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全体要旨
＜「AI」について＞


・「AI」という言葉は 1956 年に誕生しており、最近よく聞かれる「AI を利用」「AI に投資」というニュースも玉石混交。



・現在「AI」がブームになっている理由は、「ディープラーニング」という技術の進展によるもの。



・「ディープラーニング」により、コンピュータに五感や言語能力、判断力を持たせることができると期待される。



・ただし、現時点では「ディープラーニング」を利用しても可能なことは限定的。



・現在の「AI を実利用」の多くのケースでは、旧来技術が主体。



・以上から、「AI」への期待は高まっているが、その実情をしっかりと把握することが重要。

＜カナダの AI エコシステムについて＞


・Google、Microsoft を筆頭に、2017 年以降、10 社以上がカナダに AI 研究拠点を設置。



・その背景は、「ディープラーニング」がカナダで生まれたことが所以。



・「ディープラーニング」のような基礎技術（= すぐには収益にならない）の支援に、政府が大きく貢献。



・一方で、中心研究者とその門下生は、Google 等多くの巨大企業の AI 研究の重要ポストに就任（買収も散見）。



・しかしながら、カナダスタートアップで世界規模の活躍をする企業は限定的。



・この言わば弱点を補強する面で、トップ研究者達が起業という形で、先端技術の門戸を開放。



・これら人材へのアクセスすることが、カナダ AI エコシステムのメリットを効率よく享受できるキーか。

＜エコシステムへのアクセス＞


・出資、協業、研究提携などが考えられる。



・出資、協業に関しては、インキュベーターやベンチャーキャピタルに情報が集積。



・研究提携は日系、韓国系企業の事例有り。
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カナダ AI 業界のエコシステム
１．はじめに

「AI」はバズワードか？
本稿を執筆している 2018 年 6 月時点において、「AI」という言葉を耳にしない日はない程
に、「AI」という言葉は世の中に浸透している。事実、日本経済新聞 (www.nikkei.com) における記
事検索では、毎日 30 件程度の「AI」というキーワードを含んだ記事が掲載されている。同時期の「イ
ンターネット」というワードを含んだ記事の件数も同様に 30 件程度であることから、「AI」というワ
ードの流行の度合いが伺える。
米国と同様に英語圏のカナダでは、このように俄かに流行している言葉を「buzzword」と呼
んでいる。この「AI」に加えて、最近では「ブロックチェーン」「IoT」というキーワードも頻繁に目
にするが、これらもほぼ buzzword の仲間入りをしているといっても良いであろう。5 年程遡ると、
「クラウド」や「ビッグデータ」、「SEO」、「SNS」というような言葉が記憶に新しい(?!)が、更に
前には「ユビキタス」のように現在ではほとんど聞かれなくなった言葉や、逆に「インターネット」
のように我々の生活に無くてはならないものとなった言葉も存在する。
興味深いのは、日本語における「バズワード」の定義である。「一見、説得力のある言葉の
ように見えて、実は定義や意味があいまいなキーワードのこと（知恵蔵）」、「いかにも、もっとも
らしい専門用語。専門家や通人、仲間内が好んで用いるような言葉（大辞林）」、「いかにも専門的
に聞こえるが、実は意味が不明確なまま世間で通用している言葉（デジタル大辞泉）」という風に、
単なる流行り言葉という以上に、平たく言えば「胡散臭さ」のような意味合いが持たされている。こ
の「胡散臭さ」の根源となって
いるのは、やはり①言葉の意味
が明確になっていないことと、
②身近でないこと（＝専門性）
と言えよう。

AIの歴史概略
年代

AIにまつわる世相

1950年代

主な出来事
・AIという言葉が誕生(1956)

1960年代

第一次AIブーム
（思考過程の模倣）

1970年代

冬の時代

1980年代

第二次AIブーム
（知識表現の模倣）

・原始的な対話システム開発

さて、本稿のテーマで
ある「AI」はバズワードであろ
うか。流行語という点では、上
述の通りで、buzzword と認めら
れることに多くの異論はないで

1990年代

ても、①「人工知能の定義は専

冬の時代
2000年代

1

・AIがチェス世界王者を下す(1997)
・AIがクイズ王を下す(2011)
・ディープラーニング効用実証(2012)

2010年代

第三次AIブーム
（知識表現の模倣）

門家の間でも定まっていない1」
ことや、②総務省によれば、

・機械学習の基礎が誕生

・インターネット普及

あろう。そして、日本の AI（=
人工知能）のトップ研究者をし

・専門知識インプットを基に推測するシステム発達

・AIによる画像認識精度大幅向上
・AIが囲碁世界王者を下す(2016)
・自動運転等AI技術の応用が身近に

（出所）総務省「ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する調査研究」を元にみずほ銀行カナダ支店作成

松尾豊「人工知能は人間を超えるか」(2015) P44
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2016 年時点での職場において AI を活用したことがある就労者の割合が日本では 1.9%に留まっている2
ことから、日本語での意味合いにおいても、「バズワード」と言うことができると考えられる。
それでは、AI は眉唾ものということなのであろうか。実際に、AI 研究は 1956 年に誕生して
以来、70 年代と 80 年代に二回のブームがあったが、二回ともに技術的な壁に阻まれて「冬の時代」
繰り返してきた（図表：AI の歴史概略参照）。今般の第三次 AI ブームが、「二度あることは三度ある」
の類のものなのか、或いは「三度目の正直」なのかを判断するには時期尚早かもしれないが、例えば
米国のマッキンゼーは、企業による投資額等の調査から、後者であるとしている 3。そうなるとすれば、
現在でこそ AI はバズワード扱いを受けているが、将来的には「インターネット」のように、我々の生
活に完全に定着し、至極一般的な名詞として扱われることになるであろう。

「ディープラーニング」と「カナダ」
この根拠の一つとして言われているのが、「ディープラーニング（深層学習）」という技術
であり、これまでの AI 研究が阻まれていた壁に対するブレイクスルーであると認識されている。この
技術の内容については本文でも触れるが、簡単に言えば、「与えられたデータを基に、人間が教えな
くても自ら学習する」機能である。従来は、AI とは言っても、与えられたデータを分析する為には、
どうしても人間が介在する必要がある部分が存在した。その為、AI を用いた技術の正確さは、その介
在する人間の経験がものをいう職人技に近いものであった。ディープラーニングは、この「経験がも
のをいう職人技に近い」部分をも自動化し得る技術として登場したということである。
このディープラーニングは、現在ではシリコンバレーや深圳と言ったテクノロジーセンター
を中心に世界各地で注目されているが、ブレイクスルー技術として脚光を浴びるきっかけとなったの
は、2012 年にカナダのトロントで行われた AI 画像認識の正確さを競う世界大会である。世界の名だ
たる研究機関が、「経験がものをいう職人技に近い」従来の技術でしのぎを削っている中で、初参加
のトロント大学が他の参加者を圧倒的に上回る正確さで勝利したのである。この圧勝につながったの
が、ディープラーニングである。
これ以降、ディープラーニングという技術と、その先駆者であるトロント大学は Google 等
の巨大企業や世界各地からの優秀な人材を惹きつけており、カナダは AI 関連産業の一大集積地となり
つつある。カナダの産官学が連携して育まれている AI 関連産業のエコシステムは、米国のシリコンバ
レーに代表されるものと比較してユニークであり、注目に値する。

本稿の内容と目的
本稿は、最近のバズワードとされる「AI」、AI のブレイクスルーとしての「ディープラーニ
ング」、そしてディープラーニングのゆかりの地である「カナダ」という切り口から、情報収集を行

2
3

総務省「ICT の進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する調査研究」(2016) P56
McKinsey & Company “Artificial Intelligence: The next digital frontier?” (2017) P5
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った結果をまとめ、簡単な考察を加えるものである。大まかな構成としては、一般的な「AI 技術の概
要」と「AI 技術の応用分野」を紹介した後に、「カナダの AI 業界」および「他国との比較」に言及し、
それをベースに考察としてビジネスとしてカナダの AI 業界に関わる際のインプリケーションについて
加え、結びとする。
日本からの視点では、往々にして米国の陰に隠れがちなカナダ経済・産業であるが、AI のよ
うに先行している分野にスポットライトを当てることにより、その独自性を浮き彫りにすると同時に、
（特に）日系企業のカナダでのビジネス機会の創出・発掘に貢献できるような情報提供を目指してい
る。また、別紙にて、本稿概略をスライドにまとめたものがある為、必要に応じてそちらも参考にさ
れたい。
尚、情報をタイムリーに提供することを目的としているため、内容は不定期に更新する予定
である。

4
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２．AI とは何なのか？
「AI」の実態を捉え難い理由（その１）
冒頭で、現在は「AI」という言葉はバズワードであると述べ、その根拠の一つとして「意味
が明確になっていない」ことを挙げた。これは、専門家の間だけではなく、我々のような一般の人間
にも当てはまるであろう。事実、総務省の調査によれば、「コンピュータに感情を持たせる技術」と
いう人や、「コンピュータが人間と同様に見る・聞く・話す技術」と考える人、ひいては、「人間を
超える知能を実現する技術」という人まで幅広い意見が見られる4（下図「AI のイメージ：日米比較」
参照）。

AIのイメージ：日米比較（総務省調査結果）

（出所）総務省「ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する調査研究」

この理由として、「AI」、つまり人工の「知能」そのものが目に見えないもので、現状では
限られた範囲での実用に留まっているだからであると考えている。
「知能」そのものは目に見えないものであるため、「AI」というものを想像するために、
我々は形のある何かを想起する。そして、実際に実現しているものは限られている一方で、過去には
多くのものがフィクションという形で想像されてきた。上図の「コンピュータに感情を持たせる技術」
を想起した人は、恐らく「ドラえもん」のようなキャラクターをイメージしたのであろう。「コンピ
ュータが人間と同様に見る・聞く・話す技術」と回答した人は、限定的ではあるが実際に実現しつつ
ある、「ペッパー」のようなロボットや、1980 年代のテレビドラ
マ「ナイトライダー」を彷彿とさせるような自動運転車を想像し
たのかもしれない。そして、「人間を超える知能を実現する技術」
という回答は、機械が人類の脅威となる、「ターミネーター」や
「2001 年宇宙の旅」のような世界に影響を受けたものであろう。
いずれにしても、「AI が未来的なもの」という認識は共
4

総務省「平成 28 年版情報通信白書」(2016) P233
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通であるものの、その可能性がどのくらいのもので、どのくらい早く我々にその影響がもたらされる
のかということに対する見方が、人によって異なるということと理解できる。

「AI」の実態を捉え難い理由（その２）
「将来的な可能性が分からない」ということは至極当然のことで、例えば 20 年前にインター
ネットが、10 年前にスマートフォンが普及し始めた段階において、これらが現在の状況にまで発展す
ることを分かっていた人間は、非常に限られるであろう。「AI」についても同様で、現時点で実際に
AI 技術を利用して実現している製品が、今後どうなるかについては、多くの疑問があると思われる。
それでは、現時点で実現している、目に見える製品にはどのようなものがあるのだろうか。
個人的に身近なものでは、ロボット掃除機、スマートフォンの顔認証・音声操作、ネットショッピン
グの自動おススメ機能、ウェブ上の自動翻訳などが挙げられる。これらの製品は、現時点ではどれも
完全無欠という訳ではないものの、実際に我々の生活を便利にしていることは認められる。その他に
も、自動運転車は実現目前の様相であり、囲碁や将棋ではすでにトップ棋士がコンピュータに負かさ
れている。また、完全無人のコンビニエンスストアの実証や、医療用の自動画像診断の実験も始まっ
ており、少しずつではあるが、「AI」という切り口からでも、近い将来に起こるであろう変化を想像
する材料は集まってきていると言える。
さて、この医療から将棋、車の運転から掃除までこなす「AI」という技術は、どこが凄いの
であろうか。また、「AI」という言葉が 1956 年に生まれて以来、これまで数々の「AI 製品」と呼ば
れるものが誕生してきたが、現在注目されている「AI」とは何が違うのであろうか。
実は、このことが「AI」の実態が捉え難い第二の理
由であると考える。つまり、「従来の技術と、現在注目され
ている技術で、何が飛躍的に異なるのかが分かり難い」ので
ある。それを理解する鍵が、AI の目に見えない「知能」の部
分に存在する。
コンピュータと呼ばれるものは全てプログラムで動いているため、AI の「知能」の部分も、
何らかのプログラムである。プログラムというのは、コンピュータへの命令のことである。例えば、
「1+1」という計算式を入力したら「2」という答えを出すようにコンピューターへ命令するものも一
つのプログラムである。我々の周りに存在する全ての電子機器は、複雑に組み合わされたプログラム
が、ある意味「からくり」となって、その機能を果たすように作られている。
従来的には、この「からくり」を起動させるのは人間の役割である。例えば、我々は部屋が
暑いと感じたらエアコンを入れる。これにより、ON 状態となったエアコン内の各機能がプログラム
により動作し、室内を涼しくする。涼しくなりすぎたら、今度は我々は設定温度を上げる。これによ

6
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り、設定温度変更プログラムが働き、エアコンは温度を上げる。ただ、エアコンがいくら温度調整機
能を持っているからと言って、これを「知能」と呼ぶには違和感があるであろう。
そこで、エアコンに更に複雑なプログラムを組み込んで、「室温が 30 度以上になったら自動
ON」「室温が 20 度以下になったら自動 OFF」という機能をつけたらどうなるだろうか。多少「知能」
らしくなってきたと言えるかもしれない。
更に進んで、「室内が暗くなったら（寝冷えしないように）設定温度を上げる」機能や、
「人が近づいてきたら（風が直接あたらないように）風向を変える」機能をつけると、よりいっそう
「知能」と呼ぶに相応しくなるかもしれない。ここまでの性能は、現在存在する技術を組み合わせれ
ば実現でき、実際に同様なコンセプトのもの製品化されている技術であり、中にはこれを「AI」と呼
んでいるものも見られる。当然、「知能」らしさが見られるものであり、これを「AI」と呼ぶことは
全く間違ったことではないであろう。
しかし、現在注目されている「AI」の技術は、この段階と比較して飛躍的にレベルが向上し
たものである。上述の寝冷えしない機能
の例で言えば、室内が暗くなったからと
言って、人が実際に寝ているかどうかは
分からない。また、状況によっては寝て
いる間も涼しい方が好まれる場合もある。
また、人が近づいてきたとしても、その
人は風に直接当たりたいのかもしれない
し、そもそも近づいてきたのが人形や猫
など、人に似ている何か他のものかもし
れない。これらを高精度で自動的に見分
けることを目指すのが、現在注目されて
いる人工知能技術の一例である。

鍵となるのはプログラムによる状況判断力
「人が寝ているか」「寝ている人がどの室温を好むか」「何が近づいてきたか」「近づいて
きた人が何を求めているか」ということを人間が判断しようとすると、それに必要な能力は文字通り
「判断力」である。この「判断力」をコンピュータに持たせようとするのが、現在注目されている技
術ということになる。
我々が「人が寝ているか」「何が近づいてきたか」を判断するのは非常に簡単である。ほと
んどの場合は、ただ見れば分かるからである。「近づいてきた人が何を求めているか」については、
聞くことが必要かもしれないが比較的容易に分かることである。一方、「寝ている人がどの室温を好
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むか」は、若干難易度が高いかもしれない。見ても分からないし、寝ているので聞けないからである。
それでも尚、布団にくるまっていたら寒いのであろうし、汗をかいていたら暑いのだろうし、空気を
読むことによってある程度の予想はつくであろう。
では、これをコンピュータに判断させたらどうなるか。「見る」ことと「聞く」ことは、ス
マートフォンの顔認証・音声操作機能でも一部実現されている技術を利用することになる。この技術
の中身には、大まかに言えば、①画像・音声データ取り込み
含まれるかの分析

→

→

②そのデータにどのような情報が

③画像・音声が何を意味しているのかを判断というステップがある。そして、

このステップは、若干難易度の高い「空気を読む」ことでもほぼ同じものであり、①各種データ（画
像・音声・湿度・気温など）取り込み

→

②そのデータにどのような情報が含まれるかの分析

→

③それが何を意味している（寝ている人が暑いのかなど）のかを判断、となる。

判断力向上のキーは「ディープラーニング」
このステップ①～③の中核となるのは、②の分析の部分である。画像の例で言えば、ステッ
プ①は、我々が日常に行うスマートフォンで写真を撮ることと同じである。ステップ②はある程度複
雑であるものの、例えば人の顔だったら、丸い形（顔）の中に 2 個の点（目）があって、その真ん中
に縦に一筋線が入って（鼻）といったような情報を「模様」として認識する5ところまでである。そし
て、ステップ③では、その認識された「模様」について、「これが人間の顔だ」という風に名づけて
いく。
中核となる②の分析の部分には、非常に込み入った「からくり」が含まれている為、本稿で
は詳細内容を深く論じてはいないが、ここでキーとなるのは前述の「ディープラーニング」という方
法である。ラーニングというと日本語では「学習する」という意味なので、この「ディープラーニン
グ」というのは、その字面から「深く学ぶこと」というイメージが持たれやすいが、実際にはそうで
はない。ここで言う「学習」とは、人の顔の例で言えば、大量の画像を見て、その中に、人の顔らし
き「模様」が幾度も出てくるということを認識する作業である。例えば、2012 年に Google は、1000
万枚の画像をコンピュータに「学習」させ、その中に頻繁に出てくる猫の顔らしき「模様」の他、約
2 万パターンの「模様」を認識できるようにした6。
つまり、この「学習」によって、猫の顔が映っている画像を見た瞬間に、そこに猫の顔らし
き「模様」映っていることが認識できるプログラムができたということである。尚、「ディープラー
ニング」の「ディープ」とは、上述の「からくり」が何層にも非常に深く仕組まれていることに由来
する。

5

松尾豊「人工知能は人間を超えるか」(2015) P164
ダイヤモンドオンライン「2012 年に AI の歴史が動いた！ついに猫認識に成功した「Google の猫」」
(2018.4.21)
6
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そして、この一つ一つの「模様」に、「猫」や「人間」、「ゴリラ」など名づけることによ
って、その「模様」に我々の分かる「意味」をつけていくのが、上記の③のステップである。この名
づける部分についても、コンピュータが同様の方法で「学習」するのであるが、こちらもまた複雑な
議論となるため、詳細は割愛することとする。
いずれにしても、この「ディープラーニング」という「大量のデータから、あらゆるパター
ンを自動的に見つけて、何が含まれているかを判断する」仕組みが、それまで手作業で行っていた情
報の仕分けの効率性を「飛躍的に」向上させたという点が、AI の技術的なブレイクスルーと言われて
いる所以である。
ここでは、画像認識についての例を挙げたが、同様の仕組みは、音声認識や言語理解などあ
らゆる分野に適用が可能なものであり、その可能性は、人間のイマジネーションの数だけあるように
見える。見て、聞いて、意味を理解する――これができるマシンがあれば、それは人工ではあるもの
の、まさしく「知能」と呼ぶに相応しいものではないだろうか。

結局「AI」とは何なのか？
ここまでで、「AI」には定まった解釈がないこと、そして「知能」そのものは目に見えず、
現状では「AI」を用いた製品も実用の範囲が限定的なことから、「AI」が何なのかは非常に分かり難
いことを述べた。
とは言うものの、「ディープラーニング」という仕組みの誕生をきっかけに、その能力は飛
躍的に向上し、見る、聞く、言葉を理解するというような、本来は「知能」ならではの役割も代替し
得る技術になり始めた。
そして、それを応用した製品は現在進行形で導入が開始され、近い将来の予想図は段々とは
っきりしてきたという状況である。次章では、その応用が現在どのような分野で進んでいるのか、そ
して将来はどのようなものの誕生が期待されているのかを述べる。
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３．AI 技術の応用動向
ディープラーニングの応用
前段でも触れたとおり、ディープラーニングの応用事例として、初めて世間にその凄さを知
らしめたのは、2012 年にカナダのトロントで行われた AI 画像認識の正確さを競う世界大会である。
ここでは、ディープラーニングを用いた「からくり」が、従来型の人間が職人技で仕組みの中心部分
を設定していた方法よりも、飛躍的に正確に画像に何が写っているかを判断できることが示されたも
のであった。
これについて、ソフトバンクグループの孫正義社長は次のように述べている。「5 億年前の

カンブリア紀に生物は飛躍的な進化を遂げた。それは、生物が『目』というセンサーを手に入れたこ
とが一つの要因であり、目があることで生物は、ほかの生物を追いかけて食べてしまえるようになっ
た。これはとても重要なことだが、より重要なのは、目というセンサーから大量のデータを集められ
るようになったこと。データの量が増えることで、脳の学習サイクルが加速し、その後の生物の進化
をさらに加速させた」7。
これは「コンピュータが眼を持った」という比喩の中で語られた内容であり、これを実現さ
せたディープラーニングの誕生は、あたかも 5 億年前のカンブリア爆発のようにコンピュータも飛躍
的な進化を遂げる可能性を示唆するものである。ここでは「眼」という形で例えられているが、前段
で触れたとおり、ディープラーニングの技術自体は、画像認識のみならず、音声認識等さまざまな分
野へ応用され始めている。
これを、人間の五感に例えれば、「視覚」「聴覚」についてはコンピュータに持たせること
が可能となったと言うことである。また、同じ「からくり」は理論上では、「味覚」「嗅覚」「触覚」
にも応用可能である。その内で、「視覚」と「聴覚」についての実用が先行している理由は、恐らく、
すでにカメラやマイクといった、人間で言えば目玉や鼓膜といったような機器がすでに普及している
からであろう。更に言えば、それらの機器を通じて切り取られた情報が、画像データや音声/音楽デー
タという形で、インターネット上に溢れていることが重要な点であろう。このことからも、孫社長の
「センサーから大量のデータを集められるようになった」という発言の妥当さが伺える。
但し、五感ということであれば、人間以外の動物も持っているものである。人間の知能が他
の生物との比較で傑出している点と言えば、言語の使用であり、当然ながらこの分野でのディープラ
ーニングの研究も進んでいる。興味深いのは、人工の知能においても、言語の処理については、人間
以外の動物も持っている五感よりも実現が難しいとされていることである。詳細は後段で述べるが、
現段階の技術では、言語の「意味」を完全に理解するレベルには達していないというのが共通の理解
である。

7

日経ビジネスオンライン「孫社長、「1 兆の IoT が人類の進化を加速」」(2016.10.31)
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具体的な応用の動向
- 五感に関わる応用分野
上記の通り、画像の認識においては現在、一部では人間の能力を上回る判断能力を持つよう
になっている。2018 年に公益財団法人「がん研究会」が発表した事例では、AI を用いた内視鏡画像か
らの胃がん検出システムにて、2,296 枚の画像を診断したところ、5mm 以上のがんを 98%の精度で発
見することができており、それに要した時間は 47 秒である。8つまり、1 画像の診断に 0.02 秒しか掛
かっていないことになる。これは、13,584 枚の内視鏡画像をコンピュータに「学習」させた結果と発
表されており、比較的少ないデータ数でも実用レベルのものができていることが伺える。
音声の認識においても、その精度は飛躍的に上昇しており、2018 年に NTT コミュニケーシ
ョンズが発表した内容によれば、「自動車保険・火災保険・傷害保険などの一部コールセンターにお
いて（中略）AI の学習を深めた結果、音声認識精度が当初の 80%台から 95%に近づき」9、全国のコ
ールセンターへ本格導入したという。ここでいう「学習を深めた結果」というのは、すなわちデータ
を蓄積させたということであり、この分野でもデータ収集の方法が確立しつつあると考えられる。
一方で、触覚、つまり手触り感のようなものについては、なかなか実現できていないようで
あるが、これは画像データや音声データと同じようには、手触り感をデータにすることが困難なこと
が原因であろう。2018 年にソフトバンクが「力触覚伝送用グローブと、遠隔地にいる人間が装着した
遠隔操作用グローブの間で、力触覚の情報を伝送・再現する実験」を行っているが10、現状では実験段
階であり、ロボット等への実用化は先であろうと予想される。
味覚と嗅覚についても、まとまったデータが存在せず、実用化までは時間が掛かると考えら
れる。但し、味覚と嗅覚については、物質の成分分析により、例えば、塩化ナトリウムであれば塩辛
いことや、硫黄であれば温泉のような匂いがするなど、化学的な基礎情報は解明されており、そのデ
ータを用いた味覚センサー11や臭気センサー12でデータ収集する方法については研究が進んでいる。そ
のため、比較的実用には近いのではと思われるのだが、実は難しいのは、それらの「学習」で識別で
きた味や匂いのパターン一つ一つに名前がつけられないところである。画像であれば、猫らしい「模
様」が識別できれば、それに「猫」という名前がつけられた。しかし、味覚でそれを行うのは非常に
難しい。ワインのソムリエのように、体系的な味の表現方法が確立していたりすれば、かろうじて名
前付けして、それがどのような味なのかの表現ができるのであろうが、世の中の食べ物全てにそうで
きるかどうかはわからない。実は、この「物体」と「その名前」の問題は、AI 研究の中でも非常に大

8

公益財団法人がん研究会報道資料「人工知能で胃がんを発見する」(2018.1.22)
損害保険ジャパン日本興亜・NTT コミュニケーションズ報道資料「コールセンターにおける人工知能
(AI)の本格導入を実施」「2018.3..19」
10
ソフトバンク報道資料「力触覚情報の伝送における 5G の有用性を確認」(2018.5.11)
11
AISSY 株式会社ウェブサイト
12
日経 XTECH「ロボットが嗅覚をもつ日は近い？NEC などが専用センサーと AI で匂い判別」(2017.12.11)
9
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きな課題とされており、味覚や嗅覚のみならず、言語処理等の論理に関わる分野では、今後乗り越え
なければならない壁となっている。
「五感」に関わる分野への応用
五感

視覚

聴覚

触覚

味覚

嗅覚

実現度

条件によっては人間以上の認
識力を実現

一部事例では、95%以上の聞き
実験段階
取り精度

チャレンジ

更なる精度向上

データ収集方法の強化

画像や音声のようなデータが存
それぞれの「味」の意味づけ
在しない

それぞれの「匂い」の意味づけ

事例

・スマホの顔認証
・画像からのがん検知

・スマホの音声認識
・コールセンター

・ソフトバンク等が実験中

-

-

データ取得経路

・カメラ
・画像データ

・マイク
・音声データ

・力触覚伝送用グローブ等

・化学成分分析(?)

・化学成分分析(?)

備考

2012年の画像認識事例でディ スマホ音声認識は、顔認証以 将来のロボットへの応用が期 「物体」と「その名前」の問 「物体」と「その名前」の問
ープラーニング効用が周知。 前から存在。
待される。
題は非常に重要なポイント。 題は非常に重要なポイント。

ごく一部のアイデアベース

ごく一部のアイデアベース

（出所）みずほ銀行カナダ支店作成

- 論理に関わる応用分野
論理に関わる分野は、人間以外の動物にはできない、まさに「知能」と呼べる分野であろう。
その「人工知能」らしさがあるため、シンボリックな成果が多く出ているものの、基本となる「から
くり」については、上述の五感に関わる分野と同様にディープラーニングを利用している。
この分野で、恐らく最も分かりやすいのは、将棋と囲碁であろう。チェスであれば、既に
1997 年に、第二次 AI ブームの際に研究されたディープラーニング以前の技術を使ってコンピュータ
が世界チャンピオンを負かしているのであるが、将棋と囲碁はそうはうまく行かなかった。これは、
将棋であれば一度取った駒をもう一度盤面へ打つことができ、囲碁であれば先手・後手を含めると最
初の一手においてはチェスの 300 倍以上のパターンがある13という複雑さが原因である。
1997 年にチェスの人間チャンピオンが負かされた時のコンピュータは、すべてのあらゆる打
ち手を全通り考えるという、コンピュータの計算能力頼りの、ある意味「力任せ」の手法であった。
また、多くの部分において、人間の手作業でプログラムされており、世界チャンピオンに勝てたのも、
一部不具合があったからという話もある14。一方で、飛躍的に複雑な将棋と囲碁には、この方法では
中々勝てなかった。
その後、「将棋で人間とコンピュータの強さを問うことは学問的には結論が出た」という事
実上の人間の敗北宣言が行われたのが 2015 年、そして囲碁で世界チャンピオンが敗北したのが 2016
年15と、20 年近く時間が掛かっており、その間にディープラーニングが誕生した。ここにも、ディー
プラーニングが飛躍的に人工知能の性能を向上させたことが垣間見える。ただし、ここで注目すべき
は、「囲碁で勝った＝AI は凄い」という事だけではなく、これらのゲームに共通して求められる「決
まったルールの中で、相手と自分の状況を考えて、最善の行動をする」という能力は、ロボットのよ
うな様々な分野への応用の基礎になるということである。

13

Wired「なぜ「囲碁」だったのか。なぜ「10 年かかる」と言われていたのか」(2016.3.15)
Wired「IBM 元開発者「チェス王者にスパコンが勝てたのは、バグのおかげ」(2012.10.3)」
15
独立行政法人情報処理推進機構「AI 白書」(2017) P328-330
14
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ロボットが動作するのは現実の環境であり、当然ながら、囲碁や将棋よりも不確定要素が多
い。その為、「多くが実証実験や研究開発段階にとどまっている」16ものの、Amazon が倉庫でのピッ
キングを完全自動化するための技術開発コンテストを開催したり、トヨタ自動車が、自ら動作を学ぶ
ロボットカーを発表17するなど、我々にとって、より身近なものへの応用についての研究開発が行われ
ている。また、ロボットのような身体性は無いが、同様の技術は、株価の予測等にも用いられ始めて
いる。ここまで来ると、近い将来に AI で実現しそうなものがおぼろげに見えてくる。それでも尚、
「ドラえもん」のようなロボットとはほど遠く感じるであろう。ロボットに人間のような役割を持て
るようにするには、言語を処理できるようにする必要がある。
「論理」に関わる分野への応用
種類

チェス

将棋

囲碁

自動運転

ロボット
技術開発コンテストなどで、ノウ
ハウ蓄積中

実現度

1997年に世界王者に勝利

2016年に世界王者に勝利

技術的には完成に近い

チャレンジ

多くの部分が手作業によるプロ 取った駒が復活する為、チェス
グラミングだった
と比べて非常に複雑

最初の一手だけでチェスの300
倍以上のパターンが存在

人間がプログラムせず、自ら学 触覚検知と、（場合によっては）
ぶ自動車の開発
対話能力

事例

IBMによるDeep Blueが実現

将棋電王戦など

英DeepMind社が実現

-

上記「視覚」「聴覚」参照

過去のプロ棋士の打ち手等

過去のプロ棋士の打ち手等
AI同士の対局による学習

センサ
カメラ

上記「視覚」「聴覚」参照

2015年に人間が敗北宣言

データ取得経路

-

備考

打ち手を全通り考える「力任
機械学習等により性能向上
せ」の方法が基本。

ディープラーニング等により 普及には法律やインフラの環 産業用ロボットで、「ドラえ
性能向上
境整備も課題。
もんレベル」ではない。
（出所）みずほ銀行カナダ支店作成

- 言語に関わる応用分野
言語には、言葉を「話す・書く」側面と、「理解する」側面の二つが存在する。人間が言葉
を覚えるときも、まずは「理解する」ところから入り、だんだんと「話す・書く」ということを始め
るであろう。ディープラーニングを用いた言語処理の分野も同様の発展を遂げている。
「理解する」ことについての研究は、実は AI という概念が生まれた直後の 1960 年代から既
に始まっている。当時も、ひとつひとつの単語の意味については国語辞典が存在し、文法についても
ある程度体系化されているため、「がんばればできそうだ」というような見通しがあったようである。
しかしながら、自然な言語になればなるほど例外が多くあり、また、理解するのに文脈や常識といっ
たものが必要であることが分かってきて、一つの大きな壁となった。前述の「物体」と「その名前」
の問題も同様な問題で、言語を理解することは非常に複雑な議論をはらんでいる。
そのような状況下、ディープラーニング実用化以前の 2011 年
には、IBM がインターネット上の大量の情報（百万冊の本に相当）と統
計学などを用いて、米国のクイズ番組「ジョパディ」のクイズ王に圧勝
することに成功している18。写真中19の二人のクイズ王に挟まれた、
Watson と名づけられたシステムが、あたかも人間の回答者と同じよう
に扱われていることが印象的である。
クイズ番組「ジョパディ」で回答する Watson

16

同文献 P427
同文献 P428
18
Wikimedia Commons より掲載
17
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しかしながら、問題文を聞き取り、関連ワードを確率論的に計算して答えを出すことはでき
ても、「米国の主要都市名に関する問題に対して、トロントと答えてしまった20」など、文章の「意味」
の中身までを理解している訳ではないことも課題として残った。
この「意味」までをも理解するという取組みもディープラーニングを用いて盛んに行われて
おり、一例としては自動翻訳が挙げられる。2016 年 9 月には Google が、ディープラーニングを用い
た新型の翻訳システムを発表している。Google の機能として翻訳は以前から存在したが、当初は、上
述の IBM Watson のように統計学的な手法を使っており、正確さは限定的なものであった。ディープ
ラーニングを利用した翻訳では、従来のものの誤りを約 60%低減できており、英語－スペイン語等一
部のケースにおいては、人間に非常に近い精度を達成しているという21。
更に最近の事例では 2018 年 6 月に、またしても IBM が「宇宙探索への公的補助金はするべ
きか？」というテーマの、1 対 1 の 20 分間のディベートで人間に勝利した22。この、「相手を議論で
打ち負かす」ことに成功したことについても、単純に「クイズに答える」ことと比較すると、飛躍的
な技術の進歩がなされていることがうかがい知れるであろう。もちろん、ここにもディープラーニン
グの技術が活かされている。そして何より、議論を行うということは、「理解する」ことのみならず、
コンピュータが「話す」ことも相当なレベルで実現されてきていることの証左である。
無論、上述の「意味」の問題も完全には解決された訳ではなく、各種の不具合事例も報告さ
れている。2016 年には、マイクロソフトが開発した Twitter 利用者と対話するシステム「Tay」が差
別発言を繰り返し、さらにその後、手違いをアルコールのせいにするということがあった23。ある意味
では、返って「人間らしい」という見方もあるようだが、文脈や常識などから判断して適切な発言を
するという観点では、まだまだ課題があることは疑えない。また、2018 年 5 月には、「米
Amazon.com の音声アシスタント「『Alexa』がユーザーのプライベートな会話を“勝手に”録音した上
に、それを他人に送りつけた24」ということが起こっている。
このように、まだまだ生まれたての技術であり、手探りの部分も多いのは事実であるものの、
上記の「五感」「論理」「言語処理」の分野を組み合わせて様々な実用化の道も模索されている。例
えば、画像と言語処理を融合させて、画像から「グレーのスーツを着た青年がオフィスで電話をして
いる」のような説明を行ったり書いたりすることや、その逆も可能となる。そのような様々な機能を
ロボットに持たせることができれば、家事や仕事など日常で人間の代替ができる道筋が見えるであろ
う。

19

日経オンライン「人間にクイズで勝ったコンピューター「ワトソン」の素顔」(2011.3.24)
同文献
21
独立行政法人情報処理推進機構「AI 白書」(2017) P422
22
IBM Website 「AI Learns the Art of Debate」(2018.6.18)
23
日経オンライン「[FT]「ＡＩを理解せずに仕事できない」ナデラＣＥＯ」(2017.1.31)
24
ITMedia「Amazon Echo が夫婦の会話を勝手に録音して送信 どうしてこうなった？」(2018.5.27)
20
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2012 年にディープラーニングが注目を浴びてから、いろいろなことが少しずつではあるが現
実味を帯びてきているのである。
「言語」に関わる分野への応用
種類

クイズ番組

音声サポート
スマホやスマートスピーカーで
普及開始済み

ディベート

自動翻訳

2018年に20分間のディベートで
一部では人間に近い精度
人間に勝利

画像キャプション

実現度

2011年にクイズ王に圧勝

チャレンジ

確率論的に回答はできても、文 更なる精度向上
意は把握できず
（不具合事例が散見）

一部、文脈的に違和感が存在

言語によってはデータ不足等で 精度向上
精度向上要
（不具合事例が存在）

事例

IBMによるWatsonが「ジョパディ Apple社Siri
」内で実現
Amazon社 Alexa

IBMによる2018年6月の発表

Google翻訳(2016年新型)

Googleの発表など

データ取得経路

ウェブ上にある大量の情報

ウェブ上にある大量の情報
ディベート相手の発言 等

インプットされる文章

画像

備考

機械学習以前からある、統計 ディープラーニングにより性 ディープラーニング等で自然 ディープラーニングで、従来 文章から画像を描画すること
的手法が中心。
能向上。
な会話も高い精度で実現。
方法より格段に精度向上。
も実験段階。

マイク

実証段階

（出所）みずほ銀行カナダ支店作成

このディープラーニングの発祥の地とも言えるカナダにおいても、2012 年の画像認識コンテ
ストのような基礎研究のみならず、それを商業化して普及させる企業群や、その経済的・制度的な後
押しをする投資家や政府といったような様々な活動が行われており、一つのエコシステムを形成して
いる。次章では、その我々がいるカナダにおける産官学が連携した AI 業界全体の模様と、その中での
主要な企業活動について説明する。
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４．カナダの AI 業界
三名のトップ研究者の存在－ヒントン氏、ベンジオ氏、サットン氏
- Geoffrey Hinton（ジェフリー・ヒントン）
カナダのみならず、世界中の AI 業界にとって恐らく最も重要な存
在であるのが、トロント大学教授のヒントン氏である。彼の功績として挙げ
られるのは、前段でも触れた 2012 年の画像認識コンテストで、ディープラ
ーニングの圧倒的な効果を世界中に示したことで、これによって AI のあら
ゆる分野での技術が向上したことは前述の通りである。このことから、ヒン
トン氏は「Godfather of Deep Learning」と呼ばれ25、また、機械学習にお

（出所）Wikimedia Commons
26

けるカナダ政府任命の国家的研究主幹（Canada Research Chair）でもあり 、名実共にディープラー
ニング界のゴッドファーザー的存在となっている。
また、ヒントン氏および 2012 年の画像認識コンテストにも出場した教え子二名（Alex
Krizhevsky 氏と Ilya Sutskever 氏）で立ち上げた DNNresearch という企業は、2013 年に Google に
買収され、その後は他の二名とともに Google に所属する傍ら、トロント大学にて研究を続けている。
ディープラーニングを世に知らしめ、業界ではトップ企業 Google の研究フェローであるこ
とだけでも、十分に存在感がある人物であるが、実は彼がゴッドファーザー的存在である理由はもう
一つある。AI 研究のパイオニアとして、幾人もの業界リーダーを輩出しているのである。Facebook
が 2013 年に設立した AI 研究所のトップとなった Yann LeCun（ヤン・ルカン）氏は、トロント大学
の博士課程でヒントン氏の研究室で学んでいる。尚、ヒントン氏とルカン氏、そして後述の Yoshua
Bengio（ヨシュア・ベンジオ）氏の三名は、冒頭に触れた第二次「AI 冬の時代」の間も、企業からの
研究予算が次第に干上がっていく辛い状況の中で、
CIFAR という非営利研究機関（予算の多くは政府から享
受）で研究を継続した。その三人組は、秘密結社という
ような意味合いで（決して反社会的な意味ではなく）、
「the Canadian AI mafia」と呼ばれることもあったよう
だ。これは、ヒントン氏が「Godfather」と呼ばれるよ
うになるはるか以前の、1990 年代後半のことである。

25

Business Insider 「A Google AI 'godfather' says machines could match human abilities in 'more than 5 years'」
(2016.3.21)
26
TechCrunch「Google がトロント大の学内起業 DNNresearch を買収, ニューラルネットの応用本格化へ」
(2013.3.14)
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- Yoshua Bengio（ヨシュア・ベンジオ）
ベンジオ氏は、上述のヒントン氏と非常に関わりが深く、ディープ
ラーニングの発展へ大きく寄与している。ヒントン氏がゴッドファーザーと
呼ばれる一方で、ベンジオ氏は「ディープラーニングの生みの親」と称され
ることもある。
（出所）Wikimedia Commons

現在は、カナダ東部のケベック州にあるモントリオール大学で研究を続ける一方、ディープ
ラーニングを実際に用いたソリューション提供を目的に Element.ai という企業を立上げ、モントリオ
ール市の AI エコシステムの発展に貢献している。
- Richard Sutton（リチャード・サットン）
ヒントン氏、ベンジオ氏と並び、サットン氏もカナダの AI トップ研
究者の一人である。カナダ中西部のエドモントンにある、アルバータ大学で
研究を行っており、ディープラーニングの可能性を更に広げた「強化学習」
という分野において先駆的な研究者である。この「強化学習」は前段で述べ
た 2016 年に囲碁で世界チャンピオンに勝利した際にキーとなった技術であ
り、ロボット等への活用が期待されている。実際、サットン氏は、この囲碁

（出所）Wikimedia Commons

のシステムを開発した Deepmind という英系企業の AI 研究所を率いている。（Deepmind は Google
が買収しており、現在も傘下企業。）
- 三名の存在が示唆すること
ヒントン氏、ベンジオ氏、サットン氏の三名は、それぞれカナダ国内の別の大学を拠点とし、
それぞれの場所で産業および政府と結びつき、トロント、モントリオール、エドモントンという三都
市で AI 産業クラスターを形成している。
前述の通り、ディープラーニングは、上記三名らを中心に基礎的研究は進んでいるものの、
実際の産業応用まではまだまだ発展途上で、普及にはこれから時間が掛かると見られる。その基礎的
研究と産業への応用の橋渡しとして、彼らが活躍していることは注目に値する。
これに関連して、ヒントン氏は Google と、サットン氏は Deepmind と深く関わっており、
ベンジオ氏は自ら起業を行っている。また、これらの活動を実際に応用して顧客サービスを提供する
形で、これらの三都市ではスタートアップ企業が多く生まれている。そして、これらのスタートアッ
プ企業を支援する形で、民間企業の他、政府が組織的にバックアップを行っている。
以下では、これらの様子について焦点をあて、いかにカナダの AI 産業の軸となっているかの
に触れる。

三つの研究所－Vector Institute, MILA, AMii
ヒントン氏は、トロントにて Vector Institute という AI 研究所を率いている。この研究所は、
トロント大学で行われるような基礎的な研究から、商業化へつながるような研究を行っている非営利
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組織で、その資金は、カナダ政府と州政府、そしてカナダ企業や Google 等の国際的大企業を中心と
したスポンサーが主なものである。
Vector Institute の存在感は、カナダの AI 業界関係者であればほぼ例外なく認める通り、非
常に大きなものである。トロント大学でヒントン氏門下であった研究者は、Google、Microsoft、
Apple、Nvidia 等、世界の名だたる AI 先進企業で重要なポストを占めており27、これらの企業との繋
がりのみならず、多くの企業がトロントに AI 研究拠点を設置するようになっている。また、Vector
Institute と協業するためには、トロントに研究拠点があることなどが条件となっており28、このこと
もトロントに多くの企業が集まっていることの一因であると考えられる。
一方、モントリオールでは、ベンジオ氏が MILA（モントリオール学習アルゴリズム研究所）
という研究所を率いている。この研究所は、Facebook や IBM 等のグローバル企業も資金提供してパ
ートナーとなっているものの29、その共同研究結果は全て公表し特許化はしないという方針を掲げる30
など、比較的学術的な基礎研究寄りの活動を行っている。尚、ベンジオ氏によれば、MILA が世界で
最もディープラーニングの学術研究者が集中している機関だという31。
また、ベンジオ氏は、大企業へのより産業応用的なソリューションを提供する目的で
Element.ai というスタートアップ企業をモントリオールにて立上げ、同市の AI 研究者層の強化に貢献
している。同社の従業員は、MILA や Vector Institute での基礎的な研究を継続できる仕組みもあり32、
基礎から産業への応用までをカバーする体制も構築されている。
エドモントンを拠点とするサットン氏も同様に、AMii（アルバータ・マシン・インテリジェ
ンス研究所）を率いており、ロボット等への応用が期待される「強化学習」分野での研究を牽引して
いる。都市としてもトロントやモントリオールと比較して小規模であり、AMii としても「スポットラ
イトを浴びたいわけではない33」という姿勢ではあるものの、「強化学習」を用いた 2016 年の囲碁で
の功績は非常に注目を集めており、今後、AI が産業分野へ応用される段階において重要性を増してく
ると考えられる。
以下の表では、三名の研究者、三つの研究所、三都市という観点で上記情報を整理している。

27

Vector Institute 「Driving excellence in machine learning and deep learning」(2018.04) P4
カナダ外務省商務部へのインタビューより(2018.5.23)
29
MILA website より
30
同上
31
aitrends 「Executive Interview: Yoshua Bengio of MILA, University of Montreal」(2018.6.22)
32
日経 XTECH「IT 大手が AI 拠点を相次いで開設、モントリオールとトロントを比較」(2018.6.21)
33
CBC 「In Edmonton, companies find a humble hub for artificial intelligence」(2017.7.8)
28
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三名のトップ研究者の比較
都市
研究者

トロント
（オンタリオ州）
ジェフリー・ヒントン

主な功績

モントリオール
（ケベック州）
ヨシュア・ベンジオ

エドモントン
（アルバータ州）
リチャード・サットン

（ゴッドファーザー）

（生みの親）

（強化学習の父）

ディープラーニングの
効果を実証(2012)

Element.aiを起業(2016)

囲碁で世界王者に勝利(2016)

アルバータ大学

所属大学

トロント大学

モントリオール大学

Vector Institute

MILA

Amii

商業化に向けた研究

基礎的研究

強化学習

主要パートナー（国際）

Google, Nvidia, Uber, Thomson
Reuters

Google, Nvidia, IBM, Facebook,
Samsung, Intel, Huawei, Amazon,
Microsoft, Panasonic

DeepMind, Amazon, Google, Mitsubishi
Electric

主要パートナー（カナダ）

RBC, Scotiabank, TD, Loblaws

D-Wave

Borealis AI, ATB Financial

所属研究所
得意分野

（出所）みずほ銀行カナダ支店作成

カナダに AI 拠点を持つグローバル企業
前述の通り、三つの研究所をハブとして、カナダには多くのグローバル企業が AI 拠点を開設
している。以下では、それらの活動内容をまとめ、その傾向およびそこから示唆される内容について
述べる。
カ ナ ダ に AI研 究 所 を 設 置 し て い る 主 な グ ロ ー バ ル 企 業 と そ の 設 置 年 （ 2018年 6月 現 在 ）
本社
米国

欧州

日本

企業名
Google

トロント

モントリオール

2017

2016

Facebook

2017

Microsoft

2017

IBM

2017

Uber

2017

Nvidia

2018

Adobe

2018

DeepMind（ 英 ）

2017

Thales（ 仏 ）

2017

エドモントン他

Maluuba を買収後設立。

2017

LG（ 韓 ）

Google 傘下。

大手電気。航空、防衛産業。

Fujitsu

ア ジ ア Samsung（ 韓 ）

備考
Google Brain （研究部門）拠点。

2018

バンクーバー

2018
2018
（出所）みずほ銀行カナダ支店作成

グローバル企業のカナダへの AI 研究拠点設置状況は、上図にまとめた通りであるが、ここで
は幾つかの傾向があることに気づかされる。一つ目は、米国・欧州の大手企業が 2017 年（表中では
緑でハイライト）にモントリオールへ集中的に進出していることである。モントリオールの MILA は、
前述の通り基礎研究寄りの活動をしており、社内でも基礎研究をすることのできるような大手企業が、
モントリオールの人的リソース等に注目して、研究拠点を設立した様子が伺える。加えて、Google、
Facebook、Microsoft、IBM は、今後の AI のプラットフォームを担うべく鎬を削っていることも注目
に値する。
二つ目の傾向として、2018 年（表中ではピンクでハイライト）にはトロントへの AI 拠点設
置が多く見られることである。またそれらの企業は、米系では Nvidia や Adobe と、Google や
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Microsoft、Facebook などのプラットフォーマーを狙う企業と比較するとやや規模が小さく、且つ提
供する製品やサービスも範囲が限定的である。またアジアからは韓国大手電気二社がほぼ同時期にト
ロントへの AI 拠点設置を発表した他、Fujitsu についてもバンクーバーではあるものの、2018 年の進
出となっている。
こうしてみると、2017 年はモントリオールへ米系のプラットフォーマーを狙う企業が集中し
て進出し、続いて 2018 年には製造業を中心とした応用製品の提供を本業とする企業の進出が目立つ
状況となっている。

カナダの AI スタートアップ企業
大手企業による買収
前段では大手企業による研究拠点の設置について述べたが、これらの研究拠点の幾つかを含
め、大手企業によるスタートアップ企業の買収を通じての技術・人材獲得も見られる。
この動きの中で最もシンボリックなものは、ヒントン氏が立ち上げた DNNresearch の
Google による買収であろう。上述の通り、これによりヒントン氏および他の教え子（Alex Krizhevsky
氏と Ilya Sutskever 氏）も Google の研究に従事することとなった。尚、教え子の一人 Sutskever 氏
は、その後 Tesla Motors の Elon Musk 氏が立ち上げた非営利組織 OpenAI の研究をリードしている。
また、ベンジオ氏がアドバイザーを務めており、ディープラーニングを応用してあたかも人
間のように会話できるロボットの製作を目指していた、モントリオールの Maluuba というスタートア
ップ企業は、2017 年に Microsoft が買収した。結果、ベンジオ氏は Microsoft のアドバイザーも行う
こととなっている34。
カナダ五大銀行の一つである TD も 2018 年に Layer 6 というトロントの AI スタートアップ
企業を買収している。この Layer6 は、ヒントン氏と並ぶ Vector Institute の創設者が立ち上げた企業
であり、買収側の TD が「人材が買収理由のひとつ35」と述べていることからも、Google や Microsoft
を含めた大手企業の買収が、AI 研究の人材確保を目的としていることが伺える。
興味深いのは、Layer 6 の創設者が「国内外からオファーがあったが、この買収は、外国企業
の一部となってしまうのではなく、カナダ企業を AI 導入の先駆的な存在にする良い機会だった36」と
いう趣旨を述べていることである。英国生まれのヒントン氏と仏国生まれのベンジオ氏も、それぞれ
Google と Microsoft の研究に携わりながらも、カナダを拠点とし続けていることと併せて、トップ研
究者達が率先してカナダの AI 産業発展を意識していることが感じとれるであろう。

34

Microsoft website 「Microsoft acquires deep learning startup Maluuba; AI pioneer Yoshua Bengio to have
advisory role」(2017.1.13)
35
Betakit 「TD ACQUIRES LAYER 6 IN CANADIAN AI TALENT GRAB」(2018.1.9)
36
Globe and Mail 「TD acquires Toronto-based AI startup Layer 6」(2018.1.9)
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これらカナダでの買収事例は存在するものの、以下に示すとおり、数の上では米国等と比較
して小数に留まっている。一方で、Nvidia が 2018 年に新設する AI 研究拠点のリーダーとしてトロン
ト大学の Sanja Fidler 教授が、Samsung でも同様にトロント大学の Sven Dickinson 教授が選任され
るなど、カナダを拠点とする AI 研究者の層の厚さが現れている。

37

（出所）CBInsights 米系大手企業による AI スタートアップ企業の買収状況

カナダの主要なスタートアップ企業：AI 導入の手助けをする企業
Layer 6 のように、国外の大手企業からのコントロールを受けず、カナダの AI 産業発展に寄
与することを重要視しているスタートアップは少なくない。その代表的な例は、ベンジオ氏が立ち上
げた Element.ai であろう。

37

CBInsights 「The Race For AI: Google, Intel, Apple In A Rush To Grab Artificial Intelligence Startups」より転載
(2018.2.27)
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前段の議論からも察することが出来るとおり、「AI の基本技術はヒントン氏のようなカナダ
の研究者がレールを敷いたが、その商業化および人材確保はシリコンバレーがリードしている38」と言
われている。Element.ai は、この言わば「カナダ AI 産業の弱点」を補強するような主旨で、ベンジオ
氏が 2016 年にモントリオールで立ち上げた。
Element.ai は、Google の自動翻訳や Apple の Siri のように AI そのものをサービスとして提
供するような企業ではなく、「AI により、顧客企業のキータスクを自動化し、意思決定をより高度化
することを手助けする39」ことに主眼を置いている。つまり、AI 技術者やシステムが揃っていない既
存企業のオペレーションを効率化させるという観点で、シリコンバレーの巨大企業よりも、企業への
AI 導入の手助けをするというコンサルティング的な立場へ寄っていることが特色である。
前段で述べた、「画像認識」「音声認識」「言語処理」「論理・知能」と言った AI の基本機
能は、それらを組み合わせてさまざまな産業で利用されるため、ベンジオ氏によれば「特定の産業分
野にフォーカスはしていない40」。また、当社幹部へのインタビューで、一部の事例として挙げられる
のは、「製造業（品質管理プロセスや材料工学）、物流、金融41」と、あらゆる産業への応用の手助け
をしていることが伺える。
金融企業へのAI応用の検討モデル例
自然言語処理

AIの基本技術

•文字認識

•パターン認識

•内容の意味分析

•画像認識

•将来の予測

•機械翻訳

•自動修正

文書処理

AIでできること

具体的応用タスク

時系列分析

視覚

•会話の文字起こし

各種申込の処理

意思決定

不正検出

異常検知

預貸比率管理

リスク管理

行内タスクの自動化

強化学習

内容説明可能性の担保

将来事象の
可能性計算

分類と区別

キャッシュフロー
予測

顧客サービスの
最適化

顧客サービスの高度化
（出所）Element.aiへのインタビューを基にみずほ銀行カナダ支店作成

金融業界を例に取ると、上のような図が、Element.ai の提供するコンサルティングサービス
の内容を分かりやすく表している。上段の AI の基本機能が、下段の具体的なタスクへ繋がる様子が記
されているが、この下段のタスクを他の産業のものへ入れ替えれば、その産業への応用が可能である
ことが想像できる。

38

Globa and Mail 「As Corporate Canada embraces AI, startups look to prove themselves」(2018.4.27)
Element.ai へのインタビューより
40
Forbes 「Why Montreal Has Emerged As An Artificial Intelligence Powerhouse」(2017.11.6)
41
buZZrobot 「Element.AI CEO Jean-François Gagné: “Big companies could be hurt by unwise AI implementation’’.」
(2017.12.13)
39
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また、Element.ai は、2017 年には約 1 億米ドルの資金調達（AI スタートアップ企業として
は史上最高レベル）に成功した42。その資金提供企業群には、Nvidia や Intel が含まれる他、カナダか
らは National Bank of Canada や Business Development Bank of Canada が含まれるなど、政府系
を含めた金融機関からのサポートを集めている。この資金調達の発表後の一ヶ月間だけで、200 件も
の新規案件問い合わせがあり、その内 50 件について実際の提案段階まで進んだ43ということからも、
注目度の高さが伺える。
Element.ai にはフルタイムとパートタイム併せて約 300 名の研究員が従事しているが、その
注目度の高まりや、グローバル大手企業のカナダへの研究拠点設置の加速の影響などから、人材確保
が課題となっている。しかしながら、現状、カナダでは AI 研究に関わる人材が逼迫しており44、スタ
ートアップ企業においては、そこに関わるトップ研究者の魅力が、人材確保のキーとなっているよう
である45。
その中で、トロントでは、Element.ai と同様のサービス提供を行う Dessa（旧名：
DeepLearni.ng）が 2016 年に立ち上がり、翌年には 9 百万ドルの資金調達に成功している。注目すべ
きは、2018 年にヒントン氏とともに DNNresearch を立ち上げた教え子の１人である、Alex
Krizhevsky 氏を専属アドバイザーとして迎え、研究人員を 80 名確保するという計画がある46ことであ
る。また、同じトロントには、AI を用いた顧客需要分析の導入に特化して Dessa と同様のサービスを
提供する integrate.ai というスタートアップ企業もあり、2017 年に 1 千万ドルの資金調達に成功し、
Vector Institute の創立者の内の一名でもある Richard Zemel 氏（ヒントン氏門下生）をアドバイザー
へ迎えている47。
上記の、AI 導入および利用のコンサルティング的なサービスを提供するスタートアップ企業
の他、各種産業向けの専門的な課題について AI ソリューションを提供する企業も多く存在している。
以下では、その主要な企業について簡単に述べる。
カナダの主要なスタートアップ企業：産業の専門的ソリューションを提供する企業
上述の Layer 6 の例にも見られる通り、AI への注目度の高い金融業界向けに、AI を用いた不
正検知のツールを提供するのは、カナダの首都オタワを拠点とする Mindbridge である。元 IBM
Watson の研究者を中心に開発された Mindbridge のツールは、統計的手法と機械学習を用いて、従来
型の手作業での監査作業の 20 倍ほどの不正検知精度を達成している48。英国の中央銀行である Bank

42

Venture Beat 「How raising $102 million opened doors for Element AI」(2017.7.27)
同上
44
カナダ外務省商務部へのインタビューより
45
同上
46
GlobalNewsWire「DeepLearni.ng Rebrands as Dessa and Announces AlexNet Inventor Alex Krizhevsky as
Exclusive Technical Advisor」(2018.6.11)
47
BetaKit 「WITH VECTOR INSTITUTE CO-FOUNDER AS ADVISOR, INTEGRATE.AI WANTS TO LEAD ETHICAL AI」
(2018.5.28)
48
Mindbridge へのインタビューより
43
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of England を始め、6 カ国 125 社へのサービス提供を行っており、2017 年から通算で、1500 万ドル
の資金調達を実現している49。
法律の世界では、2015 年に Blue J Legal という、税法に関するアドバイスを行うツールを提
供するスタートアップ企業が立ち上がっている。Blue J Legal も元 IBM のエンジニアが技術面を監督
しており、そのツールは、裁判所の判断が必要なケースについて、幾つかの質問をベースに過去の関
連する全ての判例を参照し、その判決がどのようになるかの推量を行うものであり、平均して 90%以
上の正確さを達成していると言う50。ここから読み取ると、前段で述べた 2011 年に IBM Watson がク
イズ王に勝利した際に用いられた、統計的手法と機械学習の技術を連想させるが、当社ウェブサイト
に拠れば、ディープラーニングも用いられており51、今後の動向が注目される。
創薬業界においては、ヒントン氏の門下生であり、Vector Institute の創設者の一人でもある
Brendan Frey 氏により Deep Genomics というスタートアップ企業が 2015 年に立ち上がっている。
2017 年には 1300 万米ドルの資金調達を達成し、「患者の遺伝子にがんの原因となるような欠陥を見
つけ出す AI52」や、「そうした遺伝子の欠陥をターゲットとした化合物を探し出す AI53」などディー
プラーニングを遺伝子治療分野へ応用する開発を進めている。更に、将来的な見通しとして Frey 氏は、
「10～15 年後には、患者が遺伝子テストを受けられるようになり、その結果病状が発見されたら、医
師は直ちにその人の遺伝子専用に作られた薬を作ることができる54」ようになるであろうと述べている。
また、創薬に用いるディープラーニングの原理は、上段でも述べた画像認識で人の顔などのパターン
を認識することと似ており、「タンパク質と化合物の結合するパターンを、膨大なデータから学習し、
それを予測すること55」だというのも、興味深い点である。
製造業においては、トロント近郊にあり、Blackberry 創業者を始めとする多数の技術者を輩
出している University of Waterloo のある、ウォータールーで、Acerta というスタートアップ企業が
2014 年に立ち上げられた。Acerta は、車に取り付けられた数百のセンサからの情報を機械学習を用
いて分析し、各種不具合のパターンを認識し、不具合の内容を検出する分析モデルを提供する。エン
ジン不具合の事例では、98%の不具合原因を正確に検出し、通常では 2 週間程度かかる原因特定作業
を 60 分に短縮したという56。また、一般的に、パターン認識はその性格上、膨大なデータが必要とな
ることが多いが、複数の事例において、非常に限られた少量のデータを基にした解析に成功しており、
独自の工夫がなされていることが伺える。2017 年にはシードラウンドとして、カナダの OMERS

49

Mindbridge Website 「MindBridge Ai Raises $8.4 Million in Series A Financing – Accelerates Growth with
Customers Worldwide」(2018.5.1)
50
Blue J Legal Website 「How AI is helping small and medium-sized law firms stay ahead of the curve」(2018.6.15)
51
Blue J Legal Website 「Tax Foresight」
52
日経 XTECH 「深層学習の都市トロント、AI 研究者を年間 1000 人育成へ」(2018.6.20)
53
同上
54
Globe and Mail 「Going deep」(2018.3.26)
55
IotToday 「ディープラーニングで新たに広がる創薬ビジネスの輪」(2017.12.27)
56
Acerta Website より
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Ventures 等から 180 万ドルの資金調達に成功しており57、また、日系の商社やギアパーツ等の自動車
部品製造企業とも産業パートナーとして一部協業している58。
ディープラーニングを用いた自然言語処理の分野では、2012 年にトロントで起業した
Wysdom.ai が、米国大手通信企業の Sprint やカナダの Rogers などへ、人間を代替するコールセンタ
ーでの音声応答技術を提供している。Microsoft、Amazon、IBM 等とも協業しており、実際の企業の
コールセンターで実施した実証実験では「64%の顧客からの問い合わせが、人間が対応せずに解決し
た59」という。2017 年 10 月時点では、各種ベンチャーキャピタルから 850 万ドルの資金調達に成功
しており60、今後の動向が注目される。
以上、ディープラーニングの使用や資金調達状況を切り口に、代表的なカナダ AI スタートア
ップ企業について述べたが、これらの企業はカナダ全体のごく一部である。多くの企業が含まれるリ
ストとしては、Canada.ai というウェブサイトにディレクトリのページ61があるので、そちらを参照さ
れたい。併せて、巻末には代表的な企業のリストも添付した。

スタートアップ企業へのサポート
- 投資家（ベンチャーキャピタル等）
Element.ai の CEO によれば、カナダの AI スタートアップ企業への投資の 36%はベンチャー
キャピタルによるものであり、残りは上述の大企業による投資や買収を含む、企業からの投資である62。
ベンチャーキャピタルは、一般的には、「高い成長性が見込まれる未上場企業に対し、成長のための
資金をエクイティ（株式）投資の形で提供63」するもので、成長の見込みがある企業への「ベンチャー
投資」や、大学等の研究成果の事業化を対象とした「インキュベーション投資」などを行っている。
また、これらの対象企業の価値向上を目的として、人材や事業環境、経営アドバイス等の提供を行う
ケースも多い。
前述の通り、カナダにおける基礎研究は非常に先進的なものであるが、それが何らかの形で
最終的に事業に結びつくことがなければ、それらの研究が本当の意味で世に出たとは言い難いであろ
う。そのためには、商業化等に関わる資金のみならず、人材、環境、情報などのあらゆる経営資源が
必要となってくる。Google 等の大企業であれば、これらを自社でまかなうことも可能であろうが、前
段のスタートアップ企業の場合は、これらの面のサポートが必要となってくる。ここで活躍している
のが、ベンチャーキャピタルである。
57

Crunch Base 「Seed Round - Acerta Analytics Solutions」(2017.7.7)
Acerta Website 「Acerta Connects With Industry Leaders at JSAE2018 Expo in Japan」
59
Mircosoft Website 「As a part of Microsoft for Startups, we have access to leading-edge AI technology and deep,
well-connected account teams. This support helped us win a strategically important deal worth CAD3.6 million」
(2018.5.23)
60
BetaKit 「WYSDOM.AI RAISES $8.5 MILLION TO BRING AI TO CUSTOMER SUPPORT」(2017.10.3)
61
http://www.canada.ai/directory# (accessed on June 28, 2018)
62
Jfgagne.ai 「Canadian AI Ecosystem in 2018」(2018.4.25)
63
JAFCO ウェブサイトより
58
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特に、カナダの AI に関連するセクターでは、元テクノロジー分野の起業家が創設したベンチ
ャーキャピタルの活躍が目立っており、例えば、Real Ventures、Georgian Partners、iNovia Capital
といったプレイヤーが存在する。
モントリオールの Real Ventures、前段でも触れた Element.ai へ資金調達している唯一のベ
ンチャーキャピタルであり、integrate.ai や MindBridge へも投資を行っている。2007 年の創設以来、
総額 3 億ドル以上を約 200 社へ投資64しており、2018 年第一四半期には、CVCA（カナダベンチャー
キャピタル協会）に「最も活動的なベンチャーキャピタル」と報告されている65。
Georgian Partners はトロントで 2008 年に創設して以来、ソフトウェア業界に特化して投資
活動をしており、近年は AI の分野に注力している。Real Ventures 同様に integrate.ai にも投資して
いる他、これまでに総額 6.5 億ドル程度を調達しており、更に今後 5 億ドル程度の増加がされるので
はないかと期待されている66。
iNovia Capital はモントリオールを拠点に、トロントや英国ロンドンにもオフィスを持ってお
り、カナダのスタートアップ企業へは約 1.8 億ドルを投資している。2018 年には、Google の元 CFO
が加わり、その後、Google 傘下のベンチャーキャピタルである Gradient Ventures が、第一号のカナ
ダスタートアップ企業への投資をする際に、主幹事を務めている67。
これら、独立系のベンチャーキャピタルの他にも、カナダオンタリオ州の年金基金が運営し
Acerta にも投資している OMERS Ventures（約 8 億ドルの投資68）など様々なプレイヤーが存在する
が、カナダ政府系銀行の BDC（10 億ドル以上の投資69）や、オンタリオ州政府からの補助金等で運営
している非営利組織の MaRS もその組織内にベンチャーキャピタル機能を持つなど、間接的にカナダ
政府や州政府が関わっているものが見られるのも特徴的である。
特に MaRS は、これまでの投資金額こそ 1 億ドル強70であるものの、その約 14 万平米（おお
よそ東京ドーム 3 つ分）の敷地内に、150 のスタートアップ企業などをテナントとして向かえ、場所
の提供のみならず、大企業や投資家、研究所などへの橋渡し（＝インキュベーション）も行っている71。
テナントリストには、前段で触れた企業等も含まれ、2018 年 6 月現在、Vector Institute, Element.ai,
Layer 6, Deep Genomics, Real Ventures, BDC Capital, Samsung の名前が見られ72、過去には IBM や

64

Real Ventures Webiste より
Canadian Venture Capital & Private Equity Association 「VC & PE Canadian Market Overview / Q1 2018」(2018)
66
Globe and Mail 「Georgian Partners rewriting the rules for venture capitalists as it closes in on record Canadian
fund」(2018.4.6)
67
Globe and Mail 「Alphabet’s AI venture capital firm makes first investment in Canada with BenchSci」
(2018.5.2)
68
OMERS Ventures Website より
69
Business Development Bank of Canada Website より
70
MaRS 「The Launchpad for Leading Innovators」(2017)
71
MaRS DD Website より
72
同上（2018.6.29 時点）
65
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Facebook も名を連ねている73。MaRS は、投資を伴うベンチャーキャピタルの機能と、投資を伴わな
いインキュベーションの機能を持っており、「イノベーション・ハブ」とも呼ばれるが、テナントの
顔ぶれからも、カナダの AI 業界のハブとなっていることが伺える。尚、MaRS の活動資金の約 20%は
大手銀行等の企業等からも支援されている。
また、上記ベンチャーキャピタルは、AI 以外にも各種先端分野へも投資しているが、AI 関連
分野のみに限定すると、大企業による分も含めて投資総額は約 6 億ドルになると試算されている74。
- 政府（カナダ政府、州政府）
ここまでで、カナダには米系を中心とした大手企業が研究人材確保等を目的として AI 研究拠
点を多く構えていること、多くの代表的な AI スタートアップ企業がヒントン氏やベンジオ氏のような
トップ研究者にゆかりがあること、そしてそれらのスタートアップ企業が大企業やベンチャーキャピ
タルからの投資を惹きつけていることを述べた。
こうして見ると、カナダが AI に強いのは、ディープラーニングのような基礎研究を行う、ト
ップ研究者が多くいることが一つの要因とみることができる。そして、この基礎研究が強い理由は、
カナダ政府や州政府のサポートが手厚いことであろう。これについて、Element.ai の CEO は次のよう
に述べている。「カナダの AI エコシステムを米国東海岸や英国等と比較した時に、大きな違いは政府
が継続的な資金提供を通じて全体を支えており、それこそが機械学習に関する多くの進歩的な研究が
カナダを起点として生まれている。75」
カナダ政府は、2017 年に「汎カナダ人工知能戦略（Pan-Canadian Artificial Intelligence
Strategy）」として、Vector Institute、MILA、AMii の三つの研究所の研究助成等に、1 億 2500 万カ
ナダドルを拠出する予算を発表している。この予算を通じて、トロント、モントリオール、エドモン
トンなどの研究拠点の連携を促進し、カナダを各国企業の AI 投資先のリーダーとすることを目指して
いる。これに加えて、2018 年には、AI 分野を含む五つの産業に関連する研究分野に約 9 億ドルを拠
出すると発表している。また、同年にはトルドー首相が「AI を開発していくための指針となる規範や
原則を形作り、適切に配備する責任がカナダにはある76」と発言しており、後述する米国とのアプロー
チとの違いが垣間見える。
州政府からの拠出では、トロントがあるオンタリオ州が約 2 億ドルを、モントリオールのあ
るケベック州も約 2 億ドルの拠出を発表しており、カナダ政府の拠出分と合わせると、国全体では約
6 億ドルが政府から助成されていると見られる。また、各州政府は、スタートアップ企業へ各種経営
資源を提供するインキュベーターの機能も持っており、例えばトロントには、Ontario Centre of
Excellence といった機関が存在している。
73

Financial Post 「Toronto’s MaRS Discovery District secures private financing to repay most of its controversial
government loan」(2017.2.9)
74
Jfgagne.ai 「Canadian AI Ecosystem in 2018」(2018.4.25)
75
同上
76
IT Media News 「カナダ首相、AI について MIT で語る」(2018.5.31)
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カナダ AI 業界の強みと弱み、機会と脅威
こうして、カナダ AI 業界を俯瞰すると、その強みと弱みが見えてくる。そして、外的な要因
の影響を受けて、機会と脅威も見えてくる。
強みに関して言えば、その研究者層の厚みと、それによる基礎研究の充実が最大のものとし
て挙げられるであろう。米国の多くの企業も、その AI 研究はカナダ研究者がリードし、その多くはヒ
ントン氏の研究室から輩出されている。この基礎研究の充実は、上述の政府からの各種助成が寄与す
る部分が大きく、営利・非営利的に関わらず公共的な性格を持つ研究を行う研究者を惹きつけている
ことが伺える。民間から約 6 億ドル、政府から約 6 億ドルと、カナダ AI 業界へ投入される資金の約
50%が公的なものであることが分かる。
一方でカナダ AI 業界の弱みは、実用化への展開を行う企業が比較的小規模であることが挙げ
られる。現状では、世界的に見ると AI の実用化で先行しているのは、Google や Microsoft と言った
米系企業や、Baidu や Tencent と言った中国系企業である。また、産業応用においても、世界規模で
活躍するカナダ企業は限定的である。一方で、前段で述べたとおり、グローバルの大企業はこぞって
カナダへ AI 研究所を構えている。大企業がカナダの人的資源を利用すること自体はカナダにとって大
いにメリットになることであるが、ともすると資本等の流出を招くことになり、対策が必要と考えら
れる。
ポジティブな外的要因として挙げられるのは、「AI」に対する盛り上がりと人材流入である。
日本と同様に、世界各地で「AI」に対する期待は高まってきており、企業投資や人材を惹きつけてい
るのは知られている通りである。また、人材の流入については、ヒントン氏等のトップ研究者が各地
の研究者を惹きつけている部分もあるが、米国の移民政策の影響を受けた研究者が、シリコンバレー
等の産業集積地からカナダへ移動してくるケースも増えているという77。これを見ると、元々ヒントン
氏も 1980 年代に、米国からカナダへ拠点を移した理由に「レーガン政権の対外政策を問題視するよ
うになった78」ことが含まれると言っており興味深い。
また、外的要因としてカナダ AI 産業に関わるものとしては、カナダの政権交代の可能性が上
げられる。現在の政権は、2015 年に保守党から交代した自由党で、比較的リベラルな政策を実行して
いるが、次回 2019 年 10 月の選挙に向けては、2018 年 6 月現在、保守党の支持率が回復しつつある
（次ページ図参照79）。カナダ保守党は、歳出削減や消極的な移民受け入れ、そして米国への同調寄り
の政策を行う傾向があり、カナダの AI 業界にとっては、基礎研究資金の削減、研究人材の流出、米系
大企業の存在感増大などの脅威ともなり得る。政権支持率は、各種状況に左右されるため、次回選挙
結果を予測するには時期尚早ではあるものの、カナダ経済（GDP）と人口で全体の約 40%を占めるオ
ンタリオ州では、2018 年 6 月に、オンタリオ自由党からオンタリオ進歩保守党への政権交代が起こっ
ており、一つの指標となるであろう。
77

カナダ外務省商務部へのインタビューより(2018.5.23)
Toronto Life 「Mr. Robot」(2018.1.29)
79
Wikipedia 「Opinion polling in the 43rd Canadian federal election」(2018.6.30 時点)
78
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（出所）Wikipedia

- 他国の状況
以上、カナダの AI 業界が産官学連携によるエコシステム形成を目指していることを述べたが、
比較の為、他国の状況についても簡単に触れる。前段でも述べた通り、「AI」の定義が明確ではない
ため、各国の投資額等やや曖昧な部分はあるものの、ここでは、カナダと他国の規模感の違いを把握
する目的で記載している。
世界の AI 業界では、1956 年に「AI」という言葉が生まれたときから、Google や Amazon 等
の巨大企業が業界をリードする現在まで、米国が常にその存在感を示してきた。但し、その発展は民
間企業による製品化や防衛への応用を目的とした研究活動に寄与する部分が大きい。前述の IBM のチ
ェスやクイズ番組の事例や、Google の画像認識の事例にも見て取れるように、政府からのサポートに
ついては非常に限定的である。2019 年の米国連邦政府の予算概算要求では、基礎研究への予算が$1
億米ドル80、および軍事関係予算が陸海空併せて約$1.5 億米ドル81と、カナダと比較しても決して多く
はない。一方、全世界での 2017 年の AI への投資額は合計で、152 億米ドルと言われ82、その 38%
（=58 億米ドル）は米国の企業向けと報告されている83。
一方で中国は、2030 年までに約 70 億ドル（=年間約 6 億米ドル）を AI 研究向けに投資する
と発表している。これは、2030 年までに中国を AI の研究でも世界のトップにすることを目指すもの
で、米国とは異なり、政府の梃入れが見て取れる。更に、国内への投資でも、2017 年には全世界の

80

National Science Foundation 「Testimony of James F. Kurose, Ph.D. for the Committee on Oversight and
Government Reform U.S. House of Representatives」(2018.3.7)
81
C4isrnert.com 「Here’s where the Pentagon wants to invest in artificial intelligence in 2019」(2018.2.16)
82
CB Insights 「Top AI Trends To Watch In 2018」(2018.2)
83
同上
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48%（=73 億ドル）とされており84、入手可能な情報の範囲内では、米国より多額の資金が投入されて
いることが伺える。また、Baidu や Tencent、Alibaba と言ったような企業も、Google 等に負けない
くらい存在感を増しており、今後の動向が注目される。
その他、欧州では 2018 年に仏国が 2022 年までに約 18 億米ドル（=年間約 5 億米ドル）の
拠出を発表したり、同年に英国は、政府が 0.3 億米ドルを、各国ベンチャーキャピタルの 1.7 億米ド
ルと併せて拠出する発表もしており、注力している。
日本では、2018 年度の予算案に盛り込まれた AI 関連予算は総額約 660 億円85（=約 6 億米ド
ル）と、中国を除いた他の国を超える拠出額となっており、その内容は、基礎研究から医療や農業分
野への応用など多岐に渡っている。一方で、2018 年 2 月に経団連が発表した提言によれば、日本の
AI の利活用は「周回遅れ」となっていることも指摘されている86。ここでは、「大学」「ベンチャー
企業」「研究開発法人」等の協業を、政府が司令塔として創出するエコシステムが提言されており、
カナダのエコシステムとの類似性を鑑みると興味深い内容となっている。
各国政府のAIへの取組み
カナダ

米国

中国

欧州（例：仏国）

日本

全体政策

汎カナダ人工知能戦略
（研究所等への拠出）

ホワイトハウスがAI活用指針
防衛予算の拠出

2030年までに中国をAI研究の
世界トップにする指針

「AI」立国宣言
防衛予算拠出も提案

各省庁と研究所（理研など）が
協力体制

AI予算規模：GDP

予算：6億ドル(2018)
GDP：153億ドル(2016)

予算：2.5億ドル(2019)
GDP：1857億ドル(2016)

予算：6億ドル(-2030)
GDP：1120億ドル(2016)

予算：5億ドル(-2022)
GDP：246億ドル(2016)

予算：6億ドル(-2022)
GDP：494億ドル(2016)

AI投資の官民比率

1:1

1:23

1:12

n.a.

n.a.

Element.ai, Dessa

Google, IBM

Baidu, Tencent, Alibaba

Thales

Preferred Networks

トップ研究者の存在

IT巨大企業とシリコンバレー

IT巨大企業と国家のタッグ

企業例
特徴

米国や中国へ追いつく為のエ
みずほ情報総研：
コシステムに「産官学」連携
「欧州におけるAI戦略」参照
も提案される（経団連）
（出所）みずほ銀行カナダ支店作成

84

CB Insights 「Top AI Trends To Watch In 2018」(2018.2)
内閣府「平成３０年度当初予算案における科学技術関係予算」より、AI に関わる分野の金額を合計。
86
経団連「Society 5.0 の実現に向けたイノベーション・エコシステムの構築」(2018.2.20)
85
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５．考察および結び
以上、本稿では、「AI」の正体について簡単に説明することから始め、カナダの業界がどの
ようになっていて、どのようなプレイヤーがいるのかについて述べてきた。その中で、カナダ AI 業界
の特徴として最も重要な点は、基礎研究の強みであろう。この基礎研究は、ヒントン氏やベンジオ氏
と言った研究者が、AI の冬の時代の間も育んできたものであり、2012 年にディープラーニングの効果
が眼に見える形で、ようやく花開いたという様相である。その後の注目の集まり方は前段で述べたと
おりで、2017 年以降、IT の巨大企業が堰を切ったように、カナダへ AI 研究拠点を設置し始めている。
関連して、これら大手企業の AI 研究主要ポストの多くが、ヒントン氏門下生によって占めら
れていることは注目に値すると考える。AI に限ったことではないが、一般的には、研究者は所属して
いる企業や研究機関の枠を超えて、世界各地で行われる学会を通じてのネットワークを持っている。
当然、大手企業もこういった学会で一定の存在感も持っていることから、世界的に見た AI 業界での、
カナダ系研究者の存在感が、これまで以上に増してくることも想定される。
無論、日本の研究者もこれらのネットワークを作ってはいるものの、理化学研究所「革新知
能統合研究センター」の初代センター長の杉山将東京大学教授よれば「世界最大の国際会議に、グー
グルやアマゾン、フェイスブックなどの米ＩＴ企業はそれぞれ何百人も送り込んできた。日本からは
数えるほどしか参加していない。そもそも国際レベルで通用する日本の研究者を全員集めても５０人
程度。論文数は世界全体の２～３％に過ぎない87」という状況でもあり、今後 AI を核とする事業を目
指している日系企業は、研究者の確保の為に海外へ眼を向けることも必要となってくるかもしれない。
そこで、AI 研究者が流入しており、業界内で存在感が増してきているカナダも有力な選択肢の一つに
なってくるであろう。但し、そのようなケースでも、既に多くの企業が研究所を設置し始めているこ
とから、人材確保の競合が熾烈になる可能性も存在する。
AI 人材確保を目的としたカナダ進出では、Google や Microsoft によるスタートアップ企業の
買収がそれぞれ 2016 年と 2017 年にあったことは上述の通りであるが、これは規模は小さくても、AI
分野で有力な研究者が関わっているスタートアップ企業も存在していることを示唆する。また、この
ような買収については興味がなくても、事業としてアジア企業との取引実績を模索している企業も存
在し、協業を通じてこれらの有力研究者の技術にアクセスすることは視野に入るであろう。
また、前段で幾つかのベンチャーキャピタルについても触れたが、多くの場合それらの出資
先は、どこかの時点で独立する。つまり、ベンチャーキャピタルの出資している分について、その市
場価値が上昇した時点で、上場や株式譲渡などを通じて新たな株主へ所有を移すことで、売却益等を
創出し、次なる出資先への投資を行っていくということである。この売却のことを「Exit（=出口）」
と呼ぶことがあるが、ある程度市場の評価が定まった AI 企業への出資等を検討している場合は、これ
らベンチャーキャピタルへアクセスすることも一つの可能性と思料する。但し、ある程度価値が定ま

87

Yomiuri Online 「日本の AI は周回遅れ…杉山将・東京大教授に聞く」(2017.2.13)
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ったとは言え、その価値は今後の「AI」産業の行く末に、非常に大きく左右されるため、適正な価値
算定が輪を掛けて難しいであろうとも想像される。
いずれにしても、協業や出資などを通じて「AI」技術にアクセスする場合には、どの分野に
どの AI 技術を用いるかの明確化が必要であると考える。冒頭に、「AI」は今で言う「インターネット」
のように社会のあらゆるところに浸透するかもしれないという可能性について述べたが、1990 年台後
半のインターネットの普及期に、「インターネットを使って何かしたい」と漠然と考えていた企業な
どは、その効用の享受が比較的遅かったであろう。逆に米国 Amazon のように、インターネットを利
用して具体的に何をするかのアイデアがあった企業の成長は非常に早いもので、既存大手企業の脅威
になった。ここでは、「AI」のポテンシャルがインターネットの普及に匹敵すると主張するつもりは
無いが、利用を考える際に、「AI を用いて具体的に何をしたいか」に着眼することの重要性は示唆さ
れる。
併せて、カナダの AI 企業の複数から、AI 導入側としてどのようなデータがどのような形で提
供できるかについての整理をすることが一つの鍵であるという話も聞く。ディープラーニングを含め
て、現在の技術は既存データを基にして学習することが中心となるため、このことも重要な点である
と認識している。
一点、本稿では述べていないものの
重要性が高いトピックとして、AI の利用が進
む中で、それを稼動させる為に、これまでよ
り処理能力の高いコンピュータの利用が必要
となる点がある。そのために使用される代表
的なものは GPU や ASIC というチップで、汎
用コンピュータに使用される CPU よりも、
AI に関わる計算を得意とする半導体である。

（出所）テレスコープマガジン

AI の普及により、一部では、ディープラーニング向けチップが、2016 年に個数ベースで 56 万 3000
個、金額ベースの市場規模が 5 億 1300 万米ドルだったものが、2025 年には 4120 万個、122 億米ド
ルへと急成長すると予測されている88。この GPU や ASIC の急速な市場拡大も、半導体事業を行う企
業にとっては、大きなインプリケーションとなっている。
2016 年に英国半導体事業のアームホールディングスへ 3 兆円以上の巨費を投じたソフトバン
クの孫社長も、AI について「これから真のゴールドラッシュがやってくる」と発言しているが89、こ
れは、真偽はともかくとして「1840 年代のカリフォルニアのゴールドラッシュで最も得をしたのはス
コップやジーンズ等の道具を売った人たち」という話を想起させる。正に GPU は AI を動かす為の
「道具」であり、注目される分野でもある。

88
89

テレスコープマガジン 「AI チップを巡って競い合う巨人たち」(2017.10.31)
日経オンライン 「孫氏、視線は３００年先 １０兆円ファンド３カ月」(2017.8.21)
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GPU より更に次世代の「道具」として、注目を集めているのが量子コンピューターという計
算機で、利用範囲は限定されるが、一部では「スーパーコンピューター『京』で総当たりで計算させ
ると 10 の 84 乗秒と宇宙年齢の 138 億年（4.35×10 の 17 乗秒）を使っても最適解を導けない問題に
ついて、1 秒で解を導いた90」というケースも出てきている。実は、この量子コンピューターの分野で
もカナダは先行しており、バンクーバーにある D-Wave Systems や 1QBit という企業が代表的な例で
ある。両社ともに業界内では非常によく知られた存在であり、それぞれが日系大手企業を始めとした
世界各社と協業を開始している。上述の通り、「周回遅れ」とも言われる日本の AI 研究であるが、こ
れら「道具」の世界では、依然としてトップランナーとして力を発揮できる分野なのではないかと想
像されるが、ここでも、日系企業にとってのカナダの存在感が示唆される。
このカリフォルニア・ゴールドラッシュのごとき熱狂も一部では感じられる、今般の AI ブー
ムではあるが、ブームである以上は、ある時点で陰りが見える可能性は否定できない。そうなると、
2000 年頃に起きたドットコムバブルのように、市場全体にも過剰評価の修正というような影響がある
ことも考えられる。そのドットコムバブルの背景としてウィキペディアには次のような記載もあるの
が印象的である。「アメリカの大学を卒業したばかりの技術者や冒険起業家たちはプレゼンテーショ
ンを配布するだけで多くの資金が集められるようになり、その企画書の多くは投資家達にとって聞い
たことの無く説明されても理解できない語句で埋め尽くされていた。多くの起業主旨書は商業的可能
性が疑わしく、あるいは技術的可能性について疑わしいものが含まれていた。91」
冒頭で述べた通り、現状では「AI」はバズワードとして捉えられる部分もあり、イメージと
してドットコムバブルと重なる部分があることは理解できる。ただ一方で、ドットコムバブルの要因
となったインターネットが、その後、我々の生活にとって必要不可欠な存在となったことも事実であ
る。その明暗を分けたのは、恐らくブームの最中でも、その技術の本質を理解していたかどうかによ
るであろう。もしドットコムバブルと「AI」を重ねるのであれば、その正体は何なのか、その技術の
本質的な部分は誰が持っているのか、それが実際に何に応用できるのか、その為には何が必要なのか
というようなことをしっかりと把握することが重要であると考える。
最後に、本稿の内容を総括するとすれば、それは、孫社長の言うような「AI」のゴールドラ
ッシュが起きんとする場所は、必ずしもカリフォルニアに限った話ではないかもしれないということ
である。その場所を探る為のヒントという意味でも、本稿の内容を参照頂けたら幸甚である。

90
91

日経 XTECH 「富士通が商用化、「量子計算を超えた」専用機の実力」(2018.6.11)
Wikipedia より
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（出所）みずほ銀行カナダ支店作成
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（出所）みずほ銀行カナダ支店作成
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<Memo>
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