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寺野隆雄教授は東京大学計数工学科を卒業、同
情報 工学科修士課程を修了。東京工業大学の工
学博士を取得 し、現在 は同情報理工学院1青 報 工
学 コースの教授である。取 り組んでいる研究とし
・ベース・モデル、知能 システム、
て、エージェント
進化計算、サ ー ビス科学が挙げられる。

people can onⅢ

ll、

velyfew′ systenlaticMだ けs to attail■ sollnd public
opinlons alnol■ gJapanesecidzens.TO cOpe吊 市
ttll
tllese issues,tlle applicatiOn ofAI teclll101ogies,
or II■

tttigence AllllDliters tt lllfOrll■

Colllll■ul■ icttions

今号で、寺野氏は 人工知能に対する自身の考え
とともに人工知能が日本の社会に与える影響に
ついて語つた。
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ForJapanese people,
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人工細能 (Aじ の進歩!ま す札たち日本人の生活をど
のよ引 E改 善してく縞 で阻う か ?具 体的な例を
昼つ挙げでいただけますか 7

宍主貨す き!yぅ 」9t縄
花私孟 1蛍
普通の市民でも、マーケティンクの行動原理や災
害時の避難意思決定なと、現実社会の人々の複
雑な挙動をシミュレー トできるようになるのです。
ABSで は
:

毛

いうデサインの
体系的な方法かないという問題 です。こうした間
題に対処するのに、
A技 術あるいは情報通信技 lT
(CT)を 使 って、我々の知的能力 増幅できるよ
うになるでしょう。

シミュレーションの環境状況は、ABSの 設計若か
変更する事もできま仇 こうしたモデリングシステム
を用いることで、より正確に未来を予測できるよう
になるでしょう。

世界的にみて日本の研究開発のレベル!よ どの程
度なので晩め か?日 本の強みや弱みは何で阻
うか ?
人工知能学会 (」 apanese
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第二の規模を誇 ります。こうした意味で、AI研 究に
関して我々は非常に大きな可能性を秘めていると
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言えます。日本の高度な産業と、次世代の制御 6マ
ーケティング・意思決定における支援システムは、

今後、統合されて、さらなる発展を遂げていくに違
いありません。多くの産業分野ですでに膨大な知
的財産を蓄積 しているということこそが、日本の強
みです。こうした専門知識 の役書」
は、大きなデータ

や機械学習を用 いる場合とくに重要になります。も
っとも、日本の研究開発には、いくつかの弱点もあ
ります。

高度なAIの 概念に精通したAR研 究者やエン
ジエアの数がごく限られていること。これは、
一部には最近のAIブ ーム (1980〜 1990年 代)の 退
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数の急増は、世界的なAIブ ームによるものだと思
われま帆 私は、1980年 代 のエキスパートシステム
というAIの フームと、1990〜 2000年 代 の「Alの
冬」の両方を経験 しました。人工知能は常に知 の

LEFT BRA‖ N,RIG出 下 BRA‖ N

フ回ンティアを探求するという性質 をもっている学
Lett brain thinhng is、 lerbn and anaけ Lical
The lefL― side of tlle brail■ is considered Lo be

adept at[tlsks that invol■ ・e logic, lang■ lage,
al■ d

al■ a15注 ical

thinking The le■ ―
brain is

問領域です。その探求のほんの一端が達成できな
かっただけで、
すべての関連分野に幻減してしまい
ます。その意味で、』SAは 過度のAに 対する期待
を、技術的に適切なレベルに戻 し、それを維持する
努力を続けなければなりません。

described as being better at:

LANGUAGE
LOGiC

CRITiCALTHINKING

A8は 人間にとつて脅成になりますか?と りわじ
え Al

NUMBERS

が人闘の仕事を導う可能性が指摘されています
が、この点についてどうお考えですか?

REASONING

Aが 人間の脅威になるとは思 いません。人々がAI
Ri["t brail■

is ■on― verbal and illttlltNミ

g to the left― braill,

Accordil■

.

right― brain

clolllinance theoミ 、the right side ofthe braill
is best at expressive and creative tasks.Soll■
e
of the abil並 ies poplllarly associated ll■

right side ofthe bral■

tl■

the

illcllldet

を恐れる理由として考えられるのは、シンギュラリ
ティ(Aが 人間の知能を越える日)が もたらす結果
ですが、私 の考えでは、これまでも機械 は人間の
能力より優れていたのです。自動車 は人間よりも
速 いし、コンピューターも人間よりも速く計算でき
ま曳 産業機器は人間よりずっと力が強いです。い
わゆる知能機械も早晩、一部の能力では人間を上
回るようになるでしょう。しかし、故マービン・ミン
スキー氏が言ったように、
機械にとって、人間の幼

RECOGNIZING FACE5
EXPRESSiNG EMOT10NS
MU51C
READlNG EMOT10NS

児の挙動を模倣するほうが、専門家を模倣するよ
りもずっと難 しいのです。高度 IAの 分野を始め、AI
研究にはまだまだ取 り組むべ き領域がたくさんあ
ります。

COLOR
IMAGES
INTUIT10N
CREATIVITY

CASE STUDY:IBM
e,the
As comptlters have nlaLured over til■ ■
lllllllan brain has no、 vaげ of keeping tlp wv■ th
silicon's rapid― nre calctllating abilities Blli

the hllman cogllit貯 e repertoire extends far

beyond jusLね
to ttentualけ
conlptltil■

st calcu14■ tiOns IBM wallts
meld lett and ligh[brain

g ftlnctiol■ s il■ to an il■ tegratecl

cog13■ 貯e con■ plょ til■ g intelligence tll■ [nlil13ics

tlle human brain'sお

ilittto be bOtl■

and intuiL市 e.

潮によるところが大きいのですが、その退潮の期
間に、大半の企業がAI研 究から撤退 してしまつた
ので丸

対 し、Goo91eは 5000億 円超、トヨタの研究開発
予算 は 11000億 円の研究開発予算 を投 じてい
ます。

この分野での国際的な共同研究は、どれくらしヽ
重
要で晩に
うか?
極めて重 要です。私 の意見では、先進的な理論や
技術 はたいてい世界中で同時期 に生み出されま
ベース・モデリンタ フアジー理
す。エージェント。
ニューラルネットワークなどはその代表例です。
論、
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こうした新たな局面において、我々は国を超えて協
力することができるでしよう。

一
こ振 り向ける予算
官民いずれも、A‖ 研究 け
が少 ないこと。日本 の主要 な研究助成組
織である日本学術振興会 (Japan Society for
the PrOmotion of Sciencei」 SPS)の 2015年
の研究支 援予算の総額が3000億 円だつたのに
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人工家□能 は常に知のフロン
ティアを探求するという性質
る学FF諦 副球否孔
をもつてしヽ
一 ― ― ヤー , 一
「
SAlは どういつた成果を挙げてきま
」
過去30年 間、
したか?

』SAの 大きな特長は、組織 を常に若返らせている
ことです。我々は絶が 、中心 メンバー (す なわち、
新を図るとと
理事、各種研究会の委員)の 用」
会長、
もに、
新たな研究会 (Special inte「 est Group:
SiG)の 活動を、
分野の重要性を問わず奨励 してき
ました。もっとも、4000名 という会員数を維持す
るのは並大抵のことではありません。最近 の会長

政府、大学、民間のうち、誰がAlの 発展に責任を負
うべきで陰 うか?
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これが意味するのは、誰もかAl
投術の変fし に関心をもち、認識
を深め、
その発展に対して責任を
負う必要があるということで曳
‐
― ′―
P「
Al(あ るいは、
その他のコンピュータサイエンス分

野 )の 進歩は、社会や人々の考え方の進歩よりも、
はるかにペースが速いものです。これが意味する
のは、誰もがA技 術の変化に関心をもち、認識を
深め、その発展に対 して責任を負う必要があると
いうことです。しか し、日本政府 は最先端技術を
受け入れるには保守的過 ぎ、米国政府 は逆に慎
重さに欠けるように思います。理論がモノに対す
る理解を深め、技術がモノをつくりますが、その実
用化を承認 し促進するのは官民学を合む国民全
員でなくてはなりません。個人的に、私 はAの 軍
事利用には反対です。そうは言 いつつも、もはや
現在、無人 ドローンが戦場で役に立っていること
は認めざるをえません。しかし、これは正 しい姿で
はありません。
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