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⼈の進化

⼈の成⻑（知能の発達）

思考ツール・コミュニケーションツールの進化

コトバ（道具）の発明
社会の形成

感覚

⾏動

社会に参画

AI搭載

特異な⼤脳新⽪質

右脳と左脳の
機能分化（コトバ）

他の動物
ヒト 様々な道具の発明

AIの社会参画

AIは道具か？

特化型AI
汎⽤型AI

思考
<認識・判断>

１．⼈⼯知能研究とその周辺の歴史(2)
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⼈⼯知能とは、
推論、認識、判断など、⼈間と同じ知的な処理能⼒を持つコンピュータシステムである。
⼈⼯知能研究は、⼈間の知識を⼈⼯物として実現することを⽬的とするが、それだけでな
く、それを通じて知能の働きを解明することを⽬指す研究分野でもある。
⼈⼯知能とは何かについて、専⾨家の間で共有されている定義は未だにない。

[⼈⼯知能学⼤辞典]

1943年 マカロックとピッツは、ニューラルネットワークの基礎となるモデルを提唱。
1950年 チューリングは、⼈間の思考と機械的計算との関係について論じ、機械が知能

を持つと考えられるか否かを判定する⽅法としてチューリングテストを提唱。
1950年頃 シャノンは、チェスを探索問題として解く研究を⾏う。
1957年 チョムスキーは、⽣成⽂法理論を提唱し、⾃然⾔語解析の基礎を与える。

ダートマス会議 (1956年）
マッカーシー（当時ダートマス⼤学）、ミンスキー（当時ハーバード⼤学）、ロンチェンスター（当時IBM）、
シャノン（当時ベル研究所）、サイモン（当時カーネギー⼤学）、ニューウェル（当時カーネギー⼯⼤）、
セルフリッジ（当時MIT）、ソロモノフ（当時Technical Research Group)、サミュエル（当時IBM)

⼈間の知能はいかにしてコンピュータによってシミュレートできるか？
コンピュータで⾔語を使⽤できるようになるためには？
ニューラルネットワークなどによって、概念抽象化を⾏うためには？ 等を議論
⼈⼯知能という⽤語を初めて使⽤
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シュレディンガー
⽣物は、⽣きるため
に、環境から負のエ
ントロピーを取り⼊
れ、秩序を引き出す。
⽣命現象は最終的に
物理あるいは化学の
⾔葉で説明できる。

F.クリック

1943年

脳はニューラルネットワー
クでできたもので、分⼦の
働き以上のなにものでもな
い。

1995年

⽣物の本質
代謝・⾃⼰組織化
開いた系

J.ワトソン
F.クリック

DNAは⼆重らせ
ん構造。螺旋状の
フィルムに遺伝⼦
情報が記載。⽣命
の⾃⼰複製システ
ムを説明。

”意識”が研究対象に

情報処理系

2015年

意識は、情報の多様性と情
報の統合という基本的特性
から発⽣する。ネットワー
ク内部で多様な情報が統合

J.トノーニ

”意識”のメカニズム1962年のノーベル
⽣理学・医学賞

脳神経科学 ⼈⼯知能
情報科学

⽣物学
発達⼼理学 認知⼼理学

哲学
⾔語学

認知科学

D. ヒューベル
T. ヴィーセル

＜視覚情報処理＞
J. オキーフ

＜海⾺の場所細胞＞
E. カンデル

＜記憶の⽣理学＞

R. スペリー
＜分離脳：意識＞

D. カーネマン
＜速い思考・遅い思考＞

J. モノー
＜⽣物の合⽬的性＞ J. ピアジェ

＜認知発達理論＞

L. ウィトゲンシュタイン
＜⾔語ゲーム＞

J. ギブソン
＜アフォーダンス＞

D. ヘッブ
＜学習則＞

M. メルロー=ポンティ
＜⾝体知＞

C. パース
＜アブダクション＞

W. ジェームズ
＜プラグマティズム＞F. ソシュール

＜構造主義＞

E. フッサール
＜現象学＞

利根川進
＜記憶のメカニズム＞

J. リゾラッティ
＜ミラーニューロン＞

１．⼈⼯知能研究とその周辺の歴史(4)
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⼈⼯知能研究

第⼀次ブーム 1960年代〜

対話システム(ELIZA)：⼈⼯無能

ミンスキーが
パーセプトロンの

限界を指摘

ローゼンブラットは、パーセプトロンを提唱
パーセプトロンは、マカロックとピッツの提
唱したニューロモデルからなる多層の回路。

Output 
Layer

Hidden
Layer

Input
Layer

Synapse Weight

パーセプトロンの
ブーム

ブームが終焉パーセプトロンモデルヒトの神経回路

記号を⽤いて論理的推論を⾏い、
知能を実現することを⽬指す。

フレーム問題
＜枠組みの無い問題＞
常識を⼈⼯知能に埋め

込むことは困難

＜記号主義＞

＜ニューラルネットワーク＞

機械翻訳できないとの
レポートが出される

ブームが終焉
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⼈⼯知能研究

第⼆次ブーム 1980年代〜

・パーセプトロンNN

エキスパートシステム
医療診断システムMYCIN

＜記号主義＞

＜ニューラルネットワーク (NN)＞

プロセスプラニングエキスパートシステムの研究 (1)

1) ⼩⼭健夫+, プロセスプラニングエキスパートシステムの研究,⽇本造船学会, 1990
2) ⼤和裕幸+, エキスパートシステムによる⾃動着桟制御, ⽇本造船学会, 1993

エキスパートシステムによる⾃動着桟制御 (2)

深層ネットワークは、
勾配消失問題

・ホップフィールドネットワークNN

・⾃⼰組織化マップ (SOM)

・再帰型ニューラルネットワーク(RNN)
誤差逆伝播法で
問題解決

再び
パーセプトロンの

ブーム

相互結合型ネットワーク

ブームが終焉

１．⼈⼯知能研究とその周辺の歴史(6)
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結合の重み
登上線維

（教師信号）

前庭核プルキンエ細胞

プルキンエ細胞の学習メカニズム

出⼒
（⽬を動かす）

前庭核

プルキンエ細胞顆粒細胞

登上線維
⼩脳⽪質

（動きを感知）
苔状線維

⼩脳への信号

⼩脳のニューラルネットワーク1) ⼤脳⽪質・視床のニューラルネットワーク2)

意識は発⽣しない 意識が発⽣する

ネットワーク ネットワーク

ネットワーク ネットワーク

ハブ

ネットワークが単位となって
さらに⼤きなネットワークを
形成（複雑系ネットワーク）

記憶情報はネットワーク内
のクラスターで表現
（⿊丸のクラスター）

ハブを通して離れた
ネットワークとつながる
必要に応じて再編成

1) 理化学研究所脳科学総合研究センター, 脳研究の最前線下脳は理論でわかるか−学習、記憶、認識の仕組み
2) ⾍明元, 学ぶ脳, 岩波書店

現⾏のパーセプトロン
ニューラルネットワークモデル

ネットワーク同⼠が
協調、競合しながら活動

スモールワールドネットワーク：
ハブを経由することで少ないリンクをたどって効率的
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機械学習（認識）と記憶

学習モデル

特徴抽出（特徴マップ）

画像内の物体領域の推定と認
識の確からしさを計算

領域(Bounding-box)

領域の
判別

領域判別結果
微調整

対象の
分類

Feature mapと
Bounding-boxを掛
け合わせ

認識対象：隔壁
認識結果領域：⾚枠

⼤量の画像
学習データ

記憶（保存）
イメージ
そのまま
保存・呼出Faster R-CNNの処理(1)

(1) Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick, and Jian Sun (2015): Faster R-CNN

課題
・少量の学習データ
で学習（メタ学習）
・連想記憶 等

対象か対象で
ないかを判別

１．⼈⼯知能研究とその周辺の歴史(8)
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⼈間の学習（発⽣的認識）と記憶 (1)

指差しがことばに
他者の認識
⾃我（主体性）の芽⽣え

⾔語（⺟国語）による
コミュニケーション能⼒向上

社会への参加

⾮⾔語
コミュニケーション

第⼆外国語の取得
論理的思考⼒向上

模倣

抽象概念獲得
能⼒向上
“ことば”で
“ことば”を説明シンボル

グラウンディング
⾮認知的スキル向上

指差しによる
共同注意

感覚運動的段階 前操作的段階 具体的操作段階 形式的操作段階

＜地＞

＜図＞ 対象化・命名作⽤
注意・認識

コトバによる説明
（創造的⾏為）

相互作⽤
（主体の能動⾏為、受動）

経験・体験

語彙、会話⽂シーン記憶
（記銘・想起：連想＆創造）

AI 研究のブルーオーシャン

エピソード記憶
意味記憶

⼿続き的記憶
エージェント

知能の発達段階（byピアジェ）
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認知的スキル（知識を活⽤するスキル）に加え、認知的スキルを⽀える⾮認知的スキルも
重要1)。しかし、AI研究は未開拓

⾮認知的スキルには、例えば、
①⾃律
②⾃⼰効⼒感
③内的動機づけ
④⾃⼰制御
⑤メタ認知
⑥ストレス対応能⼒
⑦コミュニケーション能⼒
⑧協働性
⑨創造性 など

1) ⾍明元, 学ぶ脳, 岩波書店

ネットワーク ネットワーク

ネットワーク ネットワーク

ハブ

ネットワークが単位となって
さらに⼤きなネットワークを
形成（複雑系ネットワーク）

記憶情報はネットワーク内
のクラスターで表現
（⿊丸のクラスター）

ハブを通して離れた
ネットワークとつながる
必要に応じて再編成

感覚運動ネットワーク⽪質下ネットワーク

デフォルトモード
ネットワーク

執⾏系ネットワーク 気づきネットワーク

⼈間の学習（発⽣的認識）と記憶 (2)

11

(1) 下條信輔＜意識＞とはなんだろうか

コネクショニズム(1)

ニューラルネットの理論など。記憶とはパターンの固定であり、想起とはそのパター
ンの復元とすること。問題解決はパターンの補完と変形と考える。環境と⾝体は依然
として周辺に追いやられている。

創発主義 (1)

機能主義（記号主義）(1)

記憶は貯蔵庫であり、想起とはデータベースからの記号の読み出しとする。問題解
決は、論理的推論のみによって⾏われ、認知は中央の制御を受けるとする記号処理
中⼼の考え⽅。

認知の周辺に過ぎなかった⾝体や環境世界が、知性の「創発」を可能にする外部装
置として、重要な意味を帯び始める。記憶、問題解決、認知の分散性などについて
はコネクショニストの伝統を継ぎながらも、外界との相互作⽤で問題を解決する。

１．⼈⼯知能研究とその周辺の歴史(10)

第⼀次ブーム 第⼆次ブーム 第三次ブーム

機能主義（記号主義）

コネクショニズム コネクショニズム

機能主義（記号主義） 機能主義（記号主義）

コネクショニズム
創発主義
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IBM Project Debater

２．最近の⼈⼯知能研究と適⽤事例の紹介 (1)

https://www.youtube.com/watch?v=UeF_N1r91RQ

13

２．最近の⼈⼯知能研究と適⽤事例の紹介 (2)

https://www.preferred-networks.jp/ja/tag/robot

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00477062

ピッキングマシン

お⽚付けマシン



２．最近の⼈⼯知能研究と適⽤事例の紹介 (3)

テキストと画像の結び付け

Oriol Vinyals他, A Neural Image Caption Generator, 2014

CNNとRNN (LSTM)を組み合わせる。
画像から物体認識を⾏い、画像の説明⽂を作成する。

図 画像からの説明⽂⽣成

14

マルチモーダル

⻄部⽀部シンポジウム

２．最近の⼈⼯知能研究と適⽤事例の紹介 (4)

15
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[Fukui+, EMNLP 2016]

ビジュアル質問応答 (1)
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２．最近の⼈⼯知能研究と適⽤事例の紹介 (5)

ビジュアル質問応答 (2)

[⽜久祥孝, 視覚と対話の融合研究, 2018]

17

２．最近の⼈⼯知能研究と適⽤事例の紹介 (6)

VQA (Visual Question Answering) Challenge

http://www.visualqa.org/
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２．最近の⼈⼯知能研究と適⽤事例の紹介 (7)

Textbook Question Answering

教科書をデータセットとして⽤意
外部知識は不要
問題に解答する

http://vuchallenge.org/tqa.html

19

２．最近の⼈⼯知能研究と適⽤事例の紹介 (8)

未知の物体を⼈に質問する

[Uehara+, ECCV 2018]
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２．最近の⼈⼯知能研究と適⽤事例の紹介 (9)

⾮タスク指向型対話
対話破綻チャレンジ

NTCIR Short Text Conversation (STC)

対話破綻につながるシステム発話を特定
するタスク

⼊⼒発話に対するシステムの応答発話を、
⼤規模な発話集合から抽出・⽣成するタ
スク

対話システムライブコンペティション(1)開催

(1) https://dialog-system-live-competition.github.io/dslc1/

対話システムの⼿法・⽅式
ルールベース
抽出ベース
⽣成モデル

知識源
テキスト
Knowledge Base
対話

有限の情報処理能⼒しかないロボットには、現実に起こりうる問題全てに対処することが
できないことを、哲学者ダニエル・デネットが⽰した。
＜問題設定＞
洞窟の中にロボットのバッテリーがあり、その上に時限爆弾が仕掛けられている。

ロボットは、「洞窟からバッテリーを取り出してくること」を指⽰された。

＜1回⽬の⾏動＞
知能ロボットR1は、洞窟に⼊って無事にバッテリーを取り出す

ことができた。しかし、バッテリーを運ぶと爆弾も⼀緒に運び出
してしまうことに気づかなかったため、洞窟から出た後に爆弾が
爆発してしまった。
＜2回⽬の⾏動＞

1回⽬の反省に⽴ち、知能ロボットR1-D1を開発した。このロ
ボットは洞窟に⼊ってバッテリーの前に来たところで動作しなく
なり、時限爆弾が爆発してしまった。R1-D1は、副次的に発⽣し
うるあらゆる事項を考え始め、無限に思考し続けた。
＜3回⽬の⾏動＞
次に、無関係な事項は考慮しないように、知能ロボットR2-D1

を開発した。このロボットは、洞窟に⼊る前に動作しなくなった。
⽬的と無関係な事項を考え、無限に思考し続けたのである。

３．⼈⼯知能研究の課題(1)

21

フレーム問題



３．⼈⼯知能研究の課題(2)
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シンボルグラウンディング問題

中国語の部屋問題

[inu]（指⽰する⾳/記号）
⽝（指⽰されたもの/意味）

コンピュータは記号の意味を理解していないので、記号の操作だけ
では実現できない。シンボル（記号）をそれが意味するものと結び
つける（グラウンドさせる）ことが必要であるが、現在の⼈⼯知能
では解決できていない。

ジョン・サールの思考実験。
部屋に中国語を理解できない⼈がいる。部屋に中国語
で書かれた質問が⼊ってくる。彼は英語で書かれた辞
書を参照しながら、中国語の回答⽂を書き上げる。部
屋の外の⼈にとって、中国語を理解しているように⾒
える。しかし、部屋の中の⼈は中国語を理解しておら
ず、記号を形式的に操作しているだけである。
ジョン・サールは、⼼は意味論を持っているのに、計
算機は統語論的操作しか⾏えない、と主張する。

⼈間の場合、認知主体と物理
世界のアナログ的な相互作⽤
によって意味するものと結び
つけているとされる。

中国語を理解
していない

23

[⽢利俊⼀, もうちょっとだよなー、ディープラーニング,⼈⼯知能学会32巻6号, 2017] 

情報科学の⽴場で脳の原理に迫る。
⼈⼯知能の歴史をみると、①記号と論理を標榜する正統派⼈⼯知能と、②神経回路網を模してシステムを作り
上げるニューラルネットワークの⼆つに軸があった。⼈間は、予測（プレディクション）と後付（ポストディ
クション）を⾏っている。後付（ポストディクション）では、⾔語による思考と論理が⼤きな役割を演
じる。これこそが知能。

ニューラルネットワーク⼀辺倒ではなくて、ポストディクション（意識）をもつ⾼度で深い⼈⼯知能を築く
ことが求められる。ニューラルネットワークで実現してもよいが、もう⼀段昇華した意識の機能下での機能のようなも
のを同時並⾏で付け加えることが必要になるであろう。意識の基礎である情報統合を、情報幾何を⽤いて研究している。

これからの⼈⼯知能
現状では、⼈⼯知能のできることは極めて限られている。深層学習がそのまま⼈の知的な機能を実現するわけではない。
⼈間の機能とは、意識を顕在化させ多くの情報を統合し、⾔語系を⽤いて論理的に推論する、⽐較的遅い情
報処理である。ここでは、統合した世界像が⾃⼰の内部に形成される。⼈⼯知能がこうした⾼度の機能を獲
得するには、もっともっと脳に学ぶ必要がある。
ニューラルネットによる速い情報処理と、ポストディクションの処理を統合させる働きが必要であろう。
記憶システムも⼤事である。記憶はあるがままの事項を蓄えるわけではない。情報は要素に分解され、さらにそれ
らが関連付けられて、他の記憶と重ね合わさった形で保持されている。我々が何かを想起する時、蓄えられている情
報をそのままの形で引き出すわけではない。想起とは、ヒントを⼿掛かりにこうした材料から情報を新たに⽣
成することである。情報は、多重に重ね合わされて、相互の関連を軸として記憶している。連想記憶である。

３．⼈⼯知能研究の課題(3)

これからの⼈⼯知能
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図 IITの成り⽴ちと理論の検証，
そして⼈⼯知能の意識の評価へ

統合情報理論（Integrated Information Theory : IIT)は、意識を情報の
観点から数理的に記述しようと試みる理論。
IITの成り⽴ちと理論の検証を図１のような⽅法で評価すべき。
フィードフォワードネットワークでは、意識に寄与する情報が全く存
在しないことになる。⼀⽅、リカレントネットワークでは、情報がネッ
トワークの内部で再帰的にやり取りされている構造があり、ネットワークのそれ
ぞれの要素が、原因と結果の双⽅に情報量があるという構造を持っている。つま
り、IITの観点からはリカレントネットワークは、意識が⽣じる情
報構造を持っているといえる。

[⽥中慎吾+, 推移的推論のメカニズム, ⼈⼯知能学会32巻6号, 2017] 

３．⼈⼯知能研究の課題(4)

汎⽤⼈⼯知能を⽬指して

[⼤泉匡史, 統合情報理論から考える⼈⼯知能の意識, ⼈⼯知能学会33巻4号, 2018] 

強化学習理論に、ドーパミン−⼤脳基底核回路の価値学習機能を適⽤した。
中脳ドーパミン細胞が作り出す報酬予測誤差情報が、⼤脳基底核、特に線条体に送
られて価値情報が作り出されるとする仮説は、多くの検証実験で確認されているが、
推論や想像といった⾼次の脳機能がどのように実現されているのか、ほとんど解
明されていない。

刺激や反応に伴い報酬や罰が起こると、刺激と反応の関係性についての学習が⽣じる過程を「モデルフリープロセ
ス」という。モデルフリープロセスの学習は、中脳ドーパミン細胞の報酬予測誤差情報が重要な役割を果たしている。

⼀⽅、刺激や反応の⽣起とその結果として起こる報酬や罰の間に内的な表象を介在させる学習過程を「モデルベース
プロセス」という。この学習には、報酬や罰による強化は必ずしも必要ではない。モデルベースプロセスの核は、状
態遷移学習にあり、これには⼤脳新⽪質特に前頭前野が重要な役割を果たす。

神経科学研究からも、思考や推論、想像の計算理論的記述を可能とするデータが発表されるようになった。ビッ
グデータに依存した現在のAIを超える汎⽤⼈⼯知能の開発が不可⽋である。
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図１ 実世界に埋め込まれる⼈⼯知能

図２ 研究開発と社会実装の好循環の実現

IoTデバイスやロボット技術とも連携して、実社会でのサービス
や⽣活⾏動を通じて収集されるビッグデータを活⽤した⼈⼯知能技術が
実社会でサービスの⾼度化や新たな価値創造を実現していくこと
が期待される。
今後は、機械学習や推論、プラニングなどの⼈⼯知能のコア技術とIoT
やロボットの技術を結び付けていくことにより、⾃動運転、介護、医療、
ヘルスケア、ものづくり、研究開発などの実社会における多様な活動、
サービスについても同様のスパイラルを回すことができる。

図２は、研究開発と社会実装の好循環を表す。

AIを基盤としたロボット作業
ロボットは、実世界に埋め込まれた⼈⼯知能を象徴す
るものであり、近年、製造業やサービス産業の⽣産性
を向上させるために、⼈と協調して実⾏するロボッ
トの実現が期待されている。
深層学習と強化学習を組み合わせた研究は盛んである
が、まだまだ⼗分でない。

[⿇⽣英樹+, 実社会ビッグデータを活⽤する次世代⼈⼯知能技術, ⼈⼯知能学会33巻2号, 2018] 

３．⼈⼯知能研究の課題(5)

⼈⼯知能の社会実装

産総研⼈⼯知能研究センターは、図１に⽰すように、次世代の⼈⼯知能
を「実世界に埋め込まれる⼈⼯知能」と呼んで基盤技術の確
⽴と社会実装に向けた研究開発やコミュニティ、エコシステムの構
築を実施する。



記号創発ロボティクス

[⻑井隆⾏＋, 記号創発ロボティクス, ⼈⼯知能学会31巻1号, 2016]
[⾕⼝忠⼤, 記号創発問題, ⼈⼯知能学会31巻1号, 2016]

図１ 実際のシーンと⽣成された⽂章の例

記号創発ロボティクスは、⾝体を基盤とした主体が環境と相互作⽤することで概念や⾔語を獲得
（図１）していく過程を、機械学習やロボティクスの技術を⽤いて実現することを⽬的とする学問領域である。
⼈間の知能の本質を理解する⼀つの重要な⾜がかりとなることを⽬標とする。
記号創発ロボティクスの研究は、範疇化、分節化、⾔語獲得、動作学習、コミュニケーショ
ンを対象とする。
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⼈⼯知能分野には、記号接地問題（シンボルグラウンディング）が依然、解決されていない。

記号接地問題の本質的解決を⾏うためには、記号接地問題という問題⾃体を改めなければならない。
解くべき問題は、記号接地問題ではなく、記号創発問題と考える。

20世紀の記号論では、認知主体の感覚運動情報から記憶システムが⾃⽣的
に構造化され、それを基盤としてサインを解釈するようなシステムの
動的記述はできていない。
21世紀になって、これらの問題は解けると考える。感覚運動系から得られ
る情報は、計算機に流れ込み、計算機の中でそれらの情報を組織化、
構造化することができるようになる。このための数理的な枠組みが整っ
てきたと考える。

３．⼈⼯知能研究の課題(6)

(1) P.F.ドラッカー, イノベーションと企業家精神, ダイアモンド社を参考

海事イノベーション
⽣産性向上価値の創造

国際競争⼒強化
労働集約型産業から
知識集約型産業へ

労働者の減少を
上回る⽣産性向上

AI研究

社会実装

研究テーマ
研究実施期間
主なAI技術

ロードマップ

イノベーションを起こす
７つの条件 (1)

②ギャップ

④産業構造の変化

⑥認識の変化⑦新しい技術の出現

③ニーズ

①周辺環境の変化 ⑤⼈⼝構造の変化

４．海技研の取り組み(1)

海技研は、2018年11⽉、AIプロジェクトチームを発⾜
社会実装を⽬標に、AIを活⽤した研究を横断的に実施する。



４．海技研の取り組み(2)
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海事イノベーション
⽣産性向上価値の創造

国際競争⼒強化労働集約型産業から
知識集約型産業へ

労働者の減少を
上回る⽣産性向上

AI研究

社会実装

研究テーマ
研究実施期間
主なAI技術

ロードマップ

イノベーションを起こす
７つの条件

②ギャップ

④産業構造の変化

⑥認識の変化⑦新しい技術の出現

③ニーズ

①周辺環境の変化 ⑤⼈⼝構造の変化

最終案イメージ

４．海技研の取り組み(3)
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⽀援システム

４．海技研の取り組み(4)

５．まとめ
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1. ⼈⼯知能研究は、現在、第三次⼈⼯知能ブームと呼ばれているが、これまで
の研究成果は、⼤きなブレークスルーであり、ダートマス会議で議論した
テーマ（⽬標）を解決する、更なる発展が期待できる。

2. 第三次⼈⼯知能ブームは、2006年にHintonの深層学習が契機になったとい
われるが、その後も2011年の⾳声認識、2012年の画像認識、そして2014年
のLSTMが⼤きな転換点だといわれている。現在では、これら研究成果を
ベースに、マルチモーダル（画像と⾔語）の研究が加速しており、社会問題
の解決に向けた、これまでにない社会実装も進んでいる。

3. 畳み込みニューラルネットワークのような識別モデルは、⼤量のデータが必
要となる。⼤量のデータセットを⽤意できないケースは多く、このような課
題解決に向けた研究が⾏われ始めた。⼈間は少ない経験でも柔軟に⾏動する
ことができる。このような⼈間の認識メカニズムを⼿本とするためには、記
号系とニューラルネットワーク系の融合、さらに創発問題は避けれないし、
他分野の研究成果を取り込んでいく必要がある。フレーム問題とシンボルグ
ラウンディング問題の解決が求められる。

4. 海技研は、最新のAI研究を横断的に情報交換しながら、海事分野のニーズを
抽出し、それらの課題解決に向けて、社会実装を⽬指したAI研究に取り組む。

⻄部⽀部シンポジウム


