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コミュニケーション理論の
構築に向けて
人間同士のコミュニケーションでは、「速く、正確」よりも、「深く、的確」な情報の
授受が重要である。NTTコミュニケーション科学基礎研究所（以下、NTT CS研）では、
「深く、的確」な情報通信技術に基づく心豊かな情報通信社会の実現を目指し、「コミ
ュニケーション科学」の土台となるコミュニケーション理論の構築に取り組んでいる。

20 世紀半ばに、クロード・シャ

評価の研究を行ってきた。また、最

ノンが提唱した「情報理論」は、現

近では、人と人、人とシステムとの

在の超高速大容量通信の土台であ

対話から、対話制御（あいづちや質

る。情報理論では、「情報量」を事

問）を自動学習する技術を開発して

象の生起確率に基づいて定義されて

いる。さらに、手首にカメラや加速

自動解析する構文解析技術や、日英

いるが、人間同士のコミュニケーシ

度センサを装着するだけで人の行動

機械翻訳技術の研究を進めている。

ョンでは、情報量だけでなく、 深

を認識するS-roomと呼ぶシステムを

機械学習技術そのものについて

く的確

構築し、人の行動の分析や高齢者の

も、ベイズ統計に基づくトピックモ

見守りなどの応用を目指している。

デルの考案やデータマイニング応

といった定性的・主観的な

尺度が重要となる。その観点で、深

所長

上田 修功氏

用、さらにはノンパラメトリックベ

くて的確で心豊かなコミュニケーシ
ョン環境の実現には、既存の情報理

NTT コミュニケーション科学基礎研究所

知能コンピューティング技術では、

イズ理論など最先端研究に取り組ん

論では限界があり、コミュニケーシ

次項で詳しく紹介する、膨大な情報

ョン理論の構築が必要である。

から意図する情報を探す、メディア

NTT CS 研では、情報科学と人間科

探索技術、音声認識技術、音声・音

理論研究では、量子計算機（量子

学の両面でコミュニケーションの本

響信号処理技術などのメディア処理

力学の原理を応用した超並列計算に

質に迫るべく、未来のコミュニケー

の基礎研究を進めている。また、会

よる超高速処理を実現する計算機）

ション環境の創造、知能コンピュー

話の雰囲気などのシーン自動分析の

上で動作する量子情報処理の研究に

ティング基本技術の確立、人間の豊

ための、会話中の状況（誰が誰に話

取り組んでいる。最近では、古典ア

かな QoL（Quality of Life）の実現、

しかけているのか、注目されている

ルゴリズムでは求解不可能とされる

の 3 つの研究軸で基礎研究を推進し

人は誰か、共感・反感などの感情認

匿名リーダ選挙問題を量子アルゴリ

ている。以下では、その具体的な研

識）認識技術も開発中である。

ズムで解くことができることを示し

でいる。

た。また、半導体レーザを用いた世

究について簡単に紹介する。
近年インターネットの爆発的な普

界最高速の物理乱数生成や、プライ

未来のコミュニケーション環境で

及により、情報検索、機械翻訳など

バシー検証理論などの萌芽的研究も

は、より自然な将来のビデオコミュ

の自然言語処理研究が注目されてい

進捗している。

ニケーションの実現を目指し、t-

る。NTT CS 研では、計算機パワー

Room と呼ぶ遠隔コミュニケーショ

を利用し、膨大な言語データから言

次項以降では、最近、ビジネス

ンシステムを構築し、「同室感」を

語モデルを自動学習する機械学習ア

面からも注目されているメディア

実現するミドルウェアの開発や、t-

プローチに基づく自然言語処理技術

処理技術について紹介する。

Room 上での遠隔協調作業の分析・

の開発に取り組み、語の依存関係を
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スマートフォンによるコンテンツナビゲーション
NTT コミュニケーション科学基礎研究所（以下、NTT CS 研）では、音や映像（メディアコンテンツ）の断片をキーとする情
報検索技術の研究を進めている。このほど、その具体化事例の一つとして、視聴中の音・映像をスマートフォンのマイクやカ
メラでとらえ、コンテンツを即座に把握・特定することで、視聴状況の把握や関連情報の提示などを行える技術を確立した。

視聴中の映像や音楽

スマートフォンなど携帯端末での情
報検索は、検索したいものを表す言葉

DEEP SLOW
New Album, CSL Music
Order Now !

を打ち込んだり発声したりすることで
行うか、あるいは事前に準備された特

スマートフォンのマイク・カメラを向けると

定のコード図形の撮影などによって行

検索

すぐに関連情報が表示される

うのが通例である。もちろん、これら
図 1 スマートフォンによるコンテンツナビゲーションの概要

が今後も有力な情報検索の手段である
ことは間違いない。しかし近年、スマ

ることが可能になる。表示内容として

している仕組みを図 2 に示す。コン

ートフォンが身近な情報端末として生

は、番組や出演者に関連した情報、広

テンツの特定は、スマートフォンで

活のあらゆる場面に浸透してきたこと

告情報、口コミやつぶやきの情報など

とらえた音や映像の断片と、データ

に伴い、言葉の情報による検索に加え、

が考えられる。

ベースに予め登録されたメディアコ

見聞きする音や映像そのものによる情

一方、コンテンツの供給側（放送

ンテンツのあらゆる部分とを、メデ

報検索が望まれるようになっている。

局、番組提供者、コンテンツ制作者

ィア探索エンジンにおいて比較照合

本稿で述べるスマートフォンによる

など）にとっては、きめ細かい視聴

することによって行われる。対象と

コンテンツナビゲーションはこのよう

状況の把握、広告価値・広告機会の

するコンテンツは、事前にデータベ

な要請に応えるものである。本技術に

増大、さらにはコンテンツを通じた

ースに格納しておくことが前提であ

よれば、テレビなどを視聴中に、その

視聴者間の交流支援なども可能に

る（生放送などでも、ほぼリアルタ

音・映像をスマートフォンのマイクま

なる。

イムにデータベースに自動的に追加

たはカメラでとらえることで、即座に

この枠組みでは、スマートフォン

コンテンツ（番組や楽曲）のタイトル

に表示される情報によって、視聴者

メディアコンテンツどうしの比較

やコンテンツ中の視聴箇所を特定し、

は、関連するコンテンツの提案や視

照合は、音・映像から抽出された特

関連情報を表示させることができる

聴の誘導を受けることができる。そ

徴データに基づいて行われる。スマ

（図１）
。これにより、ユーザー（視聴

こで我々は、これをコンテンツナビ

ートフォンからは、随時メディア探

ゲーションと呼んでいる。

索エンジンに特徴データが送られて

者）にとっては、テレビ番組やビデオ

登録していくことが可能である）。

作品などを視聴しながらスマートフォ

くる。メディア探索エンジンでは、

ンを傍らに置き、スマートフォンを

データベースに登録されているコン

様々な関連情報をリアルタイムで表示

テンツのどの部分に対応するか（あ

させる第2のディスプレイとして用い
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るいはどこにも対応しないのか）を
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瞬時に判定する。もし対応箇所が発

音・映像どうしの高速ロバスト照合技術によりデータベースを検索

見されれば、そのコンテンツに紐づ

問合せ

けて登録されている付随情報、例え

（音/映像）

PC

特徴データベース
タイトル

音・映像データベース
照合対象を登録

特徴データ

Title 1

ばタイトルや場面毎の情報などとと
メディア探索
エンジン

もに、スマートフォン側に返却する。

音・映像の
高速ロバスト
照合

Title 3

・・・

特徴データ

Title 2

発見！

特徴抽出
リンク先など登録

結果 (タイトルなど)

メディア探索エンジンでは、問合

図 2 音・映像のコンテンツ特定の仕組み

せの特徴データが特徴データベース

NTT CS 研では、15 年以上にわた

る。例えば10年前に比べても、探索

内のデータのどこに対応するかは事

りメディア探索の研究を進め技術を

の高速性、ロバスト性、判別性はいず

前には特定できないので、あらゆる

蓄積してきた。このうち、2004 年

れも劇的に向上した。現在、PC1台で

可能性を考えて細かくチェックする

に初版を開発したロバストメディア

即座に探索できるデータベース中のコ

必要がある。したがって、単純な照

探索技術では、音・映像の特徴を直

ンテンツの量は10年前の千倍以上に

合を行うだけでは、必要な計算量が

接照合するのではなく、特徴の時空

なっている。また、ロバスト性に関し

膨大なものになってしまい、反応が

間表現の中で判別能力の高い特徴的

ては、符号化の違いなどに影響されな

遅くて使用に耐えなってしまう。

な局所領域を選択し、それを粗く数

いことはもちろん、一部が遮蔽された

また、スマートフォンでとらえた

値化（粗量子化）した上で、特徴の

り斜めから撮影されたりした映像でも

音や映像は、周囲の雑音が重畳して

時空間的整合性を活用して候補を効

特定可能である。複数楽曲の混合音に

いたり、映像が幾何学的に変形して

率的に絞り込む方法をとることで、

対し同時に鳴っている全楽曲を特定

いたりなど、元の音や映像からは見

極めて高いレベルの高速性、ロバス

するといった、人間には聞き取りが

かけが大きく異なっているのが普通

ト性、および判別性を実現した。さ

難しいような楽曲の特定も可能にな

である。このような、雑音や変形へ

らに初版の開発後、ネット上のメデ

った。今後もしばらくはこのような

の耐性のことをロバスト性と言う。

ィアコンテンツの特定、放送番組に

技術の進歩が進むと予想される。そ

スマートフォンは、生活環境の中で

おける背景音楽の使用の特定など、

して、その進歩によって技術の適用

の使用が想定され、またマイクやカ

実際のフィールドでの適用経験もふ

領域は一層広がるだろう。例えばPC

メラの性能も限られているため、極

まえながら性能を高め、初版の開発

上のブラウザによる映像の視聴に対

めて高いロバスト性が必要である。

以降、現在までに、百倍以上の高速

して、本稿と同様のコンテンツ特定

さらに実用上の要請からは、ごく

化や大幅な高精度化を達成してい

を行うことが一般的になるのはそう

短時間（数秒間）の問合せ信号に対

る。これが今回、新たにスマートフ

遠くない将来であろう。

しても、類似のものとの混同や誤認

ォンによるコンテンツナビゲーショ

識を起こすことなくコンテンツを特

ンが可能になった背景である。

定する判別能力が求められる。

いくものと考えられる。
お問い合せ先

るコンテンツナビゲーションを実現
するためには、メディア探索エンジ

本稿で述べたようなメディア探索に

ンにおける高速性、ロバスト性、判

よるコンテンツ特定技術は近年活発に

別性が大変重要である。

研究開発されており、年々進歩してい
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は、今後ますます我々の身近で活用
され、我々の情報検索の幅を広げて

このように、スマートフォンによ

ビジネスコミュニケーション

このようにコンテンツ特定技術

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メディア認識研究グループ
柏野邦夫グループリーダ
kashino.kunio@lab.ntt.co.jp

49

エンタープライズICT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

マルチバンド撮影技術によるデジタルアーカイブ
NTT コミュニケーション科学基礎研究所（以下、NTT CS 研）では、超高精細の色表現を持つ画像撮影技術（分光画像撮影技
術）を研究している。これは RGB 三原色を超える高い色再現を可能にする。NTT CS 研では基礎研究と並行して、この技術を
貴重な文化財に対して適用し、デジタルアーカイブやテジタル美術館としてフィールドトライアルを進めている。本稿では、
これらの適用事例と技術的課題について報告する。

マルチバンド撮影技術は RGB の
３つの素子の反応で色を記録するの
ではなく、より多くの波長感度を持
デジタル画像の利用が普及して久

つセンサーを用いて、物体表面から

しいが、一般的なデジタルカメラは

の反射光スペクトルをより正確に記

RGB（赤緑青）の三原色ですべて

録する方法である。多様なセンサー

の色を表現している。しかしカメラ

から得られる多くのバンドの画像情

の赤・緑・青それぞれの感度は、人

報をマルチバンド画像と呼ぶ。観察

0.9

間が感じる赤・緑・青の３つの感度

される物体からの反射光スペクトル

0.7

とは必ずしも一致せず、また人間の

と、ディスプレイの特性がわかれば

捉えられる色の範囲よりも狭いのが

ディスプレイの性能の範囲で誤差の

現実だ。そのため、広範囲の色を捉

少ない正確な色の表示が可能とな

フィルタの分光透過率
1
0.8

透過率

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

る。この方法では、反射光スペクト

分野では、３原色を超える「マルチ

ルを物体表面の分光反射率と照明光

バンド撮影」技術の研究が進められ

スペクトルに分離することもできる

ている。この技術の重要な適用分野

ので、撮影した照明光ではなく、観

として、文化財デジタルアーカイブ

察時の照明光のスペクトルでの画像

が注目されている。たとえば、美術

を再現することも可能になる。

480

580

680

780

波長［nm］
Red（with filter）
Green（with filter）
Blue（with filter）

分光感度

えることや、正確な色再現が必要な

380

380

480

580

680

780

波長［nm］

品の色は時間がたてば色あせてしま

図 1 2 ショット型分光画像撮影装置

うし、事故が起こった際には復元す

過させるフィルター（図１中）を装

ることが難しい。あらかじめ詳細に
デジタルで記録（アーカイブ）して

NTT CS 研では、簡便なマルチバ

着して再度撮影する。フィルター装

おけば補修作業を行う際にも役立つ

ンド撮影方法として、2 ショット型

着後のカメラの分光感度は、図１下

し、いったんデジタルアーカイブし

分光撮影システムを使用している

になる。得られた２つの 3 バンド画

ておけば、現地の美術館に行かなく

（図１上）。

てもネットワークとディスプレイを

2 ショット型分光撮影システム

通じて詳細にそれらの美術品を鑑賞

は、市販の RGB カメラで一回撮影

したり調査したりすることも可能と

し、さらにこのカメラに各 RGB 素

なる。

子の反応する帯域の約半分ずつを透

50

像、計 6 バンドの情報から、分光反
射率を推定し、Adobe RGBよりも広
い範囲の色を記録することができる。
2 ショット型分光撮影では、市販
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図 2 アジャンタ石窟壁画の撮影結果

のカメラを用いることができるので、

いられている懸装品の撮影と織物

特殊な装置を用いる分光撮影方式に

の専門家による評価を行った。

比べ、容易に幅広い環境で撮影を行

この実証実験は文部科学省の平成

うことが可能である。 実際に様々な

22年度「デジタル・ミュージアムの

環境下での文化財アーカイブに本技

展開に向けた実証実験システムの研

術を適用する実験を進めてきた。

究開発」事業の一環として、財団法
人祇園祭船鉾保存会の協力の下に立

図 3 船鉾の装飾品の撮影結果

図 4 フェルメールの模写による
事前試験撮影の様子

命館大学と共同での実施である。実

て、60 インチの多原色 4K モニタ上

証実験では、例えば、400cm×80cm

に表示する。これらの最先端の色再

（1）インド考古局と東京文化財研

の被写体を3.6億画素の高精細6バン

現技術・デジタル表現技術を組み合

究所の調査研究事業において協力

ド画像として記録した（図３）
。これ

わせて、美術品の高品質なデジタル

依頼を受け、世界遺産アジャンタ

らの撮影画像もとに専門家に聞き取

再現が実際に可能であることを確認

石窟の壁画を撮影した。

り調査を行い、画像から読み取れる

した。

この撮影では暗い環境下での広い

微妙な色のグラデーションが、さま

これらの動画は、現在開催中の「フ

被写体の撮影に対する2ショット型分

ざまな刺繍技法による 3 次元的な織

ェルメールからのラブレター展（10月

光撮影の有効性を確認した。壁画へ

りの構造に由来していることがわか

16日まで京都市美術館で開催予定）
」

の影響を最小限に抑えるため床置き

るなど、研究資料としての有効性を

にて来場者に実際に鑑賞いただいてお

した照明のみの70ルクスから150ルク

確認することができた。

り、これまでのアンケート結果からは、

ス程度の非常に暗い条件下で、超高

（3）絵画の多原色デジタル動画展

本物の絵画と色合いが近く、細部まで

感度撮影が可能なカメラによる分光

示実証実験

見ることができ、楽しめた、などの好

撮影を行った（図２）
。従来は分光放

最近では、デジタルミュージアム

意的な感想が寄せられている。

射輝度計のみでの分光測定のため、

への応用の検証のため、著名な絵画

NTT CS 研では、今後実証実験に

撮影した画像とスペクトル情報との

を高精細分光撮影し、多原色モニタ

より得られた知見・課題を検討し、

関連付けが難しかったが、今回の分

に表示する実証実験を実施している。

色再現技術の研究をさらに進めてい

光画像撮影により、画像全体のスペ

具体的には、事前に撮影した本物の

く予定である。

クトル情報が記録でき、スペクトル

フェルメール絵画の高精細分光画像

情報を用いた非接触・非浸蝕での物

（図４は模写絵画を使って試験撮影し

理的解析への利用が期待されている。

た様子）を、NTT未来ねっと研究所

（2）伝統技法の記録価値を確かめ

の 4K 動画配信技術を使って、4K 動

る目的で、京都祇園祭の船鉾で用

画に変換し、シャープ㈱の協力を得
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