
人工知能とは何か，
人工知能で我々の暮らしはどのように変わるのか

1謝辞：この資料では「かわいいふりー素材集 いらすとや」のイラストを使用しています

人工知能を演習と実践で学ぶシリーズ

金子邦彦



１．人工知能（AI）とは

2



人工知能の例

• 人間の「目」をコンピュータ
で再現

• 人がどこか？ 自転車がどこ
か？ をコンピュータが探す

•人や自転車の画像をたくさん
集めた画像からの学習

人工知能（AI）が学習済み
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元写真

コンピュータによる結果 (SSD Kerasの動作画面)



１．人工知能（AI）とは

コンピュータが，人間の知性を示すよう
になってきた

・記憶

・計算

・判断

コンピュータが，学習により，その知性
を成長させることができるようにもなっ
てきた
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まとめページ



２．技術革新（イノベーション）
と社会変化
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産業革命 イギリス 1760年台～1830年台

• 新技術の創出

紡績機、錬鉄の大量生産、蒸気機関

• 社会全体への波及効果

交通革命（鉄道、蒸気船、運河）、

工業（製紙、科学、建材）の進展、

• 生活、文化の変化

商工業（特に鉱業）従事者の激増、

手工業の駆逐、

階級分化（労働者、地主、中流）
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情報革命 1940年台～2010年台

• 新技術の創出

インターネット、情報通信機器

• 社会全体への波及効果

「情報」が、土地や、工場の支配的

地位を上回る

• 生活、文化の変化

情報産業の誕生、

「スマホが手放せない」時代、

誰もが情報発信できる時代、

世界とつながり、交流できる時代7



情報革命の例
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そろばんは駆逐

情報革命の本質は：

・省力化（退屈な作業からの

人間の解放）

・情報の支配者の誕生

・サービス向上とともに、

情報の支配者が持つ支配力

強化の方向へ



２．情報革命の成果
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まとめページ

実世界とサイバー世界の融合（サイバー
フィジカル）

実世界に張り巡らされたセンサーネット
ワークの情報から、新しい社会サービス
を生み出す

実世界 サイバー世界

農林畜産業、
医療、

ヘルスケア、
製造業、
都市交通、
電力 など センサー

データ

サービス
提供

分析、
予知・予測

センサー センサーの設置

センサーで計測され
た距離画像

人間の通過記
録

人感センサー実験



３．人工知能と私たちの暮らし
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人工知能 (AI) による革命 1950年より進行

• 新技術の創出

高性能コンピュータ、機械による学習、
人工知能

• 社会全体への波及効果

・「体系化可能な職業」は機械により

自動化。

・新産業分野の創出も。

• 生活、文化の変化

富の分配、余暇、生活・文化の在り方
に大きな変容が予想される 11



３－１．「人工知能」でできること
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自動運転
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• 自動運転車は，人工知能 (AI) を持
つ

• 人工知能 (AI) は、外界の情報を収
集蓄積しながら、学習を行う。

「車の前にボールが飛んで来た
ら止まる」
「実際の道路はこうなっている」



危険高所作業
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• 危険作業はたくさんある
高所、騒音、粉塵、暗所、
たくさんの往来

• 自然災害の場も危険

• 調査などは、ドローン＋人工知能
（AI）が代行できるかも

• 人工知能（AI）が、経験を積み、
調査、発見に上達する可能性も



製造現場での応用

• 設計図と、人工知能 (AI)

でシミュレーション

製品の天気予報

「いつまで使えるのか」

「いつ点検が必要か」

「どのように古くなっていくのか」

「どこが最初に壊れそうか」
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スタンフォード大の読書テスト

10万個以上の質問に、人工知能 (AI) が答
える．ついに、人間のスコアを上回る．

2018年1月15日のニュース

質問
What company was formed by the 
merger of Sky Television and 
British Satellite Broadcasting?

正解
BSkyB
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人工知能を使ってイラストを描く AutoDraw

Webで体験できる
https://www.autodraw.com/
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人間がイラストを描く
コンピュータが候補を出す 完成



いまの人工知能 (AI) で、できること

•音声認識 （人の声を「文字」化する）

•画像解析 （画像の中から、「もの」を見つける）

•創作

•欠損の補充

•予測

•自動運転車

•翻訳

18



３－１ 人工知能（AI）でできること

・人工知能 (AI) とは、

機械が、人間の知性を示すこと

・「人間の知性とは何か？」という永遠の謎

を解くヒントになるかもしれない

・「コンピュータに人間の仕事を代行させたい」と
いう夢もかなう

まとめページ
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３－２．人工知能について、
再確認しておきたいこと
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①技術は急激に進歩する

• いまの人工知能 (AI) は発展途上．現在、急激な進歩の気配

• 人工知能 (AI) は、学習による上達という能力を持つ

• 莫大な量のコンピュータが普及し、莫大な量の情報が集まり、
莫大な量の学習が始まっている

自宅にも、会社にも、自動車にも、飛行機にコンピュータ

• 技術の発展 → 社会の変革 → 収益 → 新たな技術投資

の強烈なサイクルが開始している気配がある
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②実は、人工知能 (AI) は、浸透している

会話ができる

スマートフォン

人工知能をう
たったロボット
掃除機

天気予報、買い物、

音楽などを助けてくれる

装置（スマートスピー
カ）
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③人工知能 (AI) は、雇用を失わせる
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工業用ロボットにより、
1990年から 2007年の間に、
米国で 67万人の雇用が失われた
という調査結果も
(米国・国家経済研究局)

◆超高失業率時代の到来？
（働きたくても、仕事が全く

ない）

それとも

◆人々が「生活」のためでなく
「喜び」のために働く時代の到
来？



④多くの研究者は 2040年までに、人工知能(AI)
が人間を超えると信じている

機械が、人間が行っていた作業を、人間の手を借りずに、人間
の労働者よりも、上手に安価に行えるようになること
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Alstom testing automated freight train in the Netherlands - BBC News
http://www.bbc.com/news/technology-42782287

自動運転貨物列車のニュース (2018年1月)

マイクロソフトがテキストから画像を生成する
技術をアナウンス (2018年1月)
「黄色い体で、黒い翼を持ち、短いくちばしの鳥」

https://blogs.microsoft.com/ai/drawing-ai/

http://www.bbc.com/news/technology-42782287


⑤人工知能 (AI) は３つのタイプに分かれ進化
するという説がある

１．どんな「質問」にも、正確に答えてくれる人工知能 (AI)

２．命令されたこと、命令通りに実行する人工知能 (AI)

３．目的の達成にために、最善な方法を自分で探す人工知能

(AI)
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人口知能 (AI) での学習

• 人工知能 (AI) は、学習による上達の能力を持つよう
になった

従来型のシステム

プログラム（コンピュータの実行手順書）通りに動
く

人工知能 (AI) を備えたシステム

大量のデータの中から「パターン」を見つける

長年の経験を積むことで、特定分野の目利き、洞察
力が上達する

という人間の知的能力になぞらえることも。

26



人口知能 (AI) の歴史

• １９５０年代 人工知能 (AI) の勃興

ルール、推論、AならばB、BならばC

• １９８０年代 「学習による上達」の技術が誕生

• ２０１０年代 ニューラルネットの技術革新により

「学習による上達」が画期的に進展
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人間の知性と、コンピュータの知性は違う

• 人間の知性とは何か？

その仕組みは何か？

それはいまだに謎

（脳細胞は１００億個

とも言われるが・・・）
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• 「人間の脳細胞を模した
い」という夢から考案され
た「ニューラルネット」

• 数十層，数千個規模の脳細
胞らしきもの（＝ニューラ
ルネット）によって、知性
らしきものを、コンピュー
タが発揮するように



本質的に人工知能が苦手な分野

• めったに起きない事象の予測

自動運転車

前にいるのは「人間」か「犬」か できそう

前の人が、何かの身振りをしはじめた 苦手

• 人とのコミュニケーション

他者の理解、他者との協調、説得、交渉、温かいサービス

• 抽象的な概念などを扱うもの

芸術、哲学、神学、歴史学
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３－２ 人工知能（AI）について再確認して
おきたいこと

① 技術は急激に進歩する

② 実は，人工知能（AI）は，すでに浸透している

③ 人工知能（AI）は，雇用を失わせるし，新しい
産業を生む

※ 体系化可能な仕事は，人工知能による手

伝い（人間と人工知能の共働）に向く

④ 多くの研究者は，２０４０年までに，人工知能
（AI）が人間を超えると信じている

⑤ 人工知能（AI）は，３つのタイプに分かれて進
化するという説がある

まとめページ
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「体系化可能な職業は何か」の洗い出しも始まっている

• 事務（一般、医療事務、学校事務、行政事務、経理事務、人事事務、貿易事務、保険事務、郵便
事務）

• 製造、組み立て、仕上げ（通信機器組み立て、NC旋盤、加工紙、カメラ組み立て、機械木工、金
属加工、金属製品検査、金属研磨、金属プレス、ゴム製造、梱包、自動車組み立て、建築作業、
水産ねり製品、石油製品、製パン、製粉、製本、プラスチック製品成型、めっき、めん類製造）

• 窓口（銀行窓口、駅窓口、貸付、クリーニング取り次ぎ、日用品修理、包装作業、ホテル接客、
有料道路料金収受、レンタカー、コールセンター）

• 保守作業（石油精製、コンピュータ、発電所、プロセス製版、ボイラー）

• 設備維持管理（マンション管理、警備、検針、駐車場、道路管理、ビル清掃、列車清掃）

• 販売（レジ、小売りでのセールス、出荷、発送、清涼飲料ルートセールス。宝くじ）

• 運転運搬（トラック、タクシー、宅配、産業廃棄物、新聞配達、電車、路線バス、郵便仕分け）

• その他、給食調理、測量
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調査レポート：When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts
野村総合研究所は、6「人工知能やロボット等による代替可能性が高い100種の職業」より引用



ベーシックインカムのニュース

https://worldgovernmentsummit.org/images/default-

source/media-center/NEWS/2017/day-2_news-15.jpg

32

働くかどうかにかかわらず所得を最低保証
する「ベーシックインカム」の導入を各国
政府は検討しなければならないだろう と
述べる識者も

人工知能 (AI) ＋ロボットにできない仕事は
減る

業態は構造転換する
（例）自動運転車の登場 → 運送業の構
造転換



おわりに

• 仕事の自動化、雇用の消失

• 新産業の創出

• 社会構造の変化

• 生活、文化の変化

超高失業率時代なのか？ 人間はもはや働かなくて済む時代なの
か

・人間の知的能力を、機械が追い越す時代が、真剣に空想される
ように

「機械が、人間が行っていた作業を、人間の手を借りずに、人間
の労働者よりも、うまく安価に行えるようになること」

• 人類のグランドチャレンジ（人類の存続、資源の永続、紛争等
の廃絶、格差の解消、生物多様性の維持、地球環境の維持存続、
地球外への進出）
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関連 Web ページ

AI DATA VESSEL のページ

https://www.kunihikokaneko.com/a/ai.html
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人工知能とは何か，
人工知能で我々の暮らしはどのように変わるのか

（短縮版）

35謝辞：この資料では「かわいいふりー素材集 いらすとや」のイラストを使用しています

人工知能を演習と実践で学ぶシリーズ

金子邦彦（福山大学）



人工知能の例

• 人間の「目」をコンピュー
タで再現

• 人がどこか？ 自転車がど
こか？ をコンピュータが
探す

•人や自転車の画像をたくさ
ん集めた画像からの学習

人工知能（AI）が学習済み

元写真

コンピュータによる結果 (SSD Kerasの動作画面)



人工知能（AI）とは

コンピュータが，人間の知性を示すように
なってきた

・記憶

・計算

・判断

コンピュータが，学習により，その知性を成
長させることができるようにもなってきた



情報革命 1940年台～2010年台

• 新技術の創出

インターネット、情報通信機器

• 社会全体への波及効果

「情報」が、土地や、工場の支配的

地位を上回る

• 生活、文化の変化

情報産業の誕生、

「スマホが手放せない」時代、

誰もが情報発信できる時代、

世界とつながり、交流できる時代



情報革命の成果

39

まとめページ

実世界とサイバー世界の融合（サイバー
フィジカル）

実世界に張り巡らされたセンサーネット
ワークの情報から、新しい社会サービス
を生み出す

実世界 サイバー世界

農林畜産業、
医療、

ヘルスケア、
製造業、
都市交通、
電力 など センサー

データ

サービス
提供

分析、
予知・予測

センサー センサーの設置

センサーで計測され
た距離画像

人間の通過記
録

人感センサー実験



人工知能（AI）でできること

・人工知能 (AI) とは、

機械が、人間の知性を示すこと

・「人間の知性とは何か？」という永遠の謎

を解くヒントになるかもしれない

・「コンピュータに人間の仕事を代行させたい」と
いう夢もかなう

40



人口知能 (AI) での学習

• 人工知能 (AI) は、学習による上達の能力を持つよう
になった

従来型のシステム

プログラム（コンピュータの実行手順書）通りに動
く

人工知能 (AI) を備えたシステム

大量のデータの中から「パターン」を見つける

長年の経験を積むことで、特定分野の目利き、洞察
力が上達する

という人間の知的能力になぞらえることも。

41



①技術は急激に進歩する

• いまの人工知能 (AI) は発展途上．現在、急激な進歩の気配

• 人工知能 (AI) は、学習による上達という能力を持つ

• 莫大な量のコンピュータが普及し、莫大な量の情報が集まり、
莫大な量の学習が始まっている

自宅にも、会社にも、自動車にも、飛行機にコンピュータ

• 技術の発展 → 社会の変革 → 収益 → 新たな技術投資

の強烈なサイクルが開始している気配がある

42



②実は、人工知能 (AI) は、浸透している

会話ができる

スマートフォン

人工知能をう
たったロボット
掃除機

天気予報、買い物、

音楽などを助けてくれる

装置（スマートスピー
カ）

43



③人工知能 (AI) は、雇用を失わせる

44

工業用ロボットにより、
1990年から 2007年の間に、
米国で 67万人の雇用が失われた
という調査結果も
(米国・国家経済研究局)

◆超高失業率時代の到来？
（働きたくても、仕事が全く

ない）

それとも

◆人々が「生活」のためでなく
「喜び」のために働く時代の到
来？



④多くの研究者は 2040年までに、人工知能(AI)
が人間を超えると信じている

機械が、人間が行っていた作業を、人間の手を借りずに、人間
の労働者よりも、上手に安価に行えるようになること

45

Alstom testing automated freight train in the Netherlands - BBC News
http://www.bbc.com/news/technology-42782287

自動運転貨物列車のニュース (2018年1月)

マイクロソフトがテキストから画像を生成する
技術をアナウンス (2018年1月)
「黄色い体で、黒い翼を持ち、短いくちばしの鳥」

https://blogs.microsoft.com/ai/drawing-ai/

http://www.bbc.com/news/technology-42782287


人間の知性と、コンピュータの知性は違う

• 人間の知性とは何か？

その仕組みは何か？

それはいまだに謎

（脳細胞は１００億個

とも言われるが・・・）

46

• 「人間の脳細胞を模した
い」という夢から考案され
た「ニューラルネット」

• 数十層，数千個規模の脳細
胞らしきもの（＝ニューラ
ルネット）によって、知性
らしきものを、コンピュー
タが発揮するように



本質的に人工知能が苦手な分野

• めったに起きない事象の予測

自動運転車

前にいるのは「人間」か「犬」か できそう

前の人が、何かの身振りをしはじめた 苦手

• 人とのコミュニケーション

他者の理解、他者との協調、説得、交渉、温かいサービス

• 抽象的な概念などを扱うもの

芸術、哲学、神学、歴史学
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「体系化可能な職業は何か」の洗い出しも始まっている

• 事務（一般、医療事務、学校事務、行政事務、経理事務、人事事務、貿易事務、保険事務、郵便
事務）

• 製造、組み立て、仕上げ（通信機器組み立て、NC旋盤、加工紙、カメラ組み立て、機械木工、金
属加工、金属製品検査、金属研磨、金属プレス、ゴム製造、梱包、自動車組み立て、建築作業、
水産ねり製品、石油製品、製パン、製粉、製本、プラスチック製品成型、めっき、めん類製造）

• 窓口（銀行窓口、駅窓口、貸付、クリーニング取り次ぎ、日用品修理、包装作業、ホテル接客、
有料道路料金収受、レンタカー、コールセンター）

• 保守作業（石油精製、コンピュータ、発電所、プロセス製版、ボイラー）

• 設備維持管理（マンション管理、警備、検針、駐車場、道路管理、ビル清掃、列車清掃）

• 販売（レジ、小売りでのセールス、出荷、発送、清涼飲料ルートセールス。宝くじ）

• 運転運搬（トラック、タクシー、宅配、産業廃棄物、新聞配達、電車、路線バス、郵便仕分け）

• その他、給食調理、測量
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調査レポート：When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts
野村総合研究所は、6「人工知能やロボット等による代替可能性が高い100種の職業」より引用



ベーシックインカムのニュース

https://worldgovernmentsummit.org/images/default-

source/media-center/NEWS/2017/day-2_news-15.jpg
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働くかどうかにかかわらず所得を最低保証
する「ベーシックインカム」の導入を各国
政府は検討しなければならないだろう と
述べる識者も

人工知能 (AI) ＋ロボットにできない仕事は
減る

業態は構造転換する
（例）自動運転車の登場 → 運送業の構
造転換



関連 Web ページ

AI DATA VESSEL のページ

https://www.kunihikokaneko.com/a/ai.html
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終わりに

関連資料や教材は，次の Web ページで公開しています．

http://www.kunihikokaneko.com/dblab/intro/

その他，さまざまな資料を金子研究室 Web ページで公開
しています

http://www.kunihikokaneko.com/index-j.html
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http://www.kunihikokaneko.com/dblab/intro/
http://www.kunihikokaneko.com/index-j.html

