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メディアスケッチ株式会社 代表取締役
伊本 貴士（いもと たかし）
メディアスケッチ株式会社 代表取締役、サイバー大学客員講師。IoT、AI、ブロックチェーンの導入支援を行
う技術コンサルタントとして様々な企業との商品開発や研究開発に従事。また経済産業省主幹のIoT推進ラ
ボのメンターとして様々な自治体の支援を行っている。また、技術講座の講師や講演を全国各地で行ってお
り、日経新聞、日経BP社主催の講座における講師などを務める。著書は『IoTの全てを網羅した決定版 IoTの
教科書』（日経BP社）など。フジテレビ ホンマでっか！？TV（2018/7/4）に出演。

人工知能のインパクト
2016 年ごろより第四次産業革命時代と言われる

変革の時期に社会が突入したと言われています。
その主な要因は、IoT・人工知能・ブロックチェー

ンといった新しい技術を使って新しい製品やサー
ビスを提供する企業が世の中に登場したからと言
われています。

中でも人工知能は最も新しい価値を生み出し、
世界中の人々の生活を変えると言われていますが、
すでに 2018 年にはスマートスピーカーと呼ばれ
る製品が登場しました。

スマートスピーカーは、利用者の声を人工知能
により解析して命令を理解し、音楽を再生する、

家電製品を操作するなどの動作を行うものです。
人工知能の進化により音声解析はかなり高い精

度で手軽に導入できるようになっているので、こ
こ数年で家庭にある電化製品、セキュリティ製品

経営視点からの人工知能の捉え方と可能性

図表 1　Google のスマートスピーカー

出所：筆者撮影

Point
❶  人工知能があらゆる業界を再定義し、その結果ビジネスを取り巻く環境が激変する。
❷  人工知能の活用には、その仕組みを理解することが不可欠である。
❸  企業の最も優先すべき解決課題は、価値創造と人材育成である。
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などのほとんどが音声で操作できるようになるで
しょう。

このように人工知能はさまざまな面で生活をよ
り便利にする可能性を大きく秘めています。

さらに進めば人工知能は人間が声やジェス
チャーをすることすら必要なく、自律的にさまざ
まなモノを動かすことになります。

例えば、外に出ようとすると顔認識などを利用
することで、家の照明や空調を自動で停止させ、
自動で鍵やガレージの扉が開き、扉を出ると同時
に鍵がかかりセキュリティ機能がオンになる。

このように、さまざまなものが「自律的」に動
く賢い家をスマートホームと呼びます。

このスマートホームにおいて先行している企業
が Nest Labs（https://nest.com/）です。

Nest Labs は Nest と呼ばれる製品を販売してい
ます。Nest はオートメーションハブと呼ばれ、家
庭におけるさまざまな電化製品を音声やジェス
チャーで操作できると同時に、人工知能がその人
の生活リズムを学習し、常に快適に感じるように
温度や湿度を自動調整する機能を持っています。

このような高い技術の製品を持つ Nest Labs に
魅力を感じた検索大手の Google は 2014 年に 280
人ほどのこの会社を 32 億ドル（当時の価格で
3,500 億円）という金額で買収しており、最も成
功したベンチャー企業の一つとして、今もスマー
トホームの世界の先頭に立っています。（ただし、
日本ではこのようなスマートホームのハブとの通
信規格に対応している家電製品がほとんどないの
で、こういったスマートホーム製品はまだ流行っ
てはいません）

人工知能とは何なのか？
人工知能と付き合う上で、まず人工知能とは何

なのかを理解しなければなりません。
実は人工知能を明確に定義できる人はいませ

ん。一方で、人工知能は人間と同じような能力を
持つものでもありません。

現在、世界で利用されている人工知能と呼ばれ
るソフトウエアのほとんどは、統計分析ツールと
考えて問題ありません。

例えば、Google が開発した囲碁で世界チャンピ
オンを破った AlphaGo でも、最終的には最も勝つ
可能性が高い次の一手を確率として計算をしてい
ます。

では、逆に人工知能ソフトウエアと、人工知能
ではないソフトウエアとの違いは何なのでしょう
か？

人工知能と呼ばれるソフトウエア（正確には機
械学習と呼ばれるアルゴリズムで、流行のディー
プラーニングと呼ばれる手法も機械学習の一種）
は、計算をする度に「学習」という行為をします。

学習というのは、計算結果と正解値の誤差を計
算し、その誤差が最小になるように計算式を変え
ることです。

人工知能ではないソフトウエアは決まった計算
式がプログラムとして組み込まれているので、何
度計算しても入力が同じであれば同じ答えしか出
しません。

一方、人工知能は計算する度に同じ入力値で
あっても計算式が変わります。

トピック：

人工知能の仕組みについてトピックとして少
し説明しておきたいと思います。技術的な内容
になりますので、読み飛ばしていただいても問
題ありません。人工知能（＝機械学習）と呼ば
れるアルゴリズムが学習を通して計算式を作っ
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ていくと述べましたが、これは 20 世紀から始
まった帰納推論と呼ばれる統計学の手法を応用
したものです。

帰納推論と言われると難しく感じるかもしれ
ませんが、例で考えると難しくありません。

例えば、世界の人口における 20 歳の男女比率
を推測するとしましょう。

適当に 20 歳の人を 100 人集め、男性が 50 人、
女性が 50 人とすると、おそらく世界の人口にお
ける 20 歳の男女比率は 50:50 になると推測されま
す。

このように、今存在して確認できるデータサン
プルから、どんな場合にでも当てはめることがで
きる法則（専門用語でモデルと呼びます）を見つ
け出すのが帰納推論です。

人工知能においても、選択したアルゴリズム
（ニューラルネットワークなど）で基本的な公式は
決まっていますが、どのアルゴリズムでも学習ご
とに変化する変数（＝数字）がたくさん（画像認
識の場合数百万という数）存在します。

そのたくさん変数を、いろいろ変化させてみ
て、どんなサンプルデータでも理想的な解答がで
きる数字セットを探し出す。これが人工知能にお
ける学習の過程となります。

AlphaGo の場合、何度もソフトウエア同士で対
戦をすることによって、どんな形になっても勝つ
可能性が高くなる次の一手を導き出す「計算式」
を創り出しているのです。

ただ、その計算式を導き出すには、何億回（も
しかすると何百億回）という人工知能同士の対戦
から対戦する度に学習を行う必要があります。

よって Google のような膨大なコンピューター資
産を持っている企業だからできることと言えます。

すでに人工知能活用が始まっている業界
人工知能活用がすでに進んでいる業界と言え

ば、まずは金融業です。

お堅いイメージのある業界ですので、意外に思
われるかもしれませんが、金融業界ほど数字を扱
う業界はないので、人工知能が何かを理解できれ
ば当然と言えます。

例えば、金融大手のゴールドマン・サックスは、
2000 年に 600 人いた株式トレーダーを 2 人に削減
し、その代わりをすべて人工知能が判断をしてい
ます。（参考：日経ビジネス 2017 年 5 月 22 日号）

とにかく数字を扱う統計に強いのが現在の人工
知能です。

他にも創薬の世界では人工知能の利用は常識と
言えます。

新しい薬の開発をするには、まず疾患の原因と
なるタンパク質に対して効果が期待できる有機化
合物を選びシミュレーションすることで効果を確
認します。この有機化合物の選定作業を、現在は
人ではなく人工知能が精度の高い予測を行うこと
で、迅速に効き目のありそうな組み合わせを発見
することができます。

すでに創薬の世界においては、高機能で高速に
動作する人工知能が競争に勝ち残るためには不可
欠であり、そのため製薬会社と IT 企業との業務
提携が多く生まれています。

また、医療業界においても、その人の血液成分
や唾液成分などの健康データを分析することで、
現在の病状だけではなく、数年後に予測される病
気までを人工知能が予測するような実証実験が頻
繁に行われています。

さらに、農業では、いちごなどの作物を病気に
かかることなくおいしく育てるための環境を人工
知能が産出して環境調整を自動で行うといった試
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みがなされています。

人工知能の本質
このように、さまざまな業界においてすでに活

用されている人工知能ですが、共通しているのは
これまで行ってきた人間によるデータ分析を、人
工知能が代わって行うということです。

なぜ、データ分析は人工知能のほうが人間より
優れているのかを考えてみましょう。

例えば、私自身は今、あらゆるデータから将来
発生する可能性の高い犯罪とその発生時間と場所
を予測する人工知能を研究しています。

人間に、犯罪がこれからいつどこで発生するの
か？と聞いても、迅速に答えられる人はいないで
しょう。

せいぜい、都心では週末の夜中になると犯罪が
多く起こるのではないかというくらいです。

これは、人間でも過去の経験やデータから判断
しているのですが、基本的に人間が考慮できる
データの種類というのは、犯罪の場合おおよその
場所と時間くらいです。

これを人工知能では、過去の犯罪発生情報か
ら、場所や時間の他にも、気温・湿度・天気・周
辺の地形など何十種類もの情報を分析して、犯罪
発生率を正確に導き出す「計算式」を創り出します。

つまり、犯罪と何十種類ものデータとの因果関
係を導き出すわけです。

企業の業績を決める原因も、病気を引き起こす
原因も、作物の成長に影響を与える原因も一つで
はなく、複数の要因が非常に複雑な関係で影響を
与えています。

これを人間に代わって解析することが、現在の
人工知能が最も得意とする分野です。

これからの人工知能
人工知能はデータ分析を得意とするものだとい

うことはお分かりいただけたと思いますが、デー
タという意味では画像や音声のデータも同じです。

そこで、人工知能の活用で最も注目されている
のが画像認識です。

画像には人間には気づかないほどの非常に多く
の情報が含まれています。

図表 2　犯罪予測を行う人工知能の概念図

出所：筆者作成
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例えば、人工知能が画像を認識して、それが人
間なのか猫なのかという判別を行うという研究が
昔から行われていますが、これは言い換えると、
どういう特徴があればそれが人間と言えるのか？
というルールを導き出すことにあります。

近年の人工知能においては、ディープラーニン
グという手法を用いて、その人間と猫を判別する
ためのルール（＝計算式）を導き出すという研究
が盛んに行われかなり高い精度を出しています。

その結果、例えば自動車の自動運転のような技
術がすでに確立しています。

自動車が走る先に何があるのかは、超音波セン
サーなどを使って検知する方式が主流でしたが、
現在はカメラを用いて画像からどこに人間がいて、
どこに車がいて、どこにどのような標識が存在す
るのかを瞬時に判断することができます。

また、医療においても、患者のレントゲン写真
からどのような病気のリスクが存在するのかを判
断する研究が進んでいます。

一方で、最新の人工知能研究では膨大な行動パ
ターンから最適な行動を算出するという Q 学習と

呼ばれる研究が進んでいます。

Q 学習というのは、ゲームを人工知能にプレイ
させると考えると分かりやすいと思います。

まず、人工知能にゲーム画面の画像を入力しま
す。その画像から人工知能がプレイヤーにどのよ
うな行動をするとよいかを判断させます。その行
動の結果がスコアという形でフィードバックされ
ます。

これを繰り返すことで、画像からどのような行
動判断すればいいスコアが得られるのかというこ
とを学習することを Q 学習といいます。

例えば簡単なブロック崩しゲームの場合、100
万回ほど学習させるとある程度ボールを打ち返す
ようにできるようになります。

この場合、まず状態というのはゲーム画面の画
像そのものです。この画像データが入力値として
人工知能に渡されます（図表 3 の St）。

これに対して人工知能には、ブロック崩しゲー
ムでは次にとる行動として「右に移動する」「左に
移動する」という二つの選択肢があります。（もち
ろん行動の種類は人工知能にどのようなことをさ
せるのかによって変わります）

それぞれの行動が、よい結果になる確率を計算

図表 3　Q学習の仕組み

出所：筆者作成
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します（図表 3 の at）。
その結果に合わせて行動します。行動した結

果、スコアが上がれば報酬として高い数字が戻り
ます。ゲーム・オーバーになれば低い数字が戻り
ます（図表 3 の rt）。

この研究が進めば、例えば工場において、どの
ような配置を行って誰がどのような作業を行えば、
最も効率よく生産活動が可能になるのかを人工知
能が算出できるようになります。

この行動計画と呼ばれる研究は、現在急速に進
化しつつある分野なので、近い将来にはあらゆる
計画を人工知能が立てるのではないかと考えてい
ます。

逆に言えば、この時点で人工知能を活用できて
いない企業は、全般的に効率の悪い企業となり非
常に不利な状況に追い込まれると言えます。

人工知能は人間を駆逐するのか？
ここで、私が講演会などで最もよく聞かれる質

問に答えておきたいと思います。

人工知能のインパクトが理解できると、期待と
同時に人間が不要になるのではないかという不安
が生じます。

最初に結論を申し上げると心配することはあり
ません。

いくつか理由がありますが、そもそも日本にお
いては少子化で人が足りない状況です。むしろ、
人工知能を活用しないと現在の生産量は維持でき
ないでしょう。

ただ、先ほど申し上げたように、一部特定の業
務では人工知能への置き換えが始まっています。

よく、さまざまなメディアで人工知能に置き換
わる職業というのが掲載されていますが、職業と
いうのは少し言い過ぎだと思っています。

基本的に職業というのは役割なので、それが全
体でなくなることはないでしょう。

ただ、その職業の一部業務を人工知能が行うこ
とはあります。

例えば、ご紹介した病気の診断であっても、人
工知能が画像から病気を予測することは可能で
す。でも医者という職業はなくなりません。

なぜなら、人工知能が 100％正解を導き出せる
わけではないので、最終判断をして患者に説明し、
コミュニケーションをとるのは人間以外にできな
いからです。

図表 4　人工知能が行うブロック崩しゲームの画面

出所：筆者撮影
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一般的な話をすると、オックスフォード大学の
マイケル A. オズボーン准教授およびカール・ベ
ネディクト・フレイ博士の研究によると人工知能
による代替が難しい業務とは、

• 芸術、歴史学、哲学など創造的思考を必要と
する業務

• コンサルタント、医師など高度なコミュニ
ケーションを必要とする業務

• 非定型な業務
と述べています。

逆に、定型的で創造性やコミュニケーションを
必要としない業務は人工知能が代わるようになる
と言えますが、例えば工場での作業を行うには実
際に物を動かすロボットが必要です。

ロボットが人間のように動き、なおかつ低価格
になり普及するにはもう少し時間がかかりそうな
ので、真っ先に人工知能に置き換わるのは定型的
な事務職だと言われています。

どちらにせよ、先にも述べたように日本におい
ては人材不足の状況なので、人工知能と人間を天
秤で量るよりは、人間と人工知能がどのように協
調しながらより効率のいい業務を構築することが
できるのかを創造するほうが建設的だと思ってい
ます。

人工知能活用を推進するために必要なこと
残念な話ですが、最近になってさまざまな専門

家が日本は AI 後進国になったと語り始めていま
す。

よく言われる原因の一つが経営者の人工知能に
対する投資意欲が日本の企業の場合、アメリカ・
中国に比べて低いということです。

私の経験上、人工知能が重要と思わない経営者
はほとんどいません。しかし、それが積極的な投
資につながっているかと言えば、数字で言えば確
かにまだまだ足りないかもしれません。

それ以上に、アメリカ・中国の投資意欲がすさ
まじいと言えます。

どちらにせよ、今後、あらゆる業界、あらゆる
企業、あらゆる業務において人間の感覚ではなく
データに基づいて判断を行うということが世界の
常識となります。

データに基づいて判断したほうが効率がいいの
です。

そのような文化を創り出せるかどうかが最初の
一歩であり、そのために経営者の強い意志と推進
力が必要なのは言うまでもありません。

そして、さまざまな人材教育と啓発活動を通じ
て、最終的に人工知能活用というゴールが見えま
す。

困難な道ではありますが、アメリカであれ、中
国であれ、優秀な経営者や従業員は常に最新の技
術について学び続けています。

そして、我々が数年後に対峙するのは、その各
国で厳しい競争を勝ち抜いた勝ち組企業だという
ことを今こそ認識すべきだと考えています。

経営視点からの人工知能の捉え方と可能性


