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コグニティブ・コンピューティングヘの
飽くなき探究心
IBM 東京基礎研究所では、近年、コグニティブ・コンピューティングに関する研究開発にさまざまな角度から取り
組んでいます。その中から今回は、2 人の研究員、浅川智恵子と恐神貴行の取り組みをご紹介します。
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図 1. 浅川が NavCogを試している様子
YouTube : https://youtu.be/w17iS0AJHjU

60

自分の夢である実世界を“再び見る”、
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図 2. 数理科学で神経細胞を模倣した恐神研究員

今回公開したオープン・プラット

図 3. SCIENCE のビットマップ・イメージ
（1 をなぞるとSCIENCE が表される）
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。
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という学習
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再現することができました（図5）
。

図 4.「SCIENCE」の出だしのパターンを
入力し、DyBM が 2 通りの並べ方で
「SCIENCE」を再現［4］

図 5. 人類の進化のイメージをDyBM が学習［4］
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図 6. DyBM が音楽を学習［4］
YouTube : https://youtu.be/vCcR3ii9FkA
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