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第 27 回豊田理研懇話会を、下記の予定にて開催させていただきます。 

今回は、東京大学先端科学技術研究センター所長・教授 神崎亮平先生にご講演をお願い 

いたしました。 

皆様の参加をお待ちしております。 
  

 日時  2022 年 3 月 22 日（火） 13：10～15：00 
   会場  豊田理化学研究所 井口洋夫記念ホール内 井口ホール 

または、オンライン 
   主催  公益財団法人 豊田理化学研究所 

   協賛  株 式 会 社  豊田中央研究所  
 

講師  神崎亮平 氏     東京大学 先端科学技術研究センター所長・教授 

演題 「昆虫から学ぶ生物知能 
―昆虫のセンサと脳システムを規範とした匂い源探索ロボット―」  

 
概要  動物は、環境との相互作用、すなわち進化によって獲得したセンサや知能を駆使して、環境下

で発生するさまざまな課題を解決する。環境下にはわれわれの検出域を超えた多くの感覚情報に富む。

動物はそのような未知の情報を検出するセンサ、そして情報処理装置である脳により課題を解決する。

このような生物が進化により獲得した知能（生物知能）は、人類が創造した科学技術とは異なる課題解

決法を導く可能性がある。なかでも昆虫は全生物種の５０％以上を占め、ヒトの１００万分の１のスケール

の脳により解決を図る。生物知能には、自然と協調し共存するための手法が潜んでいると考えられる。

昆虫が進化より獲得した生物知能を解明し、活用することは、人類が自然と協調し、共存するための 

新しい科学や技術を提供する可能性がある。 

講演では、昆虫の匂い源探索を中心に、生物知能について紹介する。匂い源探索は、従来の科学

技術的なアプローチでは解決が困難な課題である。 
 

 
 



＜講演者紹介＞ 
 
 
 
 
 
 
 

 

神崎亮平 氏 
神崎亮平 KANZAKI Ryohei 

1986 年に筑波大学で博士（理学）を取得。アリゾナ大学神経生物学研究所博士研究員（1987-1990）、 

筑波大学生物科学系教授を経て、2004 年より東京大学大学院情報理工学系研究科教授。2006 年より 

東京大学先端科学技術研究センター（先端研）教授。2016 年より先端研所長。日本比較生理生化学会

（JSCPB）会長（2012-2015）。ミラノ・ビコッカ大学名誉学位（コンピュータサイエンス）(2019)、和歌山県文化

賞(2020)。2021 年より JST さきがけ「生体多感覚システム」研究総括を務める。また、2017 年より JST ジュニ

アドクター育成塾の推進委員長。 

 

TITLE: Biological Intelligence Learning from Insects 
~ Odor Source Searching Robot Based on Insect Sensory and Brain System ~ 
 
 

ABSTRACT:   Animals solve various issues that arise in the environment by using sensors 
and intelligence which have been acquired through interaction with the environment i.e., 
evolution. The environment is rich in sensory information that is beyond our detection range, 
and animals solve issues by using such unknown information. The intelligence that 
organisms have acquired through evolution (biological intelligence) may lead to 
problem-solving methods that differ from the science and technology created by humans. 
Insects are most diverse and abundant animal group that occupy more than 50% of all 
known species, and they solve issues with brains that are one millionth the size of human 
brains. Biological intelligence is thought to contain solutions to cooperate and coexist with 
nature. Elucidating and utilizing the biological intelligence that insects have acquired 
through evolution may provide new science and technology for human beings to cooperate 
and coexist with nature. In this talk I will introduce the biological intelligence focusing on 
odor-source searching by insects. Odor-source searching is a highly difficult issue to solve by 
conventional science and technological approaches. 

 
PROFILE: Ryohei Kanzaki received his Ph.D. from the University of Tsukuba in 1986 and 
was a postdoctoral fellow in neurobiology at the University of Arizona (1987-1990). After 
serving a professor at University of Tsukuba and the University of Tokyo, he has been a 
professor at the Research Center for Advanced Science and Technology (RCAST), the 
University of Tokyo since 2006. He has been the director of RCAST since 2016. He was the 
president of the Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry (JSCPB) 
(2012-2015). He received an honorary degree in computer science from the University of 
Milano-Bicocca (2019) and the Wakayama Prefecture Culture Award (2020). He is a 
Program Officer of JST PRESTO "Multisensory Integration n Biological Systems" from 
2021.He is also the chairman of the committee for the promotion of Fostering 
next-generation Scientists Program from 2017. 


