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今年の4/1⽇に静かにスタートしました

初代所⻑ 樋⼝知之
AI・データサイエンスセンター事務室 後楽園キャンパス３号館１３Ｆ
OKI社会実装ラボ 2号館9F
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私の研究者⼈⽣は約30年
1989年3月 （平成元年）
東京大学理学系研究科地球物理学専攻博士課程修了
同時に理学博士号取得

1989年4月 （平成元年）
文部省統計数理研究所予測制御研究系予測理論研究部門助手に採用

2002年7月： 予測制御研究系システム解析研究部門教授

2004年4月～2010年3月： 副所長（研究企画担当）

2011年4月～2019年3月 （平成31年）： 統計数理研究所 所長

2019年4月～ 中央大学理工学部

広尾（港区南麻布）に20年、立川に10年、後楽園に1年
（USに2年半）

①宇宙プラズマの乱流現象の大量の人工衛星観測デー
タ（GOES, DMSP, Voyager, ISEE）の解析に従事

②東大大型計算機センターとの日々往復
③（株）ブラザーでワープロ開発のバイト
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学・官の委員（現在）
データサイエンス・AI 系

• 滋賀大学 データサイエンス教育研究アドバイザリーボード委員
• 神戸大学 数理・データサイエンスセンター アドバイザリーボード委員
• 北陸先端科学技術大学院大学 アカデミックアドバイザー
• 東京医科歯科大学M&Dデータ科学センターアドバイザー
• 東北大学大学院情報科学研究科 運営協議会委員 （2019年3月まで）
• 内閣府 「人間中心のAI社会原則検討会議」 （2019年3月まで）
• 文部省 情報科学技術委員会委員（2019年3月まで）

HPC系
• 文部科学省研究振興局 HPCI計画推進委員会次世代ハードウェアの利活用・新課題の

推進に係るワーキンググループ 委員

• 文部科学省「ポスト『京』重点課題②『個別化・予防医療を支援する統合計算生命科学』
諮問委員会 委員長

• RIST（高度情報科学技術研究機構）関係

ライフサイエンス系
• JST「リサーチコンプレックス推進プログラム」専門委員

 神戸拠点 理研 健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス

 川崎拠点 慶応大学 世界に誇る社会システムと技術の革新で新産業を創る
Wellbeing Research Campus

• JSTバイオサイエンスデータベースセンター運営委員 （2019年3月まで）
• ニューロインフォマティクス国際統合機構（INCF) 日本ノード委員会委員 （2018年3月まで）
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3. ベイズモデリング
4. 統計学と機械学習
5. 未来に向けて
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⼈⼯知能学会の栄枯盛衰

統計関連連合大会

Real World Computing (RWC)ICOT

2016年10月に、それまで最高であった1992年10月の会員数を超える

情報大航海

旧通産省の大型プロジェクト

電
子
情
報
通
信
学
会

２
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と
長
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っ
て
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日
本
の
機
械
学
習
研
究
の
最
大
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

2017年

1998年IBIS開始

1986年創設

2004年Facebook創業

1998年Google創業

1996年スティーブ・ジョブズAppleに復帰

2001年 電総研の廃止×

（ソース：人工知能学会誌、2017年）
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学部、研究科：世界と⽇本の歴史の違い

統計学
生物統計学

CS：
コンピュータ科学

データサイエンス1839年
ナイチンゲール、
グラハム・ベル、

カーネギー
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日本数学会
会員数：４９２３名
（２０１３年度名簿）

日本統計学会
会員数：１４５９名
（２０１３年度名簿）

日本応用数理学会
会員数：１６１３名
(２０１５年度名簿）

１７名

１９３名 ３９９名

２６名

⽇本数学会・⽇本統計学会・⽇本応⽤数理学会の
会員の重複数について

統計数理研究所ある方が個人的に調査（２０１６）

US: AMS（数学）, SIAM（応用数理）, ASA（統計）,
IEEE（情報処理）, ACM（計算機大規模計算）
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数学の観点から⾒た数学・数理科学コミュニティの相関図

日本の「数学・応用数学」

純粋数学
（日本で言われる「数学」）

数理科学・数理工学

統計学

純粋数学

統計学数理工学

米国の「数理科学」

日本数学会 約5,000名

日本応用数理学会 約1,800名

日本統計学会 約1,500名

SIAM 約14,000名 ASA 約18,000名

AMS 約32,000名

AMS: American Mathematical Society
SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics
ASA: American Statistical Association 
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⾼等教育：データに関連した数理分野の俯瞰図

2015/05/06 作成者 樋口知之
文科省に提供および情報科学技術委員会で発表

統計学 最適化

機械学習

シミュレーション科学
（第一原理誘導科学）

データマイニング
（狭義）

人工知能
（学界）

マテリアル
インフォマティクス

データ工学

情報数学※
数理工学
数理○○
○○理論

数理構造のみを抽出
（数学の問題として定式化）

信号処理
画像処理

バイオ
インフォマティクス

（日本の現況）制御

データベース工学

※ 離散数学、計算理論、数値計算等を
大括りで「情報数学」と呼んでいる

深層学習

何でもAI

理

工

数
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データの観点で、何が変わったのか？
Niy iii ,,1),(:  xz

説明変数ベクトル
特徴ベクトル、記述子

)dim( ip x
ラベル サンプル数

データ（サンプル）次元

pN 新NP問題2000年代始め
今でも、理論統計学の分野では世界的に研究が盛ん

2010年代 • 計算量が O(N) では役に立たない
• オンライン学習（バッチ学習・処理ではダメ）
• モデル等比較にはクロスバリデーションが標準

Nがさらに激増

[ 教師あり学習 ]
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統計的推論法のパラダイムシフトを促す外的要因

ビッグデータ、ビッグデータ、…ビッグデータ
• （ちょっと前） クラウド、スマホ
• （今） IoT、AIアシスト（Amazon Echo, Google Home）
• （ちょっと先） Lifi ※（次世代Wifi。今の100倍）、5G（次世代通信。10Gbps）

目的特化型計算機
• NVIDIA GPGPU
• （量子）アニーラー、AIチップ → 量子コンピュータ

データ駆動サービス社会
• “役に立つ”問題、解きたい問題が爆発的に増加
• モノからサービス（体験）へ、全体から個（個別、個性、固有）へ
• 発見から予測へ、因果から相関へ
• 統計的モデリングから最適化関数設計へ、統計的推測から最適化へ

※Light Fidelity 13



統計学は対応できているのか？

 計算量に配慮しているか？：計算量が O(N) では役に
立たない

 p次元空間内の分布の表現をどうするのか？

 オンライン学習（推定）法の研究は？

 統計的モデリングはエキスパートがやるのか？：
深層学習とスパースモデリングの勃興

 可視化技術は人が見るため？：深層学習（とくに
CNN：Convolutional NN）の画像処理における圧倒的性能

 計算プラットフォームの整備は？クラウド化
 目的特化型計算機への実装は？
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経済生命材料

あらゆる領域でデータ駆動型に研究がシフト：
メゾスコピック・モデリング

ゲノム解析

疫学

エージェント
モデル

マクロ経済
モデル

熱力学
弾性体

界面・粒界

量子力学

個人差 ネットワーク

ミクロ

マクロ

メゾスコピック

数理表現さ
れた法則

第一原理計算

従来の方法論
では限界

16



Deduction Induction

Theory-driven method
First principle driven method

Data-driven method

帰
納

演
繹

異質・相反する思考法

17



データ
データ無しの領域

内挿と外挿
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巨⼤なシステムの制御（第⼋代所⻑ ⾚池先⽣らの業績）

【写真提供】 九州電力（株）

統計的方法を用いた火力発電所のボイラー温
度制御は、九州電力株式会社で世界に先駆け
て実用化され、優れた制御性を示しています。

(Nakamura-Akaike, 1981)

【写真提供】 太平洋セメント（株）

セメント生産プロセスへの統計的方法の
適用は、秩父セメント株式会社で初めて
実現され、複雑なシステムに対しても制
御の可能性を明らかにしました。
(Nakamura and Akaike, 1981)

多変量自己回帰モデル ※yn は観測ベクトルデータ

njn

m

j
jn A wyy  




1

データ駆動モデリング＆制御の先駆者
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朝日新聞平成14年2月17日(日) 14版第２社会面

新幹線強⾵予報システムの開発に協⼒
（第⼗代所⻑ 北川先⽣＆第１１代所⻑ 樋⼝の業績）

状態空間モデル
の利用
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Inductive ApproachDeductive Approach

Science Paradigms: Four Kind of Methodology (Approach) of Science

T:Theoretical E:Empirical
Experimental

C:Computational

Driving Force of Science

Cyber space (Computer-Intensive)

(Axle)                             
Data Assimilation B： Big Data driven

By Tony Hey, Stewart 
Tansley, and Kristin 
Tolle, Eds. Microsoft 
Research, 2009.
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帰納法演繹法

機械学習数値シミュレーション

実験、経験理論

Theory-driven method
First principle driven method

Data-driven method



私の2000年代：データ同化と機械学習との邂逅

1992年～1997年 通産省の大型プ
ロジェクトReal World Computing 
（NEC理論チーム）に参加

1998年～2001年 特定領域研究
「発見科学」（代表 有川先生、
宮野先生の班）に参加

2004年～2010年 CREST代表

研究領域「シミュレーション技術の
革新と実用化基盤の構築」
（総括 土井先生）
研究課題「先端的データ同化手法と
適応型シミュレーション研究」

2006年～2014年 理研「次世代生命
体統合シミュレーションソフトウェア
の研究開発」プロジェクトに参加

2002年～2007年 文科省「人・自
然・地球 共生プロジェクト」
（代表 淡路先生の課題）に参加

出版（２０１１）

2008年～2014年 さきがけアドバイザ
研究領域「知の創生と情報社会」
（総括 中島先生）

出版（2007）
2015年～ さきがけアドバイザ
研究領域「マテリアルズインフォマティクス」
（総括 常行先生）

2016年～ CREST/さきがけアドバイザ
研究領域「情報計測」（総括 雨宮/北川先生）

理研AIP
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2020年～ ACT-Xアドバイザ
研究領域「AI活用で挑む学問の革新と創成」
（総括 國吉先生）
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1980年代の統計学：頻度主義 vs. ベイズ統計

• ベイズ統計の有用性が統計コミュニティにもようやく受け入れられた時
第5部 何がベイズに勝利をもたらしたか

第16章 決定的なブレイクスルー
• 私は物理系出身であったため、概念理解に障害がほとんどなかった

物理学者や生物学者： プレートテクトニクス、パルサー、進化生物学、
汚染、環境、経済、健康、法律

• 当時の統数研の若手同僚に、物理系、数理工学系が複数人いた
• 直轄研→[国立]大学共同利用機関化（1985年）および

総研大が創立（1988年）された直後
統計科学専攻博士後期課程 第一期生二人（1989年。一人は駒木東大教授）とともに勉強
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統計学とは何か？：モデルとモデリング

• 常にモデルを改良する姿勢

• ものの見方、捉え方を柔軟に変化

• 思考のプロセス自体を科学する

モデルを比較し選択するための羅針盤は必須
→ 情報量規準 赤池情報量規準AIC
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ベイズの定理がなぜ今役⽴つのか？3つの理由




)()|(
)()|()|(

xxy
xxyyx

pp
ppp 　　

１．膨大な数の積分（和）操作
には高速な計算機が必要
コンピュータの性能向上

２．対象の特徴をとらえるセンサー性能の向上
高精度センサーのコモディティ（日用品）化

:
:

y
x 興味のある対象

データ

３．対象の細かい情報を不確
実性を含めて数値化。個人の

情報を網羅的に収集
ストレージの廉価化

ベイズの反転公式

イギリスの牧師・数学者（1702 – 1761年）が発見
1763年に発表

事後分布

事前分布尤度関数

周辺尤度
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1980年代の統数研
MCMC：マルコフ連鎖モンテカルロ法
計算物理学からデータ駆動モデリングへ （伊庭による解説）

経験ベイズ＝ベイズモデリング＋周辺尤度： Akaike (1980)

空間データ（点配置）モデル：
Ogata and Tanemura (1981,1984)

画像回復（修復） Geman and Geman (1984) → 現在、スパースモデリング

状態空間モデル＆逐次ベイズフィルタ：
Kitagawa (1981，1987)
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現在：１９８０年代数理・情報技術の再興

• ニューラルネットワーク→深層学習
• 情報統計力学
 イジングモデル→量子アニーリング
 シミュレイティドアニーリング

• 遺伝的アルゴリズム、遺伝的プログラミング
→超並列計算による大規模離散最適化

• 連続最適化（降下法）→確率的勾配降下法、
オンライン学習

• 制約付き最適化→スパースモデリング
• 次元圧縮→行列、テンソル分解

最
適
化
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Monte Carlo filter (1993)
Kitagawa

Bootstrap filter (1993)
Gordon et al.

Particle filter 

While the most immediate battle for Sony, Nintendo, and
Microsoft is who can sell the most games and the most motion
control hardware, it's clear that Kinect is a major technical
achievement with some pretty broad reaching implications for
human / machine interaction going forward.

(DERA, QinetiQ, DSTO)

統
計
物
理
：
逐
次
モ
ン
テ
カ
ル
ロ
計
算

1960年代

Christopher Bishop

Andrew Blake is Deputy 
Managing Director at the 
Microsoft Research laboratory 
in Cambridge, where he also 
leads the Machine Learning 
and Perception Group (MLP) 
with Prof. Christopher Bishop.

CONDENSATION (1998) 
Conditional Density Propagation

私の1990年代：粒⼦フィルタ
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⼈⼯知能研究および研究開発プロジェクトの歴史

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

知
識
・統
計

記
号
・論
理

ニ
ュ
ー
ロ

1980-90年代

ニューロ・ファジー家電製品

2004年Facebook創業1998年Google創業

＊http://blogs.itmedia.co.jp/itsolutionjuku/2015/07/post_105.html を参考として作成
＊統数研・福水教授のスライド内容を一部借用

1998～2000 発見科学（有川）
2007～2009 情報大航海（喜連川）
2005～2010 情報爆発（喜連川）
2016～ 理研AIP（杉山）1960年代 記号処理方式

記号処理のためのルールや数式をプログラム化し
思考や推論など人間が行う情報処理を行わせる

1958年代 パーセプトロン
脳の神経活動を数式モデル化しコンピュータに
処理させる初歩的なニュートラル・ネットワーク

1980年代 エキスパート
システム

専門家の知識やノウハウをルール化し、
コンピュータに処理を行わせる

通産省ICOT（1982～1992）
（電総研）

通産省RWC
(1992～2001)

第２次ニューロ
ブーム

2000年代 統計的アプローチ
膨大なデータをベイズ理論に基づく統計的手法
で計算し自らルール生成し情報処理する

統計的機械学習

2007年出版

2006年 ディープラーニング

脳科学の研究成果を取り入れより忠実に脳の
神経活動を再現

ＡＩ冬の時代

ＡＩ冬の時代

2007年iPhone発売
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• 諸外国は、統計的機械学習のエキスパートが深層学習
にどっと参入

 S. Thrun (CMU)→ Google + SAIL (Stanford AI lab.)
Google X, ユーダシティ, Kitty Hawk

 N. de Freitas (Oxford) → Google DeepMind

 Z. Ghahramani (Cambridge U.) → Uberの C.S.

• 日本はこれまで、ベイズモデリング、統計的機械学習の専門家
が少なかったのが問題

信号処理、時系列解析の基礎概念の習得不足も心配

2010年代に：数多くのPF研究者が深層学習に向かう

ドイツ

ジンバブエ

イラン

産業界（先端IT企業）とアカデミアのクロスアポイント

アカデミア→産業界への人材流出傾向は欧米でも同じ

32
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モデリングの技

変数選択から、… この20年間の内挿⼿法の劇的な性能向上

線形・非ガウス→スパースモデリング

非線形・ガウス→深層学習

線形・非ガウスモデルと非線形・ガウスモデルが
マシンで得られる時代になった！

Tibshirani, R. (1996)
Cand’es, E.J. and Tao, T. (2005)

Hinton, G.E. (2006)

変数（要素）間の関係 最適化関数のクラス
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機械学習vs.統計的（ベイズ）モデリング

JSM2019 David van Dyk (Imperical Colleage)
https://wwwf.imperial.ac.uk/~dvandyk/

 Data-driven vs. Science-driven 

 Predictive model vs. Descriptive model

 Correlation vs. Causality
「認識科学」から 「設計科学」へのシフト

「対象理解」から「機能の最適化」
へ興味がシフト

Astrostatisticsの専⾨家
LIGO（重⼒波）、ブラックホール撮像



⽣成モデルと識別モデル（関数）

　),|( zθyp生成モデル（広義）

Generative Model vs. Discriminative Model

クラス分類問題

データ パラメータ 説明変数（アスペクト）

　)|,( θy Cp生成モデル（狭義）

データ クラス

　),|( θyCp識別モデル

同時分布

条件付き分布

)|(),|( 12 θθy CpCp 

識別関数： y を C に写像する関数

例：C=1 or 0  




i
i

i
i CCp

CCpCCp
)|,(

)|,(),|(
θy

θyθy生成モデルからベイズの定理を経由
して条件付き確率を計算

:)( yD
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いたちごっこ：GANの基本アルゴリズムの⽐喩的解説

    ))((1lnE)(lnEmaxmin )()( xdata
xy xxyy GDD ppDG

 ～～

学習アルゴリズム

:)(
:)(

x
y

G
D

偽札を生成するモデル（偽札工程）

真札である確率

真札

ノイズ

紙幣鑑別機

偽札生成
)(xG

真札か偽札か
1 or 0

真札・偽札を
正しく識別

識別器をだますよう
に偽札工程を工夫

)( yD

http://www.whichfaceisreal.com/index.php

生成モデル

識別モデル

36

内挿型



アウトライン

1. 統計学と隣接分野
2. 演繹と帰納
3. ベイズモデリング
4. 統計学と機械学習
5. 未来に向けて
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データサイエンティスト協会

US

日本ではチームで
構成

38

現場主義



提案：これからの数学・数理科学と諸科学との
協働プロジェクトの在り⽅

数理・情報

宇宙・地球科学

ライフサイエンス

物質・材料科学

• 孤立しがち
• 便利屋になりがち
• ドメイン色に染まりがち

Ｔ型人材これまでの大型研究
プロジェクト

バイオインフォ
マティシャン

個人的連携

数理・情報

宇宙・地球科学

ライフサイエンス

物質・材料科学

• T型人材同士で相互に刺激
• 分野を超越するきっかけ

が生まれやすい

これこそが
イノベハブ

組織的連携

キャリア形成重視型・
イノベーション連続創発型

 教えてくれる
手法の発展、スマートな解き方、
便利なソフトウェアの存在

 連帯感が生まれる
（「京」グランドチャレンジ・ライフ）

39
2015年 文部科学省数学イノベーション委員会で発表

統数研はこの形、理研AIP
や産総研AIRCはこの形に
近い



このような研究体制にあった⼈材確保：何が肝か？
薄く幅広く習得するのがよい。引き出しをたく
さん持っておくこと。
理由： Webでいくらでも自学自習できる。実務でもしっかり体得できる。
「厳密・唯一」から、「近似・アンサンブル」の世界観を身につけさせる。

• 高次元
• 超大サンプル数 （オンライン）
• 非線形
• 最適化
• シミュレーション
• プログラミング

 ビッグデータをベースに、従来、分断されていた教育内容を整理・融合
 学部前期教育もそれに向けた数学の基礎とデータリテラシーに
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⽇本は⼤丈夫か？

• アカデミックビッグデータを産出する先端研究所における数理・
データ解析部門が伝統的に貧弱

• 統計的なデータ解析を体系的に学習できる場が日本にはこれ
までほとんどなかった

• 研究のすすめ方が、データ駆動型に大きくシフト。研究のスマー
ト化が必須。

• 内挿型研究はリソース（研究費、人的資源）勝負。パワーゲーム

• 知識発見型から機能向上型に目的が変化。この変化は、理学
から工学への変化とも言える

• 修士卒が博士課程にすすまない。特に優秀な博士卒・中退
（データサイエンティスト）が産業界に転出

• 若い世代は、雇用条件に敏感（給与、休暇、環境）

明るい要素はほとんどない←年寄りの不安であって、若者は気にしていない！
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AI（⽣成モデル）の影 研究不正: 特定不正⾏為

1.ねつ造
2.改ざん
3.剽窃

研究不正ガイドライン文科省 （p10）

42

• 捏造とは、存在しないデータ、研究成果等を作成すること。

• 改ざんとは、研究資料、機器・過程を変更する操作を行い、
データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないもの
に加工すること。

超解像（心眼）



Fairnessが鍵

 Interpretability
 Accountability
 Reproducibility
 Transparency

2018年5月25日に施行
「一般データ保護規則（GDPR）」

Bias as a technical matter

Foundation of Statistics
• Data imbalance
• Sampling strategy
• Generative model
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