情報科学
人間科学
ビッグデータ解析

「NTTコミュニケーション科学基礎研
究所 オープンハウス2013」開催報告
ふ じ の

あきのり

き む ら

としたか

まるや

かずし

すぎやま

ひろあき

藤野 昭典 /木村 聡貴 /丸谷 和史 /Marc Delcroix /杉山 弘晃
NTTコミュニケーション科学基礎研究所

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

究開発・事業・教育等に携わる幅広

術基盤の構築を目指して数理基盤・

い方々が毎回来場しています．

実データ両面からの研究を重視する方

学に関する最新の研究成果をご覧い

今回のオープンハウスでは，期間中

針をアピールしました．そして，CS研

ただけるイベントとして，2013年６月

に約1140名の方が来場し，講演や展

の研究成果が実社会の中へ入っていっ

６，７日にオープンハウス2013を開

示をご覧になりました．私たちはCS

た成功例として，残響制御技術，メ

催しました．ここではその開催模様

研の最新の研究成果を紹介するととも

ディア探索技術，質問応答技術，質

を報告します．

に，それらの研究が目指す未来像や波

感情報学を紹介しました．これらの例

及効果をできるだけ分かりやすく伝え

では，研究立ち上げ当初の10年以上

るように工夫しました．また，
「ビッグ

前には想定しなかった新サービス・新

オープンハウスの概要

データ解析」の特設カテゴリでは，CS

発見として実を結んでおり，じっくり

NTTコミュニケーション科学基礎研

研の枠を超えてNTT研究所全体から

と研究テーマを育て上げることの大切

究所（CS研）では，人間と情報を結

集めた研究テーマを展示しました．次

さを強調しました．

ぶ新しい技術基盤の構築を目指して，

に，当日の様子について紹介します．

人間科学と情報科学の両面から世界

研 究 講 演
所 長 講 演

をリードする革新技術の創出と新原理
の発見に取り組んでいます．NTTの研

CS研における最近の顕著な研究成

究所の中でも，NTT物性科学基礎研

２日間のオープンハウスは，CS研

果，注目度の高い研究テーマに関し

究所と並んでもっとも基礎的な研究を

前田英作所長による講演「果実（み）

て，以下の４件の研究講演を実施し

行っており，けいはんな学研都市（京

のなる樹木（き）を育てたい―「情

ました．

都府精華町）と神奈川県厚木市に拠

報」と「人間」を結ぶ技術基盤の構

点があります．

築に向けて―」で幕を開けました（写

CS研では，2013年６月６日の午

真１）．

後と７日の終日，NTT京阪奈ビルに

21世紀に入ってユビキタス，センサ

おいて「NTTコミュニケーション科学

ネット，クラウド，ビッグデータとい

基礎研究所

うように，我々が取り扱うべき情報の

オープンハウス2013」

（オープンハウス）を開催しました． こ

量と特性が大きく変化し，またネット

れはCS研が取り組んでいる基礎研究

ワークにアクセスする情報機器も携

の最新の成果を見て，触れて，感じて

帯・デスクトップからスマートフォン・

いただこうという趣旨のイベントです．

タブレットに移り変わる状況において，

NTTグループの社員にとどまらず，研

CS研では情報と人間を結ぶ新しい技
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写真１

所長講演

Ｅ
・「みんなの会 話 を聞 き取 るコン

翻訳，および翻訳自動評価に関する

ピュータを目指して―複数人会話

革新的な研究成果を紹介しました（写

音声認識研究の現状と今後の展

真３）．

タからの特徴抽出―
・押し寄せる膨大な「今」を瞬時
に賢く分析する―フロー型ビッグ

望―」 堀貴明（メディア情報研

データを分散オンライン機械学習
研 究 展 示

究部）
・「身体のリアリティ―私たちはど

で分析―
・大規模なグラフデータをあっとい

のように自分の身体を認識するの

2013年は，「革新的コンピューティ

う間に分析―グラフデータを対象

か―」 北川智利（人間情報研

ング」「メディアとコミュニケーション」

とした高速なマイニングアルゴリ

究部）

「ヒューマンサイエンス」の３分野に関

ズム―

・「革新的発展期を迎えた機械翻訳

する最新の研究成果23件の展示に加

・ビッグデータ分 析 によるネット

― 統計翻訳で越える技術文献の

え，NTT研究所全体で取り組んでい

ワーク異常対策―ネットワーク故

言葉の壁―」 永田昌明（協創

る「ビッグデータ解析」のカテゴリを

障，サイバー攻撃などのNW異常

情報研究部）

特設しました（写真４）．ここでは，

を早期に検出―

・「音や声から隠れた情報を取り出

CS研外４件とCS研内２件の研究成

・このつぶやきを書いたのはどんな

す― 確率的生成モデルアプローチ

果を展示するとともに，NTT研究所

ひと？―マイクロブログの特徴を

による音 声 音 響 信 号 処 理 ― 」

において４月にバーチャルな組織とし

活用したユーザ属性推定技術―

亀岡弘和（メディア情報研究部）

て発足した機械学習・データ科学セン

・大規模移動データの分析と可視

いずれも，研究の背景や全体像，最

タの研究体制と取り組みを紹介しまし

化―異種複合情報を用いた移動

新の研究成果を紹介し，多くの皆様

た（なお，機械学習・データ科学セン

パターン分析―

に聴講いただくとともに，好評を得ま

タは７月１日に実組織化されました）
．

した．

■革新的コンピューティング

また大型モニタによるスライド説明

・効率的な環境モニタリングを実現

「み ん な の 会 話 を 聞 き 取 る コ ン

や体験デモなど，それぞれが工夫を凝

―相関性を用いたセンサデータ圧

ピュータを目指して」では，CS研で取

らした展示ブースを用意し，研究員が

縮技術―

り組んでいる人どうしの会話を認識す

直接，最新の研究成果について説明

る技術について，現在の到達点と解決

を行いました．

すべき課題を紹介し，会話音声認識

■ビッグデータ解析

の実現がもたらす効果について展望を
述べました（写真２）．
「革新的発展期を迎えた機械翻訳」

・あなたの居場所を安全に公開―仮
名交換による位置プライバシ―

・ビッグデータチャレンジ―NTT研
究所でのビッグデータ解析の取り
組み―

・光がつなぐ量子の情報―レーザ光
を用いた最適な量子もつれ生成方
法―
・ちゃんとしたデタラメを作 る―

では，世界でもっとも翻訳が難しい言

・大事な特徴を捉えて流れるデータ

語対の１つである英語と日本語の統計

を把握する―多次元時系列デー

レーザ光の高速乱雑変動を利用
した物理乱数生成―
・高度なプログラミングが可能なビ
ジュアル言語―プログラミング上

写真４
写真２

研究講演風景１

写真３

研究講演風景２

ビッグデータ解析カテゴリの
展示風景
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の様々な拡張をした新ビスケッ

ベースの類似絵本検索―
■ヒューマンサイエンス

ト―
・計算機による自動英文法解釈―

・こどもが単語を覚える順番の謎―

統計的文法獲得技術に基づく構

幼 児 語 彙 学 習 期 間 の言 語 共 通

文解析―

性―

■メディアとコミュニケーション
・言語の壁をどう越える？―英語・
中国語・韓国語から日本語への
統計翻訳―
・「触りながら読む」読文を実現：
Yu bi Yomu―なぞり動作を利用
した動的な文章表示方式―
・国際電話会議への参加を楽にす
る方法―0.2〜0.4秒の通信遅延
が非母語者に及ぼす影響―
・せつなの微笑みがこころを伝える
―対話者間の共感／反感に関す
る客観的解釈モデルの提案―
・録音機器を協調させて目的音声
を聞き分けます―録音ノードから
の仮説統合に基づく音声強調―
・誰がどのように話しても正確に聞
き取ります―話者や発話スタイ
ルの多様性に頑健な音声認識技
術―

話し言葉が持つようなリズム，抑揚，
余韻を感じることができることをデモ
で体験していただきました．
また「聴いて分かる腕の長さ」では，
自分が床をたたくときに出る音を遠く

・「花」と「鼻」，こどもはいつから

で鳴ったように感じさせることで，自

聞き分ける？―幼児の日本語音

分の腕が長くなったように感じる錯覚

声知覚の発達―

現象を紹介し，身体の認識にさまざま

・呼吸と音楽の一期一会をめざして
―呼吸の位相と音楽的フレーズを
同期させる再生システム―

な感覚が影響し合う現象について，デ
モを交 えて体 験 していただきました
（写真６）．

・それっぽくしゃべります―非負値
時空間分解法に基づく発話リズ

招 待 講 演

ムの抽出―
・見ることで感じる疲れや手ごたえ

今年は外部講師として，九州大学

―映像遅延により変化する運動

副学長マス・フォア・インダストリ研

感覚―

究所所長の若山正人教授をお招きし，

・未来が過去を変える―視覚にお
けるポストディクション―
・見るだけでモノの形や質感が変わ
る―錯視からわかる脳の物体認識
のしくみ―
・聴いて分かる腕の長さ―身体の認
識における聴覚の役割―

「数学からの新技術，そして産業から
の新しい数学」の題目で招待講演を
行いました（写真７）．
江戸時代の数学者である関孝和の
功績から，本格的に西洋数学が導入
された明治以降の発展，コンピュータ
が普及した現代の課題まで，日本の数

このうち，「「触りながら読む」読文

学研究の歴史的背景を分かりやすく紹

・知らない音も書き起こす―ベイジ

を実現：Yu bi Yomu」では，タブレッ

介していただきました．そして，暗号

アン半教師あり音響イベント認

トPC端末の特徴を活かした新しいデ

技術やナノテクノロジ，コンピュータ

識―

ジタル文章表示方式を紹介しました

グラフィックスを例として数学と産業

・目的のものが映っているシーンを

（写真５）．画面を指でなぞると文字

技術のかかわりを解説していただき，

探す―静止画クエリによる映像検

が現れては消える，というように文字

最後に，「数学・産業技術双方の発展

索技術―

表現に時間的な情報を加えることで，

のために交流を通して問題意識を共有

・この子にぴったりな絵本を探す―
幼児単語に重みを置いたグラフ

写真５
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写真６

身体認識の体験デモ

写真７

招待講演

Ｅ
配布の冊子および展示パネル，関連文
献情報も掲載しました（図２）．これ
は来場前に見て概要を把握したり，来
場後にさらに詳しい情報にアクセスし
たりといった使い方ができるほか，所
長講演，研究講演の映像も，準備が
でき次第，順次Web上で公開する予
（1）

定です

.

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
図１

英語ページの例

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
ださいました関係者の皆様に，心より
お礼を申し上げます．
■参考文献
（1） http://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2013/

（後列左から）丸谷 和史/ 藤野 昭典/
Marc Delcroix
図２

研究紹介ページの例

していきたい」と話されました．

日本語と英語の両方でオープンハウス
のWebサイトを開設し（図１），国際

Webによる情報発信

的な情報発信を強化しました．
Webサイトには，プログラムや会場

CS研では，私たちの存在や研究成

アクセス方法にとどまらず，個々の研

果を広く知っていただくために，情報

究展示や研究講演の概要についても事

発信にも力を入れています．今年は，

前に掲載しました．開催後には，当日

（前列左から）木村 聡貴/ 杉山 弘晃
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
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