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Ⅰ-11
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Ⅰ-13

ヒューマン・インタラクション基盤
技術コンソーシアム紹介

歩行解析AI「CareWiz トルト」の
社会実装

遠隔医療ＡＩが連携した
日本式ＩＣＴ地域包括ケアモデル

介護者支援AIシステム
CareS (ケアーズ）の社会実装

ヒューマン・インタラクション基盤技術コンソーシアム

株式会社エクサウィザーズ

Ⅱ-9
Ⅱ-7

Ⅱ-8

エスカレーターより

株式会社アルム、東京慈恵会医科大学、
日本テクトシステムズ株式会社、データセクション株式会社

株式会社ａｂａ

Ⅰ-2

Ⅰ-3

Ⅰ-4

Ⅱ-1

Ⅱ-2

Ⅱ-3

マルチモーダルデータによる
自動状態記述システム

飲食業向け気づきスキル
VRトレーニングシステム

インタラクションを支援する
リモート接客システム

分野間データ連携基盤技術の背景・
取組内容の紹介

CADDEアーキテクチャ
(データ交換/認証/認可/来歴管理)

データカタログ横断検索と
データカタログ仕様・
データカタログ作成ツール

国立研究開発法人産業技術総合研究所

国立研究開発法人産業技術総合研究所

株式会社コトバデザイン

国立情報学研究所、株式会社日立製作所

株式会社日立製作所、日本電気株式会社、
富士通株式会社

国立情報学研究所、株式会社日立製作所

Ⅰ-5

Ⅰ-6

Ⅰ-7

Ⅱ-4

Ⅱ-5

Ⅱ-6

インフラ領域における職人の技の
伝承教育と機器実装

マルチモーダル音声対話システム
“MICSUS

ペダゴジカルAIエンジンを活用した
インタラクティブ英語学習支援環境

分野間データ連携基盤の
運用支援技術開発及び
自治体データ活用における実証

行政・交通分野のデータ連携実証

分野間データ連携基盤技術の
地理空間情報分野等における実証

研究開発機構、計測検査株式会社、一般社団法人社会基盤情報流通

KDDI株式会社、国立研究開発法人情報通信研究機構、

日本電信電話株式会社、

推進協議会、株式会社フォトンラボ

NECソリューションイノベータ株式会社

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

国立情報学研究所、株式会社日立製作所

SBテクノロジー株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術

Ⅰ-8

Ⅰ-9

Ⅰ-10

Ⅱ-7

Ⅱ-8

Ⅱ-9

デジタル教材配信システムBookRollを
用いた教育データ収集・分析基盤シス
テムとエビデンス共有システム

漫画を使った個別適応教育の
新しいプラットフォーム

新テスト技術で実現された
個別最適化による知識習得の
完全自動支援

海外データ基盤連携検証・トラスト基盤連携・
分野間データ連携基盤技術のSINET連携に
向けた実証・連携拡大に向けた活動

ＡＩ間連携による
バリューチェーンの効率化・柔軟化

スマートシティアーキテクチャ設計と
関連実証研究の推進

日本電気株式会社

日本電気株式会社

国立大学法人東京大学、
国立大学法人京都大学

エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社

日本電気株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、
国立大学法人岡山大学

セコムトラストシステムズ株式会社、東京大学、株式会社日立製作所

SIPサイバー研究成果シンポジウムプログラム
①プログラムディレクター挨拶

公益財団法人東京財団政策研究所 所長 安西 祐一郎

09:30 » 09:40

②ヒューマン・インタラクション基盤技術

国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究センター長 持丸 正明
未来報酬株式会社 代表取締役 兼村 厚範

09:40 » 10:00

国立研究開発法人産業技術総合研究所、
国立大学法人東京大学、
国立大学法人東北大学、
国立大学法人筑波大学、
一般財団法人デジタルコンテンツ協会、
株式会社コトバデザイン

10:00 » 10:20

国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、
計測検査株式会社、 一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会、株式会社フォトンラボ

10:20 » 10:35

内閣府

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

③ヒューマン・インタラクション基盤技術の成果報告
ａ．認知的インタラクション支援技術
マルチモーダルデータによる自動状態記述システム
飲食業向け気づきスキルVRトレーニングシステム
インタラクションを支援するリモート接客システム
インフラ領域における職人の技の伝承教育と機器実装の研究開発

b．高度マルチモーダル対話処理技術
Web等に存在するビッグデータと応用分野特化型対話シナリオを
用いたハイブリッド型マルチモーダル音声対話システムの研究

主催：内閣府 SIP「ビッグデータ・AI を活用したサイバー空間基盤技術」推進委員会
ＫＤＤＩ株式会社、国立研究開発法人情報通信研究機構、
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

10:35 » 10:50

国立大学法人東京大学、
国立大学法人京都大学、
日本電信電話株式会社、
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、
エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社

10:50 » 11:10

国立大学法人岡山大学

11:10 » 11:25

ｃ．学習支援技術
エビデンスに基づくテーラーメイド教育の研究開発
ペダゴジカルAIエンジンを活用したインタラクティブ英語学習支援環境
デジタル教材配信システムを用いた教育データ収集・分析基盤
システムとエビデンス共有システム

d．介護支援技術
株式会社エクサウィザーズ

11:25 » 11:40

介護支援AIに関する研究成果

株式会社アルム、東京慈恵会医科大学、日本テクトシステムズ株式会社、
データセクション株式会社

11:40 » 11:55

介護者支援システム開発に関する研究成果

株式会社aba

11:55 » 12:10

ヒューマン・インタラクション基盤技術コンソーシアム事務局

12:10 » 12:20

昼休憩
⑤分野間データ連携基盤技術

開催に際して
日本政府が未来社会のコンセプトとして提唱した Society 5.0 では、サイバー空間とフィジカル空間とが相互に連携したシステムづくり
基盤技術」
推進委員会
（事務局：内閣府）
は、2018 年度から 2022 年度までの 5 年間、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2
期
「ビッグデータ・AI を活用したサイバー空間基盤技術」
事業（プログラムディレクター：安西

祐一郎、以下、SIP サイバー）で、このよう

なシステムづくりに必要となる
「サイバー空間基盤技術」
の研究開発を進めてきました。

科学的介護の実現に向けた「歩行動画」解析ツールに関する研究成果

④ヒューマン・インタラクション基盤技術コンソーシアムについて

◆ 日 時：2022.10.7
（Fri.）9:30▶18:00
◆ 会 場：秋葉原 UDX

が求められます。NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）と SIP「ビッグデータ・AI を活用したサイバー空間

新しいEdTechプラットフォーム：漫画リッシュによるテーラーメイド英語学習
マイクロステップ・スタディによる知識習得の完全自動支援の実現

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

今回、10 月 7 日に本事業の研究成果を公開するシンポジウムを都内で開催します。
本シンポジウムでは、SIP サイバーの 5 年間の研究開
発と社会実装などの成果について、開発に取り組んできた研究者から報告を行います。
さらに、人と人とのインタラクション（人と人のや
りとりなど）
支援技術の実機デモンストレーション展示をはじめ、その他の研究成果の展示を行います。

AKIHABARA UDX 4F

ACCESS MAP

〉
〉
〉来場事前登録はこちらから
https://peatix.com/event/3325629/

12:20 » 13:20

UDX GALLERY NEXT-1

国立大学法人東京大学大学院情報学環

教授

越塚

登

ヒューマン・インタラクション
基盤技術展示

13:20 » 13:40

⑥分野間データ連携基盤技術に関する研究成果
a．CADDEとは
b．本研究の成果
c．まとめと今後の展望

株式会社日立製作所、
ＳＢテクノロジー株式会社、
国立大学法人東京大学、
日本電気株式会社、
富士通株式会社、
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所、
株式会社エヌ･ティ･ティ･データ、
ＪＩＰテクノサイエンス株式会社

13:40 » 13:50
13:40 » 13:50

シンポジウム

14:40 » 15:00

UDX GALLERY NEXT-3

⑦AIによる調整・交渉に関する研究成果

日本電気株式会社、沖電気工業株式会社、豊田通商株式会社、
国立大学法人東京農工大学、国立大学法人東京大学

15:00 » 15:10

⑧スマートシティアーキテクチャ設計と関連実証研究の推進

日本電気株式会社、アクセンチュア株式会社、鹿島建設株式会社、株式会社日立製作所、
国立研究開発法人産業技術総合研究所、一般社団法人データ流通推進協議会

15:10 » 15:20

閉会

UDX THEATER

15:20 » 15:30

日比谷線
つくばエクスプレス
秋葉原駅方面より

分野間データ連携基盤技術

秋葉原UDX ４Fへは２F
（アキバ・ブリッジ）
より
４階直通エスカレーターにてお越しください

アキバ・ブリッジ（２F）
JR秋葉原駅方面より

