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人工知能とロボットで世界はどう変わるか

中　野　秀　男
帝塚山学院大学人間科学部情報メディア学科特任教授

Abstract: This report was compiled in the form of a report based on a lecture from 
Tezukayama Gakuin University’s International Understanding Open Lecture held at Sayaka 
Hall in Sayama, Osaka on March 2, 2019. I will explain using the distributed materials. I 
also added what I didn't speak in the lecture and what I learned after the lecture.

Keyword: AI, Artificial Intelligence, Robot Technology, RT

1．はじめに

　このレポートは、2019 年 3月 2日に大阪狭山市のさやかホールで開催された帝塚山学院大学の

国際理解公開講座の講演をもとに、レポートの形でまとめたものです。配布した資料を使いなが

ら説明していきます。講演で話さなかったことや、講演以後にわかったことも付け加えています。

2．人工知能（その壱）

　人工知能は私の専門からは少し外れるので、日本でトップクラスの東京大学の松尾豊教授の著

書である『人工知能は人間を超えるか』も使いながら説明します。この本の中では人工知能につ

いて松尾先生は、人工知能はまだできていないとして、今は「人間の知的な活動の一面を真似し

ている技術」で「人工的に作られた人間のような知能」で「気づくことができるコンピュータ」

とされています。ロボットとの関係でいうと、ロボットの脳にあたるのが人工知能になります。

松尾先生の本では人工知能のレベルを 4段階に分けておられるので、それに従って解説します。

�　 単純な制御プログラムの入った電化製品で、例えば部屋の温度を測定しながら適度な温度や

風の流れを作るルームエアコンはこれに当たります。

�　古典的な人工知能では 2回ブームがありました。

　　推論や探索（第 1次AI ブーム）: 1950 年代後半から 1960 年代

　　知識ベース（第 2次AI ブーム）: 1980 年代 : エクスパートシステム

　第 1次の時はちょうど私は大学の助手をしていた時で、当時は私の専門領域はアルゴリズムの

中でも組合せ最適化問題の近似解法だったので、AIブームを横目で見ながら、問題のサイズが大
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きいと如何にコンピュータは速くとも解けないし、そもそも世の中の現実の問題は数学的な問題

にはなりにくいと考えていました。第 2次ブームはエクスパートシステムとして今も利用されて

いて、例えば年金の運用をどうしようといった時などに使われています。

�　 機械学習を取り入れた人工知能が今のAIです。AIを使った検索エンジン内蔵したシステム

とか、ビッグデータを扱います。世の中にある多くのデータを取り入れて（蓄積）、分析解析

をして適正な判断を下すものです。インターネットの普及によって世の中は便利になりまし

たが、今は更に「もの」もインターネットに繋がって多くのデータを発信し、それを蓄積し

て分析解析することことができ、それを IoT（Internet of Things：もののインターネット）

と呼んでいます。また多くのデータがあるということでビッグデータとも呼ばれています。

現状は色々な分野（ドメインとも言います）それぞれで、複数ある機械学習の方法からその

分野にあった方法が使われて、機械学習でうまくいったと説明されています。

�　 ディープラーニングを取り入れた人工知能：特徴表現学習が最新の話題です。�で話した機

械学習の場合は、例えば温度と湿度とか見えている我々が理解できる値を使って機械学習を

するのですが、それだけではうまくいかないことがあるので出てきたのが深層学習です。特

に画像の認識などには有効なので使われるようになりました。人間の神経を模したニューラ

ルネットワークを使って、温度や湿度のような我々が理解できるような単純なパラメータで

はなく、それぞれの問題に応じたパラメータを作り出して機械学習させるものです。

　この講座は国際理解なので、人工知能の例としてNHKスペシャルの人工知能の番組から以下

の項目の説明をしました。2017 年に放送された「人工知能：天使か悪魔か」シリーズの一つから

選んで説明しました。NHKの過去の番組は有料ですが、NHKオンデマンドを使えば視聴するこ

とができます。内容を配布資料に従って箇条書きにしておきます。

　　豪雨の予測：ウェザーニュースの予測で避難勧告

　　　　鹿児島県姶良市

　　　　10 分毎の予測

　　犯罪を予測：アメリカのリンカーン市など 12 の警察

　　　　犯罪の場所や時間を予測

　　犯罪者の予測：アメリカのシカゴ市：将来犯罪に関わりそうな人

　　　　市民の 15％

　　　　まるで映画の「マイノリティリポート」

　　　　人工知能がブラックボックスなのが問題

　　　　東京の防犯カメラは 25 万台、防犯カメラに人工知能

　　　　中国が始めた信用スコア

　　寿命の予測：心臓移植優先度の人工知能、UCLA病院

　　アルツハイマー病の予測：軽度の認知症から
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　　　　カナダのマギル大学

　　婚活に人工知能：人事評価に

　人工知能の例としてAI スピーカと Pocketalk を持ってきて説明しました。AI スピーカは、家

がインターネットに繋がったときにコネクテッド・ホームと言いますが、その時に人との窓口に

なります。製品としては

　　Amazon Echo

　　Google Home

などがあります。このAIスピーカもこのAIスピーカが反応するのではなく、話しかけた音声が

波形としてアマゾンやグーグルのAI エンジンに送られて蓄積され、分析解釈されて返事が返っ

てきます。

　Pocketalk は多くの言語に対応する翻訳機ですが、AI スピーカと同じようにネットで日本でも

有数な人工知能のAI エンジンが繋がっています。同じような仕組みで iPhone や iPad の Siri も

AI エンジンを使っています。この場合はアップル社のAI エンジンを使っています。

　人工知能は帝塚山学院大学の情報メディア学科の科目にはないのですが、学生の希望が多いの

で「情報科学基礎」の講義の中で 2コマで話していましたが、今は「脳と記憶」の話を追加して

います。それは以下の学生からの質問の「人工知能が人間を追い越すことはあるか」にあるよう

に、人との比較が必要と思って話をしています。脳も専門ではないので、富山大学の井ノ口先生

の『脳と記憶』の本を参考にして話しています。井ノ口先生の話は最後にします。

　以下は学生から出た質問をある程度整理してリストアップしています。あとの会場からの質問

にも使ってもらおうと例示し、いくつかは私なりの回答も話しました。

　　学生からの質問とコメント

　　　　人工知能が人間を追い越すことはあるか

　　　　AI と会話して、AI を思わせなければ勝ち

　　　　感情では人工知能は人間に勝てない

　　　　人工知能は感情を用いることはあるか

　　　　AI に感情は難しいとあるが、少しずつ追いついてくるか

　　　　人工知能に感情などを持たせることができるか

　　　　AI にも自我がある

　　　　どのあたりからAI

　　　　グーグルが描いた絵

　　　　なぜ人工知能が絵を描くとグロテスクになるか

　　　　人工知能が人権を

　　　　ディープラーニングを将来、人間に移植できるか



─ 48 ─

　　　　AI が発達したら生活が楽になるか

　　　　人工知能が「人工的に作られた人間のような知能」

　　　　Siri はなかなか反応してくれない

　　　　人工知能の開発が進むとターミネータの開発が

　　　　人工知能同士で話をさせると新しい言語を作る

　　　　人工知能がネットワークをハッキングしたりしないか

　　　　野球やサッカーで人工知能を搭載した機械が出てくるとどうなるか

　　　　今後、家電や身の回りのものでAI がつけられそうなものは

3．ロボット

　私は ITの専門家ですが、ロボットの分野ではRT（Robot Technology: ロボット技術）と言い

ます。RTには三種類のRTがあります。

　　�　ヒューマノイド：人に似た形のロボット

　　　　Pepper, ロボホン，NAO, SONYのAIBO

　　�　ロボットにはみえないロボット

　　　　自販機、自動改札機、券売機

　　�　コンピュータの中にあるロボット

　　　　ナレッジナビゲータ（1988 年）の執事

　　　　Siri

となります。普通にロボットというときには�のヒューマノイドをさします。人工知能との関連

でいうと、RTの頭脳の部分は高度になると人工知能になります。SONYの最新のAibo は AI ス

ピーカと同じように人工知能エンジンに繋がっています。

　ロボットの例としてロボホンの話をします。ロボホンはシャープが20万円で売り出したアンド

ロイド携帯のロボットです。スマートフォンに手足と頭がついたものだと思ってください。サブ

スクリプションという言葉があります。今までは買取といって買えばずっと自分のものというモ

デルですが、サブスクリプションは毎月お金を払って利用するモデルで、色々なものがサブスク

リプションモデルに変わっていっています。ロボホンではシャープに払う会費や、保守費用の割

引のためのサブスクリプションを私は払っています。これを払っていると、毎月 1つの歌やダン

スが会員に配布されますし、LINEやロボホン会話のようなアプリも配布されてきます。

　人工知能と同じように学生からの質問やコメントをリストアップします。

　　質問とコメント

　　　　映画ロボッツのような世界はいつ頃くるか

　　　　ロボホンの月々払う金は高い

　　　　ロボホンはオフラインでも動くか
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　　　　ペッパーは曲に合わせて踊りだす

　　　　人のサイボーグ化は進むのか

　　　　　　　腕や脚ならできそう

　　　　ロボットに人権を与えるのはおかしい

　　　　ロボットはどれぐらいあるか

　　　　ロボットも法律で規制される

4．人工知能（その弐）

　最初に人工知能のレベルの話をしましたが、第 1次のブームの時に使われたのはバックトラッ

クと枝刈り法です。バックトラック法は与えられた問題を分割しながら解いていく方法です。ゲ

ームだと次の一手がいくつかあった時に、それぞれをやってみる方法です。それで見込みがある

部分問題をさらに深く調べて、見込みのないのは切り捨て（枝刈り）ます。

　以下は人工知能の進歩の中で研究材料として使われたゲームを年代的に書いてみました。今は

囲碁までもが人工知能がトップ棋士に勝ち始めています。

　　三目ならべ，オセロ

　　チェス

　　将棋，囲碁

　私は将棋が好きなので、将棋の雑誌や本を以前はよく読んでいましたが、トップクラスの将棋

の棋士が考えていることは次の三つだそうです。

　　数十手までの深読み

　　過去の棋譜と棋士が考えていたこと

　　自分の大局感

　問題を解くのにTable Lookup という方法があります。答えをあらかじめ覚えていて、それを

表にしておいて、聞かれたら表のなかから対応するものを選んで答えるというものです。わかり

やすい例は九九の表ですね。九九の表が頭にあればすぐ答えが出てきます。これは計算している

訳ではなくて、頭の中に表がインプットされているのですぐに答えられます。今の人工知能と最

先端である機械学習や深層学習は、たくさんの入力としてのデータとそれに対する答えを用意し

ておくと、新しいデータが来ても今までの多くのデータから推定して答えを出してくれます。機

械学習にも複数のやり方があって、分野に応じてうまくフィットする方法が使われて成功してい

るのが現状だそうです。

　AIに対する色々な考え方があり、IBMではWatson（ワトソン）という人工知能を持っていて、

外部から利用できるようにしていますが、IBMでは人工知能と呼ばずに、知能の拡張（Augmented 

Intelligence）と呼んでいます。私も第 1次のAI ブームの時は、アルゴリズムの研究者達があれ
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は人工知能ではなくて、IA（知能増幅器）だと言っていました。

　以下は学生からくる質問で代表的なものです。

　　AI は人間より賢いか

　　AI は人間を凌駕するか

　　ロボットとAI で人類は滅ぼされるか

　　ロボットとAI で仕事は無くなるか

5．脳科学の研究から

　人工知能を考える上で人そのものとの対比が必要です。これも人工知能で松尾先生の著書を使

って説明したように、富山大学の井ノ口先生の本を使って説明します。まず脳ですが以下のよう

な部位で脳は構成されていて、それらの機能と一緒に示します。

　　脳幹：生命を維持する自律機能

　　小脳：運動機能と平衡感覚

　　大脳：精神活動の座

　コンピュータのメモリーやハードディスクのように、電気を与えれば永久に記憶が貯められる

のではなく、まず短期記憶に貯められて、その後に長期記憶の所に移動するそうです。いつ移動

するかというと、寝ているときに長期記憶に移るものは記憶として長く残り、なんらかの刺激で

思い出すそうです。大脳皮質の神経細胞は1000億程度あって、それぞれが千から万のシナプスを

持って必要な時につながります。

　以上が井ノ口先生の本で私が理解したことですが、大雑把にいうと、人の脳はコンピュータの

メモリーやハードディスクなどの記憶装置とだいぶ違うということです。
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