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 概要および発表内容 
大阪大学産業科学研究所（産研）では、毎月の定例記者会見を実施しています。産研は文字どおり「産業に生かす科

学」を目的として、「材料」「情報」「生体」および「ナノテクノロジー」の領域において基礎から応用に至る広い分野で研究・教
育を推進し、産学連携への貢献を目指しています。記者会見では、最新の研究動向、成果、今後の発展等について、分か
りやすく情報を発信します。第54回の定例会見を以下のとおり実施しますので、ご参加ください。 

第54回の定例記者会見は従来の定例記者会見とは異なり、大阪大学産業科学研究所にて実施します。また、会見終
了後には、研究室見学も併せて実施いたします。 

【 開 催 日 時 】 12月21日（木） 14時00分から  
【 開 催 場 所 】 大阪大学産業科学研究所 管理棟2F大会議室 
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大阪大学産業科学研究所 国際シンポジウムのご紹介  

第21回大阪大学産業科学研究所国際シンポジウムが、第16回産業科学ナノテク

ノロジーセンター国際シンポジウム、第5回関西ナノテク国際シンポジウム、第13回阪

大ナノテク国際シンポジウムとの共催にて、2018年1月16、17日に大阪大学 銀杏

会館にて開催されます。 

本国際シンポジウムは毎年開催されており、今回で21回目を迎えます。 

今年のシンポジウムのテーマは、「AI Evolution in Science and Technology」とし、各

方面で話題のArtificial Intelligenceに関する約100件の最先端研究が、口頭とポス

ターセッションにて発表されます。 

AI分野を支える15名の招待講演者が国内外から大阪大学に集い、情報科学、シ

ステム、化学、デバイス、バイオ、プロセス、材料、ナノテクノロジーという広範な分野に

おけるAIの利用に関して熱い議論が展開されます。 

駒谷 和範 
こまたに かずのり 
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【発表１】 AIが対話の流れから単語を学ぶ手法を開発 
 -人間と会話しながら学んでいくAIへ新たな一歩- 
 

【成果のポイント】 
 対話システム※1において、知らない単語に関する推定が正しいかどうかを対話の

流れの中から判定し、その知識を獲得する手法を開発。 
 対話システムが知識を獲得するために「××って何ですか？」のような質問ばかり

を繰り返すと人間は、煩わしいと感じるが、本手法ではそのような質問をすること
なく話を続けながら推定した知識の正誤を判定できる。 

 「万人向けに作られた人工知能」ではなく、「あなたにテーラーメイドされた人工知
能」が今後重要となると考えられる。知らない単語について話を通じて学び、相手
に合わせて次第に賢くなっていく対話システムの実現に向けた新たな一歩であ
る。 

【概要】 
大阪大学産業科学研究所の駒谷和範教授らの研究グループは、対話システムに

おいて、知らない単語に関する推定結果が正しいかどうかを対話の流れの中から判
定する暗黙的確認という手法を新たに開発しました。 

    産業科学研究所 定例記者会見(第 54 回) 
～研究室見学も実施します～ 

     【12月21日（木） 14時00分～＠大阪大学産業科学研究所（管理棟2F大会議室）】 

本内容の報道は会見終了後まで 

お控え頂きますようお願い申し上げます。 



                         

  

 
図１ 暗黙的確認の例 

近年、音声応答
を行うロボットやアプ
リが数多く公開され
ていますが、その機
能は基本的に事前
にシステムに組み
込まれた知識に基
づいて、質問に答え
るというものです。  
他にも、人間に質

問して学ぶという手
法もありますが、単純に知識を獲得しようとして、対話の最中にシステムが「××って
何ですか？」のような質問ばかりを繰り返すと人間が対話を続ける意欲を削いでしまい
ます。 
駒谷教授らのグループは①直接的に尋ねずにその推定結果が正しいと仮定して話

を続け、それに対する相手の反応も踏まえて正誤を判定する。②複数の人とのやりと
りを総合して正誤判定の精度を上げる。の2つを組み合わせた手法を開発しました。
①、②にはいずれも機械学習※2技術が使われています。 
この成果によって、開発者が事前に用意したり更新したりしたやりとりができるだけで

なく、人間と話すにつれて自ら学んで次第に賢くなっていく対話システムの実現が期
待されます。 
 
【研究内容】 
対話システムにおいて、未知語（自らの知識にない単語）への対応が課題です。近

年は、質問により未知語を獲得する手法が提案されていますが、雑談対話において
「××って何ですか？」といった質問をシステムが逐一行ってしまうと、ユーザは煩わ
しく感じます。また、「××って何ですか？」という質問に対して、あるユーザが言ったこ
とをシステムが鵜呑みにすると、間違った知識を覚えてしまいかねません。 
 これらの問題を回避するために、駒谷教授らのグループは、雑談対話中に現れた未
知語のクラスを対話中に獲得する暗黙的確認という手法を開発しました。 
 まず、未知語の表記からその所属クラスを推定し、その結果から暗黙的な確認要求
を生成することで、対話を継続させつつ知識を獲得することを狙います。 
 この際に、ユーザの応答だけでなく、その前のユーザ発話やシステムの応答との関
係を捉えて、機械学習技術により推定の正誤判定を行う手法を開発しました。さら
に、1人のユーザとのやりとりから得た正誤判定結果を組み合わせて、複数の人との
対話を考慮することで正誤判定の性能を向上させる手法も開発しました。 
 
【本研究成果が社会に与える影響（本研究成果の意義）】 
現在、世に出ている様々な対話システムは、どのような相手に対しても同じように、

ある意味平均的に話します。しかし今後対話システムが世の中で使われるにつれ、話
す内容や話し方など、その場その場で相手から学びながら話せることが必須となるで
しょう。本研究成果は、人間と話すにつれて、自ら学んで次第に賢くなっていく対話シ
ステムの実現に向けた新たなアプローチであり、自動テーラーメイドが可能な対話シス
テムの実現に繋がるものです。 
 
【特記事項】 
本研究成果は、2017年8月17日に、談話と対話に関する国際会議SIGDIAL2017 

(The 18th Annual SIGdial Meeting on Discourse and Dialogue) にて講演発表しまし
た。 
タイ トル： “ Lexical Acquisition through Implicit Confirmations over Multiple 

Dialogues” 
著者名： Kohei Ono, Ryu Takeda, Eric Nichols, Mikio Nakano and Kazunori 

Komatani 
http://www.sigdial.org/workshops/conference18/proceedings/pdf/SIGDIAL7

.pdf 
 
 なお、本研究は（株）ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパンとの共同研究の
一環として行われました。また本研究の一部は、日本学術振興会科学研究費補助金
JP16H02869の助成を受けて実施しました。 



                         

  

【用語解説】 
※1 対話システム  

 人とことばを用いて話をするシステムで、人工知能のひとつです。音声を入力
とした音声応答アプリや対話をするロボット、テキストを入力として雑談をする
チャットボットが最近多く開発されています。会話システムとも呼ばれます。 

※2 機械学習 
 データに基づいて推論や判断を自動で行えるようにするための技術で、人工
知能の技術のひとつです。機械学習には、教師あり学習、教師なし学習、強化
学習があり、本研究では教師あり学習を使っています。教師あり学習は、状況と
正解を与えることでそれらを繋ぐように学習が行われ、別の状況に対する判断を
できるようにする学習方法です。 
 

【研究者のコメント】 
  「一見賢いがすぐに飽きられる」対話システムの次を見据えて研究を進めていま
す。人工知能、特に対話システムは、現在の大量一括生産型から、個々の家庭や人
間に適応可能な能力を持つことが重要になってくると考えています。 

山崎 聖司 
やまさき せいじ 
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【発表２】自分の腸内フローラを 
     最大限活用できるトイレの研究開発が始動！ 

 
【概要】 
 大阪大学産業科学研究所
の山崎聖司助教らの研究グ
ループは、センター・オブ・イノ
ベーション（COI）プログラム※1

における革新的な研究開発課
題として、自らの腸内フローラ
（腸内細菌叢）を判定すること
ができるトイレと、腸内フローラ
を改善するためのサプリメントの
開発を行います。 
近年、ヒト腸内に存在する

様々な細菌の集合体である
「腸内フローラ」が、ヒトの免疫
力向上・抗がん作用・抗うつ作
用・各種疾患の発症等に関わ
ることが示され、当分野は非常に注目されています。 
しかしながら、一般の方が自分の腸内フローラを日常的に簡単に知る方法はなく、

各々に適した食品・サプリメントを選択できていないという大きな問題があります。 
そこで当研究では、様々な生体情報を測定可能なハイスペックトイレを軸とした、

「自らのもつ腸内フローラを最大限活用できる社会の実現」（図１）を最終的な目標と
して掲げ、基礎研究段階から実用化を目指した産学連携による研究開発を推進しま
す。 

 
【用語解説】 
※1 センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム  

10年後の目指すべき社会像を見据えた、ビジョン主導型のチャレンジング・ハイ
リスクな研究開発を最長で9年度支援する国立研究開発法人科学技術振興機
構(JST)のプログラム。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 

ハイスペックトイレを用いた腸内フローラ活用システム 



                         

  

 

産業科学研究所 研究分野一覧 

 

 

分野 分野名 研究室 研究のテーマ・キーワード 

量子デバイス 量子システム創成研究分野 大岩研究室 光とスピンが織りなす新しいエレクトロニクス 

量子デバイス 半導体量子科学研究分野 松本研究室 
ナノカーボン材料を用いた量子デバイスと超高感度セン
サーの開発 

量子デバイス 先進電子デバイス研究分野 関谷研究室 
有機材料の高度物性制御技術を応用した次世代エレク
トロニクス・フォトニクス 

情報 複合知能メディア研究分野 八木研究室 歩き方で分かるあなたの個性・健康度 

情報 知能推論研究分野 鷲尾研究室 計算機推論によるビッグデータからの知識発見 

情報 知識科学研究分野 駒谷研究室 音声対話システム：人の声を聞いて話すコンピュータ 

情報 知能アーキテクチャ研究分野 沼尾研究室 学習による適応能力を持ったコンピュータ 

材料 自然材料機能化研究分野 能木研究室 進化する紙 ペーパーデバイスに向けて 

材料 半導体材料・プロセス研究分野 小林研究室 シリコン太陽電池の作製技術 

材料 先端ハード材料研究分野 関野研究室 
機能共生型マテリアルのデザイン・解析・チューニングと
その応用展開 

材料 先端実装材料研究分野 菅沼研究室 
２「PE技術」はエレクトロニクス新世代の鍵、印刷で作る
透明な導電膜 

量子ビーム 励起物性科学研究分野 
 

励起手法を駆使した構造制御による高次機能材料・ナ
ノ構造創製に関する基礎研究 

量子ビーム 量子ビーム発生科学研究分野 
 

電子加速器と自由電子レーザーなど新しいビーム発生
の研究 

量子ビーム 量子ビーム物質科学研究分野 古澤研究室 最先端ビームが切り開く材料開発の最前線 

化学 励起分子化学研究分野 真嶋研究室 マルチビーム化学、DNA光化学、光触媒、活性酸素 

化学 機能物質化学研究分野 笹井研究室 右手と左手の関係の化合物を作り分ける 

化学 精密制御化学研究分野 中谷研究室 DNAや RNAが創薬研究の標的になる？！ 

化学 医薬品化学研究分野 
 

細胞内信号伝達経路の制御に基づく創薬 

生体 生体分子反応科学研究分野 黒田研究室 
バイオミミックテクノロジーによるバイオ医薬品および同
関連技術の開発 

生体 生体分子制御科学研究分野 西野研究室 膜輸送体機能制御機構解明と新規治療法の開発 

生体 生体分子機能科学研究分野 永井研究室 
発光性タンパク質を使って生命の本質に迫り、未来を切
り開く！ 

ナノテクノロジー ナノ機能材料デバイス研究分野 田中研究室 
酸化物のナノエレクトロニクス～石ころ、赤さびが役に立
つエレクトロ二クス部品に変身～ 

ナノテクノロジー ナノ極限ファブリケーション研究分野 吉田研究室 
次世代ナノファブリケーションのための超高速初期過程
の研究 

ナノテクノロジー ナノ構造・機能評価研究分野 竹田研究室 
ナノの世界を直接見ることで、材料の特性および物理現
象を解明する 

ナノテクノロジー ナノ機能予測研究分野 小口研究室 コンピュータによる物質デザイン 

ナノテクノロジー ソフトナノマテリアル研究分野 安蘇研究室 次世代エレクトロニクス：有機半導体開発とデバイス評価 

ナノテクノロジー バイオナノテクノロジー研究分野 谷口研究室 個別化医療を実現する１分子 DNAシークエンサー 


