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2017年11月18日

公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所　専務理事

（前京都市総合企画局情報化推進室長） 

中村　好宏

大阪市大創造都市研究科＜公共情報システム論＞

ICTの潮流
～AI,IoT,ビッグデータetc～
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自己紹介
13年間，京都市役所の情報政策に従事し，	
・最初の情報化計画「高度情報化推進のための京都市行動計　	
　画～情報新世紀・京都２１～」（1997年）の策定	
・京都市役所へのイントラネット導入	
・京都デジタルアーカイブ事業の推進	
などの業務に携わる。	
	
広報課にて，京都市のコールセンター「京都いつでもコール」の立ち上
げや，全庁的なホームページ作成支援システム（CMS)の導入業務に携わ
る。	
	
京都市から財団法人京都高度技術研究所に派遣され，同財団の情報事業
に従事し，「クラウドコンピューティング」による地元産業の振興に取
り組む。	
	
総合企画企画局情報化推進室長に着任し，京都市役所の情報化推進に取
り組む。	
	
産業観光局新産業振興室グリーンイノベーション創出支援担当部長に着
任し，ICTによる産業振興などに取り組む。	
	
現職（公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所　専務理事）	
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ＡＩ（人工知能）とは
「人工知能」とは何だと思うでしょうか？

まるで人間のようにふるまう機械を想像するのではないで
しょうか？これは正しいとも，間違っているともいえます。
なぜなら，人工知能の研究には二つの立場があるからです。

一つは，人間の知能そのものをもつ機械を作ろうとする立
場，もう一つは，人間が知能を使ってすることを機械にさせ
ようとする立場です(注1)。そして，実際の研究のほとんどは
後者の立場にたっています。ですので，人工知能の研究と
いっても，人間のような機械を作っているわけではありませ
ん。
注1：立場の違いをこのように定義してよいか，また，これらの立場は異なるのかということに
ついても議論の余地があります。

（出展： (社) 人工知能学会「人工知能のやさしい説明『What’s AI』」

Future with Cognitive Computing　https://www.youtube.com/watch?v=tKE4Mxsg2y0 
 

5 
https://www.youtube.com/watch?v=tKE4Mxsg2y0 
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6 ＜出典：平成２８年度　科学技術白書＞	
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ＡＩ関連のkeyword

１　ディープラーニング（深層学習）

システムがデータの特徴を学習して事象の認識や分類を
行う「機械学習」の手法です。データの特徴をより深いレベ
ルで学習し，非常に高い精度で特徴を認識できるため，人
の声の認識や，カメラで撮影した画像の認識などで応用が
期待されています。

（出典：NTTコムウェアのサイト　https://www.nttcom.co.jp/research/keyword/dl/）

⇒要するにシステムが自ら学習して，
どんどん賢くなること。



17/11/18 

5 

8 

ＡＩ関連のkeyword

２　シンギュラリティ（技術的特異点）

人工知能が人間の知能を超えること。
このことにより，人間社会にさまざまな影響が出ると
考えられている。
2045年には，人工知能が人間を超えると予測され
ている。

映画「ターミネーター」の「スカイネット」を連想	

9 

ＡＩ関連のkeyword
３　ＡＩスピーカー
LINEの「Clova WAVE」（10/5発売） 
　価格：14,000円 
https://youtu.be/mn4QDtOJAnI 
 

Googleの「Google Home」（10/6発売） 
　価格： 15,120円 
https://youtu.be/OWoKzNxZWw8 
 

Amazonの「Echo」 （11/15発売）	
　価格：Echo 11,980円、小型版のEcho Dot 5980円、 
  上位機のEcho Plus 17,980円 
https://youtu.be/cjSE5nAb9wM 
 

Appleの「HomePod」：12月に米国発売 
　　　　　　　　　　　　　　（日本は2018年以降） 
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関連のニュース
ソースネクスト、50言語以上に対応したクラウド翻訳デバイス

「POCKETALK」～専用SIMにより61カ国で利用可能	
＜PC Watch　https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1087586.html＞	

ソースネクスト株式会社は、通訳デバイス「POCKETALK」を12月14日より発売
する。税別価格は24,800円で、10月23日より同社直販サイトにて予約受付を開始
する。	
　POCKETALKは、話しかけるだけで指定した言語へ翻訳してくれる翻訳デバイ
ス。モバイルルータと同等の手のひらサイズで、世界50言語以上に対応する。現
時点では一部翻訳結果は音声がなく文章のみとなるが、今後、対応言語が増える
予定としている。	
　本製品では、SIMカードスロットを内蔵し、クラウド上の翻訳エンジンで翻訳を行
なうことで、長文でも高い翻訳精度の実現しているという。	
　たとえば、日英翻訳ならGoogleのエンジンを、日中翻訳ならBaiduのエンジンを
利用するといったように、どの言語からどの言語へ翻訳するのかによって、もっと
も精度の高いエンジンを利用する。 
 
動画　https://www.youtube.com/watch?v=VrN0o7yLBAY 
企業サイト　 http://www.sourcenext.com/product/pocketalk/ 
	
 

	
2016/6/15 3:30	
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関連のニュース
目指せウエアラブルの本命 「耳に秘書が住む」端末 

＜日本経済新聞 電子版　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO16690110S7A520C1000000/＞	

「イヤホン型コンピューター」とも呼ばれるヒアラブル（hearableは
headphoneとwearableを組み合わせた造語）端末の用途は、今後さらに
広がる見通しだ（図1）。既に、スポーツのコーチング、仕事のスケジュー
ル管理、ニュースやメールの読み上げなどの機能を備える製品はある。 

＜中略＞ 
多くの企業は、今度こそ市場が立ち上がると期待している。耳で利用す

るヒアラブル端末であれば、既存のウエアラブル端末の課題が解消され、
新しい可能性も開けるからだ。 

＜中略＞ 
ヒアラブル端末ベンダーの多くが挙げる、それに対する根拠は大きく3

つある。（1）応用可能性の高さ、（2）ARグラスやVRゴーグルと違い、装
着時の身体への負担が軽く、社会的抵抗感が低いこと、（3）腕時計型端
末などに比べて生体信号を測定しやすいことである。	

＜以下省略＞ 

	
2016/6/15 3:30	

 
	

	



17/11/18 

7 

12 

ＡＩ関連のニュース
機械が奪う職業・仕事ランキングの上位15位 

＜出典：ダイヤモンド・オンライン　http://diamond.jp/articles/-/76895?page=2＞	

1.  小売店販売員	
2.  会計士	
3.  一般事務員	
4.  セールスマン	
5.  一般秘書	
6.  飲食カウンター接客係	
7.  商店レジ打ち係や切符販売員	
8.  箱詰め積み降ろしなどの作業員	
9.  帳簿係などの金融取引記録保全員	
10.  大型トラック・ローリー車の運転手	
11.  コールセンター案内係	
12.  乗用車・タクシー・バンの運転手	
13.  中央官庁職員など上級公務員	
14.  調理人（料理人の下で働く人）	
15.  ビル管理人 

	
2016/6/15 3:30	
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ＡＩ関連のニュース
ロボット兵器の規制検討を　条約締結国の非公式会合が勧告 

＜2016/4/16 日本経済新聞　電子版　http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM16H1V_W6A410C1NNE000/＞	

　人工知能の判断で敵を殺傷する「ロボット兵器」の規制を議論する
特定通常兵器使用禁止制限条約（ＣＣＷ）の非公式専門家会合は15
日，規制のあり方を公式に検討するよう求める勧告を全会一致で採
択した。規制に向けた議論が多国間の公式な場に格上げされること
につながり，国際的な協議へと一歩前進した。

（中略）

　攻撃に人間の判断を必要としないロボット兵器は実用化されていな
いものの，人工知能の急速な発達を受けて人権団体や一部の国が
予防的な規制の導入を求めている。一方，米国などは自国兵の死傷
者を減らす狙いもあり，規制に消極的だ。

（以下省略）



17/11/18 

8 

14 

ＡＩ関連のニュース
米グーグル，ＡＩに「非常停止ボタン」　暴走防止 

＜2016/6/8  日本経済新聞　Web刊　http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM08H7Z_Y6A600C1000000/＞	

 
　米グーグルが高度に発達した人工知能（ＡＩ）が暴走した場合に備えて
「非常停止ボタン」の開発を進めていることが明らかになった。ＡＩをいつ
でも安全に停止できる仕組みをあらかじめ組み込む。急速に進化するＡ
Ｉの悪用への懸念や社会の不安に応える狙いがありそうだ。

（中略）

　具体的には「割り込みポリシー」と呼ぶプログラムをＡＩに組み込み，人
間の指示に従わなかったり，人間に危害を加えようとしたりする場合に，
その行動を強制的に止めたり変更したりできるようにする。ＡＩが「非常停
止ボタン」を無効化しないように，あたかも自分で判断したかのように“だ
ます”のがポイントだという。
　研究グループによると，現存するいくつかのＡＩは安全に停止できるも
のの，「すべてのＡＩを安全かつ簡単に停止できるかは不透明」だとして
いる。　

（以下省略）

15 

２ IoT(Internet of Things )
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インターネット

ＩｏＴのイメージ

自動車	

工場	 公共インフラ	 住宅	

家電	

情報端末	

建設機械	

16 

「IoT」って古くて新しい？
１　「IoT」に似た概念

（１）ユビキタス・コンピューティング

（２）M2M（Machine To Machine）
「ＩＰｖ６」（Internet Protocol Version 6）の必要性が示された当時（１９９０年代）から，
あらゆる物にＩＰアドレスが付くことが想定されていた。

２　先進的な企業は必要性から「IoT」に取り組んでいた。
コマツのKOMTRAX（建設機械のIoT化）が有名

３　なぜ今「IoT」が脚光を浴びてるの？

（１）クラウドコンピューティングの普及による「コンピュータリソースの
活用コストの劇的な低減」

（２）各種センサー価格の小型化，低価格化

（３）通信回線の大容量化，低価格（定額制など）

（4）ＡＩ技術の発展，普及

Saya https://youtu.be/GCICGJhfjM0 https://www.youtube.com/watch?v=zXNeiLYI9fA
https://withnews.jp/article/f0160517000qq000000000000000W03610701qq000013252A 17	
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IoT関連のニュース
LINE、“俺の嫁”と暮らせるバーチャルホームロボ

「Gatebox」を買収＜2017/3/2  CNET Japan　https://japan.cnet.com/article/35097422/＞ 

	
LINEは3月2日、クラウドAIプラットフォーム「Clova（クローバ）」を発表した。これに

併せて、バーチャルホームロボット「Gatebox」を展開するウィンクルを連結子会社
化することを明らかにした。買収額は非公開。 

Gateboxは、好きなキャラクターと一緒に暮らせるバーチャルホームロボット。最新
のプロジェクション技術とセンシング技術を組み合わせることで、キャラクターをボッ
クス内に呼び出してコミュニケーションできる。＜中略＞ 

価格は税別29万8000円。2016年12月に予約販売を開始し、約1カ月で限定台数で
ある300台に達したという。 

LINEはウィンクルと資本業務提携し、同社の株式の過半数を取得して、連結子会
社化することに合意。両社は、ウィンクルの技術開発力やノウハウを活かしながら、
LINEのクラウドAIプラットフォームClovaを活用したバーチャルホームロボットの共同
開発を進めるとしている。	
Gateboxの紹介動画　https://youtu.be/mMbiL8D6qX0
RoBoHoN（ロボホン）　https://youtu.be/K2Z5YIZ24yI
Saya https://youtu.be/GCICGJhfjM0 
https://withnews.jp/article/f0160517000qq000000000000000W03610701qq000013252A

テレマティクス保険　運転情報もとに保険料	
（ 2015/2/3 日本経済新聞　電子版　http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC02H12_S5A200C1EA2000/）	

テレコミュニケーション（通信）とインフォマティクス（情報工学）が融合したテレマティクス
技術を使った自動車保険。個別の運転情報をもとに保険料を決めるのが特徴だ。自動車
に設置した端末から走行距離や運転速度，急発進や急ブレーキの回数などの情報を集め，
事故のリスクを割り出して保険料を算定する。

走行距離連動型（ＰＡＹＤ＝Ｐａｙ　Ａｓ　Ｙｏｕ　Ｄｒｉｖｅ）と運転行動連動型（ＰＨＹＤ＝Ｐ
ａｙ　Ｈｏｗ　Ｙｏｕ　Ｄｒｉｖｅ）があり，欧米で保険料が割高な若者を中心に普及し始めた。リ
スクに応じて細かく保険料を設定できるため，安全運転を促して事故を減らす効果がある
とされる。できる。

調査会社の富士経済（東京・中央）
によると，2014年の世界のテレマティ
クス保険の市場規模は保険加入数で
1100万，年間保険料で約１兆６千億
円。英ボックス・イノベーション・グルー
プや米プログレッシブが先行しており，
運転情報と事故の関係などのデータ
も蓄積しつつある。欧米を中心に市
場拡大が続く見通しだ。

IoT関連のニュース

19	
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IoT関連のニュース
“割安”で注目　テレマティクス保険	

（2015/2/12 日テレビ東京ＷＢＳホームページ　http://txbiz.tv-tokyo.co.jp/wbs/feature/post_84241/）	

「テレマティクス」という言葉をご存知でしょうか？通信＝テレコミュニケーションと，
情報工学＝インフォマティクスが融合した技術のことですが，この技術を使った割安
な保険が，日本でも広がり始めています。	

イギリス・ロンドンに住むバーンズさん。安全運転を続ける理由を「ブラックボック
ス」のためと語ります。自動車保険会社が車に取り付けた通信端末で，アクセルや
ブレーキなどの運転記録をもとに翌年の保険料を算出するものです。こうした保険
を「テレマティクス保険」といいます。大手のインシュア・ザ・ボックス社は「顧客も保険
会社も得をする保険」と指摘します。	

日本の損害保険会社も，車載の情報通信機器を生かした自動車保険を相次い
で発売します。あいおいニッセイ同和損保は，トヨタのＴコネクト会員向けに，走行距
離１キロ単位で保険料が変わる保険を販売します。損保ジャパン日本興亜は東芝と
組み，通信機能付きドライブレコーダーを開発，法人に安全運転支援サービスを提
供。ソニー損保は「運転特性を保険料に反映させる」保険に国内で初めて売り出し
ます。

20	
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IoT関連のニュース
住信ＳＢＩ，簡単審査で車ローン 返済滞れば遠隔停止

＜2016/6/29 日本経済新聞　朝刊　http://www.nikkei.com/article/DGKKASDZ28HUW_Y6A620C1TI5000/?n_cid=SPTMG002＞ 

　住信ＳＢＩネット銀行は審査手続きを大幅に簡素にした自動車ローン
サービスを始める。国内のベンチャー企業が開発した遠隔地から車
両を止められる技術を採用し，返済が滞れば自動車を使えなくする。
自動車ローンの審査が通りづらいパートやアルバイトなどの購入希望
者を対象にする。ＩｏＴ（モノのインターネット化）を活用し，新たな需要
創出につなげる。
                         （中略）
　専用機器を車に搭載する。利用者が
ローンを返済できなくなった場合，駐車
中の車に搭載されている機器に遠隔で
指示を出し，エンジンを始動できなくする。
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TOYOTA、「未来の愛車」を具現化したコンセプトカー 
「TOYOTA Concept-愛i」シリーズを東京モーターショーで公開	

－人工知能により人を理解し、ともに成長するパートナーを目指す－	
＜2017/9/16 TOYOTA　http://newsroom.toyota.co.jp/en/detail/19121005＞ 

l  　「TOYOTA Concept-愛i」シリーズを代表する四輪モデル。	

l  人工知能により、人を理解するパートナーとして、新しい時代の「愛車」
となることを目指す	

l  「人を理解する」技術（Learn）を、自動運転技術やエージェント技術と組
み合わせ、ドライバーに対し「安全・安心」（Protect）と移動の楽しさを充
実させる「新しいFun to Drive」（Inspire）を提供	

l  キャビンを前出しした未来的シルエットに加え、先進的なHMI＊2とエー
ジェントとの対話による新しいユーザーエクスペリエンスを実現	

l  一部機能を搭載した車両で、2020年頃、日本での公道実証実験を開始
予定 

https://www.youtube.com/watch?v=Kfps5YJB-bY&feature=youtu.be	

https://www.youtube.com/watch?v=uzPtnH4-yFM&feature=youtu.be

IoT関連のニュース
ネット接続 もろ刃の剣

ＩｏＴ機器に「乗っ取り」リスク　車や金庫を遠隔操作
＜2015/8/21　日本経済新聞　朝刊　http://www.nikkei.com/article/DGKKZO90772390Q5A820C1TJN000/＞	

（前略）　

　著名なハッカーのチャーリー・ミラー氏とクリス・バラセック氏は同イベントで，自動車の
ハッキング手法を報告した。ネット経由でカーステレオに改造した基盤ソフトを送り込
み，車には物理的に何もつながない状態で，車を遠隔操縦する手法だ。

ミラー氏らは，イベントに先駆けネット上でハッキングの映像を公開した。その後，欧米
フィアット・クライスラー・オートモービルズ（ＦＣＡ）は，140万台のリコール（回収・無償
修理）を決めている。（https://youtu.be/x5ThLMOjoUk）

（中略）

従来はネットにつながっていなかった機器をネットにつなぐことでメーカーは付加価値の提
供を狙う。だが設計段階で安全対策を十分に考慮できていない企業は多い。最新の機器
が出れば出るほど，利用者が危険にさらされかねない状況だ。日本では，経済産業省
や電機大手がＩｏＴ機器の情報セキュリティーに関する安全基準作りを急ピッチで進めてい
る。

トレンドマイクロのエバ・チェン社長は「セキュリティー対策はコストではない。個人でも安
全対策に優れた商品であれば多少高くても買う時代だ」と語る。

安全対策はコストではなく必要な投資。こういう考えを基本にしてメーカーは製品を
つくり，消費者が選択するよう，思考の転換が迫られている。 23 
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24	

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000108.html	

25	
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26	

27 

３ ビッグデータ
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ビッグデータとは
� 従来のデータベース管理システムなどでは記録や保管，

解析が難しいような巨大なデータ群。

� 多くの場合，ビッグデータとは単に量が多いだけでなく，
様々な種類・形式が含まれる非構造化データ・非定型的
データであり，さらに，日々膨大に生成・記録される時系
列性・リアルタイム性のあるようなものを指すことが多い。

� 今までは管理しきれないため見過ごされてきたそのような
データ群を記録・保管して即座に解析することで，ビジネ
スや社会に有用な知見を得たり，これまでにないような新
たな仕組みやシステムを産み出す可能性が高まるとされ
ている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：IT用語辞典　e-Words	 28 

ビッグデータの活用
大量のデータを集めて高度なデータ分析と判断を自動で行い，異変を
いち早く察知したり，近未来を予測したり，今をリアルタイムで描き出す	

29 出典：ITpro「“ビッグデータ革命”が今まさに起きている」，ITpro EXPOバーチャルで講演」	
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30 

ビッグデータ関連のニュース
改正個人情報保護法成立　「匿名」加工で売買自由 

＜2015/9/4 毎日新聞　http://mainichi.jp/articles/20150904/ddm/041/010/186000c＞ 
　個人情報を「匿名」加工すれば本人の同意なしで売買できるようにな
る改正個人情報保護法が３日成立した。２００３年の法制定以来，初の本
格的な改正で，２年以内に施行される。商品の購入履歴などを集積した
「ビッグデータ」を経済活動で活用しやすくするのが狙いだが，個人を特
定できないようにする加工の基準づくりが今後の課題となる。

（中略）
　従来法は個人情報を「特定の個人を識別できるもの」と定義して無断
提供を禁じていたが，ＪＲのケースが抵触するのか明確でなかった。改
正法は，個人情報から氏名を削ったり住所や生年月日の一部を除いた
りしたものを「匿名加工情報」と規定し，動向や購買状況などを本人の同
意なしに第三者に提供できるよう改めた。提供側には，その項目を公表
する義務が課され，違反者には懲役６月以下か罰金３０万円以下の罰則
が設けられた。

(以下省略）

31 

ビッグデータ関連のニュース
「健康ならば保険料安く」　ノーリツ鋼機，医療保険を発売 

＜2016/6/16日本経済新聞　Web刊　http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ16I16_W6A610C1TJC000/＞ 

　ノーリツ鋼機は16日，実際の年齢に比べて健康状態が良ければ保険
料が安くなる医療保険商品を発売すると発表した。健康診断の結果や
レセプト（診療報酬明細書）のビッグデータを基に統計解析した指標を使
い，「健康年齢」を算出。実年齢より若ければ月々の保険料が割安にな
る。健康増進に直接の対価を与えるようなビジネスが今後ほかにも広が
りそうだ。

（中略）
　保険料の指標として使うのが「健康年齢」で，血糖値や中性脂肪といっ
た健診結果と医療費の相関関係から導き出す。子会社の日本医療デー
タセンター（東京・港）が保有する健診結果とレセプトのビッグデータを基
にモデルを作り上げた。

(以下省略）
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32 
32 

４ AI,IoT,ビッグデータの活用

AI,IoT,ビッグデータの活用パターン

１　IoT端末（センサー）などからのビッグデータ活用	

⇒テレマティクス保険	

２　IoT端末からインターネットのビッグデータを活用	

⇒カーナビによる行先情報などの取得	

３　IoT端末とIoT端末を相互に繋いで活用	

⇒ホームコントローラなどの端末による家電の操作

33 
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AI,IoT,ビッグデータの活用パターン

クラウド	
ＡI	

自動車の走行情報の取得	
（速度，急ブレーキなど）

AIを活用し，各車ご
との走行情報を分析
し，個人ごとの保険
料を算出する。

１　IoT端末（センサー）などからのビッグデータ活用	

⇒テレマティクス保険	

インターネット

IｏＴ	

AI,IoT,ビッグデータの活用パターン

クラウド	
ＡI	

インターネット

２　IoT端末からインターネットのビッグデータを活用	
　⇒カーナビによる行先情報などの取得	

ＳＮＳ	
（Facebook	
Twitter	

ＬＩＮＥなど）

ＧＰＳなどの
位置情報	
行動情報

Webサイト	
ブログ

Webサイト，SNS，GPSな
どのビッグデータをAIを活
用し，個人に最適な行き
先情報を提示する。

最適な行先情報の取得	

ビッグデータ	

IｏＴ	
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AI,IoT,ビッグデータの活用パターン
３　IoT端末とIoT端末を相互に繋いで活用	
　⇒ホームコントローラなどの端末による家電の操作	

エアコン
をつけて

インターネットなどで接続	
家電を遠隔操作	

IｏＴ	

IｏＴ	

ＩｏＴ,AI,ビッグデータ,クラウドの関連イメージ

自動車	

工場	公共インフラ	

住宅	
家電	情報端末	

建設機械	

ＳＮＳ	
（Facebook	
Twitter	

ＬＩＮＥなど）

自治体の	
オープンデータ

企業の	
業務システム	

のデータ

IｏＴ

ＧＰＳなどの
位置情報	
行動情報

Webサイト	
ブログ

吪
吚
吇
吞ー

吖	

クラウド	
ＡI	

インターネット
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38 

関連のニュース
「レジない」スーパー アマゾン、自動運転技術で実現 
＜日本経済新聞 電子版　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO16902070W7A520C1000000/＞	

「Amazon Go」。米アマゾン・ドット・コムが2016年末に、“レジ不要”と	
いう常識外れのスーパーマーケットを社員限定のベータ版として開店した。

コンピュータービジョン、センサーフュージョン、ディープラーニング（深層学
習）などの先端技術を駆使して実現している。間違いなく正確に作動するこ
とが求められるが、挑戦的な取り組みであるがゆえ、技術的には超えるべ
き難題がある。 

Amazon Goはレジが不要のスーパーマーケットで、米アマゾン・ドット・	
コムが2016年末にその計画を明らかにした。すでに同社が本社を置くシ

アトルで、ベータ版ショップが開店しており、アマゾン社員に限って利用でき
る。	
同社のビデオによると、買い物客はスーパーに入る際に改札口のようにス

マートフォン（スマホ）をかざす。その後は店内を回って目的の商品をピック
アップし、持参した買い物袋などに入れてそのまま店を出る。	
「レジに並ぶこともなければ、セルフレジで会計を済ませることもない」とい

う簡便さだ。 
動画　https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc 

	
2016/6/15 3:30	

 
	

	

39 

関連のニュース
中国で無人コンビニが登場　顔認証やスマホ決済を活用 

＜産経ニュース　http://www.sankei.com/world/news/170925/wor1709250019-n1.html＞	

中国で店員のいない「無人コンビニ」が登場し、注目を集めている。盗
難を防ぐ顔認証システムやスマートフォン決済などの最新技術を活用し
て、人件費などの運営コストを抑えるのが特徴だ。人手不足に悩む日本
の小売業者にも参考になりそうだ。	
　家具販売大手の「北京居然之家」は７月下旬、北京で無人コンビニを
設置した。入り口のカメラで、来店客が事前登録した顔写真と一致して
いるかを確認。商品にはＩＣタグがはられ、レジ台に置くと自動で計算す
る。支払いはスマホの決済サービスを使う。未払い商品を持ち出そうと
すると、出口は開かない。	
　中国のベンチャー企業が運営する「ＢｉｎｇｏＢｏｘ（ビンゴボックス）」は昨
年８月に１号店を開き、現在は上海などで約８０店舗を展開。工場で量
産した部材を現地で組み立てるコンテナ型の店舗で、場所を移すことも
可能だ。自動販売機の中に人が入り、商品を手に取って買い物する感
覚に近い。	

動画　https://www.youtube.com/watch?v=0YEpPWIkM9Q 

	
2016/6/15 3:30	
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40 

ビッグデータ時代の個人情報
１　個人情報の捉え方の変化

個人情報≒プライバシー

個人情報＝「無料」で便利なサービスを受ける対価
・検索サービス
・地図サービス
・ＳＮＳ

２　企業における個人情報の利用
企業は膨大な個人情報（閲覧情報，位置情報，購買履歴など）を
最大限活用して，さらに便利なサービスを創出して，利益を上げる。

勝ち組企業の寡占化が進む。
⇒消費者におけるメリット，デメリットがある

41 

AI,IoT,ビッグデータ関連のニュース
ICT建設技術を統合 国交省が「i-Construction」を推進へ
＜2015/12/16  日経アーキテクチュア　http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/atcl/knpcolumn/14/546679/121100013/?rt=nocnt＞ 

　3次元データを駆使した情報化施工やCIM（コンストラクショ
ン・インフォメーション・モデリング）の活用を推進してきた国
土交通省は，来年度からこれらを統合して建設現場の生産
性を向上させるため「i-Construction（アイ・コンストラクショ
ン）」という取り組みを始める。技能労働者一人当たりの生産
性を5割アップさせる狙いだ。

（参考）
コマツのスマートコンストラクションhttps://www.youtube.com/watch?

v=_OM92vsuMOU http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/profile/ad/newspaper/n40/special/
http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/ir/annual/html/2015/strategies/smart_construction/
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42 

国土交通省　i-Construction ～建設現場の生産性革命～

出典：国土交通省「i-Construction委員会　報告書　概要資料」　http://www.mlit.go.jp/common/001137123.pdf	

AI,IoT,ビッグデータの活用の影響

１破壊的な生産性の向上
建設業界を始め，先進的な企業では，AI,IoT,ビッグデータを有効に活
用し，破壊的な生産性の向上を図っている。	

	

（１）労働力不足への対応	
・経験の浅い人材が熟練者のレベルの仕事ができる。	
・少人数で多くの仕事ができる。	
	

（２）劇的な時間短縮	
・生産効率が劇的に向上し，人間では達成できない時間短縮が図れる。	

（３）業務内容の根本的な変化	
・機械が人間よりも正確かつ効率的にできるものは機械に代替させ，人
間にしかできない業務内容に注力する。	

	

（４）活用する者と活用しない者との格差の加速度的な急拡大	
・特に上記(1)(2)の効果を，逸早く活用した企業は，企業競争力が飛躍
的に向上し，活用しない企業との格差は加速度的に急拡大していく。	

43 



17/11/18 

23 

AI,IoT,ビッグデータの活用の影響
	

２革新的な新ビジネスの出現
「ウーバー」、「エアビーアンドビー」など

＜Keyword＞	

・シェアリングエコノミー	

・ブロックチェーン	

・ＶＲ（Virtual Reality： バーチャルリアリティ）	

・エッジコンピューティング	
	

３働き方の新た潮流
・ベーシックインカム	
ＮＨＫクローズアップ現代	
「お金が“タダ”でもらえる！？　～世界が注目・ベーシックインカム～」	
＜https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4053/＞

	

	

	

	

	
	

44 

AI,IoT,ビッグデータ活用の注意点

45	

先ずは，抱えている「課題」を明確にする。	

その課題を解決するための「手段」として， 
「AI,IoT,ビッグデータ」を活用，導入する。	

「AI,IoT,ビッグデータ」を活用，導入すること
自体を「目的」にすると効果が出ない。	
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お勧め動画
	

ROBOT TOWN SAGAMI 2028
https://www.youtube.com/watch?v=zKN1sjbz590	

46 


