
平成２５年度国立情報学研究所共同研究募集要項 

 
 
１．趣旨  

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所（以下「研究所」とい

う。）は、大学共同利用機関として、わが国の情報学分野での｢未来価値創成（学術創成）｣

を目指し、国内外の大学及び研究機関の研究者との共同研究を推進しています。 
近年、情報学には、人と社会に今までにない実価値を生み出す新しい理論、方法論、応

用展開（未来価値）が求められています。そのような研究のさらなる推進と他の学問分野

との連携による研究の開拓を進めるため、研究所内外の研究者から共同研究を募集します。 
 
２．募集する共同研究の種類・テーマ 
 研究所が募集する共同研究の種類は以下の３種類です。 
いずれの共同研究の場合も、研究所の教員を共同研究者として含むこととし、内１名を

連絡担当教員として指定して下さい。ただし、研究所の教員が申請者の場合は省略できる

こととします。 
（１）戦略研究公募型（年間 200万円以下） 

 情報学の動向を踏まえて研究所が戦略的に設定した研究課題及び研究事項を選択の上、

具体的な研究テーマを設定して下さい。 
研究課題及び研究事項については、「戦略研究課題一覧（別紙１）」及び「戦略研究課

題研究事項一覧（別紙１－２）」をご覧下さい。 
（２）一般研究公募型（年間 100万円以下） 

（１）に該当しない研究テーマについて、具体的な研究テーマを設定して下さい。 
研究事項については、「一般研究事項一覧」（別紙２）をご覧下さい。なお、別紙２

の研究事項に当てはまらない場合でも、独立の研究テーマとして応募することができま

す。 
（３）研究企画会合公募型（年間50万円以下） 

 研究所の教員との共同研究を行うにあたって、研究者のマッチングから研究課題や計

画の具体化・深化まで、共同研究企画の準備段階としての研究会及び事前の打ち合わせ

等を申請して下さい。研究会等は研究所関連施設で開催することを原則としますが、研

究上必要と認められる場合は研究所外（ただし、国内に限る。）で開催することも可能

とします。 
 
３．応募資格  

① 国内の民間企業等に所属する研究者。 
② 国内の大学・短期大学・高等専門学校及び大学共同利用機関等に所属する研究者並び

にこれらに準ずる研究者。 
※「研究者」には、企業・大学等の職員、大学院生も含みます。ただし、大学院生（社

会人学生は除く）は申請者にはなれませんので、共同研究者として参画して下さい。  
 
４．研究期間  

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日  
 
５．申請方法  

「平成２５年度国立情報学研究所共同研究企画申請書」を、別添記入要領を参照の上作

成し、所属長（又は部局長。以下同じ。）の承認を得て提出して下さい。  



なお、申請書等の作成にあたっては、事前に研究所の教員と研究内容、方法等に関して

十分に打ち合わせをして下さい。（担当教員が不明な方は、企画課社会連携推進室連携支

援チーム（TEL03-4212-2170、e-mail:kyoudou@nii.ac.jp）にご相談下さい。）  
 
６．平成２４年度からの継続課題 

平成２４年度に採択された研究テーマについて引き続き申請する場合は、申請時までの

研究成果も参考にして審査を行うこととしています。ついては、平成２４年度の研究成果

報告書を作成の上、申請書と併せ期限までにご提出下さい。優れた研究成果をあげている

研究テーマについては、優遇措置を取りますが、研究成果が不十分と思われる研究テーマ

については、研究計画の見直しをお願いする場合もあります。 
 

 ７．申請書等の提出方法 
申請書等は、押印済みの原本（カラー・両面印刷可）各１部を郵送のうえ、下記アドレ

ス宛に電子データ（Wordファイル）をお送り下さい。 
e-mail:  kyoudou@nii.ac.jp 

 
８．申請書等の提出期限  

平成２４年１１月７日（水）（電子データ必着、郵送は消印有効）  
 
９．申請書等の送付先  

〒101-8430  
東京都千代田区一ツ橋２－１－２  
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所  
総務部企画課 社会連携推進室 連携支援チーム  
※送付する際は、封筒の表に『共同研究応募書類在中』と朱書きして下さい。 

 
１０．選考及び選考結果の通知  

受け付けた申請書の中から運営会議の審議を経て所長が決定します。選考に当たって、

ヒアリングを実施する場合があります。ヒアリングに係る旅費は支給されません。選考の

決定は平成２５年２月中に行い、選考結果を申請者及び申請者の所属長あてに通知します。

なお、選考の結果、受入されなかった申請者の申請書等は返還しませんのでご了承下さい。  
 
１１．採択予定者（件）数  

予算を勘案し決定します。  
 
１２．所要経費  

予算の範囲内で、研究所が備品費、消耗品費、旅費、謝金を負担します。 
※研究補助者等、雇用経費としては使用できません。 
※複数の共同研究経費を合算しての使用はできません。  
研究経費の管理は研究所の連絡担当教員が行います。  

 
１３．研究成果の取扱  

共同研究の実施に伴い生じた知的財産権については、原則として共有とし、貢献度に応

じて持分を決めます。詳細は、特許等の出願（外国に対する出願を含む）に先立って共同

出願契約にて取決めを行います。  
 
 



１４．研究成果報告  
当該年度の共同研究終了後１５日以内に、国立情報学研究所共同研究成果報告書の提出

が必要です。提出された報告内容は、研究所のWebページ及び年報に掲載されるほか、広

報誌等にも掲載することがあります。 
成果報告書は、下記アドレス宛に電子データ（Wordファイル、またはLaTexファイル）

にてご提出下さい。 
（紙媒体の送付は不要です。） 
e-mail:  kyoudou@nii.ac.jp 

 
１５．研究成果の発表  

研究成果を研究所以外に発表する場合には、30日前までに研究所の同意を得て、研究所

との共同研究によるものであることを明示して下さい。発表内容は、別添「共同研究企画

申請書」記入要領「６．申請者研究業績」と同様の形式で、「９．申請書等の送付先」ま

で提出して下さい。  
 
１６．秘密保持義務  

共同研究の実施に伴い生じた研究成果及び研究所から開示を受け又は知り得た情報につ

いては、既に自己が保有していた又は既に公知となった情報、開示を受け又は知得した後

に自己の責めによらず公知となった情報、研究所から同意を得た場合を除き共同研究終了

後２年間秘密を保持しなければなりません。  
なお、より詳細な取り決めが必要な場合は、別途協議します。  

 
１７．その他  
● 申請書に記載した一部に誤りがある場合、また、共同研究員としての協調性を欠く場

合には、採択の決定後といえども研究所の判断により、当該共同研究を中止または共同

研究員の受入を中止することがありますので、あらかじめご了承下さい。 
● 研究期間が複数年度にわたる場合には、「平成２５年度国立情報学研究所共同研究企

画申請書」の2.研究実施方法等欄を年度ごとに明記下さい。ただし、「研究企画会合公

募型」については複数年度にわたる計画を認めません。 
● 共同研究を効果的に実施するために、以下の施設が用意されていますので、積極的に

ご活用下さい。特に「研究企画会合公募型」の研究など、集中的な議論の時間を持ちた

い場合などには有効です。 
  
 国際高等セミナーハウス 

研究所の初代所長である猪瀬博氏の寄付を基に、閑静な軽井沢の地に設立された、

学際的で国際的な討論と思索の場です。定員46名のセミナー室と10名が宿泊できる

部屋があります。 
住所：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字長倉往還南原1052-471 
詳細は、http://www.nii.ac.jp/about/seminar-house/ をご覧下さい。 

 
● その他、本共同研究の詳細については、企画課社会連携推進室連携支援チームにお問

い合わせ下さい。申請書等の様式は、研究所ホームページhttp://www.nii.ac.jp/research 
/collaboration/kyoudouからダウンロードできますので、ご利用下さい。 

 
 問い合せ先： 
  国立情報学研究所 総務部企画課 社会連携推進室 連携支援チーム 
  TEL：03-4212-2170, 2107   e-mail：kyoudou@nii.ac.jp 



（別添） 

「共同研究企画申請書」の記入要領 

 
１．申請者   
    （１）所属機関等名称は、学部等、所属部局まで記入下さい。 

（２）大学院生（社会人学生は除く）は申請者になれません。 
（共同研究者にはなれます。） 

 
２．研究事項および研究テーマ 

（１）申請する研究テーマが、新規であるか平成２４年度からの継続であるかのいず

れかを○で囲んで下さい。 

（２）公募型の区分を３つのうち（戦略研究公募型：｢戦略｣、一般研究公募型：｢一般｣、

研究企画会合公募型：｢会合｣）から選んで○で囲んで下さい。 
（３）「戦略」を選択した場合は、「戦略研究課題一覧」（別紙１及び別紙１－２）から

研究事項を選定し、研究事項番号と研究事項を記入下さい。その上で、その研究

事項に関連した研究テーマを簡潔に（５０字程度）記入下さい。適当な研究事項

がない場合は、各課題の「その他」を選択の上、研究テーマを簡潔に（５０字程

度）記入下さい。 
（４）｢一般｣を選択した場合は、「一般研究事項一覧」（別紙２）から研究事項を選定

し、研究事項番号と研究事項を記入下さい。その上で、その研究事項に関連した

研究テーマを簡潔に（５０字程度）記入下さい。適当な研究事項がない場合は、

研究事項番号欄に「なし」、研究事項欄に共同研究を行いたい国立情報学研究所（以

下「本研究所」）の教員名を記入の上、研究テーマを簡潔に（５０字程度）記入下

さい。 
（５）｢会合｣の場合は、番号、事項の記入は不要です。研究テーマを簡潔に（５０字

程度）記入下さい。 
 

３．研究実施方法等 
研究期間が複数年度にわたる場合は、年度ごとに明記下さい。 

（１）「研究の目的及び期待される効果」欄 
研究の目的及び期待される効果について、具体的に記入下さい。 

（２）「研究実施方法」欄 
研究の実施方法について、具体的に記入下さい。 

 
４．研究内容等 

（１）「研究の内容」欄 
研究の内容について、具体的に記入下さい。 

（２）「本件他の助成状況」欄 
本件研究テーマに関連して、科研費等他への申請ないしは採択実施しているもの

があれば、その内容（助成機関、制度名、助成額、課題名等）を記入下さい。 
 

５．所属長の承諾 
あらかじめ申請者の所属長(大学、大学院の場合、学長・学部長・ 研究科長等。)の

承諾を得て、所属長役職・氏名を記入、押印下さい。 
 



本研究所の教員が申請者になる場合は、所属長の承認を省略することができます。 
 
６．申請者研究業績（過去 5 年間程度） 

（１）共同研究に関連する主な論文について、論文名、発表誌名、巻号及び発表年月

を新しいものから順に記入下さい。発表誌が電子ジャーナルの場合は DOI（デジ

タルオブジェクト識別子）もしくは URL を（機関リポジトリ等に掲載のものでも

可）、発表誌が冊子体の場合は発表論文（コピーでも可）を１部添付して下さい。 
（２）共同研究に関連する主な学会等の発表について、発表タイトル、会議名、発表

年月を記入ください。プログラム等の発表情報が Web に掲載されている場合は

URL を記載下さい。 
 

７．必要経費 
「備品費」「消耗品費」「旅費」「その他」に分けて記入下さい。 
※謝金は「その他」に記入下さい。 
※研究補助者等の雇用経費としては使用できません。 

 
８．共同研究者 

（１）共同研究者欄には、本研究所の教員を含めて記入下さい。事前に本研究所の担

当教員と打ち合わせ、連絡担当教員を決め、氏名欄左側に○印を付けて下さい。

その場合、本研究所の教員は連絡担当教員として当該共同研究の指導・助言を行

います。本研究所の教員が申請者になる場合は、本研究所の教員の記載は省略す

ることができます。 
（２）担当教員が不明な方は、企画課社会連携推進室連携支援チーム

（TEL03-4212-2170、e-mail:kyoudou@nii.ac.jp）にご相談下さい。 
（３）本研究所以外の共同研究者については、各共同研究者の所属長が当該共同研究

への参加を承知していることを確認した上で記入下さい。 
 
 



 
 
 
 

 

平成２５年度国立情報学研究所共同研究企画申請書 

 
平成  年  月  日 

 
 

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 
国立情報学研究所長 殿 

 
 

［申請者］ 
所属機関等住所 〒 
 
 
所属機関等名称 
 
職名 
電話 

氏名
フリガナ

                  印 

  （e-mail：         ） 
 
 

「平成２５年度国立情報学研究所共同研究募集要項」に記載された条件に従って、下記のと

おり研究テーマを申請します。 
 

1. 研究事項および研究テーマ 
新規・継続

の別 
公募型

区分 
研究事項 
番号 

研   究   事   項 
（「戦略」区分は別紙１－２参照。｢一般｣区分は別紙２参照）

新規 
 

継続 

戦略 
一般 
会合 

 

 

研究テーマ 

 

受付番号  
整理番号  



 
2. 研究実施方法等 

研究の目的 
及び 

期待される効果 

 

研究実施方法 

 

 



 
3. 研究内容等 

研究の内容 
（詳細に記述のこと） 

 

本件他の 
助成状況 

 

 
 

4. 所属長の承諾 

上記の貴研究所共同研究に申請することを承諾します。 
 

申請者の所属長 役職  
              氏名                     印 



 
5. 申請者研究業績 

通

番 
業 績 

  



6. 必要経費 
 必要経費内訳（平成２５年度） 

区分 内容 数量 金額 備考 

備品費     

消耗品費     

旅費     

その他     

合計     

注１）申請額の上限は「戦略研究公募型 200 万円」「一般研究公募型 100 万円」「研究企画会合

公募型 50 万円」です。 
 
7. 共同研究者（本研究所の教員を含めて記入し、本研究所連絡担当教員に○印を付けて下さい。） 

氏名（フリガナ） 所属機関・部局等・職名 連絡先 

  TEL： 
e-mail： 

  TEL： 
e-mail： 

  TEL： 
e-mail： 

  TEL： 
e-mail： 

  TEL： 
e-mail： 

  TEL： 
e-mail： 

  TEL： 
e-mail： 

  TEL： 
e-mail： 

注１） 国立情報学研究所教員以外の各共同研究者について、当該共同研究に参加することを所属す

る長が承知していることを確認したうえで記入して下さい。 
注２） 本研究所の共同研究者のうち、連絡担当教員は、当該共同研究の指導・助言を行います。 



 
 
 

 共同研究（   型） Ｎｏ．○  研究報告書 

 申請者の研究テーマ  

      ○○○○○○○○・・・・・・・ 

                 氏名     所属機関名         職名 

  研究代表者（申請者） 

  共同研究者（NII連絡教員） 

  共同研究者 

Ａｂｓｔｒａｃｔ 

 
   研究所の年報等に掲載しますので、必ず記入すること。（５～６行程度） 
 
 

研 究 成 果 概 要 

  

  

 



 

論 文 発 表 等 

 

開催した会議、イベント、メディア発表、特許等 

 

 



戦略研究課題一覧 

 
１．超巨大システムのためのアルゴリズム 

従来に比べて桁違いに大規模な巨大データベースを利用した CPS（Cyber Physical System)
の今後の進展を想定し、このシステムで利用可能な巨大データの処理を超高速・高効率に行な

うアルゴリズムの理論、および、実装に関する研究開発。また、これらのアルゴリズムを用い

た CPS 構築に関する研究開発も含む。 
  研究総括：宇野毅明（情報学プリンシプル研究系准教授） 
 
２．社会的知能発生の理論とシミュレーション 

ロボットなどの人工物の知能を構築するための身体的・社会的なインタラクションから知能

が発生する理論の理解。このための身体運動、センシング、音声や視線を考慮した社会的相互

作用の３つのシミュレーションを統合し、実世界とサイバー世界を結合するシステムを用いた、

人間や人工物の社会的知能に関する構成論的な研究の展開。 

  研究総括：稲邑哲也（情報学プリンシプル研究系准教授） 
 
３．量から質への転換によるマルチメディアコンテンツ解析 

大量な画像・映像・音響などのマルチメディア情報を、有効利用するためには、マルチメデ

ィア内容解析により事物や情景などの情報を効果的に抽出する必要がある。そのための、大規

模なコーパスに基づくマルチメディア内容解析、大規模マルチメディアアーカイブに対する内

容解析技術ならびにマイニング技術、これらに基づくマルチメディアキラーアプリケーション。 

  研究総括：佐藤真一（コンテンツ科学研究系教授） 
 
４．ソーシャル・シグナル・プロセッシング 

人間のコミュニケーションにおいては、相手に対して、あるいは、グループにおける自己の

存在を表すための、多様な形の態度や行動を発信している。これらをソーシャルシグナル

（social signal）と呼ぶ。このソーシャルシグナルから非言語的あるいは行動的な特徴を検出

する手法、さらに、これらの特徴から態度や行動の意図を推定する手法、および、ソーシャル

シグナルを人間－機械間のコミュニケーションに応用するための研究開発。 
  研究総括：山田誠二（コンテンツ科学研究系教授） 
 
５．アンビエントディペンダビリティ 

センサ・アクチュエータ技術の発達により、物理世界と密に連携したアンビエントシステム

を実現する基盤が整いつつある。このようなシステムは、不具合が生じた場合の社会的な影響

が大きいため、従来のシステムと比べて、より高い信頼性が求められる。高信頼なアンビエン

トシステムを実現するための開発手法を研究。例えば、物理的影響も含めたソフトウェアシス

テムの構造・振る舞いのモデル化、検証手法、フレームワーク/ミドルウェア、品質評価手法

など。 

  研究総括：本位田真一（アーキテクチャ科学研究系教授） 
 

６．ビッグデータの安全・安心利用による価値創生  
ビッグデータは今後のイノベーションや生産性向上のためのフロンティアと言われている

が、その価値を高めるためには、信頼性や秘匿性を維持しつつデータ自体の流通が促進される

ことが必要である。そのためのデータの安全な流通の仕組み、プライバシーに関与する情報を

データ特性や利用目的によって適切に隠蔽する技術、多様な情報保護ポリシーに沿った複数デ

ータの分析・利用等に関する研究開発。 

研究総括：坂内正夫（所長） 

別紙 1



（別紙 1‐２）

研      究      概      要

担  当  教  員　（所　属）

担　当　教　員　名

データが意味的に相互に連結したネットワーク状の性質をもつシステムや、さらにそれ
らが多階層構造をもつ超巨大システムのデータリポジトリ構造の設計と、これらを効率
的に検索・解析するための効果的なアルゴリズムの開発・研究。

情報学プリンシプル研究系・准教授

佐藤　寛子

適化や列挙と言った離散アルゴリズムに関する数理・計算技術などの 新トピック
を、研究会を開催して情報共有し、現状の課題を解決すると共に、新たな意味のある
課題を見つけ出すことを目的とする

情報学プリンシプル研究系・准教授

宇野　毅明

CPSで扱われるセンサーやテキストの巨大ストリームマイニング法の研究を募集する。
特に、大規模かつ複数のストリームの統合やストリームからの構造データの抽出・マッ
チングアルゴリズム,マイニングを支えるストリームデータの管理・蓄積法の研究を募集
する。

コンテンツ科学研究系・教授

高須　淳宏

1-4 その他

物理エージェントにおける力学・視聴触覚のシミュレーションと社会的コミュニケーショ
ンのシミュレーションを融合するシステムを利用し，身体性に基づく社会的知能のメカ
ニズムを構成論的に研究する．シミュレータとしては社会的知能発生学シミュレータ
SIGVerse（http://www.sociointelligenesis.org/SIGVerse/）を用いる

情報学プリンシプル研究系・准教授

稲邑　哲也

Microsoft KINECTおよびヘッドマウントディスプレイを用いて，社会的知能発生学シ
ミュレーターSIGVerseに没入するインタフェースを構築し，身体動作によるジェスチャー
指示，視線検出による注意点の認識，音声コミュニケーションなどの直感的なロボット
インタフェースを実現する．その上で仮想的な生活環境の中の仮想ロボットとの自然な
インタラクションシステムの実現に関する研究を行う．

情報学プリンシプル研究系・准教授

稲邑　哲也

社会的知能発生学シミュレーターSIGVerseを用いて，身体を持つ複数の知能エージェ
ントが，自ら経験した感覚運動情報と，他者とのコミュニケーションから得られる経験と
を統合し，記号を自発的に創発し，そこから言語獲得を行うメカニズムを研究する．実
世界のユーザがその仮想環境に没入することで教示を行うシステムにおける応用研
究も行う．

情報学プリンシプル研究系・准教授

稲邑　哲也

完全自律型のロボットを実現するのは困難であるが，完全に遠隔操縦されるロボットも
ほとんど実用には向かない．状況に応じて自律行動と遠隔操縦の２つのモードをハイ
ブリッドに切り替えることのできる対話的インタフェースの設計論について研究する．

情報学プリンシプル研究系・准教授

稲邑　哲也

2-5 その他

大規模な音声・音響・音楽等のコーパスを対象とした解析、利用者の認識に基づく組
織化、検索の高度化に関する研究

情報社会相関研究系・教授

神門 典子
Visual monitoring and recording of a patient's full night sleep adds values to
traditional sleep therapy. Doing so in a non-intrusive and inexpensive way at the
patient's home (rather than at a sleep lab) is non-trivial. In this project, we seek to
recover and record sleep events automatically using only depth video recorded by
depth sensors like MS Kinect. Relevant research topics include 3D reconstruction
from noisy depth data, denoising of multiview depth data, sleep position detection
from partial depth information.
コンテンツ科学研究系・准教授

チョン　ジーン

夜間に撮像された映像で発生するショットノイズや、 低レベル映像信号を増幅する際
に発生するガウスノイズや、 映像を低ビットレートで符号化する際に発生する符号化ノ
イズなどの映像ノイズは画質に大きく影響する。 ディジタル映像では、どの程度のノイ
ズが映像に重畳されているかを検出する適切なアルゴリズムが存在しなかった。 本研
究では、 ディジタル映像信号を対象としたノイズレベル検出手法の確立を目指す。

コンテンツ科学研究系・准教授

越前 功

3-4 その他

戦略研究課題　研究事項一覧

戦略研究課題名 番号 研究事項
連絡先　e-mail

※□を＠に変えて
送って下さい

1．超巨大システムの
ためのアルゴリズム

1-1
ネットワーク状・多階層
データを効果的に検索・解
析するアルゴリズム

hsatoh□nii.ac.jp

1-2

2-3

1-3
大規模ストリームのマイニ
ング法の研究

takasu□nii.ac.jp

適化と列挙に関する構
造的計算技術に関する研
究

uno□nii.ac.jp

 3．量から質への転換
によるマルチメディア
コンテンツ解析

3-1
音声・音響・音楽コーパス
を対象とした解析と検索

kando□nii.ac.jp

社会的知能エージェントシ
ミュレーションを用いた記
号創発・言語獲得

inamura□nii.ac.jp

2-4

ロボットの自律行動と遠隔
操縦のハイブリッドを可能
とする対話的インタフェー
スに関する研究

inamura□nii.ac.jp

 2．社会的知能発生
の理論とシミュレー

ション

2-1
社会的知能エージェントシ
ミュレーションの研究

inamura□nii.ac.jp

2-2

没入型VRインタフェースを
用いた大規模長時間の
Human-Robot Interaction
研究

inamura□nii.ac.jp

3-2
movement detection in 3D
depth data for sleep
therapy

cheung□nii.ac.jp

3-3
映像内のノイズレベル検出
に関する研究

iechizen□nii.ac.jp



（別紙 1‐２）

研      究      概      要

担  当  教  員　（所　属）

担　当　教　員　名

戦略研究課題　研究事項一覧

戦略研究課題名 番号 研究事項
連絡先　e-mail

※□を＠に変えて
送って下さい

周辺視や変化盲などの認知特性を利用して情報通知を行う技術である周辺認知テク
ノロジーの理論的枠組みを構築し，様々な実装型を作って，評価実験を行う．

コンテンツ科学研究系・教授

山田　誠二

HAIの 重要課題であるエージェントのアピアランス設計論確立のために，機能とアピ
アランスの関係を実験的に検証することで，そこからエージェントのアピアランスのデ
ザイン手法を開発する．

コンテンツ科学研究系・教授

山田　誠二

知的インタラクティブシステム実現のために，人間のユーザの与える制約が非常に重
要である．本研究事項では，様々な制約をユーザが入力しやすいようなグラフィカル
ユーザインタフェースの設計論開発および実装を行う．

コンテンツ科学研究系・教授

山田　誠二

ユーザは，ロボットや擬人化エージェントを 初に見たときに対象のモデルを構築し，
それが事実に合わない場合に，そのモデルを修正していくことでエージェントに適応し
ていく．この人間の適応プロセスが発生するための様々な条件を実験的に検証する．

コンテンツ科学研究系・教授

山田　誠二

多人数インタラクションとは、３人以上の人々が自由に会話する、課題志向の会話をす
るといった場面のことを指す。欧米では、AMI やAMIDA プロジェクトを始めとする多人
数インタラクション理解に関する大規模研究プロジェクトが進められてきた。本研究
テーマでは、多人数インタラクション研究の人文科学的アプローチと情報学アプロー
チ、またそれらを統合するアプローチを幅広く募る。

コンテンツ科学研究系・助教

坊農　真弓

近年、データ中心科学的手法の重要性が指摘されており、実際の会話や講演音声を
収録した音声コーパスの配布が進められている。次に課題となるのは、対面会話状況
で交わされる身体配置や視線方向といった身体表現と音声言語表現とを統合的に収
録・分析する環境の構築である。本研究テーマでは、マルチモーダルインタラクション
研究の人文科学的アプローチと情報学アプローチ、またそれらを統合するアプローチ
を幅広く募る。

コンテンツ科学研究系・助教

坊農　真弓

日本における手話研究は、アメリカのそれと比べ、30年ほど遅れていると指摘されて
いる。国内には、手話を母語とするろう者がどういった言語コミュニケーション環境を保
持しているかについて、包括的にまとめた書物などもまだ少ない。本研究テーマでは、
手話コミュニケーションと手話コミュニティに関し、言語学、社会学、文化人類学、工
学、情報学などの観点から世の中に発信する研究を幅広く募る。

コンテンツ科学研究系・助教

坊農真弓

近年、我々の日常生活に、Skype などのソフトウェアを使った遠隔コミュニケーションが
徐々に浸透しつつある。二つ以上の空間を結びつけた状況では、従来のコミュニケー
ション理論では説明できない現象が数多く起こっていると推測される。本研究テーマで
は、人のやりとりを重視した次世代遠隔コミュニケーション技術の提案やその利用に関
するコミュニケーション研究を幅広く募る。

コンテンツ科学研究系・助教

坊農　真弓

情報の探索における利用者の多様な行動的・非言語的・言語的な特徴から、利用者
の意図・態度・情動、探索環境に適応していくプロセスなどを解明する研究。探索は、
情報検索システムに対するもののみならず、対人コミュニケーションによるものや社会
的なものも対象とする。

情報社会相関研究系・教授

神門 典子

視線、手振りやジェスチャ、音声、各種センサなどを用いてコマンドを実行することがで
きる、検索インタラクションをデザインする。

情報社会相関研究系・教授

神門 典子

4-11 その他

seiji□nii.ac.jp

4-3
知的インタラクティブシステ
ムのためのGUIデザイン

seiji□nii.ac.jp

seiji□nii.ac.jp

4-2

HAIヒューマンエージェント
インタラクションのためのア
ピアラン
ス設計論

4-4
人間からエージェントへの
適応プロセスの解明

seiji□nii.ac.jp

4-5
多人数インタラクション理
解とその応用に関する研
究

bono□nii.ac.jp

4-6
マルチモーダルインタラク
ションデータ収録・分析環
境構築に関する研究

bono□nii.ac.jp

4-7
手話コミュニケーションと手
話コミュニティに関する研
究

bono□nii.ac.jp

4-8
遠隔コミュニケーション技
術とその利用に関する研
究

bono□nii.ac.jp

4-9
情報探索における利用者
の意図・態度・適応プロセ
スの解明

kando□nii.ac.jp

4-10
非接触コマンドによる検索
インタラクションデザイン

kando□nii.ac.jp

 4．ソーシャル・シグナ
ル・プロセッシング

4-1
周辺認知テクノロジーの理
論と応用



（別紙 1‐２）

研      究      概      要

担  当  教  員　（所　属）

担　当　教　員　名

戦略研究課題　研究事項一覧

戦略研究課題名 番号 研究事項
連絡先　e-mail

※□を＠に変えて
送って下さい

ディペンダブルソフトウェア開発を目的として、形式手法の実適用、あるいは形式手法
と既存手法（テスティング等）を組み合わせた高信頼化技術に関する研究

アーキテクチャ科学研究系・教授

中島　震

要求や高位ポリシーの破れを実行時に監視し不具合を修正する自己適応システムの
構成法に関する研究

アーキテクチャ科学研究系・教授

中島　震

不測の事態にも対処できるシステムとしてダイナミック制約プログラムを考え，その高
速計算に関する理論研究を基に，情報のダイナミクスに関する計算原理の確立に向
けた研究を進める．

情報学プリンシプル研究系・教授

井上　克巳

アドホック・センサーネットワークを構成するノードは限定的な計算能力と記憶装置し
か持たないため、有効かつ軽量なセキュリティ手法が強く求められている。本研究で
は、アドホック・センサーネットワークに適した有効かつ軽量なセキュリティ手法に関す
る原理、実現手法及び管理と評価について研究する。

アーキテクチャ科学研究系・教授

計　宇生

複数個のプロセッサコアやハードウェアアクセラレータコアを有するネットワークオン
チッププラットフォームでは、冗長性を容易に実現でき、それを用いて少ないオーバー
ヘッドで誤り検出・訂正・回復・再構成等を行うことが できる。本研究では、そのような
プラットフォーム上で動作する，高いディペン ダビリティを要求されるアプリケーション
を、いかに効率よく開発し，稼働させ るかについて研究する．

アーキテクチャ科学研究系・教授

米田　友洋

5-6 その他

研究によって得られる多様なサイエンスデータを、研究者自身が登録し、それらを研究
者だけでなく、教育・一般からも分け隔てなく利用できる、自己発展・共有型のシステム
デザインについての研究。利用者がデータ登録を自由に行いながら高品質を保ち、安
全に利用できるシステムデザインにより、サイエンスデータの蓄積とデータ共有による
研究・教育活動の促進と知的情報基盤の新しい価値創生を目指す。

情報学プリンシプル研究系・准教授

佐藤　寛子

ソフトウェアの観点から、「相互運用性」を焦点に、ビッグデータの送受信者間でいかに
安全に双方向的・同期的にデータを共有できるかを課題として研究を行い、更新可能
なビューに基づく新しいデータ運用モデルを目指す。

アーキテクチャ科学研究系・教授

胡　振江

災害等のクライシスにおいて有用な情報システムの技術的および理論的側面を追究
するとともに、メディア論的な観点からその社会的な位置づけ等についても研究を進め
る。技術的側面としては情報抽出技術、情報推薦技術、可視化技術、シミュレーション
技術などの分野を重視する。

コンテンツ科学研究系・准教授

北本　朝展

プライバシーを含むセキュリティの要求を考慮し、適切にビックデータを処理するソフト
ウェアシステムを設計・実装する方法について研究する。

アーキテクチャ科学研究系・准教授

吉岡　信和

6-5 その他

 5．アンビエントディペ
ンダビリティ

5-1
形式手法の実用化に関す
る研究

nkjm□nii.ac.jp

5-5

ネットワークオンチッププ
ラットフォーム向けディペン
ダブルアプリ ケーションの
開発に関する研究

yoneda□nii.ac.jp

5-2
ソフトウェアの柔らかな不
具合に関する研究

nkjm□nii.ac.jp

5-3
ダイナミック制約プログラミ
ングに関する研究

inoue□nii.ac.jp

5-4
セキュアなアドホック・セン
サーネットワークに関する
研究

kei□nii.ac.jp

 6.ビッグデータの安
全・安心利用による価
値創生

6-1

サイエンスデータの提供・
利用・共有化を安全・高品
質に行う自己発展型のシ
ステムデザイン

hsatoh□nii.ac.jp

6-4
ビックデータのためのセ
キュアなシステムの構築技
術に関する研究

nobukazu□nii.ac.jp

6-2
高信頼システム相互運用
のためのソフトウェア基盤

hu□nii.ac.jp

6-3 クライシス情報学の研究 kitamoto□nii.ac.jp
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研      究      概      要

担  当  教  員　（所　属）

担　当　教　員　名

数値線形代数の理論、アルゴリズム、実装、および、逆問題、非適切問題、画像処理などへの応用に関
する共同研究を行う

情報学プリンシプル研究系・教授

速水　謙

高信頼のソフトウェアの生産のために､ プログラムの検証､ 合成､ 変換は不可欠であるが､ いまだに理論
的困難があり実現していない｡ 一方で､ 対象とするプログラミング言語やプログラムの仕様記述の発展と
あいまって､ プログラムの検証､ 合成､変換の理論は発展しつつある｡ この状況をふまえて､ プログラム
の検証､ 合成､ 変換を行うための数学理論を構築しその性質を明らかにする理論的研究｡

情報学プリンシプル研究系・教授

龍田　真

型は､ プログラミング言語の重要な構成要素であり､ プログラム検証の重要概念でもある｡ 型理論は､ 型
に関する数学的理論である｡ 型理論は､ プログラミング言語およびプログラム理論の発展とあいまって発
展してきた｡ このような状況をふまえて､ プログラミング言語およびプログラム理論に新しい理論的基礎を
与える型理論を構築しその性質を明らかにする理論的研究｡

情報学プリンシプル研究系・教授

龍田　真

ラムダ計算は､ チューリングマシン､ 帰納関数と並んで計算機科学における最も重要な計算モデルのひ
とつである｡ また､ ラムダ計算は関数型プログラミング言語の理論的基礎を与えた計算モデルでもある｡
関数型プログラミング言語は､ よい理論的性質をもつため､ 近年特に発展がめざましい｡ このような状況
をふまえて､ ラムダ計算の理論的性質を明らかにする理論的研究｡

情報学プリンシプル研究系・教授

龍田　真

構成的論理は古典論理から排中律を除いた論理である｡ 構成的論理は､ プログラム合成の数学理論を
与え､ 型理論と理論的共通性があり､ また､ 論理プログラミングの基礎を与える点で､ 理論計算機科学
に大きく貢献してきた｡ このような状況をふまえて､ 構成的論理の理論的性質を明らかにする理論的研
究｡

情報学プリンシプル研究系・教授

龍田　真

形式言語理論、特に文脈自由文法より強い記述力を持つ形式文法の理論と、計算言語学や生物配列解
析などの処分への応用に関する研究

情報学プリンシプル研究系・准教授

金沢　誠

計算論的学習理論(computational learning theory)、文法のアルゴリズム的学習(grammatical inference)、
形式的認識論(formal epistemology)、帰納的ゲーム理論(inductive game theory)などに関わる帰納推論
の理論の研究

情報学プリンシプル研究系・准教授

金沢　誠

量子システム・アーキテクチャー

情報学プリンシプル研究系・教授

根本　香絵

量子情報処理と複雑系のモデリング・シミュレーション

情報学プリンシプル研究系・教授

根本　香絵

To analyze the feasibility, and further develop the theory of quantum information using macroscopic
states such as Bose-Einstein condensates (BECs). Applications using experimental systems such as
exciton-polariton and atomic chip BECs will also be examined. This research may lead to new devices
that are contenders for quantum information devices such as quantum memories and novel sources of
light.

情報学プリンシプル研究系・助教

Timothy Byrnes

複雑で多様な化学的問題を化学情報と理論に基づき解明する方法論の開発と応用研究。化学情報学、
化学計算・理論、数理化学、関連する情報学研究、実践的な化学分野（有機合成・反応化学、分子構造
解析、生体機能関連化学、創薬化学、材料化学等）への応用研究を含む。

情報学プリンシプル研究系・准教授

佐藤　寛子

1
数値線形代数とその応用に関
する研究

hayami□nii.ac.jp

一般研究事項一覧

番号 研究事項
連絡先　e-mail

※□を＠に変えて
送って下さい

4 ラムダ計算に関する理論的研究 tatsuta□nii.ac.jp

5
構成的論理に関する理論的研
究

tatsuta□nii.ac.jp

2
プログラム理論に関する理論的
研究

tatsuta□nii.ac.jp

3  型理論に関する理論的研究 tatsuta□nii.ac.jp

8 量子情報システム nemoto□nii.ac.jp

9
量子情報処理とアプリケーショ
ン

nemoto□nii.ac.jp

10

6 形式言語理論とその応用 kanazawa□nii.ac.jp

7 帰納推論 kanazawa□nii.ac.jp

Quantum information using
Bose-Einstein condensates

tbyrnes□nii.ac.jp

11
化学の情報と理論に関する研
究

hsatoh□nii.ac.jp
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各種の推論，制約充足・最適化，システム検証などの問題に対し，高速なSAT/ASP技術を利用して大規
模問題や未解決問題の解法を試みる．

情報学プリンシプル研究系・教授

井上　克巳

アブダクションや帰納論理プログラミングなどの仮説発見に関する基礎研究，および生物学など科学にお
ける知識発見への応用を行う．

情報学プリンシプル研究系・教授

井上　克巳

The goal of this project is to investigate the dynamics of beliefs in two logical settings, Qualitative
Constraint Networks (QCNs) and Propositional Logic.  On QCNs, the dynamics of a system is
investigated in a spatio-temporal perspective.
Although most systems typically evolve with time, the current QCNs do not include any reasoning tool
about the dynamics of the beliefs they represent.  We will explore the aspects of the dynamics of QCNs,
e.g., by defining formal notions of neighborhood or distance between spatial and temporal configurations.
On the dynamics of beliefs in Propositional Logic, we will study various aspects of belief change such as
revision, update and merging,.

情報学プリンシプル研究系・教授

井上　克巳

情報学的な視点から法学を考える研究を募集する。

情報学プリンシプル研究系・教授

佐藤　健

法令文処理への自然言語処理技術の展開と応用，法令文処理のための言語資源の構築と言語知識の
獲得に関する研究を募集する。

情報学プリンシプル研究系・教授

佐藤　健

トゥールミンモデルやドゥングの議論システムなどの基礎理論およびそれらの応用に関する研究を募集
する。

情報学プリンシプル研究系・教授

佐藤　健

Webデータなどを対象として，さまざまな情報を統合し，新たな知識を発見する技術に関する研究．

情報学プリンシプル研究系・准教授

市瀬　龍太郎

twitterやニコニコ動画などソーシャルメディアは人々をつなぐメディアとして定着している。このようなソー
シャルメディアによって創発される人々の行為・行動をデータから分析したり、創造的行為・行動を支援す
る研究。

情報学プリンシプル研究系・教授

武田　英明

自由にアクセス可能なオープンデータ・オープンコンテンツは我々の情報社会を支える基盤となりつつあ
る。Linked Data等、このようなオープンデータの公開や共有、利用といったデータライフサイクル実現技
術全般や知識ベース化などオープンコンテンツに関する研究。

情報学プリンシプル研究系・教授

武田　英明

従来の機関リポジトリにおける単一的なスニペットと書誌情報を提供するだけのUIから発展し、より効果
的にデータを利用することを目的とした研究開発。また、リポジトリ間のデータを連携し、より利用価値の
高い情報提供サイトへと発展させるようなマッシュアップ技術に関する研究開発。

コンテンツ科学研究系・准教授

山地　一禎

学術論文のデジタル化が進む中、その文献へのアノテーションの管理は、欄外やノー卜などに残すとい
う旧来の手法をとることが多い。このアノテーションを文献と同様に、効率よく管理するとともに、それを研
究者間で共有するためのプラットフォーム構築に関する研究。

コンテンツ科学研究系・准教授

山地　一禎

13

12
 SAT技術に基づいて困難な問
題を解決する研究

inoue□nii.ac.jp

推論による仮説発見および科学
応用に関する研究

inoue□nii.ac.jp

18
Webデータからの知識発見とそ
の利用に関する研究

ichise□nii.ac.jp 

法令言語処理の展開と応用 ksatoh□nii.ac.jp

17
議論の枠組みに関する基礎理
論および応用に関する研究

ksatoh□nii.ac.jp

14
Fundamental Concepts on the
Dynamics of Beliefs in a Logical
Setting

inoue□nii.ac.jp

15
情報学を用いた法学へのアプ
ローチ

ksatoh□nii.ac.jp

16

21
機関リポジトリの多角的利用に
向けたデータ連携に関する研究

yamaji□nii.ac.jp

19
創造的ソーシャルメディアデータ
の分析と支援

takeda□nii.ac.jp

20
オープンデータ・オープンコンテ
ンツ技術に関わる研究

takeda□nii.ac.jp

22
学術論文へのアノテーション付
与と共有に関する研究

yamaji□nii.ac.jp
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図書館を中心として国内でも多くの機関リポジトリが運用されているが、その利活用の状況を詳細に評価
した例はほとんどない。機関リポジトリのコンテンツへのアクセス状況を定量的に評価し、その価値につ
いて議論を展開する研究。または、そうした利用価値向上へと発展する技術開発に関する研究。

コンテンツ科学研究系・准教授

山地　一禎

研究ネットワークの構造や経時的変化を多次元的視点から表現する方法を開発し，あわせて経時的変
化について統計的解析を行う。

情報社会相関研究系・准教授

孫　媛

Webをはじめとする様々なネットワークサービスでは、利便性を向上させつつ、併せて安全性を向上させ
ることが求められている。加えて、ネットワークサービスを提供する際のコスト削減も重要な課題である。
これらの課題の解決に向けて、大学間認証連携フレームワークに基づき、将来の教育研究環境の向上
に結びつく研究開発を行う。

学術基盤推進部・特任教授

中村　素典

現在のインターネットアーキテクチャの問題を根本解決するため，ネットワークアーキテクチャを根本から
見直す研究、新ネットワークアーキテクチャの特徴を生かしたアプリケーション技術、ネットワークワーク
アーキテクチャの特性や性能を測定、分析、評価する技術も合わせてフューチャ・ネットワークの設計技
術等を総合的に研究する。

情報学プリンシプル研究系・教授

山田　茂樹

災害に対して情報通信サービスを生かし続けるため、(1) アドホックネットワークやDTN (Delay-Tolerant
Network)技術により、ユーザのモバイルデバイスをホップバイホップでネットワーク接続するレジリエント
アクセスネットワークと、(2)ネットワーク仮想化技術とサーバ仮想化技術を連携させたレジリエントバック
ボーンネットワークを研究する。

情報学プリンシプル研究系・教授

山田　茂樹

インターネットを構成するルータ、スイッチにおいて、高度な情報処理を行うアプリケーションの提案およ
び実装を行う革新的な研究

アーキテクチャ科学研究系・准教授

鯉渕　道紘

移動情報端末の移動性に適したクラウドにおけるデータ処理およびデータ配置の方法・技術に関する研
究を行う。

アーキテクチャ科学研究系・教授

計　宇生

We developed Xspace, a technology and associated intelligent authoring tools for conducting controlled
social simulations and experiments at 　-scale. Our technology is a massively multiuser networked 3D
virtual environment that integrates the simulation of traffic and communication with a multiuser driving
simulator, in real time. Our framework has already been successfully applied to study the origin of traffic
congestion, eco-safe driving, and disaster evacuation.
An important aspect of our work is the investigation of drivers’ response to new ITS (Intelligent
Transport System) measures. 　To support large-scale data collection from general users, our 3D
environments are available on popular social networking services like Facebook, and popular devices
such as the iPad. We seek to further those researches and developments by investigating future smart
cities.

コンテンツ科学研究系・教授

Helmut Prendinger (ヘルムト・プレンディンガー）

組込み機器を含む種々のIT機器の心臓部であるメニーコアシステムの通信に関する省電力、ディペンダ
ビリティなどの革新的な研究

アーキテクチャ科学研究系・准教授

鯉渕　道紘

本研究では、モデル駆動ソフトウェア開発におけるモデルとしての中間生成物をグラフで表現し、グラフ
の双方向変換による工程上の変更の上流下流の双方向伝播を実現する双方向モデル駆動ソフトウェア
開発の実現による強固なソフトウェア開発環境の構築を目指す。

アーキテクチャ科学研究系・助教

日高　宗一郎

25
認証連携技術とその活用および
運用方法に関する研究開発

motonori□nii.ac.jp

24
研究ネットワーク構造の統計的
解析

yuan□nii.ac.jp

23
機関リポジトリの価値向上に向
けた評価・技術開発に関する研
究

yamaji□nii.ac.jp

高度な情報処理を行うプログラ
マブル・ルータとスイッチに関す
る研究

koibuchi□nii.ac.jp 

29
モバイルクラウド構築手法の研
究

kei@nii.ac.jp

26
フューチャ・ネットワークと、その
設計技術に関する研究

shigeki□nii.ac.jp

27
レジリエント情報通信ネットワー
クの研究

shigeki□nii.ac.jp

28

32
モデル駆動ソフトウェア開発環

境に関する研究
hidaka□nii.ac.jp

30
Massively Multiuser Smart City
Simulation for a Sustainable
Future

helmut□nii.ac.jp

31
グリーン・イノベーションのため
のオンチップ/オフチップインター
コネクト

koibuchi□nii.ac.jp 
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モデル駆動型ソフトウェア開発における双方向モデル変換(bidirectionalmodel transformation) の言語的
基盤の確立、双方向モデル変換を 実際のソフトウェア開発過程へ適用する手法の開発、および、双方向
変換に基づいてソフトウェア開発の全過程を支援する統合的で実用的な環境の開発を行う。

アーキテクチャ科学研究系・教授

胡　振江

双方向変換は、入力から出力を求める順変換と出力に加えた変更を入力に反映させる逆変換からなる
もので、近年、データの同期、構造化文書の構成、ソフトウェア開発など、いろいろな場で注目されてい
る。本研究は双方向変換を宣言的に記述する言語を設計し、効率的に実現する。

アーキテクチャ科学研究系・教授

胡　振江

Googleによって提案されたMapReduceは大規模データ処理のための重要なフレームワークである。しか
し、そのプログラミングは、これまでしばしばアドホックな方法で行われてきた。本共同研究では、
MapReduceおよび類似のフレームワークを利用する並列プログラムを系統的に作成するための手法を設
計し、実現することを目指す。

アーキテクチャ科学研究系・教授

胡　振江

統計的な手法を用いて、ＳｏＳ（システムオブシステム）の微視的な振る舞い（プログラム実行）と巨視的な
性質（システム要求）の関係を明らかにする研究

アーキテクチャ科学研究系・教授

中島　震

CPS（Cyber-Physical Systems）などの制御対象と制御系の双方が複雑に絡み合うシステムを対象とした
モデリングおよび自動検証に関する研究

アーキテクチャ科学研究系・教授

中島　震

形式手法通論（主として大学院修士課程向け）のカリキュラムならびに教育効果の評価法に関する研究

アーキテクチャ科学研究系・教授

中島　震

要求分析手法や形式手法などを活用，統合，発展させ，ソフトウェア開発における品質・効率を向上する
ための手法・ツールの研究開発を行う．要求・仕様など上流成果物のモデル化・記述の方法，分析・検証
の方法について，既存手法・ツールの限界打破，産業界の現状・将来への適応，クラウドやスマート空間
といった先端への対応，などに取り組む．

コンテンツ科学研究系・准教授

石川 冬樹

大規模な情報や複雑な情報を可視化し，ユーザによる対話的な閲覧を可能にすることで，可視化対象の
直観的な理解と分析を実現するための枠組み，要素技術，システムなどの構築を目的とする研究を行
う．

アーキテクチャ科学研究系・准教授

細部　博史

問題を宣言的に記述することでプログラムを構築する手法である制約プログラミングを対象として，新し
い枠組み，言語，要素技術の構築や，処理系，応用システムの開発などを目的とする研究を行う．

アーキテクチャ科学研究系・准教授

細部　博史

コミュニティに所属する複数のクラウドを連携させ、弾力性、信頼性、可用性、安全性、性能の高いサー
ビスを実現する技術を研究開発する。

アーキテクチャ科学研究系・准教授

吉岡　信和

Webの現状および発展の可能性を踏まえつつ，Webサービス・クラウド自身や，それらを用いたシステム
の開発・運用に適した工学手法・ツールの研究開発を行う．必要に応じ，サービスの自動選択・自動合成
など，最適化や推論をはじめとした人工知能技術も活用する．

コンテンツ科学研究系・准教授

石川 冬樹

33
双方向的なモデル駆動ソフトウ
エア開発に関する研究

hu□nii.ac.jp

34

37
組込みシステムの高信頼化手
法に関する研究

nkjm□nii.ac.jp

36
統計手法と自動検証の統合に
関する研究

nkjm□nii.ac.jp

双方向変換言語の設計及び実
現に関する研究

hu□nii.ac.jp

35
系統的なMapReduceプログラミ
ング手法に関する研究

hu□nii.ac.jp

40 情報可視化に関する研究 hosobe□nii.ac.jp

41
制約プログラミングに関する研
究

hosobe□nii.ac.jp

38
形式手法教育の評価に関する
研究

nkjm□nii.ac.jp

39
要求・仕様のモデル化・記述と
分析・検証

f-ishikawa□nii.ac.jp

42 クラウド連携技術に関する研究 nobukazu□nii.ac.jp

43
Webサービス・クラウドのための
工学手法

f-ishikawa□nii.ac.jp
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テキスト・インタフェースを介した人間の読み方や書き方のモデル化、文字情報を介したオンライン・コミュ
ニケーション分析などに関する研究を行う。

コンテンツ科学研究系・教授

相澤　彰子

専門的な用語の抽出や同定、辞書資源の自動構築、機械学習やルールを組みあわせた知識獲得、文
書内容の理解支援などに関する研究を行う。

コンテンツ科学研究系・教授

相澤　彰子

専門的論文や数学教材を対象として、数式や数学的記述の分析、数式や問題の検索、数学的コンテン
ツの理解支援などに関する研究を行う。

コンテンツ科学研究系・教授

相澤　彰子

テキスト情報の中から機械学習的手法により情報エンティティを抽出したり、同定するためのアルゴリズ
ムの研究を行う。NIIの持つ書誌情報等に適用し実用化することを想定している。

コンテンツ科学研究系・教授

安達　淳

潜在トピックなど文書の潜在構造を抽出するための文書の生成モデルやその学習法、抽出された潜在
情報を用いたテキスト 分類・トラッキング・統合に関する研究を募集する。

コンテンツ科学研究系・教授

高須　淳宏

自然言語で表される意味をどのように記述し、計算し、利用すべきか、理論と技術の両面から研究を行
う。深い構文解析や照応・参照解析といった基礎技術から、含意関係認識、知識獲得、意味に基づく質
問応答といった応用まで研究を行う。

コンテンツ科学研究系・准教授

宮尾　祐介

日本語、英語、中国語などの言語を対象とした高精度言語解析技術や、その応用として機械翻訳技術
の研究・開発を行う。既存のコーパスベースの単純な解析手法にとどまらず、言語の本質的構造をとらえ
た解析モデルの構築を目指す。

コンテンツ科学研究系・准教授

宮尾　祐介

日本語複合語に関して、その内部での形態素間の係り関係を明かにする方法論について研究する。従
来定義されてきたよりも詳細な形態素分類について検討するとともに、詳細化された形態素分類と形態
素結合パタンに基づいて、複合語内部での形態素間係り関係を決定する方法の確立を目指す。

情報社会相関研究系・教授

小山 照夫

言語の機能を考えるにあたって、言語に伴って生じる各種理念の特性とその操作可能性を検討し、理念
操作によって可能となる理論と予測の特性を明かにする。また、この特性に基づいて自然言語における
意味論に関する再検討を試み、意味論に関する新しい知見を確立することを目指す。

情報社会相関研究系・教授

小山 照夫

言語の使用はそれ自体が社会的行動であり、目的と結果の評価を伴う。行動としての言語使用に関わる
社会的側面を、個体が所属する様々な近接社会集団における行動の承認と禁止という視点から考察す
ることを通じて、言語使用の社会的意義を明かにすることを目指す。

情報社会相関研究系・教授

小山 照夫

音響信号処理分野の様々な問題に対して､ 補助関数法と呼ばれる最適化手法の枠組みの適用を検討
する｡ 個別の問題への適用の他､ 適用しやすい目的関数のタイプや補助関数設計の方法論などの一般
論についても検討を行う｡

情報学プリンシプル研究系・准教授

小野 順貴

複数のマイクロフォンによって空間的な音情報を取得することにより、音源定位、音源分離、雑音抑圧
等、様々な音響情報処理を行う手法について研究する。非同期分散型やネットワークの利用など、マイク
ロフォンアレイ自体の新しい構成法についての検討、それらを用いた新しい応用研究なども含む。

情報学プリンシプル研究系・准教授

小野 順貴

44
テキストメディアを介したコミュニ
ケーションに関する研究

aizawa□nii.ac.jp

45
テキストの分析と知識獲得に関
する研究

aizawa□nii.ac.jp

46

49 自然言語の意味解析 yusuke□nii.ac.jp

48
テキストの潜在構造の抽出と活
用に関する研究

takasu□nii.ac.jp

数学的知識のアクセス支援に関
する研究

aizawa□nii.ac.jp

47
機械学習による情報抽出とエン
ティティ同定アルゴリズムに関す
る研究

adachi□nii.ac.jp

51
日本語複合語内部係り関係の
研究

t_koyama□nii.ac.jp

52
言語における理念発生と意味論
に関する研究

t_koyama□nii.ac.jp

50 先進的多言語解析技術 yusuke□nii.ac.jp

55
マイクロフォンアレイ信号処理に
関する研究

onono□nii.ac.jp

53
言語使用を規定する社会的条
件に関する研究

t_koyama□nii.ac.jp

54
音響信号処理における補助関
数法に基づく最適化の研究

onono□nii.ac.jp
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Ｗｅｂ情報活用に関して様々な角度からＷｅｂデータコレクションを用いた研究を行う。ロボット技術、リンク
解析、情報検索・抽出、利用者行動分析など、幅広い研究を募集する．

コンテンツ科学研究系・教授

大山　敬三

テキスト、または、非テキストメディア（画像、映像,音声など）、Social Media (Blog, SNS, コミュニティ型
QA、Twitterなど）を対象とした検索、要約、質問応答、分類、マイニングなどの情報アクセス技術の研究
と評価実験に必要な研究基盤データの構築、評価手法、研究コミュニティの創成、システムの部品化と
共有等のための研究基盤の構築に関する研究

情報社会相関研究系・教授

神門　典子

対話的探索的な情報検索（Exploratory Search)について、利用者の探索行動の調査、利用者の問題解
決過程の理解、探索過程のモデル化、それらに基づく対話的な探索型情報アクセスを支援するシステム
やユーザインタフェースの設計・構築・評価に関する研究。

情報社会相関研究系・教授

神門　典子

オンラインニュース、ブログなどの多言語時系列情報のテキスト、音声、画像、ビデオ等を対象とした戦
略的な情報検索・分析・要約・高度質問応答システムに関する研究。時系列性をもつ時事情報の分析や
理解生成、セレンディピティ導出、多言語情報に対する言語横断アクセスの研究も含む。

情報社会相関研究系・教授

神門　典子

品詞、固有名、意味関係ラベル、主観・客観、肯定・否定など多様なアノテーションが付与された文書集
合を検索するための検索モデルの研究。このようなアノテーションを大規模なコーパスに対して付与する
研究やアノテーション付きテキスト検索に資するファセット検索などの検索インタフェースの研究も対象と
する。

情報社会相関研究系・教授

神門　典子

文化財の利活用場面を拡大する新しい文化財情報発信サービスに関する研究テーマを募集する。当方
は「文化遺産オンライン」や「国立美術館遊歩館」など、文化財の画像とメタデータを活用した文化財情報
発信サービスの研究と開発を行っている。

コンテンツ科学研究系・教授

高野　明彦

連想検索や情報クラスタリングで使われる連想計算を利用して、電子情報空間をナビゲートする新しい
手法に関する研究を募集する。当方は連想計算エンジンGETAを用いてWebcat Plus、新書マップ、想・
IMAGINE等の情報サービスの研究開発を行っている。

コンテンツ科学研究系・教授

高野　明彦

日常生活環境において人間と調和する情報システムの実現を目指して，(1)実世界環境に埋め込まれた
視覚センサ群および人間が身につけた視覚センサからの情報によって，人間の意図や行動の意味を計
算機に理解させること，(2)その結果に基づいて人間との動的インタラクションを自発的に行うシステムを
構築すること，を目的とする．

コンテンツ科学研究系・教授

杉本　晃宏

RGBDカメラの普及によって、３次元点の情報を高速で容易に取得できるようになり、密な３次元映像を入
力とした３次元シーンのモデル構築技術が注目されている。本研究課題では、室内の大規模なシーンを
撮影して得られる密な３次元映像を入力とし、３次元シーンの高精細で安定したモデル化手法の構築を
目指す。

コンテンツ科学研究系・教授

杉本　晃宏

計算機内では３次元物体形状は整数値を用いて管理されていて、物体に対する幾何操作は整数値に対
する演算によって実現され、その結果もまた整数値で管理されている。このことを前提とし、誤差が一切
生じないことを保証する幾何計算アルゴリズムの開発を目指す。これにより、幾何操作を繰り返し適用し
ても、その物体の幾何学的な構造や性質を保持する幾何操作が実現される。

コンテンツ科学研究系・教授

杉本　晃宏

common construction of virtual view images uses model-based approach which first requires
reconstruction an accurate 3D model, or image-based approach like depth-image-based rendering
(DIBR), both of which needs a large number of image samples from multiple closely spaced cameras,
which may not be practical. Leveraging on recent advances in sparse
representation and compressed sensing, in this project we seek to reconstruct a virtual view image
using only sparsely sampled camera views, either as RGB images or depth images. Relevant research
topics include: sparse representation for image recovery, 3D image inpainting, multi-view image super-
resolution using relevant depth data

コンテンツ科学研究系・准教授
チョン　ジーン

56
Web情報アクセス技術に関する
研究

oyama□nii.ac.jp

57

59
多言語情報に関する戦略的情
報アクセスシステム

kando□nii.ac.jp

60
アノテーション付きテキストの検
索に関する研究

kando□nii.ac.jp

情報アクセス技術の評価とコ
ミュニティ型研究基盤構築に関
する研究

kando□nii.ac.jp

58
探索型検索システムに関する研
究

kando□nii.ac.jp

63
日常生活環境における人間の
行動計測技術の研究開発 sugimoto□nii.ac.jp

64
大規模３次元シーンのモデル化
技術の開発

sugimoto□nii.ac.jp

61 文化財情報発信に関する研究 aki□nii.ac.jp

62
連想計算を活用した情報アクセ
ス手法に関する研究

aki□nii.ac.jp

66
sparse signal recovery from
partial multiview image samples

cheung□nii.ac.jp

65
高信頼幾何操作アルゴリズムの
開発

sugimoto□nii.ac.jp
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街なかなどの実世界における、ユーザの行動ログの収集・解析と、それに基づくコンテキスト等の推定、
および、それに応じた情報精選・情報提示の方法論に関する研究を募集する。特に、ユーザの情動・感
情等の内的なコンテキストに着目した取り組みを歓迎する。

コンテンツ科学研究系・准教授

相原 健郎

人文学におけるデジタル化の進展とそれに伴う新しい研究スタイルの追究に関して、地理情報・画像情
報等の統合・検索や、メタデータ・SemanticWeb・TEI等の高度化に関するテーマを選んで研究を進める。

コンテンツ科学研究系・准教授

北本　朝展

巨大な地球環境データの取得・蓄積・解析などに基づく社会利益分野（気象・災害・気候変動・農業・生態
系など）への展開について、情報学分野の新規性と該当研究分野の高度化とを融合した研究を進める。

コンテンツ科学研究系・准教授

北本　朝展

情報ハイディング分野では多くの方式が提案されているが、 評価手法が様々であるため、 第三者から
みてどの方式が良いのか判断がつかない状況にある。 上記を鑑み本研究では、 情報ハイディングに関
する標準的な評価手法を構築し、 第三者が、想定している用途に関する適切な方式を容易に選定でき
るスキームを検討するとともに、 情報ハイディング方式の提案・評価を行う。

コンテンツ科学研究系・准教授

越前　功

ソーシャルメディアでは、 テキスト情報だけでなく、 画像、 動画、 音声といったマルチメディア情報にお
けるプライバシー侵害が新たな社会問題として顕在化しつつある。 本研究では、 マルチメディア情報の
公開、 利用においても、 その利便性、メリットを損なうことなく効果的にプライバシー保護を実現する手法
の確立を目指す。

コンテンツ科学研究系・准教授

越前　功

本研究は、ソーシャルメディアにおける人間相互間のコミュニケーションを理解する上で中心的役割を担
う集合意識プラットフォーム内でユーザーが生成するコンテンツ（ＵＧＣ）を多角的に分析することに焦点
を当てる。また、各コミュニティ内のユーザー生成コンテンツを作成、消費、および共有するにあたりそれ
を取り巻く社会的状況に関し非公式な局面から新たなセマンティックな課題を検討する。
content: The research focuses on the analysis of various aspects of User-Generated Content (UGC) in
Collective Awareness platform that are central to understand inter-personal communications on social
media. The research will study new semantic challenges in terms of informal nature regarding the social
context surrounding the production, consumption, and sharing of user-generated content within each
community.

コンテンツ科学研究系・准教授

アンドレス　フレデリック

The biomedical literature continues to grow at a massive rate, contributing to information overload on
experts. As 'big data' sets from genomics and cohort studies from patients become available it is crucial
to intensify knowledge integration efforts so that cures for diseases can be found. In this project we
propose to extend conventional named entity recognition and normalisation using structural annotation
of terms and linkage to the many standard ontologies now available such as Gene Ontology, Foundation
Model of Anatomy, UMLS, Human Phenotype Ontology, CHEBI. This will allow technical terms - the
basic building blocks of scientific discourse - to be automatically understood and reasoned with by
intelligent algorithms. The results will be used for training the next generation of text mining tools that
look for asserted facts such as the association between a gene and a disease.  We propose to select a
collection of open source biomedical journal articles related to the mechanisms of heritable diseases,
both biological and environmental. The project will develop a high quality set of manual annotation
guidelines and hire several annotators to produce the corpus for sharing by group partners. Annotation
software that will enable a distributed, Web-based collaboration will be provided through DBCLS as part
of their ongoing development of the Annotext project. As time allows we will run a series of machine
learning experiments and release the data set as a public gold standard baseline, possibly in a new
challenge task.

情報学プリンシプル研究系・准教授

ナイジェル　コリア―

情報セキュリティ対策を実施する現場においては、要保護情報の機密性の程度や想定外のインシデント
への柔軟な対応の観点等から、遵守事項に優先順位をつけることがある。運用担当者への階層分析法
による調査および利用者へのコンジョイント調査を通じて、レジリエントな情報セキュリティポリシーの運
用の在り方を発見する。

情報社会相関研究系・准教授

岡田　仁志

67
実世界でのコンテキスト獲得と
情報提示に関する研究

kenro.aihara□nii.ac.jp

68

70
情報ハイディングの統一評価手
法に関する研究

iechizen□nii.ac.jp

71

ソーシャルメディアにおけるデー
タ・コンテンツの匿名性と利便性
を両立するプライバシー保護技
術の確立

iechizen□nii.ac.jp

デジタル・ヒューマニティーズの
研究

kitamoto□nii.ac.jp

69
地球環境データの社会利益分
野への展開に関する研究

kitamoto□nii.ac.jp

74
情報セキュリティポリシーの受
容行動に関する調査研究

okada□nii.ac.jp

72

集合意識プラットフォームに関す
るソーシャルメディアセマン
ティックの研究
title: Social media Semantic for
Collective Awareness Platform

andres□nii.ac.jp

73

Deep Semantic Annotation of
Terminology in the Biomedical
Literature for Knowledge
Discovery

collier□nii.ac.jp


