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NTTコミュニケーション科学基礎

研究所では，コミュニケーション科

学に関する最新の研究成果をご覧い

ただけるイベントとして，2012年６

月７，８日にオープンハウス2012を

開催しました．ここではその開催報

告をします．

オープンハウスの概要

NTTコミュニケーション科学基礎研
究所（CS研）では，人間と情報の深
い理解に基づくコミュニケーションの
実現を目標として，人間科学と情報
科学の両面で世界をリードする新概
念，革新的原理の創出を目指した研
究を行っています．けいはんな学研都
市（京都府精華町）と神奈川県厚木
市に拠点があります．
CS研では，2012年６月７日の午

後と８日の全日，NTT京阪奈ビル
（写真１）において「NTTコミュニ
ケーション科学基礎研究所　オープン
ハウス2012」（以下，オープンハウス）
を開催しました．皆様に研究所までご
来場いただき，CS研が取り組んでい
る先端・基礎研究の最新の成果を見
て，触れて，感じていただこうという
趣旨のイベントです．NTTグループの
社員にとどまらず，研究開発・事業・

教育等に携わる幅広い方々に毎回ご
来場いただいています．
今回のオープンハウスでは，期間中

に約1 070名の方がご来場され，講演
や展示を見ていただきました．それら
の様子について以下で紹介します．

所 長 講 演

今回のオープンハウスは，CS研所
長の上田修功による講演「Big data
時代のコミュニケーション科学」で幕
を開けました（写真２）．
近年，ソーシャルメディアの普及，

情報端末の小型化・高機能化が進み，
これまでに増して情報爆発が加速して
います．まさしく，「ビッグデータ」時
代の到来といえるでしょう．多種多様
なデータの高度な解析を行い，その結

果を実世界のシステムに働きかけ，高
効率的な社会システムを構築すること
が期待されています．
そのためには，単に情報通信技術が
高度化されるだけでなく，誰でもがそ
の高度な技術の利便性を安心・安全
に享受でき，それにより心が豊かにな
る情報通信社会が実現されることが大
切です．情報通信技術の研究だけで
はなく，人間科学，社会科学の側面
も含めた「コミュニケーション科学」
の研究が重要です．講演では，ビッグ
データに関する社会的な動向，および
解析手段として期待されている機械学
習技術について，研究所成果とともに
紹介が行われました．

「NTTコミュニケーション科学基礎研
究所オープンハウス2012」開催報告
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写真１　開催会場（NTT京阪奈ビル） 写真２　所長講演
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研 究 講 演

CS研における最近の顕著な研究成
果，注目度の高い研究テーマに関し
て，以下の４件の研究講演を実施し
ました．
・「心地よさと“やみつき”の神経
科学―動物の行動に情動の生物
学的基盤を探る―」廣中直行
（人間情報研究部）
・「デジタルコンテンツ保存におけ
る標準化とその課題―ISO/IEC
およびその他の機関における標準
化の取り組み―」原田登（守谷
特別研究室）
・「光から乱数をつくる―半導体
レーザカオスを利用した高速乱数
生成―」吉村和之（メディア情
報研究部）
・「センサネットワークを通して見
えてくる世界―多数かつ多様なセ
ンサから情報を収集・解釈・提
示する技術―」須山敬之（協創
情報研究部）
いずれも，研究の背景や全体像，最
新の研究成果を紹介し，多くの皆様
に参加いただくとともに，好評を得ま
した．
「心地よさと“やみつき”の神経科
学」では，近年の神経科学の発展に

基づいた「快」情動に関する最先端
の研究成果を解説しました（写真３）．
また，「センサネットワークを通して
見えてくる世界」では，s-roomプロ
ジェクトで得られた最新の研究成果を，
センサから情報を「収集」「解釈」「提
示」するという３つの観点で紹介しま
した（写真４）．

研 究 展 示

今年は，研究成果が将来社会にど
のような波及効果を与えるかを考慮
し，その内容から，「インフォメーショ
ンサイエンス」「インタフェースサイ
エンス」「ライフサイエンス」の３つ
のゾーンに分け，最新の研究成果26
件の展示を行いました．
大型モニタによるスライド説明や体

験デモなど，それぞれが工夫を凝らし
た展示ブースを用意し，研究員が直
接，最新の研究成果について説明を
行いました（写真５）．以下が展示項
目の一覧です．
■インフォメーションサイエンス

・測れない光で秘密ができる―レー
ザの相関ランダム現象を利用した
秘密鍵配送―
・コンピュータが安全性を保障！究
極の暗号―フォーマルメソッドに
よる量子暗号の安全性証明―

・法律はあなたのプライバシを守っ
てくれるか？―プライバシの数理
的定式化と法律への適用―
・類題から賢く学べます―頑健な半
教師あり学習法と自然言語処理
への応用―
・データのキモ，見つけます―特徴
的な構造を抽出するデータマイニ
ング技術―
・よく似たデータを瞬時に発見―近
傍グラフを用いた高速類似探索―
・生放送でも即座に特定―追加型
特徴DBによるリアルタイムメ
ディア探索技術―
・ノイジーな世界を見守る―センシ
ングと符号化の協同現象と大偏
差原理―
・複数のカメラで物の色と形を正確
に記録・再現―２眼ステレオ式
６バンド映像システムによるリア
ルタイム色再現―

■インタフェースサイエンス

・多数のセンサがあなたにあわせて
情報を集めます―センサネット
ワークの動的な動作変更技術―
・翻訳は語順が大切―日本語風の
英語を介した英日・日英統計翻
訳―
・動くディスプレイで会話が伝わる
―頭部運動の動的補強表現に基
づく会話場再構成―
・昔の自分達に助けて貰おう！
―時空間同室感（t-Room）に
おける蓄積情景処理とその応用―

写真３　研究講演風景１ 写真４　研究講演風景２ 写真５　研究展示風景



・あなたの歌い方を診断します！
―歌声音高軌跡の確率モデルに
基づく歌唱スタイルの特徴抽出―
・いつ誰が何を話したか？―複数人
会話シーン分析技術の進展と利
用イメージ―
・雑多な音の中からあなたの声だけ
聞きとります―時間・空間・周
波数情報を統合した高精度音声
強調技術―
・会話中のあなたの話，何でも聞い
て理解します―話し言葉音声認
識のための高度な学習，適応，
正規化技術―
・音を付けると違って見える―視聴
覚統合に基づく視覚時空間の変
容―
・見るより前に手が動く―潜在的な
目と手の協調メカニズム―
・質感を見る脳のしくみに迫る―画
像から質感を取り出す視覚のメカ
ニズム―

■ライフサイエンス

・こどもが急にことばを覚えだすの
はなぜ？―個人の時系列データ解
析から解明された語彙爆発の謎―
・この月齢の子にぴったりの「言葉
たち」を探して―幼児語彙発達
データに基づく成長に応じた言語
資源の提示―
・しゃべると空耳！？―発音動作と
音声知覚の密接なつながり―
・人のふり見て我がふり直せるネズ
ミたち―適応的社会行動を支え
る神経基盤を探る―

・聞きたい音を聞く脳のメカニズム
を探る―心理物理，計算モデル，
脳機能計測によるアプローチ―
・「触れる感覚の物差し」としての
言葉―触覚の質感とその音声表
象―
このうち，「動くディスプレイで会話
が伝わる」では，遠隔から会議に参加
している人の動きを，実際の会議の場
でその参加者の座席に置かれたディス
プレイを動かして再構成することで，
会議参加者の全員がその場にいるかの
ようなリアルなコミュニケーション環境
が実現できることを，デモを交えて体
験いただきました（写真６）．
また，「こどもが急にことばを覚えだ
すのはなぜ？」では，１歳半を過ぎた
辺りから始まる語彙爆発（語彙学習速
度の急激な変化）の背後にある仕組
みを，個人の時系列データを解析する
ことで解き明かし，来場者の皆様から
多くの関心をいただきました（写真７）．

招 待 講 演

今年は外部講師として，東京大学
情報学環北田暁大准教授をお招きし，
「繋がり／社会／政治―若者のコミュ
ニケーション態勢と社会性」の題目で
招待講演を行いました（写真８）．若
者のコミュニケーション態勢について，
動画のデモを交えながら，社会学の見
地からの分析を分かりやすく解説して
いただきました．高度な内容にもかか
わらず，会場内では笑いが起こるなど，

和やかな雰囲気に包まれました．

オープンハウスを終えて

今年も多くの方々にお越しいただき，
CS研の研究成果をご覧いただくこと
ができました．特に，研究講演・研究
展示においては，来場者の方々に活発
な議論に参加いただくとともに，研究
成果に関して貴重なご意見をいただく
ことができました．
最後に，来場者の皆様，本イベン

ト開催にご協力くださいました皆様に，
心よりお礼を申し上げます．
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（後列左から）木下 慶介/ 麦谷 綾子/

服部 正嗣

（前列左から）谷　 誠一郎/ 笠原 要

次回のオープンハウスも，多くの方々の
ご来場をお待ちしております．

◆問い合わせ先
NTTコミュニケーション科学基礎研究所
企画担当
TEL 0774-93-5020
FAX 0774-93-5015
E-mail cs-openhouse lab.ntt.co.jp
URL http://www.kecl.ntt.co.jp/

写真６　動くディスプレイのデモ 写真７　幼児の語彙獲得研究の紹介 写真８　招待講演


