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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

て、エージェント・ベース・モデル、知能システム、

進化計算、サービス科学が挙げられる。

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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For」中 anese peolDle,tl■ げe are hvo peltinel■ t

isstles, ol■ e is i1lat of rintern4Rtioll■ ization,"

弔↓1licll cOnles fltolll the fhtt tllat most Japanesc
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people can onⅢ  ll、C in a Japallese spealNing

elluron■ lent, tlle otller beil革 3 “ullinfornled

political dedsion nlalKing,り becallse thα e are

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■ ttOn and
Colllll■ul■ icttions Tettn01o事 es(ICTS)やWill

llave an il■ lpoltal■t role

Acquiring glob3i COmmunicators:

GTllndam robots Cn Co11liぃ and/Or animatlon)

are used to increase human plwsical powers

け lCSting a pibt colltrd tlle rObOt tt sucl■ ,to

inげease human menttt or illtellectual p。 、ハrers,

M′e sllould develop intelligellt de■ ices wtttll

虹 tecll■ olo野 (IIltdligellt Glll■ dalll).SllCll a

de■rice vvollld pale in collllDaltiSOn tO a ttttlre

advallced iPl■ one. It"中 ould need to l■ ave, at

leasti

Realtime automated transiation into

any language(including machines and/

or animals)from dally conversations to

expertise discussions,

Fu‖ access to Al powered internet

search engines such asヽ AratsOn′ IBヽ1七

inte‖ 19ent platfOrm,

Ti「ne and sPace r■ obility support

functions for Public and/or automobile

transportation(maps′ time tables′ UbeL
travel reservations′ etct).

Simulators widely adopted

to measure our society:

MIost dtizens bdie、 c tt di【icult to.lttend to

tlle p011tical discollrSe Or dedsion nlaldlag in

sodd problems,Additionalけ ,politicians rely

on tllelr ll■t■lition to make decls10コ s and tO

nlatt llp for tlleir laclc ofperstlasふ 宅叩 OsitiOn.

Howe、 er,recelltagellt basedsimulatib■ oss〕
tecllnologies～vill help even ordnatt peOple
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東京工業大学情報理工学院情報工学コース教授。

1976年 東京大学にて学士号を、1978年 に

響

星密彊る醍 。 91年
に東京工業大学にて

technologies,orinte‖ igence
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ForJapanese people,

there are two pertinent

15SueSi one is that of

対nternadonaHzadon'卜 J
the other being“ uninforrrled

political decision rnaking'そ

To cope、Ⅳith these issues,

the application ofAl

Amplitters by information

an important role田
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The numberofJSAl

tJapanese societyfor
ArtittciaHntelligence}

membersisthe second
largestin the woridコ

in this sense,、Ⅳe have

huge potential when it

comes to research in Alロ

ー ヤー ー

「
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Tlle number of」 SAI(Jttanese Sodett fOr

Putncial lllじelligellce)Inembers is the seconcl

largest in the Mrolld. In this sense,we have

htlge potelltial lvllen it co■ les to research

in AI In all probabillt3,tl■ e al■■algamttiOn

of 」apanese  atl1/anced  industries,  ne丈

generation control, n■ al・ l〔eting, alld decision

mattng managemellt/suppOlt systems、 帆11

see ftlltller development.This is the strentth

of Japan as 巾ve already have propenies in

■lal■ y indtlstries Tlle role of sllch expeltise is

especialけ irttOltallt in using large data and

machine learning` I工 oMrevern tl■ ere are some

軸′eaknesses to that

Thcl■ lu■aber ofAI researcl■ ers and

emttmeers fttliliar,wiせ l advanced
AI concepts tte e対廿emdy L血礎 d.Tllis

is paltidけ due tO tlle shrinttng of the lattst

畑 boom (198o-1990S), during ltllich most

COll■pallies shLlt ttOttw■ l the researdl dilrisions of

tl■ dr Orgalliz証lons;

Low budgets for AI research
frolll botll the govcrmment and

iIItl■lstries.The 2015 tOtal bllaget of the

」apan SOcieb′ for the Promotio■ of Science

(JSPS;」 apanese main research fLlndS)Was

and Communications
Technolo」 eS tiCTS)Wi1l have

０

０
　
０

、計算組織論、知識システム開発万法誦な

IEEE、 AAAR ACMに 所属。

simtlltte re組 、、orld colnlrllex bella宙 ors of

the public.This could inclucle alv81ing li・ om
■larketlllg behaw■ ors to evactlcrttiOn decisio■ s

ll■ tl■e face of ncrtttlral clisasters.In stlcl■ cases

ofan 2ヽBS:

Agents represent modeis of human

behavlori

nteracdve patterns among agent5

represent group activities,decisions,

and otherfactor51

The environmental conditions among

agent5,ヽハ/hich「 epresent the lr70rid the

agents behave

De、clopers of ttSs c狙 l clesign and ll■anage

the euw■ ■Onmental condidons ofthe sinllllator

Tllese systell■ s,will a1lo、か′for a beter predictiOl■

oftlle ttlture.

CIwendレ tl■ e main area of researh in Japan

shouldbetecllniqllesstlchasHumanColllptlter

IIlteratntlon and Pttel■ t based Modeling.
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only JPN 300 billlo■ , M,111le Coogle had

over」 PN 500 billioII,and Toyota had JPN

l l trillloll Jor researcll and developnlent

acti、ities.

Hο■9 tPrtPO'・ 的純f fs the mecttJわ ?・

お祝セメれαHοrtα[cottabo7,ado71t配

thtSメe[配 ?

ミミly inlpoltal■ t, Fronl lmy poiIIt of tttぷ ,

a芯′anced tlleott and tecll■ olo観 are usudけ

bilthed at tlle same time all over the恥 ′ol・ld

典3el■ t―based Modding,Fuztt Tlleoly,and
Ne■lral NehAorks are sOme wpiCal examples

We can colltrib■lte iIIternationalけ trlt the stalt

oftllese phases,

V,砲αtt a,・ c tthe achicじ c加o7trS Qガ

古he JcPaコteSC SOCtenJro?・ AP。守 icfα Z

rPLをo配tocPiccこ瓜影短90じ er古れc[as古

JO υcarsP
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Al always strives forthe

frontier of 50mething

new in inteHigenceロ

ーー 
「

F― 一 ―一

Tlle nlain acllievement of JSAI is lts..yolltht"

ハヽアe are alttvays challging ollr core■ lenlbers

(i.e.,Chairs,exectltives and commlttees)and
we encoultage new SIGs(SpeCial lnterest

Grollps)of research, even if the fleld is

not so pronlinellt l believe s■ lcll actiwlties

are a great achievement HoM/ever, 4,000
1■lembers is too large a ntlnlber to lnaintain`

I thil■ lc this ntlmber is as a result of the

world巾立de AI boom.I experienced both the

boonl of expert systel■ ls in the 198os and

the dip of AI betweelrL the 199o-2000S.The

idea tllat AI alN、 ys strives fOr the frOntier

of sonlething new in intelligence sometillles

leads to disappointment in all related nelcls

～
ヤhen the vett fringe isn't reaclled.We,the

lllember of JSAI,Intlst continue the e∬ 01.t tO

promote the cllrrent right leve1 0f AI theory

alld technologies

Sれοltご江Pco29[e bc aヵ・tlt逆 ザ コゴす
ospectatty。どuctt r71e pOssdbt瓦町 ど古

cP・caをes o十逆 ttPC,げ ObS tLtlα t[α b[e?

I don't think sO`If anything,people mi』 lt

be aflSぷ d Of Ptt because of is singlllar中 ,fOr
example. In tt Opinio■ , mttines llsllally
exceed htlman abilltiesi cars are faster,

compllters calctllate better, and industrial

macllines are much more po,welful thall
htlmans.So― calledillte■ igent nlachil■ es軸′ollld

exceed sOme h■ man abiltties. As h71al■ /1n

Minstt said,itお l■■ut・ll more difnclllt to

inlitate tlle acthities of infant hunlans tha■

the Ones of httman expelts ln AI research

皆』甘ま魁挽貨檻ず的'thel・
e tte tt mmy。
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予ゆて腕0も 7・esPo7tsせ b2でプbコ・コゴ
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国際的なコミュニケーション

を援けるAl:

日本の漫画・アニメのFカ ンダムロボット』は、回ボッ

トを操縦するパイロット(人 間)の身体能力を拡張

,す
―
=■

膨
「

C  8品
珊翻 ;]e最総選  丹

o紗 ment。     るには、少なくとも次の三つの機能を備える必要が

恥 e間ⅥNe of「ul:!11下 lll13tulwOmm醤宙;で

しよ抗

   軽 格掃す矛

乱獄「 瑞ld鮎∬協途躙 』
f縄
i鍛 祈ザメ提罹景科冴I詠払魂

る
understind the cllan3es in AI teclln010:γ      どの利用を高度化する機能て
嗣 協ke w引拘n胡聞 ぃ わ the(   

鰻勤         ヒ

v tlle citizens

鮮 よ撫         維 を測る予測うミ圭う一歩

盤品活縄:航!謎
謂総魯縄 』をを難]賜謎

島        宍主貨す き!yぅ 」9t縄 花私孟 1蛍

人工細能 (Aじ の進歩!ます札たち日本人の生活をど  普通の市民でも、マーケティンクの行動原理や災
のよ引E改善してく縞 で阻うか?具体的な例を  害時の避難意思決定なと、現実社会の人々の複
昼つ挙げでいただけますか7           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:

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  シミュレーションの環境状況は、ABSの設計若か
題に対処するのに、A技術あるいは情報通信技 lT 変更する事もできま仇 こうしたモデリングシステム
(CT)を 使って、我々の知的能力 増幅できるよ を用いることで、より正確に未来を予測できるよう
うになるでしょう。                 になるでしょう。

識々にとっスン用できそぅな吾≧賢警業起獣,号賢繋軽野
腎鞠覇ン続岳繁評

O  P「
稲覇築蓬慾緊緊ぞ総潮驚齢緒品]8景暑鰈紺
脚論残盟ン箱ン術     練
堵塩壇杵繋鶴斃鰈隅♂

関し
替緞黙壇鰭瓢

柵

毛

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  society  For
Arttticiai ntelli9encer」 SAl)は、会員数で世界

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

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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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

官民いずれも、A‖ 研究けこ振り向ける予算

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

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

す。エージェント。ベース・モデリンタ フアジー理

論、ニューラルネットワークなどはその代表例です。
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LEFT BRA‖ N,RIG出下 BRA‖ N

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

described as being better at:

LANGUAGE

LOGiC

CRITiCALTHINKING

NUMBERS

REASONING

Ri["t brail■  is ■on―verbal and illttlltNミ .

Accordil■ g to the left― braill, 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■ tl■ the

right side ofthe bral■ illcllldet

RECOGNIZING FACE5

EXPRESSiNG EMOT10NS

MU51C

READlNG EMOT10NS

COLOR

IMAGES

INTUIT10N

CREATIVITY

CASE STUDY:IBM
As comptlters have nlaLured over til■■e,the

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 st calcu14■ tiOns IBM wallts

to ttentualけ meld lett and ligh[brain

conlptltil■ 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■ analが Cal

and intuiL市 e. 確xF fro,"f Sl lettrl,て ハ|コ erica′ ]

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   ,P     ―

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

をもつてしヽる学FF諦副球否孔

一―― ヤー
「

, 一

過去30年間、」SAlはどういつた成果を挙げてきま

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、

会長、理事、各種研究会の委員)の用」新を図るとと

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

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

フ回ンティアを探求するという性質をもっている学

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。

A8は人間にとつて脅成になりますか?とりわじえAl

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?

Aが人間の脅威になるとは思いません。人々がAI

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

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。

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?

―`一本一―一 P「 ヤー ヤウーー

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。

For rnore informcntion aboul

prof.Takao Terano and his researches′

p ease研 笥十hに of寸 dヽal webslet

www6trn.dis.titechHacttp
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