
2020年10月15日 

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86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。 

【 開 催 日 時 】 10月20日（火） 15時00分から  

【 開 催 場 所 】 Webexによるオンライン記者会見 開催 

駒谷 和範 
こまたに かずのり 

大阪大学 産業科学研究所 

知識科学研究分野 

教授 

【発表1】 

「空気を読んで話す」対話システム研究用データセットHazumi

を公開 

 ことばの内容だけでなく、声色や表情、姿勢なども使って相手の様子を読

み取る音声対話システム（音声を使って話をする人工知能）の研究開発に

使えるデータセットを公開

 人工知能の研究開発を進めるには、人とシステムが話すデータやそれに対

して人間が付与した正解ラベルが必要であるが、個人情報保護などから公

開されたものは少ない

 ことばの内容だけではなく、ニュアンスや雰囲気も扱えるマルチモーダル

対話システムの研究開発に向けた共通基盤データとして利用可能

【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、マルチモーダル※1

対話システム※2の研究開発

に利用可能なデータセット

Ｈａｚｕｍｉ を2020年８月

18日に公開しました。

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、その多く

は音声認識によって得られ

るテキストのみに基づいて

応答します。これに対して人

間は、ことばの内容だけでは
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図１ 公開したデータの一部 

（ここでは顔画像を一部加工．公開データは論文や

学会発表にはそのまま利用可能．） 



                         

  

なく、声色や表情、姿勢などから相手の様子を読み取って話しています。この

ような機能を持った対話システムをマルチモーダル対話システムと呼びます。

この研究にはデータが必要ですが、顔の映像は個人情報であり、この点へ配慮

が必要であることなどから、人とシステムとの間でのマルチモーダル対話デー

タで公開されたものはほぼありませんでした。 

今回、人とシステムとの15分程度のマルチモーダル対話データ59名分を公開

しました。システムはWizard-of-Oz方式と呼ばれる、人間が別室でシステムを

操作する方式を用いました。公開されたデータには、収録した動画だけではな

く、様々なアノテーション※3が付与されています。例えば、心象（どの程度実

験参加者が対話を楽しんでいるか）7段階や、話題継続（システム役が話題を

続けるべきかどうか）7段階、話題への興味度3段階などです。これらが、シス

テム発話とユーザ発話の対（交換）を単位として、第三者である5名により対

話中の全交換に対して付与されています。また心象は、実験参加者本人が事後

に付与したものも含まれます。また実験参加者全員から同意書を得ており、そ

の手続きは研究倫理委員会により承認されたものです。 

これにより、ことばの内容のやりとりだけではなく、ニュアンスや雰囲気も

扱えるマルチモーダル対話システムの研究開発に向けて、共通基盤データとし

て広く利用されることが期待できます。 

本データは、2020年8月18日（火）から、国立情報学研究所情報学研究データ

リポジトリにて公開されています。なお Ｈａｚｕｍｉ とは、話を弾ませる

ことができるような対話システムを作りたいという願いから名付けたもので

す。 

 
【研究の背景】 

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

多くは音声認識によって得られるテキストのみに基づいて応答します。これに

対して人間は、ことばの内容だけではなく、声色や表情、姿勢などから相手の

様子を読み取って話しています。このような機能を持った対話システムをマル

チモーダル対話システムと呼びます。この研究にはデータが必要ですが、顔の

映像は個人情報であり、この点へ配慮が必要であることなどから、人とシステ

ムとの間でのマルチモーダル対話データで公開されたものはほぼありません

でした。 

ユーザの心的状態をセンシングし有効な情報を取得する研究は、社会的信号

処理 (Social Signal Processing, SSP) という名前で近年注目を集めていま

す。社会的信号処理では、ユーザの内面の発露として現れる情報をコンピュー

タがセンシングする技術です。様々なセンサ情報を入力特徴量とした機械学習

により、例えば「ユーザが現在の話題に興味を示している」のような情報を予

測します。本データセットは、対話システム研究と社会的信号処理研究を融合

させるという位置づけもあります。 

 
【本研究成果が社会に与える影響】 

本データセットの公開により、ことばの内容のやりとりだけではなく、ニュ

アンスや雰囲気も扱えるマルチモーダル対話システムの研究開発がさらに進

展することが期待されます。また、共通基盤データとして広く利用されること

も期待できます。 

我々も、本データセットを使って、付与されたアノテーション内容の機械学

習※4による予測をより高精度にする研究や、さらに生体信号を併用して実験参

加者の心象を得る研究などに活用しています。 



                         

  

【特記事項】 

 本データセットは、2020年8月18日（火）から、国立情報学研究所情報学研究

データリポジトリにて公開されています。 

タイトル： 大阪大学 マルチモーダル対話コーパス （Hazumi） 

著者名 ： 駒谷和範、岡田将吾 

https://www.nii.ac.jp/dsc/idr/rdata/Hazumi/ 

http://doi.org/10.32130/rdata.4.1 

 

 本データセットを利用した研究は、2019年10月15日に、マルチモーダルイン

タラクションに関する国際会議ＩＣＭＩ （The 21st ACM International 

Conference on Multimodal Interaction） にて講演発表し、優秀論文賞（Best 

Paper Runner-up Award） を受賞しました。 

 Yuki Hirano, Shogo Okada, Haruto Nishimoto, Kazunori Komatani: 

 

 Multitask Prediction of Exchange-level Annotations for Multimodal 

Dialogue Systems. 

International Conference on Multimodal Interaction (ICMI), pp.85-94, 

Oct., 2019. 

(Best Paper Runner-ups Award) 

 

また本データセットの次期バージョンを利用した研究成果は、2020年10月25日

から29日に開催される国際会議ＩＣＭＩ （The 22nd ACM International 

Conference on Multimodal Interaction） にて発表予定です。 

 Shun Katada, Shogo Okada, Yuki Hirano, Kazunori Komatani: 

Is She Truly Enjoying the Conversation?: Analysis of Physiological 

Signals toward Adaptive Dialogue Systems. 

International Conference on Multimodal Interaction (ICMI), (accepted), 

2020. 

 

本研究は、北陸先端科学技術大学院大学 先端科学研究科 岡田将吾准教授と

の協力の下で行われました。本研究の一部は、物質・デバイス領域共同研究拠

点における「人・環境と物質をつなぐイノベーション創出ダイナミック・アラ

イアンス」共同研究プログラムの支援を受けました。 

 
【用語説明】 

※1 マルチモーダル 

    テキストだけでなく、聴覚から得られる声色や、視覚から得られる表

情など、複数の情報を利用することです。 

※2 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。 

※3 アノテーション 

    データに対して人間が注釈をつけたものです。昨今広く使われている

機械学習では、人間が与えた情報を正解データとして学習を行うものが

多いです。このため、データだけではなく、それに対して人手で注釈をつ

けたものが研究開発において有用です。 



                         

  

※4 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】 

人工知能、特に様々な人と話をする対話システムでは、大量一括生産型では

なく、個々の人間に適応できる能力が重要になります。人や社会から信頼され

る対話システムはきっと、あなたの様子を察知して答えたり、話を聞いたりし

てくれるでしょう。本データセットは、そのようなマルチモーダル対話システ

ムの研究開発に資するものです。 

服部 梓 
はっとり あずさ 

 

大阪大学 産業科学研究所 

3次元ナノ構造科学研究 

分野 

准教授 

 

 

【発表2】 

複雑さにナノ空間制御で挑む！ 

原子精度の立体造形技術による強相関金属酸化物のナノ相転

移特性解明 

 

 これまで現象が複雑すぎるため長い間実現していなかった強相関金属酸化

物※１のナノ相転移特性解明を、独自のナノ立体造形技術でのナノ構造試料

の実現により達成 

 機能増大化したナノ材料の開発、また高感度センサ、低消費駆動急峻応答

スイッチなど現行の半導体デバイスより 2桁以上効率を増大化したナノデ

バイスへと展開 

 第25回日本女性科学者の会奨励賞を受賞 

 

【概要】 

大阪大学産業科学研究所の服部梓准教授らの研究グループは、世界最高精度

の立体ナノ造形技術を駆使して強相関金属酸化物のナノメートル(10-9 m)領域

で発生する相転移特性の解明に取り組んでいます。強相関金属酸化物はわずか

な外部刺激で金属-絶縁体転移※２を起こし、巨大な抵抗変化を示すことから将

来の高速スイッチング・メモリ材料として注目されていますが、相転移発現機

構が複雑であるなどの理由から研究があまり進んでいませんでした。服部准教

授らは、「試料サイズを対象とする物性の起源であるサイズまで微細化するこ

とで物性発現の最小単位にアクセスできるという一見単純に思えますが、実現

には高度な技術を必要とするアプローチで、強相関金属酸化物の金属絶縁体相

転移特性(MIT)の起源解明を実現するに至りました。 

世界最高精度のナノ立体

造形技術によって、未踏で

あった50nmサイズの強相関

金属酸化物ナノ構造体の作

製を実現し、物性起源にア

クセスすることで、物性発

現最小単位である数十nmサ

イズのナノ電子相の直接計

測(図1)を達成し、一次相転

移特性、転移点の分布など
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図 1(a) 50 nm 線幅(La,Pr,Ca)MnO3ナノ細線と薄膜
(挿入図)の抵抗変化。(b)実験的に解明したナノ電
子相 MIT 特性分布。 



                         

  

のナノ相転移特性を実験的に初めて解明しました。これは、2019年7月にNano 

Latters誌に発表された「定説覆す発見！10nmサイズの高品質マグネタイト作

製で明らかに」(A. N. Hattori et al., Nano Lett., 19 (2019) 5003)に引き

続く成果で、最新の研究成果は2020年7月のCrystals誌に掲載されました。(A. 

N. Hattori et al., Crystals (2020) 10, 631)。 

 

本研究成果などから服部梓准教授は、第25回日本女性科学者の会奨励賞を受

賞しました。この賞は、広く理系の分野において研究業績をあげ、その将来性

を期待でき、かつ同会の趣旨に賛同し、その達成のために努力していると認め

られる会員に与えられます。日本女性科学者の会は、「女性科学者の友好を深

め研究分野の知識の交換を図り、その地位向上を目指すとともに、女性と男性

がともに個性と能力を発揮できる環境とネットワークの構築を推進すること

で、社会と世界の平和に貢献すること」を目的にしています。 

 
【研究の背景】 

試料をナノメートル

サイズまで縮小すると、

よく知られている量子

効果以外にも新たな物

性変化が発現します。こ

れはバルクや薄膜と

言ったマクロサイズの

試料中では埋没 (平均

化)していた性質が顕在

化するなど、ナノ領域で

の特異構造に起因する特性が現れるためです。強相関金属酸化物では、これら

のナノ領域での特性は議論されながらも、複雑すぎるなどの理由で本質に迫る

研究が実現していませんでした。服部准教授らのグループは、独自の3次元ナ

ノ構造創製技術を開発し、多様な機能性酸化物材料に対して50nm以下サイズで

完全位置制御3次元ナノ構造体(図2)の作製を実現してきました。これらの位

置・形状・サイズを規定した立体ナノ構造体の創製が可能なのは当該グループ

のみである独創的なものです。これにより強相関金属酸化物の物性起源である

ナノ電子相ドメインの閉じ込め(隔離)を可能とし、単一ナノ電子相の金属-絶

縁体転移特性の計測に成功してきました。 

 
【本研究成果が社会に与える影響】 

強相関酸化物という動的不均質系でのデバイスの実現は、終焉が見えつつあ

る0/1応答するシリコンの代替だけではなく、相転移現象を利用した多値応答

(0, 1, 2…., n)かつ選択的な機能創出という知能デバイス(脳型チップ)への

展開が期待できます。また、ナノ構造と物性の関係の解明は、ナノ物性物理学

術分野の発展だけでなく、その特異性を安定化させる機能活性化の方法論を確

立することで、機能活性化した材料の開発、また高感度センサ、低消費駆動急

峻応答スイッチなど現行の半導体デバイスより2桁以上効率を増大化したナノ

デバイスの具現化として産業界に貢献できるものです。 

 
【用語説明】 

※1 強相関金属酸化物 

    主に3d遷移金属で構成される金属酸化物で、物質の中で電子同士の間に

図 2 :実現した金属酸化物の 3 次元ナノ立体構造: 
(a)ナノボックス、(b)ナノ細線、(c)エピタキシャルナノ
細線、(d)ナノ狭窄、(e)ナノ多層細線。 



働く有効なクーロン相互作用が強いもの。電子・スピン・軌道の秩序状態

は僅かな摂動(温度、磁場、キャリア濃度)で融解し、相転移を起こす。相

転移に付随して、電気的、磁気的、光学的に劇的な変化を示す物質群。 

※2 金属-絶縁体転移

温度によって水が氷に変化するように、同じ物質でありながら金属⇔

絶縁体へと相変化する事。温度や磁場変化、キャリア注入によって引き

起こされる。


