
◆◆◆ 共同記者説明会 ◆◆◆ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

共同記者説明会 （オンライン開催） のご案内 
「けいはんな R&D フェア 2021 ～サイエンスでつなぐ未来への懸け橋～」 

けいはんな学研都市の研究機関・企業・大学等による最新の研究成果（AI、通信、デバイス、化学など）や 
情報の発信、地域への貢献を目的として、2021年11月11日（木）～13日（土）、「けいはんな R&D フェア 2021」＊ 

（NICT オープンハウス 2021 in けいはんな、ATR オープンハウス 2021） をオンラインで開催します。   
＊詳細は、リーフレット・特設 Web サイト （https://keihanna-fair.jp/） をご覧ください。 

一般公開に先立ち、11 月 11 日（木）午前、オンラインにて 「共同記者説明会」 を開催します。 
報道機関の皆様向けに、“本イベントの見どころ” や “特に必見の出展内容” をピックアップして 
ご紹介しますので、ご都合のよい場所から ぜひご参加いただきたく  ご案内申し上げます。 

 
 

 開催日時   2021 年 11 月 11 日（木） 10:30～11:50 

 開催形式   オンライン開催 （Zoom ミーティング） 

 開催概要    ▶ 「けいはんな R&D フェア 2021」 の見どころ紹介 
▶ NICT、ATR、奈良先端科学技術大学院大学の主な出展内容について  
▶ 質疑応答 （別添の参考資料もご参照ください） 

 参加申込   共同記者説明会にご出席いただける場合は、右の QR コード、または、 
以下の URL から、『事前参加申込フォーム』 に ご入力・送信 をお願いします。 
https://pro.form-mailer.jp/lp/77c06fa7238235 
※前日までに招待メールをご登録アドレス宛にお届けします。 

 

💡💡 NICT の展示 「高齢者介護支援マルチモーダル音声対話システム MICSUS （ミクサス）」 については、 
当日 配信会場 （けいはんなプラザ 5 階 「黄河」） にて、実演デモ と ご説明を行います。 
※当日 配信会場にお越しくださる方は、 『事前参加申込フォーム』 の下部  配信会場での参加を希望する  に 
チェック☑ を付けてお申込み願います。 

 
 
＜一般向け開催日時＞ 11 月 11 日（木）12:40～17:00、 12 日（金）10:00～17:00、 13 日（土）10:00～17:00 

 （ATR オープンハウスは 11 日、12 日のみ開催） 

 
  

プ レ ス リ リ ー ス 
2021年 10月 28日 

け い は ん な R & D フ ェ ア 実 行 委 員 会 
国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT） 
株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR） 
公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構 
公 益 社 団 法 人 関 西 経 済 連 合 会 

配布先: 学研都市記者クラブ、大阪経済記者クラブ、京都経済記者クラブ、奈良県政記者クラブ、 
京都府政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、京都大学記者クラブ、 
総務省記者クラブ、テレコム記者会、文部科学記者会、科学記者会 
 

記者の皆様へ 

解禁日時: 2021 年 10 月 28 日(木) 14 時 

【報道・広報 問い合わせ先】 
・国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）   ［広報部］ Tel： 042-327-6923  Email： publicity@nict.go.jp 

   ［研究所］ Tel： 0774-98-6900  Fax：  0774-98-6955  

・株式会社国際電気通信基礎技術研究所（ATR）  Tel： 0774-95-1176  Email： pr@atr.jp 

mailto:publicity@nict.go.jp
mailto:pr@atr.jp


 

  

❶ 高齢者介護支援マルチモーダル音声対話システム MICSUS （ミクサス） 
高齢者の介護においては、面談で健康状態や生活習慣の 
チェックを行う介護モニタリングが重要です。 
MICSUS は、現在ケアマネージャーが面談で実施している 
介護モニタリングの一部を AI で自動化します。 
また、Web 上に書かれた知識に基づいて雑談を行う事で 
高齢者と信頼関係を構築し、高齢者が社会との接点を 
失うことの防止も狙っています。 
R&D フェアでは、深層学習を活用した Web ベースの大規模質問応答システム WISDOM X（本年 3 月に 
一般公開）の機能を使って雑談のバリエーションが広がり、また、介護モニタリングで誤解が生じた場合の 
訂正もより柔軟に出来るようになった MICSUS を紹介します。 

💡💡 配信会場 （けいはんなプラザ 5 階 「黄河」） にて実演デモをご覧いただけます。 

❷ CPU で高速動作可能なニューラルネットを用いた高品質テキスト音声合成技術 
ニューラルネットワーク技術の進展により、テキストから音声を自然に読み上げる高品質な音声合成が可能と

なりましたが、高速な合成には高性能な GPU が必要という課題がありました。本発表では、最先端のモデル

を導入し、CPU のみで高速・高品質な合成が可能な音声合成技術を紹介します。 

❸ 短い音声でも高精度な話者識別技術の研究 
多数の話者が参加するビジネス会議の議事録の作成や同時通訳などへの応用を目指して、話者識別技術の

研究に取り組んでいます。本展示では、データの分布を考慮する短い音声の識別精度改善や未知データに

対する汎化能力を向上する話者分類技術を紹介します。 

❹ ユーザ生成テキストのニューラル機械翻訳 
ニューラル機械翻訳の実現には、大量の 
翻訳データが必要ですが、SNS 上の 
テキストなどのユーザ生成テキストに 
対する翻訳データはほとんどありません。 
本展示では、大量の翻訳データを自動生成することで、従来対応が困難であった SNS などのニューラル翻訳

を実現する技術を紹介します。 

❺ xData プラットフォーム：異分野データ連携によるスマートサービス開発基盤 
様々な分野のセンシングデータを横断的に組み合わせ 
相関の発見や学習・予測を行うことで、実世界の複雑な 
状況変化を把握し行動を支援するスマートサービスを 
開発するためのプラットフォームを紹介します。 

❻ 質疑応答 
❶～❺の出展内容について、ご質問をお受けします。 
 

参考資料 

の出展紹介 



 参考資料 



 

 
●ＡＩによる医用画像からの人体筋骨格の解析 

私たちの研究室では、日々、病院で撮影される医用画像 
（CT、MRI、レントゲン写真等）から、AI（深層学習）を 
用いて、体内の筋肉や骨を高精度で自動認識する研究を 
行っています。 
この AI 技術をわかりやすく解説し、筋骨格の自動診断や 
人生 100 年時代の健康づくりに、どのように活用するかに 
ついてお話しします。 

●質疑応答 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【本件問い合わせ先】 
・奈良先端科学技術大学院大学（NAIST） 

研究推進機構 産官学連携推進部門 Tel： 0743-72-5165 
研究協力課 研究推進係    Tel： 0743-72-5658  Email： ken-sui@ad.naist.jp 

奈良先端科学技術大学院大学の出展紹介 

特設 Web サイト https://keihanna-fair.jp/ 

【けいはんなR&Dフェア2021 問い合わせ先】  
・けいはんな R&D フェア実行委員会 事務局  

Tel： 0774-98-6900  Fax： 0774-98-6955  Email： khn-fair2021@khn.nict.go.jp 

参考資料 

mailto:ken-sui@ad.naist.jp


日 時

参加方法

11/11木～13土11/11木～13土
NICTオープンハウス2021 in けいはんな
ATRオープンハウス2021 

けいはんな学研都市のオータムフェア主要イベント（京都スマートシティエキスポ
2021、けいはんなビジネスメッセ2021、けいはんなR&Dフェア2021、ATRオープン
ハウス2021）を同時開催、「けいはんなイノベーションエコシステム」を体感いただけ
ます。けいはんなR&Dフェア2021の入場 ID・パスワードで、他の3つのイベントに
も入場いただけ、他の3つのイベントの講演・セミナーを予約、参加することができ
ます。

けいはんな学研都市のオータムフェア主要イベント（京都スマートシティエキスポ
2021、けいはんなビジネスメッセ2021、けいはんなR&Dフェア2021、ATRオープン
ハウス2021）を同時開催、「けいはんなイノベーションエコシステム」を体感いただけ
ます。けいはんなR&Dフェア2021の入場 ID・パスワードで、他の3つのイベントに
も入場いただけ、他の3つのイベントの講演・セミナーを予約、参加することができ
ます。

▶オープニングセレモニー 12:40-15:00

【基調講演】

アバターと未来社会

11/11

▶サイエンストーク

石黒 浩氏
大阪大学 基礎工学研究科 教授（栄誉教授）

 ATR 石黒浩特別研究所 客員所長（ATR フェロー）

▶展示

【問い合わせ先】【問い合わせ先】 TEL：0774-98-6900 FAX：0774-98-6955 Mail：khn-fair2021@khn.nict.go.jpTEL：0774-98-6900 FAX：0774-98-6955 Mail：khn-fair2021@khn.nict.go.jpけいはんなR&Dフェア実行委員会 事務局けいはんなR&Dフェア実行委員会 事務局

当日視聴 事前参加申込

㈭

㈯

研究内容や研究成果をまとめたパネルと、それらを説明す
る録画動画などにより、研究発表や活動紹介をオンライン
で行います。国立研究開発法人情報通信研究機構
（NICT）をはじめ、けいはんな学研都市および近隣地域に
立地する企業・大学・公的機関等が出展します。展示の
質疑応答に参加ご希望の場合は、事前の参加申込が必
要です。詳しくは、特設Webサイトをご参照ください。

中高生を対象に、研究者が科学の魅力をオンラインで
語ります。対話を通じて、科学の楽しさを感じとり、新しい
気付きが得られます。

10:00-12:1011/13

●当日視聴
　特設Ｗｅｂサイト 
　https://keihanna-fair.jp
●事前参加申込
講演の質疑応答に参加ご希望の場合は、
https://expo.smartcity.kyoto/
autumnfair2021.html
より、参加登録を行い、質疑応答に
参加したい講演を選択してください。

当日視聴と事前参加申込

13:30-14:30

【特別講演】 当日視聴 事前参加申込13:00-13:30

当日視聴 事前参加申込

当日視聴 事前参加申込

ATR創立35年の温故知新
浅見 徹氏

株式会社国際電気通信基礎技術研究所
代表取締役社長

オンライン開催
参加
無料
参加
無料



AIによる医用画像からの人体筋骨格の解析
～人生 100 年時代、医用画像と AI 技術で、筋肉と骨の健康を守る！～

佐藤 嘉伸氏奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科情報科学領域
 生体医用画像研究室 教授

表情からの感情センシング技術
佐藤 弥氏理化学研究所 情報統合本部 ガーディアンロボットプロジェクト

 心理プロセス研究チーム チームリーダー

誰もが分かり合えるユニバーサル
コミュニケーションの実現を目指して

内元 清貴氏情報通信研究機構 ユニバーサルコミュニケーション研究所
 研究所長

大竹 清敬氏データ駆動知能システム研究センター
研究センター長

是津 耕司氏統合ビッグデータ研究センター
研究センター長

社長講演「ATR創立 35年の温故知新」、特別企画、
4分野の最新の研究開発成果、関連会社・連携外
部機関の事業、国内外のスタートアップ支援活動等
を、100を超える講演・プレゼンテーションを通じて
紹介します。
詳しくは、https://expo.atr.jp/ 
をご覧ください。

ATRオープンハウス2021

展示

科学技術が描く明るい未来社会
～大阪・関西万博に向けて～

オープニングセレモニー 11/11㈭ 12:40-15:00

㈭技術講演 11/12㈮ 10:00-12:00

主催╱ けいはんなR&Dフェア実行委員会
共催╱ （国研）情報通信研究機構、（株）国際電気通信基礎技術研究所、（公財）関西文化学術研究都市推進機構、（公社）関西経済連合会
協賛╱ 京セラ（株）けいはんなリサーチセンター、（株）けいはんな、（株）島津製作所基盤技術研究所、同志社大学、奈良女子大学、奈良先端科学技術大学院大学、
 サントリーMONOZUKURIエキスパート（株）、日本電信電話（株）NTTコミュニケーション科学基礎研究所、パナソニック（株）テクノロジー本部、（国研）理化学研究所、
 （国研）量子科学技術研究開発機構関西光科学研究所、（公財）国際高等研究所、近畿情報通信協議会、けいはんな学研都市活性化促進協議会、けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会
協力╱ 総務省近畿総合通信局、高度言語情報融合フォーラム、次世代安心・安全 ICTフォーラム
後援╱ オムロン（株）技術・知財本部、日本電産（株）生産技術研究所、国立国会図書館関西館、グローバルコミュニケーション開発推進協議会、奈良県立奈良高等学校、
 京都府、大阪府、奈良県、京田辺市、木津川市、精華町、枚方市、四條畷市、交野市、奈良市、生駒市及び各市町教育委員会

多言語音声翻訳ハッカソン
発表会

併設イベント

研究内容や研究成果をまとめたパネルと、それらを
説明する録画動画などにより、研究発表や活動紹介
をオンラインで行います。国立研究開発法人情報通
信研究機構（NICT）をはじめ、けいはんな学研都市
および近隣地域に立地する企業・大学・公的機関
等が出展します。展示の質疑応答に参加ご希望の場
合は、事前の参加申込が必要です。詳しくは、特設
Webサイトをご参照ください。

まほろば・けいはんな
SSHサイエンスフェスティバル
2021

奈良県立奈良高等学校主催

【基調講演】
アバターと未来社会

石黒 浩氏大阪大学 基礎工学研究科 教授（栄誉教授）
 ATR 石黒浩特別研究所 客員所長（ATR フェロー）

当日視聴 事前参加申込13:30-14:30

【特別講演】 当日視聴 事前参加申込13:00-13:30

当日視聴 事前参加申込

感情と表情の関係についての科学的研究
佐藤 弥氏理化学研究所 情報統合本部 ガーディアンロボットプロジェクト

 心理プロセス研究チーム チームリーダー

脳情報からわかる
「ひらめき」の仕組みや「単語の分類」

柏岡 秀紀氏 情報通信研究機構 未来 ICT 研究所 脳情報通信融合研究センター
 統括

㈭サイエンストーク 11/13㈯ 10:00-12:10当日視聴 事前参加申込

当日視聴 事前参加申込

ATR 創立 35 年の温故知新
浅見 徹氏株式会社国際電気通信基礎技術研究所

代表取締役社長

けいはんな学研都市のオータムフェア主要イベント（京都スマートシティエキスポ2021、けいはんなビジネスメッセ2021、けいはんなR&Dフェア
2021、ATRオープンハウス2021）を同時開催、「けいはんなイノベーションエコシステム」を体感いただけます。けいはんなR&Dフェア2021の
入場 ID・パスワードで、他の 3 つのイベントにも入場いただけ、他の 3 つのイベントの講演・セミナーを予約、参加することができます。他の
イベントの内容、参加登録、講演・セミナーの予約方法はhttps://expo.smartcity.kyoto/autumnfair2021.htmlをご覧ください。

けいはんな学研都市のオータムフェア主要イベント（京都スマートシティエキスポ2021、けいはんなビジネスメッセ2021、けいはんなR&Dフェア
2021、ATRオープンハウス2021）を同時開催、「けいはんなイノベーションエコシステム」を体感いただけます。けいはんなR&Dフェア2021の
入場 ID・パスワードで、他の 3 つのイベントにも入場いただけ、他の 3 つのイベントの講演・セミナーを予約、参加することができます。他の
イベントの内容、参加登録、講演・セミナーの予約方法はhttps://expo.smartcity.kyoto/autumnfair2021.htmlをご覧ください。

次代を担う中高生を主な対象に、NICT の多言
語翻訳技術を活用した「言葉の壁」をなくすシス
テムづくりを体験していただくとともに、この技術
を用いたアプリ・システムの試作を行い発表し
ていただきます。

11/13 ㈯

11/13 ㈯ -11/25 ㈭

11/11㈭ -11/12㈮






