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1．は じ め に

る知的情報処理システムの構築」研究領域（以後「知的
情報処理システム」と略す）が発足し，現在，状況に依
存したサービスができる知的システムを実現するための

最新の人工知能やロボット技術を取り入れた知的シス

11 個の研究開発プロジェクトが採択された＊1．このうち，

テムは人間の認知活動や社会活動になくてはならない道

5 プロジェクトについては，本特集で詳しく説明される．

具になりつつある．最近の知的システムは，その時，そ
の場所，その人・集団などの状況に応じたサービス（状

ここでは，知的情報処理システム全体の概要と研究領
域が目指す方向について概説する．

況依存サービス，Situated Services）を提供できる．そ
れと同時に，その設計において，観測される本人があら

2．JST CREST「知的情報処理システム」

かじめ予期・意図した範囲を超える情報や観測者ですら
予想しなかった情報が，解析・プロファイリング技術の

2･1 文部科学省の戦略目標

進歩により後になって明らかになる場合も想定しなくて

本 CREST の目標は，2014 年 2 月文部科学省の戦略

はならない [IoT 17]．これらの倫理的・法的・社会的課

目標「人間と機械の創造的協働を実現する知的情報処理

題だけでなく，Google Glass の一般消費者向け販売中止

技術の開発」の達成目標 ①「場の状況と話の流れに応じ

などのように開発リスクを予測する必要性もでてきた．

た対話の実現に向けた知的情報処理技術の開発」
，達成

この意味から経済的リスク課題 Economic Issues を追記

目標 ②「人間と機械の創造的協働を実現する知的情報処

し，後述する CREST の研究領域では ELSE（Ethical，

理システムの開発に向けた対話，作業などのメカニズム

Legal，Social and Economic）Issues を考慮する．これ

の解明と技術開発」に基づいている．

らの倫理的・法的・社会的・経済的課題を考慮し，人と
機械がバランス（または調和）のとれた知的システムを
ここでは，
「人と調和できる知的システム」と呼ぶ．こ

2･2 研究領域の概要
研究領域は，人間と機械の協働により新たな知を創出

のシステムは，見る，聞く，話す，考える，判断する，

し，人・集団の知的活動の質向上を実現する知的情報処

動くなどの人間が本来もっている認知機能を代替するだ

理システムを目指す＊1．具体的には，

けでなく，人と機械が調和的に協働（対話，作業，サー

（1） 個人・集団の特徴や逐次変化する実環境・ネッ

ビス提供など）することによって生まれる体験共有知

トワーク情報環境をシステムが高度なレベルで把握

（知識・知恵）をつくり出す．これらの知をサイバー空

し，そのとき，その場所，その人・集団に合わせた

間と実空間の両方で検索・共有・流通することができ

最適なサービス群を提供できる技術

る．テキスト入力による既存のインターネット百科事典

（2） 機械が提供するサービスについて人・集団が意

（Wikipedia など）の検索とは異なり，利用者の生体・

思決定しやすいように，対話や作業を通じてサービ

認知・ストレス状況，ジェスチャ，エクササイズ行動そ

ス内容や利用者への恩恵，リスクをわかりやすく説

のものが検索のキーとなり，体験共有知をネット上で流
通することができるようになる．平成 26（2014）年度
に，JST CREST「人間と調和した創造的協働を実現す

＊1 http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_
area/ongoing/bunyah26-2.html

人と調和して状況依存サービスができる知的システム
明・表現できる技術
（3） 人・集団と機械が調和して協働することにより
生まれた新たな知を共有するための技術
（4） 上記の研究開発を推進するために必要な知的情
報処理メカニズムの解明
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協議していくことが重要になる．日・欧・米の学界や政
府機関でもこの問題を重視している＊3．
「調和的」という意味には，もともと相いれないもの
がぶつかりあって生まれるものと考える場合がある．
「人
が機械を知的制御する」といってもよいかもしれないが，

などに関する研究を対象とする．これらの研究を推進す

「人が機械（システム）によって制御される」という表

るにあたり，情報処理，認知科学，社会科学，自然言語，

現にはやや抵抗があるかもしれない．制御ではなく，む

計算機科学，計算科学，ロボティクスなどにおける要素

しろ「調和する」
，
「バランスがとれた」という言葉が受

技術の進化と，それらのシステムインテグレーションに

け入れられるかもしれない．人間と機械との調和といっ

よる知的情報処理システムの構築を目指し，人間と機械

ても，利用者とそれ以外の人では受容性が異なることが

が調和したアンビエントな情報社会の実現に向けた異分

わかっている [Kidokoro 13]．サービスを受ける利用者

野融合・連携を推進する．

だけでなく，周辺環境にいるそれ以外の人々のことまで
考慮する必要がある．試作段階からさまざまな人々に協

2･3 倫理的・法的・社会的・経済的（ELSE）課題

力してもらい，機械 A の出力は良いが機械 B の出力は

研究領域の英文名
「Intelligent Information Processing

受け入れられないなど，機能分析や多様な協働過程，利

Systems Creating Co-Experience Knowledge

用シーンなどを十分に考慮した知的システムの開発が重

and Wisdom with Human-Machine Harmonious

要である．

＊2

Collaboration」

が述べているように，本研究領域では，

もう一点，大事な視点を追加したい．我が国は超高

単に体験共有知をつくり出すだけでなく，
「人と機械の

齢社会に突入しているが，退職後も働きたい意欲がある

ハーモニアス（調和的）な協働」を重視している．これは，

人が多い．状況依存サービスができる知的システムはそ

機械やクラウド上のアプリが「見る，聞く，話す，考え

のニーズにも貢献できる可能性がある．高齢者や障害者

る，動く，判断する」などの機能を代行していくと，人

が不足する知識や知恵や認知能力的に衰えてきた部分を

間の知覚・認知能力の許容範囲を超えた認識・誘導・制

補い，彼らの疲れやストレスの状況に応じて知的システ

御が可能になる．これが倫理的・法的・社会的に許容で

ムと協働して生まれる労働力を利用して，ネットワーク

きない問題が起きる場合がある．例えば，
「見る」機能は，

を介した新しい雇用形態が生み出せる．その過程で生ま

他人のプライバシーに関わるような，個人的に見られた

れる体験共有知によって新たな知の流通サービスが生ま

くない情報まで見過ぎる機能も実現できてしまう．
「聞

れ，経済効果が生まれることも視野に入れる必要がある．

く」機能は，聞いてほしくない情報までも 1 日中聞くこ
とが可能になる．
「話す」機能は，ある人だけに話を止

3．CREST 研究プロジェクト

めておいてほしい内容まで，インターネットなどを通じ
て多くの人々に一度に広まってしまう．
「考える」
，
「判
断する」機能も，社会が許容できない考えや判断をエー

3･1 全体研究プロジェクト
CREST の研究プロジェクト（PJ）11 件の一覧を表 1

ジェントが人や集団に強要するかもしれない．
「動く」

に示す . 表 1 の No. 1 〜 4 が 2014 年度採択，No. 5 〜 8

機能では，自動運転で搭乗者に恐怖や不快を感じさせる

が 2015 年度採択，No. 9 〜 11 が 2016 年度採択の研究

運転制御を行うなどがそれらに当たる．

プロジェクトを示す．本研究領域からサイバーフィジカ

サイバーフィジカル空間では，これらの知が世界中，

ル空間で生み出されると期待している知識・知恵および

いつでも，どこでも流通する可能性がある．もちろん，

それらの適用分野を表 1 にあげた．この中で，山口高平

研究者にとっては，このシステムによって，今まで見逃

PJ，伊藤孝行 PJ，佐藤洋一 PJ，鈴木健嗣 PJ，長井隆

していたデータや利用できなかった大量のデータを用い

行 PJ が本特集で詳細な解説を行う．

て，物体認識や音声認識だけでなく医者の診断の精度ま
で飛躍的に向上し，さまざまな状況でも対応できる知的
システムができるかもしれない．両方の空間を使って，
民主的または合法的な考えや判断を瞬時に実行でき，複
雑な交差点での渋滞時の車や横断歩行者との衝突を高度

3･2 2014 年度採択研究プロジェクト
このプロジェクトは研究を開始して約 3 年が経ってい
る．
佐藤洋一 PJ は，複数人がそれぞれの状況に応じて見

に回避する自動運転制御も可能になる．このように良く

ているモノやコトの注視情報を集約して，時空間的な

なることと悪くなることのトレードオフを，今後，グロー

体験共有知マップをつくる集合視システムを研究してい

バルな視点で国際ルール・ガイドライン・標準化などを

る．街中でカメラを装着した人々が行き交うことによっ

＊2 http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/en/
research_area/ongoing/areah26-2.html

＊3 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/
01iicp01_02000062.html
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表1

32 巻 5 号（2017 年 9 月）

CREST「知的情報処理システム」研究プロジェクト一覧

No.

研究代表者

課題名

生まれる体験共有知（知識・知恵）

適用分野

1

佐藤洋一
（東京大学）

集合視による注視・行動解析に基づ
くライフイノベーション創出

複数人の注視情報（集合視）による
集合知

医療・広告・案内支援

2

渡邊克巳
（早稲田大学）

潜在アンビエントサーフェス情報の
解読と活用による知的情報処理シス
テムの構築

邪魔にならずに計測できる運動知，身
体知

スポーツ科学

3

鈴木健嗣
（筑波大学）

4

ソーシャルイメージング：創造的活 自閉症児を含む子供達の社会性形成
動促進と社会性形成支援
（社会知）
を支援する知的システム構築

自閉症児の社会性形成
支援

山口高平
（慶應義塾大学）

実践知能アプリケーション構築フ
レームワーク PRINTEPS の開発と社
会実践

さまざまな知識を活用するための共
通プラットフォーム構築

接客・案内支援，教育・
授業支援

5

伊藤孝行
（名古屋工業大学）

エージェント技術に基づく大規模合
意形成支援システムの創成

SNS 上の合意形成支援と自動交渉す
る社会的合意形成知

選挙・大規模集会・会
議等の合意形成支援

6

春野雅彦
（NICT）

社会脳科学と自然言語処理による社
会的態度とストレスの予測

SNS 言語データ，生体情報，行動・
脳計測実験からの社会的態度・スト
レス知

生活・健康支援，生活
習慣改善

7

長井隆行
（電気通信大学）

記号創発ロボティクスによる人間機
械コラボレーション基盤創成

認識情報（パターン）と知識群（シン
ボル）とを融合する人機械コラボレー
ション共通基盤

生活支援，障害者支援

8

金井良太
（（株）アラヤ）

神経科学の公理的計算論と工学の構
成論の融合による人工意識の構築と
その実生活空間への実装

主観的感覚，意思や自発的な推論機
能をもつ人工意識モジュール開発

生活支援

9

黄瀬浩一
（大阪府立大）

経験サプリメントによる行動変容と
創造的協働

体験共有知

情報検索・流通・通販

10

森嶋厚行
（筑波大学）

CyborgCrowd：柔軟でスケーラブル
な人と機械の知力集約

グローバルクラウドソーシング知

雇 用 創 出， ク ラ ウ ド
ソーシング

11

長井志江
（NICT）

認知ミラーリング：認知過程の自己
理解と社会的共有による発達障害者
支援

認知的自己知

発達障害者支援，雇用
創出

て生まれる一人称視点の集合視，施設に設置されたカメ

よる感情調整，姿勢や歩行解析の研究などを進めている．

ラが複数人の注視を推定して得られる二人称視点の集合

実験環境も NTT コミュニケーション科学基礎研究所「ス

視，手術シーンにおける医者や看護師らの協働作業にお

ポーツ脳実験施設」だけでなく，
日本科学未来館（お台場）

ける集合視を例にあげる．一人称・二人称視点は ELSE

にも新たな研究サイトを開設し，後述の黄瀬 PJ とのコ

を考慮したシステム設計が必要となるが，社会受容性が

ラボレーションも計画している．

クリアできれば，これまで見逃していた体験共有知を高

鈴木健嗣 PJ は，コミュニケーションが困難な発達障

精度に見える化できる手法を提案しており，広告・案内

害児などに対して，自身や他者の行動知覚を支援し，体

サービスなどの適用分野でインパクトを与えることが期

験共有できるソーシャルイメージングと呼ぶ体験共有知

待される．手術シーン解析では，
強い光と手術器具によっ

を追究する．発達障害児に対して，ソーシャルイメージ

て，手術すべき部位に陰ができるため，陰の効果が和ら

ングを実現し，ELSI の問題をクリアするために，大塚

げるように部位付近の輝度を自動調整する画像処理法な

特別支援学校に「ミライの体育館」と呼ぶ体験共有実験

どを提案している [佐藤 17]．

システムを設置し，デバイス計測の評価実験を行う [鈴

渡邊克巳 PJ は，機械学習や信号処理などの最先端手

木 17]．小児らの対面行動を計測する頭部装着型デバイ

法を用いて，無自覚的な身体動作や自律神経応答から得

ス [蜂須 17] や，身体接触を検知するブレスレット型機

られる生体情報（潜在的アンビエントサーフェス情報と

器 [Suzuki 16] も開発した．小児の身体性を再現するデ

呼ぶ）を，非侵襲的かつ非拘束的に計測し解読する技術

バイスを活用し，長井志江 PJ が行っている自閉症者知

を開発する．同時に，実社会での個人や集団の活動（特

覚シミュレータ（後述）と連携し，子供の視点で自閉症

に身体運動とそれに関わる認知機能）を認知科学・脳科

児の世界を見る装着型デバイスの共同研究も開始した．

学的に解明する．特に，
スポーツ競技実践中の個人
（集団）
の邪魔にならないように心電，筋電および加速度信号の

山口高平 PJ は，ロボットや人工知能などの知的シス
テムが人の業務を調和的にサポートすることによって

測定の継続，生体信号以外の動作などを計測・解析する．

新たな雇用を生み出すことを狙う．喫茶店，居酒屋，ホ

野球投手の投球分布などの記録・解析 [Shinya 17] だけ

テルなど「サービス業務」や学校の授業などの「教育業

でなく，パラリンピック選手の動的特性，情動の末梢生

務」をサポートするロボットサービスの実用化・商用化

理指標と脳波の同時計測および日常会話の双方向同時モ

が進んでいる．しかしながら，ロボットサービスが既存

ニタリング，フロー状態を再現しやすい実験環境の構築

業務のサポートができるかは，知能アプリケーションを

と感情と瞳孔反応の関係の解明，音声フィードバックに

開発・更新する効率を飛躍的に向上することが大きな課

人と調和して状況依存サービスができる知的システム
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題になっている．山口 PJ は，この課題を解決するため

以上に参加者を煽るようなアドバイスを避けるために，

に汎用的な知能ロボットサービス共進化プラットフォー

ELSE の考察が重要になる．これまでに，
国際会議場（物

ム PRINTEPS を提案した [山口 17]．喫茶店業務と学

理空間）と同時に議論支援システム（サイバー空間）と

校教師の授業（理科実験，社会）をサポートする業務

を同時に行うハイブリッド議論（Cyber-Physical 議論支

の 2 例を取り上げる．PRINTEPS は，知識処理，画像

援）を提案し，実際の国際会議（国際会議 AAI@ 熊本と

処理，音声対話制御，ロボット動作制御などの知的処理

国際会議 IEEE ICA@ 松江）において実験し有用性を示

を扱えるだけでなく，最も工夫している点は，店長や教

した．それ以外にも実験フィールドとして，愛知デザイ

師などの各業務担当者が見てもわかる「ワークフローエ

ンリーグにおける意見集約，公益社団法人名古屋青年会

ディタ」と呼ぶ，エンドユーザ向けのエディタ環境を開

議所（名古屋 JC）との意見集約，名古屋市の魅力につ

発したことにある．例えば，ロボット喫茶店の入店時挨

いての大規模意見集約などでも実験している．社会実験

拶，入店検知，人数確認などの業務プロセス手順をワー

では，背景や参加者の動機がさまざまであったため，議

クフローエディタで作成すれば，これまでの業務手順

論の場に対する参加度や内容の質を向上させるために，

に合ったものかを店長や店員がチェックできる．このエ

新しい方法論（議論とイベントを交互に繰り返す日程を

ディタによりワークフローの作成が終了すると，あらか

組む，議論の最中にコアタイムを設ける，議論において

じめ作成された業務ルールとともに，業務プロセス別に

出されたアイディアに対するランキング表示によるイン

PRINTEPS に登録されたソフトウェアモジュールが展

センティブ向上策など）も提案している．

開され，Python プログラムが自動生成される．このエ

金井良太 PJ は公理的計算論と構成論の両アプローチ

ディタによって，ロボットを導入した後の業務プロセス

を併用して，人工意識の研究を立ち上げた．学習し続け

の追加・更新が可能になる．システム全体として負荷が

る認識系に意思・意図・行動機能で修飾する意識の振舞

重い画像処理と比較的負荷の軽い知識処理とを負荷分散

いを情報理論の視点から計算可能にする．公理的計算論

することもできる．教師ロボット連携理科実験では，シ

として，統合情報理論における情報の統合の指標である

ステムがサポートする配役クラスを教師と生徒の 2 種類

Φ（ファイ）が現実のシステムで計算できないため，こ
の Φ を分析し，情報幾何学の観点から解釈し直して，移
動エントロピーや相互情報量との関係を明らかにした
[Oizumi 16]．その結果，Φ（ファイ）の代わりに，Φ G と
いう新しい指標を提案し，具体的なシステムでの計算方
法を検討している．例えば，ある部屋の環境センシング
系が同じ観測量を計測しても，そこにいる人やロボット
などの認識系以外に意思・意図・行動機能で修飾する意
識の振舞いも計算可能にする人工意識の研究を進める基
盤が明らかになりつつある．
春野雅彦 PJ は，安静時 fMRI，神経線維を調べる拡
散強調画像，定量的 MRI，Twitter の言語データに基づ
いて，人の社会的態度とストレスに関する知（ここでは，
ストレス知と呼ぶ）を明らかにする．現在まで，神経科
学的視点からは，自己と他者のお金の取り分の格差に対
する脳活動パターンから現在と将来
（1 年後）
のムード
（う
つ傾向）を予測可能であると同時にこれらが社会的態度
と密接に関係することを示した [Tanaka 14]. 格差がヒト
のストレス状態に大きな意味をもつこと，扁桃体・海馬
の脳活動パターンがその個人差に関わること，社会的態
度が格差とうつ傾向に影響を及ぼし，その神経基盤とし
て扁桃体・海馬が重要であることを示唆する．
長井隆行 PJ は，自宅やオフィスでロボットが状況に
応じて，モノをつかみ，人と話しながらその場所や時間
に合った物体の概念を獲得し，クラウド上で複数人から
定義された概念の揺らぎを吸収するソーシャルシンボル
グラウンディングに挑戦している [長井 17]．ヒューマ
ンロボットインタラクション，人工知能・パターン認識，
クラウドロボティクスを中心とする大規模な研究プロ

に分けて編集することもできる．PRINTEPS の開発評
価指標として，実装容易性，再利用性，業務適用拡大，
知能共進性などを検討している．
山口 PJ はもう一つ重要な課題を担っている．CREST
の 11 プロジェクトで開発している，認知・言語・推
論・知識処理などのアプリケーションをモジュール化し
て，PRINTEPS 上に搭載して再利用できるように他プ
ロジェクトとの連携を密にとっている．特に，伊藤 PJ
と連携し，遠隔地にいる複数人の教師が，大規模合意形
成支援システム上で意見を交換しながら，教師ロボット
連携授業のワークフローの構築・更新・共有化を進めて
おり，長井志江 PJ とは，動作のオントロジーとモジュー
ルとの連携を進め，黄瀬 PJ とは，授業支援ロボットと
生徒の集中度測定などを連携し，スマート教室にまで発
展させる計画である．
3･3 2015 年度採択研究プロジェクト
このプロジェクトは研究開始後 2 年弱しか経過してい
ない．
伊藤孝行 PJ は，サイバー空間と実空間の両方で，大
規模な人数の意見集約・合意形成法を追究する [伊藤
17]．SNS では，炎上を防ぎ，大規模合意形成を高速に
実現することが喫緊の課題である．サイバーフィジカル
空間で大規模人数ゆえに起きる量的・質的問題を参加者
が体験共有し，炎上を防ぎ，意見集約や合意形成を促進
するための知能処理技術やマルチエージェント技術を開
発する．議論構造の共有技術，議論のファシリテーショ
ンの支援技術などを研究している．システム側が必要
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ジェクトである．そのために，言語指示からロボット行

とができるようになる．初年度は，ELSE を考慮して，

動への変換学習のモデル，場所の概念表現，物体操作を

認知ロボティクス研究者や発達障害研究者，教育・医療

指示する発話の学習法などを提案している．クラウドロ

関係者，発達障害当事者とその家族などが集まり，本研

ボティクス基盤 rospeex や，知能ロボットのソフトウェ

究課題の学術的・社会的意義について活発に議論を行っ

ア開発のためのミドルウェアである ROS と，バーチャ

た．先行研究も含めて，社会のコンセンサスが取れる装

ルリアリティのアプリケーション開発のためのミドル

置の開発とそのための研究計画を立案した．自閉スペク

ウェアである Unity をシームレスに統合した SIGVerse

トラム症（ASD）者の知覚特性の解析とモデル化，ASD

を公開した．技術評価の場として，ロボカップ @ ホーム

知覚体験シミュレータの開発および当事者・非当事者を

や World Robot Summit といった国際的な競技会を利用

対象とした評価実験，自己知を反映した認知ミラーリン

している．

グロボットの開発と認知特性評価，臨床研究の実施と分
析，障害のある方の「働く」をサポートするサービスを

3･4 2016 年度採択研究プロジェクト
このプロジェクトは研究を開始してまだ 1 年以内であ
る．
黄瀬浩一 PJ はさまざまな分野で人々が経験する体験

展開する株式会社 LITALICO と連携したシステム開発
を目指す．

4．お わ り に

共有知をネットワーク上に流通する知的システムを開発
する [黄瀬 16]．流通の媒介になる体験共有知を経験サ
プリメント（現インターネットのテキストや画像，スト

JST CREST「人間と調和した創造的協働を実現する
知的情報処理システムの構築」研究領域を紹介した．

リームでは表現できない，ある人の体験を相手の認知バ

11 件の研究プロジェクトは，研究開始 2014 年度が 4

イアスの違いを考慮して伝え，体験共有を深める補足的

件，2015 年が 4 件，2016 年度 3 件の合計 11 件である．

な知識・知恵のコンテンツ）と呼び，人から人へ流通す

どの研究プロジェクトも，その時，その場所，その人・

る場合の認知バイアスの規格化，経験サプリメントにな

集団などの状況に応じたサービス（状況依存サービス，

り得る体験センシング方式，効率の良いサプリメントの

Situated Services）を提供できる知的システムを開発し

とり方（体験の仕方）の基礎検討を学習，
健康，
スポーツ・

ている．同時に，倫理的・法的・社会的・経済的課題を

エンタテイメントの 3 フィールドで基礎実験をスタート

考慮して，人と機械がバランス（または調和）のとれた

した．

知的システムを設計することにも注意を払っている．

森嶋厚行 PJ は知的システムの知識や知恵を ELSE に

研究プロジェクト間の交流も活発に行われ，若手研

も配慮しながら調和的に活用して新しい雇用形態を促進

究者のスタートアップも 4 件起きている．JST 内の他

する可能性にも着目し [森嶋 15]，グローバルクラウド

CREST，ERATO，さきがけ，文科省，JSPS，他省庁

ソーシング知に取り組む．自分達に合った知的システム

などの研究開発プロジェクトとも連携しながら，相乗効

と協働することによって，人の生産性を向上させたクラ

果の高い研究開発を推進してくれることを期待する．

ウドソーシングを「サイボーグクラウド CyborgCrowd」
と呼び，サイバーフィジカル空間にまたがって新たな分
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テムと協働することで，体験共有知（知識・知恵）が
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クラボ 有川節夫ラボ長に深謝します．

法を開発する．初年度として，人による作業と計算機
による作業を組み合わせた統合ワークフロー記法，自
然災害時を想定した社会的課題解決を促進するための
CyborgCrowd ミドルウェアの要件分析，CyborgCrowd
の基礎理論などを研究する．
長井志江 PJ は，発達障害者本人の認知状態を再構成
（認知ミラーリング）する認知的自己知を知的システム
によって見える化する技術を開発する＊4．このシステム
の開発によって，本人の認知的自己知を家族や医学療法
士などと，その場所や時間で体験共有することが可能に
なり，両者の体験共有コミュニケーションを促進するこ
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