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――― ◇ ――― ◇ ――― ◇ ――― ◇ ―――

　ＭＩＴは、未来を形作るために、自らを変

革します。ステフェン ･Ａ ･シュヴァルツマ

ン氏から 3.5億ドルの寄付を得て、世界を変

えるブレークスルーとその倫理的なアプリ

ケーションの開発に対し史上初の 10億ドル

の投資を行います。

――― ◇ ――― ◇ ――― ◇ ――― ◇ ―――

　マサチューセッツ工科大学（MIT）は 10月

15日に、コンピューティングの普及と人工知能

（AI）の勃興によるグローバルな機会と課題に対

して 10億ドルを投資すると発表しました。この

イニシアティブ（構想）は、米国の学術機関が

コンピューティングと AI に対して行う唯一無二

かつ最大の投資であり、世界がコンピューティ

ングと AI の急速な発展に適応していく上で、米

国が指導的な役割を演じることを可能とするも

のです。

　この取組みの中核には、新設予定の “MIT 
Stephen A. Schwarzman College of Computing”
があります。これは、投資会社ブラックストー

ン・ グループの共同創設者であり、会長兼

CEO のシュヴァルツマン氏から贈られた3.5億

ドルの寄付により可能となったものです。

　MIT キャンパスに新設予定の建物に入ること

となるこのコンピューティング・カレッジは、

コンピュータ科学、AI、データサイエンス、そ

の他関連分野の学際領域的なハブとなります。

　このカレッジは、以下のことを目標としてい

ます。

国立情報学研究所　准教授

船　守　美　穂

MIT、新しいコンピューティング・カレッジに 10億ドル投資
―未来に向けて自らを変革―

○　MIT のあらゆる分野にコンピューティン

グと AI の恩恵が及ぶように、MIT の進む

方向性を再設定します。同時に、コンピュー

ティングと AI の未来が、他の分野の知見

により形成されることを可能とします。

○ 　このカレッジ内及び MIT の他の研究科

と共有する、50名分の教員ポストを新たに

設けます。これにより MIT のコンピュー

ティング及び AI に関わるマンパワーはこ

れまでのほぼ倍となります。

○ 　コンピューティングと AI の教育、研究、

イノベーションにおいて協働できるよう

に、MIT の5つのスクールに協働領域を設

けます。

○ 　あらゆる分野の学生が AI とコンピュー

ティング技術を責任をもって利用し開発で

きるように教育し、よりよい世界を実現で

きるように支援します。

○ 　コンピューティングと AI に関連する公

共政策と倫理的な配慮に関する教育・研究

を変革します。

　コンピューティング・カレッジを創設するこ

とにより、MIT は、社会を根幹から変えようと

しているこれらの技術が、倫理的にかつ責任を

もって発展可能となるようリードし、自らの国

際的なキープレイヤーとしてのポジションを強

化したいと考えています。技術から絶えず変革

の圧力を受け、急激に発達しつつある新たな地

政学的な環境のまっただ中において、このカレッ
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ジは、米国の競争力とセキュリティにおいて重

要なインパクトを与えます。

　「コンピューティングが世界を変えている中、

MIT はこれが万人にとって確実にプラスになる

ようにしたいと考えています」と L･ ラファエ

ル ･リーフ学長は述べています。「このような

ことを目標に、MIT は自らを変革します。MIT 
Stephen A. Schwarzman College of Computing
は、コンピューティングの教育と研究のグロー

バルなセンターであるとともに、パワフルで新

しい AI ツールの知的な工場ともなります。あら

ゆる分野の学生及び研究者がコンピューティン

グと AI を利用できるようになり、自身の分野

を進展させ、また逆にコンピューティングと AI
の進展に対して影響を及ぼせるようにすること、

また彼らの研究が人に対してどのようなインパ

クトを与えるかについて批判的に考えることが

できるようにすることも、同じぐらい重要です。

シュヴァルツマン氏の卓越した見識及び寛容に

より、よりよい世界へと通じる力強いアジェン

ダ（行動計画）の実行が可能となります。我々

の共通のヴィジョンに対する彼の尽力に対し、

深く感謝いたします」。

［出典］

✔ MIT News, “MIT reshapes itself to shape the 
future” (2018.10.15)

✔ Education Dive, “MIT plans $1B computing 
college, AI research effort” (2018.10.16)

✔ Chronicle of Higher Education, “MIT Plans 
$1-Bill ion Project to Develop Artif icial 
Intelligence — and to Tackle Challenges the 
Technology Will Create” (2018.10.15)

✔ Inside Higher Ed, “MIT Announces Plan for $1B 
Effort on Computing, AI” (2018.10.16) 

【 所 感 】
　このニュースは各種メディアで一斉に報じら

れましたが、MIT がどのような意気込みでい
るのかをお伝えしたく、ここでは敢えて MIT 
News の文面をご紹介しました。MIT が単に AI
の流行に乗っているのではなく、また単に巨額
の寄付を得たからではなく、デジタル時代に適
合した高等教育機関になるべく、真剣に自らを
変革しようとしているのが伝わったでしょう
か？
　東京大学の年間予算の約 4 割ともなる 10 億
ドルという投資額が巨大なのは勿論のことです
が、大学に新たなカレッジを設けること、しか
もこれが既存の部局と連携体制をとれるように、
学内の部局の構成や構造を再構築するというの
は、高等教育機関にとってとても大変なことで
す。既存のやり方を変え、従来の組織構造にお
ける既得権益を崩しつつ実行する必要があるの
で、いろいろな場面で抵抗があると予想されま
すし、また逆に新設部局に便乗しようという動
きも出てくるでしょう。しかも今回新設するカ
レッジは、大学の中核に据えるものとして構想
されているので、なおさら強い力のぶつかり合
いが想定されます。
　一方、この変革はデジタル時代における大学
教育のあり方として、極めて当を得ています。
サイエンス誌の記事によると、MIT プロボスト
のマルチン・シュミット氏は、「MIT 学部生の
約 4 割がコンピュータ科学またはコンピュータ
科学と別の何かを専攻している。それら学生の
需要に対して、MIT の 1,000 名の教員の約１割
でしかない教員で、コンピュータ科学関係の科
目を全て提供するのは、業務負荷が高かった」
と語っています。
　コンピューティングは、現状では MIT 工学系
研究科内の電気工学専攻及びコンピュータ科学
専攻の一部という扱いになっています。工学研
究科は MIT の 5 つの研究科の中で最も規模が大
きく、学部生の 7 割、大学院生の 45％がここに
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　MIT の構想は単に独立したカレッジを設置す
るだけでなく、これを大学の教育・研究の中核
に据え、他の研究科と連携させようという点で
先進的に見えます。現在、データサイエンティ
スト等、計算機処理に長けた人材の養成が急が
れ、どこの大学においてもこれに関連する教育
プログラムを作ったり、場当たり的なワーク
ショップや研修の機会を学内に設けていますが、
デジタル時代において、全教職員及び全学生が
必要なスキルとしてこれを組織的に教育できて
いる大学はありません。MIT は工科大学なので、
これへの対応がいち早くなされたと言えますが、
一方で総合大学においては対応がなおさら必要
です。人文・社会科学系の研究科では、場当た
り的にすらもそうした教育・研究プログラムを
持つことができない一方で、実際にはこうした
分野でも、データをハンドリングしたり、計算
をしたりする機会は日増しに拡大しています。
　それにしてもこの MIT News の記事、「米国
が指導的な役割を演じることを可能とする」「米
国の競争力とセキュリティにおいて重要なイン
パクトを与える」など、「お国のために」なるの
だという色彩がやけに強く感じられました。米
国の機関や人々は一般に独立性が強く、連邦政
府や州政府に対して無関心、もしくは盾突くぐ
らいの勢いなのですが、これは何なのでしょう
ねえ…。トランプ政権の影響でしょうか。それ
とも、米国では個人の政治献金額の上限が 2010
年に取り払われ、「スーパー PAC」と呼ばれる
政治資金の受け皿団体が大きな力を持つように
なっていますが、今回の寄付もそうした政治献
金とのバランスの上に成り立っていると思われ
るので、何らかの政治力学が背後に働いている
のでしょうか。
　この記事、MIT の先見の明のある取組みとし
て紹介したかったのですが、何となく「金と政治」
の匂いも背景に感じられました。

所属しています。
　MIT でチューリング賞を受賞した 7 人の教員
は連名で、「コンピュータ科学が電気工学の中に
あることに、もはや意味を見いだすことはでき
ません」「コンピューティングは、多くの専攻で
行き当たりばったり、かつ無計画に教えられて
います。このような非効率で分断的なアプロー
チは、教育の質を蝕みます」「コンピューティン
グのための新しいカレッジの創設を提言します」
という趣旨の公開書簡を昨年、MIT 大学当局に
対して送っていました。
　今回発表されたコンピューティングのカレッ
ジは、ここで指摘された問題に対応するもので
す。
✔ The Tech, “MIT Turing laureates propose 

creation of School of Computing” (2017.9.20)

　コンピューティングの組み入れ方は、米国
トップの研究大学においてそれぞれ異なります。
ジョージア工科大学、カーネギーメロン大学、
ペンシルバニア大学などではコンピューティン
グの研究科がすでに独立して存在するのに対し
て、スタンフォード大学やカリフォルニア大学
バークレー校では電気工学やコンピュータ科学
の専攻に含まれます。
　なおシュヴァルツマン氏の寄付 3.5 億ドルは、
投資総額 10 億ドルのうちの一部ですが、不足分
6.5 億ドルのうち 3 億ドルは、2016 年 5 月から
MIT が開始している寄附金キャンペーンにより
既に確保されています。ちなみに、このキャン
ペーンの目標額は 50 億ドルで、すでに 43 億ド
ルが集まっています。
　また、50 名の新設の教員ポストの半数はコン
ピューティング・カレッジの教員ポスト、残り
半分は他の研究科との連携教員ポストとなりま
す。
✔ Science, “MIT to use $350 million gift to bolster 

computer sciences” (2018.10.15)


