

Ꮠᖥ

1ᩥ䛪䛴䠄᭱50༢ㄒ䠅

15.17

10.04

11.00

2ᩥ䛪䛴䠄᭱100༢ㄒ䠅

16.36

10.30

11.37

9 ṇゎ䛾☜⋡䛜ㄗ䜚䛾☜⋡䜘䜚䛝䛟䛺䜛ྜ䛷䝰䝕䝹䛾
⬟ຊ䜢ホ౯䠄ゝㄒ⌧㇟䛤䛸䛻ㄗ䜚ศᯒ䛷䛝䜛䠅㻌
↷ᛂ䞉┬␎
ݔହ

фĞŽƐх

᭕ᛶゎᾘ䠖᪥ⱥ㎡᭩䛛䜙ከ⩏ㄒ䜢᥈⣴㻌
ཎゝㄒ㻌

⩻ヂ䛾༢

9 ┤๓䛾ཎᩥ䛸ヂᩥ䚸⌧ᅾ䛾ཎᩥ䛸ヂᩥ䛾㻠䛴⤌䜢సᡂ㻌

Ϭ͘Ϭ

Ϭ͘ϰ

݄ଵ

ݔଵ

9 ⩻ヂ⢭ᗘ䛿ୖ䛜䜛䛜ఱ䛜㉳䛣䛳䛶䛔䜛䛛ศ䛛䜙䛺䛔㻌

䝙䝳䞊䝷䝹⩻ヂ䛾ᩥ⬦⌮ゎᗘ䝔䝇䝖㻌

݄ସ

݄ଷ

݄ଶ

῝ᒙᏛ⩦ࡢⓎᒎࡼࡾࠊ୍ࡘࡢᩥࡢ
ពࢆࡲఏ࠼ࡿᶵᲔ⩻ヂᢏ⾡
ࡣ☜❧ࡋࡲࡋࡓࠋᚋࡣࠊᩥ⬦ࡸ≧
ἣࢆ⌮ゎࡋ࡚ࠊ┬␎ࢆ⿵ࡋ࡞ࡀࡽ
୍㈏ᛶࡢ࠶ࡿᩥࢆ⏕ᡂࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊಶேᛶ࣭ឤࡸᩥయ࡞ࡲ࡛
ఏ㐩ྍ⬟࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮
ࣝࡋ࡚ࡢᶵᲔ⩻ヂࢆࡵࡊࡋࡲࡍࠋ

ܿସ

н
Ϭ͘Ϭ



ᩥ⬦䠄┤๓䛾ᩥ䠅䜢⏝䛧䛯䝙䝳䞊䝷䝹⩻ヂ䛾ணഛᐇ㦂㻌

ZEE䝕䝁䞊䝎䠄ྕჾ䠅
/
ůŽǀĞ
<ǇŽƚŽ
ݏଵ
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┠ⓗゝㄒ㻌

⤖᮰ᛶ䞉୍㈏ᛶ

௦ྡモ

ෙモ

ᑐᛂ

⧞䜚㏉䛧

᭕ᛶゎᾘ

ᡭἲ1

䕿䕿%

䕻䕻%

䠊䠊䠊

䠊䠊䠊

䠊䠊䠊

ᡭἲ2

䕧䕧%

䕕䕕%

䠊䠊䠊

䠊䠊䠊

䠊䠊䠊

ᑐᛂ࣭⧞ࡾ㏉ࡋ㸸సᴗ⪅ࡢෆ┬ࡼࡾᵓ㐀ⓗ࡞ไ⣙ࢆ᥈⣴
ཎゝㄒ㻌

┠ⓗゝㄒ㻌

ඛ⾜ᩥ㻌 ᪥䚸㇂䜈⾜䛳䛯䚹㻌 㻵㻌㼣㼑㼚㼠㻌㼠㼛㻌㻿㼔㼕㼎㼡㼥㼍㻌㼥㼑㼟㼠㼑㼞㼐㼍㼥㻚㻌

ඛ⾜ᩥ㻌 䛔䛔ィ䛷䛩䛽䚹㻌

ධຊᩥ㻌 䛩䛤䛔ே䛰䛳䛯䚹㻌

ධຊᩥ㻌 䛣䛾ィ䛿∗䛾ᙧぢ䛺䜣䛷䛩䚹㻌 ṇゎ䠖㼀㼔㼕㼟㻌㼏㼘㼛㼏㼗㻌㼕㼟㻌㼍㻌㼙㼑㼙㼑㼚㼠㼛㻌㼛㼒㻌㼙㼥㻌㼒㼍㼠㼔㼑㼞㻚㻌
ㄗ䜚䠖㼀㼔㼕㼟㻌㼣㼍㼠㼏㼔㻌㼕㼟㻌㼍㻌㼙㼑㼙㼑㼚㼠㼛㻌㼛㼒㻌㼙㼥㻌㼒㼍㼠㼔㼑㼞㻚㻌

ṇゎ䠖㼀㼔㼑㼞㼑㻌㼣㼑㼞㼑㻌㼍㻌㼘㼛㼠㻌㼛㼒㻌㼜㼑㼛㼜㼘㼑㻚㻌
ㄗ䜚䠖㻴㼑㻌㼣㼍㼟㻌㼍㻌㼓㼞㼑㼍㼠㻌㼙㼍㼚㻚㻌

㻵㼠䇻㼟㻌㼍㻌㼚㼕㼏㼑㻌㼏㼘㼛㼏㼗㻚㻌

௦ྡモ㻦㻌᪥ᮏㄒ䛾ㄒ䜔┠ⓗㄒ䛾┬␎䜢ศᯒ䛧䛯䝕䞊䝍䛸䛭䛾ᶵᲔ⩻ヂ䛻䜘䜛ⱥㄒヂ䛛䜙సᡂ㻌
ཎゝㄒ㻌

┠ⓗゝㄒ㻌

ඛ⾜ᩥ㻌 ⏦䛧ヂ䛒䜚䜎䛫䜣䛜䚸ඛ⏕䛿༗ᚋᑡ䛧㐜䜜䛶䛔䜛䜣䛷䛩䚹 㻵䇻㼙㻌㼍㼒㼞㼍㼕㼐㻌㼠㼔㼍㼠㻌㼠㼔㼑㻌㼐㼛㼏㼠㼛㼞㻌㼕㼟㻌㼞㼡㼚㼚㼕㼚㼓㻌㼍㻌㼎㼕㼠㻌㼘㼍㼠㼑㻌㼠㼔㼕㼟㻌㼍㼒㼠㼑㼞㼚㼛㼛㼚㻚㻌
ධຊᩥ㻌 デᐹ䛩䜛䜎䛷䛻㻞㻜ศ䜋䛹䛛䛛䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹㻌

ṇゎ䠖㻵㼠㻌㼙㼕㼓㼔㼠㻌㼎㼑㻌㼍㼎㼛㼡㼠㻌㻞㻜㻌㼙㼕㼚㼡㼠㼑㼟㻌㼎㼑㼒㼛㼞㼑㻌㼔㼑㻌㼏㼍㼚㻌㼟㼑㼑㻌㼥㼛㼡㻚㻌
ㄗ䜚䠖㻵㼠㻌㼙㼕㼓㼔㼠㻌㼎㼑㻌㼍㼎㼛㼡㼠㻌㻞㻜㻌㼙㼕㼚㼡㼠㼑㼟㻌㼎㼑㼒㼛㼞㼑㻌㼣㼑㻌㼏㼍㼚㻌㼟㼑㼑㻌㼥㼛㼡㻚㻌

᧙ᡲ૨ྂ
㼇㻝㼉㻌㻹㻚㻌㻹㼛㼞㼕㼟㼔㼕㼠㼍㻘㻌㻶㻚㻌㻿㼡㼦㼡㼗㼕㻘㻌㻹㻚㻌㻺㼍㼓㼍㼠㼍㻘㻌䇾㻺㼀㼀㻌㻺㼑㼡㼞㼍㼘㻌㻹㼍㼏㼔㼕㼚㼑㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼘㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻿㼥㼟㼠㼑㼙㼟㻌㼍㼠㻌㼃㻭㼀㻌㻞㻜㻝㻣㻘䇿㻌㼕㼚㻌 㻼㼞㼛㼏㻚㻌㼀㼔㼑㻌㻠㼠㼔㻌㼃㼛㼞㼗㼟㼔㼛㼜㻌㼛㼚㻌㻭㼟㼕㼍㼚㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼘㼍㼠㼕㼛㼚㻌
㻔㼃㻭㼀㻙㻞㻜㻝㻣㻕㻘㻌㻞㻜㻝㻣㻚㻌
㼇㻞㼉㻌㻾㻘㻌㻮㼍㼣㼐㼑㼚㻘㻌㻾㻚㻌㼃㼑㼚㼚㼞㼕㼏㼔㻘㻌㻭㻚㻌㻮㼕㼞㼏㼔㻘㻌㻮㻚㻌㻴㼍㼐㼐㼛㼣㻘㻌䇾㻱㼢㼍㼘㼡㼍㼠㼕㼚㼓㻌㻰㼕㼟㼏㼛㼡㼞㼟㼑㻌㻼㼔㼑㼚㼛㼙㼑㼚㼍㻌㼕㼚㻌㻺㼑㼡㼞㼍㼘㻌㻹㼍㼏㼔㼕㼚㼑㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼘㼍㼠㼕㼛㼚㻘䇿㻌㼕㼚㻌 㻼㼞㼛㼏㻚㻌㼀㼔㼑㻌㻝㻢㼠㼔㻌㻭㼚㼚㼡㼍㼘㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌㻯㼛㼚㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻺㼛㼞㼠㼔㻌㻭㼙㼑㼞㼕㼏㼍㼚㻌㻯㼔㼍㼜㼠㼑㼞㻌㼛㼒㻌㼠㼔㼑㻌㻭㼟㼟㼛㼏㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼒㼛㼞㻌㻯㼛㼙㼜㼡㼠㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻸㼕㼚㼓㼡㼕㼟㼠㼕㼏㼟㻌㻌㻔㻺㻭㻭㻯㻸㻙㻞㻜㻝㻤㻕㻘㻌㻞㻜㻝㻤㻚㻌
㻌


ਃ ࢘ ᎍ 㻌Ọ⏣㻌ᫀ᫂㻌㻔㻹㼍㼟㼍㼍㼗㼕㻌㻺㼍㼓㼍㼠㼍㻕㻌
༠ሗ◊✲㒊㻌ゝㄒ▱⬟◊✲䜾䝹䞊䝥㻌
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ࡇࡤࡢⓎ㐩ࡣಶேᕪࡀࡁࡃࠊⓎ
㐩ࡀ᪩࠸Ꮚࡶ࠸ࢀࡤࠊࡺࡗࡃࡾ࡞Ꮚ
ࡶ࠸ࡲࡍࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࡤࡢⓎ
㐩ࡀࡺࡗࡃࡾ࡞࠾Ꮚࡉࢇ↔Ⅼࢆᙜ
࡚࡚ࠊㄒᙡⓎ㐩ࢹ࣮ࢱࢆᑠඣ་⒪⌧
ሙ࡛ྲྀᚓࡍࡿࡇࡼࡾࠊᗂඣࡢゝ
ㄒ⩦ᚓ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡸಶேᕪࢆ⏕ࡳฟ
ࡍ⤌ࡳࡢゎ᫂ࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ỜằẴசஹ



ࡇࡤࡀ㐜࠸࠸࠺⌮⏤࡛᮶㝔ࡋࡓ
Ꮚࢆ㏣㊧ㄪᰝࡋࠊ ᐃᆺⓎ㐩ඣྠ
ᵝࡢㄒᙡ⇿Ⓨࡀ㉳ࡇࡿࡇࠊ ᐃᆺ
Ⓨ㐩ඣࡀ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃㄒࡰྠᵝ
ࡢㄒࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀศࡾࡲ
ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊࡇࡤ㐜ࢀࡀぢࡽ
ࢀ࡚ࡶᐃᆺⓎ㐩ඣࡰྠᵝࡢࣉࣟ
ࢭࢫࢆࡓࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

䖃

ᑐ㇟ඣ䠖 ゝㄒⓎ㐩㐜ඣ2ྡ

䖃

᪉ἲ䠖 ᪂䛧䛟ゝ䛘䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯ㄒ䜢ぶ
䛜ᐙᗞ䛷ㄒᙡᡂ㛗䜰䝥䝸䛻㝶グ㘓

䖃

ศᯒ䠖 ᢡ䜜⥺㏆ఝ䛻䜘䜛≉ᚩ᥎ᐃ

ࡇࡤࡢⓎ㐩ࡀࡺࡗࡃࡾ࡞࠾Ꮚࡉࢇ
ࡢ≉ᚩࡑࡢࣉࣟࢭࢫࢆヲ⣽ᢕᥱ
ࡋᐃᆺⓎ㐩ඣࡢ㐪࠸ࢆ▱ࡿࡇ࡛ࠊ
ࣄࢺࡀゝㄒࢆࡢࡼ࠺⩦ᚓࡍࡿ
㛵ࡍࡿ⌮ㄽ☜❧ࡢࣄࣥࢺ࡞ࡿ
ࡶࠊᑠඣ་⒪⌧ሙ࡛ࡢゝㄒカ
⦎ἲ㛵ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡ࡢᣦ㔪ᥦ
ࡶ㈉⊩ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
㹀ඣ ึデᡯࣨ᭶ 

㸿ඣ ึデᡯࣨ᭶  

 ᪥ㄅἲ䛻䜘䜛⦪᩿䝕䞊䝍ゎᯒ

ㄒᙡ⇿Ⓨ
㛤ጞᮇ

⋓
ᚓ
ㄒ
ᙡ
ᩘ㻌



ㄒᙡ⇿Ⓨ
㛤ጞᮇ

ㄒᙡ⇿Ⓨ
ㄒᙡ⇿Ⓨᚋ
Ꮫ⩦㏿ᗘ

ㄒᙡ⇿Ⓨ๓
Ꮫ⩦㏿ᗘ
᪥㱋㻌

⤖ᯝ

ㄒᙡᏛ⩦㏿ᗘ

ᛴ⃭䛺ㄒᙡᏛ⩦㏿ᗘ䛾ኚ䛒䜚
㻌 ĺ䛣䛸䜀䛾Ⓨ㐩䛜䜖䛳䛟䜚䛺Ꮚ䛷䜒ㄒᙡ⇿Ⓨ䛜Ꮡᅾ
㻌 㻌 䠄䛯䛰䛧䚸⇿Ⓨ䜎䛷䛻ከ䛟䛾ㄒᙡᩘ䜢⋓ᚓ䛩䜛ᚲせ䛒䜚䠅

Aඣ
Bඣ
ᐃᆺⓎ㐩ඣ
䠄N=17䠅

ㄒᙡ⇿Ⓨ㛤ጞᮇ

ㄒᙡ⇿Ⓨ๓

ㄒᙡ⇿Ⓨᚋ

0.36
0.27
0.18

1.21
1.84
0.83

ㄒ/᪥
ㄒ/᪥

ㄒ/᪥
ㄒ/᪥

᭶㱋

44.1
33.7
20.1

⣼✚ㄒᙡᩘ

136 ㄒ
94 ㄒ
39.5 ㄒ

䞄᭶
䞄᭶

ㄒ/᪥
ㄒ/᪥
䞄᭶
䠄⠊ᅖ:0.05-0.30䠅 䠄⠊ᅖ:0.18-1.85䠅 䠄⠊ᅖ:15.7-23.0䠅

䠄⠊ᅖ:19-79䠅

 ㄒᙡ䝏䜵䝑䜽䝸䝇䝖䝕䞊䝍䛾ゎᯒ
䖃

ᑐ㇟ඣ䠖 㠀ᐃᆺⓎ㐩ඣ 20ྡ

䖃

᪉ἲ䠖 ᮶㝔䛻䠈⌧Ⅼ䛷ゝ䛘䜛ㄒ䜢
䝏䜵䝑䜽䝸䝇䝖䜰䝥䝸䛷ぶ䛻ᅇ⟅

䖃

ศᯒ䠖 ᐃᆺⓎ㐩ඣ䛾ከ䛟䛜⋓ᚓ䛧䛶䛔䛟
ㄒ䛸䛹䛾⛬ᗘඹ㏻䛧䛶䛔䜛䛛䜢⟬ฟ

ܸ ݅ ݔ݁݀݊ܫܿඹ㏻࣎࢟ࣕࣈࣛࣜᣦᶆ
 ݅ ܸܿݐ݁ݏᗂඣ݅ࡢⓎヰ࡛ࡁࡿㄒࡢ㞟ྜ
ࡢ ݅ ܸܿݐ݁ݏ ݅ ܣܣݐ݁ݏ༢ㄒྠᩘศࠊ⋓ᚓ᭶㱋 ࡢ ܣܣ
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GAN: Generative Adversarial Network
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VAE-SPACE[3]
VAE: Variational Autoencoder

CycleGAN[2]

SPACE: Statistical Phrase/Accent Command Estimation
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講演中継会場B

資料コ ー ナ ー

講演会場
�

講演中継会場C

簡易休憩コ ー ナ ー
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□ 通行可能領域

□二］講演会場

ー食堂

［二講演中継会場A·B·C
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研究展示
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（デ ー タと学習の科学
回膨大なデ

ー

タから似た音声を見つけます！

グラフ索引に基づく類似音声探索

屈複数の問題に共通して重要な情報の組合せを発見
回人はどこから来て、どこへ行くのか？
四都市の今を知る

人流デ

環境センシングと異種デ

ー

回深層学習をモバイル向けに小さくします

共通因子を効率的に学習する低ランク回帰技術： MOFM

ー

タ同化と学習型誘導

未初期化量子ビットを利用した高速量子計算

四こわれにくいネットワ ー クをデザインします

IN

光リザ バ ー コンピュ ー ティングによる高速機械学習

回ネットワーク構造から深層学習のしくみを知る

ニュ ー ラルネットの理解に向けたコミュニティ抽出技術

m 物知りロポットとおしゃべりしながら賢くなろう

複数ロポット対話制御に基づく雑談と質問応答の融合

タ融合分析によるイベント解析

（コミュニケ ー ションと計算の科学
四あなたの量子メモリをちょっと拝借！

回光で機械学習をスピードアップ

量子化による深層学習のモデル圧縮技術

ー

人工知能は文脈を読んで翻訳できるか？

ニュ ー ラル翻訳の文脈理解度をテストする
小児医療現場で収集したデー タの解析からみえてきたこと

駐】いつでもどこでもそれっぽくしゃべれます！

m 離れていて も盛り上がりを共有できる

スマホで音声リズムを英語母語話者っぽく変換

双方向性の臨場感 ・一 体感の向上をねらう拍手音符号化

ノ
ー
ヽ

m ことばの発達がゆっくりなお子さんの特徴を探る

二分決定グラフを用いたネットワ ー ク信頼性最大化

）

（メディアの科学

m 浮像（う＜ぞう） 影を駆使して絵に奥行きを与える光投影技術
m 聞きたい人の声に耳を傾けるコンピュ タ 深層学習に基づく音声の選択的聴取
回声の雰囲気や聞き取りやすさを変換する 深層生成モデルを用いた音声属性変換
m 二択問題にして解くことでAlは賢くなる 深層学習による仮説比較と音声認識結果選択への応用 m 選んで創るお気に入りの画像 DTLC-GANを用いた画像の階層的理解•生成制御
m 音だけから情景を推定 音から画像認識結果を予測するクロスメディア情景分析
ffl

照明光で色の鮮やかさを操る

彩度強調成分を用いた分光スペクトルの制御
ー

3 音 への注意を眼で測る

駐

瞳孔反応に現れる聴覚空間注意

四ウェルビーイングを測る、知る、育む
回ー流打者はボ

ー

ー

‘‘いきいきとした心的状態"の実現を科学する領域横断研究

四人工知能 で人の聴こえの仕組みを理解する
ルをどのように打っているか？

機械学習モデルによる聴覚神経機構の分析
打撃中の身体運動計測から認知過程を探る

⑨ NTT
NTTコミュニケ ー ション科学基礎研究所

m —流打者はポ ルをどのように 見ているか？ 打撃中の眼球運動計測から認知過程を探る
回急ぐ方が正確？ 視知覚と運動に潜む清報処理のからくり
m ヵで感じるかた ちとうごき ぶるなび4による環境 状況の呈示
・

四平らなシ ー トなのに凹凸感？！

磁性シ ー トに凹凸感を書き込む"磁性触覚印刷技術

〒619-0237京都府相楽郡精華町光台2-4
（けいはんな学研都市）
TEL : 077 4-93-5020 FAX : 077 4-93-50 l 5
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（人間の科学

