
出展番号 出展者 タイトル
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10/6(木)
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A01
NICT ユニバーサルコミュニケーション研究所
データ駆動知能システム研究センター（DIRECT）

高齢者介護支援マルチモーダル音声対
話システムMICSUS（ミクサス）

10/6(木)
13:30 〇 〇 ×

A02
NICTユニバーサルコミュニケーション研究所
先進的音声翻訳研究開発推進センター（ASTREC）
先進的音声技術研究室

ウクライナ語音声翻訳
 〜Вітаю ビターユ（おはよう）からは
じまるコミュニケーション〜

10/7(金)
13:00 〇 〇 ×

A03
NICT ユニバーサルコミュニケーション研究所
先進的音声翻訳研究開発推進センター（ASTREC）
先進的音声技術研究室

VoiceTraに搭載!!高速・高品質多言語
ニューラルテキスト音声合成技術

10/7(金)
13:07 ×

A04
NICT ユニバーサルコミュニケーション研究所
先進的音声翻訳研究開発推進センター（ASTREC）
先進的音声技術研究室

場所によって異なる音を提示可能な小
型スピーカによる音声マルチスポット再
生システム

〇

A05
NICT ユニバーサルコミュニケーション研究所
先進的音声翻訳研究開発推進センター（ASTREC）
先進的翻訳技術研究室

「崩れた」表現を「整える」～日本語正規
化技術～ 〇 〇 ×

A06
NICT ユニバーサルコミュニケーション研究所
先進的音声翻訳研究開発推進センター（ASTREC）
先進的翻訳技術研究室

文法構造はどんな言語でも本質的に同
じ？
～多言語の構造解析と言語の類似性
～

10/7(金)
13:14 〇 ×

A07
NICT ユニバーサルコミュニケーション研究所
先進的音声翻訳研究開発推進センター（ASTREC）
先進的翻訳技術研究室

誤訳発見技術で機械翻訳をより安全に
活用する

10/7(金)
13:21 〇 〇 ×

A08
NICTユニバーサルコミュニケーション研究所
統合ビッグデータ研究センター（TBD）

データ連携分析基盤：xDataプラット
フォーム ×

A09
NICTユニバーサルコミュニケーション研究所
統合ビッグデータ研究センター（TBD）

MM-センシング: マルチメディアデータを
用いた複雑な事象を予測するためのAI
モデル

×

A10
NICT ユニバーサルコミュニケーション研究所
総合企画室　システム開発グループ

Web会議システムを使った同時通訳体
験 〇

A11
NICTユニバーサルコミュニケーション研究所
先進的リアリティ技術総合研究室

リアルで表情豊かな3Dアバターの構
築・再現技術「REXR」

10/6(木)
13:37 〇 〇 ×

A12
NICTユニバーサルコミュニケーション研究所
総合企画室

”ぎゅっ”と紹介！『社会に広がるNICT
の多言語翻訳技術』 ×
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C01
NICT ネットワーク研究所　
ワイヤレスネットワーク研究センター
ワイヤレスシステム研究室

端末間直接通信を用いたライフログ収
集システム

10/6(木)
13:44 〇 〇 ×

C02
NICT 未来ICT研究所
神戸フロンティア研究センター ナノ機能集積ICT研究室

EOポリマーを用いた超高速光通信・光
制御デバイス ×

C03
同志社大学
理工学部インテリジェント情報工学科

機械学習を悪用したボットネットへの対
抗 ×

C04
けいはんな情報通信オープンラボ研究推進協議会
映像コミュニケーション　ワーキンググループ

8K分身通信　（遠隔身体拡張通信）　　- 
8Kリアルバース 8KRealverse -

10/7(金)
13:28 〇 〇 〇

E01 奈良女子大学研究院工学系
固体内アニオンの分子形成を活用した
新奇高容量蓄電池正極の設計

10/7(金)
13:35 〇 ×

E02
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
関西光科学研究所

世界トップクラスの高強度レーザー開発
とその学術及び医療・産業応用 ×

E03 理化学研究所情報統合
ガーディアンロボットプロジェクト　活動
状況の紹介 ×

F01
NICT 未来ICT研究所
総合企画室

国立研究開発法人情報通信研究機構 
未来ICT研究所の紹介

10/6(木)
14:05 〇 〇 ×

F02
NICT 未来ICT研究所
脳情報通信融合研究センター企画室

脳情報通信融合研究センターの紹介 ×

F03 NICT 未来ICT研究所
総合企画室

情報通信技術研究交流会(AC・Net)紹
介

10/6(木)
14:12 〇 〇 ×

F04 株式会社　島津製作所　基盤技術研究所 Shimadzuみらい共創ラボ ×

F05 積水ハウス株式会社　総合住宅研究所
積水ハウスの次世代室内環境システム
「SMART-ECS」

10/6(木)
14:19 〇 ×
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F06 国立大学法人奈良国立大学機構
奈良カレッジズ連携推進センターの紹
介

10/6(木)
14:26

10/7(金)
13:49 〇 〇 ×

F07 公益財団法人国際高等研究所 研究支援部
国際高等研究所が取り組む基幹プログ
ラムについて ×

F08 公益財団法人国際高等研究所 ゲーテの会事務局
満月の夜開くけいはんな哲学カフェ
「ゲーテの会」 ×

F09 公益財団法人国際高等研究所
IIAS塾ジュニアセミナー「独立自尊の
志」養成プログラム ×

F10 公益財団法人国際高等研究所 けいはんな「エジソンの会」について ×

F11
公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構 
イノベーション推進室

けいはんなＲ＆Ｄイノベーションコンソー
シアム・スタートアップ支援 ×

F12
公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構 
イノベーション推進室

けいはんなリサーチコンプレックス推進
協議会の活動紹介 〇

F13 株式会社けいはんな
文化学術振興、研究に係る交流、共同
研究支援のための施設「けいはんなプ
ラザ」の紹介

10/7(金)
13:42 〇 ×

P01
総務省近畿総合通信局情報通信部
情報通信連携推進課

近畿の情報通信2022
［総務省 近畿総合通信局］ ×

P02
総務省近畿総合通信局情報通信部
情報通信連携推進課

戦略的情報通信研究開発推進事業
（ＳＣＯＰＥ） ×

P03
総務省近畿総合通信局情報通信部
情報通信連携推進課

「異能(Inno)vation」プログラム
［総務省 近畿総合通信局］ ×

P04
総務省近畿総合通信局情報通信部
情報通信連携推進課

「ミライノピッチ2022」開催
［総務省 近畿総合通信局］ ×
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P05
総務省近畿総合通信局情報通信部
情報通信連携推進課

デジタル活用支援推進事業
［総務省 近畿総合通信局］ ×

S01
京セラ株式会社 けいはんなリサーチセンター
先進マテリアルデバイス研究所 結晶応用開発部
センサーシステム開発課

新世代ヘルスケアデバイス：トイレで健
康チェック！

10/6(木)
13:51 〇 〇 ×

S02

奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科
情報科学領域
ソーシャル・コンピューティング研究室

HeaRT: 電子カルテ時系列可視化シス
テム 〇 〇 ×

S03
兵庫県立大学　高度産業科学技術研究所、
京都大学　工学研究科

高セキュリティなプラズモニック印鑑の
創製とクラウド認証の研究開発

10/6(木)
13:58 〇 〇 〇
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