7日、近畿大学工学
４月2
部電子情報工学科竹田史章
教授が、講演と研究交流の
ために、田中研究室を訪問
された。竹田教授は、パタ
ーン認識、特に、企業との
共同研究をもとに、応用シ
ステムを数多く手掛けてい
る。田中教授とは二十数年
前、バンクーバーでの国際
会議の時に知り合い、それ
以来、研究交流が続いてい
る。当研究室にも、オープ
ンリサーチセンター（ＯＲ
3号館に作っていた、
Ｃ）を1
0年前に竹田教授には客
約1
員特別研究員という肩書で
来ていただいたことがあ
る。
当日は、まず、竹田教授
の最近の研究成果を講演形
式で説明していただき、そ
のあと、当研究室で開発し
たシステムを、実演を含め
て紹介した。
竹田教授は、２年前に高
知工科大学から近畿大学の
東広島のキャンパスに移
籍、現在は、近畿大学で教
育研究活動を行っている。
紹介していただいたシス
テムの１つは、屋外の害獣
を検知するシステムであ
る。画像のフレーム間差分
やオプティカルフローを用
いて、移動物体を検知する
ということであった。実際
に、ミニチュアのシステム
を作成し、その中にハムス
ターを放ち、複数個の動物
の姿を検知したら、エリア
を囲む網が上がり、捕獲す
るというものであった。
もう１つのシステムは、
高知工科大学の中にある駐
輪タワーの中に入れた自転
車の落下検知システムであ
る。自転車の入り方が悪い
と、落下の危険性があり、
その予兆を駐輪タワーの芯
に当たる部分に設置してい
るカメラからの画像で検知
し、知らせるということで
あった。
このシステムは、高知工
科大学の理事長の要請で作
ったシステムだそうで、現
在も常時作動中であるとい
うことである。
竹田教授は、もともとニ
ューラルネットワーク応用
システムの専門家で、検体
の搬送系を伴い、照明を工
夫することなど、システム
のハードウェアが特徴であ
ったと考えている。処理に
関しては、ご自前のニュー
ロボードを使ってこられて
いるが、今回、これらのシ
ステムにも入っているかと
思ったら、フレーム間差分
とオプティカルフローを中
心に処理しているというこ
とのようであった。処理内
容いかんでは、ニューロを
使わず、背景差分やオプテ
ィカルフローなど、コンピ
ュータビジョン手法による
処理の組み合わせをソフト
ウェア的に使用することに
変わったのかなと思ってい
る。
当方の研究については、
まず、田中教授がいくつか、
システムの紹介を行った。
最初は、レーザースキャ
ナを用いた歩行者カウンタ
を実験室で稼働する形で紹
介した。このシステムは完
成度が高く、オープンキャ
ンパスほか、いくつかの場
所で今まで実演展示してき
たものである。
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次に、大学院実験室（1
ー２１２）に移り、引き続
き田中教授による、体操採
点システムの実演を行っ
た。大西さんに体操しても
8点台で、
らったところ、8
まずまずの得点が出た。田
中教授のシステムでは障害
物検知システムも、実演紹
介が行われた。
次に当研究室の院生であ

る、岩﨑君と大西氏により、
ＳＩＡＳの評価システムの
実演が行われた。
今回は、こちらの紹介は
いずれも、キネクト、リー
プモーション、及び他の深
度センサーの応用であった
が、竹田教授には興味深く
聞いていただき、的確なア
ドバイスをいただいた。
昨年度、当研究室で行っ
た研究としては、岡田君を
中心としたＫｏＲｏのシス
テムの占める部分が大きか
ったが、現在、ＫｏＲｏが
不調であり、あまりまとも
に動いていないこと、また、
ＫｏＲｏの内容をしっかり
引き継いだ学生がいないた
め、紹介できなかったのは
残念だった。
竹田先生とは、公式、非
公式な話もたくさんしてき
ている。
互いに切磋琢磨し、
今後も良き友人であり続け
たい。（田中）

ところがあれば、ご指摘い
ただければ幸いです。

人工知能について、明確
な定義はないとされていま
す。しいて言えば、１９５
６年、ダートマス会議でマ 大学人工知能先端研究セン
ッカーシーが会議の趣意書 ターの先生方がまとめられ
の序論に書いたということ た、「人工知能と社会 ２
を、私なりにまとめると、 ０２５年の未来予想」とい
（１）人間のような学習能 う本が出たので、さっそく
力と知能の模倣、（２）自 買ってみました。
その中に、長井隆行先生
然言語処理、（３）自分自
身で成長、（４）ＡＩ研究 は、知能とは、個体がより
は一部のグループが行うも よく生きるための仕組みで
のである、ということにな ある。つまり、どうやった
るかと思われます。これを ら、早く、楽に食べ物にた
見ると、人類がまじめにこ どり着けるかいうようなこ
れに従って黙々と人工知能 とと書かれていました。な
実 現 に 向 か っ て 皆 が 努 力 るほどと思う一方で、「人
し、また、それに従うとい 工知能」だったらどうなる
うことを想定していたわけ んだろうと思いました。人
工知能を実現する「体」は
ではなさそうです。
ここでは、まったくフリ コンピュータです。この体
と考えるか、
ーな立場で、好きなように を「自分の体」
書いてみたいと思います。 それとも、「人工知能を使
巷では、２０４５年に訪 う人の体」と考えるかによ
れるといわれている「シン って、大きく２つの立場が
つまり、
ギュラリティ」、つまり、 あると思いました。
人工知能が人間の知能を上 ＡＩを搭載するコンピュー
回り、そのあとは人間の制 タあるいはそれを載せてい
御がきかない世界になると るロボットが自分自身より
いう完全なＳＦのような話 良く生きようと思えば、２
が、あたかもそうなるのか ０４５年のシンギュラリテ
と思い込んでいるまじめな ィを含む、ＳＦ的な話に合
人たちも困惑させていると 致します。逆に、外から人
いう状況のもと、技術を持 が使うものだとしたら、使
たない人たちが、「人工知 う人の食い口、利益をもた
能に乗り遅れまい」と、必 らすもの（便利な機械、コ
死になって人工知能を仕事 ンピュータ）ということに
に組み込もうと、何かでき なるでしょう。まったく異
ることはないかと、右往左 なるこの２つが混乱して使
往しているような状況に見 われているため、ＡＩにつ
いての認識が非常にあいま
えます。
いで分かりにくくなってい
るのだと思います。
私は、自分自身をいわゆ
そこで、私は、誰のため
る「人工知能研究者」とは の知能かということで、前
思っていないので、人工知
6日に、甲南大学公 脳について書かれている本
５月2
開講座で、人工知能につい （一般向け、および非常に
てお話しすることになって テクニカルな本）を今年初
います。そのため、人工知 めからいろいろと読んでき
能について文字にしてみる ました。
ことにしました。おかしい
最近になって、電気通信

者を「人工知能」、後者を
「知能機械」と呼び分ける
ことにします。上にある記
事の竹田教授の研究は「知
能機械」ですし、私もそう
です。

人間の知能に迫る、人間
の仕事をこなせるようにな
る、幅広い知識と何らかの
自意識を持つようになる
（精神が宿る）ものを強い
ＡＩと呼びます。万能のＡ
Ｉですね。もちろん、今は
そのようなものは実現され
ていません。
一方で、個々の作業（画
像の中のものの切り分け，
機械翻訳，将棋，チェスな
ど…）をこなす人工知能は、
弱いＡＩと呼びます。今の
ＡＩブームで、特定の仕事
を行うＡＩがこれに該当し
ます。
なお、ＡＩには記号論理
の側面といった、筆者のカ
バーしきれない部分があり
ますが、私にわかる範囲で
認識技術や、様々な自動化
という視点でいえば、たと
えば、ニューラルネットワ
ーク、ファジィ論理、遺伝
的アルゴリズム、などは学
習機能を持つ機械学習です
が、それらとは異なる、様
々なレベルでの最適化や数
理的アルゴリズムなども、
ＡＩと言われることが多い
のです。あまり詳しくない
人には、ひょっとすると、
目新しい技術が全部ＡＩに
見えてもおかしくありませ
ん。昨今、ＡＩというとき
に、そこまで含まれている
ケースが多々あります。技
術をよく知らない人から見
ると、「おお、あの会社も
ＡＩをやっているのか、う
ちの会社もしなければ！」
ということで、必要もない
のに大手ネットワーク会社
のクラウド技術を使ってい
るケースもありそうな感じ
がします。（第２面に続く）

岡山大学工学部情報工学
科の助教授をしていたの
は、「計画情報工学研究室」
というところで、最適化が
中心テーマでした。私はこ
の分野の数学があまり得意
とは言えませんが、それで
も、線形、非線形、組合せ
最適化の様々な問題を定式
化したり、ツールを使って
解くことはできます。
私は、岡山大学に着任す
る直前の１年５か月の間、
オーストリアの国際応用シ
ステム解析研究所（ＩＩＡ
ＳＡ）というところの研究
員をしていたので、工学は
数学の応用であるという意
識を植え付けられました。
第１種情報処理技術者（の
ちに、ソフトウェア技術者
や応用技術者と名前を変え
る）を持っていましたが、
自己紹介文にそのことを含
めると、まるで恥であるか
のように削除を求められた
ものです。このように、ヨ
ーロッパでは、エンジニア
（技術者）というのは、一
段低くみられるということ
は知っておく必要がありま
す。
しかし、そこでの研究も
少しは尾を引いて、岡山で
もまずは、推定理論
（特に、
解の存在可能領域を集合で
表現するようなもの）をし
ました。すぐにそれには限
界が来て、その後、遺伝的
アルゴリズム、ニューラル
ネットワーク、
ファジィと、
自分のやれる幅を広げてい
きました。これらの分野は
セットで研究されることも
多く、「ソフトコンピュー
ティング」という分野名が
最近、人工知能という言
葉が独り歩きしている様相
を呈しています。皆が、何
を意味しているのか明確で
ないまま、人工知能という
言葉を口にしていますし、
新聞記者すらそういう状態
になっているように思われ
ます。
近年、脚光を浴びている
技術は、深層学習というこ
とはおそらく明らかでしょ
う。深層学習技術は、人工
知能の技術に含まれます
が、人工知能といえば、そ
れ以外のものもいろいろと
あります。それがあまり区
別されずに脚光を浴びてい
るという状況は、
ある意味、
悪いことではありません。
今まであまり注目されてこ
なかった技術がここで注目

作られていることも知り、 移動ロボットの自己位置推
定でカルマンフィルタを使
本を数冊書きました。
うなど、私が今まで経験し
たアルゴリズムと新しい分
0
野を融合させたのもここ1
年くらいのことです。カル
マンフィルタの応用として
は、キネクトやＸｔｉｏｎ
センサーからの３Ｄデータ
を使って、床面を検知し、
それに基づいて、障害物や
路面の凸凹などを検知す
る、「障害物検知アルゴリ
ズム、そのシステムをリア
ルタイムで実現しました。
これは、私自身の研究者人
生の中でも、最大の発明品
です。
その間、残念ながら、ニ
ューラルネットワークには
目が行っていませんでし
た。実は、その間にディー
プラーニングが脚光を浴び
始めていたのです。

しかし、これらの分野で
ちょうどよい応用問題があ
りませんでしたので、絵に
描いた餅という状態でし
た。誤差逆伝搬法での学習
がなかなか進まないという
のは経験的に知っていまし
た。また、その影響もあっ
て、出力を多数設けて、そ
れで「このデータは何を表
しているのか」という一般
物体認識のようなことに使
うということも、あまり現
実的ではないような気がし
て、研究としての魅力を失
っていきました。
研究の中では、自己組織
化マップ（ＳＯＭ）という
のが教師なし学習の世界で
注目されました。
ＳＯＭは、
高次元データを２次元に効
率よくマッピングする技術
で、データはハチの巣のど
れかの巣にマッピングされ
ます。２次元ですから、自
分でそれを見て作業ができ
ます。このユニットに写像
されるデータはこんなデー
タというのが分かります
し、ハチの巣の隣接する巣
には、類似するデータが来
ますので、全体的な類似関
係もわかります。このころ
私が考えて提案したアルゴ
リズムが、現在、他の研究
者に使われています。

されるきっかけになりま
す。
さて、その深層学習です
が、使い方がかなり収斂し
ています。
ＴｅｎｓｏｒＦｌｏｗ、
Ｃｈａｉｎｅｒ、Ｔｈｅａ
ｎｏ、Ｃａｆｆｅなど、深
層学習のプログラムを使う
ためのディストリビューシ
ョンが、企業や大学などに
より提示され、無料公開さ
れています。これらを使う
ためのライセンスは制限が
非常に緩いもので、大学で
あろうと、企業であろうと
使うことができます。言語
はパイソンです。
使用するライブラリがた
くさんありますが、それら
を管理するＡｎａｃｏｎｄ
ａなどのソフトも公開され
ていて、それを使うことに
より、この分野に参入する
ことがかなり容易になって
います。
深層学習モデルは、これ
らのサンプルプログラムの
中で使われていますので、
良い結果が出る実績のあ
る、ＡｌｅｘＮｅｔ、Ｇｏ
ｏｇＬｅＮｅｔ、ＲｅｓＮ
ｅｔなど、複雑で大規模な
モデルも簡単に実装できま
すし、一般物体認識では、
大量に集めたラベル付きの
画像データベースで学習さ
れたモデルを応用すること
も可能です（ただし、Ｉｍ
ａｇｅＮｅｔが営利目的の
利用を認めていないことに
注意）。すでに学習された
モデルをベースにして、さ
らに自前のデータを追加し
て使う、追加学習や、モデ
ルの出力を少し変化させて
別の物を認識させる転移学
習などにも使えます。
深層学習は、画像認識以
外に、音声認識や自然言語
処理などにも応用可能です
が、画像認識ほどは情報が
公開されておらず、応用す
るには苦労するかもしれま
せん。
学習するには、どうして
もＧＰＵマシンが必要にな
ります。ＣＰＵでは学習に
何日もかかり、仕事になり
ません。ここが個人が趣味
でやるにはネックになるか
と思います。
また、学習するには、画
像の中のどの部分がそのラ
ベルに該当するかというこ
とを示す必要があります。
どういうことかというと、
たとえば、自分のペット「ポ
チ」
を画像認識したいので、
画像を集めるとします。し
かし、大抵はそれらの画像
にはほかの人だったり、周
りの建物だったりも同時に
写っているでしょう。いろ
いろなものが写っている
と、ネットワークは、どの

部分がポチなのかがわかり
ません。そのため、ポチの
部分だけを切り出すか、画
像はそのまま使うが、目標
物はここだということを枠
で示す（アノテーション）
ことが必要となります。画
像データが多いと、この作
業がばかになりませんので
注意が必要です。
ＧｏｏｇｌｅやＡｍａｚ
ｏｎ、ＩＢＭ、Ｍｉｃｒｏ
ｓｏｆｔなどがクラウドサ
ービスを行っており、無料
枠もあるので、ちょっと試
してみたいときには利用も
検討すればよいと思いま
す。本格的な利用にはそれ
なりの費用が掛かるという
ことも覚悟する必要があり

今回、新しく編集委員に
なった小篠です。いつから
編集をやり出すのかは未定
ですが頑張ってみようと思
います。この田中研新聞は
「朝刊太郎」というフリー
ソフトで編集されていま
す。今後使っていくツール
なので色々やってみてはい
ますがイマイチ慣れませ
ん。自宅で練習したくても
専用ソフトなので
製品ばかりの我が家で
は使えないので研究室での
作業が増えそうです。
卒業研究のテーマも一応
決定し、やり進めてはいま
すがつまずいてばかりで学
習実験はおろか環境構築の
段階でつまずいているのは
おそらく私だけでしょう。
その上就活や新聞編集やア
ルバイトとやることが盛り
沢山です。せめてもの救い
はゼミ以外授業がない事く
らいですがいかんせんやる
ことが 多いせいか 年生 の
毎日授業が詰まっていて忙
しかった頃を思い出しま
す。
これから卒業まで、とて
も忙しい日々が続くと思い
s
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甲南大学に移り、自分一
人の研究室を持つようにな
って、研究の方向を大幅に
変えました。センサーをい
ろいろ使うことができたの
で、まずは、３Ｄデジタイ
ザを購入して顔の３Ｄデー
タが撮れるようになり、コ
ンピュータビジョンの世界
に魅了されました。
その後、

ます。 深層学習モデル
（ネ
ットワーク）を自分独自の
ものを作るには、その中に
含まれるはずの、畳み込み、
プーリング、活性化関数な
どについて、知る必要があ
るでしょう。学習アルゴリ
ズムは非常にややこしいで
すが、使うだけならきちん
と理解しなくても使えま
す。

今後、車の自動運転の実
用化が迫ってきます。一般
道路は、まだまだ予測不可
能なことが多いので、実用
化まで時間はかかるでしょ
うが、高速道路での実用化
は案外近いかもしれませ

ん。そこに人工知能の技術
が含まれることは想像に難
くありません。
家庭内にもロボットが入
ってくるでしょう。そのロ
ボットは必ずしも人の形は
しておらず、便利な知能機
械という形をとるでしょ
う。ボディを持たない形で
は急速に機能がアップする
ことも想定できます。
人工知能に、人間の頭脳
をアップロードするとか、
人工知能が自律的に発展す
るとかいうことがシンギュ
ラリティの話のコアです
が、あくまでも、知能機械
として、現在の技術が伸び
ていくことを期待していま
す。（田中）

ますが１つ１つ着実に物事 ぜ始まったのか、新聞の目
を進めて綺麗さっぱり大学 的は何かを調べてみた。始
生生活を終われるように頑 まりは２０１３年９月の創
張って行きたいです。
刊号より、学生の提案で新
聞を発行することになっ
た、と書かれていた。目的
も書かれており、当研究室
の活動を広く知ってもらう
こと、研究室のＯＢとつな
がりを保ち、フィードバッ
クを期待したいからと書か
れている。また、２０１３
年１０月の二号では、田中
研にはどんな人がいるの
か、どんな活動や研究をし
ているのか、といったこと
をさらに知ってもらえるよ
うにと書かれている。

５月１日片桐蕗乃が新聞
係に就任しました。田中研
では係というものがあり、
枠が開いていたのが新聞係
だった。この出来事に対し
片桐氏は「新聞係がんばり
ます。」と力強くコメント
した。
新聞係は、田中雅博研究
室のホームページで毎月発
行している新聞を作ること
が仕事だ。田中研新聞はな

6日（土）田中教授、
５月2
甲南大学の公開講座で「身
近になった人工知能」とい
う題目で講演予定。

今回は、原稿があまりな
かったので、連休の休み返
上で記事を書きまくりまし
た。私の視点からの人工知
能の見方ですが、皆さんに
はいかが映ったでしょう
か。
私自身は、人間が無限に
欲望（夢）を広げていくこ
とに危機感を覚えます。人
間も地球環境の一部である
ということを考えれば、人
間の頭脳をコンピュータに
コピーし、その中で自律的
に発展させるなどというこ
とはたとえできてもすべき
でないという風に感じま
す。それとも、人の知性は
すでに潜在的に人が制御で
きないほど高度化している
のでしょうか。戦争の起こ
らない平和な世界、地球環
境の永続的保全など、人類
自身が安全平和に過ごせる
社会のために知力を使って
いきたいと切に願っていま
す。（田中）
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