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専門分野・研究分野

機械は脳を獲得できるか？

　深層ニューラルネットワークの登場により人工知能の性能は飛躍的に向
上しました。しかし、その人工知能もいまだに人間の行う特定の作業を自動
化しているに過ぎません。つまり、人工知能は真に知能があると呼べるほど
進化していないのです。人工知能が人間と変わらない知能を得るためには、
人工脳と呼べるほどの技術を開発する必要があります。人工脳へ至る道は
様々にあると考えられます。一つは、人工知能技術を発展させていき人間の
知能に到達させようとする人工知能技術からのアプローチです。また、生物
の脳を理解し、その知見に基づき脳を作り出す、脳科学からのアプローチで
す。私は、この 2つのアプローチは別々のものではなく、それぞれ影響し合い
ながら技術が発展していき、最終的に人工脳に到達すると考えています。そ
こで、私は人工知能・機械学習の知見だけではなく脳神経科学の知見を活か
し、人工脳を目指し人工知能技術の発展に寄与します。

研究内容

人工知能・データサイエンスの技術開発

　人工知能技術の開発の成果として、手加減できるゲーム人工知能がありま
す。AlphaGoのようなゲーム人工知能は、人間よりも遥かに強力です。ゲーム
人工知能と人間が対戦すれば必ず人間が負けるでしょう。しかし、それでは
ゲームは楽しくありません。そこ
で、私は対戦相手の力量をリアルタ
イムに推定し適切に手加減できる
ゲーム人工知能を実現しました。ま
た、データサイエンスの研究として
クラスタリング手法の開発があり
ます。一つはビッグデータ時代に対
応した高速なクラスタリング手法
です。ビッグデータは巨大なためク
ラスタリングにかかる時間が莫大
になるのですが、開発した手法は図
1のように既存手法に比べ圧倒的に
高速です。さらに、円柱座標に分布
するデータのための新しいデータ
解析手法を開発しました。開発した
手法を画像処理に適用したところ、
図2のように色相に基づく色の減色
が可能になりました。
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論文
■ AlphaDDA: board game artificial intelligence with 

dynamic difficulty adjustment using AlphaZero. 
Kazuhisa Fujita, arXiv: 2111. 06266, 2021.

■ Approximate spectral clustering using both reference 
vectors and topology of the network generated by 
growing neural gas. Kazuhisa Fujita, PeerJ Computer 
Science, 7, e679, 1-22, 2021

■ Neural mechanisms of maintenance and manipulation 
of information of temporal sequences in working 
memory. Hikaru Tokuhara, Kazuhisa Fujita, and Yoshiki 
Kashimori, Cognitive Computation, 13, 1085-1098, 2021

■ Estimation of the number of clusters on d-dimensional 
sphere. Kazuhisa Fujita, Artif icial Intell igence 
Research, 10, 57-63, 2021

■ A neural mechanism of cue-outcome expectancy 
generated by the interaction between orbitofrontal 
cortex and amygdala. Kenji Takei, Kazuhisa Fujita, and 
Yoshiki Kashimori,  Chemical Senses, 45, 15-26, 2020

■ Representation of object's shape by multiple electric 
images in electrolocation. Kazuhisa Fujita and Yoshiki 
Kashimori, Biological Cybernetics, 113, 239-255, 2019

■ Evaluation of the computational efficacy in GPU-
accelerated s imulat ions of  spik ing neurons. 
Kazuhisa Fujita, Shun Okuno, and Yoshiki Kashimori, 
Computing, 100, 907-926, 2018

■ 全国高等専門学校のウェブサイトの調査により分かった高
等専門学校のウェブサイトの現状と課題. 萩原涼介，神崎
拓人，藤田一寿，日本高専学会誌，23（2），67-74，2018

■ A  c lus ter ing method fo r  data  in  cy l indr ica l 
coordinates. Kazuhisa Fujita, Mathematical Problems 
in Engineering, 2017, 3696850, 1-11, 2017

■ A neural mechanism of dynamic gating of task-
relevant information by top-down infl uence in primary 
visual cortex. Akikazu Kamiyama, Kazuhisa Fujita, and 
Yoshiki Kashimori, Biosystems, 150, 138-148, 2016

■ A neural mechanism of taste percepti on modulated 
by odor information. Takahiro Shimemura, Kazuhisa 
Fujita, and Yoshiki Kashimori, Chemical senses, 41, 
579-589, 2016

■ A neural mechanism of phase-locked responses 
to sinusoidally amplitude-modulated signals in the 
inferior colliculus. Takayuki Kato, Kazuhisa Fujita, and 
Yoshiki Kashimori, Biosystems, 134, 24-36, 2015

社会貢献活動
■ 情報技術，人工知能に関する企業セミナーの講師多数

プロフィール
2007年　電気通信大学大学院情報システム学研究科博士後期課程　修了
2007年　津山工業高等専門学校情報工学科　助教
2013年　津山工業高等専門学校情報工学科　講師
2018年　公立小松大学保健医療学部臨床工学科　准教授
研究分野
知能情報学
所属学協会
日本神経回路学会、電子情報通信学会、アジア太平洋神経回路会議

人
工
知
能
は
人
間
に
な
れ
る
か

人工知能、機械学習、データサイエンス

工学系

藤田 一寿 准教授博士（工学）
Kazuhisa Fujita

図2. 色の減色

図1．提案手法と既存手法のクラスタリング時間




