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Abstract:  This article first presents the introduction of LIFE which existed between 1989 and 1995 and was active as 
a leading international research institution. Then some selected researchers, who joined into various projects conducted 
by the institute, and the leading adviser, Prof. Michio Sugeno, discuss about the legacy of LIFE from the viewpoints of 
prospective intelligent informatics and systems. This event will be managed as a panel discussion where many young 
researchers shall be welcomed as the audiences.  
 
１. はじめに 
 LIFE－技術研究組合国際ファジィ工学研究所、そ

れはわが国がファジィ理論の工学的基盤、応用に関

して、世界をリードして 1989 年から 1995 年にかけ

て展開した産官学によるプロジェクトである。横浜

港大桟橋の近くの集中研を本拠地として延べ 66 人

の研究員により活発な活動が行なわれた[1,2]。 
今回の企画は、LIFE終了後10年を経たのを機に、

その足跡を振り返り、これからの知的情報処理、知

能関連分野で活躍される若い方々にも LIFE の目指

したものは何だったのか、挑戦しどこまで到達でき

たのかを知ってもらい、これからのこの分野の発展

の一助になることを願ってパネル形式の報告会とし

て実施するものである。 
ここでは、6 年間の LIFE の活動の中でそれぞれ参

画期間は異なるものの、研究員として果敢に新たな

研究課題に取組まれた方々、また、LIFE の設立・活

動を主導された菅野道夫教授（当時、東京工業大学）

に、あらためて当時を振り返っていただき、その苦

労も含め、次世代の方々に伝えたい思いを、それぞ

れ、ご自身の言葉で語っていただくことにしている。 
ただ、６年間にわたり所長として LIFE 活動の先

頭に立たれた寺野寿郎氏が本年２月に 82 歳で亡く

なられ、本企画にお迎えできなかったことは残念で

あり、ここにご冥福をお祈りしたい。 
 以下には、LIFE 研究活動の概要について中村（

後の２年間、副所長）が紹介し、その後にパネル討

論でお話しいただく元研究員の方々の思い、そして

菅野道夫教授のメッセージを掲載する。本パネル討

論の司会には本学会長の鬼沢武久教授をお迎えして

いる。本稿のむすびは山田が記している。 
 
２. LIFE 研究活動の概要 

LIFE 設立時は、「ファジィ」への産業界からの関

心と期待が高く、これに関連研究者の強い研究意欲

を踏まえて、通産省（当時）が動き、参加企業 48

社による技術研究組合として発足した。これと同時

に、本学会の前進である日本ファジィ学会も設立さ

れ、その事務局も LIFE 設置期間中はその中に置かれ

ていた。もちろん LIFE は当学会員の多くの先生方、

企業などに支えていただいた。 

その研究活動の概要を述べるに当たり、公的な報

告書や出版物に記載の要約ということではなく、そ

の活動に関わった一員の視点での理念的な側面の紹

介とする。 

一言でいえば、その活動内容は、「ヒューマンフレ

ンドリ･システム」への人間の柔軟な知のファジィ技

術による展開というのが第一義的な目標であった。

そして、その活動理念は、Fig.１に示すように３人

の個性的な学術的志向・信念に支えられたものでは

なかったかと思われる。L.A.Zadeh はファジィロジ

ックをベースにソフト・コンピューティングを掲げ、

柔軟な計算処理概念をリードした。菅野道夫はファ

ジィ測度と積分論でファジィ理論の一つの核を築き、

さらに知の根源である言語、とりわけ日常言語コン

ピューティングへの明確な志向を提示していった。

寺野寿郎はわが国におけるシステム工学のパイオニ

アであり、人間を支援し、人間と協調するシステム

への強い思いをもち続け、ファジィはそのために不

可欠なパラダイムと考えた。実際、LIFE の研究活動

は直接的な指導・助言という形でもこの３人の方に

依拠していたといえよう。 

これらの３つの指導理念の融合が、当時の産業界

の短期的な関心であった「ファジィ制御」にとどま

らず、今日の知能情報志向の技術動向の魁となり、

その先導的成果を示し、また現在の本学会の中核と

なる人材を育成することになったといえよう。 

実際、LIFE６年間の研究プロジェクトは、ファジ

ィ・エキスパートシステム、自然言語のファジィ処

理などを含む Fuzzy Computing(PC)、連想記憶をフ

ァジィ推論や概念ファジィ集合に展開した Fuzzy 
Associate Memory(FAM)、定性的情報活用の Decision 
Support Systems(DSS)、対話による意図推論やユーザ

モデル活用の Intelligent Interface(IF)、言語媒介によ

る Image Understanding(IU)、人間と複数のロボット

の協調作業をねらった Intelligent Robots(ROB)など

であるが、Fig.1 内に位置づけてみた。 
次節では、LIFE の研究理念あるいはこれら研究プ
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ロジェクトにおける特質、達成点、今後への期待な

どについての、パネル各参画者からの思いを順次述

べてもらっている。 
 
３. 各パネラーからのメッセージ 
 

(1) LIFE から得たもの：菅野道夫(LIFE アドバイザ

ー，同志社大学文化情報学部) 

 LIFE 終了後 10 周年の行事に当たって、所長を勤

められた寺野寿郎先生とご一緒できないのは誠に残

念である。LIFE 誕生のいきさつについては本学会誌

の寺野先生への追悼文でも触れた。基盤技術促進セ

ンターの出資金でファジィの研究プロジェクトの立

ち上げを当時の通産省電子政策課が企画していた。

分厚い書類を整えて、審査委員会に臨んだところ、

それまでは特に反対していなかった、委員長である

人工知能の大家が突然設立に反対した。曰く、「ファ

ジィは小手先の技術である、ファジィ制御が用いら

れているのは小さいシステムだけである」。当時、フ

ァジィの家電応用はまだなされておらず、国外では

セメントキルンの制御、国内では仙台市の地下鉄制

御、浄水場の制御が見られるくらいだった。それこ

そ大規模システムにのみ応用されていたのである。

小手先の技術で安全第一の地下鉄を動かすことはで

きなかったであろうし、市民の飲み水を供給する浄

水場も小手先の技術で操業することはできない。委

員長のこの発言でファジィプロジェクトは没になり、

代わって通産省は予算規模を倍にして、50 社からな

る技術研究組合 LIFE の形で、計画通り 1989 年 4 月

にファジィのプロジェクトをスタートさせたのであ

る。 
 LIFE 時代、私は「ファジィコンピューティング」

に関心があった。これはザデー先生の「言葉による

コンピューティング」に通底するものである。ヒト

の知は言語によるということから、「知的コンピュー

ティング」と呼んでいたこともあった。言葉による

ファジィコンピューティングを実現しようと、LIFE
の始まる前に模型自動車を音声指示で動かす研究を

していた。成果を 1987 に東京で開催された第２回

IFSA 国際会議でデモンストレーションしたところ、

好評を博した。そこで、同じアイデアをもっと難し

いシステムに応用しようと考え、ヘリコプターを選

んだ。６自由度を持ち、本質的に不安定な無人ヘリ

コプターを地上からの音声指示で飛ばすというプロ

ジェクトである。スタートしたが研究費が全く足り

ず困っていた時、LIFE の 1 プロジェクトとして実施

させていただけることになった。無人ヘリコプター

のファジィ制御の研究は結局 LIFE 後も続け、2000
年 3 月まで 10 年間に及んだ。実現したシステムは、

（１）曲芸飛行を除いて、離着陸を始めほとんどす

べての 3 次元飛行を音声指示で行うことができる、

例えば「もっと早く飛べ」という指示も可能、（２）

GPS を用いナビゲーション飛行が可能、音声制御と

組み合わせることができる、（３）画像フィードバッ

ク制御により、着陸、ホバリング、移動物体のトラ

ッキングなどができる、音声飛行、GPS 飛行とも組

み合わせが可能、などの能力を持っていた。LIFE 時

代に（１）および（２）の半分くらいを達成できた。

ヤマハ発動機の機体 RMAX を用いたこのシステム

は 2000 年４月に噴火した有珠山の観測、その後、三

宅島の観測にも用いられた。 
 このように、ファジィコンピューティングは LIFE
時代に言葉による制御という形で実現されたが、こ

の成功を契機に更に一般化した知的コンピューティ

ングを経て、LIFE 後の「日常言語コンピューティン

グ」の発想につながって来た。日常言語コンピュー

ティングとは普通の言葉ですべてのコンピューティ

ングを実行・管理するというパラダイムである。選
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Fig. 1  The three prominent figures composed the conceptual frame on research activities for LIFE  
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択体系機能言語学の創始者ハリデーは「意味のコン

ピューティング」と表現するが、この謂いに深く感

銘を受けた。つまり、言葉で動かすというのは実は

意味で動かすと言うことなのである。ヒトの言語は

意味を表現するシステムである。この意味は語彙文

法システムによりテクストとして表現される。日常

言語コンピューティングの枠組みは、（１）コンピュ

ータに意味と語彙文法のシステムを実装し、テクス

ト理解と生成を行う、（２）すべてのコンピュータア

プリケーションを言語化する、このことにより、（３）

コンピュータを意味で駆動する、（４）コンピュータ

間通信も言語プロトコルにより言語で行う、という

ものである。 
  理化学研究所脳科学総合研究センターで５年間、

「脳型コンピューティング」（ヒトの脳は言語に基づ

くコンピューティングを行っている）という形で日

常言語コンピューティングの研究を行う機会を得て、

2004 年にデモシステムを構築するまでに至った。顧

みれば、この研究も LIFE 時代のファジィコンピュ

ーティング、無人ヘリコプターの音声制御の研究が

発端となっている。 
 
 (2) The Legacy of LIFE – the decade after :       
Dr. Andreas Bastian (LIFE: Fuzzy Computing 
Project) 

LIFE was a high-profile, closely watched and 
monitored mile-stone in the history of fuzzy logic. It was 
a timely launched activity, riding on the back of the 
success of the Japanese economics and technology 
advancement, the strong positive image of MITI, 
charismatic figures in the Fuzzy-Logic “scene” in and 
outside Japan, and an eagerness of the public to explore 
the technology road. 

Looking back, it is certain that this kind of global 
research center could not be repeated in this decade. Also, 
the lessons learned from LIFE are of mixed nature – 
positive and negative. 

What are the negative lessons from LIFE? 
1. The expectations of most industrial members of 

LIFE were not met. 
2. The theoretical insights from the research 

conducted at LIFE were not as big as expected by 
the scientific community. 

3. Internal quarrels damage the performance. 
What are the positive lessons learned? 

1. Given a good PR and dedication, technology can be 
put on top of the agenda of industries. 

2. A center of excellence as global hub for a scientific 
development is possible. 

From my point of view, the decade after LIFE was a 
decade of decay in attention, financial founding and 
product development. Most of the fuzzy-oriented 
companies have changed their business plans and 
orientation. Fuzzy logic is no longer a selling point, but 
an established tool. 
 

(3) 深海 悟（LIFE:第2研究室 意思決定支援システ

ムプロジェクト，大阪工業大学 情報科学部 情報シ

ステム学科） 

LIFE第２研究室・意思決定支援システムプロジェ

クトでは、計数情報のみならず言語情報をも入力と

し、計数情報と言語情報を融合した上で有益な意思

決定支援情報を出力するシステムについて取り組ん

だ。また具体的な実証評価対象として、外国為替取

引支援システムをとりあげた。その理由は、外国為

替の相場は、様々な経済指標(計数情報)のみならず、

各国通貨当局要人の発言等のニュース（言語情報）

によって影響されることが多く、我々の目的に適し

ていると考えたからである。 

この研究目標はある意味で非常に野心的であり、

LIFEの貢献もなかったわけではないが、10年たった

今でも本質的には解決できていないというのが 

実情であろう。しかしながら、言語の意味情報処理

という大きな問題にファジィの側面から本気で取り

組み、その先鞭をつけたという面では充分評価に値

すると考えている。 

 

(4) 山口 亨（LIFE:ファジィ・ニューラルネットワ

ークプロジェクト，首都大学東京 システムデザイン

学部 情報通信システム工学コース） 

LIFEにおける目標は、ファジィニューロの帰納的

学習能力に目をむけ、１)人間のスキル動作の獲得か

ら ２)ジェスチャーコマンドの認識、さらに、３)

人間動作からの意図認識・意図理解 であった。こ

れらの１）、２）までは何とかまとまったが、３）

に関しては、「状況依存性」の問題があり、簡単に

は解決できない。このため、当時、副所長であった

高木友博先生ら、諸先生方に相談しCFS（コンセプチ

ャル・ファジィ・セット）のモデルを提案し状況依

存性の問題に挑戦した。このCFSは、１０年後 

の今日も、ネットワーク・インテリジェンスにおけ

る情報共有のための人工オントロジーのモデルとし

て活用している。先日の国際会議で、このCFSを活用

した人間の意図認識（ドライバーの運転時意図認識）

に関し、ザデー先生から大変興味深いとのお言葉を

頂き、LIFEにおける研究の日々を思い起こし、本当

にありがたい日々であったと感じている。 

 
(5) Toward Information and Knowledge Management 
for Global Society : Atsushi Inoue (LIFE: Fuzzy 
Computing project, School of Computing and 
Engineering Sciences, Eastern Washington 
University) 

Many people consider the Internet as the global 
infrastructure in the new century.  Indeed, this 
infrastructure has made many significant impacts in our 
daily lives by providing and receiving various services 
such as banking, shopping and news.  Further, such 
services are being used by people from anywhere in the 
global world.  Human centric information technologies 
that take into such globalization account are crucial for 
ordinary people to use such services effectively and 
efficiently. 

LIFE pursued many projects under the main theme of 
Human Friendly Intelligent Systems and aimed at the 
development of future intelligent systems capable of 
more natural collaboration and communication with 
human beings rather than systems for immediate use.  
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In fact, we may observe that much functionality 
developed as a result of LIFE projects (e.g. indication of 
useful alternatives in responses by a system, controls of 
home appliances in natural language, intelligent robots 
collaborative with human beings, and road navigation 
with linguistic description) is indicative of the recent 
information technologies.  Unfortunately their primary 
methodology, Soft Computing, has not yet necessarily 
been utilized in such information technologies as this 
should be. 

The Internet trivially promotes further globalization 
as a consequence of its popularity and the accessibility to 
massive information and knowledge.  Many new issues 
such as security and privacy have arisen.  As a 
consequence, a major breakthrough of information 
technologies is highly demanded.  I strongly believe 
that Soft Computing should play pivotal roles of 
information and knowledge management for the global 
society knowing its intrinsic advantages including, but 
not limited to, summarization, means of correspondence 
between linguistic and numeric expressions, 
context-dependency, and representation of human 
perception. 
 

(6) 愛須英之（LIFE: ロボットプロジェクト，（株）

東芝 研究開発センター システム技術ラボラトリ） 

LIFEでは、後半の３年間、Robotプロジェクトのメ

ンバとして、人と共生できるロボットの実現をコン

セプトに研究活動に従事しました。人と共生するロ

ボットとは、人と一緒に作業したり遊び相手となる、

家庭や福祉を目的としたロボットのイメージです。

プロジェクトのデモ用の成果物としては、人の操縦

するロボット（マイクロマ 

ウス）と複数台の自律型のロボットが協調して物を

運んだり並べたりするシステムを開発しました（私

はハードウェアに弱く、開発では脇役でしたが…）。 

当時はAIBOなどに始まる今の「癒し系」ロボット

ブームが始まる少し前の時期であり、ロボットと言

えば実用本位が当たり前でした。今振り返ると、目

の付け所は結構良かったのではないでしょうか。ブ

レーンストーミングでは、ロボット集団にサッカー

などのスポーツをさせるという、現在のロボカップ

に近いアイデアも飛び出していたのを思い出します。 

このように、LIFEとは、私にとっては、自由奔放

なアイデアが飛び交う（良くも悪くも）おもちゃ箱

のような組織でした。これは、故寺野先生の御人柄

も反映されていたのだと思いますし、集まってくる

メンバーやアドバイザーの先生方も、皆強烈な個性

を持つ方々ばかりでした。自分としては、大変良い

経験をさせて頂いたと感謝しております。 

まだバブルの残り香のあった１０年前と比較する

と、現在は何となく閉塞感が漂っており、特にエン

ジニアの間でその傾向は強いのではないかと感じて

いますが、逆に、LIFEのように、夢を語り合い熟成

する場が必要とされているのかも知れません。 
 
４. おわりに 
 パネラーの方々はもちろんであるが、実は本セッ

ションの企画者達もまた、全員が LIFE の元研究員

である（司会の鬼沢先生は除く）。そして、LIFE 設

立を主導された菅野先生、シンシナティ大学で教鞭

をとられていたラレスク先生、工業技術院製品科学

研究所の室長を兼任していた中村を除けば、全員が

企業からの派遣研究者でもあった。LIFE 解散後ある

いは派遣終了後にほぼ全員が企業に戻っているが、

何年かして大学に転出したものが多いことは、パネ

ラーや企画者の現在の所属を見ればわかるだろう。

しかし、ここに名前のない元研究員の大半は、現在

も派遣元の企業で研究者、エンジニア、管理者とし

て頑張っていらっしゃる． 
企画者としては、当初、今も派遣企業に在籍され

ている元研究員の方々に、もっと大勢パネラーとし

て参加して頂き、企業での現在の立場から、当時の

研究について振り返って頂きたかった。それが実現

すれば、もちろん、当時我々が行っていた研究や、

その後大学に転出した我々の研究に対する厳しい言

葉が待っていたであろうことは承知している。しか

し、実用技術の開発に関わっている昔の仲間達から、

現在のファジィ研究に対する厳しい言葉を聞いてみ

たかったというのは、以前はビジネス貢献を目的と

した研究を行っていた我々の、偽りのない気持ちで

ある。今回のパネラーには、残念ながら一部の方し

かお呼びすることができなかったが、セッション終

了後に予定されている懇親会（同窓会）が今から楽

しみである。 
 
 

参考文献 
[1] 国際ファジィ工学研究所編:ファジィ技術の先端

的応用，日刊工業新聞社, 1993. 
[2] 国際ファジィ工学研究所編:ファジィ思考による

知的情報処理，コンピュータ・エージ社, 1995. 
 
 
連絡先 
山田 耕一 
長岡技術科学大学経営情報系 
〒940-2188 長岡市上富岡町 1603-1 
TEL: 0258-47-9359 
FAX: 0258-47-9350 
E-mail: yamada@kjs.nagaokaut.ac.jp 

- 289 -


