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SFの世界では、コンピューターが自ら人を見分け、状況を判断して働いている。こうしたコンピュータ
ーの存在は、私たちが描く夢物語だろうか。しかし現実の世界でも、電子回路で人間の脳をつくろうと
いう「脳型コンピューター」の研究開発が進んでいる。脳型コンピューターや人工知能は古くから研究
されてきたが、最近の研究の成果により脳型コンピューターの実用化へ大きなステップを踏み出した

のだ。脳型コンピューターの発展の状況と、新しいコンピューターの姿を探ってみた。
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『TERA（てら）』には2つの意味があります。1つは、数
量単位で「兆＝10の12乗」。これはギガビットの次の
大容量伝送処理能力のことです。もう1つは、「地球
・大地」（ラテン語）。環境にやさしい企業活動を続
けたい、という意味を込めています。
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　MOOC（ムーク）とは「Massive Open Online Courses（マッシブ・オープン・オンライン・コーセズ）」の略で、
日本語では「大規模公開オンライン講座」となる。インターネットにつながっていれば、誰でも有名
大学や著名教授が提供する講義を無料で受けられる。2012年より米国を中心に公開され、今や世界
中で1000万人以上が受講しているという。代表的なMOOCに、スタンフォード大学の教授らによって
設立された「Coursera（コーセラ）」、ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学が共同で設立した「edX

（エデックス）」などがある。MOOC開設の目的は、埋もれている人材の発掘や大学の知名度・イメー
ジの向上、学習データの収集、企業への優秀な人材紹介などが挙げられる。
　2013年、日本においても一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会（JMOOC＝ジェイム
ーク）が設立され、日本語で受講できるようになった。時間の制約があるビジネスパーソンにとって、
居ながらにして大学の講義が無料で受けられるメリットは大きいのではないだろうか。
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　コンピューターは「脳」を目指して
発達してきたと言っても過言ではない
だろう。コンピューターのことを“電
脳”と表現するのも、脳への志向を示
しているかのようだ。
　すでにコンピューターは、人間の脳
をはるかに超える大量の演算を、高速
に処理できる性能を備えている。しか
し、高速な演算処理が得意なコンピュ
ーターでも、実際の脳が行うような認
識処理の方法は苦手だ。
　現在のコンピューターは、メモリ
ー上に蓄えられたプログラムやデー
タをCPUが読み込み順番に処理をす
る。そのため、メモリー上のデータを
CPUに取り込むために時間がかかる、
逐次処理をするため大量のデータをリ
アルタイムで処理するのは困難、とい
った問題がある。そこで、従来型のコ
ンピューターと異なる仕組みのコンピ
ューターが研究されている。その中で
も近年注目されているのが、脳の仕組
みを応用した脳型コンピューターだ。

神経細胞が大量に集まった脳 
電子回路で仕組みを再現できるか

　脳型コンピューターの開発の現状を
説明する前に、実際の「脳」のことを
少しおさらいしよう。
　人間の脳は、十数cmほどの大きさ

があり、その中には1000億以上の神
経細胞が含まれている。神経細胞は、
本体とそこから伸びる「軸索」という
長いひも状の部分、そして本体から樹
の枝のように飛び出た「樹状突起」で
構成される。神経同士は、軸索と樹状
突起が「シナプス」というコネクター
でつながる。
　神経細胞が反応して電気信号が生む
「発火」という状態が起こると、軸索
からシナプスを通じて、隣の神経細胞
の樹状突起に電気信号が伝わる。隣の
神経細胞では、つながった神経細胞か
らの電気信号が一定量蓄積すると発火
して、新しく電気信号が生まれる。こ
の繰り返しが、考えたり認識したりと
いう、脳の活動のもととなる。
　脳も電気信号で情報を処理している
ならば、電子回路で脳の機能を再現で
きないか。これが脳型コンピューター
のアプローチだ。代表的な例が、神経
細胞同士が電気信号を伝え合う仕組み
を電子回路で模した「ニューラルネッ
ト」である。
　ニューラルネットの基本的な考え方
として「階層型ニューラルネット」が
ある。これは、人工の神経細胞を「入
力層」「中間層」「出力層」という多段階
層で構成する（図）。
　まず、データが入力層に取り込まれ

る。入力層は取り込んだデータをもと
に、中間層の人工の神経細胞に電気信
号を送る。このとき、電気信号はそれ
ぞれ「重みづけ」がされ中間層に届く。
届いた信号の総和が一定の値を超える
と、自分も発火して次の層の神経細胞
に電気信号を流す。そして最後の出力
層にまで届いたものが、出力結果とし
て表示される。
　ニューラルネット自体の考えは古
くからあったが、どうやって「適切な
重みづけ」をするかが長年の課題だっ
た。その課題を解決したのが深層学習 

（ディープラーニング）という手法だ。
深層学習とは、多くの入力を与えるこ
とで、コンピューターが自動的に学習
するというものだ。この深層学習を 

用いて神経細胞を模した電子回路の
ニューロン間の重みづけを自動的に 

調整するのである。これにより、脳型コ
ンピューターや人工知能を実現に近づけ
るブレークスルーになると期待され、研
究開発が一段と活発になっている。

脳型コンピューター 
実現への複数のアプローチ

　脳型コンピューター実現のアプロー
チは、大きく2通りに分かれる。1つ
は「脳シミュレーション」、もう1つは
「生物にヒントを得た認知アーキテク

チャー」だ。
　脳シミュレーションは、実際の脳の
動作を厳密にシミュレーションするこ
とで、脳のようなシステムを作ること
を目的としている。神経細胞の働きを
綿密に模倣し、それらを脳と同じよう
に階層化し、コンピューターをつくる
というものだ。米国防総省の国防高等
研究計画局（DARPA）の「SyNAPSE」
プロジェクトが代表的なもので、米
IBMやスタンフォード大学、コーネ
ル大学などが参加している。
　SyNAPSEでは、神経細胞をつなぐ
「シナプス」の機能を模倣しながら微
細化を進めるシミュレーションを行
っている。2007年にはマウス並みの
5500万ニューロンを、2008年には猫
並みの10億ニューロンのシミュレー
ター作成に成功した。これはスーパー
コンピューターの上で動くシミュレー
ターだが、処理は実際の脳の動きに対
して600倍以上もかかっていた。
　そこで米 I B Mは2 0 1 4年8月、
SyNAPSE専用のハードウエアを開発
し、発表した。「TrueNorth」と呼ぶ
チップで、プロセス（回路の幅）は28

ナノメートル、4096個のコアを搭載
し、使われているトランジスタの数は
54億以上に達する。これが今までの
コンピューターと違うのは、その構造

である。従来のようにメモリーの情報
をCPUが処理するのではなく、コア
同士の電気信号のやり取りによって情
報を処理する。最初に入力信号を受け
取ったコアは、指定した別のコアへと
信号を送る。それを繰り返すことで最
終的な出力結果を得る。人間の脳が行
っているニューロンの結合と同じ原理
で動いているのだ。
　このチップを用いることで、100

万ニューロン、2億5600万シナプス
を実時間でシミュレーションできる。 
米 IBMでは2011年にも同様の原理で
動くチップを開発しているが、そのと
きのチップはニューロンが256個、シ
ナプスは26万2144個だった。シナプ
ス数は約1000倍、ニューロン数は約
4000倍に増加した。また、新しく開
発したチップでは、400×200ピクセ
ル、30フレーム/秒の動画から、リア
ルタイムに物体を認識できることが確
認できた。消費電力は70ミリワット
と少なく、脳の機能と省エネ性を併せ
持つハードウエアが生まれた。
　このほか、スタンフォード大学でも、
2014年5月に人間の脳をモデル化した
小型の電子回路「Neurogrid」の開発
に成功した。
　このように開発が進んでいる脳型コ
ンピューターであるが、まだ課題もあ

る。人間の脳には1000億を超えるニ
ューロンがある。2014年時点の100万
ニューロンのハードウエアとは規模に
大きな開きがある。また、米 IBMの
TrueNorthは神経細胞のつながりの
強さを、あらかじめチップに組み込ん
でおく必要がある。すなわち、リアル
タイムで認識ができるコンピューター
と、自分で学習しながら成長するコン
ピューターとの融合は、まだ実現でき
ていない。
　もう1つのアプローチである「生物
にヒントを得た認知アーキテクチャ」
は、マクロな視点から脳を見る。人間
の知的活動を「知覚」「判断」「行動」な
どにモデル化し、それらをソフトウエ
アで再現する試みだ。ここでは、人間
の知的活動を脳の機能ごとにモジュー
ル化し、それを統合して動かすことで
知的活動を実現するコンピューター
をつくる。カーネギーメロン大学の
「ACT-R」という認知アーキテクチャ
がその代表例だ。
　いずれのアプローチの脳型コンピュ
ーターも、従来型のコンピューターと
は異なり、認識など、脳が得意とする
分野での実用化を目指す。脳型コンピ
ューターの夢が実現する日が、計算機
科学の進展と、脳科学の発達により、
着々と近づいてきている。

「人の思考を目指して開発が進む脳型コンピューター」
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脳の働きを再現し「認識」などの
高度情報処理をこなす
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世界中で競って開発を進めている脳型コンピュータ
ー。これまでも脳の仕組みを応用した「人工知能」

の研究開発は続けられていて、2000年代後半からは「第
3次人工知能ブーム」と呼ばれることもある。今、なぜ脳
型コンピューターが注目されているのか、どのような発
展が期待されているのか。人間の知的活動と人工知能の
関係を研究する国立情報学研究所（NII）情報学プリンシプ
ル研究系 准教授の市瀬龍太郎氏に尋ねた。

市瀬　脳型コンピューターや人工知能の研究は50年以上
の歴史があります。今、普通に「コンピューター」と呼ん
でいるものの多くは、「ノイマン型コンピューター」とい
うものです。メモリーに取り込んだプログラムをCPUで

実行して情報処理を行うものです。プログラムを変える
だけでさまざまな処理ができますが、一方で、プログラ
ムの読み込み速度が性能を左右しますし、プログラムに
書きにくい処理は実行が難しいのです。脳型コンピュー
ターは、「非ノイマン型コンピューター」の一種で、脳の
仕組みを模倣して処理を行います。
　人間の脳には1000億以上のニューロンがあり、おのお
ののニューロンは、シナプスにより1万～10万のニュー
ロンとつながります。視覚や聴覚などの入力によってシ
ナプスに電気信号が流れ、0.01秒程度で電気信号をやり
とりします。そして約0.1秒後に、何を見たり聞いたりし
たのかということを認識します。人間の脳は少ないエネ
ルギー消費量でこの処理を実行しています。脳型コンピ
ューターは、人間の脳の仕組みを模倣することで、従来
型に比べ、ごくわずかな電力で高速な処理が可能になる
のではと期待されています。

深層学習が 
脳型コンピューター発展に火を着けた

　脳型コンピューターは以前から研究されていたが、こ
の数年で特に注目を集めるようになったのには何か理由
があるのだろうか。

市瀬　近年になって脳型コンピューターが注目されるよ
うになった理由は、大きく2つ挙げられます。1つは深層
学習による機械学習手法の確立です。機械的な入力作業
の繰り返しから、自動的にシナプス間のつながりの重み
づけが設定できます。人間の子どもがモノや文字を見て
学習していくように、コンピューターが自分で学習する
のです。
　もう1つは脳に関する知見が蓄えられてきていることで
しょう。元になる脳の仕組みや働きなどを解析する技術
が進歩しています。脳の解明と、コンピューター科学の
進展が合わさって、最近の脳型コンピューターの発展が
あると考えています。

　第3次人工知能ブームで、急速に発展しているという

Interview
脳型コンピューターだが、どのような利用法が考えられ
ているのだろうか。開発が進むと、既存のコンピュータ
ーを置き換えるような存在になるのだろうか。

市瀬　脳型コンピューターは、全てのコンピューターを
代替するものではないと考えています。Webサーバーや
データベースは、既存のノイマン型コンピューターが得
意な領域です。一方で物体を認識するような処理を人間
は瞬時にこなしますが、従来型のコンピューターではさ
まざまなパターンと照合するなど計算量は非常に多く、
処理時間も消費電力も多く必要とします。こうした認識
関連の分野から脳型コンピューターの利用が始まるだろ
うと考えています。

将来的には「脳」と同様に 
汎用的な処理を担う可能性も

市瀬　人間の脳の働きの中でも、脳型コンピューターが
まだ得意でないジャンルもあります。思考、物語、常識、
組み合わせといったものです。知的活動が全て脳型コン
ピューターですぐに実用化できるかというと、そう簡単
ではありません。とはいえ、最近では確率と論理的な思
考を組み合わせてコンピューターで処理するような取り
組みも始まっています。また、ディープラーニングによ
り言語や語彙など人間の思考の要素となるものを学習し、
その要素を組み合わせることで、思考するコンピュータ
ーが作れるのではないかという考えもあります。
　脳型コンピューターについても、2014年8月に米 IBM

が新しいチップを作成するなど、積極的に研究に取り組
んでいます。これは従来型のコンピューターの電力消費
問題を解決する、1つの有望な方法だと考えているから
でしょう。人間の脳そのものは、汎用的な情報処理を少
ないエネルギー消費で実現しています。脳型コンピュー
ターの技術が進展することで、より消費電力が少なく汎
用的な利用へと道は開けていくと考えています。

　脳型コンピューターの研究は、日本を含めて世界で取
り組みが続いている。資金と人材を投入して開発が進む
脳型コンピューターだが、現在どのような研究が進んで
いるのか。また、実用化のめどは立っているのだろうか。

市瀬　脳型コンピューターの実現に向け、さまざまな取
り組みがなされているところです。例えば、大脳新皮質
の基本単位である「新皮質カラム」を全てシミュレーショ

ンするという取り組みがあります。これはスイス連邦工
科大学ローザンヌ校の「BlueBrainプロジェクト」、EU（欧
州連合）による「HumanBrainプロジェクト」で、スーパ
ーコンピューターを用いてシミュレーションします。
　神経細胞の微細な挙動にも目が向けられています。実
際の脳のシナプスが情報を伝えるときに使う「イオンチャ
ネル」を、チップ上で再現するという研究も進められて
います。脳の中で神経細胞が他の神経細胞とつながると
きは、カリウムイオンやナトリウムイオンなどのイオン
をやり取りして信号を伝達します。イオンを受け取った
側の神経細胞は、受け取ったイオンを細胞内に取り込み、
取り込んだ量がしきい値を超えると神経細胞が「発火」し、
次の神経細胞へとイオンを伝達します。イオンを取り込
んだり放出したりする動きをイオンチャネルと言います。
スタンフォード大学では、イオンチャネルの働きを組み
込んだ「Neurogrid」というチップの研究を進め、2014年
5月には新しいチップの試作に成功しています。
　また、脳科学の分野では、シナプスの両側にあるニュ
ーロンの発火する「スパイク」のタイミングと、人と脳に
おける学習との間に関係があるのではないかという議論
もあります。スパイクのタイミングが学習に関わってい
るとすれば、脳型コンピューターの構造にも関わってき
ます。こうした脳科学との連携でも、大きな成果が得ら
れる可能性があります。

実用化のタイミングはまだ不明 
技術進歩がその日を引き寄せる

市瀬　ただし、今の時点で「何年後に脳型コンピュータ
ーが実用化する」と予測するのはまだ難しいのが実情で
す。現段階は、「脳型コンピューターがなんとかつくれそ
うだ」という方向性が見えてきて、世界中の研究者が頑
張っているところです。いつかは実現するという目標に
向かってまい進しているのです。
　そうはいっても、技術の進歩は目を見張るものがあり
ます。脳型コンピューターや人工知能に関する研究では、
この10年ほどで大きな進展がありました。2007年にマウ
スほどの脳をスーパーコンピューターでシミュレーショ
ンしたときは、実際の脳の動きに比べて10倍の時間がか
かっていましたが、2014年にはリアルタイムで画像を認
識するハードウエアができているほどです。こうした技
術の進展のスピードを考えると、必ずしも脳型コンピュ
ーターは夢物語の中のものではなくて、想像しているよ
りも速く、私たちの役に立ってくれるかもしれません。

人間の脳が「得意」な情報処理を実用化へ
低消費電力の汎用的なコンピューターへの夢も広がる
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