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講演会

第５回 定 時 総 会 記念講演会
６月９日（木）、中経連は第５回定時総会を名古屋市内にて開催した。定時総会後、東京大学大学院工学系研
究科特任准教授の松尾豊氏を講師に迎え、
「人工知能は人間を超えるか」
と題して記念講演会を行った。
（第５回定時総会の概要は７月号にて掲載済み。）
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【講演要旨】

ディープラーニング革命

い、オオカミは耳がとがって目が長いという、ルール
を決めても、例外はたくさんあり、違いを定義するの
は難しかった。今までの人工知能は、人間が現実
世界の対象物を観察し、
「どこに注目」するかを見
抜いてモデル構築を行っていたが、人間が定めた
モデルのうえに立って認識できるのであり、別のと
ころにこのモデルを当てはめると、
うまく動かない、
例外に対応できないということが起こっていた。
これを解決しはじめているのがディープラーニン
グで、人間によるモデル構築を自動化した。
これに

今年３月、米グーグル傘下の英グーグル・ディー

より、認識のエラー率が劇的に下がり、2011 年の

プマインド社が開発した人工知能囲碁ソフト
「アル

25 . 7％から2014 年には6 . 7％となった。人間のエラ

ファ碁」が、世界トップ棋士との対局で４勝１敗と

ー率は5 . 1％であるが、昨年２月にマイクロソフトが

いう結果を残し、世界中に衝撃を与えた。勝因は、

開発した画像認識ソフトのエラー率は4 . 9％を記録

「ディープラーニング」
と呼ばれる画像認識技術を
使ったことによる。囲碁は盤面の白と黒の模様を画

するなど、人間の精度を超えるようになった。
ディープラーニングは、人工知能における50 年来

像として認識することが容易なため、囲っている、

のブレークスルーで、データを基にどこに注目すべ

囲まれているといった画像的な要素に対してディ

きかという
「特徴量」が自動的に獲得されている。

ープラーニングがうまく応用された。

例えば１時間の話を３分でまとめてできるだけ精

人工知能の研究は1956 年に始まり、今年はちょ

度よく復元せよという問題を解く場合、できるだけ

うど 60 年となるが、その間、
ブームになっては冬の

重要なところを取り出そうとするが、これと同じで

時代が来るということを繰り返してきた。技術が少

ディープラーニングでは、画像の中の重要なところ

しずつ良くなり、あるところまではできるようになっ

を取り出そうとすることが自動的に学習されている。

てブームとなるが、急速に何か新しいことができる
ようにはならなかった。

人工知能技術の発展と社会への影響

しかしながら、
ディープラーニングは別格で、今ま

人工知能の世界には、
ビッグデータなど大人にし

でできなかったことが短期間で次々とできるように

かできない「大人の人工知能」
と、画像認識などに

なっており、潜在的な可能性を大きく秘めている。

よる子供にもできる
「子供の人工知能」がある。

このディープラーニング革命により、
「 認識」
（ 画像

人工知能は人間が介在して特徴を抽出するしか

認識）、
「 運動の習熟」
（ロボット・機械に熟練した

なかったため、
「 大人の人工知能」は上手く設計す

動き）、
「 言葉の意味理解」
（ 文の「意味理解」が分

ることができたが、画像認識や積み木を積むといっ

かる）ができるようになってきている。

た
「子供の人工知能」の設計は非常に難しかった。

例えば 、これまでイヌ・ネコ・オオカミの写 真を
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耳が垂れて目が長い、ネコは耳がとがって目が丸
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によって自動的に設計することができるようになり、

日本の戦略

「認識」から
「運動の習熟」、
「 言葉の意味理解」
ま

今後、
日常生活や仕事で人工知能が組み込まれ

でがおそらく2030 年頃にかなりのレベルまで向上

たロボットや機械が活用される時代が来る。
これを

するとみられている。

私は決勝リーグと呼んでおり、
そこに至るには、
メー

「認識」ができるようになると画像による医療診

ルやスケジュール管理などの「情報路線」
と、
ものを

断や防犯・監視技術、
「 運動の習熟」ができるよう

動かすことや加工・操作する
「運動路線」の２つの

になると自動運転や物流・建設・農業の自動化、介

路線がある。
「 情報路線」は、
グーグル、
フェイスブッ

護や調理・掃除支援、
「 言語の意味理解」ができる

ク、マイクロソフト等の企業がすでに非常に強く、
日

ようになると翻訳技術などが大きく進歩する。

本が入っていくことは非常に困難である。一方、
「運

例えば農業の分野では、
いまだにトマトを収穫で

動路線」は未だ決勝進出を決めているチームはな

きるロボットはないが、
これはどこにトマトがなって

く、自動車や産業用ロボット、建設用機械など日本

いるか、熟しているトマトはどれかという
「認識」や、

企業のシェアが高い分野においてディープラーニン

枝ぶりを見て上手に採るという
「運動の習熟」にお

グの「認識」
「 運動の習熟」の機能を使った新製品

いて、人間の能力に頼るしかなかったことによる。
し

で勝ち上がり、決勝リーグでグーグル等と対峙して

かし、人工知能技術の発展によって農作業のほとん

いくシナリオはあり得る。

どを自動化できる可能性が出てきている。建設も、

少子高齢化により労働力が不足している日本にお

食品加工も同様で、全く自動化できていない分野が

いては、人工知能がその解決策になり得る。
ディープ

いきなりほぼ自動化できるようになると思われる。

ラーニングを基盤とする技術はものづくりとの相性

また、
「 言語の意味理解」においては、意味理解

も良く、
日本の強みを活かすことができる。
日本にとっ

を伴う自動翻訳が実現すると、日本語と外国語の

て、人工知能研究者の人数が多いことや、言葉が

障壁がなくなるので、人材の流動性が早まったり、

ハンディにならなくなるなど良い条件が揃っている。

グローバルに戦うことがさらに求められる。

このチャンスを日本が捉えるためには、正しく早く

人工知能技術が進めば進むほど、
「 与えられた目

動いていくことが重要である。
そのためにやるべきこ

的」
に対して、
それを実現する手段は賢くできるよう

とは、
ディープラーニング人材の育成、
コスト構造の

になり、与える目的自体の是非の議論が重要にな

変化や新産業の出現を早く読み解くこと、そしてロ

る。幸せで持続可能な社会を人工知能を使って達

ボットや人工知能を活用した社会全体の新しい未

成するためには、我々はどういう社会をつくりたい

来像を描いていくことである。

のかという議論が不可欠である。

（総務部

人工知能技術の発展と社会への影響

画像による診断
広告

画像認識の
精度向上
米国・カナダがリード
2007

防犯・監視
セキュリティ
マーケティング

行動予測
異常検知

自動運転
物流・建設
農業の自動化
製造の効率化

文脈にあわせて
「優しく触る」
環境変化にロバストな 「持ち上げる」技術
自律的行動

認識

コンピュータができて以来
初めて
「画像認識」
ができる

①
画像認識

介護
調理・掃除

翻訳
海外向けEC

②
マルチモーダルな
認識

運動の習熟
ロボット・機械に
熟練した動きができる
2020

③
ロボティクス

言語理解
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……？

大規模知識理解

文の「意味」が分かる
（文と映像の相互変換ができる）

⑤
シンボル
グラウンディング

Deep LearningをベースとするAIの技術的発展

2

教育
秘書
ホワイトカラー支援

言語の意味理解

2025

④
インタラクション

亀井 勝彦）

2030

⑥
知識獲得
出所：松尾氏講演資料をもとに作成
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