
mi-1. 人工知能
（人工知能シリーズ）
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全体計画

1. はじめに

2. 状態空間表現

3. 状態空間表現での総当たり

4. 発見的探索

5. プロダクションシステム

6. プロダクションシステムの仕組み，知識表現

7. Prolog

8. 自然言語処理
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アウトライン

1-1 人工知能でできること

1-2 人工知能の種類

1-3 人工知能の現状
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1-1 人工知能でできること
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安全・安心，防犯
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・見張り，見守りを人工知能に任せる．
・世界や人間の様子を，人工知能が読み取る

物体認識
（どこに何があるかを見つける）
GoogleColabのObjectDetectionのペー
ジ
https://colab.research.google.com/github
/tensorflow/hub/blob/master/examples/
colab/object_detection.ipynb

顔や体の動きをコンピュータが認識
(OpenPoseによる）

目の動きをコンピュータが認識
(Pupil Tracker による）



安全・安心，防犯
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・見張り，見守りを人工知能に任せる．
・世界や人間の様子を，人工知能が読み取る

手や顔を自動でぼかす
(HypoX64/DeepMosaicsによる）

人間の表情を読み取る
(Facial-Expression による)

同一人物かを判定
(ageitgey/face_recognitionによる)



スタイル変換（元の情報は保ったまま）
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人工知能が，人間のイラストを清書するAutoDraw

Webで体験できる

https://www.autodraw.com/

人間がイラストを描く
コンピュータが候補を出す 完成



スタイル変換（元の情報は保ったまま）
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人工知能による無料翻訳体験サイト DeepL

Webで体験できる

https://www.deepl.com/



スタイル変換（元の情報は保ったまま）
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https://tenso.rs/demos/fast-neural-style/
TenforFire開発者チームによるオンラインデモ

元画像

ゴッホ風に変換

ピカソ風に変換

https://tenso.rs/demos/fast-neural-style/


知的な勝負の世界に，人工知能が参加

10

人工知能が，囲碁のプロに勝てるように (2015年10月のニュース）
https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-
far#alphago_the_movie



1-2 人工知能の種類
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人工知能の仕組み

（１）知識や知的能力をコンピュータに組み込んで
おく

最初から知的である

（２）学習能力をコンピュータに組み込んでおき，
あとでデータを与えて学習させる

学習能力がある
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知識や知的能力をコンピュータに組み込んでおく
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探索
正解と不正解の中から，正解を探す

導出
ある知識から，別の知識を生み出す



学習能力をコンピュータに組み込んでおき，
あとでデータを与えて学習させる

http://playground.tensorflow.org
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1-3 人工知能の現状
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人工知能とは

人工知能 (AI) とは、

機械が、人間の知性を示すこと

・重要な学問領域である

・「コンピュータに人間の仕事を代行させたい」と広
い意味で使うことも



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

・「情報による支配」の時代

・新産業分野の創出

《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 17

Siri
https://www.apple.com/jp/ios/siri/

人工知能をうたっ
たロボット掃除機

https://www.amazon.co.jp/iRobot-
%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%9C%E3
%83%83%E3%83%88-R630060-
%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E6
%8E%83%E9%99%A4%E6%A9%9F%E3%82%A2%E3%82
%A4%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88-
Roomba630/dp/B0099ZUB9W



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、莫大な量の学習を
開始している。

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



② 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


③ 人工知能 (AI) は、雇用を失わせる可能性が
高い
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Actually, Steve Mnuchin, Robots Have Already Affected the U.S. Labor Market - MIT Technology Review
https://www.technologyreview.com/s/604005/actually-steve-mnuchin-robots-have-already-affected-the-us-labor-market/

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？



1-4 人工知能による社会の変化
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人工知能 (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 ディープラーニングの登場により

「学習による上達」が画期的に進展
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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

・「情報による支配」の時代

・新産業分野の創出

《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 23

Siri
https://www.apple.com/jp/ios/siri/

人工知能をうたっ
たロボット掃除機

https://www.amazon.co.jp/iRobot-
%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%9C%E3
%83%83%E3%83%88-R630060-
%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E6
%8E%83%E9%99%A4%E6%A9%9F%E3%82%A2%E3%82
%A4%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88-
Roomba630/dp/B0099ZUB9W



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
自動運転車の登場 → 運送業の構造転

換



• 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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