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「日本の AI 元気な若手の動き」
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1･2 設 立 経 緯
会が設立された 2014 年は人工知能や深層学習という
言葉が急激に広まった時期であり，全脳アーキテクチャ
勉強会は，当時から広く情報発信をしていた．一流の研
究者から最先端の情報発信が行われた同勉強会は，大き
な人気を集めた一方で，そのレベルの高さから不十分な
理解のまま終わる参加者が多いようにも見受けられた．
そこで，全脳アーキテクチャ勉強会の参加者を中心に，
より敷居が低く，誰でも参加できるコミュニティとして
全脳アーキテクチャ若手の会を設立するに至った．
設立までの経緯は，日経カレッジカフェというオンラ
インサイトでも公開されている＊3．

general intelligence, biologically inspired cognitive
architectures.

2．活 動 状 況
全脳アーキテクチャ若手の会は，関東支部，関西支部，

1．設立趣旨

社会人支部の 3 支部に分かれてイベントの企画を行って

1･1 全脳アーキテクチャ若手の会の概要

いる．参加者は高校生から 60 歳代までと幅広く，比較

全脳アーキテクチャ若手の会は，人工知能，神経科学，

的女性の運営メンバも多いのが特徴である．

認知科学をはじめとした「生物やコンピュータが生み出
す知能」をテーマに，
「誰でも参加できる，みんなが主

毎月第 2 木曜日に実施している運営会議に加え，勉強
会や懇親会の開催が主な活動である．

役になれるコミュニティ」を目指して 2014 年夏に設立

2･1 勉

した [Yamakawa 16]．2016 年 11 月現在，
Facebook グルー

勉強会は，目的に応じてさまざまな形式で行われてい

プ＊1 で 1 200 人以上，connpass ＊2 では 550 名以上のメ
ンバが老若男女を問わず参加している．図 1 は当会のロ

強

会

る．
§1 ニコニコ生放送を利用した勉強会
この勉強会では大学生が一人で 2 時間程度講演をす

ゴである．

る．2016 年 11 月末までに 12 名が講演しており，扱わ
れたテーマは機械学習や神経科学の分野が中心である．
聴講者は広く一般に募集されるほか，勉強会の様子はニ
コニコ生放送にて放送される．
発表を担当する学生は 2 か月〜半年間かけてテーマに
関する勉強に取り組み，発表資料のつくり方や，論理的
で伝わりやすいストーリーづくりを学ぶ．また，毎月行
図1

全脳アーキテクチャ若手の会のロゴ

われる運営会議にて運営メンバに対して進捗状況を発表
し，対外的に発表するに値すると認められるまで繰り返

当会は三つの社会貢献を目指している．
一つ目は，設立当初からの主な目的である情報発信で

し準備を進める．
この勉強会を経験した学生は，体系的な専門知識や，

ある．勉強会に足を運んでもらうだけでなく，ニコニコ

資料作成，論理的思考に関して大きく成長している．ま

生放送や YouTube を利用した勉強会や座談会の配信や，

た，そこで得た経験を生かしてその後のコミュニティで

積極的な発表資料の公開も行っている．

の議論や，後輩の教育において活躍している．

二つ目は人材教育である．後述する勉強会では，講演
者自身のスキルアップにもつながっている．

§2 カジュアルトーク
カジュアルトークは 4 〜 6 名の講演者が 15 分程度の

三つ目はコミュニティ形成である．今後長期的に続く

持ち時間でオムニバス式に講演する勉強会である．2016

人的ネットワークのきっかけとなるために，勉強会や懇

年 11 月末までに 6 回開催しており，企業とコラボレー

親会での交流を重要視している．

ションも頻繁に行っている．

＊1 https://www.facebook.com/groups/713921892010595/
＊2 https://wbawakate.connpass.com/

＊3 大澤正彦：全脳アーキテクチャ若手の会！，日経カレッジカ
フェ，日本経済新聞社（2016）

全脳アーキテクチャ若手の会
§3 ハッカソンの主催，参加
全脳アーキテクチャ・イニシアティブとの共催で，第
1 回全脳アーキテクチャハッカソンを開催した．同ハッ
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ンバが参加した．ハッカソンでの成果は国際会議 [Itoh
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のプロジェクトは現在も継続中である．
§4 データ解析くらぶ

3．今 後 の 展 望

主に社会人支部を中心に 1 〜 2 か月に 1 回開催される

設立から約 2 年半が経つが，ありがたいことにいまだ

この会では，所定のデータと課題設定に参加者全員が個

にこのコミュニティは広がりを見せ続けている．現在は

別に取り組む．1 日の最後には成果発表を行い，互いの

勉強会が主な活動ではあるが，将来的にはさらにこのコ

アプローチからデータ解析やツール群への理解を促進し

ミュニティが広がって，将来の日本や世界の「知能」に

ている．

関する関連研究の基盤になれることを目標にしている．

§5 グラフィカルモデル研究会
関東支部を中心に開催している本輪読会では，[Koller
09] を題材に，グループでの輪読・議論を通じて確率的
グラフィカルモデルの理論の学習と啓蒙を行っている．
2･2 懇

親

会

年 3 〜 4 回の大規模な懇親会に加え，毎回の運営会議
やイベントの後にも積極的に懇親会を開催している．毎
回学生や社会人，研究者がフラットな立場で濃厚な議論
が展開されている．
2015 年 12 月からは女性主体の交流・発信を目的とし
たイベントも不定期で開催している．懇親会や座談会を
通じて，女性ならではの視点で考える人工知能に関わる
倫理観や，理系女性への偏見など幅広い議論が行われて
いる．座談会は YouTube にて公開されている．
2016 年 6 月からは脳科学若手の会＊4 との交流を積極
的に行っており，今後は共同でのイベント開催を視野に
入れている．
2･3 研 究 活 動
当会に参加するメンバを中心に行われた，全脳アーキ
テクチャに関連する主な研究の一部を簡単に紹介する．
著者らはげっ歯類の海馬を参考にした深層学習の拡張
モデル [Osawa 16] や，他の運営メンバと共同で前頭前
野に関する知見を参考にしたモデルを提案している．
関西支部の清丸らの研究 [Kiyomaru 16] では，脳型
の認知アーキテクチャの状態を，マウスのコネクトーム
データに基づいて構築した脳の 3D モデル上リアルタイ
ムで表現する BICAmon を作成した．
関東支部の板谷らは，脳型の認知アーキテクチャ記述
プラットフォームとして BriCA [Itaya16] を提案してい
る．
2･4 スポンサーシップ
当会は 2015 年 10 月よりスポンサー制度を設立し，
2016 年度は以下の 12 社の企業に協賛いただいている．

＊4 http://brainsci.jp
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