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人工頭脳の浸透

■深層学習の普及
2016年，AI（人工知能）は多くの

メディアを賑わせました．この盛り上
がりは，生物の脳神経細胞を模倣した
深層学習（ディープラーニング）と呼
ばれる技術の発展によるところが大き
く，深層学習は，従来のAI技術に比
べて高い精度が期待できるだけでな
く，学習に必要となる特徴抽出の自
動化が可能となり，専門家以外でも
扱えるようになってきました．また，
TensorFlowやDSSTNEといった深層
学習を実行するための環境が整備され
つつあり，深層学習に取り組むハード
ルが下がってきています．

この結果，深層学習は急速に身近な
存在となり，AIを専門とする企業や
IT企業だけが利用するものではなく
なってきました．個人農家がキュウリ
の等級判別に使用したり，皮膚科医が
皮膚がんの判定に使用したりと，専門
の知識がなくても深層学習を活用した
事例が増えています（図 1 ）．
■広まるAI適用

深層学習を中心に，AIはさまざま
な領域での活用が進んでいます．医療
分野では診断や創薬に，小売分野では

マーケティングや接客など，すでに多
くのビジネスシーンで活用されてい
ます．

人間にしかできないとされていた
作 業 に つ い て も，Robotic Process 
Automation（RPA）と呼ばれるAIを
活用した技術を用いることで機械が代
行できるようになりつつあります．現
在は，定型的な業務をルールベースで
自動化しているものが中心ですが，今
後は，高度なAIを活用し，非定型業務，
業務の分析 ・ 改善，意思決定といった
領域まで拡大するでしょう．

AIを研究に適用する試みも行われ
ています．過去にノーベル物理学賞の
受賞理由となった，複雑な制御を必要
とし再現が難しい気体の状態を，AI
が再現することに成功しています．し
かも，AIはレーザの当て方，強さな
どを自ら考え調整することで，人間が
思いつかない方法で驚くほど短時間で
実現しています．

今後AIは研究分野においても躍進
し，人類に飛躍的な進歩を生み出すか
もしれません．
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図 1 　人工頭脳の浸透

技術トレンド「人工頭脳の浸透」「対話型コン
ピューティング」

AI（人工知能）の発展は目覚ましく，生活の利便性向上だけではなく知
的労働力不足の解消，科学の劇的な進歩を生み出そうとしています．深層
学習技術によってパターン認識の精度は著しく向上し，人とシステムの対
話をより自然でシームレスなものにしつつあります．本稿では，NTT 
DATA Technology Foresight 2017で取り上げた 8 つの技術トレンドから

「人工頭脳の浸透」と「対話型コンピューティング」を紹介します．
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■さらなるAI技術の進化
AIはさらなる進化を遂げようとし

ています． 1 つは，意味理解の実現に
向けた進展です．近年は画像の内容を
テキストで説明するだけでなく，テキ
ストから画像を生成する研究も活発化
し，テキストの“意味”に近い画像を生
成できるようになってきました．

もう 1 つは，学習に大量の教師デー
タが必要となる問題に対する進展で
す．近年，深層強化学習と呼ばれる技
術が注目されています．この技術は，
学習に必要な教師データを事前に与え
る必要がなく，目標とする行動や状態
を設定するだけで，自ら試行錯誤し，
学習するというものです．囲碁AIの

「AlphaGo」や，自動運転，工場内の
ロボットなどにすでに活用されてい
ます．

強化学習が適用できないタスクで
は，少ない教師データで学習を可能に
しようとする研究が進んでいます．
データを限定した画像分類タスクで
は，別タスクで学習した知識を活用す
ることにより，未学習のカテゴリの画
像を 1 枚学習させるだけで，大量デー
タを学習させた場合とほぼ同等の精度
を達成しています．AIが 1 度見ただ
けで識別できる汎用的な能力を手に入
れれば，世の中のモノや出来事を劇的

なスピードで学習可能となり，AI活
用はさらに飛躍的に拡大すると予想
されます．
■AIの活用知識 ・技術が重要に

深層学習は万能ではありません．そ
のため，深層学習の得意，不得意を理
解したうえで，適用領域を見極めるこ
とが重要です．条件によっては，ルー
ルベースや確率 ・ 探索モデルなどの従
来からあるアルゴリズムを選択すべき
場合もあるでしょう．

また，前述の少量のデータで学習を
可能とする技術の進展はありますが，
新たな分野で実用的な精度を出すため
には，大量の学習データが必要です．
そのため，事前に学習データをどれだ
け用意できるかや，運用中のフィード
バックにより永続的にデータを蓄積す
る仕組みをつくれるかがポイントとな
るでしょう．
■より人類に貢献するAIに向けて

深層学習が実現している高い精度
は，計算機の処理能力の向上により，
実際の脳神経細胞により近い，非常に
複雑なネットワーク構造に基づいた演
算が可能になったことが 1 つの要因
です．一方で，答えに至るまでの過程
も複雑になり，出力される結果に対し
てその判断理由を人が理解することが
難しくなっています．出力結果の根拠

を 説 明 す る た め の プ ロ ジ ェ ク ト
（Explainable Artificial Intelligence）
も立ち上がっており，今後，判断理由
を説明する力をAIが手に入れること
ができれば，精度の改善は容易になり，
自動運転等の人の命にかかわるような
ケースにも適用しやすくなると考えら
れます．

AIの急激な発展に伴い，AIが人間
の能力を超えるとされるシンギュラリ
ティについての議論も活発化していま
す．AIの私蔵化や悪用を防ぐこと，
AIの影響力を評価し開発原則を策定
することなどを目的に多くの非営利団
体が創設されています＊．AIを取り巻
く社会的 ・ 倫理的 ・ 法的な問題を解決
していく必要があり，これらの取り組
みは今後より重要となるでしょう．

しかし，AIはまだ発展途上にある
ため，AIを抑止するための議論だけ
が優先されるべきではありません．
AIが持つ課題やリスクを理解したう
えで，AI技術をいかに発展させ，有
効に活用するかの議論が重要であり，
それが労働力不足の解消やエネルギー
問題の解決といった人類の利益に寄与
するでしょう．

＊	OpenAI，Partnership on AI，AIネットワーク社
会推進会議など．
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対話型コンピューティング

■対話型インタフェースの拡大
音声パーソナルアシスタントは，天

気の確認や商品の注文など，さまざま
な場面で利用されています．スマート
フォンだけでなく，家やオフィスに設
置する音声アシスタント端末も欧米を
中心に普及し始めています．これらの
端末は常時待機しているため，操作な
しに話しかけるだけで，エアコンの温
度や部屋の照明を調整したり，商品を
注文したりすることができます．

対話型インタフェースの普及は，ス
マートフォンの普及に伴い，コン
ピュータとの音声対話やテキスト
チャットの利用が文化として根付いて
きたことが背景としてあるでしょう．
メッセージアプリを毎月 1 度以上利
用するアクティブユーザ数は，世界で
約30億人を超えるまでになりました．
AIの発展により，対話を通じて高度
な処理が可能になってきたことも普及
を後押ししています．特に，チャット
ボットと呼ばれる，AIによってコミュ
ニケーションを自動化するプログラム
が広がってきています．最適な保険プ
ランの提案や病気の症状診断など，さ
まざまなサービスが登場し，今後，
AIと連携した対話サービスは増加し

ていくでしょう（図 2 ）．
■会話サポート技術の発展による，
さらなる自然な対話の実現
近年の深層学習技術の発展により，

画像認識をはじめとするパターン認識
の精度向上は著しく，音声認識技術に
おいても，2017年 2 月に音声認識の
エラー率が文字起こしの専門家による
精度以上の5.8％を達成しました．

また，音声や表情，テキストから感
情を認識する技術の活用も広がってき
ています．CMに対する視聴者の感情
変化を分析することで，効果的なシー
ンの明確化や，同じコンテンツに対す
る国や文化ごとの反応の違いの把握が

可能となり，マーケティングに活用さ
れています．

一方で，コンピュータはまだ人間の
ように言葉の裏に潜む文脈を理解でき
ません．そのため，人間が対話にスト
レスを感じてしまい失望され，幻滅期
を経るかもしれません．しかし，近い
将来，音声認識や感情認識技術と同様
に，文脈理解技術も確立されるでしょ
う．そのようなコンピュータとの会話
をサポートする技術の発展は，対話の
背景や相手の意図 ・ 感情を的確に理解
したより自然な対話を可能にし，それ
により対話型コンピューティングの利
用はさらに拡大していくと考えられ

図 2 　対話型コンピューティング
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ます．
■対話型コンピューティングが変
革する世界
AIと連携した対話型コンピュー

ティングは，究極のパーソナライズを
実現します．従来のパーソナライズ技
術では，閲覧履歴や購入履歴等に基づ
きユーザの嗜好を推察しますが，期待
するものとは異なる情報がたびたび提
示されます．対話型システムでは，対
話を通じてユーザの意思を確実に汲み
取りながら，的確に複雑な要望にもこ
たえることができます．さらに，セン
シング情報と組み合わせることで，そ
のときその場所でのユーザ個人の状況
に合わせた対応が可能となります．こ
れまでとは比較にならないパーソナラ
イズされた情報が提供可能となり，接
客やマーケティングの方法，広告の出
し方を変革していくでしょう．

今後対話型アプリはさまざまな行動
の起点として使用されるでしょう．
ユーザの要望を聞き，内容に応じて必
要なアプリやチャットボットに処理を
振り分けるかたちのシステムが実現さ
れると考えられます．AIによる自動
返答が可能になれば，24時間いつでも
即時に回答できるようになり，人と社
会とのつながり方にも大きな影響を及
ぼします．これまでは，メール配信の

ような企業から一方的に情報発信する
かたちや，直接の店舗訪問のような一
時的なつながりのかたちが中心でした
が，対話型コンピューティングでは，
企業と人，人と人のつながり方を双方
向，かつ継続的なものへと変化させる
かもしれません．

対話型コンピューティングは，意思
決定の方法さえも変革させる可能性を
秘めています．現在，モノの購入や旅
行の手配など，自身の目的を達成する
ためには，溢れかえる情報の中から，
能動的に関連する情報を探し，決断す
る必要があります．AIと連携した対
話型コンピューティングでは，目的達
成に必要な情報を，対話で徐々に深掘
りされ，自然と決断まで誘導されるよ
うになります．意思決定のプロセスを
変化させるだけでなく，納得感のある
意思決定を素早く行うことができま
す．
■今後の対話型コンピューティン
グの姿
対話型コンピューティングは問いか

けると答えを返してくれる単に便利な
存在だけにとどまりません．対話履歴
とセンシング情報が蓄積されることに
よって，置かれた状況や個人の嗜好に
合わせた行動予測の精度が高まりま
す．ユーザの意図を先読みし，システ

ムから必要な情報を投げかけ，人間の
行動を先導する役割を果たすようにな
るかもしれません．

対話型コンピューティングはスマー
トフォンやPCにおける単なる 1 つの
アプリではなく，あらゆるデバイスに
当たり前に搭載されるようになり，新
しいコンピューティング基盤へと変貌
を遂げます．家やオフィス，店，自動
車などいつどこにいても話しかけるだ
けですぐに欲しい情報，モノに手が届
く世界となる日は近いでしょう．
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