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「ロボットへの応用に向けたAIの品質」特集について
　人間のように振る舞う，知能を持ったロボットは，フィクションにおいてなじみのある描写であるが，現実世界において
も知能を担う認識や予測などの高度なタスクを実現するための技術（AI技術と表記）には現在も関心が寄せられている．
　案内・介助などのサービスや，コミュニケーションを目的としたものにとどまらず，自動運転車やドローンなどを含めた
自律的な機械が社会で活躍するには，AI技術が「正しく」動作する，言い換えると一定の品質が確保されていることが要求
される．一例を挙げると，AI技術を利用したソフトウェアとして，深層学習による機械学習が盛んに研究されている昨今で
あるが，機械学習を含んだソフトウェアの問題を早期に発見して対処できることは品質の向上に資するであろう．しかし，
深層学習モデルは従来のソフトウェアとは異なる側面もあり，さらなる研究が望まれる（例えば，解説「自動運転システム・
AIシステムへの自動テスト生成・自動デバッグ技術の展開」などを参照されたい）．
　そこで，本特集では，ロボットともかかわりの深いAI技術そのものの品質を確保するための取り組みについて，ソフトウェ
アの側面を中心に取り上げた．実際の研究事例としては，自律的なシステムのテストや修復，検証，制御，そして説明可能
性の視点から，またAIの品質に関するガイドラインや標準の策定に向けた取り組み，さらにはロボットを用いた教育への取
り組みまで，各方面で活躍される執筆者の方々に幅広く解説いただいた．実用的なロボットを考えるうえでの一つの視点を
提供できれば幸いである．
　最後に，ご多忙にもかかわらず執筆を快く引き受けて下さった執筆者の方々に感謝の意を表したい．�（吉井章人　富士通）
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