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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成 ２２年 ８月 ２７日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局  慶應義塾大学・環境情報学部  

（ふりがな）          きよき  やすし 

職・氏 名  教授・ 清木 康       
 
 

1. 事 業 名 相手国（ フィンランド ）との共同研究  振興会対応機関（    AF    ） 

 

2. 研 究 課 題 名 モバイルコンピューティング社会のためのユビキタス文化交流マルチメディアシステム 

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成 ２０ 年 ８ 月 １  日 ～ 平成 ２２ 年  ７  月 ３１ 日 （ ２ 年  ０ ヶ月） 

 

4. 研究経費総額 

 

（1）本事業により交付された研究経費総額  10,000 千円 

 

初年度経費 5,000 千円、 ２年度経費 5,000 千円、 ３年度経費   0 千円 

 

（2）本事業による経費以外の国内研究経費総額    0 千円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者 

氏 名
（ふりがな）

所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ 

（きよき やすし） 

清木 康 

 

（とくだ ひでゆき） 

徳田 英幸 

（ちん ゆきお） 

陳 幸生 

（よしだ なおふみ） 

吉田 尚史 

 

（ささき しおり） 

佐々木 史織 

 

（くらばやし しゅういち） 

倉林 修一 

 

（たかはし ゆうすけ） 

高橋 雄介 

（H20 年度～H21 年度） 

（あり・りど・ばらくば） 

Ali Ridho Barakbah 

（H21 年度～H22 年度） 

 

慶應義塾大学環境情報学部・教授
 
 
 

慶應義塾大学環境情報学部・教授

 

神奈川工科大学情報学部・教授 

 

駒澤大学グローバル・メディア・

スタディーズ学部・講師 

 

慶應義塾大学政策・メディア研究

科・講師 

 

慶應義塾大学政策・メディア研究

科・講師 

 

慶應義塾大学政策・メディア研究

科・研究員 

 

慶應義塾大学政策・メディア研究

科・博士課程大学院生 

４次元共有空間対話システムおよびユビキタス遠隔協

調対話システムの基本設計，研究の統括・推進 
 
 
 
４次元共有空間対話システムの基本設計と応用 
 
 
４次元共有空間対話システムの基本設計と応用 
 
 
４次元共有空間対話システム上での 3D オブジェ
クト遠隔生成・構築・操作機能の設計・実現 
 
 
４次元共有空間対話システム上での 3D オブジェ
クト遠隔生成・構築・操作機能の設計・実現 
 
 
 
４次元共有空間対話システム上でのマルチメデ
ィアデータの自動配信系の実現 
 
 
 
４次元共有空間対話システム上でのマルチメデ
ィアデータ関連性計量系の設計 
 
 
４次元共有空間対話システム上での画像データ
関連性計量系の実現 
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（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名           Tampere University of Technology, Professor, Hannu Jaakkola  

 

（3）相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付すこと） 

 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

○Hannu Jaakkola 

 

Anneli Heimburger 

Miima Matikainen 

Jari Leppaniemi 

 

Petri Linna 

 

Teijo Venalainen 

 

Suna Kinnunen 

Tampere University of Technology 

 

University of Jyväskylä, Senior Researcher 

University of Jyväskylä, Assistant Researcher

Tampere University of Technology, Assistant 

Researcher 

Tampere University of Technology, Researcher

 

University of Jyväskylä Researcher 

 

University of Jyväskylä, Researcher (partial 

time) 

ユビキタス遠隔協調対話システムの基本設計，研究の

統括・推進 

ユビキタス遠隔協調対話システムの基本設計 

ユビキタス遠隔協調対話システムの応用 

ユビキタス遠隔協調対話システム上のモバイル

マルチメディアシステム設計 

ユビキタス遠隔協調対話システム上のモバイル

文化交流システム設計 

ユビキタス遠隔協調対話上のマルチメディア文

化交流システム設計 

ユビキタス遠隔協調対話システムの応用 
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6．研究概要（研究の目的・内容・成果等の概要を簡潔に記載してください。） 

 

本共同研究の目的は、日本とフィンランド間において、両国間での全く新しい形態の文化交流（学術交流、

教育交流）を行う“遠隔文化交流共同研究環境”をユビキタス・コンピューティングおよびマルチメディア・

データベース技術を基盤として、フィンランド、タンペレ工科大学のProf. Hannu Jaakkolaの研究グループ

と我々の研究グループが共同して構築することにある。 

日本とフィンランド間において、両国間での“遠隔文化交流共同研究環境”を構築し、それらの成果を国

際的な学会の場で発表し、また、それを利用した実際の両国間の研究者交流を行い、継続的な二国間学術交

流の基礎を構築したことが、本共同研究の主要な成果である。 

本共同研究では、日本側研究グループの（1）対話型３次元マルチメディア・オブジェクト（立体的な情報

通信機器画像、３次元地理情報、医療教育における臓器の立体画像）を共有、共同作成、協調操作するため

の４次元共有空間対話システム（３次元空間と時間を自由に移動可能な相互対話的サイバースペース）を実

現する技術と、フィンランド側研究グループの（2）スマートフォン（高機能携帯電話）によるユビキタス遠

隔協調対話システムを実現する技術の統合により、遠隔かつ対話的なリアルタイムの文化交流を可能とする

共同研究環境を実現した。この共同研究環境は、日本およびフィンランドの両サイドに、（1）と（2）の対話

システムを設置し、両者間において、日常的、恒常的かつ継続的な文化交流活動を日々の研究教育活動の中

に組み込み、両者が常にユビキタス環境と３次元メディア情報を共有しながら、それらを対象とした対話的

な学術的共同研究を可能にし、日々の学術活動の中に、両国相互の共同研究の場が加わった新しい教育研究

環境を実現する。本研究では、（1）のシステムにより、３次元マルチメディア・オブジェクトという巨大な

情報量を有する学術対象の対話的共有を実現し、（2）のシステムにより、場所や時間の制約なく、両者がい

つでもどこでも高度な学術内容に関する遠隔対話を実現した。  

具体的には、我々の研究室とフィンランド、タンペレ工科大学 Prof. Hannu Jaakkola の研究室間をこの

共同研究環境により連結し、実際の具体的な実証実験として、異文化コミュニケーションのためのマルチメ

ディアシステム（Cross-Cultural Multimedia System）を構築し、文化財画像や自然風土を表す写真画像を

対象とした３次元マルチメディア・オブジェクトの対話的共同構築、協調操作を実施した。また、遠隔文化

交流共同研究において重要である、両国の文化を代表するマルチメディアデータ（絵画、写真、画像）間の

関連性（類似性および差異）を計量・分析・可視化するための機能群、および、マルチメディアデータの自

動的な配信系を実現し、本共同研究環境の有効性を実証した。 

学術的成果として、2008 年（平成 20 年）8 月 1 日～2010 年（平成 22 年）7 月 31 日の２年間において、

招待講演 6 件、国際論文誌 11 件、国際会議および国内会議発表 17 件、国際ワークショップ主催・共催 3 件、

および、「7．派遣・受入実績」に示す計 16 名（延べ）・30 日の派遣、計 8 名（延べ）・90 日といった直接的

な成果を生んだ。また、スロヴェニアにて 2009 年 6 月に開催された国際会議 The 19th European Japanese 

Conference on Information Modelling and Knowledge Bases(EJC 2009)では、4 件の学会発表と、１件のパ

ネルディスカッションの共同企画・運営を行った。ユヴァスキュラ大学（University of Jyväskylä）にて 2010 年 6

月に開催された国際会議 The 20th European Japanese Conference on Information Modelling and 

Knowledge Bases(EJC 2010)では、3 件の学会発表と、１件のパネルディスカッションの共同企画・運営を

行った。 

これらの直接的成果をきっかけとして波及した間接的な成果として、フィンランド側参加者であるユバス

キュラ大学（University of Jyväskylä）の Anneli Heimburger 研究員が日本に 2009 年 10 月～12 月（約 2 カ月）

滞在した結果、ユヴァスキュラ大学と慶應義塾大学 SFC との間で継続的な研究者交流の環境を構築するため、
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同研究員の滞在中の同年 11 月、ユヴァスキュラ大学の学長が来日し、両大学間において Memorandum of 

Understanding(MOU)の締結を実現した。日本から吉田尚史研究員が本研究課題の相手国側研究代表者 Prof. 

Hannu Jaakkola (タンペレ工科大学) との連携でタンペレ工科大学ポリ校に 2010 年 5 月から 9 月まで４ヶ

月半滞在し共同研究を行った。さらに、Prof. Hannu Jaakkola の指導する MBA  (Master of Business 

Administration )プログラムの１週間訪日が 2010 年 10 月に予定され、「Finland TUT-KEIO SFC Workshop 

on Ubiquitous and Multimedia  Systems for Social and Cross-cultural Computing」と題するワークショ

ップを日本において 2010 年 10 月 6 日に主催する予定である。 

各年度の詳細な研究成果は以下の通りである。 

【2008 年度の研究成果】 

 日本側の研究分担課題 

（１）３次元オブジェクト共有ソフトウェアを用いた４次元共有空間対話システムの基本設計と実現。我々

が継続して研究を行ってきた３次元オブジェクト技術をネットワーク環境、および、マルチデータベース環

境へ応用し、４次元共有空間対話システムの基本的な設計、及び、開発を行った。 

（２）日本およびフィンランド間での４次元共有空間対話システム上での 3D オブジェクト遠隔生成・構築・

操作についての基本機能動作実験を行った。実験では、これまで作成してきた基本的な 3D オブジェクトを

用い、開発した４次元共有空間対話システム上に、動画像などのマルチメディアデータを投入するための拡

張を行った。この実験と拡張のために、対話的・学術的共同研究のためのテキスト作成を行った。 

 フィンランド側の研究分担課題 

（１）モバイル情報通信技術によるユビキタス遠隔協調対話システムへのアクセス・システムの基本設計と

実現。スマートフォン上の組み込み開発ツールキットを用いて、ユビキタス遠隔協調対話システムへのアク

セス・システムを実現するためのシステム基本設計を行った。 

（２）モバイル情報通信技術によるユビキタス遠隔協調対話システムへのアクセス・システムについての基

本機能動作実験。ユビキタス遠隔協調対話システムへのアクセス・システムに、フィンランド、および、日

本の両国からスマートフォンを用いてアクセス可能であることを検証するため小型ＰＣを用いて実験を行っ

た。 

 日本側からのフィンランドへの訪問 

第１回目：2008 年 11 月 11 日～2008 年 11 月 16 日 

４次元共有空間対話システム実現の細部打ち合わせのために日本側から４名が６日間、フィンランド・ユバ

スキュラ大学（University of Jyvaskyla）を訪問した。日本およびフィンランド間において、４次元共有空間対

話システム上で複数のユーザが対話可能であることを、日本側に設置した３次元オブジェクト共有サーバお

よび実ネットワークを用いて検証し、また、両研究プロジェクトチームが有するネットワーク環境、サーバ

環境において、ネットワーク接続が可能であることを確認した。 

第２回目：2009 年 3 月 23 日～2009 年 3 月 27 日 

４次元共有空間対話システムにおける３Ｄオブジェクトの遠隔生成・構築・操作の実証実験のための日本側

から２名が５日間、フィンランド・タンペレ工科大学(Tampere University of Technology）を訪問した。日本お

よびフィンランド間において、４次元共有空間対話システム上で複数のユーザが３Ｄオブジェクトを生成・

構築・操作可能であることを、日本側に設置した３次元オブジェクト共有サーバおよび実ネットワークを用

いて検証した。 

 フィンランド側からの日本への訪問 

第一回目：2009 年 1 月 8 日～2009 年 1 月 18 日 
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４次元共有空間対話システム実現の詳細な設計、および、その応用について、フィンランド側から２名が来

日し、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)および三田キャンパスにおいて、合同ワークショップ

（http://www.mdbl.sfc.keio.ac.jp/JSPS_fin/workshop200901.html）を開催した。４次元共有空間対話システムの実

現に関して情報を共有するため、日本側に設置した３次元オブジェクト共有サーバに加え、フィンランド側

に設置した協働ワークスペースサーバの動作確認を共同で行った。本ワークショップの成果は、参加者配布

用にポスト・プロシーディングスとしてまとめた。 

 日本側研究者の国内における成果発表 

2008 年 11 月 21 日～22 日、慶應義塾大学 SFC Open Research Forum (ORF：http://orf.sfc.keio.ac.jp/) 六本木アカ

デミーヒルズ（六本木ヒルズ森タワー40 階、49 階）にて、本プロジェクトについてポスター発表を行った。

また、2009 年 3 月 8 日～10 日、2008 年度の学術的成果について、国内のデータベース学会（DEIM 2009：

http://db-event.jpn.org/deim2009/）において研究発表を行った。静岡県掛川市へ２名が出張、３日間。(計画書｢デ

ータ工学ワークショップ｣に対応） 

 日本側研究者の国際学会における成果発表 

追加的成果として、４次元共有空間対話システムの実現に関する研究論文をフィンランド側研究者と共同で

執筆、国際学会（EJC2009：http://www.pori.tut.fi/ejc/）への投稿を行った。 
 
【2009 年度】 

 日本側の研究分担課題 

（１）４次元共有空間対話システム上での異文化比較研究のための３次元オブジェクト遠隔生成・構築・

操作の実証実験。本実験では、具体的な応用として、異文化比較研究のための３次元オブジェクトおよび機

能を設計・実装した。 

（２）４次元共有空間対話システム上でのマルチメディアデータ可視化のための３次元オブジェクト遠隔

生成・構築・操作の実証実験。本実験では、具体的な応用として、画像データおよびテキストデータの検索，

操作などを目的とした３次元オブジェクトおよび機能を設計・実装した。この実証実験のために、マルチメ

ディアデータの収集・選定、および、マルチメディア・データベースの作成を行った。 

（３）４次元共有空間対話システム上での知識ベース研究のための３次元オブジェクト遠隔生成・構築・

操作の実証実験。本実験では、具体的な応用として、画像データおよびテキストデータを対象とした比較文

化研究のための３次元オブジェクトおよび機能を設計・実装した。この実証実験のために、画像データおよ

びテキストデータの３次元オブジェクト化作業を行った。 

 フィンランド側の研究分担課題 

（１）モバイル情報通信技術によるユビキタス遠隔協調対話システムによる異文化比較研究のための３次

元オブジェクト遠隔生成・構築・操作の実証実験。日本側の研究分担課題（１）に対応する実験を、ユビキ

タス遠隔協調対話システム上で行った。 

（２）モバイル情報通信技術によるユビキタス遠隔協調対話システム上での情報通信システム構築のため

の３次元オブジェクト遠隔生成・構築・操作の実証実験。日本側の研究分担課題（２）に対応する実験を、

ユビキタス遠隔協調対話システム上で行った。 

（３）モバイル情報通信技術によるユビキタス遠隔協調対話システム上での知識ベース研究のための３次

元オブジェクト遠隔生成・構築・操作の実証実験。日本側の研究分担課題（３）に対応する実験を、ユビキ

タス遠隔協調対話システム上で行った。 

 成果発表および出張 
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日本側からフィンランドへワークショップのため訪問を計 2 回（6 月，3 月）行い、フィンランド側からは

ワークショップ参加のため計 3 回（4 月，9 月，2 月）の来日を行った。 

さらに、フィンランド側参加者であるユバスキュラ大学（University of Jyvaskyla）の Anneli Heimburger 研

究員が 10 月に来日し、日本に約 2 カ月滞在した。我々の研究グループは、同研究員を慶應義塾大学 SFC 研

究所上席所員（訪問）として受け入れ、慶應義塾大学 SFC においてユビキタス文化交流マルチメディアシス

テムに関する共同研究を行った。この共同研究をベースとして、ユバスキュラ大学と慶應義塾大学 SFC との

間で継続的な研究者交流の環境を構築するため、同研究員の滞在中の 11 月、ユバスキュラ大学の学長が来日

し、両大学間において Memorandum of Understanding(MOU)の締結を実現した。 

さらに、スロヴェニアにて 6 月に開催された国際会議 The 19th European Japanese Conference on Information 

Modelling and Knowledge Bases(EJC 2009)において、4 件の学会発表と、１件のパネルディスカッションの共同

企画・運営を行った。また、本二国間研究交流事業共同研究の成果である Cross-Cultural マルチメディア文化

交流システムが、Multi-Cultural マルチメディア文化交流システムへの発展可能性、すなわち、多国間での研

究・文化交流へ応用可能性が高いとの見通しが立ったため、共同研究相手国（フィンランド）側研究グルー

プとの同意のもと、世界遺産文化財を多数保有する第三国タイの研究機関との共同研究可能性をアピールす

べく、タイにおいて 2009 年 9 月に開催された国際フォーラム（Digitized Thailand Forum in NECTEC Annual 

Conference and Exhibition 2009（NECTEC-ACE2009））へ参加し、本共同研究成果の研究発表を行った。 

 

【2010 年度】 

 日本側の研究分担課題 

（１）４次元共有空間対話システム上での異文化比較研究のための３次元オブジェクト遠隔生成・構築・操

作を、実際の応用例について実験を行った。 

（２）４次元共有空間対話システム上でのマルチメディアデータ可視化のための３次元オブジェクト遠隔生

成・構築・操作の実際のデータを用いての実証実験を行った。 

（３）４次元共有空間対話システム上での知識ベース研究のための３次元オブジェクト遠隔生成・構築・操

作の実証実験。本実験では、具体的な応用として、画像データおよびテキストデータを対象とした比較文化

研究のための３次元オブジェクトを用いて、実証実験を行った。 

 フィンランド側の研究分担課題 

（１）モバイル情報通信技術によるユビキタス遠隔協調対話システムによる異文化比較研究のための３次元

オブジェクト遠隔生成・構築・操作の実証実験。日本側の研究分担課題（１）に対応する実験を、ユビキタ

ス遠隔協調対話システム上で行った。 

（２）モバイル情報通信技術によるユビキタス遠隔協調対話システム上での情報通信システム構築のための

３次元オブジェクト遠隔生成・構築・操作の実証実験。日本側の研究分担課題（２）に対応する実験を、ユ

ビキタス遠隔協調対話システム上で行った。 

（３）モバイル情報通信技術によるユビキタス遠隔協調対話システム上での知識ベース研究のための３次元

オブジェクト遠隔生成・構築・操作の実証実験。日本側の研究分担課題（３）に対応する実験を、ユビキタ

ス遠隔協調対話システム上で行った。 

 日本側からのフィンランドへの訪問 

該当なし。 

 日本側研究者の国内における成果発表 

開発した４次元共有空間対話システムの学術的成果について、国際会議および国際論文誌への研究論文発表、
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論文投稿を行った。 

 フィンランド側からの訪問 

4 月 20 日～4 月 25 日の 6 日間、フィンランド側研究代表者 Prof. Hannu Jaakkola が来日し、ユビキタス遠

隔協調対話システムでの実験、研究総括、および、共同研究期間終了後の継続的な研究交流の計画・展開に

ついて検討を行った。 




