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社会課題を解決する革新的サービス創出に向けた研究開発に取り組む
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5 ウルトラリアリティ・アバター

リモートワールドでの協調作業
NTT サービスエボリューション研究所（以下、EV 研）のイノベーティブサービス研究プロジェクト、サイバネティック
インテリジェンス研究プロジェクトでは、新領域開拓による新たなサービス創出に向けて、実在感のあるリモートサービ
スを可能にする「サイバネティック・テレポーテーション」実現のための研究開発を進めている。本稿では、遠隔の人と
の協同作業に資する「ウルトラ・リアリティ・アバター」の先駆けの取り組みとして、その人らしさを外化するプレゼン
代行ロボットや、その人の特性に合わせて理解や共感を支援する研究について紹介する。
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3. 展示会プレゼン代行
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仲間のように阿吽で相手を理解でき
る支援を行う。その実現に向けて、
個人の特性の違いを把握する技術
と、コミュニケーションで交わされ
る要素を増幅・減衰・変換して理解・
共感が生まれやすく調整する技術に
取り組んでいく。その技術を確立す
ることで、心身的に労することなく
共感・共鳴・理解・信頼を生み出し、
多様性が活きた協同作業が行われる
世界の実現を目指す（図３）
。

プレゼン印象の比較実験結果
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