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久婁:誉W露掴雲
たまっていた本でも読もうかな。

この木なかなか而I‘:1いぞ。作家の

新しい作風への挑戦がうまくはまっ

ている感じだ。それにしても、気持ち

よく本の世界に没入でぎたなあ。ど

うしてだろう。そうか。リピングルー

ムが知らないうちに｢森林浴モード」

になっていたんだな。餓色も空気も、

まるで高原の森の中にいるみたいだ。

ゴミを捨てようとしたら、いつの間に

かゴミ箱が近くに来てくれるし､ずい

ぶん快適になったもんだ。

お、コーヒーを入れてくれたのか。

僕がソファーにずっと座っていると．

一ヒーを飲みたがるのを党えていてく

れたのか。助かるなあ。

来繍概砺藤ボ
ら､少し耐発しておいしい食ﾘに行こ

う」と典と約束していたんだった。そ

ろそろ店を決めなくちゃ。

後はイタリアン･レストランがいいの

か。そういえば新僻旅行はイタリアだ

ったな。あ、雌1mディスプレイに｢隠

れ家イタリアン｣の人気ランキングが

表示されたぞ。僕と妻の話を聞いて

探してくれたのか。剣が利くね。

この店はどうだろう。行ったことは

ないけど評判もいいし､何より店の雰

囲気が良さそうだな。よし、このレス

誘導する

し

トランにしよう。

弓云の辺りに来るのは久しぶりだな

Ｌ－あ。店もずいぶん変わっちゃっ

ている。それに、あのレストラン、口

コミに｢場所が分かりにくい｣って瞥

いてあったぞ。無事に着けるかな。

メガネの左側が震えたぞ。ここを

左ってことか。あれ？あそこにある

小さな滑板だけ目立つように兇える。

そうか､そこの路地を入るのか。

このメガネ、街歩きには本当に便

利だ。方向音痴の僕でも、このメガ

ネをかけ始めてからは迷子知らずだ

しね。妻はメガネをしてないから｢看

板なんてどこにあるの｣って言ってい

るよ。まあ､任せておけって。
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第１部く総論＞

生活に溶け込んだ

②機械が定めた手継さ
に則って操作する

手伝う幾多の機械

機械

人が自然に過ごしていると適切にアシストしてくれる"やさしい機械"が生活に溶け込み始める。

人や周りの猟境を読み取り､人を邪魔しない形で動く技術がそろいつつあるからだ。

もう、人が機械に合わせる必要はなくなる。

人が槻械の存在を恵識しなくても、

機械が適切な場面で適切なアシスト

をしてくれる－m)。そうした未来が

間近に迫っている。

これまでの機械のほとんどは､人に

1対1で向営合って対話することを強

制してきた。常に人が起点になって

｢機械に何ができるか｣を考え、機械

ごとに定められた手続誉に従ってボタ

ンや画面を注視しながら操作しなけ

ればならなかった。ジェスチャーや音

声で機械に意図を伝える新しいユー

ザー･インタフェースも拡大しつつあ

るが、ボタンやタッチ･パネルなどで

入力していた内容を置ざ換えるだけ

にとどまっているのが現状だった。

これから到来するのは、人と機械

の関係の大きな変化だ。人や周りの

環境を適切に読み取り、人に迷惑に

ならない形で悩報の提示や行動の誘

導を行う技術が出そろいつつあるか

らだ。人と機械の境界が暖昧になり、

人の行動に応じて同時並行で複数の

機械が動作するようになる。目指す

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

の機械ができることを

人哩膨

形
人

Ｈ１．これ寵で

■
Ｌ血。

これから

何番だけが棚舜雨．

時間．… 参

瞳琶
図１たくさんの機械が人と共生し始める

これまでの槻披の多くは、人に1対1で向き合うことを強制してきた。人が指示を出す前に先回りして動いたり、人の思報や行動を邪魔しないように童
いたりする複数の樫械が生活シーンの中に溶け込む世界がやってくる。

謹診｜〔
．；③複欽の捜按ど

趣蝿臓礁理．

1対多のチーム型のつながり瀞
一．一
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Iま､気が利く"やさしい機械"の遍在

と協調だ(図1)。

"やさしい機械"を考え続ける

例えば､家の中で人が部屋に入っ

たとき。これまでは人感センサで照

明をオンにするところまでだったが、

部屋の中で人がどんな行動をしてい

るかによって照明条件を最適化でき

るようになるだろう。人の入室を検

知して助き始めたエアコンは、人の

居場所や体表洲庇、発汗状態などを

監視しながら､その人にとって最適な

jｉ

１９９８年Ｂ隅

｢iMacl発売

１９９５年８屑

『Windows９５１発謎

蝉

I
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体感温度を保つように最小限の電力

消費で動作する。さらに部屋の中で

椅子に座ろうとしたときには､家族の

中の誰が座ろうとしているのかを識

別して事前に高さを調整してくれる

だろう。

では、やさしい機械とは、どのよう

な形をしていて､どのような機能を備

えているのか－そこに明確な定

義はまだない。そうした機械を創造

していく競争が､今まさに始まろうと

しているのだ。加えて、人と機械の

間をつなぐ技術の急速な進化によっ

て、機械の姿はどんどん変わってい

く。人の生活をより班かに､より快適

にするための機械の新たなあり方を

探り続けることになる。エレクトロニ

クス業界がなすべきことは､まだまだ

たくさんある。

機能詰め込み型からの脱却

歴史を振り返れば､エレクトロニク

ス機器の進化の第一のilillIは｢小型化」

注1)本記耶では稲子機器やソフトウエアな
ど､エレクトロニクス技術の応用物全般を｢機
械1と表現する。

雫拳､穂詞慧IjFI時窪
一

』

四 スマートフ2オシ、

タブレット端末の時代
|頂填埋め込廻挫器’

小型ロボット

器鑑識

１ 」
Ｆ~窯＝

源論時総里｡i･霧３月…※Ｉ-2011年１月
‘Ｉ「Ando;djﾀプﾚｯﾄ発売

：ﾛｵ･画qﾛ■EEP -2011年11月
．:i6n:1.死-:塞ぎ･蕊「KInde融ej発売

罰蕎識藍爾雷閏！一一閣麓昌莞国 小型化

一惨
↓

～圏０１６膳

↓↓、I『↓↓＋
～２０１０１～201唱 ～２０２０１(年】

図２小型化とモパイル化が超小型槻器の時代を呼び込む
パソコンが技術巡化を張引していた2000年ごろから、エレクトロニクス機器は小型化とモパイル化の二つの紬で進化してきた。今後も二つの柚での
推化が続けば､ウエアラブル槻器や環塊埋め込み型機器､小型ロボットなどの形をしだやさしい機械"の時代が訪れる｡
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｢低価格化｣だった。これによって、

一昔前の大型コンピュータで実現し

ていた減算性能を特つコンピュータ

を、一人1台ずつ持てるようになった

のだ。技術の｢大衆化｣ともいえる進

化だ。イル帯電話機の急激な将及が進

んでからは､第二のjIilllとして｢モパイ

ル化｣が加わった。現在はスマートフ

オンとタブレット端末が技術の進化

を牽引している(前ページの図2)。

半導体の微細加工技術や部品の

小型化技術などを棚に、より多くの

機能と、より高い性能を、より小さな

億体に詰め込んできた。これが､エ

レクトロニクス業界のこれまでの歴

史だ。こうした進化は､もちろん今後

も続くだろう。スマートフオンなどの

携帯型コンピュータへの機能の詰め

込みを継続し、より跡く･怪く・高性

能な汎用コンピュータを実現してい

く方向性だ。ただし、そこには厳しい

競争が待っている。価桁やデザイン、

ブランドで世界中の航合企業としの

ぎを削りながら､大量に売れる商品を

生み出し続けなければならない。

エレクトロニクス業界には今､こう

した方向性とは異なる新たな道が示

されている。これまで培った機械の

小咽化や高効率化､無線化の技術を

生かし､機能の詰め込みとは一線を

画す新しい機械を創出する道だ(図

3)。その応用分野が､人の生活に溶

け込んだ"やさしい機械"である。

人型ロボットが目標ではない

人にやさしくて気が利く機.械と聞

いてまず想像するのは､いわゆる｢ロ

ボット｣や｢人工知能｣だろう。

「2001年宇宙の旅｣で描かれたコ

ンピュータ｢HAL9000｣に､｢スター

ウオーズ｣シリーズのロボット｢R2‐

D2｣や｢C-3PO｣､１０万馬力の力を持

つ｢鉄腕アトム｣や未来の世界からや

ってきた｢ドラえもん｣－ｂ未来の

世界を想像した近現代の人々は､人

と対等な関係にある機械の婆を棟々

な形で描いてきた。

こうした機械を実現できる道筋は、

残念ながらまだ見えていない。脳や

神経､筋肉などの働きを正しく再現

する技術の火現には課題が山積して

いるからだ。ロボットの研究に従亦

し、現在は主に人と機械の関係に閲

する研究を手掛ける東京大学情報

理工学系研究科コンピュータ科学専

攻助教の坂木大介氏は､｢本当に人

のように振る舞えるロボットが登場す

るまでには今後50～100年ぐらいは

掛かるだろう」と指摘する｡｢それなら

ば､完全な機械を目指すよりも、まず

は人と機械が補い合う形にするべき

だと考えるようになった｣(坂本氏)。

そもそも､人と同じ機能を持った機

械を実現すること自体が目的ではな

い。例えば､人型のロボットが人と同

じように掃除機を操作する状況を想

像してほしい。述和感を持つはずだ。

｢床をゴミやホコリがない状態にする」

という掃除の本来の脚的を達成する

’
スマートフオンは既に

｢何でもで虐るコンピュータlに
部品の小型化や

濡効臨化を韮にした

図３機能を詰め込み続け

るかの分岐点に

携聯流麗槻への機能追加と高
性能化が進み、今やスマート

フオンは｢何でもできるコンピ
ュータ｣になった。今後も進む

部品の小型化や高効率化によ
ってスマートフォンに棲能を

詰め込み続ける通の他に、複

数の捜械に樫能を分散させて

利用する道が見えてきた。
機能追加と
高性能化

3()NIKK[Ir,.Ⅸ､moNI〔､s20I]12,
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｢この人と蕊したい｣｢そこに行きたい｣と

いった欲求をコンピュータが集められる

ようになり､人がやりたいことを自然に助

けてくれたり、人がやりたくないことを勝

手にやってくれたりする世界です｡｢自動

化｣ではなく､人の｢自在化｣です。

糖蕊'．
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稲見昌彦氏

ilretI1osetllatdisappear・Ｔｈｃｙｗ“vc

themselvesintotl'efabricofevery-

daylifeuntiltheyareimdiRtinguigl1＝

ablefromit(最も核心を突いた技術

とは､蕊蝋『ものだ｡I.'々の生活
柵造と区別できなくなるまで自らを織

り込んでしまう)｣－．Weiser氏が

1991年に発表した論文｢TheCom‐

puterforthe21stCentury｣は、こう

した一節から始まる''。

ユーピキタス｣という言葉は､２０００

年ごろの祷り上がりによって広く没

１
１見えない機械が人の能力を拡張する 慶応義塾大学大学院

メディアデザイン研究科教授

ｸ懸欝雲繊駕競W1霊鵜墓
2012年１０月に公開しました。おかげさまで広く話題になりま

したが､あれは私の中ではとても実践的な応用例です。最終的

には､運転手の視界からクルマを消して､“空飛ぶじゅうたんロ

のようなものを実現したい。

私の研究の方向性の一つが､｢AugmentedHuman｣(拡張

された人間)です。機械が人の手足や五磯などの延長になると

いう考え方です。これまでの機械は､人の意職的な行動を要求

し､そうした行動に応答してきました。それを､無意識の行動で

機械に働きかけられるようにする。そうすれば､人は本来見た

かったこと､やりたかったことに遼騰を案中させられます。それ

ができて初めてAugmentedHumanを実現できるようになる

のではないでしょうか。

今後5～10年先に､｢コンピュータを使う｣という言葉がなく

なっている世界を目指しています。コンピュータやロボットがた

くさん存在するものの､人には凶見えない''ようにしたい。人の

ための最適な形は､人型ロボットと掃

除槻の組み合わせではないだろう。

ここに､機能詰め込み型からの分

岐の意味がある。一つの機械が備え

る機能は限定的で構わないのだ。人

に存在を意識させない機械。つまり、

身に付けられるウエアラプル機器、

壁や家具などに埋め込める環境埋め

込み型機器、アクチュエータを持つ

小型のロボットなどに機能を分散さ

せ､それらを協調させながら動作させ

る。それによって、あたかも一つの万

能な機械が存在するような状況を実

現できるはずだ｡｢テレビ｣や｢携補晒

蒲機｣といった既存製品の枠組みか

ら脱却し、機能の詰め込みから機能

の分散へと発想を変えることが亜要

になる。

卜への再挑戦ともいえる。
■閏.

｢Tl1em5論ﾃdfoundteclmologies

且

AugmentedHumanの実現には、人の生活の再デザインが

欠かせません。どのような場面で、どの技術を組み合わせて人

の能力を拡張するかを考えるのです。これは料理に近いかもし

れません。同じ食材を使っていても､その組み合わせや味付け、

見栄えによって料理の出来は大きく変わりますよね。それと同

椴のことが求められるはずです。幸いなことに、日本人シェフ

や日本料理は､その丁寧さや見栄えなどから世界中で高い評価

を得ています。日本人の気質に合っているのでしょう。Aug

mentedHumanの分野でも、日本の技術者が.』レシピ作り"で

活躍できるのではないかと期待しています。（酸）

｢ユビキタス富lへの再挑戦

こうじ発想は､故髄rkWcis“
氏が1988年に提唱した｢ﾕﾋｷﾀｽ．
コンピューティングlというコンセプ

透したものの、その概念が時間の経

過とともに変節してきた勝｡｢『遮なす

る｣というユビキタス本来の惣味が強

調されすぎて､いつの間にか『多くの

機器を置く』ことが目的になってしま

った｣(慶応義塾大学大学院メディア

デザイン研究科教授の稲見昌彦氏。

上掲の｢見えない機械が人の能力を

拡張する｣参照)。

機械を数多く置くだけで人の生澗

を豊かにできるわけではない。これ

までは｢たくさん置いた機械で何をす

るか｣という目的が明確でなかった。

単にネットワークにつながる機械が増

えただけだった。遍在する機械が、

人に存在や操作方法を意識させずに

動作できる技術が整ってきたことで、

｢姿を消す｣というWeiSer氏が提IV1
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人を知り､人を動かす

“やさしい機械'，の遍在と協調が今

後5年穏皮のうちに一般的になる素

地は-'一分に整いつつある。“人を知

る，'技術と"人を動かす瓢技術の研究

開発が着実に進んでいるからだ(図

4)｡｢技術はそろってきた。あとはど

う組み合わせるかだ｣(慶応義塾大学

の稲見氏)。

人を知る技術については、これま

で人の存在や行動を認識していた機

械が､感情や欲求といった人の状態

まで認識できるようになる(pp38-43

の第２部｢カメラや生体センサを使っ

IntelにＩＢＭ､Qualcommも

名だたるエレクトロニクス企業もこ

こ最近､一斉にこうした方向性を打

ち出し始めた。例えば米11,Lel社。米

国内での産学連携プロジェクト群

｢IntelScienceandTeclmologyCen‐

ters｣(ISTCs)の一つとして2011年９

月に｢ISTCforPervasiveComput‐

ing｣を立ち上げ、米Universityol

Washir'9tonなど6大学と共同でパー

ベイシブ(行き渡った)･コンピューテ

ィングの実現に向けた研究|ﾙﾘ発を進

めている。

このプロジェクトに携わる同社

PrincipalEngineer,InteIWire】ess

CommunicationLabのAnthonyLa‐

Marca氏は､｢次世代のパーベイシプ・

コンピューティング･システムは、環

境から収稚したエネルギーを使って

図４人を知り､人を動かす

人を知る技術と人を動かす技
術が進化する。これまで桟按

は人の存在や行動を認職して

きたが､今後は人の状態や感
怖を厩み取れるようになる。

併せて､捜器のウエアラブル

化によって､違和感を持たせる

ことなく人を齢導できるように
なる命

・lCoverStorソ

など、モバイル機器の進化によって、

今まで人には見えなかったものが見

えるようになる。さらに､挽滞電話機

だけではなく、あらゆる機器が賢くな

る。我々は､モバイル化による進化の

端緒に就いたばかりだ｣(同社Senior

ViccPrcsidcntandCl1iefMarketing

OHicel･のAnandChandrasekher氏)。

Ｉ（人唇知る）

:鮒,鎧

F

L

人が来たら
自動で点灯

仮想的な

作鎗空間の
表示》
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鯛人の存在

人が凧れたら

自勘で洗浄

センシングし続け、人々の行動の文

脈を深く理解し､新しい物体や作業、

文脈を学ぶ､といった能力を伽えるも

のになるだろう」との兄解を示す。

米IBM社は｢コグニティプ(認識

の)･システムの時代｣が来ると主張

する。同社は2012年12月に｢今後5年

間で人々の生活を一変させる五つの

イノベーション｣(ＩＢＭ５ｉｎ５)として、

(1)遠隔で手触りを再現する触覚、

(2)Iilji像から洞察を得る肌覚､(3)人

や珊境が発する菅の意味を解釈する

聴蝿､(4)人が好む風味を予測する味

覚､(5)病気の予兆を呼気から検出し

たりする喚覚、を挙げた。同社の研

究所での成果などに巡づざ､今後5年

間で人の逼感をコンピュータが模倣

可能な時代が到来すると予測する。

また米Qualcomm社は、モバイル

機器の新しい可能性として､｢デジタ

ル･シックス･センス(デジタル第６感)」

という言葉を提唱し始めた｡｢拡張現

実感(AR)の実現や人のセンシング

ジヱスチャー

ﾄ現実空間と仮想空間の『

画画

云幸〆

＞画像鰐徴に基づく推定
人の状態し脈波センサ､圏波センサ

ト混1通画像センサ

し現冥の慌報の鍾彊

ｳエアラブル

＝
＝弓

？
し存在を窓職さ

可

･せない断溺

シームレスな移行、

したユビキタス・コンピューティング

の原点に立ち返ろうとする機運が高

まっている3)。

人を動かす



ﾚﾜｲﾔﾚｽ給耐の伝送距離･効率向上
トエネルギー･ﾊー べｽﾃｨﾝグの効率向上
し寵池の容稲当たり電力容量の向上

鶴特集

て、人の感情や振る舞いを把握｣参

照)。人を動かす技術では､据圃型で

ユーザーの要１４Wに応じて悩報を提示

したり、助作したりしていたものが、

モバイル化によって、場所や行動に

対して応答できるようになった。今

後はウエアラプル化が進むことで、

現実の惜報を拡張して人に伝えたり、

機械の存在を葱職させずに人を誘導

したりできるようになる｡将来的には、

人間の感覚器に面接伝達することも

可能になるだろう(pp50-57の第３部

｢感覚器へ直接訴えて､人機一体化

を目指す｣参照)。

ごろに脳のエネルギー効率を超える

可能性もある(図６(a))。2020年ごろ

までは､半導体の微細化と並列処理

アルゴリズムの進化がコンピュータ

の低消費電力化や高性能化を牽引す

る見通しだ。

その後のポスト微細化時代に州え

て、コンピュータ・アーキテクチャを

抜本的に変える研究も進んでいる＝

例えばIBM社は､脳の柵造を模した

半導体｢CognitiveComputingCl1ip」

を開発した(図６(b))。人がl~Iや耳な

どで狸得した悩報から意味を見いだ

すのに近いレベルの処理を、１２Ｗ程

(a)コンピュータのエネルギー効率向上は続く（b)ＩＢＭが賊作した脳型チップ

1940196019802000202020402060

（年）

図62040年には脳と同程度のエネルギー効率に

コンピュータのエネルギー効率向上の歴史を蹄まえると､2040年ごろに脳のエネルギー効率
を超える可能性がある(a)。ＩＢＭ社は扇神経を模した半導体チップ｢CognitiveComputing
Chip｣を試作した(b)｡((a)：Intel社の資料を基に本酷が作成､<b)：IBM社）

ﾄ微細化による半導体撫狽度の向上
ﾄ開馳･肥知ｱﾙコﾘスﾑの迦化
>単位耐力当たりの演鞭性能の向上

NiKKrlIli･〔辱【1,()N,“21)I３－Ｌ２Ｉ３３

>加速度センサなどの小型化･低コスト化Ｐ淡示･駆動部品の小型化･低コスト化
，ｶﾒﾗの4唾』化･低コスト化険人の行動を妨げずに支掻する工夫
，廉波や箇波などの新しいセンシング＞目的の捜能に適した箆体形状の検討

センシグレ演騨Ｐ動作
f､力

基盤技術の進化が支える

「センシング｣｢演算｣｢動作｣という

機械の基本要素に関する技術の小型

化とiWI効率化も、“やさしい機械"の

実現に寄与する(図5)。

センシングでは､例えばカメラ･モ

ジュールの小型化が代表的だ。ソニ

ーが2013年5)lに出荷開始予定の1/４

型で808万II1Ii紫の,卿I｢IY134F9-Z」

は､オートフォーカス機能付きにもか

かわらずモジュール高さが4.2ｍｍま

で低くなった。寸法的には、あらゆる

機械が商籾細なカメラ映像を人力悩

報として使える状況になっている。

脈波や脳波などの情報を得る新しい

センサも､徐々 に小型化や低コスト化

が進み､利用しやすくなるだろう。

演筑では､コンピュータのエネルギ

ー効率が指数関数的に高まっている。

このままのペースで行けば､2040年

脳

図５“やさしい機械''の登場を促す技術進化

人の状況を暁み取って自抑的に助<‘'やさしい槻械"の笠埋を促すのは､センシングと演算､蹴
作のそれぞれの技術の小型化と高効串化だ。それらの処理の基銘となる耐力供給の不安をなく
す技術開発も進む。
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歯|雲|人が嫌がるところは見ない

搬械が得激な作漁に鞘化

ｒ
Ｌ 人を動かす人を知畠

然な操作を求めないこと､(2)人や猟

境の状況変化から今を推察すること、

(3)人が見られることを嫌がる部分は

見ないこと､が原則になりそうだ。

このとき、機械が完全に存在を消

す必要はないだろう。機械に触れる

ことを人に求めるのももちろん柵わな

い。複雑なことを機械に伝えるとき

でも人の負荷にならない、なるべくI‘Ｉ

然な入力方法を用意すれば､人と機

械の関わり方は大きく変わるはずだ。

また､一つの機械ですべてを理解し

ようとはしないことが大事だ。複数

の機械やクラウドヒに分散した機能

の組み合わせによって、仮想的な一

つの機械を実現すれば良い。

“人を動かす"部分では､(1)人の

行動の邪魔をしないこと､(2)人より

も機械が得意な作業だけを行うこと、

(3)人の判断を優先させること、が火

事になる。

人は機械に強制的に動かされるこ

とは望まないものだ｡自分が｢したい」

と思ったことのうち、而倒な部分だけ

を機械が上手に肩代わりしてくれる。

情報の提示や物理的な動作において

こうした気配りができることが､人の

生活を豊かに､快適にしていく。

ｰ

度で動くといわれる脳と同程度のエ

ネルギー効率で実行できる日もやっ

てくると期待される。

動作の要素では､人に怖報を提供

する部品の小型化が進化を支える。

例えば悩報表示用のディスプレイで

は､眼鏡と同程度の重さや大きさで

商糊細･高脈度な映像を表示する透

過型ヘッドマウント・ディスプレイに

期待が染まっている(”44-45の｢離

陸の兆しを見せるHMD｣参照)。現

実の映像'１１報をそのまま人の目に入

れるのではなく、状況に応じて一部

分を目立たせた映像に変えるといっ

た、認知しやすくするための工夫も

凝らされるだろう。この他､聴覚や触

覚などを利用して人に悩報を提供す

る部品の小型化も進む見通しだ。

小型化と高効率化に加えて、やさ

しい機械を遜在させる際の障壁とな

１
、

(不息然な』緋態求めない ノ ｛人の行雌妨げない

人を知る

３４NIKKlIIzLI('1R(〕NI(S211IJl2

）[ﾉw開嶋から''媒する

人のセンシシグ
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人に｢邪魔だ｣と思わせない

やさしい機械を実現するときには、

ハードウエアの進化だけではなく、人

に｢邪魔だ｣｢おせっかいだ｣と思われ

ない距離感が重要になる。人と機械

の関係をどのようにすれば機械が人

の生活に自然に溶け込むのかを徹底

的に考え、その原則を守ることが欠か

せない(図7)。

まず"人を知る"部分では､(1)不自

るのが、値力供給の問題だ。もちろ

ん、センシング･処理･動作における

エネルギー効率向上は欠かせないが、

すべての機器が大型の晒池を備える

状況は好ましくない。ワイヤレス給

電技術の伝送距離および伝送効率の

向上と受電コイルの小型化､エネル

ギー･ハーベスティング技術の効率向

上が今後も期緋される。

Ⅷ

図７どんなシナリオを作れる力､の勝負に

人と機械の関わり方には､人の思考や行動を邪腿しないという前提がある。既に嬰素技術はそ
ろいつつある。どのような新しい生活スタイルや行動シナリオを提示できるかが皿嬰になる。

｢人の生活･行動をどのように変えるか｣ありきで
各狸の技術を組み合わせる

人の判断を優先する

>人の行動の意味理解
し人の状態の把握
ﾄ頂塊の人八の影審を推定

Ｉ

>人の動き(動作､位置､声）

ﾄ人の状悶(温度､脈波）
ﾄ珂塊(温度､明るさ､奇）

↑ ↑ ↑

意味の理解 人の醗違

ﾄ視覚や聴覚への怖朝提示
>身体のメカニズムを使った協潟
卜機械が柵慧な作柴を先に実行
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川島隆太氏
東北大学加齢医学研究所教授

コミュニケーションの質を計測可能に
"共感する脳，，でブレークスルーを起こす

脳の同期反応で人の共感を測れ

るという研究成果を発表されました。

研究のきっかけは､科学技術振興

機椛(JST)の｢平成21年度先端計測

分析技術･機器開発蛎業｣に採択さ

れて、脳活肋を計測できる超小型近

赤外分光測定装慨の開発に成功した

ことです。同装置は従来､近赤外光

を川いて血流を兇るための装置とし

て噸肋脈や末梢の助脈に当てて利用

していました。

この装砥を小さくすることで､頭の

どこに付けてもストレスなく脳内の血

流の状態を測定でさるようになれば、

(写真：尾苗澗】

大脳の活動を画像化で誉るとして、

開発を進めたわけです(次ページの

｢超小型NIRSと相関係数で脳活動

の同期を計測可能に｣参照)。

脳は測る場所によって分かること

が異なります。我々が注目したのが、

額の眉間の中央辺りです。他者との

コミュニケーションが円滑に進むと脳

活動が活発になる領域で､専門的に

は背内側削頭前野と呼んでいます。

ここをリアルタイムで測れるように

なったことで、人と人とのコミュニケ

ーションがうまくいっている行動作業

中に脳活動のゆらぎが同期すること

を見いだしました。

もしかしたら“コミュニケーション

の質''を計測できた可能性があるとし

て､追加実験を実施しました。具体

的には､大学生4人にしりとりをさせ

るというものです。１人ずつ頭の中で

考えていく場合と､４人で協力して誰

が答えてもいいが、できるだけ長くや

り続けるという実験を実施しました。

その結果､１人の場合では同期は見ら

れませんでしたが､４人で協力した淵

合はある特定の個人の間で脳の強い

同期反応が確かに起こることが分か

りました。

我々はこの現象を"共感する脳"と

呼んでいます。一つひとつのコミュ

ニケーションをきちんと定量化できて

いることを科学的に証明で匙れぱ、

新しい観点からものづくりを進めら

れると思っています。

－２０１２年11月末からコンソーシ

アムへの募集を始めています。

“共感する脳"の産業化を図りたい

と考えています。通常は大学で基礎

研究を終えたものを商品に利用しま

せんか、というスタンスですが、今回

は､新しいアイデアのきっかけをつか

んだにすぎない状況です。大学で脳

NIKKm皿Iz〔mM)N,〔､s2ol3,2，３５
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の活動をリアルタイムで測定すると

ころまでは持っていきました。ここか

ら一緒にアイデアを形にしていきまし

ょうという提案です。

まずは異業種の企業が複数集まっ

たコンソーシアムで可能性の根っこ

を育てていきたいと考えています。

そのため、当初は1社の企業と特定の

出口に向かった小さな研究をするつ

もりはありませんｃそれでは学術的

にも、産業的にも半歩先の商品しか

作れないからです。異業種の方々と

共感する脳をコア技術として何か新

しい方向性がないかを模索したい。

野望としては一歩先どころか､三段

飛びくらいで前に出るようなブレーク

スルーを起こすつもりでいます。

近赤外分光測定を用いた脳の研究

は11本が優位に立っている分野です。

日本の独壇場の技術ですから、でき

ればH本企業が元気になるために活

用できればと考えています。

一"共感"を計測できることで､新た

な産業が生まれるということですか。

これまでは､個人が楽や便利にな

ることを主眼にものづくりをしてきた

のではないでしょうか。経済環境の

問題や人口減少など個人の観点だけ

では立ち行かなくなっていることが、

現状の閉塞感の根本原因にあると感

じています。

我々は、次のものづくりの目標を

｢ルネサンス」と呼んでいますが､家

超小型ＮＩＲＳと相関係数で脳活動の同期を計測可能に

これまでに４人でのしりとりでの賦験をはじめ､原子力発晒

所での全緬源喪失の際のシミュレーション試験(指揮命令者１

人と操作者3人の合計4人)などを実施し､脳活動の同期を確

認してきたという。

超小型ＮIＲＳ

‘Ａｒ」

脳活動のゆらぎが同期

超小型NIRSを用いて４人でしりとりを実
施した結果､特定の個人間で園活動のゆ
らぎが同期することが分かった｡(写真：

東北大学）

集団で知的作業時に脳活動を測定

;弓Ｉ別に頚の中でしりと
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で測定したデータには脳血流以外に頭皮血流などの生体雑音

が含まれており､複数回の測定結果の加算平均法を用いて雑音

を除去するため、リアルタイムでの計測が困難だった。今回の

裟囲では､新たに頭皮血流情報を取得可能なセンサを追加する

ことで､リアルタイムで脳血流成分のみを抽出できる。

脳活動の同期を計測するシステムは､東北大学大学院工学

研寵科教授高橋信氏と共同研究したもの｡光計測のデータに

定量性を持たせるために相関関係を利用している｡具体的には、

｢distancecorrelation｣と呼ぶ相関計算で相関関数を導き出

している。時定数の中で､ある間隔でのパターンが似ているか

どうかを判定する。

現在､超小型NlRSを20台作製しており､２０人まで同時計

測が可能である。超小型NlRSの重さは1台当たり約1009.4

人の計測に2台のノート･パソコンが必要である。超小型

NIRSからはZigBeeでノート･パソコンへデータを送信してい

る。ノート･パソコン上では数十ｍsの遅れで､個人間の相関関

数を画面表示することが可能である。

そもそも脳活動が同期するのではないかと考えたのは､呼吸

や心拍の雑音をフィルタで取り除いても｢周波数によらない不

思脹なゆらぎがあったため｣(東北大学加齢医学研究所教授

川島賎太氏)。従来､ゆらぎは雑音として無視していたが､その
ゆらぎに意味があるのではないかと研究を始めたとする。

圃砥Efのｊ３らぎは●＜Ｒ期し唾L’ 10文ロ、人貝看回鳳垂の吟昌ざが同蹴ｒモ

３６Ｎ1KK【･IILI《･【R〔癖,(･s20l3‘12,



族や集団などの人と人のつながりを

大小にするものづくりが必要だと感

じています。もちろん技術を否定し

ては何も始まりません。我々は人と

人がコミュニケーションを取り戻すた

めに､技術を使いたいと考えている

わけです。

これまでもコミュニケーションの重

要性は分かっていましたが、それを

ませんでした。今回

雌利用できれば､．
測る手段病耐ませんでし

の‘燦感する脳,雌利用でき
ミュニケーションを測れる物差しがで

きたことになります。そうなれば、

嫌々な作職が立てられるわけです。

例えば､巡隔医縦ですが､最大の

間脳は､医師と忠者の関係において、

遠隔でも対面で医療を受ける場合と

等価なサービスができるかに尽きる

わけです。そこにはエレクトロニクス

やl11i報通信の分野が非常に重要にな

ります。ですが､テレビ会議システム

のように人と人とがディスプレイを介

して対而した賜合､実は脳は紙芝居

を兄ているように感じていて､本当に

対面で人と接している場合とは違う

反応を示すことが分かっています。

つまり､等価ではないわけです。

そうであれば、フレーム・レートを

上げる、もしくは解像度を上げるなど

試行錯誤を行い､遠隔であっても実

際に対而している場合と同じような

共悠を側られるようにするには何が

必要かを洲べていけば､新たな標準

を決めることができます。従来の概

かわしまりゅうた

1989年東北大学大学碇医学系研究科

修了。医学博士｡2001年東北大学未
来科学技術共同研究センター紋授ｂ

2006年東北大学加齢医学研究所脳

機能開発研究分野教授に就任し､２００８
年に同研究所認知椴能発遮寄附研究部
門教授を兼任。現在に至る。

念でのアプローチとは異なる機器眺

発が可能になるわけです。

－長期的な視点でどのような可能

性を感じていますか。

個人的には面白いと思っているの

は､ある種の知的なシステムと人が同

期できる可能性があることです。知

的システムの中でもI:1己学習機能を

持った人工知能(AI)は、システムの

中に階屑性があります。システムの

中に階層性を持たせると、上位から

下位へ､また下位から上位へと双方

の情報の流れが起こり、知的悩報シ

ステムの中にもゆらぎが生じるのでは

ないかとされています。

実際にロボティクス分野でも2聯か

ら3胤ではあるものの､WlWI処理をす

ると回路中にゆらぎが起こることが分

かっています。シミュレーションのデ

梼蕊’

一タでも21Wの傭報処理によって期待

値との差を修正する自己学習を実行

すると、頻繁に予測不能なゆらぎが

起こることが確認されています。

そうであれば、人間の脳のゆらぎ

と人工知能の活動内のゆらぎを同期

させたら、どのようなＨＭＩ(human

machineinterface)になるのでしょう

か。もしかしたら非常にストレスのな

いI‘1分の相棒として働いてくれるよ

うな夢のあるインタフェースを実現で

きるかもしれません。ＨＭＩにＡＩはま

だ使われておらず非ノイマン型コン

ピュータの進化を待つ必要がありま

すが、将来的には人間のゆらぎをモ

ニターして、それをＡＩが利用したり、

ある個人にゆらぎのパターンを学科

回路の中に組み込めれば､ｎ分に似

たＡＩを作れたりする可能性があると

考えています。

NIKK副ELr〔･TRoNI〔･s1q13,｡】３７
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カメラや生体センサを使って
人の感‘情や振る舞いを把握
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人の感情や振る蝶いを理解してくれる機械－

これが､人と機械が共生する未来の創造に向けた第一歩だ。

カメラや生体センサなどの新たなセンサの活用が不可欠となる｡

人と機械の共生に向けて必嬰とな

るのが､機械が人の感柵や振る郷い

をより理解することだ｡｢ユーザーが

必要とするタイミングで悩報を提示

しなければ憩味がない｣(オリンパス

未来創造研究所研究コーディネータ

の龍田成示氏)からだ｡このためには、

人から棚械への入力を大きく変える

必要がある(図1)。

これまでは､人が機械に対して働

営かける際には、意識的に入力をす

るのが一般的だった。スマートフオン

の登場により、機器にタッチ･パネル

や加速度センサといった各種センサ

の搭戦が進んだものの、その多くは

機器を操作する隙の人力形態を変化

させたにすぎない。

今後は、こうした意識的な人の行

為ではなく、人が無意職のうちに機

械が人の感情や振る舞いをより理解

していくことが求められる。このため

には､機器に搭職された既存のセン

サ類の活用だけでは不十分だ。セン

サの種類そのものを増やし､顔の表

情や手の動きなどの視覚的な情報

や､脈波や脳波などの生体情報を計

測し、人の感悩や振る舞いを推測し

ていくことが敢要だ。

現在､ヘッドマウント･ディスプレ

イ(HMD)などのウエアラブル機器

に､カメラや脈波センサを搭戦する開

発が着々と進んでいる。さらにウエ

アラプルな脳波センサで人の感仙を

測定できるようになってきた。ここか

らは､新たなセンサの開発動向を紹

介していこう。

入力裟置

これ霞で

,入裡箪

媛略('鰯ﾈﾙ！

無意熟のうちに

入力できる冊報が拡大

》畠霧切り》

》
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意溌的な入力が中心

１ｍ

図１人の行励をもっと知る

これ甑では、人が機械に対して斌胸的な入力唾するのが－般的だった。今後は、無意識のうち
に機械に入力される情報が拡大することで､機械が人の感情や振る詠いをこれまで以上に理解
できるようになる。 カメラで常時自分撮り

まずは、カメラを活用した人の行

ト

》
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、
４

卿
１
生
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角 '方膨ﾝｻなど）

凶6弱など）

恵識的な入力
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動把握だｃ現在、スマートフオンやﾀ

プﾚｯﾄ端末などのモバイル機器か

ら店棚などに設侭された監視カメラ

に至るまで、あらゆる場所にカメラそ

のものは存在する｡･だが、モバイル

機器に搭戦されたカメラはユーザー

自身が懲識的に撮影する必要がある

他人の周囲に設置されたカメラで

個人の行動を細かく把握するのは難

しい(次ページの｢人の肌質をカメラ

で測定する｣参照)。

人に惣識させることなく、カメラで

人の行動を観察できるのが､ＮＴＴド

コモが開発した｢メガネ咽ウェアラブ

ル端末｣である(図2)。メガネと同様

に耳に掛けて装清しながら、人と周

囲の両方の映像を取得できる。

メガネ型ウェアラブル端末は、前

方に6個(外側に4個と内側に2個)、

後方に1個の合計7個の超広角カメラ

を膳戦する。前方の内側に搭載され

た2個のカメラで左右の目を、前方お

よび後方に搭戦された5個のカメラで

周囲の映像を撮影する。これにより、

人のMilIlHの環境と、本人の前から兇

た映像を得られることになる。

取得した映像の活用方法の一つと

して､ＮＴＴドコモが提案するのが｢ハ

ンズフリービデオフォン｣だ。ユーザ

ー141身がスマートフオンのカメラを持

たずに、相手に違和感を与えないテ

レビ悩術を実現で誉る。

典体的には、内側のカメラで目を

撮影し、あらかじめ撮影しておいた

ユーザーの画像に合成する。口の動

(b)後方に1個のカメラ(a)前方に６個のカメラ

周囲環境を理解

人や周附を観察するカメラと共に

進化しつつあるのが、画像認識技術

だ。カメラの映像を解析し、周囲が

どのような状況になっているのか､利

用者がどのような状態かを推測する

必要があるからだ。

周囲の環境を観察するという分野

では、特にI‘1助車向けが大きな進展

を見せている。例えば､自動jliメーカ

ーへの採用を狙って開発した東芝の

lIIIi像脇織プロセサ｢Visconti2｣では、

超広角レンズの映像の補正や運転者

いう。将来はさらに手の動きや顔の

表悩などから利川噺の感情も解析で

雷る可能性がある。

■

1.曇
~
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【c)通垢相手に映像を伝送 背景と目の周囲の写翼
を飯のＣＧに合脱

図２究極の挽稲機器

としてメガネを考える
ＮＴＴドコモ

超広角カメラを７カ所に
搭栽して人と周囲の両方

の映像を取得できるよう
にした。第１弾として、

ハンズフリーでのテレビ

耐話が可能とする。

きはマイクで取得した音声情報､顔

の向営は加辿皮と角逃庇センサで得

られた動営情報から推定する。これ

らの映像と、背面カメラの映像を合

わせることで､あたかも正面から撮影

したような映像を通話先に送ること

がでぎる。ただし、現時点ではメガネ

型ウェアラブル端末にはディスプレ

イを搭蚊していないため､テレビ電話

時に相手の映像は見られない。

この他、新たな活用法として、前

方下部に搭救した2個のカメラで､手

の助きなどを検知することを考えて

いる。これを用いて､｢ジェスチャー

人力をで営るようにする｣(ＮＴＴドコ

モ先進技術研究所先端技術研究グ

ループ主紳研究員の福本雅朗氏)と

国
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る

測定するる技術を応用した｣(ソニーの東堤氏)という。

。業務用肌の｢キメ｣に加えて､「シミ｣｢毛穴｣｢色｣の状態を測定可能と

の肌解析峻砥に比べて､｢小型化と低コスト化を両立した肌測する。肌のキメについては､肌表面の細胞の形状や数量､方信

定器を拠供できる｣(同社デバイスソリューション事業本部イなどを分析することで状態を評価する。さらに､近赤外光を用

メージセンサ事業部馴梁推進部新規プロダクト室統括課長いて皮下にあるメラニンなどの成分量を画素単位で可視化でき

の東堤良仁氏)とする。るという。

ソニーは､金額ベースで世界シェア首位を誇るＣＭＯＳ

イメージ･センサ耶業のさらなる強化策として､"単品
（a)突滴デモの椴子

売り"からの脱却を掲げていた。今回開発した

SSKEPは､その第１弾と位置付ける。同社単独では

なく、美容関連企業と共同での事業化を模索する。

2012年１２月には、化粧品のクチコミサイト｢＠

cosme｣を運営するアイスタイルと共同で､イベント

でのユーザー･デモを実施するなど､実用化に向けた

準備を進めている。

■I｡

〔b)測定結果の例

巳■■■■■

此君江エ■１マ

F'■1油

P萱0心』‘Ⅱ 閏

<悪側から見たところ】

(c)測定原理
測定器

①可視先
近赤ﾀ｜
繍肘

肌表面

肌内部

ユ●■■■

塾
マゥ⑱

メージ・センサや

腕

§滑られた壌像
を解析

『且肌凝血/内剛

から反9ルて
きた光を1ｍ佃

赤外光

光源には可視光と近赤外光を使用

SSKEPは､ＣＭＯＳイメージ･センサと複数の波長

光源､肌解析用ソフトウエアから成る。まず光を肌表

面に照射し､肌の淡面および内部からの反射光を

CMOSイメージ･センサで柵影する。得られた映像を

専用ソフトウエアで解析することで､肌質を測定でき

る仕組みだ。

照射する光は､可視光と近赤外光の2種類。可視

光は肌表面を､近赤外光が皮下の情報を撮影するた

めに使用する。それぞれの反射光を提影するＣＭＯＳ

イメージ･センサは｢夜間暗視システムなどに用いられ

図Ａ－１ＣＭＯＳイメージ･センサで肌質を解析

ソニーは､肌貿を解析をする技術｢SSKEP｣を開発した。可視光と近赤外光を肌

に照射することで､肌の表面と内部の備報を根影する。得られた映像を､専用ソフ
トウエアで解析することで肌の状鯉を棚る｡(図：ソニーの資料を基に本誌が作成）

の顔認識､前方および後方にあるカ

メラを使った接近する自動車の検知、

運転者の脇見連娠検知などを同時に

解析可能だ(表1)。

当然こうした技術は､人向けのシ

ステムにも応用可能である。例えば、

先に述べたＮＴＴドコモのメガネ型ウ

ェアラブル端末とViscoI1ti2を組み合

わせて、歩行者の安全を守る予防安

全システムを作れる。東芝も､｢Vis‐

conti2が備える機能は輪郭や動き､輝

度勾配の検出、レンズ歪み補正など

画像認識にとって汎用的なものであ

４０Ｎ１KKｎ町〔･TRr)N1〔・負｡'111121

り､すぐにでも応用可能｣とする。

ただし、現時点のVisconti2をウエ

アラプル機器に搭戦するのは雌しい。

外形寸法が27ｍｍ×27ｍｍと大きいか

らだ｡｢これを小型化すると、発熱が

問題になる｣(東芝)。

東芝はViscOntiシリーズを民生機

器や監視カメラなどにも職種的に販

売していく考えだ。2013年３月にエン

ジニアリング･サンプルの提供を始め

る｢Visconti3jでは、英ＡＲＭ社のマ

イクロプロセサ用コア｢CorteX-A9」

を搭戦する池。

同コアの搭蔵によって、ネットワー

クで接続された別の機器との巡挑し

やすくする狙いがある｡｢監視カメラ

で撮影し処理したデータを別のコン

ピュータに送ったり、エアコンで顔詔

搬を行って防犯に役立てたりといっ

たことが考えられる｣(東芝)という。

小型化進む脈波センサ

カメラに続いて注目が集まるのが、

生体センサだ。脈拍や血圧、体温と

いった生体情報を常時測定し蓄積す

ることで、人の状態把握に役立てら



後側方２カメラ

表１車戚カメラをターゲットに開発した｢Visconti2」れる°ＮＴＴドコモが開発中のメガネ

ノドリウェアラプル端末では、こうした生

体センサの播戦を想定している。

数多くある生体センサの中で､開

諦子サイドミラー

M唾麺糖
前方カメラ

アプリケーション検知･認識対狼処理内容

J1v線沈脱諦ｌＨｌ白線白線を検知して走行車線を開徽。方向州示鼎を
使わずに白線を頚たごうとすると鋤餓に籍借

前方衝突彊翰］11両前方車両との車間距離を計測し､衝突可能性があ
るときに審告

標戯甥臓摂識標識を認識して運転者に通知

侭 号 開 戯 億 号 色 赤 信 号 を 認 識 し て 運 転 者 に 警 告

前方歩行瀞歩行者自車前方の近くにいる歩行者を検知して通帳新に
検知妥告(昼）要告

前方歩行器歩行者自車前方の近くにいる歩行者を検知して通帳稀に
検知蕎細(夜）蓄告

準線挽胆警報白線白線を検知して自束走行レーンを認識。叩線変史
指示なしに白綴をまたごうとすると運転者に警告

後方衝突蚕報車両後方車両との車間距霞をＩＨ測し､衝突可能性ある
ときに警告

後方歩行譜歩行器自耶後方の近くにいる歩行者を検知して遜転器に
検知饗報蓄告

単線変更支授車両後側方から接近中の車両を検知して迩絃器に荏告

溌子サイドミラーーサイドミラーをカメラとディスプレイに置き換え、
車線変更支援などに活用

右折または歩行者･二輪車右折または左折時に歩行者･二輪車を検知して笹
左折巻き込み警秘報

,､服褒示駐]11支援一上方から見下ろしたように幾示

迦帳窃監視迩瞬ｆ迩娠者を監視して居眠り･脇見を検知して饗皆

染倒監視果貝乗員が子供か大人かを判断しエアパッグやシート
ベルトを制御

叩線逸脱謡Ⅷ 罰測

前方櫛巽彊朝 皿両

化

周囲4カメラ

クルマ迩内カメラ
(赤外細

が活発な の皿流重の

染貝

である。測定を
し

前方歩行瀞
検知妥告(昼）

歩行者

,解析するこ と
前方カメラ
<赤外捌

接方カメラ

前方歩行番
検知蕊報(夜】

歩行巻

で､｢心拍数からは運動能力や緊張

度､心拍変動からは疲労度や快眠度、

ストレス度、加速度脈波からは血管

年齢や助脈硬化度などが分かる｣(ロ

ーム研究開発木部デバイスソリュー

ション研究開発ユニット融合デバイ

ス研究側発センターセンター長の奥

良形氏)からだ。ロームや太陽誘電、

村田製作所などの砿子部品メーカー

各社が、ウエアラプル機器に搭載で

きる小型の脈派センサの開発を進め

ている。

亜線逸脱警朝 白蝦

迦両後方T面突燕報

後方歩行稲
検知饗報

梼難'。

屋圏

;古1斤または
左折逃さ込み費＃Ｈ

歩行者･二輪車側方１カメラ

梁興監視

阻望ヨ

(a)イヤホン型の駄作機（b)腕時叶型の賊作槙

注1)これまでは東芝独巨のＲＩＳＣタイプの３２
ビソト・マイクロプロセサ｢MPE:(Media
ProcessingEngine)」を搭蔵してきたロ

緑色ＬＥＤフォトﾄランジスタ

イヤホンに内蔵する

医療機器と同様に光を用いる手法

を採用しながらも、小型の脈波セン

サを開発したのがロームだ。イヤホン

型と腕時計型の2種類の｢ウェアラブ

ル脈波センサ｣を開発した(図3)。

ロームが開発した脈波センサは、

ｍＤの光を肌表而に照射し､体内で

反射した光をフォトトランジスタで検

出する。勤脈中の酸化ヘモグロビン

は光を吸収する性質を持つため､反

射光斌の時間変化を測定することで、

(c)測定原理

n塁

NlKKElE皿IRON,(齢20i]12,４１

一一

図３反射光で脈波を測定

ロームはイヤホン型と腕時計型の脈波センサを開発した。録色のLED光を肌に照射し反射光
をフォトトランジスタで検出することで､血流量の変化を観察する。（図：ロームの資料を基に
本誌が作成）

一
命
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脈血

．|c…to『ソ

’

図４圧力変化から脈波
を測定

太阻誘爾は､圧電素子を用

いた小型の脈波センサを開
発したｃ圧電素子を格納し

た密閉空間内の圧力が､原
の動きで変化する現魚を測

定することで､脈波を検出
する｡(図:大隅鰯廠の寅料

を基に水防が作成）

(a)クリップ型の賦作槻

(a)測定デモの槻子

専用アプリに
ストレス度を表示

密閲空間
(内記に庄諦素子を描納】 (ロームの臭氏)。想定される脈拍の

－－－－

(a)測定デモの槻子

低価格で脳波を検出

機械が人の感情や行動を知るため

の究極の手法といえるのが、脳波の

ﾌZ_皇ｲー ﾙＪＺＩ１ソケ帆即により_瞳E1j皇 取

鱗箕と』皇う｡これらの結果｢イヤホ
ン型はジョギングのような激しい運

動中､腕時計型はウオーキング中で

も問題なく脈波を測定できることを

確認した｣(同社の奥氏)とする。

一方､独自技術を用いて脈波セン

サの小型化を図ったのが太陽誘電で

ある(図4)。セラミック製の圧砿素子

を用いて、指先に装着するタイプの

試作品を開発した。酸化ヘモグロビ

ンの光の吸収量から推定するこれま

での方式とは異なり､｢動脈の圧力変

』上を直接測定二できるため､人のストレ

ス状況をより正確に把握できる｣(太

陽誘電開発研究所デバイスグルー

プ主席研究員の石黒隆氏)とする。

開発品は､直径8mmの微小な円柱

状の空間に圧電素子を格納した。こ

れを肌表面と密着させることで密閉

空間を作り、脈の動きによって変化

する内圧を圧電素子で検出すること

で､脈波を得る。圧電素子は､外形

寸法が1608サイズ(1.6ｍｍ×0.8mm）

で､感度が0.2Ｗ/Paのものを使用し

た｡｢密閉空間を作れれば測定可能な

ため､イヤホン型の脈派センサを作る

こともできる｣(太陽誘電の石黒氏)と

いう。

－－－＝

(b)測定原理

４２Ｎ,KKF,【．,1画．R()N,(､H2ImI2，

鱈
②ｽﾏー ﾄﾌｫﾝなどに

脈波を表示

。

ＬＥで伝送

動脈

脈波が得られる。透過光ではなく反

射光を測定することで､｢小型化を図

れる上､耳の中などでも測定で誉るよ

うになった｣(ロームの奥氏)。

bた

素子を描鋪】
Ｉ

図５１チャネルの測定結

果から感怖を特定

慶応義塾大学は、ユーザーの

額にある１チャネルの盃極の

みを測蹴することで､｢好き・
伽い｣などの２値の感怖を特
定できる技術を開発した。測

定データ(冠圧)の雑音を除
去した後､周波数に変換し、

特徴点を抽出することで実現
する｡(図：慶応義塾大学の

詞料を基に本誌が作成）

専用アプリに
ストレス度を表示

１．１

さらに、人の動きと外光による雑

音への対紫を施した。光源には一般

的に用いられる赤外光ではなく､｢よ

り感度が高い緑色、、を採用した」

■

(b)測定の流れ

豊…噴島r＝墨毒

雲雲雲;野号
■
夕
■

垂
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特集’。

脳波を使ってロボット・スーツを操作

人繍簾蔑繍繍湾臓懸蝋論デﾓでは顛部に装繍した｡4ﾃｬ熱ﾙの雷錘
を埋め込むことなく、頭に貼り付けた電極で測定する脳波セン使い脳波を測定している｡｢研究データを得るためにチャネル数

サを用いてＢＭＩを利用する研究が進められており、簡単な励作を増やしている。運､力をつかさどる頭頂部などに測定箇所を限

であれば実現できるようになってきた。定すれば､脳波測定器の小型化は可能｣(ATRの森本氏)とみて

例えば､国際電気通信基礎技術研究所(ATR)は､脳波センいる。

サを用いて歩行補助用のロボット･スーツ｢外骨格ロ

ボット｣を操作する研究を進めている(図B-1)。脊髄
…皇‘.一“一生‘_一垂さへ－串÷睡些､,L4-ノヘー｜園で右手の操作をｲ〆-ジ→座る’｜脳で左手の操作をｲﾒｰジ~立つ’
掘偲などで後天的に下半身の筋肉を助かせなくなる

ような運動障害を抱える患者に向けたものだ。既に、

外骨格ロボット単体での臨床研究は､村山医療センタ

ーで開始している。

ATRが開発したＢＭＩは､脳波センサを用いて外骨

格ロボットを操作し､｢座る｣｢立つ｣の二つの勤作を可

能にするもの｡｢'1右手を助かす"と考えると座る､"左

手を勤かす､と考えると立つという動作を実施してい丁~＆ユリJ”７ｰ-.ログＬｏヴーーーーッ〆5坪Ｊ１ｒ巳百〃Ｗ八影－、琶
図B-1脳波でﾀﾄ骨格ロボットを操作

る｣(同研究所脳情報研究所プレインロボットインタ ATRは､脳波を用いて外骨格ロボットを操作する研究を進めている。圏内で右手

フェース研究室室長の森本淳田。今後は､歩行などを動かすイメージをすると｢座る｣､左手を動かすイメージをするとI立つ｣という
操作ができる｡<写真:ＡＴＲ園情報研究所）

の励作も､脳波で操作できるような研究に取り組んで

活用だ(上掲の｢脳波を使ってロボッ

ト・スーツを操作｣参照)。医療など

で使用される脳波計の多くは､複数

チャネルの電極を頭部に貼り付けて

計測する必要があった。装置は大掛

かりであり、装着に時間が掛かる上、

価桁は100万円を超えるものが多い。

このため、ウエアラプル機器への搭

峨は雌しかった。

この状況が、ここ数年で大きく変

わってきた。感情をつかさどる額の

左側にある1チャネルのみを測定する

簡便な脳波検出器が登場している。

米Ｎｅｕｒ

｣ﾆﾆ』i塑退[necomimi｣は1万円を切る

価格で販光されており、好評を博し

ている。あくまでも玩具などのアミュ

ーズメント向けのものであり､｢十分

な脳波データが得られているとは言

い難い｣と指摘する研究者は多い。

NeuroSky社の脳波センサのよう

な、１チャネルの晒極のみを測定する

脳波センサを用いて､｢好営･嫌い」

｢快･不快｣といった２値の感情を特定

できる技術を開発したのが､慶応義

雛大学理工学部システムデザイン

エ学科准教授の澗倉蛸悪氏の研究

グループである(図5)１１｡測定結果は、

スマートフォン向けのアプリケーショ

ン･ソフトウエアでリアルタイム表示

でざるのが特徴だ。

開発した技術では、まず脳波セン

サの測定データ(電圧)から独自のア

ルゴリズムを用いて雑音を除去する

ことで､脳波のみを抽出する。低価

桁な脳波センサでは､｢測定データに

筋晒などの惜報が混入している｣(慶

応義塾大学の満倉氏)からだ。次に、

得られた脳波のみの電圧データを周

波数に変換する。周波数変換は､触

覚や喚党など五感の稲類に応じて変

更しているという。

峨後に、周波数データを解析し、

感情にひも付いた特徴点を抽出する。

得られたデータの特定の周波数の組

み合わせからどのような感怖なのか

を判断していく｡｢10年以上にわたっ

て蓄秘したデータが重要になる悪触

覚であればある周波数とある周波数

の特徴点の組み合わせで『好き』、あ

るいは異なる別の周波数の特徴点の

組み合わせで『嫌い』といった形で特

定できる｣(腿応義塾大学の満倉氏）

とする。

参老文献
1)漁愈．脳波でパ感をⅢろ1,ハ'iEW20I2ビジョ

ン催{'1の火ｲI川IワクショソプI蒋領慨嘆災』
１)IＩ２３
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2012年１０月

OakIey社
｢Airwave｣発表

拳
ＣｏｖｅｒＳｔｏｒｙ

2012年６月

GoogIe社
｢GoogIeGlass｣の
肝価版を予約開始

４４Ｎ,KKFlmr〔．T庇oNl〔･爵｡ImLnl

２０１２年

離陸の兆しを

多嘘翻

るＨＭＤ

｢GoogleGlass｣を､オリンパスが同年

７月に｢MEG4.0｣を､米Vuzix社が同

年11月に｢VuzixSmartGlasses

M100｣をそれぞれ発表した。２０１２

年には､米Apple社や米Microsoft社

も､関巡特許を出願していることが柵

題を集めた。

中でも注目は､Google社のGoogle

Glassだ。同社は2012年６月に|)洲Ｉし

た開発者向けイベント｢GoogleI/O

2012｣の参加者に対し、評価版の予

約を1500米ドルで受け付けた。２０１３

年の早い時期に提供する計画だ。独

自に､GooglcG1assを川いた災,M1:実

験を進めるなど、実用化に並々なら

ぬ意欲を見せる｡｢GoogleGlassの登

場により、民生用途での実用化が一

気に加迷する可能性がある」と期待

する関係者は多い。

人の状態を把握し、新たな行動や

理解に向けた悩報を提示する－°

このような世界の実現に向けて、期

待を集める機器が､頭部に装蒋して

使用する透過型のヘッドマウント．デ

ィスプレイ(HMD)である。

透孤型ＨＭＤは、周囲猟境に映像

を重ねて表示できるのが特徴の一

つ。このため、スマートフォンやタブ

レット端末などのディスプレイに比べ

てより臓接的に怖報を提示で雷るよ

うになる。カメラやマイク、加迎度セ

ンサといった各籾センサを活川すれ

ば､ユーザーの状態や振る郷いを把

握可能だ。

さらに、ウエアラプルな機器である

ため、センサを体に触れさせて測定

する脈波や脳波といった生体悩報を

取得しやすい｡｢生活する中でユーザ

ーが必要とする惜報を、タイミングよ

く、かつ煩わしくなく提供するには

HMDが最適｣(オリンパス未来創造

研究所コーディネーターの富田晃央

氏)といえそうだ。

透過型ＨＭＤが続々

2012年以降､透過型HMDの量産

化に向けた助きが本格化している(図

1)。実用化で一歩先を行くのが、工

場作業などの業務用途である。

2012年４月にブラザーエ業が｢AiR‐

Scouter｣を､同年10)lには米Motor‐

olaSolutions社が｢HC-1｣をそれぞ

れ製品発表した。業務用途では民生

川途に比べて､｢保溌用ゴーグルやヘ

ルメットのように､業務で必要なもの

として述和感なく装着してくれる可

能性が高い｣(ブラザーエ業サービス

＆ソリューションズ事業推進部主任

の谷秀紀氏)ことが､製品化に踏み切

りやすい背景にある。

一方､民生用途でも実用化を強く

意識した試作機が続々と登場してい

る。米Google社が2012年４月に

■

負担軽減がカギ

とはいえ、透過型ＨＭＤを民生用

」

犀

図１誘渦型ＨＭＤの

発表が相次ぐ

GoogIe社の｢GoogIe
GiaSSjを飛頭に､２０１２
年は透過型ＨＭＤの発

巽が相次いだ。業務用
途を中心に､徐々に市醐
が離陸しつつある。

届 ■■１

一

2012年７月オリンパス
｢MEG4.0｣(試作磯>を発識

2012年１０月

Mo1oroIaSoIu1iOns社
｢HＧ１｣発表

篭 ;蕊雲蝿
2012年４月

Goo8Ie社
｢GoogIeGIass」
(賊作機)発袈

■

2012年４月

ブラザー工業
｢AIRScou1erJ
発褒



日本の家電メーカーなら､｢HMD｣の
システム｡プラットフォームを構築できるＩ

‐こ簸近､ＨＭＤの開発に数多くの企業が名乗りを上げてき

く一た。特に､スマートフォンとの連挽に注目したい。中でも
カメラとＡＲ<拡張現実感)技術を用いることで､新しい使い逆

が生まれている。スマートフォンを手で持って外界を見るのに

は限界があるが､ＨＭＤを組み合わせることで､その限界を超え

るのが主流になるだろう。

て日常を損影しているが、

が分かる。映像を活用す自分自身では全く気付かなかったことが分かる。映像を活用す

るのはもちろんのことだが､実は音も利用価値が高そうだ。周

囲の雑音からいろんな状況が分かったり、自分が食べているも

のも音の違いで認誌したりできるかもしれない。

武作機の外観

まず

塚本昌彦氏
神戸大学大学院工学研究科
稲筑蔽子工学W攻教授

ＨＭＤは ､単眼/両眼と､大型/小

型、そして 透明(シースルー)／非透

明(非シースルー)の組み合わせで８

Ⅷ類に区別できる。以前は単眼で

大型の非 シースルー型などは実用

化に向かな いとみていたが：今は斌今は極

限の状況下では利用価値があると

考えている。そのため､要素技術を数多く保有している日本の

家緬メーカーには8菰類すべてのＨＭＤを手掛けてほしい。も

ちろん全部がヒットすることにはならないが､ＨＭＤの根幹とな

るシステム･プラットフォームを早期に構築できれば､それが今

後の蔑争力となるはずだ。（談〉

衷示原理

ら３

認鍾
ロロ■

’‘0１･3９１し

１１‘1.1;ロ￥

電鍵
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申三三墓≧；
'1装着時の負担を軽減する工夫’

函心を耳の
後方に股ける

光学パーを題孔径の約半分

圃遥ことで､視線移勘のみ
で映倣を砿腿可能

、▼ｊＴ■

309以下に
騨拶立獅い|U蕊309以下に

図２装藩時の負担を軽減

オリンパスが側発したＨＭＤの試作擬

｢MEG4.0｣は、装着時の負担を軽減する
工夫を盛り込んだ。ＨＭＤを小型･軽量化
した他､重心を耳の後方に股けた。さらに、

光学パｰを瞳孔径の約半分に小型化する
ことで、視線移動のみで映倣を硫閥できる

ようにした｡(図:ｵﾘﾝバｽの飼料を悲に
水防が作成）

特蕊｜、

途で展開するには乗り越えるべきハ

ードルがある。その一つが、ユーザー

が生活の!↑'で抵抗なく装清できる環

境を作り出せるかどうかだ。Google

社とオリンパス､VUziX社が2012年に

発表した開発品はすべて､装着時に

IＩＭＤがI|立たないデザインを採用し

ている。

外観だけでなく、装着時の負担を

軽減するための工夫を盛り込んだの

がオリンパスだ(図2)。開発した

MEG4.0は､全及が196ｍｍの棒状の

端末である。メガネのフレームに沿う

ように装着することで､装着時に目立

たないようにした。透過型液晶パネ

ルと光学システム、制御韮板､Ｌｉイ

オン２次''11池などを格納しながらも、

｢装潜を感じさせないギリギリの重さ」

(オリンパス未来創造研究所研究コ

ーデイネータの仙田成示氏)となる

309以下を実現したという。

端末の先端部には､透過型液晶パ

ネルと光学システムのみを配置する。

端末の重心を耳の後方になるように、

配慮したという。光学システムには、

目の瞳孔の約半分の面積だけを掴っ

て映像を表示する独自の｢瞳分割シ

ースルー光学系｣を採用する。光学

バーで視界が遮られる面秋が小さい

ため、外界の視界が確保できる他、

｢映像情報を不要に感じたら視線を

外すことも可能｣(オリンパスの龍田

氏)という｡

ＮｌｘＫＥｌｒｌ.[(Fr1(oNIcS201J,.｡１４５
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辻野広司氏
ホンダ･リサーチ･インスティチュート･ジャパン取締役

｢これやつといて｣と簡単に頼める
人とのインタフェースを構築したい
－ホンダ・リサーチ･インスティチュ

ート(HRl)では､｢人と機械をささえる

知能｣に主眼を種いて研究を進めてい

るとのことですが…。

HRIは、Ｆ１本と米同、欧州に拠点

を慨営、未来の技術について既成概

念に捉われない研究の脇をI脂して

います。

最近では私たちの身の回りにコン

ピュータを搭戦した被維な槻械が入

って意ています。我々のような韮礎

研究に取り組むところは技術トレンド

から入りがちですが、ホンダの基本

理念は人間雌砿の糊神にありますか

ら、ユーザーが本当に望むものは何

かをHRIでは考えています。そうい

った意味で､人と機械を結ぶインタフ

ェースは非常に軍要なテーマです。

４６NlKK11EL唾･TRoNI《､s201ｺ1劃

分かりやすい例で説明しますと、

会識室にあるホワイトボードを動かさ

なければならないが、自分は手が空

いていないとしたら人はどうするでし

ょうか。多くの場合は管理部署や他

の人にお願いして｢○○会議室のホ

ワイトポードを動かしてください｣と

頼むでしょう。

それくらい簡単なインタフェースで

機械に用小を頼めたら､複雑な操作

は不要です。説明書を読まなくても

誰もがどんな機械でも使いこなせる

ようになるはずです。

現在の機械が持つインタフェース

は、まだまだ使いにくいと雛もが感じ

ているのではないでしょうか。身近

にあるスマートフオンでも改良の余地

があると思っています。ボタンをなく

、瓦

』…。 ‘

■●β■q』■Ｌ■
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弓甲
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HRIとATR、島津創作所、本

田技術研究所が2009年に発

表したＢＭＩ(b『ainmachine
interface)技術。ホンダの人

間型ロボットいSIMO｣をＢＭｌ
技術で操作した｡(写真:ホンダ）

してタッチ･パネルを用いるという概

念は素哨らしいですが、結局実装さ

れているソフトウエアはボタンを押し

て何かの作業をするという形から抜

け出せていません。そこを変えられ

るのではないかと考えています。

一どのような新しい手段を使ってイ

ンタフェースを実現するのでしょうか。

我々は､国際電気通信基礎技術研

究所(ATR)や島津製作所、本川技

術研究所と共同で脳を計測して､人

型ロボット｢ASIMO｣を動かすＢＭＩ

(brain、副chineinterfacc)技術を

2009年に発表しました。こうした人

が"考える"だけで機械が動くインタ

フェースは究極の目標です。現状で

はその手前の段階で､人に声をかけ

るように頼めるレベル、つまり｢これ

やつといて｣と言うだけで機械が認

識してくれるインタフェースを目指し

ています。

BMI技術を使ったインタフェース

までは高度化していないものの、現

状の音声認識技術を使ったインタフ

ェースを超えるようなものになるでし

ょう。現状の音声柵職を使ったイン

タフェースは、発腿途上にあります。

今のレベルはキーボードで入力する



代わりに音戒で検索語を入れている

のにすぎません。この部分をぜひ乗

り越えたいわけです。

そうすると従来の音声認識技術と

は異なるものが必要です。現状のス

マートフォンなどに採用されている音

声組識は少し離れた場所から声をか

けると認識してくれません。多少離

れていてもI認識できれば､非常に自

由度が広がります。

ただし、これをホンダの力だけでは

到腫できません。そこには偶発的な

発見や考え方みたいなものがないと

いけないでしょう。そうした仕掛けを

作る意味でもHRIが存在しており、

他の研究機関や剛内外の研究者と一

緒になって取り組んでいます。もち

ろん若い学生もいて、彼らにちょっと

した新しいものを何かの拍子で作っ

てもらえればと思っています。そのた

めにも槻々な研究者と学生が触れ合

ってもらえるようにしています。

現状の技術で音声を用いた新し

いインタフェースの実現は可能と考え

ていますか。

インタフェースは情報の取得､処

理､ユーザーへの応答から成り立っ

ています。これらの処理は複数のシ

ステムにまたがるため、情報の処理

迎度だけでなく、ネットワークの通信

迎喚も砿要です。システム全体とし

ての性能向上ができないとうまくい

かないでしょう。現在は、こうした課

つじのひろし

1984年東京工柴大学理学部何朝

科学科卒策。1986年同大学院梢
報科学専攻修士課程修了ｃ１９８７

年本田技術研究所に入社。２００３
年よりホンダ・リサーチ.インスティ

チュート・ジャパンのチーフ．リサー

チヤを経て2011年から現職。知能
システムやヒューマン‘マシン･ｲﾝ

ﾀﾌｪｰｽ､画像閲賊､脳科学など
の研究に従郡。

題を解決できる技術が徐々に登場し

つつある状況ではないでしょうか。

機械が人にどのように応答するか

もインタフェースの髄を決める喧要な

要素です。我には兄えませんが、内

部では人工知能(AI)が助いて､ユー

ザーのために何をどう表現するかが

今後の大きなカギを握るでしょう。

現状のノイマン型コンピュータでは

AIの進化は難しいとする人もいます

が、個人的にはノイマン型コンピュー

タでもデータベースを大規模化すれ

ば､何とかなるのではないかと思って

います。

ＡＩはある特定の専門的な推測を行

う｢エキスパート･システム｣くらいし

か実現できないと以前は言われてい

ました。それは当時の知棚ペースが

大した梢報賦ではなかったからです。

これに対して､現在においてコンピュ

ータに保存可能なデータ獄は非常に

膨大です。そのため､人手で悩報を

管理することが不可能になり、統計

的な手法で情報を整理するようにな

梼集卜

りました。昔も今も方法はあまり変わ

りませんが、コンピュータの処理迎皮

と扱えるデータ量が急激に増加した

ために、おのずとできることが畑えて

います。加えて、ネットワークの血脈

迎度が速くなってきているわけです。

最近では公共的なデータがそろっ

てきました。こういうものに若い世代

がどんどん触れることがで誉るように

なれば､新しいものが生まれてくるは

ずです。

もう一つ大事な要素は､人の認知

の仕組みを研究することです。槻能

的な理屈で良かれと思っても、実は

人に高い負荷を掛けているかもしれ

ません。そのため､人がどう判断する

のか､人を知ることをテーマにしてい

ます。これが､BMIの研究につなが

っているわけです。こうした人の研

究を理学や医学の立場から行うこと

で､新たな発見があるはずです。工

学だけでなく、理学や医学と共にで

きあがるのが､未来のインタフェース

ではないかと考えています。

NⅨKElEL[cTRoN1cs2o'],智,４７
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あらいのりこ

一橋大学法学部およびUniversity
ofIlIinois卒業､Universityol
IIlinoisの大学院数学科を修了。理

学博士ｂ専門は数理論理学､情報科
学,数学教育。2006年より現職。

2011年より人工知能プロジェクト
｢ロボットは東大に入れるか｣のプロ
ジェクトディレクタを務める,、

新井紀子氏
国立摘報学研究所社会共有知研究センターセンター長･教授

人の"ひらめき"は
コンピュータでは実現できない

報を足したり引いたりしながら、結論

を出すことは、解析のための組み合

わせの数が急増する指数的爆発を起

こしてしまうため､苦手なのです。

で問題を解いてもらおうと考えてい

ます。カメラなどを使ってコンピュー

タに問題を談み取らせて､解縛を導

き出せるようにします。

目標としては2016年度までにセン

ター試験で東京大学の２次試験に進

める程皮の点数を取り、2021年皮に

２次試験でも合格でさるようにする計

画です。

一コンピュータが人の代わりに考え

て､人の知的活動を支援するというこ

とは現実的でしょうか。

そうなれば、もはや人の価値はな

くなります。そうあってほしくないで

すし、現在の技術(ノイマン型コンピ

ュータ)では人の代わりに物蛎を考え

ることは不可能だと考えています。

現在のコンピュータ(こでぎるのは、ア

ルゴリズムで記述できることまでで

す。具体的には、確率的な処理か、

統計的な処理か､パターン･マッチン

グぐらいです。

人は与えられた大脳の惜服から取

捨選択することで､ひらめきや決断

を得ています。この偏って見るとい

うことが大事なのです。ところがコン

ピュータは冊報を捨てられない。冊

一今､｢ロボットは東大に入れるか」

というプロジェクトを率いていらっし

ゃいますが､人の知的支援を目指した

ものではないのでしょうか。

人のコピーを作ろうと考えている

わけではありません。人に与える試

験問題と同じものを与えたら､最終的

に人と同じ解答を出す、そういうもの

を研究しようとしているのです。どの

ような過程で正解を導き出すのかは

問いませんし、その過程は人とは違

うものであるはずです。コンピュータ

にはコンピュータが得意とする方法

－なぜ東大を目指すことを考えたの

でしょうか。

３０年間､人工知能の研究で新しい

進歩が見られないからです。コンピ

ュータがクイズ王に勝ったりするとい

う成果は出ていますが､アルゴリズム

で何か新しい発見があったわけでは

ありません。ＣＰＵの処理速度が向上

し、扱えるデータ蹴力Ⅷえたことで、

力任せで計猟できるようになっただ

けです。

東大入試という問題を殺定したの

は、センター試験も、東大の２次試験

もすべて牧科111‘に,1かれてある内容

からしか出題されないからです。つ

まり、探査空間が教科櫓に閉じてい

るのです。しかも､数学や理科､国紹

などそれぞれ述う処理が必要となる

ため､研究のしがいがあります。

Ｉ
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一例えば歴史のような問題は知識

を問うだけなので簡単そうです。

確かにそう思えるのですが､教科

,Iの内容と一宇一句同じではない、

言い換えられた言葉などが問題とな

ります。

例えば､四つの文から正しい答え

を選ぶ問題で､｢イェニチェリは､オス

マン帝側の備備軍であった｣というの

が正解だったとします。これが正解

と言えるのは､教科譜に｢東地中海の

強国一オスマン帝国：イェニチェリ軍

団は､順楽隊､工兵隊､大砲隊､鉄砲

隊などをそなえた皇帝直属の常備軍

で､のちにヨーロッパで発展する近代

的陸叩の先がけであった｣(東京書篇

平成19年度世界史Ｂより)という記

述があるからですが､｢皇帝直属の常

附耶｣と緋いてあるだけで､｢オスマン

帝国の常伽叩｣とは櫓いていません。

人は､皇帝直属の常備軍がすなわち

オスマン帝国の常備軍と理解するわ

けですが、これは皇帝の位置付けが

分からないと理解で営ません。

１１,'１冊はもっと大変です。例えば、

｢Ａさんはなぜ悲しい気持ちになった

のか?」といった問題がよく出題され

ます。当然文軍中にはその原因が掛

かれています。しかし、コンピュータ

はどういうときに人が悲しい気持ちに

なるのか、その因果関係が分からな

ければなりません。心を持たないコ

ンピュータに、これらをすべて教えて

いくのはかなり困難です。

嬬婁’。

2011年度センター試験

｢物理I｣の問皿(写真：
大学入賦センター）

問２良さＬの質置が嬢視できる棒の･･･端琶．鮒iKIm内で肱めらかに回伝できる

ように支点に取り(jけ．他蝋におもりを取り付けた．文AMの鮒IKI:力でおもり

を僻かに離すと．禅は重力によって鉛直西内で園２のように卸”1回りに伽編

し蛸めた．鮒直上方から測った作の角度βとおもりの辿さ8.との関係造潤すグ

ラフとして最も適当なものを.下の0~､のうちから一つ副ぺ.ただし．グウ

フにはＯ△＜’≦160･の範詔が示されている．政〃願遭度の大きさ壱ｇとし．

空気の影響瞳黒窺できるものとする.ｒｚ－Ｉ

－数学や物理はどうでしょうか。

数学で雌しいのは､文難題を解釈

してコンピュータが理解できる形に

することです。

物理は図と共に出題されることが

多いのですが､図がどの視点で描か

れたものなのか､文章とどのように関

係しているのか､コンピュータに理解

させるのは大変です。

これらが理解でざたとしても、例え

ば､支点のlliilりを鉛1111:Ini内でｌｌＪｌる椎

の問題において｢支点の鉛直上方で

静かに離すと棒が回り始めた｣といっ

た表現が出てきたりします(上の図を

参照)。もし狂いなく鉛煎上方で手を

離すと、擁は止まってしまうはずで

す。しかし、回ったということはこの

バランスが刷れていたはずです。そ

れはどの程度なのか。この初期値を

与えない限り、コンピュータが問題を

解くことはできません。

醐Ｚ

このように入試間脳一つとっても、

コンピュータにはできないことだらけ

なのです。もちろん､本プロジェクト

を通して、課題をクリアしていくつも

りですが､人を知的に支援できるコン

ピュータというのは、まだはるかかな

たという感じです。

今回のプロジェクトが実現できた

として､最終的にどんな未来が待って

いるのでしょうか。

いわゆる"お役所仕』1F"的なものが

コンピュータに代替できる世界につ

ながると考えています。例えば､申請

識の記賊に抜けがないか、そこに１１｝

かれている内容は適切か、といった

ことを判断する仕事です。これまで、

入試問題のような定型的な処理を大

量にこなせる人が優秀とされてきま

したが、こうした仕事はコンピュータ

が担うようになるでしょう。

NlKKllIlI《-1R〔)M(･H2{ＩＩＪ,2，４９
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これ壷で

可
第３部く人を動かす＞

Ｉ

感覚器へ直接訴えて
人機一体化を目指す
現在の機械から人への情報提示はディスプレイへの文字や記号､音に頼っている。

しかし､この提示方法は人が意識を向けていないと有効ではない。

新たな提示方法として､感党器に直接訴えかけて人の感党を拡張する研究が進められている。

いている際など、葱搬的に‘'１１報を拙

み取ろうとしていないと営に､悩報を

提示されても、それを理解するのは

難しい。

こうした那題に応えるため、現在、

研究開発が盛んになってきているの

が､人の感覚器に直接訴えるような

ユーザー･インタフェース(UI)である

(図1)･大阪大学教授の前田太郎氏

は｢人は体を通して外界を認識する。

外界からの刺激を機械で処理を施し

た後､人の感覚器に入力してあげれ

ば､機械が人を自然にアシストするこ

とができるようになる」と、新しいＵＩ

の開発の方向性を僻る。つまり、人

が記号や文字､言語を理解しなくて

も、人の知覚に直接働きかけて1-|的

を迷するといったことを|脂そうとい

うのだ。

こうしたＵＩのために使える感覚器

として、現在検討が進んでいるのが

視覚､聴覚､触蝿､力覚､平衡感覚の

五つである(表1)。以下では、これら

の感覚を利用するための技術につい

て見ていく。

半導体やセンサ技術の進化によっ

て､機械が人を知り､支援で萱る範囲

が広がっている。しかし､機械から人

への情報の伝達方法は､現在におい

ても記号や文字､音が中心だ。

こうした悩報の提示方法は､利用

する環境や場面によっては必ずしも

人に優しいとはいえない。文字や記

)｝、舟絡を理解することを人に強い

るからだ。

例えば､スマートフォンの地図アプ

リ。GPS受信器の搭載などによって

地図画面上に自分の位置や移動経路

などは表示されるようになった。だ

が、今自分がどの方向を向いている

のか､特に初めて訪れた場所の場合、

どの角を曲がればよいのか戸惑って

しまう。さらに、考え甑をしながら歩

需
函

人槻一体

図１人槻一体で人の行助や理jWを助ける

人と外部の畷境との間に感覚拡弧器となる槻械を入れることで、人に提供する情報を鉱張し、
人の行動や決断を催正したり､理解を深めたりすることができる,、

吟

妙
融
翻
圃
罰
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圧耐素子､i冊稲式

触覚提示､ボイス・
コイル･モータ

引酬ロ

縛集麓

モータ

表１感覚拡張に使える主な感撹と准侭

、

感覚ｌ鍛
履露壷E画に函

聴覚 触覚

詞
一

党
肉
節

力
｜
筋
間

平衡感覚

耐属(~〉
体の回転・
位置変化

雨気刺激によって
明確な感覚を提示
できる

前庭電気刺激装置

目衷＞ “ウ ”〃視覚

ＨＭＤで現実世界を改変
体の動きや方向を誘導

数ある感党器の中で､人が縦も頼

りにしているのが視覚である。視覚

をうまく利川できれば、人の行動に

大きな影僻を与えられる。

この視覚に訴えるための有望な装

侭としてはヘッドマウント・ディスプ

レイ(HMD)がある。カメラで撮影し

た映像をリアルタイムで加工し、人に

HMDを通して伝迷できれば､視覚で

人を誘導できる可能性がある。

大阪大学の前田氏らのグループが

特に注目しているのが手の映像であ

る｡｢手の軌道を計算し、映像で実際

よりも迎く動かしたり遅く動かしたり

すると、引っ張られたり、止められた

りする感弛が↑()られる｣(前田氏)。こ

れは機械が人の助営を微洲雌するの

に使える。

映像に他人の手を重ね合わせるこ

とでも人の支援が可能だ。熟練者の

手の肋営を祝界に合成することで、

素人であっても筒度な動きをさせら

れる(図2)｡｢その場に専門家がいな

い災害現場や救急の現場などで遠隔

から熟練者が操作や処慨の方法を示

したり、熟練者の技術を伝達したり

するのに使える｣伽田氏)。

効果も既に実証済みだ。前田氏の

グループは京都大学医学部付属病院

と、熟練した医師の映像を投影する

腹腔鏡施術のトレーニング･システム

を'１M発した。1111f帥が予本を見せ、そ

銅
一
”

可視光 音 温度､変皮の物理
的変化

身体部位の変化

多板な情報を提
示できる

１１１体で使っても、
あまり効果が得
られない

人の感覚をだ噸す
のが雌しぃ

非対称な力を与
えると、力を感
じる

感覚拡張に
利用できる
装置

感党拡弧の
しやすさ

認蹄の

イヤホン、ヘッド
ホン

■

雌康への影響が不
明

NIKK眼,皿【〔咳rRoN,(唖ＩｍＬ２１５］

図２映像追従で素人

が複雑な動作を可能に

非熟練者の視野に熟練者

の手の動きを重ねること

で､黙錬者の手の動きを

まねて、高度な作業がで
きるようになる｡(写真：
大阪大学前田研究室）

○ 画△ 八

小型化、メガネ

に近いデザイン
性

視覚や触覚との

相互作用につい
ての知見の蓄稲

触覚に側する知見
の諮澗

裟固の小型化
軽量化

'レンチキュラ・レンズ＝半球状のレンズのこ

とこれを蚊翫占めたシートに映像を投影す
ると、州§的で血むきのあるIhi像を得られる‐

恥
凌

電『

動く床の模様で動きを制御

髄気通信大学情報理工学部総合

情報学科准教授の梶本裕之氏の研

究室では､周囲視界の制御によって

人の動く方向を誘導で言ることを実

証した。床而の模械をスクロールさ

せることで､その方向に人を導くとい

うものだ。

実験では、床面にレンチキュラ・し

ﾝズ↑を敷き諸め、しま模様や水玉模

猟をプロジェクターから投影し、この

棋様を左または右方向に移動させ

た。この上を人に歩行させた結果、

人に移動方向の力を感じさせ､進む

方向を誘導できた。

この実験では､視界の広さと模様

の追従性の確保の実現が雌しいこと

からＨＭＤではなく、床に模様を描い

たが､｢広い視界と映像の追従性を確

保できればHMDでも同じ効果を得ら

れる｣(梶本氏)という。

減I強者

れを学習者が実践するという従来の

学習方法と比べて7分の1の時間で、

従来よりも正確なスキルを身に付け

ることができるというデータを取側し

ている。
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聴覚

触覚との協調で拡張
機械が情報の取捨選択も

視覚の影聯が大きすぎるため､聴

覚だけでは人の助きに対して影響を

与えるのは難しい。そこで今、研究

が進んでいるのが、肯と別の'|W報提

示手段を組み合わせて､感覚を拡張

するという研究だ。

例えば､電気通信大学の梶本研究

室では音と触覚の相関を研究してい

マイク内腿の

ン

ＭＥＭＳ

マイク

翰

る。音の波に同期させた振動を与え

ることで、音がより大きく聞こえると

いうものだ(図3)。現在は､聴覚を最

大化させるために鹸適な振動を汗か

ら生成する変換方法を研究している。

これまでも、振動が人の聴覚に影

響を与えることは知られていたが､ゲ

ームでの臨場感を与えるといった用

途以外に積極的に利用する動きはほ

とんどなかった。スマートフオンにも、

振動を細かく制御できる圧電素子が

図３音と同期した撮
動を与えると音が大き

く聞こえる

電気通低大学の梶本氏ら

のグループは、音に合わ

せて摂動を与えることで、

摂動を与えない埋合と比

べて大きく聞こえる現魚

を利眉した研究を進める。

写真は、スマートフオン
に摂動を与える装置。

図４周囲音をフィードバック

STMic｢oelect｢onIcs社はSoundchIp社と共同で、周囲音に応じて音声情報を切り各えられる
システムを開発した。イヤホンにＭＥＭＳマイクを内蔵し､周園音を音声処理用ＤＳＰで解析す
ることで実現する｡(図：STMicroeIectronics社の資料を基に本誌が作成）

５２NIKKrllm【:〔･TR()NI〔､蝿,１，３１２，

搭戦されつつある中で､振動によっ

て聴覚を鋭敏にし､注意を向けさせ

るといった用途に使える可能性があ

る(右ページの｢振助で断を伝える技

術の開発が本格化｣参照)。

なお､音だけでも人に感覚的な情報

を伝えることは､不可能ではないよう

だ。階くするなど目から入る情報を減

らせば､鷲への感覚が鋭くなる｡｢視覚

をある程度制限し､洞窟内で聞こえる

ような足音の反聯音を人に与え､行く

べき方向に穴が統いているような効果

を付けることで､聴覚で誘導できるこ

とが確認できている｣伏阪大学の前

田氏)という。音だけでは明確な誘導

はできないにしても､｢こっちに行った

方が安全ではないか｣と"何となく"感

じさせる効果は出せそうだ。

必要時のみ聴覚を刺激

外部の音を遮断しておき、人が周

囲に注意を向ける必要がある場合に

だけ､聴覚を刺激するという取り組

みもある。１ノト仏合弁STMicroelec‐

tronics社がスイスSoundchip社と共

同で開発を進める｢smartaudioac‐

cessory｣である(図4)。

smartIludioaccessoryは、ＭＥＭＳ

マイクと約1『処珊MDSPなどから成

る。イヤホンに内蔵したＭＥＭＳマイ

クで周囲音を測定し、音声処理用

DSPで状況に応じて音声悩報を切り

替えるものだ。詳細は明らかにしな

いが､音ﾉ跡処理技術の開発はSound‐

chip社が手掛けたという。STMicro‐
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振動で音を伝える技術の開発が､本格化

ｽ悪隙轍協鰯濃蕊撫
コモの｢PO4D｣(バナソニックモバイルコミュニケーションズ

8M)を皮切りに､KDD|の｢URBANOPROGRESSO｣<京セラ

製)､ＮＴＴドコモの｢ＡＱＵＯＳＰＨＯＮＥＺｅｔａ｣(シャープ製)など

知覚メカニズムの知見が蓄積されてきており､｢民生用途での

開発にも役立っている｣(産業技術総合研究所健康工学研究部

門くらし佃報工学研究グループ主任研究員の中川誠司氏)と

する。さらに､'剛云導技術を応用することで､喉の振励を検誠

してS/Vの高いマイクロホンを開発できるとしている。

に統々と採用された。

こうした動きが本格化してきたのは､｢防水や防塵

のために機器の表面から穴を省きたいというニーズが

あるため｣(NECトーキン圧電デバイス事業部販売

推進グループシニアマネージャーの佐藤浩文氏)で

ある。ボイス･コイルを使ったスピーカーでは､音を出

すための穴がどうしても必要である。圧電素子の塘

合は､液晶パネルや匡体を振動させて音を発するた

め､穴が必要ない。

(a)圧電音響モジュール(NECトーキ
ン製）

図Ａ－１スマートフォンに浸透す

る圧電音響モジュール

防水･防塵性を確保するため、スマー

トフォンに圧希素子を音響モジュー

ルとして搭戦するのが一般化しつつ
ある(a)。液晶パネルや茂休の背而

に取り付け、パネルや箆体を媛勤さ

せてスピーカーとして利用する。音
審モジュールには横方向に収篭する
圧電素子を２枚貼り合わせ、交互に

収縮させて振動を得るパイモルフを

使うのが一殿的である(b)｡(図：(b）
はＮＥＣトーキンの資料を基に本馳が
作成）

振励で音を伝える

通話用スピーカーが圧晒素子になることで､音圧だ

けでなく、振動で音を伝えるという手法も使えるよう

になる。例えば､ロームは2012年４月に振動を耳の

軟骨を通して伝える｢軟骨伝導｣と呼ばれる仕組みを

使い､騒音下でも音声を伝える技術を発表している。

この他､骨蝉超音波による知覚研究を進めている

のが､産業技術総合研究所だ。通常は人に聞こえな

い30kHz程度の超音波を発する振動子を耳の後ろ

の部分に当てることで､健常者だけでなく、一部の重

度雌聴者にも知覚される(図A-2)。原理はすべて解

明されていないものの､内耳の鍋牛にある基底膜と有

毛細胞に作用することで知覚できるとみられている。

産総研では､同技術を用いた骨導超音波補聴器を

蔵作している(図A-2)。現状は､重屋謹言者向けに実

用化するため､奈良県立医科大学教授の細井裕司氏

と補聴器メーカーのリオンと昭可に向けた取り組みを

進めているという。

産総研では骨導超音波の研究を通して､骨伝導の

砺悪蓋.＝

(b)圧冠バイモルフの原理

(a)賊作機と専用の振動子

（b)基礎原理

〔:Iectronics社では､主にスマートフォ

ンへの搭峨を想定する。

具体的には､周囲音と逆位相の音

声データをスピーカーから出力して

通話時や音楽鑑蜘時の雑音キャンセ

ルを実現で藍る。さらに､周囲音をス

ピーカーから出力することでイヤホン

を装蒋した状態で会話できるように

なる。粁備時には､通赫に切り替え

ることも可能だ。

現時点では、これらの操作を切り

替える際には、ボタン操作か音声操

作、モーション･センサを活川したジ

ェスチャー入ﾉJなどを利用する必要

がある。将来的には、音ﾉ跡解析技術

の糖度を向上させることで､｢イヤホ

図Ａ－２３０ｋＨｚの超音波で知覚

可能な骨導超音波補聴器

産業技術総合研究所は､80kHzとい
う超音波を用いた骨導姻音波補聴器
を開発している｡(図：産柴技術総合

研究所の資料を基に本酷が作成〉

U((】

ﾝで音楽鑑賀していても、嫡前を呼

ばれたり戦故が起こったりした際に、

スピーカーの出力を周囲音に切り替

えられるようにしていく｣(日本法人で

あるＳＴマイクロエレクトロニクスア

ナログ･MEMS･パワー製品グループ

アドバンスドアナログ製品部部長の

野口洋氏)という。

聴収KrlrIrrTno曙,…､,１１２１躯
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圧電素子で リアルな触覚を得る

ﾀ懸罵麓繊鰯蕊鴛鯉弾
バック技術も将来的には､音声(聴覚)や動画像(視覚)に続く

第３の通信技術として､礎覚通信jの応用が期待されている。

既に､世界の携琳電話サービスの標準化を主導する｢3GPP

(The3rdGenerationPartneIrshipProject)｣では､椋準化
に向けた溌論が進行中だ。

工学研究科教授の高崎正也氏の研究グループである。ガラス

基板の両端に配置したLiNbO3を振動してガラス基板上に表面

弾性波を発生させる。これにより指やペンなどが散れた場所の

康擦係数が変化する。摩擦係数の変化を制御することで､｢指

先にザラザラやツルツルといった触感を再現することが可能」

(埼玉大学大学院の商崎氏)とする。

触覚フィードバック技術には､小型モータや圧電素

子､耐圧変化などを様々な方式が存在する。現在､圧

飛素子の振動を利用する方式で､従来よりもリアルな

触感を実現できるものが登場している(図B-1)。

一般的なセラミック製の圧飛素子を用いる一例が、

京セラと慶応義塾大学大学院システムデザイン･マ

ネージメント研究科教授の前野隆司氏の研究グルー

プが共同開発した｢新感覚タッチパネル｣だ。タッチ・

パネルの2辺または4辺のエッジ部分に配置した圧

価素子を使って､タッチ･パネルを振動させて指先を

刺激する他､タッチ･パネルへの指で押した際の圧力

を検知する｡｢実際に物理ボタンを押した際の振動の

挙動を解析し､同じ挙動を圧電素子の振励で作り出し

ている｣(京セラ研究開発本部新事業研究開発部第

３研究部責任者村上和弘氏)という。圧稲素子を振

動させるタイミングと周波数､振幅を専用ＩＣで制御す

ることで､梯々 な触感を再現できるとする。

一方､圧電素子に10ＭHzを超える超音波を発生

可能なニオブ酸リチウム(LiNbO3)を用いた触角フィ

ードバック技術を開発したのが､埼玉大学大学院理

宗セラの蔵作品

駕豊露悪壷|震鱗騒撫”

触覚

まだまだ発展途上

タッチ･パネル利用が主流
人に擬似的な触覚を感じさせるの

は難しい｡皮膚表面の物理的な変形

や、こすれによる抵抗などを正確に

再現しないと､与えられないからだ。

しかも、視党や聴覚と比較して知

見の蓄秋が少ない｡｢視覚と聴覚につ

いてはマルチメディアの進展と共に

s4NIKK砿,E1-E(PTRoN,“20,3,2,

タノ系パネルの左右のユ
圧蹴濡手を2本ずつＩ

Eツジ罰に

Ｅ週

＜使用する制御ＩＣと圧耐繁子＞

制御|Ｃ

(6.Oｍｍｘ６０ｍｍｑ【6.0

盛

圧禰衆子
(401,ｌｘ2,6ｍｍ】

r▲'

|埼玉大学の蔵作品’圧電素子(LINbo』Ｉ

研究が進んだが､触覚はあまり研究

されてこなかった｣(電気通信大学の

梶本氏)からだ。そのため、まだ触覚

をIIj現でぎる決定的な技術が出てき

ていないのが現状だ。

現実の物体と皮膚の間に機械を介

在させIflI1Iな触感を提示することを

考えた賜合､手袋に振動子などを満

遍なく蚊きIiiIiめることが考えられる

が、この方法はコストや実用上の観

図B－１圧電素子で触覚を
得る

京セラと蹄玉大学はそれぞ

れ､触感フィードバックを得
られるタッチ･パネルを側発

中だ。共に､圧稲素子を用い
て､振動刺激を耐現する。将

来的には､触覚を用いた情報

のやり取りに応用できる可能
性がある。

点から現実的ではない。

こうした堺梢から、ﾛこうした事梢から、研究の中心とな

っているのがクッチ･パネルでの触覚

提示である。パネル表而で指をスラ

イドさせる際に静電気や振動を与え

ることで摩擦抵抗を変えて凸凹を表

現したり、タッチした際に振動を与え

ることで､押下の感覚を与えようとし

たりしている(上掲の｢圧噛素子でリ

アルな触覚を得る｣参照)。



ただ、この触感の提示方法はタッ

チ･パネルがある場所でしか成り立た

ない。この問題を解決するために、

大阪大学の前田氏が考えたのが

｢SmartFinger｣と呼ぶ装置だ(図5)。

爪の表面にボイス･コイル･モータを

張り付け、触った場所に応じて振助

を与える。タッチ･パネルの有無によ

らず､様々な物体の表面で凸凹感や、

ざらざら盛などを提示可能である。

ただし、この装置も柔らかさなどの触

覚は提示できないし､爪にボイス･コ

イル･モータを付けなければならない

ため､利用できる場面も特殊用途に

限られるｅ

力覚

力の急変化を利用
方向提示を可能に

体が｢引っ張られている｣｢押され

ている｣と感じるのが力覚である。力

覚は､関節や鮭､筋肉などにある神

経で知覚する。

力雌は急に変化する力に対しては

敏感で､緩慢に変化する力に対して

は鈍感という特性がある。これを利

用し、ある方向に引っ張られているよ

うに態じさせる装腫が､NTTのコミ

ュニケーション科学堆礎研究所

(NTTCS研)の開発した｢ぷるなぴ」

である(図6)。

ぷるなぴは、砿りをピストン巡助に

よって前後に動かすという単純な柵

造を持つｃ力覚を与える方向に速く、

その反対方向にゆっくりと動く構造

になっている。ぶるなびは力覚を与

えられるのが一方向だったが､２０１０

年に発表した次世代品の｢ぶるなび

2｣では重りが動く方向を回転させら

れる機構を組み込み、水平方向の

360度に対して力覚を与えられるよう

になった。実験では、ぶるなびを躯

'''1〔方向に向けることで､上方向･下方

向の力覚も与えられることが分かっ

ている。

「将来的にはスマートフオンなどに

内蔵し､地図が不要なナピゲーション

を実現したい｣(NTTCS研人間情

報研究部感覚運動研究グループ研

究主任の雨宮堺浩氏)という。スマー

トフオンに組み込む際に最大の課迦

図６疑似的な引っ張り力を発
生させる｢ぶるなび」
ｍりを一方に速く、反対方向には
ゆっくりと動かすことで、あたかも

片方向に力が加わっているような
鮒党を与えられる。ＮＴＴコミュニ

ケーション科学基礎研究所ではま
ず1軸の｢ぷるなびjを開発した後

(a)､360度どこに対しても力党を
与えられる｢ぶるなび2｣を開発し
た(b)。

(a)ぷるなび

(b)ぶるなび２

僑蕊卜

図５凹凸がないものに触覚を与える｢Smart

Finger」

物の淡而に触った状態で、爪の上に装着したボイ

ス・コイル･モータを振動させて、人に凹凸感を与

えることができる。パネル側に振動子や電極を付

けるのと逸い、さまざまな物体に対して触覚を与
えられる、(写興：大阪大学前田研究室）

となるのが装置の小型化である。力

覚を与えるには盃りにある程度の質

撤を持たせ､動かす距離を確保しな

ければならないからだ。

略,K,､I,[,.,恋moN,(､s2Il13Lﾕ1５５
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重心をずらす。歩行している場合に

は、歩行進路がその方向に曲げられ

る｡｢他の感覚器への刺激では個人

差が出るが、前庭地気刺激は誰に対

しても平衡感覚の変化を与えること

ができる｣(前田氏)という。

このシステムを使えば､無意識のう

ちに目的地に誌導するナピケーショ

ンを実現できる。例えば､背後から

近づいてきた自助叩に当たらないよ

うに機械が人を助かして危険を回避

させるといったことも可能である。な

お､反応は電気刺激を送ってから､２

～3歩目後に表れる｡｢歩いていると

き、人は現在の一歩を踏み出してい

る瞬間に次の一歩の命令を送ってい

るために､修正できるのはその次の

一歩からになる｣(前田氏)。

電極を左右の耳の前後、合計4佃

装瀞することで､左右に加えて、前

後､回娠感覚も提示できる(図7)｡｢人

の足は地面に接地しているので､左

右､前後､,訓嘱の3iIiIIIを提供できれば、

人をどの方向にも助かすことができ

る｣(前田氏)。これにより、人を強制

的にある方向に向かせる､立ち止まら

せる、といったことが可能になる。

前田氏の研究室では､前方カメラ

やジヤイロ．センサを内蔵したＨＭＤ

を情綴提示側､４個の前庭刺激用電

極を備えたＨＭＤを悩報受信側に装

輔し､‘Ii報の提示側と同じ,１級で映

像を｣'11‘られるシステムを開発し､有効

に動作することを確認した。この実

験では、人から人への姿勢の伝達だ

になる。

こうした刺激を与える装置として、

前庭電気刺激装悩がある。両耳の中

や耳の後ろに晒極を装着し、この電

極間に数mVの電流を流す装置であ

る。電流を流すと、陽極側への加速

庇感を与えられ、人は陽極側へ体の

平衡感覚

前庭の電気刺激で

前後左右回転を提示
体の傾営や回娠を感じるのが平衡

感覚である。この感覚を担う前庭を

外部から刺激すると、歩行の方向や

体位を外部から誘導することが可能

図８頭の方向を制御できる｢ハンガー反射」

額の右側もしくは左側を外部から強く押すことで､首がその方向に曲がる。この研究を深める
ことで､人の首の動きを誘導できる小型の装置を作製できる可能性がある。

図７前庭の刺激で平衡

感党を変化させる

耐部に四つの禰極を付ける

ことで､前後･左右･回転の

３１白の平衡感覚を与えるこ
とができる(a)。ＨＭＤを使

って離れた埋所にいる人に
同じ動きをさせることも可
能である(b､ｃ〉。

(a)前庭の刺激原理

府ﾗ扉i同忘１１需冒電医面罵ﾗﾃi罰冒雨

ｆｊ
.も

③8前斑ご$電極＜一:撞示方向←:冠瀧方向

(b)前庭刺激を行えるＨＭＤ（c)(b)を使って同じ視野を.与えているところ

Ｉ
’
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週隔操作ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
（パソコン）

梼蕊'．

(b)遠隔操作ｲﾝﾀﾌｪー ｽの画面

ロボットで人 と機械を結ぶ

人鴎繍鴬i剛ii麗縦溌鰯《蝋
スマートフオンのナビゲーション画面を見るよりも､道案内ロボ

ットに手を引いてもらったり、その後についていったりする方が

分かりやすい。また､何か検索をする際も､スマートフォンに向

かって音声入力するよりも、ロボットに問い合わせた方が違和

感が少ない。

このような人を支援するロボットを実際に社会の中に溶け込

ませ､実ビジネスとして定茄させようとし

ているのが国際電気通信基礎技術研究図c－１ロボットを

所(ATR)だ｡2011年には､奈良市の観醤内や店鰯案内に
光案内所や京都府相楽郡梢華町の商業ATRはロボットの商用
施設などでロボットを使って買い物や観化に向けて､ポランティ
光を支援するサービスの爽脈実験を実施アが自宅に届ながら､口

した｡｢ﾛポｯﾄ自体はまだ高価なので、蝋質継醗醤
一人1台所有する形態は現時点では考え提する仕組みを考案し、

づらぃ。大規模商業施設や地方自治体な奈良市などで実旺を行
どが所有し､これを利用するﾓデﾙをま菱陸鰐鋪窯
ずは定請させることを考えている｣(ATRい､人とのコミユニケー

社会ﾒデｨｱ総合研究所知能ロボテイ零鰯錨?:ランテ
クス研究所所長，ＡＴＲフェロー取締役

の萩田紀博氏)。

ATRの取り組みが興味深いのは､単な

るu見せ物''としてのロボットではなく、人

の知恵や感覚を活用して図使える"システ

ムを目指している点である(図c-1)。具

体的には､すべてをコンピュータ任せにす

るのではなく､遠隔から人がパソコンを使

ってロボットを操作することで､知的なサ

ービスを提供する。遮隔の操作者は､カ

メラやマイクなどで利用者の状況を確縄

しながら、ロボットを移動させたり､利用

者との間のコミュニケーションを取ったりする。

ただし､利用者には巡隔の操作者を意織させないように、ロ

ボットの発話は音声合成を利用する。ロボットの発話の内容は、

操作者がメニューの中から迦ぶか､メニューにない場合はテキ

ストを打つ。こうすることで､利用者との会話が学習され､｢コ

ンピュータがサービスを提供する場所について徐々に専門家に

なっていく｣(萩田氏)。遮隔の操作者は知読は豊富だが､外出

が難しい社会参加意賊の高い濡齢者などを想定している。

a)システム構成

ロボット･アシスト‘
システム

■堂一一一 ■■■
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で頭を挟んで､額の左右どちらかを

圧迫すると、圧迫された方向に顔が

向くというもの｡｢物理的な力をかけ

たときにだけ反応し、電気信号では

再現でざない｣(悩気通僑大学総合

情報学専攻|W【士後期課程で梶本研

究室に所脈する佐膝未知氏)とする。

なお、医学的にはなぜこのような反

額の圧迫による歩行ナビ

ここまで述べて営たような感覚で

はないが､｢ハンガー反射｣という、反

射行動で人を誘導する研究がある。

ハンガー反射は、洋服のハンガー

淵,KKr1E,_EcrRO剛cs20I312I57

ったが、当然機械が人を総源するこ

とも可能だ。 梶本研究までは､ハンガー反射が

起こる部位を押さえることで、目的の

方向に頭を回転させる装置を自作し

た(図8)。現在は装侭は大掛かりだ

が｢何らかの方法で小型化でされば、

歩行ナピゲーションなどに利用でき

る｣(佐藤氏)としている。

応が起こるのかは未解明だ。

梶本研究までは､ハンガー

起こる部位を押さえることで、

患･徳匡零コ ｡■

‘'.'”・旬,､’，….…､.….．…･･富２－邑竺雪

鵜野ｒ‐，遮;:…..~…苫一宗一
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一建築とデジタル技術の融合をテ

ーマにされていますが､どのような研

究に取り組んでいるのでしょうか。

デジタル･データには､簡単に変え

られたり、複製したり、配布したりで

営るという特有の性質があり､建築現

暁にもこれを浸透させたいと考えて

います。デジタル技術の浸透はパソ

コンやスマートフオン、タブレット端

末といった、せいぜい机上の範囲に

とどまっており、ある意味で行き詰ま

っています。アカデミックな分野でも

環境に、どうデジタル技術を埋め込

んでいくかが大きなテーマです。

現在､拡吸現実感(AR)技術を用

いて械々なことができるようになりま

した。しかし､街自体は普遍的なもの

で結局は建物や道路は静的な存在と

して、その上にデジタルのレイヤーを

戦せているだけです。私は、もう一

即官
■ 0

竹内雄一郎氏
ソニーコンピュータサイエンス研究所アソシエイトリサーチヤー

建築環境にもデジタル技術を
人が見る世界を変えたい

歩踏み込んで建築環境自体を可変に

したい。パソコンのデスクトップ環境

を変えるように建築を変えられない

かと研究しています。

とが容易にできます。

そのため、建築物の商さを自由に

変えたり、建物を曲げて前後に揺れ

ているように見せたりする視覚効果

を表現することが可能です。現状の

AR技術のような空間上に'|W報をペ

タペタと貼っていくのではなく、ラン

ドマークを強調して表示したり、曲が

っている道をまつすぐにしたりするな

ど､建物や道路の見え方をダイナミッ

クに変えるシステムを柵築することが

できるわけです。

活用例としては､駅に降り立って

から月的の施設が見えない場所にい

ても、１１的地までの逆をせり上げて

一目瞭然で過のりが分かるような視

覚表現を考えています。最終的には

ゴーグル型の表示装慨を用いて、人

が見ている世界自体を変えることを

目指しています。

５８判KKIII1K･TR()､;,“2013』.2，

－どのようなアプローチを考えてい

るのでしょうか。

アプローチはいろいろあると思い

ます。2008年から研究を始めました

が､猟焼そのものを変えるのは､正直

なところ予算と人手が掛かるため、ま

ずはAR技術を用いた研究を始めま

した。ＡＲ技術は視覚だけでなく、聴

覚と触党へ働きかけることが可能で

す。もちろん一番分かりやすいのは

視覚です。般近ではコンピュータ・ビ

ジョンが進化しているため､様々なこ

とが可能です。撮影した画像は画素

として脇縦していますので､処築に

対して３Ｄモデルをマッピングするこ

Ⅷc…towソ

聴覚や触覚についてはいかがで

しょうか。

音を使っても視覚と同様なことを

できると考えています。未来のオフィ

スは自由に壁の位慨を変えられると

想定し、ヘッドセットで仮想的な壁を

作れる簡11iなデモンストレーションを

2010年に火施しました。

■ー■客茜竃q

拳
AR技術を用いてビルを自由に巽形可能

中央のビルを伸ばし､右のビルは縮ませている｡(写真：ソニーコンピュータサイエンス研究所）
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ヘッドセットを付けて音を遮断し、

人の発話はいったんサーバーを介し

てⅢlかせれば、どのような加工でも

できます。例えば､２～3人で静かに

I活をしたいときは小さな会議室のよ

うな壁を想定した反響音を聞かせる

といった具合です。ゴーグル型の表

示装慨と組み合わせれば、あたかも

壁があるようにすることも可能です。

触覚は初歩的なものですが､足が

地而に触れた瞬間に振動を与えるこ

とで､地而の感触を変える実演を同

恢と共同で研究したことがあります。

柔らかいとか､硬いとかリアルな感触

を火際に伝えるのはまだまだ雌しい

ですが、、的地への逆筋が正しいか

どうかを示したり、ゲームで場面が変

わったように見せたりする用途では

利用価値は．'･分にあるでしょう。

－建築環境そのものに対する取り

組みはあるのでしょうか。

建築そのものを変えるのは､柔軟

性に雌があります。アクチュエータな

どを用いて物理的に建築物を動かす

といった取り組みを始めていますが、

建築物そのものを変えていくのは非

備に時間がかかる識です。

そのため、プロジェクション技術な

どを用いて壁一面に映像を投影し、

あたかもそこに別の空間があるように

できないか、研究しています。従来

のテレビ会議システムよりも空間に

溶け込んだものを目指しています。

たけうちゅういちろう

東京大学大学院新制域創成科学研
究科博士課程終了。博士(科学)。
2008年にソニーコンピュータサイ

エンス研究所に入社。２０１０～

2012年までHarvardＵｎｉｖｅｌｒｓｉｔｙｌ
ＧｒａｄｕａｔｅＳｃｈｏｏＩｏｆＤGsIgrl

MasterinDesi8nSIudiesに在
蛎。デジタル技術を111染環坑に細
み込む未来の実現を目淵している。
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遠隔地にカメラを設慨し、その室内

にいる人々と述和感なく、コミュニケ

ーションできるソフトウエアを現在、

地道に開発しているところです。

米Google社のパノラマ画像サービ

ス｢StreetViGw｣は世界''１の場所を

見れますが、ある瞬間のスナップショ

ットです。もっとリアルタイムの映像

をやり取りできれば、より多くの価値

を生むことができるでしょう。

また、プロジェクション技術では縦

近､立体物に映像や画像を投影する

｢プロジェクション･マッピング｣が進

化しています。この技術を用いるこ

とで､巡築猟塊を大琶く変えられると

感じています。現状のプロジェクシ

ョン･マッピングは芸術的な要素が強

いですが、プロジェクション･マッピ

ングの炎現を師易化するツールの拡

大とともに実用的な取り組みが今後

拡大するでしょう。例えば､米Ｍｉ‐

crosoft社のジェスチャー入力コント

ローラ｢Kinect｣のような安価な装悩

を用いて建築物の形状認識がで誉る

ようになれば、プロジェクション･マ

…

ツピングが身近になります。この形

状認識装冠を使うためのソフトウエ

アも、Kinect同様にオープンソースで

広まっていくに遠いありません。

－こうした建築環境そのものを変え

る取り組みは誰が主謀していくのでし

ょうか。

個人的には､大手建設会社や住宅

メーカーではなく、一般消費者がゲリ

ラ的に始める方が早いのではないか

と慾じています。特に､DIYが当たり

前の米国では､街を草の根的に勝手

に変えてしまう文化があります。例え

ば､肥満解澗を促すために、街のエ

レベーターの横にある階段の1段ずつ

に小説を書いて、階段を上ることで

小説を読めるようにしたり、クルマ中

心の社会を批判するために街の駐巾

脇をオブジェで埋め尽くすイベントを

開催したりしています。

将来的にはこうした市民ベースの

取り組みと相まって、プロジェクショ

ン技術で様々なことが街全体で行え

るようになるのではないでしょうか。
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半透明の現実と仮想が
混ざり合った‘情報提示が可能に

２０１２年６月に｢ＳＲ(substitu，

tionalreality：代替現実感)システ

ム｣を発表しました。概要と開発経緯

を教えてください。

ＳＲシステムは､人の体験を"編集，，

する仕組みだといえます。カメラを

付けたヘッドマウント･ディスプレイ

(肌ID)とノイズ･キャンセリング機能

付きヘッドホンを装祈してもらい､人

の目と耳を潤います。そのHMDとヘ

ッドホンで人に提示する悩報を、今

起こっている現実のものから､過去に

撮影･録音したものにそっと差し替え

ることで､人は過去の出来'１１:を今起

こっていることのように感じます。あ

りのままの情報と、事前に作成した

仮想的な悩報との間を、人が自111に

行き来できるのです。

ＳＲシステムには､幾つかの仕掛け

があります。一つは､ＨＭＤに映し出

す過去の映像が､同じ場所から撮影

した360度のパノラマ映像であるこ

と。ＨＭＤに内蔵したセンサが検知し

た人の頭の動きに追従して映像の向

きを変えます。視点が同一なため、リ

アルタイム映像を映している時とほ

ぼ同じ感覚が得られます。また､現

実の情報と仮想情報の質が同程度な

ことも､境界が分かりにくい理由です。

11と耳を完全に槻った人工的な猟蝋

によって現実情報の質が低

－－，

下する分､相対的に仮想情

報の質が上がります。

私は人の｢社会性｣につ

いて研究しています。私が

定義する人の社会性とは、

｢他人が自分の近くに来る

ことで行動の選択が変化す

る」というものです。社会

性の研究で難しいのは､完

全に同一な刺激を複数の被

験者に与えることです｡｢再

現可能な現実を作りたい」

という思いがＳＲシステム

＝ア

、

－二戸と多

カメラを播戟する

ＨＭＤとヘッドホンを
装着して体験

〕メラで損影したﾗｲプＥｌ
鳥倣を見ていると…：

一声

現実と仮想の塊界があいまいに

藤井氏のグループが開発したＳＲシステムを、ソニーが｢東京ゲ

ームシヨウ2012｣で実滴した。ＨＭＤに付けたカメラのリアル
タイム映像から､網典済みの３６０度カメラの映像に切り替わる公
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開発の原点でした。当初はＶＲ(vir‐

tualreality：仮想現実感)などの応

用で試行錯誤していましたが、どうし

ても人対人の接触の代わりにはなら

なかった。そのとき360度を撮影可

能なカメラの存在を知り、今回のＳＲ

システムの開発に至りました。

ＳＲシステムにはどのような応用

が考えられるのでしょうかｃ

まず､私が目的としていた認知･心

理実験の基盤になり得ることが分か

ってきました。エンターテインメント

分野への応用もできそうです。今ま

での映像コンテンツの楽しみ方は、

現実空間の中に映像を表示するディ

スプレイがあり、それを注視するとい

うものでした。ＳＲシステムでは、実

際の体験としてコンテンツの中に入

り込むような感覚が得られます。

興味深いのは、同じＳＲシステムの

デモを体験した人が語る"現実，'が、

人によって大営く異なることです。

現災というのは、それぞれの人が信

じる主観的なものなのです。ＳＲシス

テムを｢人の体験を編集する仕組み」

と脱明したのは、ありのままの悩報と

仮想州報の混ぜ方を変えることによ

って､その人が実際に起こったと信じ



る体験を変えられるようになるという

意味です。

ＳＲシステムの被験者はだいたい

｢兇抜いてやろう｣と柵えてきますが、

現実と過去の境界を正確に認識でき

た人はほとんどいませんでした。人

が｢気持ちよくだましてほしい｣と考

えるエンターテインメント分野なら、

仮想悩綴の中に飛び込んでいく感覚

を実験以上に味わえるはずですＣＳＲ

システムは現実と仮想を行き来する

ための坐盤です。どのような応用が

できるかを、色々な分野の方に考え

てもらいたいと思っています。

「体験を編集する｣という考え方

は､現在と過去の組み合わせ以外にも

適用できるのでしょうか。

ｌｌＭＤで映すリアルタイム映像を２

次元的なものに加_lﾆしたり、そこに２

次元の画像を差し込んだりすること

も試しています。最近､｢漫画カメラ」

という写真を線lI1Iiに変換するスマー

トフォン向けアプリケーション･ソフト

ウエアがはやりましたよね｡あのよう

な画像処理をリアルタイムで実行し、

現実の悩報を間引くことを考えてい

ます。州報を間引営ながら付加すれ

ば､人の負荷も端えません。

これまでＡＲ(augmentedreality：

拡張現実感)と呼ばれてきた表現手

法は､現災の画像の上に無理やり仮

想画像を亜ね合わせていたので遮和

感が強かったんです。今後は｢現実

ふじいなおたか

2004年から理化学研究所に所属。

主要研究テーマは適応知性および

社会的園機能篤明｡ヘッドマウント・

ディスプレイとヘッドホンを装着し

た被験者に過去の映像を~現実ﾛだ
と体験させる｢ＳＲシステムlを開発。

声

祷箪’。

』

ゴ

を改変して情報を差し込む｣という

考え方が重要になると思っています。

現実と仮想の情報の透過率を動的に

変えて､本当に必要な情報だけを兄

られるようにするのです。ＳＲシステ

ムでも、現在の映像と過去の映像を

それぞれ半透明にして重ねて表示す

るとどうなるかを試しています。

最終的には､現実の世界をマルチ

レイヤー化するインタフェースが作れ

るでしょう。人がI|で兇ているのは、

1陥しかない画像です。そこに、多数

の情報の層を重ね合わせて､必要な

幾つかの層だけを人の目に兄せる。

ここで言う情報の照は､現実の’冊報

をリアルタイムで加工したものでもい

いですし、仮想情報を付加したもの

でも構いません。

このとき、どの儲を見せるかを簡単

に選べるようにすることが大戦です。

例えば､手に持っているダイヤルをく

るくる回すと、どの層をメインに見せ

るかが切り替わるといったインタフェ

ースが考えられます。目的のものがよ

く見えないときに目を凝らすのと同じ

ような自然さを実現できれば､違和

感なく受け入れられるはずです。

一リアルタイムのインタフェースと

して構築する場合､画像処理などの

遅延時間が気になりそうです。

HMDの研究者は｢10,s以上遅れ

たら分かってしまう｣と言っています

が､私はあまり問題視していません。

もちろん遮延時間は短い方がよいで

すし､巡れがあるかどうかを憩識すれ

ば分かります。しかし､人は結構そう

した状況に適応してしまうんです。

遅れがわずかであれば､人の脳はそ

れに合わせて行動するようになるで

しょう。

表示する情報も変わってくるので

はないでしょうか。これまでは現実

と仮想の悩報が分かれていたので、

それらをつなぐ役割として文字を使

うことが多かった。マルチレイヤー化

した現実世界を見せる場合には、目

で追って読むことを求める文字では

なく、バツと見たときにすぐに理解さ

せる表現手法が重要になります。巳
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