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第1部

事業概要

第 1 章 事業の趣旨・目的
近年、健康に関わる意識が高まっており、健康のためにスポーツを行う人も多い。一方、
WHO 憲章による健康の定義から、健康には医療に加え、スポーツ（運動）やフード（食）
によって肉体的・精神的な健康を支えることは勿論、美容によって社会的な健康美が作り
上げられることがわかる。即ち、これらのバランスによって、健康が総合的に達成される。
健康に関わるスポーツ、フード、美容等の市場は着実に増加傾向にあり、健康や美に対
する多様な指向や高齢化社会での健康への認識向上とも相まって、今後ますます健康に対
するニーズが高まってくる。これに応えるためには、ニーズに関する様々な情報（データ）
を収集し分析することが重要である。それを実現するためには、AI やビッグデータ等の最
新技術の活用が鍵となる。
そこで本事業では、AI 等の最新技術を活用して新しい健康関連ビジネスを創出する人材
を育成するための教育プログラムを開発する。本教育プログラムを実施し、全国の専門学
校等に普及させていくことで、より利用者のニーズに合った健康関連サービスが多数創出
され、一般市民がより健康的な生活ができる社会、すなわち Society5.0 の実現が期待でき
る。
なお、本事業における学習ターゲットは、「スポーツ・フード・美容・医療・福祉等、健
康に関連する分野の専門学校や大学を卒業した者」であり、目指す人材像は「健康に関連
する分野の幅広い知識を持ち、AI 等の最新技術を活用して健康関連ビジネスを創出できる
人材」である。

第 2 章 当該教育カリキュラム・プログラムが必要な背景について
2-1 健康に関わる意識の高まり
近年、健康に関わる意識が高まっている。三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングの調査
1によると、6

1

割の人が健康に不安があると回答している（図表 1 の左）
。また、健康に関す

「健康関連サービスの動向整理」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/policy_coordination/internet_c
1

る不安の内容で多いのは、
「体力が衰えてきた」
（49.6%）、
「持病がある」
（39.6%）、
「スト
レスがたまる・精神的に疲れる」
（36.3%）という結果であった（図表 1 の中）
。さらに、同
調査では、運動やスポーツを行っている人は全体の 8 割で、その理由として「健康・体力
つくりのため」。が 56.4%と最も多い回答であった（図表 1 の右）
。健康に対する意識が高
まっている中、健康を支えるためにスポーツを行っている人が多いことがわかる。

図表 1 健康関連サービスの動向整理

2-2 健康のために必要なもの
WHO（世界保健機構）憲章による健康の定義は、
「健康とは、病気でないとか、弱って
いないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満た
された状態にあること」とされている2。このことから考察すると、医療に加え、先述した
スポーツ（運動）により健康を支えることは勿論、フード（食）によっても肉体的・精神
的満足を得ることも、健康にとって必要なことである。さらに、美容やファッション（服
飾）などが社会的な健康美を作り上げるものとすることができる。即ち、健康を総合的に
達成するには、運動や食、美容や服飾などをバランスよく実践する必要がある。

2-3 スポーツ・フード・美容分野の市場動向
健康に関連するスポーツ、フード、美容の各分野の市場は、拡大傾向にある。実際、ス
ポーツ庁の報告書3によると、2012 年のスポーツ市場は 5.5 兆円であったが、東京オリンピ
ommittee/pdf/adjustments_index_8_171012_0002.pdf
2

公益社団法人日本 WHO 協会 http://www.japan-who.or.jp/commodity/kenko.html
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平成 29 年度「スポーツ産業の成長促進事業

③スポーツ関連新事業創出支援事業」

報告書 「新たなスポーツビジネス等の創出に向けた市場動向」
2

ックの開催される 2020 年には 10.9 兆円、2025 年には 15.2 兆円に達すると試算されてい
る。また富士経済による健康志向食品（"明らか食品"4と"ドリンク類"）の国内市場調査5で
は、2011 年に 1 兆 1,000 億円程度だった健康志向食品市場は拡大を続け、2018 年には 1
兆 4,343 億円に達すると予測されている。さらに、同じく富士経済による美容家電・化粧
雑貨市場の国内市場調査6では、2012 年に 1,800 億円程度だった美容家電・化粧品雑貨市場
も拡大し、2018 年には 2,484 億円が予測されている。
こうした各分野の市場拡大から、健康関連ビジネスの需要は今後も増加していくことが
考えられる。

2-4 スポーツ分野に IoT や AI・ビッグデータを活用したビジネスの事例
上記 3 の資料では、IoT やウェアラブル端末の活用により、競技者の状態を可視化し、そ
のデータを分析することで、データに基づくトレーニングや指導、適正競技の提示等を可
能とし、競技力の向上を目指す事例が紹介されている。他にも、ビッグデータを分析しマ
ーケティングを高度化することで、サッカーの試合への来場者数を目指す J リーグの取り
組みが紹介されている。この取り組みでは、サポーターのスタジアム観戦頻度や年齢、好
みのクラブ、チケット購入履歴等をスマートフォンのアプリによって登録してもらい、蓄
積されたデータを分析し、その分析結果を基にサポーターの属性に合わせた情報やサービ
スを提供するというものである。J1 から J3 までの全 54 クラブに開放し、2018 年は無償
で試験的に運用している。ビッグデータの活用によってサポーターの行動パターンを把握
し、クーポン配布などによる観客開拓を行い集客アップ等の効果を狙う。
その他、フード、美容、医療・福祉分野において、マーケティングや利用者へのアドバ
イス等に AI やビッグデータを活用した事例が多数見受けられ、新しいビジネスの形態が生
まれてきている。
以下、スポーツ、フード、美容、医療・福祉に AI 等の最新技術を活用したビジネスの事
例を紹介する。

4
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6

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/30/05/__icsFiles/afieldfile/2018/05/31/14
05699.pdf
医薬品医療機器等法（旧・薬事法）により「野菜、果物、調理品等その外観、形状等より
みて明らかに食品と認識される物」と定められた食品。誰が見ても食品であることが明
らかであり、医薬品と誤解される虞がないため、効能を謳っても医薬品医療機器等法違
反とはならない。
http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/180111_18001.pdf
http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/180330_18030.pdf
3

①スポーツに AI を活用したビジネスの事例

スポーツに AI を活用し、映像データや蓄積したデータからプレーの傾向を分析してチー
ムの強化に貢献するサービスの例（上記 3 の資料より）
。

4

②フードに AI を活用したビジネスの事例

SENSY 株式会社（旧社名：カラフル・ボード株式会社）は、感性分析のアプローチを味
覚に応用し、ユーザーの飲食後の感想から一人ひとり異なる味覚をデジタル化して捉える
技術を開発7した。ユーザーがまだ飲食したことのないものでも、味覚を予測して提案する
ことを可能にしている。この技術を応用し、酒類におけるアプリ「SENSY ソムリエ」を開
発した。そして、伊勢丹新宿本店で、日本酒とワインの売り場に SENSY ソムリエをイン
ストールしたソフトバンクロボティクスの「Pepper」を配置し、来店者と会話をして一人
ひとりの味覚を解析し、好みに合わせたお酒を提案するロボット接客の実証を行っている。
具体的な手順は次の通り。まず、来店者に 3 種類の日本酒またはワインを試飲してもら
い、甘み・苦味・酸味などの味覚や、好みに関する感想を入力してもらう。さらに「好き
なパスタは？」「お酒と一緒に味わいたい料理は？」といった質問を行う。こうして味覚を
解析し、店頭に在庫のある商品の中から、最適な 1 本を提案する仕組みとなっている。

7

ファッションや食分野で導入拡大 感性分析 AI」の威力とは 『事業構想』
https://www.projectdesign.jp/201704/ai-business-model/003525.php
5

③美容に AI を活用したビジネスの事例

SK-II は、2018 年 6 月に期間限定ではあるが、顧客の肌の状態に合ったスキンケア製品
を提案するスマートストア「FUTURE X Smart Store by SK-II」を開催していた8。ここで
は、鏡の前に座るだけで肌の状態を分析する「スキン スキャン」によって肌に関する情報
を取得し、顧客の顔と紐付けられてクラウドに保存される。さらに、
「スマート ビューテ
ィー ウォール」という大きなタッチスクリーンの前に立つと、
「スキン スキャン」によっ
て分析された肌の情報と分析結果に合わせたスキンケアアドヴァイスが顔認識によって自
動で表示される。さらに、
「スマート ビューティー カウンター」へと移動すれば、今度は
ここでも顔認識によって一人ひとりの分析結果と肌年齢、また触れた製品の製品情報が表
示され、その場で製品を試すこともできる。
SK-II は AI と顔認証システム、そして同社独自の肌分析技術を組み合わせることで、カ
ウンセリングを自動化しスマートなものに変容させることに成功した。来場者はポップア
ップストアの中を一周するだけで、一通り店内を見終わるころにはカウンセリングも済ん

8

SK-II のスマートストアは、ヒトとスキンケアの関係性をリデザインする「プラットフォ
ーム」になる WIRED
https://wired.jp/2018/06/01/future-x-smart-store-by-sk2-ws/#galleryimage_397249-26
29_5
6

でしまう。
④医療・福祉に AI を活用したビジネスの例
画像と診断結果により学習した AI に、皮膚癌が疑われる部位の写真を画像診断させ、皮
膚科医の診断と比較する実験が行われている9。
皮膚癌の一種である悪性黒色腫は、早期発見できれば治療可能だが、手遅れになるまで
見つからない場合が多い。10 万点以上の良性と悪性の腫瘍、ほくろの画像を、診断結果と
セットで AI に学習させた。こうして学習させた AI に、皮膚癌が疑われる部位の写真を画
像診断させたところ、悪性黒色腫を正しく識別できた割合は 95%に達した。
一方、17 カ国 58 人の皮膚科医が画像診断した結果では、悪性黒色腫を正しく識別できた
割合は 86.6%だった。良性を悪性と誤診する割合も、AI の方が低かった（但し、患者の年
齢や性別、患部などの情報が分からないために、皮膚科医が実力を発揮できなかった可能
性もある）。

2-5 AI 等を活用して健康関連ビジネスを創出する人材の必要性
健康に関する意識が高まり、その関連分野の市場が拡大する一方、利用者のニーズに合
ったサービスを提供していくことが求められている。利用者からのニーズに応えるために
は、ニーズに関する様々な情報（データ）を収集し分析していくことが重要である。この
ようなことを実現するためには、AI やビッグデータ等の最新技術の活用が必要になる。ま
た、新しいサービスを開発するためには、自社で全てを開発するのではなく、外部の知見
やノウハウを活用するオープンイノベーションによって効率的に開発していくことが望ま
しい。よって、AI やビッグデータ等の新しい技術を活用し、それらを組み合わせることで
新しい健康関連ビジネスを創出する人材が必要となってくる。
先述のように、スポーツ・フード・美容・医療・福祉の各分野において AI を活用したビ
ジネスが生まれ広まっている段階にある。このようなビジネスを創出するために、AI 関連
の開発人材を新たに雇用したり、或いは資生堂のように、AI ベンチャー企業を買収したり
する例も出てきている10。資生堂のような大企業ならこのような方法も可能であるが、街中
の美容室や飲食店といった小規模な企業・店舗には難しい。そこで、IT 企業等に開発を依
9
10

『Newsweek』 2018 年 11 月 20 日号
「資生堂が米国ベンチャー企業 Giaran を買収～AI を活用しパーソナライゼーションの
強化へ」

https://markezine.jp/article/detail/27432
7

頼することになるが、分野の異なる美容室等と IT 企業との間で十分なコミュニケーション
を取ることは、お互いに難しい。そのため、健康関連分野の企業や店舗と IT 企業との仲立
ちをする人材が必要になってくる。本教育プログラムで育成を目指す人材には、健康関連
分野と、AI をはじめとした IT それぞれの全般的な知識が求められる。そしてそれを基に、
健康関連分野の企業や店舗の現場におけるニーズを汲み取り、健康・IT 双方の企業と協力
して新しいビジネスを創出するためのコミュニケーション力や問題解決力、提案力等を備
えていることも重要である。

第 3 章 開発する教育プログラムの概要

本事業で開発する教育プログラム「AI や IoT 等の最新技術を活用して新しい健康関連ビ
ジネスを創出する人材の育成プログラム」の概要は、以下の通りである。

3-1 教育プログラムの概要
本事業で開発する教育プログラムでは、AI 等の最新技術を活用して新しい健康関連ビジ
ネスを創出する人材を育成する。対象者は、健康関連分野、即ち、スポーツ、フード、美
容、医療・福祉等のいずれかの分野を専門学校や大学で学習した者、または、いずれかの
分野での実務経験が 2～3 年程度以上の社会人とする。カリキュラムは 1 年間で 850 時間程
度とし、各分野の全般の基本的な知識と、AI を活用したビジネスの事例について学習し、
さらに、健康関連ビジネスの創出を題材とした PBL11にて、ビジネス創出に必要なスキル
を身に付ける。一般的な PBL は仮想的なプロジェクトを題材とし、ビジネスとしての採算
性や実現性はあまり考慮されないことが多いが、本教育プログラムで実施する PBL では実
際のビジネスとして実現させることを目標とする。以上のような、他に類を見ない教育プ
ログラムを新たに開発し、新たな人材ニーズに対応する。

3-2 カリキュラム内容
本教育プログラムでは、まずスポーツ、フード、美容、医療・福祉の各分野のビジネス
を中心に全般的な学習をするために、4 分野の科目を配置している。その上で、分野複合的
なビジネスを創出するための PBL を実施するために課題研究を配置している。合計の学習

11

Project Based Learning。仮想的なプロジェクトにグループで取り組み、調査や討議を
繰り返しながら最終的な成果物を作成する学習方法。コミュニケーション力、問題解決
力、チームワーク等、グループで業務を遂行するために必要なスキルの修得や向上に効
果がある。
8

時間は 832.5 時間である。各分野の科目構成の概要を以下に示す。
分野
「スポーツ」分野
135 時間

科目名

時間数（H）

学習内容等
スポーツビジネスに関する

スポーツビジネス

22.5

・オーバービュー

全般的な知識を学習し、関
連する事例を紹介する。
スポーツマネジメントの基
本理論と、スポーツの普

スポーツ

22.5

マネジメント

及・振興やスポーツビジネ
スの発展へのマネジメント
活用について学習する。
健康をサポートするための

スポーツ

22.5

トレーニング

トレーニングに欠かせない
知識と実践方法を学習す
る。

22.5

スポーツ産業論

スポーツ産業の全体像につ
いて解説する。
スポーツ経営の概念や構

22.5

スポーツ経営論

造、経営資源等について解
説する。
スポーツビジネスの事例を
題材として、これまでに学

スポーツビジネス

22.5

事例研究

習した内容がどのように応
用されているかを学習す
る。

「フード」分野
135 時間

フード（栄養、調理も含む）
フードビジネス

22.5

・オーバービュー

ビジネス全般について、分
類や特徴等について学習す
る。
食品衛生法規や食品加工に

22.5

食品衛生学

おける衛生管理に関する知
識を学習する。
店舗の企画から運営までの

22.5

食運営管理

一連の流れや、標準的な一
日の業務に関する知識を学
習する
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22.5

食文化概論

国内外の食文化の歴史につ
いて学習する。
健康とは何か、食生活から

22.5

食生活と健康

見た健康づくり等について
学習する。
フードビジネスの事例を題

フードビジネス

22.5

事例研究

材として、これまでに学習
した内容がどのように応用
されているかを学習する。

「美容」分野
135 時間

美容ビジネスの歴史から、

美容ビジネス

22.5

・オーバービュー

現代のビューティビジネス
の全体像を学習する。
美容業の歴史、ファッショ

22.5

美容文化論

ン文化史の全体像を学習す
る。
美容に関わる接客、経営、

22.5

美容運営管理

マーケティング、店舗運営
について学習する。
美容用具の正しい取り扱い
方法を学び、シャンプー、

22.5

美容技術理論

ヘアデザイン、カット、パ
ーマ、ヘアセッティング、
カラーなどの基礎的技術理
論を学習する。
美容において使用する器具
や香粧品は、使用方法を誤
ると人体に有害に働くこと

22.5

香粧品化学

もある。そこで本科目では、
これらを正しく、安全に取
り扱うために必要な知識を
学習する。
美容ビジネスの事例を題材

美容ビジネス

22.5

事例研究

として、これまでに学習し
た内容がどのように応用さ
れているかを学習する。

「医療・福祉」分野

22.5

医療・福祉ビジネ
10

医療・福祉に関する全般的

135 時間

ス・オーバービュー

な知識を学習し、医療・福
祉関連サービスの事例を紹
介する。

医療・福祉マーケテ

医療・福祉マーケティング

ィング

22.5

の基本的な知識を学習し、
選ばれる医療・福祉サービ
スとは何かを考える。

メンタルケア

心・精神からの健康を維
22.5

持・促進するための知識や
スキル等について学習す
る。

社会保障制度と医療

医療・福祉に関わる社会保
22.5

制度

障制度や医療制度の概要に
ついて学習する。

地域福祉概論

地域福祉の基本的な考え
22.5

方、地域福祉の主体と対象、
関係する行政組織や災害支
援等について学習する。

医療・福祉ビジネス

医療ビジネスや福祉の事例

事例研究

を題材として、これまでに
22.5

学習した内容がどのように
応用されているかを学習す
る。

「IT・AI」分野

AI ビジネス・オーバ

157.5 時間

ービュー

45

IoT ビジネス・オー

45

バービュー
データ分析

AI の概要や活用法、ビジネ
ス化について学習する
IoT の概要や活用法、ビジ
ネス化について学習する
データ分析全般の基本的な

45

概念や分析手法について学
習する。講義と合わせて PC
を用いた演習も行う。

ネットワーク・クラ

ネットワーク及びクラウド
22.5

ウド

全般の基本的な事項につい
て学習する。

「課題研究」分野

PBL①

45

135 時間
11

AI 等の新しい技術を活用
した健康関連ビジネス創出

プロジェクトにグループで
取り組む。課題解決までの
シナリオが明確になってい
る講師主導型 PBL。
PBL②

AI 等の新しい技術を活用
した健康関連ビジネス創出
プロジェクトにグループで
90

取り組む。課題解決までの
シナリオも学習者が自分た
ちで設定する学習者主導型
PBL。

図表 2 カリキュラム概要

第 4 章 今年度の具体的活動実績
今年度は、実施委員会を 3 回開催し、事業方針の検討及び進捗の確認を行った。また、
事業計画に従って、コマシラバス開発、教材開発に取り組んだ。

4-1 実施委員会
本事業は、産学の連携体制によって実施委員会を構成し、事業に運営に当たった。以下
は、本事業の実施委員会の構成である。
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名称

役割等

都道府県

実施委員長

東京都

開発・実証

北海道

開発・実証

埼玉県

学校法人松樹学園 信州介護福祉専門学校

開発・実証

長野県

学校法人三橋学園 船橋情報ビジネス専門学校

開発・実証

千葉県

学校法人国際学園 九州医療スポーツ専門学校

開発

福岡県

学校法人岩永学園 こころ医療福祉専門学校

開発

長崎県

学校法人九州美容専門学校

開発

熊本県

有限会社ケッズグループ

実証

東京都

株式会社ベジコープ

調査

東京都

株式会社サートプロ

調査・実証

東京都

評価

東京都

調査・評価

東京都

一般社団法人日本環境保健機構
学校法人滋慶学園
札幌ベルエッポック製菓調理専門学校
学校法人埼玉福祉学園
埼玉ベルエッポック製菓調理専門学校

一般財団法人日本教育基盤財団
一般社団法人金属アレルギー協会
図表 3 実施委員会構成

以上の参画機関から実施委員を招集し、実施委員会を 3 回開催した。以下は、実施委員
会の開催実績である。
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実施委員会
第一回実施委員会

開催日時

議題等

令和 2 年 9 月 14 日(月)

・委員長挨拶

13：00～14：30

・委員紹介（近況報告）
・2019 年度事業成果報告
・2020 年度事業計画説明
・意見交換等

第二回実施委員会

令和 2 年 10 月 27 日(火)

・委員長挨拶

14：00～15：30

・2020 年度事業計画説明
(1)開発教材
(2)実証講座実施
・意見交換等

第三回実施委員会

令和 3 年 2 月 25 日(木)

・委員長挨拶

17：00～18：00

・事業報告
(1)実証講座
(2)開発教材
・意見交換等

図表 4 実施委員会の開催実績

4-2 開発
今年度は、学習者評価基準の開発、コマシラバスの開発、オーバービュー科目講義用教
材の開発、ケーススタディ教材の開発、e ラーニング教材開発、PBL 教材開発に取り組ん
だ。
学習者評価基準開発では、AI 等の最新技術を活用して新しい健康関連ビジネスを創出す
る人材に必要な知識やスキルを整理した。
「スポーツ」
「フード」
「美容」
「医療・福祉」
「IT・
AI」の各分野に分類し、それぞれの知識やスキルに対して求めるレベルの基準を設定した。
コマシラバスは、教育プログラムを構成する各分野の科目について科目名、分野、科目
概要、授業時間数、学習目標、授業内容、使用教材、評価方法を具体的に書き下したもの
である。今年度は、昨年度までの開発に引き続き、
「スポーツ」2 科目、「フード」2 科目、
「美容」2 科目、
「医療・福祉」2 科目、
「IT・AI」4 科目、
「課題研究」2 科目のコマシラバ
スを開発した。以上により、教育プログラム全体のコマシラバスを完成させた。
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オーバービュー科目講義用教材は、「AI ビジネス・オーバービュー」「IoT ビジネス・オ
ーバービュー」について開発を行った。オーバービュー科目は、AI ビジネス及び IoT ビジ
ネスについて全般的な知識を学習し、関連する事例を紹介することを目的として開発した。
ケーススタディ教材は、「スポーツ」
「フード」
「美容」「医療・福祉」の各分野のビジネ
ス事例を題材として、AI や IoT の導入によりどのような課題がどのように解決されるかを
検討する教材を開発した。
PBL 教材は、
「医療・福祉」
「美容」の各分野において、AI や IoT の導入を企画提案する
プロジェクトに取り組むものを開発した。

4-3 実証講座
本教育プログラムの検証のために、一部を抽出して実証講座を実施した。今年度は、介
護施設に勤務する社会人 5 名を対象として、4 日間・10.5 時間の講座を実施した。実施内
容は、介護施設に見守り機器の導入を提案するプロジェクトを題材とした PBL である。PBL
で作成した各種ワークシートの状況や受講後アンケートの結果から、本教育プログラムの
教育効果が確かめられた。
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第２部

開発報告

本事業では、今年度、評価基準、コマシラバス及び教材の開発を行った。

第 1 章 学習者評価基準開発
学習者評価基準は、本教育プログラムで育成を目指す人材に必要な知識やスキルを整理
したものである。この評価基準を基に、教育プログラムで実施する科目の内容を検討して
いく。今年度の開発をもって、全体を完成させた。評価基準は、必要な知識やスキルに対
応する「能力細目」と、その程度を評価する「評価基準」とで構成した。
「評価基準」は、
「～～を説明できる」
「～～の知識を活用して－－ができる」等の、評価対象者の行動で評
価できるようなものとした。
以下、昨年度までに開発済みの分も含めて、学習者評価基準の全体を報告する。

1-1 スポーツ分野の学習者評価基準

能力細目
スポーツビジネス全般

基準
○スポーツビジネス全般の基本的な知識を持ち、近年の動向や
関連サービスの具体例について説明できる。
○スポーツマネジメントの基本理論を説明し、活用方法につい
て例を挙げて説明できる。
○スポーツトレーニングの基本的な理論を理解し、トレーニン
グとコンディショニングや食事・栄養、メンタルとの関係を
説明できる。
○スポーツ産業の概略を説明できる。
○スポーツ経営の基礎を理解し、スポーツ経営の課題解決の方
法を提案できる。
○スポーツビジネス全般の基本的な知識を元に、スポーツビジ
ネスがどのように運営されているかを説明できる。

関連情報の収集と整理

○ダイエット、健康維持、スポーツ競技のためのトレーニング
など、顧客一般が期待する内容・水準を理解している。
○顧客満足度の高い健康維持・向上プログラムの運営に向けて、
最新機器やフィットネス全般に関する情報を理解している。
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○日頃のコミュニケーションを通じて、参加者の年齢・性別・
興味などを把握し、不明な点は（顧客情報上）可能な範囲で
確認している。
○健康維持・向上プログラムの目的を理解したうえで、筋力ト
レーニングのメニューや機器の使用方法等のプログラム作成
に必要な知識を理解している。
トレーニング・プログラ
ムの計画作成

○顧客一人ひとりの目的やニーズに合ったトレーニング・プロ
グラムの指導計画を作成する手順を理解している。
○レベルアップしていく顧客に合わせて、より魅力的なトレー
ニングを提供できるよう、プログラム内容を定期的に見直す
方法を理解している。
○インストラクターとして、顧客からの生の声をイベントやキ
ャンペーンの企画立案に反映するなど、店舗マネジャーやス
タッフと一体となって店舗運営の仕事を支援する方法を理解
している。
○運動処方・食事面でのアドバイスを含めた参加者の目的に合
ったトレーニングジム・プログラムの企画・提案方法を理解
している。

必要な器具・用具等の準
備

○トレーニングジム・プログラムで使用する器具の状態を安全
面から確認している。
○ディスプレイやヘッドホンなど、使用する器具・機器に関す
る映像や音の性能に不具合がないかどうか確認している。
○危険な器具に関しては、安全面の配慮が十分になされている
かを特に確認している。
○上位者からのアドバイスや意見を参考にしながら、必要な器
具や用具の準備に当たっている。
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1-2 フード分野の学習者評価基準

能力細目
フードビジネス全般

基準
○フードビジネスの全体像の概略を説明できる。
○国内外の食文化の歴史の概要を説明できる。
○店舗の企画から運営までの一連の流れや、標準的な一日の業
務に関する知識を説明できる。
○フードビジネス全般の基本的な知識を元に、スポーツビジネ
スがどのように運営されているかを説明できる。

フード分野の専門知

○食品衛生法規、衛生管理について説明できる。

識・スキル

○健康な生活を送るための食生活のポイントについて説明でき
る。

1-3 美容分野の学習者評価基準

能力細目
美容ビジネス全般

基準
○美容ビジネスの全体像の概略を説明できる。
○美容業の歴史とファッション文化史の概略を説明できる。
○美容における接客、経営、マーケティング、店舗運営の概略
を説明できる。
○美容ビジネス全般の基本的な知識を元に、美容ビジネスがど
のように運営されているかを説明できる。

美容分野の専門知識・ス
キル

○美容用具の正しい取り扱い方法、美容の基礎的技術理論を説
明できる。
○香粧品の原料や配分、使用目的等の基本的な知識を説明でき
る。

美容技術の向上に向け
た取り組み

○上位者などのフィードバックを踏まえて、美容技術やお客様
応対、コミュニケーションなどについて学び、身につけてい
る。
○技術及び関連分野の専門知識や正しい理論を身につけるた
め、常に学習している。
○美容従事者として自らの技術のレベルを常に確認し、周囲の
人の良いところを学びながら自己研鑽している。
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1-4 医療・福祉分野の学習者評価基準

能力細目

基準

医療・福祉ビジネス全般

○医療・福祉業界全般の基本的な知識を持ち、近年の動向や関
連サービスの具体例について説明できる。
○医療におけるマーケティングの考え方を理解し、医療サービ
スにおける顧客満足度向上のための対策について例を挙げて
説明できる。
○医療・福祉ビジネス全般の基本的な知識を元に、スポーツビ
ジネスがどのように運営されているかを説明できる。

医療・福祉分野の専門知

○メンタルケアについて、例を挙げて説明できる。

識・スキル

○社会保障制度や医療制度の全体像を理解し、概要を説明でき
る。
○地域福祉の基本的な考え方や、地域福祉の主体と対象につい
て説明できる。

サービス提供時におけ
るリスクの理解

○サービス提供時において想定されるリスク（利用者の安全性
に関するリスク、サービスの適切性に関するトラブル、人的
トラブル、物理的トラブル、金銭的トラブル等）について基
本事項を理解している。
○問題やトラブルを未然に防ぐため、一般的な施設が講じてい
る施策を理解している。
○過去に現場で起きた問題やトラブルの事例を理解している。
○身体拘束に至る背景や原因、身体拘束をなくしていくための
対応策について理解している。
○利用者の生活、心身の状況、生活背景など、適切なサービス
提供を行う上でどのような情報が必要かを理解している。

利用者の安全衛生の確
保、トラブルの未然防止
のための対応

○個人情報保護の重要性を認識し、その取り扱いに関してどの
ような注意が必要かを理解している。
○利用者への感染防止等に留意し、施設の業務マニュアルに従
って、手洗い・消毒、予防着・手袋の着用・交換、感染媒体・
感染源の除去・消毒など衛生面での対応を日々確実に実施し
ている。
○利用者に、どのような感染症の既往があるか正確に確認する
ことの必要性を理解している。
○起きてしまったトラブルだけでなく、現場での「ヒヤリ・ハ
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ット」も含めて、適切に上位者に報告・連絡・相談している。

1-5

IT・AI 分野の学習者評価基準

能力細目
AI ビジネス全般

基準
○AI 全般の基礎知識を説明でき、AI の活用事例についていく
つか例を挙げて説明できる。
○AI ビジネスの構造や特徴について説明できる。

IoT ビジネス全般

○IoT 全般の基礎知識を説明でき、IoT の活用事例についてい
くつか例を挙げて説明できる。
○IoT ビジネスの構造や特徴について説明できる。

IT・AI の専門知識・ス

○データ分析全般の基本的な概念や分析方法を説明できる。

キル

○データを取得し、その可視化を行うことができる。
○ネットワーク全般の基本的な事項について説明できる。
○クラウドの概念を理解し、クラウドサービスの具体例をいく
つか説明できる。

第 2 章 コマシラバス開発
コマシラバスは、教育プログラムを構成する各分野の科目について科目名、分野、科目
概要、授業時間数、学習目標、授業内容、使用教材、評価方法を具体的に書き下したもの
である。今年度は、昨年度までの開発に引き続き、
「スポーツ」2 科目、「フード」2 科目、
「美容」2 科目、
「医療・福祉」2 科目、
「IT・AI」4 科目、
「課題研究」2 科目のコマシラバ
スを開発した。以上により、教育プログラム全体のコマシラバスを完成させた。

2-1 カリキュラム概要
本教育プログラムでは、まずスポーツ、フード、美容、医療・福祉の各分野のビジネス
を中心に全般的な学習をするために、4 分野の科目を配置している。その上で、分野複合的
なビジネスを創出するための PBL を実施するために課題研究を配置している。合計の学習
時間は 832.5 時間である。
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分野
「スポーツ」分野
135 時間

科目名

時間数（H）

学習内容等
スポーツビジネスに関する

スポーツビジネス

22.5

・オーバービュー

全般的な知識を学習し、関
連する事例を紹介する。
スポーツマネジメントの基
本理論と、スポーツの普

スポーツ

22.5

マネジメント

及・振興やスポーツビジネ
スの発展へのマネジメント
活用について学習する。
健康をサポートするための

スポーツ

22.5

トレーニング

トレーニングに欠かせない
知識と実践方法を学習す
る。

22.5

スポーツ産業論

スポーツ産業の全体像につ
いて解説する。
スポーツ経営の概念や構

22.5

スポーツ経営論

造、経営資源等について解
説する。
スポーツビジネスの事例を
題材として、これまでに学

スポーツビジネス

22.5

事例研究

習した内容がどのように応
用されているかを学習す
る。

「フード」分野
135 時間

フード（栄養、調理も含む）
フードビジネス

22.5

・オーバービュー

ビジネス全般について、分
類や特徴等について学習す
る。
食品衛生法規や食品加工に

22.5

食品衛生学

おける衛生管理に関する知
識を学習する。
店舗の企画から運営までの

22.5

食運営管理

一連の流れや、標準的な一
日の業務に関する知識を学
習する

22.5

食文化概論
21

国内外の食文化の歴史につ

いて学習する。
健康とは何か、食生活から
22.5

食生活と健康

見た健康づくり等について
学習する。
フードビジネスの事例を題

フードビジネス

22.5

事例研究

材として、これまでに学習
した内容がどのように応用
されているかを学習する。

「美容」分野
135 時間

美容ビジネスの歴史から、

美容ビジネス

22.5

・オーバービュー

現代のビューティビジネス
の全体像を学習する。
美容業の歴史、ファッショ

22.5

美容文化論

ン文化史の全体像を学習す
る。
美容に関わる接客、経営、

22.5

美容運営管理

マーケティング、店舗運営
について学習する。
美容用具の正しい取り扱い
方法を学び、シャンプー、

22.5

美容技術理論

ヘアデザイン、カット、パ
ーマ、ヘアセッティング、
カラーなどの基礎的技術理
論を学習する。
美容において使用する器具
や香粧品は、使用方法を誤
ると人体に有害に働くこと

22.5

香粧品化学

もある。そこで本科目では、
これらを正しく、安全に取
り扱うために必要な知識を
学習する。
美容ビジネスの事例を題材

美容ビジネス

22.5

事例研究

として、これまでに学習し
た内容がどのように応用さ
れているかを学習する。

「医療・福祉」分野

医療・福祉ビジネ

135 時間

ス・オーバービュー

22.5
22

医療・福祉に関する全般的
な知識を学習し、医療・福

祉関連サービスの事例を紹
介する。
医療・福祉マーケテ

医療・福祉マーケティング

ィング

22.5

の基本的な知識を学習し、
選ばれる医療・福祉サービ
スとは何かを考える。

メンタルケア

心・精神からの健康を維
22.5

持・促進するための知識や
スキル等について学習す
る。

社会保障制度と医療

医療・福祉に関わる社会保
22.5

制度

障制度や医療制度の概要に
ついて学習する。

地域福祉概論

地域福祉の基本的な考え
22.5

方、地域福祉の主体と対象、
関係する行政組織や災害支
援等について学習する。

医療・福祉ビジネス

医療ビジネスや福祉の事例

事例研究

を題材として、これまでに
22.5

学習した内容がどのように
応用されているかを学習す
る。

「IT・AI」分野

AI ビジネス・オーバ

157.5 時間

ービュー

45

IoT ビジネス・オー

45

バービュー
データ分析

AI の概要や活用法、ビジネ
ス化について学習する
IoT の概要や活用法、ビジ
ネス化について学習する
データ分析全般の基本的な

45

概念や分析手法について学
習する。講義と合わせて PC
を用いた演習も行う。

ネットワーク・クラ

ネットワーク及びクラウド
22.5

ウド

全般の基本的な事項につい
て学習する。

「課題研究」分野

PBL①

AI 等の新しい技術を活用

135 時間

45

した健康関連ビジネス創出
プロジェクトにグループで
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取り組む。課題解決までの
シナリオが明確になってい
る講師主導型 PBL。
PBL②

AI 等の新しい技術を活用
した健康関連ビジネス創出
プロジェクトにグループで
90

取り組む。課題解決までの
シナリオも学習者が自分た
ちで設定する学習者主導型
PBL。

図表 5 カリキュラム概要

2-2 開発したコマシラバス
今年度事業でコマシラバスを開発した科目は、以下の通りである。
分野
スポーツ
フード
美容
医療・福祉
IT・AI

科目名
スポーツ産業論

22.5 時間

スポーツ経営論

22.5 時間

食文化概論

22.5 時間

食生活と健康

22.5 時間

美容技術理論

22.5 時間

香粧品化学

22.5 時間

社会保障制度と医療制度

22.5 時間

地域福祉概論

22.5 時間

AI ビジネス・オーバービュー

45 時間

IoT ビジネス・オーバービュー

45 時間

データ分析

45 時間

ネットワーク・クラウド
課題研究

時間数

22.5 時間

PBL①

45 時間

PBL②

90 時間

図表 6 コマシラバス開発科目（今年度）
以下、開発したコマシラバスを列記する。
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科目名

スポーツ産業論

分野

スポーツ

科目概要

スポーツ産業の全体像について解説する。

授業時間数

22.5 時間（15 コマ）

学習目標

スポーツ産業の全体像を把握する。

授業内容

1. ガイダンス
2. スポーツ産業の歴史
3. スポーツ用品産業
4. スポーツ施設産業
5. スポーツサービス産業
6. スポーツとメディア産業
7. スポーツ参加者を知る：するスポーツ
8. スポーツファンを知る：見るスポーツ
9. スポーツへの社会化と専門化
10. スポーツサービスと消費行動
11. 公共スポーツ施設のマネジメント
12. フィットネスクラブのマネジメント
13. スポーツとファイナンス
14. スポーツスポンサーシップ
15. スポーツとソーシャルメディア

使用教材

『スポーツ産業論 第 6 版』 原田宗彦 編著 杏林書院
25

評価方法

期末テスト
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科目名

スポーツ経営論

分野

スポーツ

科目概要

スポーツ経営の概念や構造、経営資源等について解説する。

授業時間数

22.5 時間（15 コマ）

学習目標

スポーツ経営の基礎を理解し、スポーツ経営の課題解決の方法を考えら
れるようになる。

授業内容

1. ガイダンス
2. 現代社会と体育・スポーツ経営
3. 体育・スポーツ経営の概念と構造
4. 体育・スポーツ経営と運動生活
5. 体育・スポーツ事業と経営資源
6. 体育・スポーツ事業の運営①
エリアサービス事業
7. 体育・スポーツ事業の運営②
プログラムサービス事業
8. 体育・スポーツ事業の運営③
クラブサービス事業
9. 体育・スポーツ事業の運営④
体育・スポーツ事業をめぐるマーケティング志向
10. 体育・スポーツ経営とマネジメント①
体育・スポーツ経営におけるマネジメントサイクル
経営目的と経営計画
11. 体育・スポーツ経営とマネジメント②
体育・スポーツ経営組織のつくり方
体育・スポーツ経営をめぐるモチベーションとリーダーシップ
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体育・スポーツ経営の有効性と評価方法
12. 体育・スポーツ経営の実践領域
13. 「みるスポーツ」の経営①
みるスポーツの経営を考える
みるスポーツライフを豊かにする経営
みるスポーツの地域経営論
14. 「みるスポーツ」の経営②
みるスポーツイベントの経営論
みるスポーツのスポーツプロデュース論
15. まとめ
使用教材

『テキスト 体育。スポーツ経営学』 柳沢和雄、木村和彦、清水紀宏 編
著

評価方法

大修館書店

期末テスト
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科目名

食文化概論

分野

フード

科目概要

国内外の食文化の歴史について学習する。

授業時間数

22.5 時間（15 コマ）

学習目標

国内外の食文化の歴史の概要を説明できる。

授業内容

1. ガイダンス
2. 食文化の成り立ち
3. 多様な食文化
4. 食文化の共通化と国際化
5. 日本の食文化史①
原始・古代・中世
6. 日本の食文化史②
近世・近代・現代
7. 日本料理の食文化
8. 行事食と郷土料理
9. 現代の食生活と未来の食文化
10. 西洋料理の食文化
11. 中国料理の食文化
12. アジアの料理の食文化
13. 中東の料理の食文化
14. 中南米の料理の食文化
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15. まとめ
使用教材

『調理理論と食文化概論』 公益社団法人全国調理師養成施設協会

評価方法

期末テスト
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科目名

食生活と健康

分野

フード

科目概要

健康とは何か、食生活から見た健康作り等について学習する。

授業時間数

22.5 時間（15 コマ）

学習目標

健康な生活を送るための食生活のポイントについて説明できる。

授業内容

1. ガイダンス
2. 健康の考え方
3. 食と健康の関係
4. 調理師の役割
5. 疾病の動向とその予防
6. 生活習慣病
7, 健康づくり対策①
健康予防から健康増進へ
8. 健康づくり対策②
健康増進法
9. 健康づくり対策③
わが国における健康づくり対策
10. 健康づくり対策④
健康教育
11. 健康づくり対策⑤
健康に関する食品情報
12. 心の健康づくり
13. 食育とは
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14. 食育における調理師の役割
15. まとめ
使用教材

『食生活と健康』 公益社団法人全国調理師養成施設協会

評価方法

期末テスト
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科目名

美容技術理論

分野

美容

科目概要

美容用具の正しい取り扱い方法を学び、シャンプー、ヘアデザイン、カ
ット、パーマ、ヘアセッティング、カラーなどの基礎的技術理論を学習
する。

授業時間数

22.5 時間（15 コマ）

学習目標

美容用具の正しい取り扱い方法、美容の基礎的技術理論を説明できる。

授業内容

1. ガイダンス
2. 美容用具の種類と手入れ法
3. シャンプーイングの実際とシャンプー剤の成分
4. リンス・コンディショナー・トリートメント剤の成分
5. ヘアカッティングの基礎理論、シザーズによるカット技法
6. レザーによるカット技法
7. パーマ剤の分類とはたらき
8. パーマネントウェーブ技術の流れ
9. ヘアカーリング
10. ヘアウェービング、その他のセッティング技術
11. ヘアカラーの種類、発毛のメカニズム
12. 色の基本、染毛技術の基本
13. まとめ

使用教材

『美容技術理論 1』 公益社団法人日本理容美容教育センター

評価方法

期末テスト
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科目名

香粧品化学

分野

美容

科目概要

美容において使用する器具や香粧品は、使用方法を誤ると人体に有害に
働くこともある。そこで本科目では、これらを正しく、安全に取り扱う
ために必要な知識を学習する。

授業時間数

22.5 時間（15 コマ）

学習目標

香粧品の原料や配分、使用目的等の基本的な知識を説明できる。

授業内容

1. ガイダンス、化学の復習①
物質の構成、化学式、原子の構造、イオン、化学結合
2. 化学の復習②
溶解、溶解度曲線、コロイド、酸・塩基、水素イオン指数等
3. 化学の復習③
酸化と還元、有機化合物
4. 香粧品概論、化粧品の定義、医薬部外品
5. 香粧品原料（水性原料、油性原料）、皮膚・毛髪・口唇・まぶた
6. 界面活性剤の種類と働き
7. 色材の種類と性質、その他の配合成分
8. 高分子化合物、香料、特殊成分
9. 基礎香粧品、皮膚清浄用香粧品
10. 化粧水、クリーム、乳液
11. メイクアップ香粧品
12. 頭皮毛髪用香粧品、シャンプー剤、ヘアリンス剤
13. パーマ剤、ヘアカラー剤、育毛剤
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14. 芳香製品と特殊香粧品
15. まとめ
使用教材

『香粧品化学』 公益社団法人日本理容美容教育センター

評価方法

期末テスト
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科目名

社会保障制度と医療制度

分野

医療・福祉

科目概要

医療・福祉に関わる社会保障制度や医療制度の概要について学習する。

授業時間数

22.5 時間（15 コマ）

学習目標

社会保障制度や医療制度の全体像を理解し、概要を説明できる。

授業内容

1. ガイダンス
2. 社会保障制度の概要
3. 医療制度の概要
4. 健康保険法の概要
5. 保険診療報酬制度の概要
6. 法令などに基づく指導や監査
7. 高齢者医療に関わる法令や制度
8. 介護・福祉制度の概要
9. 介護保険の概要
10. 医療・福祉分野に関わる行政組織
11. 医療専門職の種類と概要
12. 社会医学①
社会医学の概要、社会的な指標
13. 社会医学②
健康増進法、社会のリスクマネジメントと医療、BCP
14. 地域医療連携の概要
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15. まとめ
使用教材

必要に応じて提示する。

評価方法

期末テスト
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科目名

地域福祉概論

分野

医療・福祉

科目概要

地域福祉の基本的な考え方、地域福祉の主体と対象、関係する行政組織
や災害支援等について学習する。

授業時間数

22.5 時間（15 コマ）

学習目標

地域福祉の基本的な考え方や、地域福祉の主体と対象について説明でき
る。

授業内容

1. ガイダンス
2. 地域福祉理論の発展と広がり
3. 地域自立生活支援と地域福祉の理念
4. 地域のとらえ方と福祉圏域
5. 地域コミュニティ型組織とアソシエーション型組織の有機的連携
6. 地域福祉の主体と対象
7. 社会福祉における地方分権化と地域福祉計画
8. 社会福祉協議会の役割と実際
9. 社会福祉法人の役割と意義
10. 特定非営利活動法人の役割とボランティア活動
11. 民生委員、児童委員、保護司
12. 福祉コミュニティビジネスと企業の社会貢献
13. 災害支援の考え方と方法
14. 災害支援の実際
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15. まとめ
使用教材

『新・社会福祉士養成講座 9 地域福祉の理論と方法 第 3 版』
中央法規出版

評価方法

期末テスト
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科目名

AI ビジネス・オーバービュー

分野

IT・AI

科目概要

AI の概要や活用法、ビジネス化について学習する。

授業時間数

45 時間（30 コマ）

学習目標

・AI 全般の基礎知識を説明でき、AI の活用事例についていくつか例を挙
げて説明できる。
・AI ビジネスの構造や特徴について説明できる。

授業内容

1. ガイダンス
2. AI とは
3. AI の歴史
4. 生活の中での AI
5. AI の得意分野・不得意分野
6. 機械学習
7. 深層学習
8. AI とビッグデータ
9. AI ビジネスの構造と戦略
10. IT ビジネスと AI ビジネス
11. AI ビジネスに必要な知識やスキル
12. AI がもたらす社会の変化
13. AI 社会における人間
14. AI とセキュリティ・倫理
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15. AI 活用事例①：物流
16. AI 活用事例②：製造
17. AI 活用事例③：食品
18. AI 活用事例④：防犯
19. AI 活用事例⑤：不動産
20. AI 活用事例⑥：漁業
21. AI 活用事例⑦：小売
22. AI 活用事例⑧：医療
23. AI 活用事例⑨：介護
24. AI 活用事例⑩：教育
25. AI 活用事例⑪：簿記・会計
26. AI 活用事例⑫：金融
27. AI 活用事例⑬：旅行・観光
28. AI 活用事例⑭：アパレル・ファッション
29. AI 活用事例⑮：コールセンター・ヘルプデスク
30. まとめ
使用教材

『AI ビジネス・オーバービュー』12

評価方法

期末テスト

12

本事業で開発
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科目名

IoT ビジネス・オーバービュー

分野

IT・AI

科目概要

IoT の概要や活用法、ビジネス化について学習する。

授業時間数

45 時間（30 コマ）

学習目標

・IoT 全般の基礎知識を説明でき、IoT の活用事例についていくつか例を
挙げて説明できる。
・IoT ビジネスの構造や特徴について説明できる。

授業内容

1. ガイダンス
2. IoT とは
3. IoT の歴史
4. 生活の中での IoT
5. AI の得意分野・不得意分野
6. IoT デバイス
7. ネットワーク・クラウド
8. IoT とビッグデータ
9. IoT の活用事例①：自動車
10. IoT の活用事例②：製造業
11. IoT の活用事例③：土木・建築
12. IoT の活用事例④：農林水産業
13. IoT の活用事例⑤：医療
14. IoT の活用事例⑥：介護
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15. IoT の活用事例⑦：飲食業
16. IoT 活用事例⑧：物流
17. IoT 活用事例⑨：小売
18. IoT 活用事例⑩：サービス業
19. IoT 活用事例⑪：不動産
20. IoT 活用事例⑫：教育
21. IoT 活用事例⑬：エネルギー
22. IoT 活用事例⑭：防犯・セキュリティ
23. IoT 活用事例⑮：公共
24. IoT ビジネスの構造と戦略
25. 従来の IT ビジネスと IoT ビジネスとの違い
26. IoT ビジネスに必要な知識やスキル
27. IoT がもたらす社会の変化
28. IoT 社会における人間の役割
29. IoT とセキュリティ・倫理
30. まとめ
使用教材

『IoT ビジネス・オーバービュー』13

評価方法

期末テスト

13

本事業で開発
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科目名

データ分析

分野

IT・AI

科目概要

データ分析全般の基本的な概念や分析手法について学習する。講義と合
わせて PC を用いた演習も行う。

授業時間数

45 時間（30 コマ）

学習目標

・データ分析全般の基本的な概念や分析方法を説明できる。
・データを取得し、その可視化を行うことができる。

授業内容

1. ガイダンス
2. 現代社会におけるデータ分析・ビッグデータの役割
3. データの取得・管理
4. インターネット上のデータの取得
5. 一般的なデータ分析方法
6. 画像処理技術
7. 音声処理技術
8-9. データ分析の基礎①
ヒストグラム、箱ひげ図、平均・分散・標準偏差
10-11. データ分析の基礎②
散布図、相関係数、回帰直線
12-13. データ分析の基礎③
相関関係と因果関係、疑似相関と潜在変数、観察研究と実験研究、
標本調査
14-15. データ分析演習①
Excel によるデータ分析
16-18. データ分析演習②
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R によるデータ分析
19-21. データ分析演習③
Python によるデータ分析
22. 公的統計の種類
23-24. 労働力統計データの使い方、データ分析演習
25-26. 家計統計データの使い方、データ分析演習
27. 個人情報・配慮が必要なデータの取り扱い
28. PPDAC サイクル
29. データ分析を活用したプロジェクトの進め方
30. まとめ
使用教材

必要に応じて提示する。

評価方法

期末テスト
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科目名

ネットワーク・クラウド

分野

IT・AI

科目概要

ネットワーク及びクラウド全般の基本的な事項について学習する。

授業時間数

22.5 時間（15 コマ）

学習目標

・ネットワーク全般の基本的な事項について説明できる。
・クラウドの概念を理解し、クラウドサービスの具体例をいくつか説明
できる。

授業内容

1. ガイダンス
2. ネットワークの概要
3. サーバーとクライアント
4. プロトコル
5. IP アドレス
6. インターネットと LAN
7. 無線通信技術
8. ネットワークに関係する法令
9. クラウドの概念
10. クラウドのサービスモデル（SaaS、PaaS、IaaS 等）
11. クラウドの実装モデル（プライベートクラウド、コミュニティクラ
ウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド）
12. 代表的なクラウドサービスの事例①：AWS
13. 代表的なクラウドサービスの事例②：Microsoft Azure
14. 代表的なクラウドサービスの事例③：GCP
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15. まとめ
使用教材

必要に応じて提示する。

評価方法

期末テスト
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科目名

PBL①

分野

課題研究

科目概要

AI 等の新しい技術を活用した健康関連ビジネス送出プロジェクトに取り
組む。課題解決までのシナリオが明確になっている講師主導型 PBL。

授業時間数

45 時間（30 コマ）

学習目標

自分たちの備える知識やスキルを基に、グループで協力して健康関連サ
ービスの企画提案ができる。

授業内容

＜福祉施設への見守り機器導入

PBL＞

1. ガイダンス
2-4.

STEP1：課題の整理

5-6.

STEP2：見守り機器事例調査

7-10

STEP3：見守り機器導入方法の検討

11-12. STEP4：見守り機器導入プロセスの検討
13-15. STEP5：企画提案書の作成、プレゼンテーション＜美容 VR PBL＞
16-18. STEP1：課題の整理
19-20. STEP2：VR 事例調査
21-24. STEP3：コンテンツ要件の検討
25-26. STEP4：ハードウェアの検討
27-30. STEP5：企画提案書の作成、プレゼンテーション
使用教材

『福祉施設への見守り機器導入

PBL』14

『美容 VR PBL』15
評価方法
14
15

ディスカッションの状況、成果物のレベル等から総合的に評価を行う。

本事業で開発
本事業で開発
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科目名

PBL②

分野

課題研究

科目概要

AI 等の新しい技術を活用した健康関連ビジネス創出プロジェクトにグ
ループで取り組む。課題解決までのシナリオも学習者が自分たちで設定
する学習者主導型 PBL。

授業時間数

90 時間（60 コマ）

学習目標

・自分たちで課題を発見・設定し、その解決を図る健康関連ビジネス創
出プロジェクトを企画できる。
・自分たちの備える知識やスキルを活用してプロジェクトを推進し、そ
の成果として、新しい健康関連ビジネスの企画提案ができる。

授業内容

1. ガイダンス
2-5. 課題の検討、プロジェクト計画の策定
6-56. プロジェクト計画に従った進行
調査、グループ討議、各種資料作成等
57-60. プレゼンテーション、全体討議等

使用教材

必要に応じて配布。

評価方法

ディスカッションの状況、成果物のレベル等から総合的に評価を行う。

第 3 章 教材開発
本事業で開発した教材概要は以下の通りである。

3-1 教材開発の概要
今年度は、下記の教材を開発した。
・講義用教材
・ケーススタディ教材
・e ラーニング教材
・PBL 教材
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3-2 教材
本節では、各教材の一部を報告し、e ラーニング教材を除く 3 つの教材を巻末の付録に掲
載した。

3-2-1 講義用教材
今年度は「AI ビジネス・オーバービュー」
「IoT ビジネス・オーバービュー」の講義用教
材を開発した。教材は、講義で講義が使用しやすいように PowerPoint 形式のスライドで作
成した。さらに、学習内容の定着を図るために確認問題を、AI39 問、IoT40 問、それぞれ
作成した。各科目の想定時間数は、45 時間である。スライド部分にはポイントが記載され、
ノート部分には解説のポイントや参考資料等が記載され、担当する講師が使用しやすいよ
うになっている。本カリキュラムでは、この教材を用いて講師が解説している音声を収録
し、後述する e ラーニング教材に収録した。
各教材の内容は次の通りである。
教材
AI ビジネス・オーバービ
ュー

内容
1. AI の概要
1.1 AI とは
1.2 AI の歴史
1.3 生活の中での AI
1.4 AI の得意分野・不得意分野
2. AI 関連技術
2.1 機械学習
2.2 深層学習
2.3 AI とビッグデータ
3. AI とビジネス
3.1 AI ビジネスの構造と戦略
3.2 IT ビジネスと AI ビジネス
3.3 AI ビジネスに必要な知識やスキル
4. AI の未来
4.1 AI がもたらす社会の変化
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4.2 AI 社会における人間
4.3 AI とセキュリティ・倫理
5. AI 活用事例
5.1 物流
5.2 製造
5.3 食品
5.4 防犯
5.5 不動産
5.6 漁業
5.7 小売
IoT ビジネス・オーバービ
ュー

1. IoT の基礎知識
(1) IoT とは何か
(2) 産業分野の IoT
(3) 家庭の IoT
(4) IoT の未来
2. IoT 活用事例
(1) スマートホーム
(2) スマート家電
(3) クルマの IoT 化
(4) ヘルスケア・スポーツの IoT 化
(5) 医療の IoT 化
(6) 農業、林業、水産業の IoT 化
(7) 工業分野の IoT 化
3. IoT への取り組み
(1) Society5.0
(2) IoT 推進コンソーシアム
(3) 地域の取り組み
(4) 諸外国の取り組み
4. IoT の技術
(1) センサとアクチュエータ
(2) ネットワーク
(3) アーキテクチャ
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5. ビジネスへの IoT 導入
(1) IoT 導入のための基礎知識
(2) IoT ビジネスのための基礎知識
(3) プロダクトリリースの過程
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図表 7

AI ビジネス・オーバービュー①
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図表 8

AI ビジネス・オーバービュー②
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図表 9 IoT ビジネス・オーバービュー①
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図表 10 IoT ビジネス・オーバービュー②
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3-2-2 ケーススタディ教材
事例研究の科目である、
「スポーツビジネス事例研究」「フードビジネス事例研究」
「美容
ビジネス事例研究」「医療・福祉ビジネス事例研究」の各科目で使用するケーススタディ教
材を、各分野 2 ケースの合計 8 ケース開発した。各分野におけるビジネスの最新事例を題
材とし、AI や IoT がどのように活用されているか、どのようなビジネスモデルか、等に関
して、グループで課題に取り組みながら学習する形式とした。教材は、ビジネス事例の説
明した課題を記載した「講義資料」と、受講者が課題の回答を記入する「ワークシート」
、
及び指導のポイントや回答例等をまとめた「指導ガイド」から構成される。
以下は、今年度開発したケーススタディ教材のテーマの一覧である。
分野
スポーツ

テーマ
スポーツ×テクノロジー テクノスポーツ
自宅で冒険しながらフィットネス

フード

AR で“実物大の”メニューを確認
VR を活用した接客トレーニング

美容

バーチャルメイク機能をアマゾンに提供
VR を活用した美容師向け教育サービス

医療・福祉

AI カメラや IoT センサーで入居者の状況を遠隔把握する介護業務支援
サービス
自動駆け付け介護ロボット
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図表 11

「スポーツ×テクノロジー

テクノスポーツ」講義資料

図表 12

「スポーツ×テクノロジー

テクノスポーツ」講義資料
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図表 13

「スポーツ×テクノロジー

テクノスポーツ」講義資料

図表 14

「スポーツ×テクノロジー

テクノスポーツ」講義資料
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図表 15

「スポーツ×テクノロジー
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テクノスポーツ」ワークシート

図表 16

「スポーツ×テクノロジー
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テクノスポーツ」指導ガイド

3-2-3 e ラーニング教材
本教育プログラムで学習する内容の基本事項を確認する、自主学習用の教材である。各
分野の講義用教材やケーススタディ教材からポイントとなる内容を抽出し、解説する動画
と確認問題を作成して e ラーニング化した。

図表 17 e ラーニング教材（トップメニュー）
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図表 18 e ラーニング教材（基礎学習 オーバービューのメニュー）

図表 19 e ラーニング教材（AI ビジネスオーバービューのメニュー）
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図表 20 e ラーニング教材（IoT ビジネスオーバービューのメニュー）
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3-2-4 PBL 教材
AI 等の新しい技術を活用した健康関連ビジネス創出プロジェクトにグループで取り組む。
今年度は、福祉施設への見守り機器導入プロジェクト、及び VR 美容教材システム開発プロ
ジェクトのそれぞれを題材とした PBL 教材を開発した。
3-2-4-1 福祉施設への見守り機器導入 PBL
福祉施設への見守り機器導入プロジェクトの PBL では、実在する見守り機器（
「みまも
りステーション16」）を題材として、福祉施設への導入を提案する仮想的なプロジェクトに
取り組む。本 PBL では、以下のような流れで学習する。
1.現状の課題と解決方法の検討
福祉施設における現状の課題を分析し、その解決方法を検討する。
2.みまもりステーションの特徴のまとめ
見守り機器の特徴や機能を調査しまとめる。
3.みまもりステーション導入のメリット
みまもりステーションを導入することによるメリットを分析する
4.導入フロー・導入に当たっての課題
見守り機器導入の方法の検討、導入プロセスの検討、それぞれのプロセスで必要な事項
の検討、コスト・リスク等の検討、課題の検討、を行う。
5.みまもりシステム導入提案書
以上の検討結果を踏まえ、導入提案書を作成する。
6.プレゼンテーション・評価
導入提案書についてプレゼンテーションを行い、評価する。
図表 21

福祉施設への見守り機器導入 PBL 学習の流れ

本 PBL 教材は、学習の流れに沿って各種検討を行うための「導入検討シート」と、「み
まもりステーション」の機能追加に関する課題を説明した資料、及び導入検討シートの回
答例から成る。

16

https://www.mimamori.jp/
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図表 22

「福祉施設への見守り機器導入 PBL」導入検討シート

図表 23

「福祉施設への見守り機器導入 PBL」導入検討シート
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図表 24

「福祉施設への見守り機器導入 PBL」追加機能資料

図表 25

「福祉施設への見守り機器導入 PBL」追加機能資料
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図表 26

「福祉施設への見守り機器導入 PBL」回答例

図表 27

「福祉施設への見守り機器導入 PBL」回答例
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なお、今年度は「みまもりステーション」を題材として PBL 教材を開発したが、こうし
た機器を予め指定せず、現状の課題を分析してどのような IoT 機器を導入するかを含めて
検討課題とすることも可能である。

3-2-4-2 美容 VR PBL
美容 VR PBL は、VR を活用した美容分野の教材を開発するプ仮想的なロジェクトに取
り組む。本 PBL では、以下のような流れで学習する。
1.課題の整理
美容業界の課題と美容教材の課題について分析し、整理する。
2.VR 事例調査
VR デバイスを利用した美容業界の事例を調査し、整理する。
3.コンテンツ要件の検討
これまでの調査結果を基に、コンテンツの目的やコンセプト、ターゲット等の要件を検
討する。
4.ハードウェアの検討
コンテンツ要件を基に、どのようなハードウェアを使用するか等のハードウェア要件を
検討する。
5.企画提案書
以上の検討結果を踏まえ、企画提案書を作成する。
6.プレゼンテーション・評価
企画提案書についてプレゼンテーションを行い、評価する。
図表 28

美容 VR PBL 学習の流れ

本 PBL 教材は、状況設定や課題、ワークシート等をまとめた「演習用資料」、
「回答例」
、
指導や評価のポイントをまとめた「指導要項」から構成される。
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図表 29

「美容 VR PBL」演習用資料

図表 30

「美容 VR PBL」演習用資料
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図表 31

図表 32

「美容 VR PBL」演習用資料

「美容 VR PBL」回答例
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図表 33

図表 34

「美容 VR PBL」回答例

「美容 VR PBL」指導要項
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図表 35

「美容 VR PBL」指導要項

図表 36

「美容 VR PBL」指導要項
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図表 37

「美容 VR PBL」指導要項
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第3部

実証講座実施報告

第 1 章 実証講座の概要
開発した教育プログラムの検証を行うために、実証講座を実施した。なお、今回の実証
講座は、新型コロナウイルス感染拡大のため、当初の計画より規模を縮小し、Web 会議シ
ステムを用いたオンライン方式で行った。
以下は、実証講座の実施概要である。
日程・実施時間

令和 2 年 12 月 21 日（月） 9:30～13:00（3.5 時間）
12 月 28 日（月） 9:30～13:00（3.5 時間）
令和 3 年 1 月 20 日（水） 13:00～15:00（2 時間）
2 月 1 日（月） 10:00～11:30（1.5 時間）
合計 10.5 時間

対象者

介護施設に勤務する社会人 5 名
なお、勤務の都合のため一部の日程で欠席者あり。
勤務経験は長い方から 23 年、16 年、13 年、5 年、4 年である。

講師

株式会社ストリーミグ・ジャパン
代表取締役社長 山畑和己 （1～4 日目担当）
株式会社インタープロ
営業部チーフ 奥野裕之 （1 日目担当）

実施内容

【1 日目】
1.オリエンテーション
・PBL の説明
・学習の実施方法の説明
2.背景理解
・受講者の置かれている状況、課題等についての説明
3.見守り機器の説明
・見守り機器の機能理解
・試用
【2 日目】
4.介護現場における課題の把握・導入準備
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・現状の課題
・課題解決方法の検討
・みまもりステーションの特徴のまとめ
・導入のメリット
・見守り機器導入方法の検討
・導入プロセスの検討
・それぞれのプロセスで必要な事項の検討
・コスト、リスク等の検討
【3 日目】
5.企画提案書の作成
・提案の概要
・導入の背景・課題
・対応方法
・具体的実施項目
・実施プロセス
【4 日目】
6.成果発表
・プレゼンテーション準備
・プレゼンテーション
・講評
実施方法

受講者 5 名を 1 つのチームとして PBL を実施。
受講者は勤務する施設の会議室に集合し、講師は遠隔からオンラ
インで解説や指導を行った。

使用教材

本事業で開発した『見守り機器導入』PBL 教材を再編して使用
図表 38

実証講座の実施概要

なお、本事業で開発した『見守り機器導入』PBL では、実在の見守り機器である「みま
もりステーション」の機能等を自分たちで調査する必要がある。実証講座では時間の制約
もあるため、
「みまもりステーション」については説明資料を調達して参考資料として加え
た。当参考資料も、巻末に収録した。
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図表 39

実証講座の様子（講師による解説）

図表 40

実証講座の様子（講師による解説）
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図表 41

図表 42

実証講座の様子（ディスカッション）

実証講座の様子（クラウドを用いたワークシートの記入）
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図表 43

実証講座の様子（ワークシートの発表）

第 2 章 実証講座の評価
受講者の作成した成果物（記入シート）と、プレゼンテーションにおける講評、及び受
講後アンケートの結果によって実証講座の評価を行った。

2-1 受講者の成果物
今回の実証講座では、グループでディスカッション等を行いながら以下の Step1～5 の各
ワークシートと、最終的にみまもりシステム導入提案書を作成した。
Step

成果物

Step1

みまもりステーションの機能の把握

Step2

みまもりステーション導入の意義

Step3

現状の課題

Step4

解決方法の検討

Step5

導入の計画

最終

みまもりシステム導入提案書
図表 44

PBL の成果物

以下、受講者の成果物を掲載する。
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図表 45

図表 46

みまもりステーションの機能の把握

みまもりステーション導入の意義
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図表 47

図表 48

現状の課題

解決方法の検討
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図表 49

図表 50

導入の計画

みまもりシステム導入提案書
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2-2 プレゼンテーションにおける講評
実証講座の 4 日目に、受講者が勤務する介護施設の理事長向けに、作成した見守り機器
の導入提案書の内容を基にプレゼンテーションを行った。プレゼンテーションには理事長
の他、施設長、事務長も同席し、それぞれ講評をいただいた。
以下、いただいた講評である。
○理事長からの講評
導入の計画に各機器の単価は記載されているが、
「×何床」や「×何台」という数式も必
要である。
また、導入を提案する機器について、入居者の部屋にカメラを設置すると、拘束に当た
ったりしないだろうか。家族の同意があれば可能かもしれないが。問題がないのであれば、
その点も資料に含めるべきである。
さらに、「現状の課題」の中には、システムとの関係性が不明確なものもある。システム
に頼らず、施設の努力で解決すべきものもあるのではないだろうか。
今回、いきなりプレゼンテーションを行うことになって、大変だったと思う。様々な指
摘はしたが、今回の体験が、皆さんの学習になったと思うし、仕事の見直しにも、良くな
るキッカケにもなり得る。皆さんの努力に感謝したい。今回の学習で気づいた点もあると
思うので、是非、業務に活かしていただきたい。
○施設長からの講評
システムの最大のセールスポイントは何か、という点をもっと訴えてあれば良かったと
思う。カメラ機能について評価しているようだが、今回のシステムで全て解決できるかは
疑問である。システムで解決するものと、それ以外で解決するものとの切り分けをはっき
りさせる必要がある。また、今回の見守りシステムで何が解決できるのかを明確にすべき
であった。
○事務長からの講評
今回のプレゼンテーションからは、みまもりシステムで現状の課題が解決できるかどう
かは、分からなかった。施設の努力の中で、システムも活用していくものだと思う。
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2-2 受講後アンケート
実証講座終了後、受講者を対象に受講後アンケートを実施した。勤務上の都合もあり、
受講者 5 名の内、4 名から回答を得た。
アンケートの質問内容は、以下の通りである。
【Q1】講座のテーマ「介護施設への見守り機器の導入」に興味が持てましたか。
【Q2】講座内容の「難しさ」について、当てはまるものはどれですか。
【Q3】講座を受講して、新しい知識を得ることができたと思いますか。
【Q4】講座を受講して、介護施設への見守り機器の導入について学ぶことができたと思い
ますか。
【Q5】講座で学んだことは、今後、役に立ちそうだと思いますか。
【Q6】第１日目の講座の講義「みまもり機器の説明」の内容は、理解できましたか。
【Q7】第２日目演習「みまもりステーションの機能の把握」の手順・内容は、理解できま
したか。
【Q8】第２日目演習「みまもりステーション導入の意義のまとめ」の手順・内容は、理解
できましたか。
【Q9】第２日目演習「現状の課題の把握」の手順・内容は、理解できましたか。
【Q10】第２日目演習「解決方法の検討」の手順・内容は、理解できましたか。
【Q11】第２日目演習「導入の計画」の手順・内容は、理解できましたか。
【Q12】第 3 日目演習「企画提案書の作成」の手順・内容は、理解できましたか。
【Q13】教材の分かりやすさについて、当てはまるものはどれですか。
【Q14】グループワークでの学びは効果的だったと思いますか。
【Q15】あなたはグループでの話し合いや作業に積極的に参加できたと思いますか。
【Q16】今後、このようなグループワークを中心とした講座を受けてみたいと思いますか。
【Q17】講座についての感想や、今後こういう形で学んでみたいことなど、自由にご記入く
ださい。
図表 51

受講後アンケートの質問内容

以下、アンケートの集計結果を報告する。
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【Q1】講座のテーマ「介護施設への見守り機器の導入」に興味が持てましたか。
選択肢

人数

割合

持てた

4人

100%

やや持てた

0人

0%

余り持てなかった

0人

0%

持てなかった

0人

0%

合計

4人

100%

図表 52

講座のテーマの興味

全員が「持てた」という回答であった。また、「どのような点でそう思ったか」について
は、以下の通りである。
・現状の巡視方法や、入居者の行動の把握の方法の一つとして興味を持てました。
・利用者の安全と職員負担の軽減が両立できるように感じました。
・あればいいなと思った。試したい内容だった。
・機械が見守りできる事により、高齢者や家族の安心、介護職の負担軽減につながると
いうところ
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【Q2】講座内容の「難しさ」について、当てはまるものはどれですか。
選択肢

人数

割合

難しい

1人

25%

やや難しい

2人

50%

ちょうどよい

1人

25%

やや易しい

0人

0%

易しい

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

合計

4人

100%

図表 53

講座の「難しさ」

「難しい」2 人、
「やや難しい」1 人と、難しく感じられたようである。
「どの点で特に難
しかったか」は、以下のような回答であった。
○「難しい」と回答
・パソコンに直接入力などあり、パソコン操作がわからないとついていけないと思っ
た。
○「やや難しい」と回答
・機器の導入に当たって、機器の機能の説明や、それが業務にどういい影響があるの
か、入居者の生活へどう影響を及ぼすかを考えることが難しく感じた。
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・機器の事や、プレゼンの仕方等、何に一番着目すると良いかを考えるのが難しかっ
た。
○「ちょうどよい」と回答
・講座が始まるまでは書類の作成方法などの講座を想像していましたが、グループワ
ークがメインの講座で、質問にも随時答えて頂きちょうど良く分かり易かったです。
「難しい」と感じた点では、パソコンの操作の他、課題に対する考え方が難しいという
意見もあった。

【Q3】講座を受講して、新しい知識を得ることができたと思いますか。
選択肢

人数

割合

そう思う

3人

75%

ややそう思う

1人

25%

余りそう思わない

0人

0%

そう思わない

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

合計

4人

100%

図表 54

新しい専門知識を得ることができたか
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「そう思う」3 人、
「ややそう思う」1 人という結果だった。
「どのような点でそう思った
か」は、以下のような回答であった。
○「そう思う」と回答
・入居者の行動の把握の仕方の一つの手段として、機器の導入も検討できる事を学べ
た。
・書類整理など、やれていなかった分野なので、順を追って作成することで作成プロ
セスを学ぶ事が出来ました。
・いろんな機能がある事に驚いた。
○「ややそう思う」と回答
・見守り機器の知識や、プレゼンするにあたっての要点などを学んだ。
見守り機器に関する知識の他、書類作成プロセスやプレゼンテーション等の業務遂行能
力に関するものが挙げられた。

【Q4】講座を受講して、介護施設への見守り機器の導入について学ぶことができたと思い
ますか。
選択肢

人数

割合

そう思う

2人

50%

ややそう思う

2人

50%

余りそう思わない

0人

0%

そう思わない

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

合計

4人

100%
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図表 55

見守り機器の導入について学ぶことができたか

全員が、「学ぶことができた」という回答であった。
「どのような点でそう思ったか」で
は、以下のような意見が挙げられた。
○「そう思う」と回答
・入居者の行動の把握の仕方の一つの手段として、機器の導入も検討できる事を学べ
た。
・今難しい事でも導入する事で可能になる事。
○「ややそう思う」と回答
・見守り機器の導入については学ぶ事は出来たと思いますが、対象機器が在宅用途の
指向の機器であった為、施設での導入のイメージが付きにくかったように感じます。
機器の導入によって課題の解決が図れる可能性があることに気づいたという意見があっ
た。
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【Q5】講座で学んだことは、今後、役に立ちそうだと思いますか。
選択肢

人数

割合

そう思う

2人

50%

ややそう思う

1人

25%

余りそう思わない

0人

0%

そう思わない

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

無回答

1人

25%

合計

4人

100%

図表 56

講座で学んだことは今後役に立ちそうか

無回答の 1 人を除き、「役に立ちそう」という回答であった。
「どのような点でそう思う
か」については、以下のような回答であった。
○「そう思う」と回答
・導入計画など、何か提案する時の書類作成時は、教えて頂いた手順を基に作成しよ
うと思いました。
・画期的！！と思いました。
検討や書類作成のプロセスや、見守り機器に関する内容であった。
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【Q6】第１日目の講座の講義「みまもり機器の説明」の内容は、理解できましたか。
選択肢

人数

割合

理解できた

0人

0%

だいたい理解できた

3人

75%

余り理解できなかった

0人

0%

理解できなかった

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

その他

0人

0%

無回答

1人

25%

合計

4人

100%

図表 57

「みまもり機器」の説明は理解できたか

無回答の 1 人を除き、全員が「だいたい理解できた」と回答している。また、以下のよ
うなコメントが寄せられた。
○「だいたい理解できた」と回答
・当日休みで後日ネットで見ました。わかりやすくて理解できた。
講師の説明が分かりやすかったようだ。
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【Q7】第２日目演習「みまもりステーションの機能の把握」の手順・内容は、理解できま
したか。
選択肢

図表 58

人数

割合

理解できた

2人

50%

だいたい理解できた

0人

0%

余り理解できなかった

0人

0%

理解できなかった

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

その他

2人

50%

合計

4人

100%

「みまもりステーションの機能の把握」は理解できたか

2 人が「理解できた」と回答した他、残りの 2 人は「その他」という回答であった。「そ
の他」の内容は、以下のような意見であった。
○「その他」の内容
・勤務都合上、不参加。
・受講不参加でしたが資料参照し、だいたいは理解できました。
また、以下のようなコメントもあった。
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○「だいたい理解できた」と回答
・居ない時は外出に切り替わるなど
「みまもりステーションの機能の把握」の手順・内容に関しては、概ね理解できている
ようである。

【Q8】第２日目演習「みまもりステーション導入の意義のまとめ」の手順・内容は、理解
できましたか。
選択肢

図表 59

人数

割合

理解できた

1人

25%

だいたい理解できた

2人

50%

余り理解できなかった

0人

0%

理解できなかった

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

その他

1人

25%

合計

4人

100%

「みまもりステーションの導入の意義のまとめ」は理解できたか

「理解できた」が 1 人、
「だいたい理解できた」が 2 人という結果だった。
「その他」の
内容は、以下のようなものだった。
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○「その他」の内容
・勤務都合上、不参加。
また、以下のようなコメントもあった。
○「理解できた」と回答
・向上につながるなど
「みまもりステーションの導入の意義のまとめ」についても、概ね理解できている。

【Q9】第２日目演習「現状の課題の把握」の手順・内容は、理解できましたか。
選択肢

人数

割合

理解できた

1人

25%

だいたい理解できた

2人

50%

余り理解できなかった

0人

0%

理解できなかった

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

その他

1人

25%

合計

4人

100%
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図表 60

「現状の課題の把握」は理解できたか

「理解できた」が 1 人、
「だいたい理解できた」が 2 人という結果だった。
「その他」の
内容は、以下のようなものだった。
○「その他」の内容
・勤務都合上、不参加。
また、以下のようなコメントもあった。
○「理解できた」と回答
・いろんな案を出し合って把握できた。
「現状の課題の把握」についても、よく理解している。
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【Q10】第２日目演習「解決方法の検討」の手順・内容は、理解できましたか。
選択肢

人数

割合

理解できた

2人

50%

だいたい理解できた

1人

25%

余り理解できなかった

0人

0%

理解できなかった

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

その他

1人

25%

合計

4人

100%

図表 61

「解決方法の検討」は理解できたか

「理解できた」が 2 人、
「だいたい理解できた」が 1 人だった。「その他」の内容は、以
下の通りである。
○「その他」の内容
・勤務都合上、不参加。
また、以下のようなコメントもあった。
○「理解できた」と回答
・課題と解決を把握できた。
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「解決方法の検討」も、よく理解できている。

【Q11】第２日目演習「導入の計画」の手順・内容は、理解できましたか。
選択肢

人数

割合

理解できた

2人

50%

だいたい理解できた

1人

25%

余り理解できなかった

0人

0%

理解できなかった

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

その他

1人

25%

合計

4人

100%

図表 62

「導入の計画」は理解できたか

「理解できた」が 2 人、
「だいたい理解できた」が 1 人であった。
「その他」の内容は、
以下の通りであった。
○「その他」の内容
・勤務都合上、不参加。
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また、以下のようなコメントもあった。
○「理解できた」と回答
・こんなにかかるんだ！と驚いた。
「導入の計画」もよく理解できている。

【Q12】第 3 日目演習「企画提案書の作成」の手順・内容は、理解できましたか。
選択肢

人数

割合

理解できた

1人

25%

だいたい理解できた

3人

75%

余り理解できなかった

0人

0%

理解できなかった

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

その他

0人

0%

合計

4人

100%

図表 63

「企画提案書の作成」は理解できたか

「理解できた」は 1 人、
「だいたい理解できた」は 3 人であった。また、以下のようなコ
メントが寄せられた。
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○「理解できた」と回答
・戸惑いながらも上手に出来た。
「企画提案書の作成」も、概ね理解できているようである。

【Q13】教材の分かりやすさについて、当てはまるものはどれですか。
選択肢

人数

割合

理解できた

2人

50%

だいたい理解できた

2人

50%

余り理解できなかった

0人

0%

理解できなかった

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

合計

4人

100%

図表 64

教材の分かりやすさ

2 人が「分かりやすい」
、2 人が「やや分かりやすい」という回答であった。また、
「どの
ような点でそう思うか」については、以下のようなコメントがあった。
○「分かりやすい」と回答
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・機器の説明は不足点もなく、理解が出来た為。
・入居者様も使う事を考えれば文字など大きくて使いやすそうだった。
○「やや分かりやすい」と回答
・資料などが、講座当日に届くこともあり、当日の準備にバタつく事がありましたが、
分かり易い資料だと思います。
「資料の分かりやすさ」という点で評価いただいた。

【Q14】グループワークでの学びは効果的だったと思いますか。
選択肢

人数

割合

そう思う

3人

75%

ややそう思う

1人

25%

余りそう思わない

0人

0%

そう思わない

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

合計

4人

100%

図表 65

グループワークでの学びは効果的であったか
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「そう思う」が 3 人、「ややそう思う」が 1 人であった。また、「どのような点でそう思
ったか」では、以下のような意見が挙がった。
○「そう思う」と回答
・4 回の講座を通して、会議とは違う面での話し合いが出来たと思います。
・個々の考えを出し合ってまとめた事はとても良かったと思う。
・グループワークをすることで様々な知恵が出て、いろんな視点から考えられるよう
になった
○「ややそう思う」と回答
・グループワークで考えをまとめていく事を、現状する機会がなく、学びとなった。
自由記述の回答からも、グループワークの教育効果が示されている。

【Q15】あなたはグループでの話し合いや作業に積極的に参加できたと思いますか。
選択肢

人数

割合

そう思う

4人

100%

ややそう思う

0人

0%

余りそう思わない

0人

0%

そう思わない

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

合計

4人

100%
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図表 66

グループでの話し合いや作業に積極的に参加できたか

全員が「そう思う」と回答した。また、
「どのような点でそう思うか」では、以下のよう
なコメントが寄せられた。
・意見は率先して出せていたと感じる。
・全員の意見を聞いたうえでの発言をして参加出来たと思います。
・初日だけ参加が出来ず残念でした。
受講者の積極性や学ぶ姿勢がうかがえる。

【Q16】今後、このようなグループワークを中心とした講座を受けてみたいと思いますか。
選択肢

人数

割合

そう思う

4人

100%

ややそう思う

0人

0%

余りそう思わない

0人

0%

そう思わない

0人

0%

どちらともいえない

0人

0%

合計

4人

100%

102

図表 67

今後、グループワークを中心とした講座を受けてみたいか

全員が「受けてみたい」という回答であった。また、
「どのような点でそう思うか」では、
以下のようなコメントが寄せられた。
○「そう思う」と回答
・今までは会議でも 1 つのテーマでの話し合いはやれていなかったように思います。
今回は発言も多く、自分も含めて多くの職員が参加できる講座があれば参加したい
と思います。
・パソコン操作に自信がないので覚えていこうと思っていますが、グループワークな
ら心強いので参加していきたいと思います。
○「ややそう思う」と回答
・現場に余力があり、時間が取れれば受けてみたいと思う。
・グループワークでの話の進め方や、話のまとめ方などを学びたいと思います。
グループワークの効果がわかり積極的に受けたいという意見が多いが、業務との兼ね合
いを指摘する意見もあった。
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【Q17】講座についての感想や、今後こういう形で学んでみたいことなど、自由にご記入く
ださい。
・今回の講座において、途中不参加の回もあり、失礼しました。最終的に理事長に提案
する事が出来たものの、説明内容としては、こちらの都合での思考での提案を行って
いたことなど、改善する所が見えたことも自身の学びとなりました。
・オンラインでの講座、ありがとうございました。反省点としまして、会場設営マイク
とスピーカーのテストをしたつもりでしたが、ハウリングが発生し参加者へ迷惑をか
けてしまったと思いました。また今後の意向としまして、オンライン講座受講は参加
者全員が個別（別室など）で受講できればリラックス出来る環境で、もっと意見も出
たかなと思いました。
・今回の講座は聞きやすくて、わかりやすくて良かったです。
今後の自分の学びに関するもの、受講の方法に関するもの、講座を評価する意見であっ
た。

第 3 章 実証講座の評価
受講者の成果物からは、資料や講師の説明等をよく理解し、講座内で学習したプロセス
に従って検討できていたことが分かる。
実証講座で取り組んだ PBL は、本来は 15 コマ（22.5
時間）程度で実施するものであったが、実証講座用に再編し、半分程度の 10.5 時間で実施
した。設定時間が短かったことに加え、普段の業務が忙しい中でも、成果物に多くの内容
を盛り込んだことは評価したい。
一方、プレゼンテーションに対する理事長、施設長、事務長からの講評では、検討の不
十分さも指摘された。ただ、指摘されたことで受講者の気づきとなり、今後のスキル向上
への期待も示された。
また、受講後アンケートの結果からは、講座内容の十分な理解がうかがえる。特に、グ
ループワークの効果に気づき、また、全員が積極的にグループワークに参加していたこと
は、大きな成果である。プレゼンテーションに対する講評からも学ぶことがあったとの意
見もあり、学習への意識はさらに高まったようである。
課題としては、勤務している業界によっては、パソコンの操作が不得手な受講者も一定
数いることが考えられる。事前に把握しておけば、グループ分けの際にパソコン操作が得
104

意な受講者と組ませることもでき、役割分担しながら課題に取り組んでもらうこともでき
る。実際の講座運営の際に注意すべき点である。
以上のことから、本教育プログラムの教育効果は妥当なものであると考えられる。
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第4部

まとめと今後の計画

第 1 章 今年度事業のまとめ
今年度は、3 年間の事業期間の最終年度として、学習者評価基準開発、コマシラバス開発、
教材開発、実証講座に取り組んだ。
学習者評価基準は、AI 等の最新技術を活用して新しい健康関連ビジネスを創出する人材
に必要な知識やスキルを整理したものである。今年度の開発をもって、全体を完成させた。
内容としては、「スポーツ」「フード」「美容」「医療・福祉」及び「IT・AI」の各分野にお
いて、それぞれの知識やスキルに対して求めるレベルの基準を設定した。例えば、
「～～を
説明できる」
「～～の知識を活用して－－ができる」等の、評価対象者の行動で評価できる
ような基準としている。なお、
「IT・AI」に関しては、自らシステムを開発するのではなく、
既存の技術やサービス、ノウハウ等を活用できることが前提となる。
コマシラバスは、教育プログラムを構成する各分野の科目について科目名、分野、科目
概要、授業時間数、学習目標、授業内容、使用教材、評価方法を具体的に書き下したもの
である。一昨年度から段階的に開発を進め、今年度をもって全体を完成させた。
教材開発では、講義用教材、ケーススタディ教材、PBL 教材、e ラーニング教材を開発
した。講義用教材は、AI ビジネス及び IoT ビジネスに関する基礎知識を学習するオーバー
ビュー教材を作成した。ケーススタディ教材は、「スポーツ」
「フード」
「美容」「医療・福
祉」それぞれの業界におけるケースを取り上げ、考察を行う教材である。PBL 教材は、
「医
療・福祉」及び「美容」分野に IoT や AI を導入するプロジェクトにおける、企画・提案プ
ロセスを題材としたものを開発した。e ラーニング教材は、各分野のオーバービュー科目や、
ケーススタディのポイントを解説動画や確認問題によって学習するものである。
実証講座は、介護施設に勤務する社会人 5 名を対象として、介護施設に見守り機器の導
入を提案するプロジェクトを題材とした PBL を実施した。PBL で作成した各種ワークシー
トの状況や受講後アンケートの結果から、本教育プログラムの教育効果が確かめられた。
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第 2 章 次年度以降の事業計画
実施委員会参画機関を中心に、健康関連ビジネス人材の育成について産学で課題の共有
や情報交換等を行う協議会を設立する。以降、教育プログラムの普及、改良や実施等は本
協議会が中心となって行うが、その運用支援については事業実施主体である日本環境保健
機構が、連携団体などと共に組織的・継続的に担当する。
また、教育プログラムの一部をスポーツ・フード・美容・医療・福祉等、健康関連分野
の専門学校生や若手の社会人を対象として引き続き実施し、その結果を基に教育プログラ
ムの改良や、教材の充実化を図っていく。
さらに、1 年間 850 時間程度の教育プログラムを、スポーツ・フード・美容・医療・福祉
等、健康関連分野の専門学校を対象として普及させていく。普及に当たっては、実施委員
会参画機関のネットワークを活用し、できるだけ多くの専門学校への導入を目指す。
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第5部

教材資料
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5-1 講義用教材
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1.1 AIとは
本日の学習内容
■AIの定義
■AIの分類
■AIの機能領域
■代表的なAI技術
■AI基本プロセス
■AIを活用してできること
■ビジネスでAIが注目されている理由
Copyright © 2021 一般社団法人 日本環境保健機構

4

4

1.1 AIとは
■AIの定義

人間と区別が
つかない人工的知能

Artificial
Intelligence

明確に
定義できない

人工的につくる
新しい知能の世界

頭脳活動
シミュレートシステム

知的な振る舞いを
するシステム

知能を持つメカ
心を持つメカ

人工的に作られた
知能・研究分野

AI=Artificial Intelligence (人工知能) の略称。主な研究者による定義は12種類ある。
本書では「人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム」と定義する。

人間が設計する
計算機知能
現象をモデル化
できるコンピュータ
人を模倣・支援・
超越するシステム
情動と冗談に満ちた
相互作用システム
人を超える
レベルの知能
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5

様々なメディアにおいて「AI」という言葉に触れない日はないほどブームになっ
ている。

これだけブームになっているAIではあるが、その定義は確立されていない。研究
者をはじめとした専門家の間でも、その定義は様々＆曖昧である。その背景は、
「知性」や「知能」自体に明確な定義がないこと。『平成28年版 情報通信白
書』には全12種類の定義の例が紹介されている。

「人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム」「人間が知的と
感じる情報処理技術」という広義の概念を本書での定義とする。

5
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理解可能

強いAI (汎用型)

持っていない
(持つ必要がない)

理解不可能

弱いAI (特化型)

動画認識

画像認識

音声認識

識別

ニーズ予測

意図予測

マッチング

数値予測

予測

作業自動化

行動最適化

デザイン

表現生成

実行

7

次に、AIが自分の行動とその結果を分析することが可能になり、高度な行動計画
（プランニング）が可能になり、車両の自動運転や物流の自動化などの実用化
につながる。さらに行動の分析が高度化し、試行錯誤のような連続的な行動
データを解析できるようになると、認識の対象や精度が向上して現実社会のよ
り複雑な状況へと実用領域が拡大しうる（例：感情を認識→家事や介護などの
分野への導入）

識別・予測の精度が向上することによって適用分野が広がり、複数の技術を結
合して実用化される。まず画像認識における精度の向上が実現しつつあるが、
同じ視覚情報である動画へと対象が拡大し、さらには音声など視覚以外の情報
を組み合わせた（マルチモーダル）認識が発展すると期待される。マルチモー
ダルな認識が実現すると、環境や状況を総合的に観測することが可能になり、
防犯・監視といった分野での実用化が考えられる。

AIが果たす機能として「識別」「予測」「実行」という大きく3種類がある。各
機能を利活用するシーンは、あらゆる産業分野に及びうる。例えば、車両の自
動運転であれば、画像・音声から得られた情報に、車両の運行・地図・位置に
関する情報を加え、状況を識別する。それらの情報から衝突の可能性など予測
し、安全を保つための最適な運転や、目的地に到達するための経路を計画して
実行する。このように、様々な機能が組み合わさって実用化される。
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言語解析

AI機能領域

AIの機能領域は、識別、予測、実行の3つに大別される。

人間の言葉
問題の本質
持っている
(自意識のあるような振る舞い)
人間を模倣
1つのタスク(画像⇔音声)

1.1 AIとは
■AIの機能領域

意識・思考・心
人間と同様
様々なタスク可能
囲碁 「AlphaGo」
将棋 「Ponanza」

1.1 AIとは
■AIの分類

知的能力
処理能力
ドラえもん
鉄腕アトム

6

AIは、2種類に分類される。強いAI(≒汎用型AI)と弱いAI(≒特化型AI)
米国の哲学者カリフォルニア大学バークレー校教授サール氏が提唱した。

例
(イメージ)
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「強いAI」と「弱いAI」or「汎用型AI」と「特化型AI」2種類ある。
「強いAI」の定義は、正しい入力と出力を備え、適切にプログラムを与えられ、
問題を本当の意味で理解することができ、人間と同じように意識・思考を持っ
ているコンピュータ。つまり、人間の言葉を理解し、人間と同様の知的能力を
持ち、自意識を持ったような振る舞いのできるAI(ドラえもん・鉄腕アトムなど
が近いイメージ)「弱いAI」の定義は、意識・思考を持たないコンピュータ。つ
まり、心を持つ必要はなく、人間を模倣しているかのような知的処理が可能で
ある。
「汎用型AI」「特化型AI」は、どんなタスクでも処理可能or1つのタスクに特化
の違い。「汎用型AI」の定義は、特定の作業やタスクに限定せず、より人間の能
力に近い知能を持つ人工知能。つまり、与えられた情報を元に自ら考え、様々
なタスクに応用できる「何でもできるAI」「強いAI」に近い概念とも言える。
AGI（Artificial General Intelligenceの略）という場合もある。「特化型AI」の定
義は、1つのタスクに特化した人工知能。例えば、画像を認識できるAIは音声を
認識できない。代表例は、囲碁AI「AlphaGo」将棋AI「Ponanza」である。「弱
いAI」に近い概念とも言える。現在の研究のほとんどは特化型。

6

7
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1.1 AIとは
■代表的なAI技術

次回
入力

識別

赤りんご
青りんご

パターン・ルール
発見 【色】 赤
青
【形】 特徴量ではない

初回
入力

機械学習は、人間の「学習」に相当する仕組みをコンピュータで実現する技術。
人間が入力したデータからパターン・ルールを発見→新たなデータに当てはめる→識別・予測。
深層学習は、機械学習の一種で、ニューラルネットワーク(脳の構造・特性を模したモデル)を用いた手法。
パターン・ルールを発見する上で注目する着眼点(特徴量)をAI自身が見つける。

人工知能
AI (Artificial Intelligence)
機械学習
ML (Machine Learning)
深層学習
DL (Deep Learning)
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8

AIの技術領域は広く、様々な技術を含んでいる。その中で特に注目されているのは機械
学習。深層学習と混同されることがあるため整理する。
機械学習は、人間の「学習」に相当する仕組みをコンピュータで実現するもの。入力さ
れたデータからパターンやルールを発見し、新たなデータに当てはめることで、その新
たなデータに関する識別や予測が可能となる。機械学習は、AIの手法の一つである。
深層学習は、機械学習の一種、多数の層から成るニューラルネットワークを用いるもの。
パターンやルールを発見する上で何に着目するか(特徴量）を自ら抽出することが可能。
写真などからパターン・ルールを発見した後は識別できる。特徴量＝学習の入力に使う
測定可能な特性のこと。
(例1)赤いリンゴと青いリンゴを識別する際には「色」が特徴量となるが、「形」はな
らない。(例2)人参と玉ねぎを識別を識別する際には「色」と「形」が特徴量となる。
人はものを識別する際に、無意識に適切な特徴量を利用するが、ディープラーニングを
除く従来の機械学習では、識別に利用すべき特徴量を人間が入力していた。「人の顔の
識別」などの複雑な問題において、人工知能に適切な特徴量を教えることが困難だった。
後段で詳細に学習する。

8

1.1 AIとは
【参考】機械学習と深層学習の違い
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出所 https://lawtomated.com/a-i-technical-machine-vs-deep-learning/

9

classify images as either Car or Not Car. The algorithmic approach will use
data to learn whether the image is Car or Not Car. It’s possible for a human to
label constituent features indicative of Car in the images thereby providing
extra features. DL solution will also attempt to determine which parts of the
image make up the car, e.g. wheels, wing mirrors etc. DL can reduce the
amount of hard coding humans have to apply to define features in datasets.
This is the difference between having to label the image as Car vs. Not Car
and having to do that plus label other data about the image.

9

114

モデル
作成

加工

収集

■自社開発（すべてor一部）
■委託開発・外部サービス利用

■クレンジング＝重複・誤り・揺れ(同義を別表現)など削除・修正
■拡張＝左右反転などにより量を増やすなど

■既存の社内蓄積データ・新規に収集した社内データ
■外部データ(有料・無料)

1.1 AIとは
■AI基本プロセス

収集

■既存の社内蓄積データ・新規に収集した社内データ
■外部データ(有料・無料)

学習用データ
■モデルを使用して分析の実行
■モデルの改善のため、分析結果をフィードバック

■クレンジング

分析
■業務の自動化・効率化・品質の向上
■新製品・新サービスの開発・販売

加工

活用

本番用データ
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10

AI基本プロセスは、7つのステップから構成される。基本的に、学習用データと
本番用データは別物である。学習用データはモデルを開発するためのインプッ
トとなる。既存モデル（サービス・アプリケーション）を利用する場合は、学
習用データの収集・加工・モデル作成のステップを省略できる。本番用データ
も、学習用データと同様に収集・加工を行う。モデルを自社で作成している場
合は、分析結果をモデルの改善・精度向上のために使用する。

10

画像認識

写真等から特徴の認識・検出

音声認識

言葉のデータ変換

(

予測

■売上・在庫予測
■株価予測
■日本語変換ソフト

過去データから未来を予測

■スマートスピーカー
■議事録自動作成

(

AIは身近な日常生活の中で活用されている。代表例として下記4つを挙げる。

1.1 AIとは
■AIを活用してできること

(

■手書き文字のデータ変換
■カメラの顔認識
■車線・障害物の検出

人間の言葉を認識

自然言語処理
(

■文章の自動要約
■Web自動応答チャットボット
■SNS投稿内容の解析
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11

AIは様々なことに活用されているが、代表例として下記4つがある。①画像認識
②自然言語処理③音声認識④予測

①画像認識とは、写真や映像から文字や顔などの特徴を認識・検出する技術。
（例1）手書き文字を認識→テキストデータに変換（例2）カメラで撮影すると
きに人の顔を認識→自動でピントを合わせる機能（例3）自動運転に活用されて
いる車線や障害物を検出する技術

②自然言語処理とは、人間が使っている言葉を認識する技術。（例1）機械翻訳
（例2）文章を自動で要約（例3）コールセンターの負荷を減らすチャットボッ
ト（例4）SNSの投稿内容を解析

③音声認識とは、人間の発した言葉を認識し、それをテキストデータに変換す
る技術。（例1）Google HomeやAmazon Echoなどのスマートスピーカーに搭
載
（例2）会議等の議事録を自動で作成するサービス

④予測とは、過去の時系列データから未来の数値などを予測する技術。(例1)店
舗の売上予測・在庫量予測従来は人間（特に長年その業務に従事してきたベテ
ラン）の勘や経験に頼る。人口減少により、そうした技術の継承も難しくなっ
ている。AIによる予測の精度が十分高ければ、経験の浅い人でもAIを活用するこ
とで、ベテランに匹敵する予測が可能になるかもしれない。(例2)株価予測(例
3)PCやスマホ搭載の日本語変換ソフトの予測変換

11
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After

1

2

3

4

■スマートスピーカーで
声による家電操作
■アプリで健康管理
■高齢者見守り

生活環境
革新

■過去データから
ターゲットリスト作成
■顧客行動予測
■売上計画

業務効率化

■工場で不良品
識別・除外作業
■コンビニで店舗外に
出ると自動決済

■便利・快適
■時間の有効活用
■生活品質向上

予測精度
向上

1.1 AIとは
■AIがビジネスで注目されている理由

・・・

■企業で単純作業
ルーティーンワーク
■病院でCT・MRI
画像から病気診断

■企業経営改善
■予測精度向上
■売上増・利益増

13

■自動化・無人化
■資源の有効活用
■人件費削減

④生活環境革新：AIを活用したアプリやデバイス(スマートスピーカー等)により、
便利で快適な生活を獲得した。

③予測精度向上：AIの得意とする分野。ビッグデータのような大量のデータを収
集・整理、予測モデルを構築し、将来の予測をすることは、人間よりも得意。
(例1)購入履歴からおすすめ商品を自動表示。(例2)顧客の属性(年齢・収入・家
族構成など)を元に見込み顧客リスト作成。

②労働力不足解消：日本では人口減少と高齢化による労働人口の減少が課題。
単純作業はAIに任せることで、人間は人間にしかできないクリエイティブな作業
にシフトするなど、限られた人的資源を社内で有効に活用できる。(例1)工場で
不良品を識別し、自動で取り除くシステムがあれば、負担の多い検品作業を無
人で24時間行う。(例2)レジなしのコンビニ「Amazon Go」映像をAIで解析する
ことで、レジがなくても、商品を持って店舗の外に出るだけで、自動的に決済
が終わる。

①業務効率化：AIは、単純作業を人間の代わりに行う。(例1)ルーティーン作業
をAIが行うと、人間より早い。(例2)CT・MRI画像などからAIが病状を診断する
と、診断時間を約80%削減できる。大量・多様なデータを学習し、患者の想定リ
スクを提示するなど医師の迅速な意志決定を支援できる。

なぜAIは様々な業界で注目され、実用化が進められているのか？主な理由は下記
4点である。
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■時間短縮
■人為ミス回避
■迅速な意思決定

労働力
不足解消

1.1 AIとは
【参考事例】Google論文「キャットペーパー」

茶
・・・

AI活用後

主にビジネスの視点で、AIが注目されている理由として、業務効率化・労働力不足解消・予測精度の
向上・生活環境の革新などがある。新技術により新たな価値を生み社会にイノベーションを起こしている。

三毛
・・・

AI活用前

白

・・

・・

Before

黒
黒白
・・
膨大な量の画像を学習
させることで物体の特徴を
自律的に取得・認識

12

Googleの有名な論文「キャットペーパー」によると、猫の画像を大量に学習することで、
猫についての知識はプログラミングされていなくても、AIが自ら猫の特徴を発見し、新たな猫を識別できた。

色

体長
物体の特徴の細かいルールを
あらかじめつくっておく
必要があった
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Googleの有名な論文「キャットペーパー」によると、猫の画像を大量に学習す
ることで、猫についての知識はプログラミングされていなくてもAIが自ら猫の特
徴を発見し、新たな猫を識別できた。従来のシステムで画像を認識するために
は、写真や映像の中の物体について、色や形などの細かいルールを予めつくっ
ておく必要があった。ところが、AIを活用すると、膨大な量の画像データを学習
させることで、物体の特徴を自律的に取得し、認識できるようになった。

12

13

116

1.2 AIの歴史
本日の学習内容
■AIの歴史概観
■第1次AIブーム
■第2次AIブーム
■第3次AIブーム(現在)
■新AI時代
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14

14

1.2 AIの歴史
■AIの歴史概観

Pepper

AIの歴史は、1960年代の自動移動能力を持つシェイキーから、2016年に販売された感情認識と
再現能力を持つペッパーに至るまで「ブーム」と「冬の時代」を繰り返してきた。

Shakey
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15

AIの歴史は、1960年代から始まった。スタンフォード大学のAIラボが開発に成
功した、自分の意思で障害物を避けて移動できるShakey(シェイキー)が初のAI
ロボットである。

Pepper(ペッパー)は、ソフトバンクが2016年に販売を始めた感情を認識するAI
搭載人型ロボット。本体は「ロボティクス(ロボット工学)」からなるサービス向
けのロボットであり、実際の「AI」はペッパーの「頭脳」の部分を指す。感情を
持っているかのように自ら行動し、利用者の行動・感情を学習する「感情マッ
プ」が実装されている。

シンギュラリティの恐怖とは、2045年問題とも言われ、AI技術が自ら人間より
賢い知能を生み出すことが可能になる時点(=シンギュラリティ)が2045年に起こ
ると予測され、それに伴う様々な問題の総称。

現在まで「ブーム」と「冬の時代」を繰り返してきたが、これからAIはどのよう
な歴史を刻むのか。

15
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1980年代の
エキスパート
システム

現代の
エキスパート
システム

商品閲覧・購入
記事購読

類似商品をお勧め
関連ニュースを表示

一般常識から専門
専門家のような振る舞い
知識まで膨大な情報

履歴データの
蓄積・解析

17

これらを理由に第2次AIブームは終息に向かい、1987年から1993年まで、AI研究
は再び冬の時代に突入した。

エキスパートシステムの欠点・限界：①自ら情報を収集して蓄積する能力はな
かったため、人が手動で「一般常識」レベルの膨大な知識を記述する必要が
あった。②例外処理や矛盾したルールに対応できなかったため、実際に活用可
能な知識量は特定の領域に限定された。

多くの大企業がエキスパートシステムを業務に導入するなど、実用的なツール
として広く商用利用されるようになった。現在でも、Amazonや楽天など多数の
企業で導入されている。(例1)ECサイトの評価システムは、情報を推測して提示
する仕組み。(例2)サイトを訪問した人に、その人の見た商品情報からの類似商
品をお勧めしたり、日頃見るニュースから、次に読みたいであろう関連ニュー
ス一覧を表示したりするレコメンドシステム。

エキスパートシステムとは、専門知識を取り込んだ上で推論することで、専門
家のように振る舞うプログラム。知識を与えることでAIが実用可能な水準に達し、
多数のエキスパートシステムが生み出された。※知識＝コンピュータが推論す
るために、コンピュータが認識できる形で記述した情報

第2次AIブームは、1980年代、ブームの引き金は多数のエキスパートシステムの
実現であった。
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手動入力

1.2 AIの歴史
■第2次AIブーム

単純な
問題の解

1.2 AIの歴史
■第１次AIブーム

探索

(例)パズル・ゲーム
機械翻訳など

第2次AIブームは、1980年代。ブームの引き金は多数のエキスパートシステムの実現であった。
エキスパートシステムとは、専門知識を取り込んで推論することで、専門家のように振る舞うプログラム。
多くの大企業がエキスパートシステムを業務に導入するなど、実用的なツールとして広く商用利用された。

推論

解き方のパターンを
場合分けして解答

16

第１次AIブームは、1950年代後半～1960年代、探索・推論の時代と言われる。1956年に科学者
たちにより開催されたダートマス会議で、米ニューハンプシャー州ダートマス大学教授がAIを名付け、研究
は活発化していくが、複雑に要因が絡み合う社会問題を解決できないと判明し、AI開発は失速した。

人間の思考過程を
記号で表現し実行
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第１次AIブームは、1960年代、探索・推論の時代と言われる。
1956年に科学者たちにより開催されたダートマス会議で、米ニューハンプ
シャー州ダートマス大学のマッカーシー数学教授が「人間のように考える機
械」をArtificial Intelligenceと名付けた。
これを機に、AIは一気に世の科学者たちに認知されるようになり、AIに関する研
究も活発化していく。
コンピューターによる探索・推論により、特定の問題に対して解を提示できる
ようになったことがブームの要因である。冷戦下の米国では、自然言語処理に
よる機械翻訳が特に注力された。
しかし、当時のAIでは、迷路の解き方や定理の証明のような単純な仮説の問題を
扱うことはできても、様々な要因が絡み合っているような現実社会の課題を解
けないという性能的な限界が見えると、ブームは下火となり、研究支援が滞り、
AIの開発は失速した(1974年から1980年代初頭までの冬の時代)

16

17
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2016

AI

創造

人間より賢い知能

19

シンギュラリティについては、各方面から賛否両論あるが、史実を正しく認識
し、未来を考察することが重要である。

技術革新は指数関数的なスピードで進み、2029年には「人工知能の賢さが人間
を超え」2045年に「シンギュラリティに到達」
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1904/15/news036.html 米カーツワ
イル博士は、人間の脳は100兆個の極端に遅いシナプスしかなく、2029年には人
間の思考能力・演算能力を超えると予測。https://ledge.ai/2045-problem/

シンギュラリティは、雇用に大きく変化を及ぼす。AIが人間以上の知能を持てば、
人間が担当している業務をAIが代わりにこなす可能性はある。人間の働き方・暮
らしは今から10年～20年後には著しく変化すると言われている。※シンギュラ
リティ＝2045年に起こると予測される、AIが自ら人間より賢い知能を生み出す
時点。

実用化のための地道な取組みが盛んになるほど、社会にもたらすインパクトも
大きくなり、その潜在的な可能性と実現性の隔たりも解消される。人工知能が
誕生してから今日まで、生活はAIと共に変化を遂げてきた。

深層学習(DL)による技術革新はすでに起きているものの、実際の商品・サービ
スとして社会に浸透するためには実用化のための開発、社会環境の整備の取組
みが必要である。
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人間

創造

1.2 AIの歴史
■新AI時代

2015

テスラCEO
1000億円
AIに寄付

囲碁プログラム
AlphaGoが
プロに初勝利

1.2 AIの歴史
■第3次AIブーム(現在)

2012

画像認識で
データから
「猫」を特定

人間の暮らしはAIと共に変化を遂げてきた。2045年と予測されるシンギュラリティ(技術的特異点)は
雇用に大きく変化を及ぼすと考えられている。AIが人間以上の知能を持てば、今人間が担当している
業務をAIが代わりにこなし、働き方・暮らしは今から数十年後には著しく変化すると言われている。

2001

Watsonが
クイズ番組で
人間に勝利

18

第3次AIブームは、2000年代～現在。ブームの背景は、ビッグデータのような大量のデータを用いてAI
自ら知識を獲得する機械学習の実用化、知識を定義する特徴量をAI自ら習得する深層学習の登場。
「AI自らが知識を獲得し、特徴量を獲得する」ことは、現在の人工知能研究ブームの起爆剤となった。

1997

2006

深層学習(DL)
の実用化方法
初登場

チェス専用コンピュータ
DeepBlueがチェス
世界王者に勝利
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第3次AIブームは、2000年代から現在まで続いている。その原動力となっている
技術革新は2つある。
①機械学習(ML)の実用化：ビックデータとは、従来のデータベース管理では記
録・保管・解析が難しい膨大なデータ群のこと。②深層学習(DL)の登場：従来
の機械学習では人間が特徴量を定義し、予測や推論の精度を上げていた。DLに
よって学習データから自動で特徴量を抽出、精度を向上させることが可能に
なった。
第3次AIブームでの主な出来事：1993年 第3次AIブームへの土台が出来始める、
1997年 IBMチェス専用コンピュータ「ディープブルー」がチェス世界王者に勝
利、2006年 深層学習(DL)の実用方法が登場、2011年 IBMワトソンがクイズ番組
で人間に勝利、2012年 画像認識の向上で画像データから「猫」を特定、2015年
テスラ(電気自動車など開発・製造・販売)CEOイーロン・マスクらが1000億円
以上をオープンAIに寄付、2016年 囲碁プログラム「アルファ碁」がプロに初勝
利
過去2回のブームでは、AIが実現できる技術的な限界よりも、社会がAIに対して
期待する水準が上回っていた。その乖離が明らかになることでブームが終わっ
た。現在の第三次ブームでも、AIの技術開発や実用化が最も成功した場合に到達
する潜在的な可能性と、実現が確実に可能と見込まれる領域には隔たりがある
ことを認識する必要がある。

18
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1.3 生活の中でのAI
本日の学習内容
■AI活用事例＠家庭
■AI活用事例＠移動
■AI活用事例＠企業
■AIに奪われる？仕事10選
■生活必需品？オンラインサービス5選
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1.3 生活の中でのAI
■AI活用事例＠家庭

スマートスピーカー
（例)GoogleNest

■季節・好みに合った提案
■食材を無駄にしない
■調理時間・カロリー指定

音声認識オーブンレンジ
(例)HEALSIO

主に家庭で使われているAI関連商品は、10年以上も前に販売されたものから、近年目覚ましい発展を
遂げているものまで。家事の省力化、便利なコミュニケーションにより生活スタイルが変わってきている。

自動掃除ロボット
（例)Roomba

■音楽などの自動再生
■照明・家電の自動ON
■オンラインショッピング

出所 https://store.irobot-jp.com/top.html https://jp.sharp/range/products/axxw300.html
https://store.google.com/jp/magazine/compare_nest_speakers_displays

■家事労働からの解放
■時間の有効活用
■清潔で快適な空間
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AIはビジネスの世界だけではなく、私たちの身近な生活の中にも取り入れられて
いる。

①自動掃除ロボット：AIが搭載された掃除ロボットは、内蔵センサーによって障
害物を避けながら掃除をする。自身が部屋のどこに居るのか、未だ掃除してい
ないところはどこかを学習する。部屋の間取りや家具の配置などをデータ設定
すれば、同じ道を通らずに効率的に掃除を行います。掃除終了後は自身で充電
器のある位置まで戻る。

②スマートスピーカー：AIアシスタントを搭載しているスピーカーは、電源に繋
いでおけば常時音声を拾う仕組みで、話しかけられた言葉によって、天気の読
み上げ、音楽の再生、オンラインショッピングなどを楽しむことができる。音
声アシスタントは、音声認識とそこから導き出される命令においてAIが活用され
ている。大量の音声データからテキストを認識、文脈から意味を抽出して求め
られているアクションを導き出す。

③音声認識オーブンレンジ：音音声認識機能が搭載されており、今日何を作ろ
うといった問いかけに対して天気や家族の好み、季節に合わせた料理を提案し
てくれる。調理時間・カロリーを指定して健康状態に合わせたメニューも相談
できる。使いたい食材やお料理のジャンルを話しかけると、クラウド上にある
豊富なレシピの中からピッタリのメニューを提案、「サッと作れるメニュー」
などあいまいな相談も可能。

21
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工場

スーパー・
コンビニ等

1.3 生活の中でのAI
■AI活用事例＠企業

コールセンター

客との接触感染無し
商品スキャン・精算無し
↓
■人件費削減・店舗効率化
■待ち時間削減・混雑解消

レジ店員

1.3 生活の中でのAI
■AI活用事例＠移動

信号機

作業員

不良品判別・自動化
疲労・ケアレスミス無し
↓
■生産性向上・時短
■品質価値向上

23

③スーパー・コンビニ等の店舗レジ係：従来のセルフレジと違い、無人(AI)レジ
は工程全て(商品バーコードの読み取り→代金精算)をシステムで自動化。機械の
操作も必要がないため、機械の操作が苦手な人でも簡単に使用でき、サポート
の店員も不要。セルフレジ以上に労働コスト削減・待ち時間の削減もできる。

②工場の単純作業：不良品の発生や異物混入など。人手作業が数多く存在する
ため、マニュアル・意識徹底をなどミスを防ぐ取組みをしても、ヒューマンエ
ラーを排除するには限界がある。常時モニタリングし、手順と異なる動作があ
れば異常として検知したり、作業漏れや手順の誤りを確実に防止したりするこ
とで不良品の発生を抑える。製造トラブルを記録し原因を分析する。故意の異
物混入も監視して、事故の発生リスクを未然に検知する。

①コールセンターのオペレーション業務：コールセンターにはオペレーション
業務の品質向上のためにAIを活用しているところがある。音声認識機能により顧
客との会話内容を文字ベースで記録したり、会話内容を分析しながら問題解決
につながるような情報をオペレーターに提示したりする。
大手銀行などではすでに導入されており「顧客の満足度がアップした」「オペ
レーター不足の問題を解消できた」と評価されている。

企業でもAI活用は進んでいます。一例として次の3つの業務を挙げる。
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会話を文字で記録
分析→解決策の提示
↓
■顧客満足度向上
■人手不足解消

オペレーター

大手企業や IT ベンチャー企業ではもちろん、一部の中小企業においても営業力の強化や管理業務
工数の低減など、既に AI の活用による成果が確認されている。

self-driving

標識

22

自動車メーカーが力を入れているのが、AIによる自動運転である。人間と同様の認知能力を備えている
だけでなく、人間のような疲労や感情の乱れがないため、事故の減少にもつながると期待されている。

歩行者

自転車

Copyright © 2021 一般社団法人 日本環境保健機構

近年、各自動車メーカーが特に力を入れているのが、AIによる自動車の自動運転。
画像認識機能や音声認識機能から得られた情報を用いて、通行人・対向車・信
号・標識などを認知する、駐車していた車が動き出す瞬間を察知するなど、人
間と同じような水準の認識を可能とする研究開発が進められている。
また、「人間が見落としそうな危険を認識できる」「疲労や感情の乱れがな
い」といったことから、自動運転以外に、事故率の減少にもつながると期待さ
れている。
日本においても数多くの実証実験が行われている(都市部における自動運転タク
シーやバス、中山間地域における小型自動車、高速道路におけるトラックの隊
列走行など)一般的な自動車が自動運転に変わるのはもう少し先と予想されるが、
業務用車輌ではすでに実用段階に入っている。

22
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集金人

修理工

JA

翻訳

EN

検索エンジン

Vtuber
3Dモデル

1.3 生活の中でのAI
■生活必需品？オンラインサービス5選

ライター

建設作業員

名刺管理

1.3 生活の中でのAI
■AIに奪われる？仕事10選

運転手
(バス・タクシー・電車)

パラリーガル

(弁護士の監督の下で定型的
・限定的な法律業務を遂行)

25

⑤Vtuber認識：Webカメラとソフトウェアによって配信できる。自分の顔や手
の動きをそのまま3Dモデルに反映する認識技術。表情・顔の向きなどあらゆる
動きに3Dモデルが追従する。

④名刺管理：スキャンした紙の名刺に記載されている情報を読み取る。どこが
会社名で、どこが住所なのかといったことを判定し自動でデータに変換。

③検索エンジン：キーワード、文字数、滞在時間、直帰率といった情報をもと
に学習をしながら、質の低い・有害なコンテンツなどを排除し、自分が必要と
するコンテンツにたどり着ける。曖昧な検索でも「○○では？」と提案する。

②チャットボット：ロボットがユーザーの質問に回答するチャット形式のサー
ビス。多くはカスタマーセンターの自動返信に用いられている。2015年には
LINEのサービスとして登場したマイクロソフト社の「りんな」が大きな反響を
呼んだ。

①翻訳：外国語を日本語に、日本語を外国語に変換してくれるサービス。精度
向上により不可欠のサービスへと成長を遂げた。ELSAというアプリは発音を学
ぶアプリや、SpeakBuddyというスピーキング練習アプリもある。

当たり前のように日常生活で広く使われているオンライン上のサービスを5つ紹
介する。
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チャットボット

ネット社会で多くの方がオンラインで様々なサービスを利用している。普段当たり前のように使っている
サイト・アプリにもAIが使われているおかげで、多くの人が、スピーディに＆簡単に＆ストレスなく、安心かつ
便利で快適な生活を送っている。

銀行員

ホテルマン

24

2015年に米オックスフォード大学と野村證券が日本における601種の職業がAIやロボットに代替される
確率を試算したところ、今後10~20年で、日本の労働人口の49％が就いている仕事がAIに代替が可
能という結果になった。

事務員

カジノディーラー
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2015年に米オックスフォード大学と野村證券が日本における601種の職業がAIや
ロボットに代替される確率を試算したところ、今後10~20年で、日本の労働人口
の49％が就いている仕事がAIに代替が可能という結果がでた。もちろん仮説の
ため、現実になるかどうかはまだ未知数であるが、ITの進歩が人間の仕事を奪う
可能性がある。
ある調査では会社員の50％が「AIの普及によって失業者が増える」と予想した。
一方で、自身の仕事がAIに奪われるかもしれないと回答したのは17％と少ない
結果も出ている。AIに仕事が奪われないと回答した人の理由としては「仕事を作
る立場」「判断が必要」「対人間に対する仕事」などが多かった。

24

25
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1.4 AIの得意分野・不得意分野
本日の学習内容
■AIは万能？
■AI得意分野
■AI不得意分野
■AI対応可否基準
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1.4 AIの得意分野・不得意分野
■AIは万能？

認識・分類

データ処理

作業

パターン化・共通点の探索・
既存データからの統計的予測

言語・音声・画像

記憶量・計算スピード

単純作業
(定型・ルーティーン)

得意分野

例外・不確実・未経験のこと
に対する判断

人の気持ちの把握・
非合理・倫理観が伴うこと

文章の解釈

創造的作業
(非定型・クリエイティブ)

不得意分野

「AI＝万能」なイメージを持ちがちだが、必ずしも万能ではなく、開発途上で苦手なこともある。
AIが得意なことは何なのか？苦手なことはないのか？人間と比べてどうなのか？など説明する。

法則・分析
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AIが得意な分野としては、①データに基づいた単純作業②データの処理と正確性
③データを照らし合わせて共通点を見つけることなどがある。
単純な計算式のみならず、銀行の融資審査のような高度な「計算」も実はすで
にAIで代替されている。さらに、大量のデータから統計的に判断を下すことにも
優れている。つまり、AIは「計算」と「統計」を得意としているため、それにま
つわる仕事はなくなる可能性が高い。データサイエンティストやデータアナリ
ストなどの統計分析を専門とするアナリティクスの専門業務も、今後なくなる
のではという点が危惧されている。

逆に不得意な分野としては、「計算できないこと」「統計的でないこと」だと
言える。つまり「クリエイティブ」なことが不得意である。例えば、全く新し
いことをする創造的な作業文章を解釈して問題解決すること、「なんとなく」
や「特に理由がない」場合に考え答えを出すことなど。現在のAIはデータを与え
て学習させる機械学習がベース。データがないものは計算や統計による判断が
できないから不得意。また、そのときどきで答えが変わるような不確実性が伴
うものや論理的に処理できないものについても苦手である。

27
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認識

単純作業

1.4 AIの得意分野・不得意分野
■AI得意分野

障害物検知＆
時間短縮ルート判断
(効率的な運搬)
例:物流倉庫
自動運転

画像・動画・言葉に対し
反応・認識・理解
例:スマホ顔認証
スマートスピーカー
接客ロボット
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大量のデータを
間違えずに早く処理
＆記憶装置の分だけ
データを記憶
例:ストレージシステム

記憶・計算速度
パターン化
買い物履歴などから
おすすめ商品を
自動的に表示
例:

1.4 AIの得意分野・不得意分野
■AI不得意分野

ゼロの状態から
新しいものを
生み出すこと
例:作曲・作文・描画

創造的作業

人間の本当の気持ち 気持ち・非合理
をくみとって適切に対応
例:能力の高い人にだけ
仕事を任せるのではなく
負荷分散・人材育成
などの観点から総合的に
判断して分担
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文章の解釈

文章・物事の意味
・意図・ニュアンスを
理解し説明すること

例:Google翻訳

不確実・未経験

学習していないこと
経験していないこと
に対する判断・行動
(臨機応変に対応)

例:バイクの学習のみの
場合、車の判断不可
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①創造的作業：ゼロの状態から新しいものを生み出すクリエイティブな作業は
できない。但し「創造」の定義による。例えばAIが小説を書き、ある文学賞の一
次選考を突破したというのがニュースになったが、この作品は、ある作家の作
品を1000編以上読み込ませ、それを分析して書かれたものである。

28

①単純作業：例えば、倉庫の中で荷物を運ぶ作業。現在も人間が機械を使って
運んでいるが、人間がいなくてもできるようになる。センサーで障害物を判断、
どうすれば時間が短縮できるかを判断することで、より効率的に物を運ぶこと
ができる。

②文章の解釈：文章を書いたり、認識したりすることはできるが、文章を解釈
はできない。例えばGoogle翻訳は文章を理解して翻訳しているわけではなく、
これまでのデータをもとに翻訳しているだけ。

AIの不得意分野を例を挙げて説明する。

②記憶・計算速度：大量のデータを処理する能力(スピード)は人間の比ではない。
また、記憶装置の分だけデータを記憶可能。記憶装置は容量が足りなくなれば
増強できる。AI専用の巨大なストレージシステムを構築する企業もある。

AIの得意分野を例を挙げて説明する。

③認識：画像や動画に対し、それが何であるかを認識する（例：ネット上にあ
る写真の検索）人間が発する声を認識し、テキストに書き出したり、話した内
容に対して反応したりする（例：スマートスピーカー）人が日常的に使う言語
を理解する（例：接客ロボット）
④パターン化(共通点の検索)：膨大なデータと買い物データを照合し、おすすめ
商品を表示する。画像から共通点を見つけることもできるようになり、大量の
防犯カメラ映像から犯人を見つけ、自動追跡する技術も開発されている。

④不確実・未経験なことに対する判断・行動：AIに行動してもらうには、その行
動をするという判断の過程となる「ロジック」を学習させる必要がある。学習
していないことは、判断もできなければ実行に移すこともできない。

③気持ちの汲み取り・非合理なこと：発した言葉が、必ずしも言葉本来の意味
を表しているとは限らないのが人間。本当の気持ちを汲み取り、適切な対応を
行うことはAIには困難である。人間は、負荷集中・パフォーマンス低下・人材育
成を考慮して仕事を人員に配分するが、AIは仕事が早い人に仕事を割り当て続け
る。人間は、はっきりとした理由が分からない場合や答えが出ない場合でも考
えるが、AIは合理的・論理的なことにしか対応できない。

28

29
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1.4 AIの得意分野・不得意分野
■AI対応可否基準
では、AIが不得意なことを、将来的に得意なことにシフトしていく場合、どのような基準でシフトできるか
否か(AIで対応可能か否か）を判定したらよいのか？

1
判断に時間がかかるということは、
複数の要素・複雑なことを人間が「考えている」状態

2
例：画像認識は、画像そのものを見ているのではなく
ピクセルごとの色を認識し、共通点の多い少ないを数値化

3
例：監視カメラに写っているものが何か判断するには
物体の種類(人、動物、その他など)を学習させる、
消費トレンドの予測＝データの性質が変化し続けている
Copyright © 2021 一般社団法人 日本環境保健機構

30

AIで対応可能な事項かどうかを判断する基準は「人間が0.1秒で判断できるこ
と」と言われている。具体的には「データを数値化できるかどうか」がAIでの処
理に向くかどうかのポイント。データを明確に数値化することで、AIでも状況判
断が可能。課題が見つかった場合は、まずその課題で使用するデータを何らか
の方法で数値化できないか検討してみるとよい。

30

第2章 AI関連技術

31
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2.1 機械学習
本日の学習内容

■機械学習の用途

■機械学習の手法

■手法①教師あり学習

■手法②教師なし学習

■どの手法を使ったらよいのか？

Copyright © 2021 一般社団法人 日本環境保健機構

33

33

126

金融
■医療診断
■病理画像解析
■腫瘍摘出
■新薬・化粧品開発

医療・創薬・ヘルスケア

機械学習が問題解決に使われる主な分野を5つ紹介する。

2.1 機械学習
■機械学習の用途

■金融商品の価格決定
■金利の分析
■利回り曲線の作成
■株式自動売買

コンピュータービジョン
■画像による外観検査
■医用画像
■顔認識・文字認識
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エネルギー

予防保全
■機械の状態を判断
■メンテナンス時期決定
■故障前にメンテナンス
■コスト削減・安全性向上

■需要予測
■コスト最小化
■運用効率化
34

①金融工学：トレード・ヘッジ・投資・リスク管理に関する意思決定をサポー
ト。銀行・ヘッジ ファンド・資産運用会社における、金融商品の価格決定・金
利の分析・利回り曲線の作成等。アルゴリズム取引とは、金融市場において、
自動的に株式売買注文のタイミングや数量を決めて注文を繰り返すこと。
②コンピュータービジョン：画像処理により、ノイズ除去だけでなく、特定の
物体を見つけることが可能。目視検査(人間の視覚による直感的な判断)に頼って
いた生産ラインでの外観検査が、AI画像検査に置換されている。医用画像、顔認
識、文字認識といったより高度な対象に広がっている。
③医療・創薬・ヘルスケア：多種多様なデータが蓄積され適用範囲が広がって
いる。医療診断、病理画像解析、腫瘍摘出、新薬分子設計、化粧品の開発で実
用化。
④エネルギー：電力会社において、コスト最小化・運用効率化・信頼性向上の
ために、電力需要を予測する。
⑤予知保全：航空宇宙、製造業(自動車)、インフラ(電力・ガス)業界で、故障前
にメンテナンスを行い、コストを最適化する。機械のメンテナンスは、故障発
生後に実施する事後保全や、一定期間経過後の定期的な予防保全（例:車検）が
あるが、予知保全は、機械の状態を正しく判断しメンテナンス時期を決定し余
計なメンテナンスを減らすため、コスト削減・突発的な故障を避けられ安全性
の向上に繋がる。

34

出所 https://mse238blog.stanford.edu/2017/07/choftun/the-building-blocks-of-machine-learning/

2.1 機械学習
【参考】機械学習の全体像
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In general, there are three types of machine learning; supervised learning,
unsupervised learning and reinforcement learning, where supervised learning
and unsupervised learning are the two main types. In short, supervised
learning is using training data to create a program that can make estimates
by feeding training data into the machine learning algorithm to estimate
parameters. The algorithm would discover underlying patters and figure out
the relationship between different parameters, to make prediction of an
estimate.

35
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2.1 機械学習
■機械学習の手法
機械学習

クラスタリング

教師なし学習

回帰
k平均法・
ファジーc平均法

教師あり学習

分類
線形回帰
階層クラスタリング
混合ガウスモデル

サポート
ベクターマシン

アンサンブル法
隠れマルコフモデル

サポートベクター回帰・
ガウス回帰

単純ベイズ
決定木
ニューラル
ネットワーク

判別分析

最近傍法
ニューラル
ネットワーク
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機械学習の手法は大きく分けると２種類ある。

36

①教師あり学習：不確実さがあっても証拠に基づいて予測する。入力データと
それに対する出力データを用いてモデルを訓練し、合理的に新たなデータへの
応答をできるようにする。予測対象の出力データが既にある場合、予測（例：
温度や株価などの連続型変数の将来値の推定）や分類（例：ウェブ動画に映っ
ている自動車の型式の特定）を行うモデルの学習が必要な場合は、教師あり学
習を選択する。
②教師なし学習：入力データのみに基づいてグルーピング・解釈する。隠れた
パターンや固有の構造を見出す。入力データを詳しく調べる必要がある場合や、
データをクラスターに分けるなどデータの適切な内部表現を見出すモデルの学
習が必要な場合は、教師なし学習を選択する。

36

2.1 機械学習
■手法①教師あり学習(分類)

■2つのデータを分離する境界と
(データとの距離を最大化する)
平面でデータを分類
■認識性能に優れている

サポートベクターマシン

■特徴量のデータ
特性の抽出
■対象/対象外の
グルーピング

判別分析

■学習データが少なくても
分類に必要な特徴を推定
■高速・低負荷で実行可能
■重要でない特徴量の影響
を受けにくい

単純ベイズ

分類とは 、データをカテゴリーに分けること。例えば、電子メールが本物のメールかスパムメールか
などの分類。用途は、医療画像診断、音声認識、信用評価など。

特
徴

■自然言語処理
■音声認識
■画像認識・コンピュータビジョン

■電車の混雑状況
■災害予測
■記事の自動分類
実
例

■マーケティング
購入者/非購入者
リピーター/初回
を分けて原因調査
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教師あり学習のうち「分類」の手法のうち3つ説明する。

37

①サポートベクターマシン (SVM)：カーネル法と呼ばれる機械学習アルゴリズ
ムのクラスに属し、カーネルマシンとも呼ばれている。データ中の2つのクラス
間の分離マージン（2つのデータを分離する境界と各データとの距離）を最大化
する超平面により分類タスクを実行する。

②判別分析：特徴量のデータの特性から、特定の対象とそうでない対象のグ
ループ分け。マーケティング等で利用され「購入者」と「非購入者」、「リ
ピーター」と「初回購入者」等を分けている原因を調査するために使用されて
いる。

③単純ベイズ：特徴量が独立していると仮定した上でベイズの定理を活用する
ことが基となっている。学習データが少ない状態でも分類に必要な特徴を推定
することが可能、高速に処理をするため少ない負荷で実行可能、重要でない特
徴量の影響を受けにくいという利点がある。電車の混雑状況や、洪水等の災害
予測、記事の自動カテゴリ（政治・スポーツ等）分類など。

37
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※

※

■クラスターに重なりがある
(全データが全クラスに属す)
■データにランダムな等級割当
■クラスター中心と等級を反復
更新、中心を正しい位置へ

ファジーc平均法

※

2.1 機械学習
■手法②教師なし学習

※

■k個のクラスターに分ける
■クラスターの重心との距離計算
■一番近いクラスターに再割当
■変化しなくなるまで繰り返し

k平均法

※

2.1 機械学習
■手法①教師あり学習(回帰)

ニューラルネットワーク
■人間の脳内の神経細胞
のネットワーク構造を模した
問題解決モデル
■ニューロン層の多層組合せ
により学習

■大量のテキストデータを自動仕分け
■類似色同士を1つのグループにまとめ1色で表す
■30年間にリリースされた邦楽シングル楽曲を対象として10個に
グループ分け「切ない恋愛系」「苦悩、憂鬱系」など独自に解釈

混合ガウスモデル

■正規分布を重ねる
■複数のクラスターに
属す場合、クラスター
のサイズが様々な
場合などに有効

■落石危険度の空間分布
■収録された音が何の音
なのかという音源の識別
(路上で車、自転車など)

39

③混合ガウスモデル ：ガウス分布（正規分布）を複数重ね合わせ（線形重ね合
わせ）どうデータポイントが分布しているかを推定すたモデル。データポイン
トが2つ以上のクラスターに属している可能性がある場合や、クラスターのサイ
ズが様々で相関構造が異なっている場合に有効。

②ファジー c平均法：クラスター数が既知であり、クラスターに重なりがある場
合に有効な方法。全てのデータポイントが、全てのクラスタに属している。
データポイントにクラスタのランダムなメンバーシップ等級を割り当てる。ク
ラスター中心とメンバーシップ等級を反復的に更新することで、クラスター中
心をの正しい位置に移動し、各クラスタのメンバーシップ度を求める。この繰
り返しにより、クラスター中心までの距離をメンバーシップで重み付けした目
的関数が最小化される。

①k平均法：データを定められたk個のクラスターに分けた後、各クラスターの
重心と各データポイントとの距離を計算し、距離が一番近いクラスターに割り
当て直す、というプロセスをk個のクラスターが変化しなくなるまで行い、分類
する手法。非階層クラスタリングの代表的な手法の1つ。非階層クラスタリング
とは、データセットの中から、分析担当者が定めたクラスター数だけ類似する
データを集め、クラスターを作る方法。

教師なし学習のうち3つ説明する。
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実
例

特
徴

教師なし学習とは、教師あり学習と異なり、出力データは使用しない。
入力データのみに基づいてグルーピング・解釈する手法である。

■目的の特徴を
把握するために
ツリー構造で分類
■精度向上も可能
■電力負荷予測・最適化
■小切手の金額などの読取
■腫瘍の分類(良性or悪性)
38

回帰とは、連続的な応答を予測すること。例えば、売上予測、需要予測、来店者予測、経済分析、温
度予測、機器の故障までの時間、電気負荷予測やアルゴリズム取引など。

■条件となる値(変数)から
分析したい別の値を予測
■方程式の係数は推定
■変数の数は1つ又は複数

決定木

特
徴

■温度×湿度→バナナの糖度
■温度→アイスクリームの売上
■天気→来店者数

線形回帰

実
例

■顧客の購入履歴から
見込顧客層の特徴
■製品の要素が顧客
満足度に与える影響度
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教師あり学習のうち「回帰」の手法のうち3つを説明する。
①線形回帰
応答変数（目的変数、予測・分析したいデータ）を複数の予測子（説明変数）
を用いて予測する方法。y=β0+∑ βiXi+ϵi（yは応答変数、Xは予測子、βは線
型方程式の係数、ϵは誤差項）最適な予測のために、1つ以上の独立した予測子
変数を使用し、係数を推定。1つの応答変数に対し1つの予測子のみをもつ単回
帰、複数の予測子をもつ重回帰、複数の応答変数のためのモデルである多変量
回帰などのタイプがある。
②決定木：目的の特徴が分かりやすく現れるよう、ツリー構造を用いて分類す
る方法。ツリーで可視化されるため、視覚的に目的変数と関係が強い要因を把
握したり、特徴が最も現れる条件ルールを把握したりする。予測精度を向上さ
せる手法として、バギング（学習に使用するデータを何度も入れ替え多数の決
定木を生成し、最後に得られた全ての決定木の結果を統合）とブースティング
（間違って予測されたデータの重みを重くして決定木を更新、間違ったデータ
をうまく予測）がある。
③ニューラルネットワーク：人間の脳内の神経細胞（ニューロン）のネット
ワーク構造を模した問題解決能力を持つモデル。シナプスの結合により複数の
相互に接続するニューロンの層（隠れ層）を多層組み合わせて学習する。脳機
能の特性をコンピューターで表現するよう設計。画像・音声認識、パターン認
識などに活用されている。

38
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出力データが
あるか？

YES

階層クラスタリング

YES

Act(行動)

①行動

41

③②のフィードバックを元に、将来得られる「価値」を最大化する「方策」を
「状態価値関数」と「行動価値関数」を元に考える。ここで重要なのが「報
酬」と「価値」の違い。「報酬」はランダムな行動aのみに対してのフィード
バック（即時報酬）。一方で「価値」とは、強化学習により構築されたアルゴ
リズムがより長いスパンで行動した結果得られる最終的なアウトプット。状態
価値関数は、ある状態下で方策を実行した際に得られる価値、行動価値関数は、
ランダムな行動Aを実行した後に方策を実行した際に得られる価値。両者を比較
し価値が増えるのであれば、行動Aを方策の一部として採用し、方策を修正。

②①の行動により更新された「状態」と「報酬」をフィードバック。
「状態」とは、エージェントが存在する仮想空間の情報、行動する度に更新さ
れる。マリオは移動したり敵を倒したりといった行動は、マリオ自身の位置と
ステージの状態も変化させる。その変化を、マリオに伝達することが「状態」
のフィードバック。ランダムな行動に応じた「報酬」を得る。

①「エージェント」がある「環境」の中に置かれ「行動」
「エージェント」とは、ある条件(ゲームのスコアを上げるなど）下において行
動する主体＝マリオ。「環境」とは、そのエージェントが存在する仮想の空間
＝ステージ。「行動」＝ジャンプやアイテムを取るといったアクション。
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②行動による環境の変化と報酬のフィードバック

Observe（観察）

③その行動を取った場合と
取らなかった場合の
価値を比較、方策を修正

Orient(状況判断）
Decide(意思決定）

2.1 機械学習
【参考】強化学習

NO

階層的？

YES

混合ガウスモデル

確率を付与？

NO

2.1 機械学習
■どの手法を使ったらよいのか？

YES

教師あり学習、教師なし学習以外に機械学習の一種「強化学習」がある。強化学習とは、システム自身
が試行錯誤しながら、最適なシステム制御を実現すること、与えられた「条件」下で得られる「価値」を最
大化する方法。ある行動を起こした結果を踏まえ、また行動を試行し、ループし続ける。

数値を予測？

NO

k平均法・
ファジーc平均法

40

OODA
Roop

数十種類も手法があるため、実際にどの手法を使ったらよいのかわからない。。。
最も優れた手法、何にでも使える手法はありませんが、ある程度フローに従って絞り込むことは可能。

NO

線形回帰

高速

アンサンブル法

決定木

高速or正確？

単純ベイズ

ニューラル
ネットワーク

正確

サポート
ベクターマシン
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数十種類も手法があるため、実際にどの手法を使ったらよいのかわからない、
使用する機械学習のアルゴリズムをどのようにして決めたらよいのか？結論か
ら言えば、最も優れた手法や、何にでも使える手法というものはない。適切な
アルゴリズムを探すには、試行錯誤に頼らざるを得ない部分がある。極めて経
験豊富なデータサイエンティストでも、あるアルゴリズムがうまく機能 するか
どうかは、結局のところ試してみないと分からない。但し、データのサイズ・
種類、導出したい値、活用方法によって決まってくる部分もある。

40

41
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2.1 機械学習
【参考】機械学習だけで課題は解決するのか？

出所 https://qiita.com/taki_tflare/items/42a40119d3d8e622edd2

従来のプログラムより
機械学習を採用
すべき分岐点

AIで解決すべきこと

人間の脳によって解決すべきこと

課題解決策を検討する際に、従来は、人orルールベース(プログラム)の２つのみ。
今後は、人andルールベースand機械学習の３つを組み合わせることが良い。

Copyright © 2021 一般社団法人 日本環境保健機構

42

単純な条件の場合、ルールベースが一番解決できる可能性が高く、人間が簡単
なルールで定義できる問題の場合、ルールベースの方が機械学習よりも解決で
きる可能性が高い。人間のケアレスミス、特定の人への依存も考慮する必要が
ある。機械学習では今までのルールベースでは対応が難しく、人が行わなけれ
ばならなかった問題へ対応できる場合がある。ルールベース、機械学習、人の
組み合わせでゴールに向けて適切なものを選んで対応していく必要がある。
（人の解決度が安定しない場合をルールベース、機械学習を適切に組み合わせ
実行するなど）

42

2.2 深層学習
本日の学習内容

■深層学習の用途

■深層学習とニューラルネットワーク

■深層学習の手法

■手法①Convolution Neural Network

■手法②Recurrent Neural Network
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・
・
・

中間層(隠れ層)

・
・
・

出力層

猫 97％
犬 2％
人 1％

2.2 深層学習
■深層学習とニューラルネットワーク

入力層

・
・
・

出力

2.2 深層学習
■深層学習の用途

サイバーセキュリティ
平常状態との比較・
異常をリアルタイム検知
入力
・
・
・

45

ニューラルネットワークとは、人間の脳神経系ニューロンをモデル化したもの。
ディープラーニングとは、ニューラルネットワークの中間層(隠れ層)を増やして
多層化したもの。多層化により、より人間の脳に近くなり、情報伝達と処理の
増加、特徴量・汎用性・予測の精度が向上。入力データのパターンを判断し、
分類や識別していく学習を行うが、その実行回数とデータ数が多いほど、識別
精度が上がる。データの特徴はニュートラルネットワーク自身が考えるため、
人間は入力不要。
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猫の画像

ディープラーニングとは、人間の脳神経系ニューロンをモデル化したニューラルネットワークの中間層を増やし
て多層化したもの。多層化により、より人間の脳に近くなり、精度が上がる。

自動翻訳
文脈の判断・
適切な単語の選択

在庫管理
顧客データ解析・
購買傾向の導出
44

深層学習が使われる主な分野を５つ紹介する。

自動運転
周囲(障害物・レーン)
の認知(画像処理)

IoT
情報の蓄積と分析
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①自動運転：運転に最も重要な認知のプロセスで利用されている。車載カメラ
によって周囲を認知し、障害物や走行レーンを識別することで、安全な自動運
転が可能。②IoT（Internet of Things）：物のITであるIoTは複数のモノを繋ぐ
時、複数の情報を蓄積して次のアクションを予見することが大切である。情報
の蓄積と分析で利用されている。③自動翻訳：自然言語分野で文脈を判断し、
適切な単語を選択することで、人が翻訳したような自然な翻訳をする自動翻訳
にも活用されている。
④在庫管理：顧客のデータを解析し、パターンや傾向を見つけ出すことで、天
候・季節・曜日などによって商品の購買傾向を導き出し、発注数を決定。無駄
なく仕入れを行い廃棄量を抑える。⑤サイバーセキュリティ：平常状態を学習
させておき、外部からサイバー攻撃を受けたとき、システムの状態を分析して
平常状態と比較、何が起きているのか判断してリアルタイムでの検知。24時間
監視することができるため、人が対応していたときよりも早く対処できる。

44
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CNN
畳み込み
ニューラルネットワーク
Recurrent Neural Network

RNN
再帰型
ニューラルネットワーク
Long Short Term Memory

LSTM
長・短期記憶

深層学習

Convolution Neural Network

■RNNと異なる点は
長期時系列データを
扱える点
■RNNの欠点を解消

■自然言語処理(音声認識・機械翻訳・文章生成)
■自然なテキストの読み上げ
■動画にリアルタイムで字幕追加

■短期時系列データを
中間層に再入力
■動画・音声・文章を認識
■長いデータは不得手

■2次元データの
画像認識

■畳み込み層(特徴抽出)
×プーリング層(分析)
■画像の特徴を抽象化
(特徴を維持しつつ圧縮)
■動画・音声の認識不可

2.2 深層学習
■深層学習の手法

特
徴

用
途
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深層学習には、大きく分けて3つの手法がある。

46

①CNN（畳み込みニューラルネットワーク）：畳み込み層とプーリング層で構
成され、畳み込み層は画像の局所的な特徴を抽出して際立たせ、プーリング層
は局所的な特徴をまとめてフィルタリングし、分析する手法。画像の特徴を抽
象化し、パターン学習を進める。動画や音声の認識ができないというデメリッ
トはあるが、主に画像認識や動体検知の速さにおいて優れており、最もよく使
用されている。
②RNN（再帰型ニューラルネットワーク）：音声データのような可変長の時系
列データを扱うため、隠れ層の値を再び隠れ層に入力する手法。時系列データ
の学習や、自然言語処理分野（機械翻訳、文章生成、音声認識など）で使われ
ている。長い系列データを学習させると上手く学習できないというデメリット
問題があるため、短時間のデータしか処理できない。
③LSTM法（Long Short Term Memory）：RNNのデメリットを解消した、長期
の時系列データを学習できる手法。1997年に提唱された古いモデルだが、自然
言語分野での処理に活用されている。画像からのキャプション生成や自然なテ
キストの読み上げが可能。また、動画をリアルタイムで解析して字幕を追加す
るなど、今までは人が行っていた分野も自動化された。

46

2.2 深層学習
■手法①Convolution Neural Network

畳み込み層とプーリング層を繰り返して
特徴を圧縮(抽象化)

中間層

プーリング層
全結合層
(特徴の分析) (プーリング層からの橋渡し)

出力

CNN(畳み込みニューロネットワーク)は、畳み込み層とプーリング層が繰り返される中間層を持ち、
画像の特徴を維持しながら大幅に圧縮する。

入力

畳み込み層
(局所的特徴の抽出)
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47

CNN（Convolution Neural Network）の隠れ層は「畳み込み層」と「プーリン
グ層」で構成される。畳み込み層は、フィルタ処理して「特徴マップ」を作る。
プーリング層は、畳み込み層から出力された特徴マップを、さらに縮小して新
たな特徴マップとする。これを繰り返して、最終的には全結合層から出力する。

畳み込み層は、画像の局所的な特徴を抽出し、プーリング層は局所的な特徴を
まとめる。つまり、画像の特徴を維持しながら画像を縮小していることになる。
今までの画像縮小処理と異なるところは、画像の特徴を維持しながら画像の持
つ情報量を大幅に圧縮(抽象化)できる点である。この抽象化された画像イメージ
を用いて、画像の分類をすることができる。

47
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2.2 深層学習
■手法②Recurrent Neural Network

入力層

中間層
時間方向に
展開

入力層

中間層

出力層

出力

入力

入力層

中間層

出力層

出力

入力

出力層

中間層

入力層

RNN(再帰型ニューロネットワーク)は、可変長の時系列データを、中間層(隠れ層)からの出力を次の中
間層に入力するという操作を、時間軸方向に展開する。

出力を
次の入力に
使用(再帰)

出力層
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48

RNN（Recurrent Neural Network）は、可変長の時系列データ（音声など）を
対象として、隠れ層の値を再び隠れ層に入力するというネットワーク構造。こ
の隠れ層に戻すという操作を、時間軸方向に展開する。長時間前のデータを利
用しようとすると、誤差が消滅したり演算量が爆発するなどの問題があり、短
時間のデータしか処理できない。

48

2.3 AIとビッグデータ
本日の学習内容
■ビッグデータとは

■AIとビッグデータの関係

■ビッグデータの活用事例

■ビッグデータをAIで活用するために
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2.3 AIとビッグデータ
■AIとビッグデータの関係

探索

解析

分析

2.3 AIとビッグデータ
■ビッグデータとは

人工知能
AI (Artificial Intelligence)

機械学習
ML (Machine Learning)

深層学習
DL (Deep Learning)

予測

51

（例1）自動翻訳(Google翻訳など)：人間が入力した言語を、対訳データ（翻訳
先の言語では何に当たるか）を大量に使って統計的な処理を行うことにより、
他の言語に翻訳した結果を返している。（例2）画像認識：AIの典型的な応用分
野。画像から「何が映っているか」を特定するために大量のデータが必要。

AIとビッグデータでは非常に深い関係がある。AIを開発するには膨大なデータが
必要で、AIブームはビッグデータが蓄積されていたから起こったと言える。機械
学習・深層学習の発展により、従来なら不可能であった膨大なデータの管理や
解析が可能になった。そのおかげで、企業が持っている大量のデータも効率よ
く分析・整理し、企業にとって有用なデータのみを抽出できるようになった。
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機械学習・深層学習の発展により、膨大なデータの管理や解析が可能になり、企業が持っている大量の
データも効率よく分析・整理し、有用なデータのみを抽出できるようになった。

Multimedia
Website

50

ビッグデータとは、様々な種類・性質を持った巨大で複雑なデータ集合である。ビッグデータという概念の
普及は、業界のアナリストのダグ・レイニーが３つのVを使って定義したことに始まる。
①Volume（量）×②Velocity(速度）×③Variety(多様性)

Social media
Customer
Sensor

Operation

Big Data

Log

Office

Copyright © 2021 一般社団法人 日本環境保健機構

ビッグデータは文字通り、巨大で複雑なデータ集合。一元的な定義は存在せず、
現在では、数十テラバイトから数ペタバイトの範囲と言われる。
ビッグデータという概念の普及は、業界のアナリストのダグ・レイニーが３つ
のVを使って定義したことに始まる。
①Volume（量）膨大なデータ×②Velocity(速度）リアルタイムで収集可能な
データ×③Variety(多様性)様々な形式のデータ
ビッグデータの例：①マルチメディア(配信サイトの音声・動画)②ウェブサイト
(ECサイトやブログサイト)③センサー(デバイスが検知する位置・温度など)④オ
ペレーション(業務システム上に蓄積されるデータ)⑤ログ(サーバーで自動で生
成されるアクセスログなど)⑥オフィス(ドキュメント、Eメールなど)⑦カスタ
マー(CRMシステムで管理される会員データなど)⑧ソーシャルメディア(SNSに
書き込まれる投稿・コメントなど)

50
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ネットショッピング＋ローン返済など

信用スコア

2.3 AIとビッグデータ
■ビッグデータの活用事例

アナウンサー

POSレジ
顧客個人情報＋購買履歴
https://www.busicom.co.jp/product/bcpos/

https://www.dappsway.com/entry/zhimacredit-data

声優の声＋音声＋原稿

https://www.shadan-kun.com/ai/

Webアクセス＋攻撃手法

サイバー攻撃検知

https://www.ai-announcer.com/

経済分析
https://service.xenobrain.jp/

ニュース＋決算情報など

FAQ
Q&Aデータ

https://message.okwave.jp/about/index.html
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52

①経済情報分析「xenoBrain」：膨大なニュースから市場変化を予測するサービ
ス。複雑に絡み合う経済情報の相互関係を分析し、ある事象が起きた時、どの
ように経済や産業情報が変化するかを予測（ビッグデータ＝経済ニュース、決
算情報など）
②アナウンサー「ゆいプラ」：文章を与えると、人間のようになめらかに読み
上げてくれるサービス。声優さんの声を何十時間分も収集し、単語や文章をど
う読ませるかを学習（ビッグデータ＝声優の声、アナウンサーの音声、原稿）
③信用スコア「芝麻信用」：人の信用に点数をつける、どれだけ信頼できるか
を計量化・可視化（ビッグデータ＝ローン返済、ネットショッピング、振込、
資産運用、公共料金納付、賃貸契約、住所、人間関係）
④FAQ「OKAWAVE」：数億件のQ&Aデータを分析して、質問に対して自動的に
回答。オリジナルブロックチェーン上に展開し、FAQ作成者の著作権を保護・管
理できる。
⑤サイバー攻撃検知エンジン「Cyneural」：5000サイト以上に提供しているサ
イバーセキュリティサービス。8000億件以上のデータ数を保有。膨大なデータ
を学習させ、未知の攻撃の可能性が高いアクセスを発見・検知できる。
⑥POSレジ「BCPOS」レジ会計時に「いつ誰に何がどのくらい売れたか」を管
理・分析システム。効率的なマーケティングができる。

52

1 How to utilize
活用方法

データ収集・蓄積・加工に
対応可能な仕組みの構築
(セキュリティ対策も必須)

2 Environment
環境整備

データサイエンティストなどの
専門家の採用および
社内人材の育成

3 Human Resource
人材確保

ビッグデータをAIで分析し、ビジネスに活用するために必要なことは３つある。

2.3 AIとビッグデータ
■ビッグデータをAIで活用するために

課題認識した上で
具体的な活用方法
の決定・共有
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ビッグデータをAIで分析するためには以下の3つが必要です。

53

①活用方法の明確化：まず企業の課題について共通認識を持った上で、AIをどの
ように活用するか、具体的に決める。例えば、人事部が、学歴関係なく優秀な
人材を見抜くことは難しい。特技や前職の活躍などのデータを分析し、どの部
署で活躍できそうか判断できる。その結果、適材適所に人材を配置し、生産性
を向上。

②環境整備：膨大なデータの収集と分析、蓄積、加工等の処理に対応できるシ
ステム・プラットフォーム（コンピュータの基礎部分）を構築する。様々な形
式のデータをリアルタイムで解析するために、サーバの性能を高め、処理速度
を向上させる。顧客情報など安全な管理が求められるデータが多いため、セ
キュリティ対策も万全に行う必要がある。例えば、ファイルシステムを利用す
れば、データの分散配置、キャッシュ制御による性能、信頼性のすべてを高め
ることが可能。

③人材確保：データサイエンティストなどの専門家を採用するのが理想。スキ
ルセットは「統計学」「プログラミング」「データ分析対象製品・マーケット
の知識」「マーケティングに活かせる見識」など。日本ではビッグデータを取
り扱えるデータサイエンティストが不足しており、今後の人材育成が強く求め
られる。

53
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第3章 AIとビジネス

54

Table of Contents

AIとは
AIの歴史
生活の中でのAI
AIの得意分野・不得意分野

1. AIの概要
1.1
1.2
1.3
1.4

2. AI関連技術
2.1 機械学習
2.2 深層学習
2.3 AIとビッグデータ

3. AIとビジネス

3.1 AIビジネスの構造と戦略
3.2 ITビジネスとAIビジネス
3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
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4. AIの未来

4.1 AIがもたらす社会の変化
4.2 AI社会における人間
4.3 AIとセキュリティ・倫理

物流
製造
食品
防犯
不動産
漁業
小売

5. AI活用事例

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
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3.1 AIビジネスの構造と戦略
本日の学習内容
■AI構成要素とビジネスの分類
■AIを活用する空間
■事業戦略
■ビジネスモデル構築のポイント
■AI活用ソリューション
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56

3.1 AIビジネスの構造と戦略
■AI構成要素とビジネスの分類

Multi
Media

Office

Website

Customer

Sensor

・・・

Operation

Processer

Algorism

Framework

Crowd /Application Programming Interface

Application / Service / Product
（交通・運輸・物流・製造・金融・小売・広告・通信・・・)

計算力

プラット
フォーム

アプリ
ケーション

AIビジネス

AIの構成要素は、大きく分けて「データ収集」「モデル作成・分析」「活用」の3つ、AI関連ビジネスは、
「アプリケーション」「プラットフォーム」「計算力」「Sier(システムインテグレーター)」の4つに分類される。
AI構成要素

データ活用

学習
モデル作成
・
データ分析

データ収集

Social
Media
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AIの構成要素は、大きく分けて「データ収集」「モデル作成・分析」「活用」の
3つである。
※API＝Application Programming Interfaceの略。ソフトウェアコンポーネント
同士が情報をやりとりする仕組み。
※アルゴリズム＝問題を解くための数学的計算手順。効率の良いプログラムを
作成するために不可欠な手順や計算方法。
※フレームワーク＝学習に必要な機能のセット・枠組み。

AI関連ビジネスは、「アプリケーション提供型」「プラットフォーム型」「計算
力提供型」「Sier(システムインテグレーター)」の4つに分類される。
①アプリケーション提供型： AI関連の技術・機能・知識を活用し、 ソフトウエ
ア（アプリ）やサービスを提供する。
②プラットフォーム型：AI関連の技術・機能をAPI（Application Programming
Interface）として実装、学習済みモデルをクラウドを通じて提供する。
③計算力提供型：AIに特化したチップの開発、クラウドを通じた計算能力を提供
する。
④SIer型：顧客企業の課題・要望をヒアリング、AIを活用して顧客企業の課題を
解決、システムの構築・統合、運用サービスを提供する。
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■活動履歴・データ収集・
知識獲得のコストが低い
■アルゴリズム開発・実装
■既に大企業が占有状態
■技術革新が広告収入などで
売上に直結

プラットフォーム
■IoT (Internet of Things)
を提供 (自動車メーカー、
家電メーカー、小売業）
■個々の顧客のニーズに応え
独自の強みを持った領域を
構築する必要がある
■プラットフォームより新規参入
しやすい

アプリケーション

3.1 AIビジネスの構造と戦略
■AIを活用する空間

デジタル
空間

リアル
空間
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AIビジネス4つの中で市場規模が大きい(企業数が多い、競合他社が多い)マー
ケットは「アプリケーション」と「プラットフォーム」である。また、AIを活用
する空間として、ネットとリアルがある。
①アプリケーション：IoT を提供する企業。(例：自動車メーカー、家電メー
カー、小売業）各市場で優位性を保つことができる、AIを活用した製品・サービ
スづくりを行わないと、企業として存続・成長が難しい（AIそのものが収益に直
結しないため）製品・サービスは、家庭・オフィスなど生活の中で実際に利用
されるものであり、個々の顧客のニーズに応え、独自の強みを持った領域を構
築する必要がある。
自動車メーカーの場合、自動運転の導入を費用対効果を検証し、戦略的に投資
する。「効果＝売上増」と捉えると効果を低く見積もることになり、結果とし
て保守的な投資となる。AIをフル活用した自動運転車を開発しないと機会損失の
可能性がある。AIを戦略的優位性構築ツールとして生存戦略に位置付ける必要が
ある。
②プラットフォーム：AIを使用しないとそもそもビジネスが成り立たない、AIに
莫大な投資をしている企業。(例：Google、Facebook）精度の高い予測アルゴ
リズムの開発、機械翻訳、自動応答などの技術開発を続けており、その技術革
新が広告収入などで売上に直結する。売上を人材獲得と技術開発に回して持続
的成長を狙う。

58

3.1 AIビジネスの構造と戦略
【参考】構成要素別企業例

日本企業は、主にアプリケーション領域で様々な開発をしており、ユーザ企業自らが開発することもある。
代表的な企業例であり、下記以外にも多数。複数の構成要素にまたがってビジネスを行っている例も。
AI構成要素

データ活用

学習
モデル作成
・
データ分析

データ収集
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日本企業は、主にアプリケーション領域で様々な開発をしており、ユーザ企業
自らが開発を行う例もある。また、複数の構成要素にまたがってビジネスを
行っている企業もある。例えば、GAFAと呼ばれる米国の4企業＝グーグル
（Google）、アマゾン（Amazon）、フェイスブック（Facebook）、アップル
（Apple）は、データ収集~学習モデル作成・データ分析～データ活用のすべて
を網羅している。
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3.1 AIビジネスの構造と戦略
【参考】戦略と戦術
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出所 https://meguroand.co/strategy/strategy-planning/

60

戦略とは、目的を達成するためのシナリオ、長期的視野と複合思考で策定する
総合的な計画・方針である（ビジョンから事業戦略）
戦術とは、戦略を実現するための手段である（マーケティング戦略～タスク実
行）

60

戦略2
横串・統合

■複数のシーズの統合
■データの共有化
■AI化を目指す企業の支援

戦略3
リアル×デジタル

■組合せのイノベーション
■オムニチャネル・O2O
の強化

アプリケーション企業の事業戦略として、下記3つの可能性が考えられる。

3.1 AIビジネスの構造と戦略
■事業戦略
戦略1
特殊ニーズ対応

■特定領域で質の高い
データを収集
■AI活用で価値創出
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① 特殊ニーズ対応：例えば、うつ病のモニタリング、特定スポーツ向けのコー
チングアプリなど。特定領域での「質の高い」データが必要となる。コーチン
グアプリの場合、そのスポーツに関する知見・プレイヤーのデータなどを収集
し、AIによって活用することで価値を創出できる。

②横串・統合：技術領域ではしばしば起こることであるが、技術中心で開発が
行われる、あるいは保有データを基盤に開発が行われることがある。こうした
シーズ起点の発想を横串して、真の顧客ニーズから逆算し、複数のシーズの統
合やデータの共有化を進める。データは保有しているがAI化が出来ていない企業
をプロデュース・サポートするサービスも可能。

③リアルとデジタルを融合：リアルとデジタル技術を融合するAIは、組合せのイ
ノベーションを誘発する。小売業のオムニチャネル（実店舗とECサイトの情報
管理システムを統一することで顧客をフォローし、機会損失を防ぐための販売
戦略）や、O2O（Online to Offlineの略。ネット上（オンライン）から、リアル
な実地（オフライン）での行動へと促す施策や、オンラインでの情報接触から
オフラインでの購買行動に影響を与える施策）といったリアル店舗とデジタル
を融合させる取組みもにもAIを活用できる。デジタルの可能性とリアル空間との
かけ算によるイノベーションの余白は存在している。
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3.1 AIビジネスの構造と戦略
■ビジネスモデル構築のポイント
【Step1】 AIの可能性を理解

逆算型の発想

売上

信頼関係

【Step3】
最適化すべき数値(目標)

やる気

要件定義
データ洗出

【Step4 】
AI技術

ビジネスモデル構築のポイントは、AIを開発してからビジネスを考えるのではなく、理想のビジネスモデルを
構想し、最適化すべき問題を考え、その実現のためにAIを最大活用する逆算型の発想である。

【Step2】
理想のビジネスモデル構想

目的
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AIからビジネスを考えるのではなく、AIの可能性を最大限理解して理想のビジネ
スモデルを構想し、そのモデルの実現のためにAIを最大活用する逆算型の発想で
ある。本質的かつ俯瞰的な視野を持つ必要がある。機械学習や知識共有、自然
言語処理など様々な領域に様々なシーズが存在する。
開発をしてしまってから活用を考えるアプローチからの脱却し、目的論やビジ
ネスモデルから技術を捉えていく、逆算型の技術経営が必要である。特に機械
学習分野が得意とするのは、人間の認知の再現や最適化である。機械学習の進
化によって予測精度は高まっているが、何を最適化するのかという問題は依然
人間が考えるべき問いである。
例えば、営業販売員を支援する仕組みを考えたときに、AIが最適化すべき目標数
値は何か？過去の延長線上にいる場合、売上最大化かもしれない。しかし、営
業販売員向けの仕組みが最適化すべきは売上ではなく「本人のやる気」や「顧
客との信頼関係」ではないか。開発を始める前に、事業の理想形態から逆算し、
そのサポートをするAIの要件定義、必要なデータの洗い出し作業が不可欠である。

62

6 再学習

5 財務系指標

4 人材

3 運用コスト

2 データ量

1 精度

納得感？精度？使いやすさ？など総合的に評価

再学習のサイクルは？必要なデータ量・質は？

ROI(投資利益率)？NPV(正味現在価値)？など

AI導入のためにどのような人材がどれだけ必要なのか？

AIを運用するためにどのくらいコストがかかるのか？

データ量の確保にどのくらいコストがかかるのか？

AIの精度をどのくらい出すのか？

3.1 AIビジネスの構造と戦略
【参考】目標を明確化するための7つの指標

7 業務適合性
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3.1 AIビジネスの構造と戦略
【参考】市場規模

Personalized
Recommendation

第三段階

3.1 AIビジネスの構造と戦略
■AI活用ソリューション

第二段階
Demand Forecast

Edge AI

■顧客満足度向上
■革新的生活
■売上増加

出所 https://www.itr.co.jp/report/marketview/M20001800.html
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8分野とも、技術的な進歩に加え、製品・サービスと組み合わせたソリューショ
ンの拡大により活用用途の多様化が成長の背景となった。AI主要8市場の
CAGR(Compound Annual Growth Rateの略、年平均成長率)の伸びが今後見込ま
れるのは時系列データ分析市場。年々増大するデータに対して、複数のデータ
を掛け合わせた高度な分析ニーズが高まっているためである。

AI主要8市場の中で2019年度に売上金額を最も伸ばしたのは機械学習自動化プ
ラットフォーム市場である。多くの企業で課題であったデータサイエンティス
ト人材の不足を補うことができる製品・サービスとして市場の認知度が高まり、
大企業を中心に導入が進んだ。市場参入するベンダーの増加・低価格により、
今後も導入が継続的に拡大することが見込まれる。次に伸びた市場は画像認識。
上位ベンダーによる設備点検用途での大口案件の獲得が要因。現状は工場など
で行われる製品の外観検査や、道路や橋などの社会インフラ、各種建造物の保
全業務での活用が主体だが、導線・動態分析や車両の自動運転関連など用途が
多様化すれば今後も伸びる見込み。
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AI主要8市場規模推移（2018～2019年は実績、2020～2024は予測）を見ると、
伸び率1位は機械学習自動化、2位は画像認識である。

第一段階

OCR

■業務平準化
■次世代への技術承継

出所 https://www.fcr.co.jp/pr/20107.htm

64

AIを活用するソリューションには3段階ある。第一段階：事務処理や顧客問合せ対応など、定型化され
た業務の効率化・自動化。第二段階：熟練者などが実施していた業務をノウハウに関係なく可能とする
業務品質の平準化。第三段階：蓄積されたデータを用いたビジネスの高度化。

Chatbot

目 ■業務効率化
的 ■生産性向上
例 ■働き方改革推進
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第一段階の例：①OCR：Optical Character Recognitionとは紙媒体の文字を読み
取り、テキストデータに変換する。非定型帳票や手書き文字も可能。紙を主と
する定型業務はいまだに多く、業務効率化・生産性向上など働き方改革の推進
も実現。RPAと連携させ読み取ったデータを勤怠管理や経費精算などの自動転記、
OCRと顔認識技術を組合わせた本人確認など、周辺システムとの連携による業
務全体の自動化も。②チャットボット：顧客の問合せや社内における質問対応
は、FAQ・メール・電話が主体であったが、自動応対により業務を効率化。
第二段階の例：③需要予測：商品・受注実績・気象・カレンダーなどの情報を
活用し、需要を予測する。AI基盤、コンサルティング、分析アウトソーシングな
ども含む。
第三段階の例：④パーソナライズドレコメンド：EC利用者の行動・購買履歴を
分析、嗜好性に応じたアイテムをレコメンドする。利用者の属性（年代、学歴、
年収など）でセグメント化し設定したターゲットへのレコメンド、ライフスタ
イルの多様化に伴う個別の嗜好性分析。⑤エッジAI：クラウド上やデータセン
ターなどで実行されるAIの学習・推論を、機器（エッジ）側のサーバーで行うこ
とにより、タイムラグがなく結果を即座に反映。家電やモバイル端末、車載デ
バイスなどの機器、オフィス機器、リテール関連などの産業機器など。
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3.2 ITビジネスとAIビジネス
本日の学習内容
■ITとAIの違い
■ITビジネスとAIビジネスの違い
■ITビジネスの分類
■IT市場規模
■日本企業の課題
■AIビジネスの課題
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3.2 ITビジネスとAIビジネス
■ITとAIの違い

手順

速度

処理可能な
データ

広義の情報技術

人間が条件や制約を考慮して
ロジックを考えコーディング

ロジック処理のため
スピードが速い

構造化＝規則性あり
(並び順・長さなどが整った形式)

IT

IT(情報技術)に組み込むプロセス

人間がAIにデータを与えて
AIが分析・予測・学習・成長

ロジック専門のコンピュータよりは
スピードが遅い

非構造化＝規則性なし
(整っていない=言葉・文章・画像)

AI

ビジネスの違いを把握するために、ITとAIの違いを比較する。
AIは、ITに組み込むことができるプロセスである。

定義・関係性
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データには構造化データと非構造化データがある。構造化データとはExcelファイルのように、決
まった欄に数字や文字が入力されていて、形式が整えられている。一方、非構造化データは、形
式に整えられていない（例：言葉、文章、画像など）日常のコミュニケーションで使っているも
のは、規則性のない非構造化データである。

AIではない従来のシステムは、構造化されたデータの処理しか行うことができない。様々なデー
タを収集しても、いったん適した形式に整理してからでないと集計を行うことができないという
ことである。一方で、AIは、従来は処理が出来なかった情報を処理することができる。この点で
は、より人間に近いともいえる。

こうした「人間に近い」ということを示す良い例として、AIもミスをするという点が挙げられる。
ロジック処理を専門的に行うコンピュータよりもスピードは遅くなるが、人間と違って疲労せず
24時間働き続けることができる上に、一度に大量の情報を処理するこが可能。大量のデータを処
理する中で、ミスをして経験を積み、そこから学習して急速に成長する。これらの特徴を踏まえ
て活用する動きが、AIビジネスである。

ITはインターネットやコンピュータを駆使した情報技術を指し、AI（人工知能）は人間の脳をコ
ンピュータプログラムに模倣させる技術。どちらも主に技術を称した言葉ですが、その大きな違
いは仕組みにある。ITの場合、情報技術を利用したシステムを構築する際に、プログラマーが条
件や制約を考慮して全てつながりをロジックで考え、プログラムを記述して作る。AIの場合、人
間はAIにデータを与え、AIが分析・予測する。つまり、AIはITに組み込むことができるプロセス
である。これまでは人間が全て考えていたが、AIの力を借りることでより効率的なIT社会へと変
化する。
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3.2 ITビジネスとAIビジネス
■ITビジネスとAIビジネスの違い

3.2 ITビジネスとAIビジネス
■ITビジネスの分類

ネット広告

Webサイト制作

インターネット
Web

無線

光ファイバー

電気通信

通信

アプリケーション
(パッケージ)

アプリケーション
(受託開発)

オペレーティング
システム

ソフトウエア

周辺機器

スマートフォン

PC

ハードウエア

システム運用

システム保守

システム構築

情報処理

69

①インターネット・Web：インターネット上でサービスを提供するビジネス。
PC/スマホの普及により市場は拡大。
②通信：電話・インターネット・光ファイバー・無線などの通信インフラを扱
うビジネス。固定通信・移動体通信・ISP（インターネットサービスプロバイ
ダー）など。次世代の通信システムである5Gが通信業界の大きなトピックス。
5Gは、IoTの普及や、VR・ARといった先端技術の実用化において欠かせない技
術。
③ソフトウエア：オペレーティングシステム（OS）・アプリケーションを開
発・販売するビジネス。代表的なOSとして、Windows・macOS・Linux・iOS・
Androidがある。アプリケーションは、PC・スマホで動作するアプリや、ハード
ウェアを守るセキュリティソフトなど。
④ハードウエア：PC・スマホ・周辺機器といったハードウェアを企画・設計・
開発・販売するビジネス。
⑤情報処理サービス：情報システムを構築・保守・運用するビジネス。顧客企
業に対してITを活用した業務効率化を提案するなど、コンサルティング業務も担
うケースもある。
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EC
（電子商取引）

ポータルサイト
検索エンジン

SNS

IT

ITとは、Information Technologyの略で、情報技術と訳される。コンピュータ・インターネットなどの
技術、それらを活用した技術を総称してITと呼ぶ。ITビジネス領域は広いが、大きく5つに分類される。

AIビジネス

人間の活動
融合
AI

出所 https://www.slideshare.net/munjapan/ai-173185017

68

従来のITビジネスは、企業や家庭における様々な人間の活動(思考・行動など)が「ITを利用する」とい
う考え方に基づいていた。しかし、AIビジネスは「AI技術と融合させる」という考え方になる。

ITビジネス

利用

人間の活動

IT
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テクノロジーの進展により、従来のITビジネスの「業務がITを利用する」という
考え方から、AIビジネスの「AIを活用して業務を実行する」「AI技術と業務を融
合させる」という考え方にシフトしている。
「ITを利用する」例：ERP(Enterprise Resource Planningの略、統合基幹業務シ
ステム、基幹システム）が、企業で行われている業務(会計業務、生産業務など)
を支えるという構図である。例えば、製造業においてどの製品をいつどれだけ
製造するかという生産計画は、販売計画・在庫情報を基に作成され、生産に必
要な原材料についてもいつどれだけ発注するかという購買計画が自動生成され、
人間はそれらの情報を使用して業務を行う。
「AI技術と融合させる」例：膨大な過去データの分析に基づき、個人的な考えや
感情に捉われないAIが長期にわたる資産運用を挫折しそうな状況になった際にア
ドバイスをしてくれるサービスなど。AI技術を活用した製品・サービスを企画・
開発・販売する。ビジネスモデル自体にAIが含まれている、AIを活用することが
前提となっている。

68

69
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・
・
・

情報処理

(国内総生産)
シェア(％)

日本5.7％

シェア(％)

94.3

出所 https://www.gtalent.jp/blog/japanwork/others/it-market-size-2019#IT

71

2019年の世界IT支出予測が約3.8兆ドル（日本円約400兆円）全ての分野におい
て成長を続けている。特に、企業向けのソフトウェアなどの伸びが顕著である。
働き方の見直しを含む、企業の業務効率向上ができる分野への投資ニーズが高
い。しかし、コロナウィルス感染拡大により、2020年以降リモートワークの推
進により、成長率が上がる分野とそうでない分野に分かれる。市場規模データ
を見ると、日本のIT業界市場規模は世界の約3.3%を占める結果となっています。
日本のGDPシェアが世界の約5.7%ということを考えると、日本の産業全体に占
めるIT業界の割合はまだまだ低い。※GDPとは、Gross Domestic Productの略
で、国内総生産、国内で生み出された付加価値総額。自国の外に住む自国民は
対象に含まれない。
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96.7

日本3.3％

3.2 ITビジネスとAIビジネス
■IT市場規模

ハードウエア

・
・
・

GDP

3.2 ITビジネスとAIビジネス
【参考】業界別企業例

IT

ソフトウエア

・
・
・

IT市場規模

世界のIT支出金額に占める日本の割合は、わずか3.3％(2019年時点)である。GDPシェアが5.7％
であることと比較すると、日本の経済全体に占めるITの割合は低いが、今後伸びる可能性も期待できる。

通信

・
・
・
70

5つの業界ごとに、代表的な企業例を挙げる。複数の業界に跨って、ビジネスを展開している企業もある。
インターネット・Web企業の特徴は、複数の分野で事業を展開していること。複数の事業を連携すること
で、シナジー効果を生むためである。AIビジネスを手掛ける企業も多い。

インターネット
Web

・
・
・
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人材不足

相互利用

3.2 ITビジネスとAIビジネス
■日本企業の課題

アイディア

量・種類

3.2 ITビジネスとAIビジネス
【参考】日本IT市場の2021年トレンド
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選択と集中

理解・意識

AI活用を生産性の向上・国際競争力の強化につなげるために、日本企業が対策を検討・実行すべき
課題と思われる6点を挙げる。

72

IT専門調査会社 IDC Japanが、2021年の国内IT市場で鍵となる主要10項目を発表した。
変化し続ける世界で企業が新たなビジネスモデルを模索する「ネクストノーマル」の時代に入る。

ローコード・ノーコードの進展

超高速・大容量・低遅延・多数機器同時接続

6 5G

ITが生活をより良い方向に変化

1 DX
7 ソフトウェア開発革新

組織横断的な業務効率化・業務改善

2 AIによる自動化
8

出所 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ47167220

非接触型ソリューション・リアルタイムデータ分析

10 非接触

官民データ連携

DXに向けた国内企業の変革

IT人材・IT組織

3
次世代インフラ
超高速・大容量・ハイブリッドクラウド

9 デジタルガバメント

クラウドを中心としたソリューション配置

4 クラウドセントリックIT
エコシステム・プラットフォームによる導入

5 セキュリティの進化
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②データの量・種類 ：データは海外企業が圧倒的に多く保有しているが、まだ
活用が始まったばかりの農業や製造現場などリアル空間データは、日本企業が
国際競争力を確保できる可能性がある。

①AI活用の理解 ：日本ではAIを積極的に活用する企業が海外と比べて少ない。
自社内に収集されているデータ量・種類、収集可能かなど把握していない。

IT専門調査会社 IDC Japanが、2021年の国内IT市場で鍵となる主要10項目を発
表した。2020年の国内IT市場は、新型コロナウィルスの感染拡大に大きく影響
を受け、国内企業の業績悪化に伴うIT支出の減少だけではなく、DX（デジタル
トランスフォーメーション）を加速し、クラウド、モビリティ、AIなどが大きな
役割を果たした。変化し続ける世界で企業が新たなビジネスモデルを模索する
「ネクストノーマル」の時代に入る。

⑥人材不足 ： 諸外国ではICT人材をユーザ企業内で雇用しており、迅速かつ柔
軟なAI開発が可能だが、日本では社内人材が少ない。 技術者だけではなく、経
営全体の観点からAI利活用の全体像を構想できる人材も不足している。

⑤アイディア：アルゴリズム等がフレームワークやAPIを通じてオープンである
ため、アプリレベルでのアイデア次第で新たな製品・サービスを生み出せる可
能性がある。

④選択と集中 ：高齢化が進む日本では、医療・介護分野で集中的に開発を進め、
世界をリードできる可能性がある。

③相互利用：データを多く保有・活用している企業ではAIの効果が得られやすく、
AI活用によって新たなデータが得られ、更にAIを改善できるという好循環が期待
できるが、日本では単一企業に閉じており、 他社・他産業との相互利用が進ん
でいないため、データの多様性がない。但し、データは競争力の源泉となるた
め、オープンにすべきものとクローズにすべきものとを選別する必要がある。

①DX：国内企業のDX支出は継続
②AIによる自動化：コンタクトレスが組織横断的な業務プロセスの自動化
③次世代インフラ：ベンダーやサービスプロバイダーの新たな競争創出
④クラウドセントリックIT：DXを推進するデジタルレジリエンシーを強化
⑤セキュリティの進化：統合エコシステム・プラットフォームによるセキュリ
ティソリューションの導入
⑥ 5G：5Gタブレットの登場、5Gエリアの拡大などにより、新しい産業アプリ
ケーションの登場
⑦ソフトウェア開発革新：クラウドネイティブとローコード・ノーコードの進
展が内製化
⑧IT人材・IT組織：DXに向けた国内企業のIT人材やIT組織変革、ITサプライヤー
の支援サービスも強化
⑨デジタルガバメント：国内のデジタルガバメントの進展による官民データ連
携
⑩ 非接触：ネクストノーマルに向けた非接触型ソリューション、リアルタイム
データ分析
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1

AI
Business
Issues

Commodity

3.2 ITビジネスとAIビジネス
■AIビジネスの課題

働きアリ2:8の法則
AIモデルが8割の精度を出す
ために必要なデータは2割、
残り2割の精度を出すために
8割を学習する必要がある

3

Pareto law
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AI技術のコモディティ化
(高付加価値商品の市場価値が
低下し一般的な商品になること)
商品選択の基準が価格や量になる

粗利の低さ
希少なデータサイエンティストの
単価が高いため継続的に支援
した場合は粗利が低下する

2

Low Profit

74

今後さらに進歩を遂げるために、AIビジネス上の課題もある。①AI技術のコモ
ディティ化：オープンソースやAPIを活用して、それをプレスリリースにしてい
る。
※コモディティ化＝高付加価値を持っていた商品の市場価値が低下し一般的な
商品になること。 高付加価値（機能、品質、ブランド力など）の特徴が薄れ、
消費者にとっての商品選択の基準が市場価格や量に絞られる。②継続的な人的
支援による粗利の低さ：データサイエンティストの単価が高い。③働きアリ2:8
の法則：働きアリのうち、よく働く2割のアリが8割の食料を集めてくるという
法則。ある1つのAIモデルを作った時に、そのモデルが8割の精度を出すのに必
要なデータは実は全体の2割程度であるが、残り2割の精度を出すには全体の8割
を学習する必要がある。

74

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
本日の学習内容
■スキルセット体系

■スキル①ビジネス力

■スキル②データエンジニア力

■スキル③データサイエンス力

Copyright © 2021 一般社団法人 日本環境保健機構

75

75

147

データ
理解・検証

論理的思考
事業実装

プロセス
活動マネジメント

意味合いの
抽出・洞察

データ収集
検定/判断

統計数理基礎

サンプリング

グルーピング

予測

ビジネス力

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキルセット体系

行動規範
データ入手

ITセキュリティ
データ蓄積
性質・
関係性の把握
データ可視化

データサイエンス力

データ構造
データ共有
データ加工

データエンジニア力

データ加工
環境構築
他10個

プログラミング

Copyright © 2021 一般社団法人 日本環境保健機構

76

データサイエンティストをはじめとするAI人材に必要とされる知識・スキルは
「データエンジニアリング力」「データサイエンス 力」「ビジネス力」と大き
く3つある。①ビジネス力（business problem solving）：課題背景を理解した
上でビジネス課題を整理し解決する力。問題解決力は単なる領域での知見やコ
ンサル的なものだけではなく他のスキル領域と話せる力を含めたデータ視点で
の課題解決力。②データサイエンス力（data science）：情報科学系の知恵を理
解し使う力。情報科学も情報系、機械学習系、データ可視化系いずれかだけで
はなく総合的な解決アプローチにつなげる力。③データエンジニアリング力
（data engineering）：データサイエンスを意味のある形として実装・運用でき
るようにする力。いわゆるプログラマー、SIer的なエンジニアの通常技術だけで
はなくビッグデータ処理を実現できる力。
AIでどこまで何ができるのかが見えていない場合、ユーザー部門もシステム部門
も要件を定義することは難しい。試行錯誤によるPOC（Proof of Concept）を実
施しながら要件定義、というスタンスで取り組むのが良い。AIのシステム開発に
おいては、 データエンジニアリング力、データサイエンス力、ビジネス力を
もった人材が円滑にコミュニケーションできる開発体制を整備することが必要
である。

76

データ入手

行動規範

論理的思考

プロセス

データ理解・検証

事業実装

活動マネジメント

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル①ビジネス力

ビジネス
課題解決力

データ
課題解決力

基礎力
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意味合いの
抽出・洞察

77

ビジネス力の8つのカテゴリは、3種類の能力に分類される。まず、「基礎力」
として行動規範と論理的思考がある。次に、基礎能力がある前提で、プロセス
とデータ入手・理解・検証、意味合いの抽出・洞察という「データ課題解決
力」ある。最終的には、ビジネス観点で課題を解決する「ビジネス課題解決
力」が必要となる。

77
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ねつ造・改ざん・
盗用を行わない

法令の理解

素早い意思決定

本質的な問題
ありきで行動

仕組みの策定
運営の主導

匿名化すべき
データの選別

価値あるアウトプット

チーム管理

保持期間・運用
ルールに活かす

優先度を判断

データドリブン
(企画に役立てる)

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル①ビジネス力「行動規範」
行動規範

ビジネスマインド

データ倫理

法令
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行動規範には、ビジネスマインド、データ倫理、法令の3つの区分がある。
①ビジネスマインド：データドリブン（集したデータを分析し、意思決定や企
画の立案に役立てていく方法論）に基づき行動、時間と情報が限ら れた状況下
でも素早く意思決定、作業ありきではなく本質的な問題（イシュー）ありきで
行動、取り組むべき分析上のタスクの優先度を判断、生み出す価値視点で常に
行動でき依頼元にとって価値あるアウトプットを生み出す、
②データ倫理：データのねつ 造・改ざん・盗用を行わない、 チーム全員がデー
タを取り扱う人間として相応しい倫理を持てるようチームを管理、組織全体の
倫理を維持・向上させるため に必要な制度や仕組みを策定・運営を主導、
③法令：個人情報に関する法令の概要を理解、ビジネスや業界に関係する法令
を理解しデータの保持期間や運用ルールに活かす、個人情報の扱いに関する法
令・プライバシーの問題・依頼元との契約約款に基づき匿名化すべきデータを
選別

78

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル①ビジネス力「論理的思考」
論理的思考

分析結果の言語化、適切な言葉でデータ表現、
適切な言葉を新たに作り出す

Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive
類似からの推測、抜け漏れ・重複をなくす

言語化能力

論文構成(序論→本論→結論)、因果関係に基づき
相手に応じたストーリーの組み立て(So What？)

MECE

ストーリーライン

論理立てたドキュメント作成(課題背景→アプローチ
→結果→意味合い→ネクストステップ)

グルーピングによって構造化、仮説思考で論点識別、
批判的・複合的視点で課題識別

ドキュメンテーション

論拠不足・論理破綻の理解、プレゼンテーション実施、
質問・反論に対する説得力のある解答

データをもとに
論理的に考える

プレゼンテーション
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論理的思考には、MECE、データをもとに論理的に考える、言語化能力、ストー
リーライン、ドキュメンテーション、プレゼンテーションの6つの区分がある。

①MECE：初見の領域に対しても類似する事象の推測などを活用し抜け漏れ・重
複をなくす
②データをもとに論理的に捉える：様々なデータや事象を階層やグルーピング
によって構造化、仮説思考を用いて論点毎に分析すべき点を識別、批判的・複
合的な視点で課題を識別
③言語化能力：分析結果の意味合いを適切に言語化、 近しい概念からデータ表
現に対して適切な言葉を選択、 データ表現に適した言葉がない場合でも適切な
言葉を新たに作り出す
④ストーリーライン：論文構成を理解（序論⇒アプローチ⇒結果⇒考察、序論
⇒本論⇒結論など）、因果関係に基づきストーリーラインを作る （観察⇒気づ
き⇒打ち手、So What?、Why So?など）、相手や内容に応じてストーリーライ
ンを組み立てる
⑤ドキュメンテーション： 1~数枚のドキュメントを論理立ててまとめる（課題
背景、アプローチ、結果、意味合い、ネクストステップ） 、10～20枚程度のテ
キスト&図表（もしくは5ページ程度の図表込みのビジネスレポート）を論理立
てて作成、30～50枚程度のテキスト&図表（もしくは10ページ以上のビジネス
レポート）を論理立てて作成
⑥プレゼンテーション：論拠不足や論理破綻を指摘された際にすみやかに理解、
論理的なプレゼンテーションができる、質問や反論に対して説得力を持って回
答
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3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル①ビジネス力「プロセス」
プロセス
分析の目的・ゴールの重要性を理解
課題や仮説を言語化する重要性を理解
担当業務の主要KPIの理解、複数の課題レイヤーに
またがってKPIを整理・構造化、重要なKPIの見極め

基礎知識
KPI
担当業界の市場規模・プレーヤー・ビジネスモデル・
課題と機会の理解、バリューチェーンの課題を構造化

ウォーターフォール開発とアジャイル開発の違いを理解、
アジャイル開発チームの立ち上げ・推進

問題の大枠定義

プロジェクト推進
必要なデータ・分析手法・可視化などを適切に選択、
解決までの道筋を設計、競争力を保つアプローチ

新規課題の切り分けや枠組み化、 仮説や可視化
された問題がなくとも解くべき課題を構造的に整理

アプローチ設計
入手可能なデータ・分析手法・インフラ・ツールの
生み出すビジネス価値を適切に見積り

課題の定義

分析価値の判断
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80

プロセスには、基礎知識、KPI、問題の大枠定義、課題の定義、プロジェクト推
進、アプローチ設計、分析価値の判断の7つの区分がある。
① 基礎知識：目的やゴールの設定がないままデータを分析しても意味合いが出
ないことを理解、課題や仮説を言語化する重要性を理解
②KPI：収益方程式などに加え担当業務のKPIを理解、 自らが関連する領域の場
合は複数のレイヤーにまたがってKPIを整理・構造化、初見の事業領域であって
もKPIを構造化・重要なKPIを見極め
③問題の大枠定義：担当する業界について市場規模・プレーヤー・ビジネスモ
デル・課題について説明できる、事業モデルやバリューチェーンなどの特徴・
主たる課題を自力で構造化、課題を他領域の課題との関連も含めて構造的に理
解
④課題の定義： 担当領域の課題の枠組みを理解、新規課題の切り分けや枠組み
化、課題を構造的に整理・論点を特定
⑤プロジェクト推進：ウォーターフォール開発とアジャイル開発の違いを理解、
開発チームの立ち上げ・推進
⑥アプローチ設計：スコープ（対象範囲）がある場合または課題がフレーミン
グされている場合はデータ・分析手法・可視化などを適切に選択、複数のアプ
ローチの組合せでしか解けない課題も解決までの道筋を設計
⑦分析価値の判断：分析で解くべき課題か否かを判断、入手可能なデータ・分
析手法・インフラ・ツールの生み出すビジネス価値を適切に見積り
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設計

開発

要件定義

テスト

対象
範囲
定義

設計

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
【参考】開発手法の種類
ウォーターフォール

要件
定義

対象範囲
(スコープ)
定義

アジャイル
対象
範囲
定義
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設計

開発

要件
定義

テスト

テスト

開発
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ウォーターフォールは、上流から下流へ後戻りせずにシステムを構築する手法
である（対象範囲定→要件定義→分析→設計→実装→テスト）最初に要件を確
定するため、要件の変化が発生した場合の手戻りが多くなる。一方、アジャイ
ルは、対象範囲を細かく分けて、短期間（例：数週間）で反復しながら開発を
していく方法である。反復して開発することで、要件の変更に柔軟に対応しな
がら進められる。
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150

分析結果の顧客や
外部への開示判断

直接的な
意味合いを抽出

目的合致の再評価

解析手法の
解釈・説明

数値を客観的に解釈

分析の深掘り

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル①ビジネス力「意味合いの抽出・洞察」
意味合いの
抽出・洞察

開示

洞察

評価
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特異点・相違性・
傾向性・関連性

裏にある構造や
意味合いを見抜く

プロジェクト全体
の再設計

意味合いの抽出・洞察には、開示、洞察、評価の3つの区分がある。

82

①開示：担当および関連する分析プロジェクトのデータ・分析結果を顧客・外
部に開示すべきか判断
②洞察：図表から直接的な意味合いを抽出（バラツキ、有意性、分布傾向、特
異性、関連性、変曲点、関連度の高低など）、 洞察想定に影響されず分析結果
の数値を客観的に解釈・意味合いの抽出、ビジネス上の意味を捉えるために特
異点・相違性・傾向性・関連性を見出した上でドメイン知識を持つ人に質問、
データの特徴を見て意味合いの明確化に向けた分析の深掘り・データ見直しの
方向性を設計、担当および関連する分析プロジェクトのデータから裏にある構
造や意味合い（真実）を見抜く
③評価：担当する分析プロジェクトの分析結果を見て検討目的と合っているか
再評価、解析手法（主成分分析、クラスター分析、決定木分析など）の結果を
解釈し意味合いを適切に表現・説明、分析結果が当初の目的を満たしていない
場合に必要な分析手順を追加、分析結果が当初の目的を満たしていない場合に
必要に応じてプロジェクト全体を再設計
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データ収集

データ構造

環境構築

データ共有

プログラミング

データ加工

ITセキュリティ

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル②データエンジニア力

防御技術

実装技術

基礎技術
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データ蓄積

83

データエンジニア力の8つのカテゴリは、3種類の技術に分類される。まず、プ
ログラミングは「基礎技術」として必要なものである。基礎技術の上に成り立
つものが、環境構築とデータ収集・構造・蓄積・加工・共有の「実装技術」実
装したものを防御する技術がITセキュリティである。
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151

目的に適した取得
可能なデータを使用

通信速度なども含めた
システム要件作成

統一的データ取得の実装

新規技術の適用検討

ジョブ管理ツール選定・評価

通信ボトルネックの考慮

同種統合・異種統合

収集先に格納
する機能実装

拡張性の考慮

データ取得精度
の理解

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル②データエンジニア力「データ収集」
データ収集

クライアント技術

通信技術

データ統合
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84

データ収集には、クライアント技術、通信技術、データ統合の3つの区分がある。
①クライアント技術：対象プラットフォームが提供する機能（APIなど）の概要
を説明、プラットフォーム（Androidなど）におけるデータ取得の仕様（精度な
ど）を理解しシステム要件を満たせるか判断、目的に適したログ取得項目を対
象プラットフォームで取得可能なデータを用いて設計、対象プラットフォーム
におけるバッテリー消費や通信速度などを含めたシステム要件を作成、取得す
るデータが増えることを想定し拡張性を考慮したクライアントアプリケーショ
ンを設計、プラットフォームの違いがあっても統一的にデータを取得するプロ
グラムを実装
② 通信技術：対象プラットフォームに用意された機能（HTTPなど）を用いて
データを収集先に格納するための機能を実装、ネットワークプロトコルや暗号
化などの通信技術を用いて通信のボトルネックを考慮した上で必要な通信機能
を実装、データ通信の機能・性能問題に対し根本原因を特定し必要に応じて新
規技術の適用を検討
③データ統合：同種のータを統合するシステムを設計、異種フォーマットが混
在するデータを統合するシステムを設計、システム分析・業務分析を元に必要
なデータフロー管理やジョブ管理ツールを選定・評価

84

データ保持ルール
に基づいた運用ルール定義

85

検索キー想定
インデックス作成

処理速度の高速化

ライフサイクルの把握
論理モデルの作成

キー変更対応

ビジネスプロセスの整理
データフロー図などの作成

データ間差異の解消

テーブルの正規化

基礎知識(構造化or非構造化の判断、ER図の理解)以外は下記の通り

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル②データエンジニア力「データ構造」
データ構造

要件定義

テーブル定義

テーブル設計
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データ構造には、基礎知識以外に、要件定義、テーブル定義、テーブル設計の3
つの区分がある。

①基礎知識：扱うデータが、構造化データ（顧客データ、商品データ、在庫
データなど）or非構造化データ（雑多なテキスト、音声、画像、動画など）判
断、ER（Entity Relation）図を読んでテーブル間の関係を理解
②要件定義：業務で使用するシステムのデータのライフサイクル（いつ、どん
なデータが発生し、いつまで保持されているのかなど）を把握して論理モデル
を作成、データ保持ルール（データアクセス、性能、保持期間、セキュリティ
など）に基づいてデータベース・DWHの運用ルールを定義
③テーブル定義：正規化手法（第一正規化～第三正規化）を用いてテーブルを
正規化、ビジネスプロセスを理解・整理してデータフロー図・論理データモデ
ル・ER図・テーブル定義書を作成、業務特性や基幹システムの特徴を元に検索
で頻繁に使用するデータのキー（顧客IDなど）を想定してインデックスを作成、
データ集計を高速化またはSQLを単純化するためスタースキーマ、スノーフレー
クスキーマなどを用いたデータモデルを設計
④テーブル設計：稼働中の複数のシステム間で発生するデータ項目の差異を変
換テーブルを活用して埋める、DWHに入れる元データ（基幹DBのデータなど）
のキーに変更があった場合にサロゲートキーやナビゲーションブリッジテーブ
ルを用いて対応、非正規化テーブルや一時テーブルなどを作成してアプリケー
ションの処理速
度を高速化
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3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル②データエンジニア力「データ加工」

結合

ソート

フィルタリング

想定外・範囲外のデータを持つレコードを除外または
既定値に変換

単一条件による内部結合・外部結合・自己結合
(キー項目で複数のテーブル・項目を繋ぎ合わせる）

レコード間で特定カラムでのソート、カラム間でソート
(昇順または降順の並び替え）

条件を指定してフィルタリング、
正規表現を活用して条件に合致するデータを抽出

データ加工

クレンジング
規定されたリストと照合して変換、データ定義や
実測データをもとに名寄せ処理を設計・実装

合計値、最大値、最小値、レコード数を算出、
別のデータ型に変換

ランダムまたは一定間隔にデータを抽出

マッピング
サンプリング
集計
変換・演算
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86

データ加工には、フィルタリング、ソート、結合、クレンジング、マッピング、
サンプリング、集計、変換・演算の区分がある。
①フィルタリング：条件を指定してフィルタリング（特定値に合致する・もし
くは合致しないデータの抽出など）、正規表現を活用して条件に合致するデー
タを抽出（メールアドレスの書式を満たしているか判定をするなど）
②ソート：レコード間で特定カラムでのソート、カラム間でソート
③結合：単一条件による内部結合・外部結合・自己結合
④クレンジング：想定外・範囲外のデータを持つレコードを除外または既定値
に変換、フラットファイルやバイナリファイルに対するデータロードの前処理
（クレンジング操作、禁則処理やバイナリ処理）、複数のレコードを考慮
⑤マッピング：規定されたリストと照合して変換（道府県名からジオコードに
変換などある値を規定の別の値で表現）、データ定義や実際の観測データの状
況をもとに名寄せ処理を設計・実装
⑥サンプリング：ランダムまたは一定間隔にデータを抽出
⑦集計：合計値、最大値、最小値、レコード数を算出
⑧変換・演算：四則演算、数値データを日時データに変換するなど別のデータ
型に変換

86

サンプリング

検定/判断

データ加工

機械学習

グラフィカルモデル

パターン発見

性質・関係性
の把握

グルーピング

画像処理

データ可視化

シミュレーション
・データ同化

時系列分析

予測

統計数理応用

音声処理

統計数理基礎

言語処理

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル③データサイエンス力

解析技術

非構造化
データ処理

基礎技術
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データサイエンス力の17つのカテゴリは、3種類の技術に分類される。まず、統
計数理は「基礎技術」として必要なものである。「非構造化データ処理」には、
言語・音声・画像の各処理が含まれる。解析技術は、9つあり、データサイエン
ス力の中でも要となる技術である。

87
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モデル選択のための汎化能力評価（汎化誤差の推定）方法は4種類ある。

2回目

Cross Validation

1回目

3回目

■データ全体をK個に分割
■1つをテストデータ、残る K-1個を学習用
■学習用データとテストデータを入れ替えて
繰り返し、全てをテストした結果の平均
■例：90個=30個×3分割(回)

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル③データサイエンス力「機械学習」

Hold-out

BootStrap

■復元抽出法によりデータ数と同じ回数分
ランダムに抽出を繰り返す
■新しいデータセットを取得し統計値を計算

(1個とる→戻す)×データ数

89

⑩ニューラルネットワークによる分析を統計解析ツールを使って実行しその結
果を正しく解釈
⑪行列分解（非負値行列因子分解、特異値分解）を目的に応じてパラメータを
最適化して分析
⑫課題やデータ型に応じてサポートベクターマシンの適切なモデルを選定し目
的に応じてアルゴリズムの調整や設計
⑬課題やデータ型に応じてアンサンブル学習の適切なモデルを選定し目的に応
じてアルゴリズムの調整や設計
⑭深層学習の適切なモデルを選定し目的に応じてアルゴリズムの調整や設計
⑮モデル選択のための汎化能力評価（汎化誤差の推定）を、ホールドアウト法、
交差確認法、一つ抜き法、ブートストラップ法を用いて行える
⑯正則化（誤差関数に正則化項を追加することで、モデルの複雑度・自由度を
抑制する）を利用して過学習を防ぐ
⑰高次元データの取り扱いについて、次元の呪いを考慮し適切に次元削減
⑱機械学習等の最新の論文を理解し必要とあれば自分で実装し追試
⑲機械学習バイアスとバリアンスの関係を理解しモデル選定
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1個×100回の平均

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■データ全体のうち1つだけ
■学習用データとテストデータを
入れ替えて繰り返し、全てを
テストした結果の平均
■例：100個=1個×100回

Leave One Out

学習用6：テスト4

■学習用データとテストデータに分割
■例：データ全体が100個ある場合
学習用データ60:テストデータ40に分割

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル③データサイエンス力「機械学習」

88

アンサンブル学習とは、複数の手法を組み合わせてより強力なモデルを構築する手法、弱学習器(簡単に
構成できるが、精度はそこまで高くないモデル)をたくさん集めることで、精度の高い分類や予測を行う。

バギング

修正

勾配ブースティングマシン

多数決

ランダムフォレスト
■ブートストラップサンプルを
使って多数決を取ったもの
を出力とするような手法
■ブースティングマシンより
速いが精度は落ちる

平均値

■少しずつ異なる決定木を
たくさん作ってその平均をとる
■一般的な決定木より高性能
■過剰適合しやすい決定木の
欠点克服(木がたくさんある森)

■1つ前の決定木を
次の決定木で修正
■深さ1～5の浅い決定木を使用
■メモリと計算時間を節約
■チューニングにより
ランダムフォレストより高性能

Copyright © 2021 一般社団法人 日本環境保健機構

①機械学習にあたる解析手法（Random Forestなど）の名称を3つ以上知って手
法の概要を理解
②機械学習のモデルを使用したことがありどのような問題を解決することがで
きるか理解
③教師あり学習、教師なし学習、強化学習の違いを理解しデータの内容や学習
手法に応じて適切な学習データとテストデータを作成
④決定木とランダムフォレストの違いを説明
⑤ROCカーブを用いてモデルの精度を評価
⑥混同行列（正誤分布のクロス表）を用いてモデルの精度を評価
⑦行列分解（非負値行列因子分解、特異値分解）をツールを使って実行しその
結果を正しく解釈
⑧サポートベクターマシンによる分析を統計解析ツールを使って実行しその結
果を正しく解釈
⑨アンサンブル学習（Random Forest、勾配ブースティングマシン、バギン
グ）による分析を統計解析ツールを使って実行しその結果を正しく解釈
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89

154

出所 https://datachemeng.com/use_of_distance/

マハラビス距離
変数間の相関関係が (正でも負でも) 強いときに有効
変数間の相関関係を考慮しながら距離を計算
2つの変数 x1, x2 に相関のあるデータセットの場合
原点からの距離が同じ集合が楕円状になる

主な距離関数（ユークリッド距離、マンハッタン距離など）は下記の通り。

3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
■スキル③データサイエンス力「グルーピング」
チェビシェフ距離
各変数の値の差につい絶対値の最大値
ユークリッド距離
人が定規で測るような距離
マンハッタン距離
区画された道しか通れない状況で測る距離
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①教師あり分類と教師なし分類の違いを説明
②判別分析とクラスター分析の概要や使い方を説明
③グルーピング階層クラスター分析と非階層クラスター分析の違いを理解
④クラスター分析のデンドログラムの見方が分かり適切に解釈
⑤非階層クラスター分析において分析目的に合致したクラスター数を決定
⑥階層クラスター分析における代表的なクラスター間距離（群平均法、最長一
致法など）の概念を理解し分析内容に応じて最適な手法を選択
⑦各種距離関数（ユークリッド距離、マンハッタン距離など）を理解し、分析
内容に応じて適切なものを選択し分析
⑧グルーピング分析内容に応じて線形か非線形を使い分けた判別分析
⑨k-means法は局所最適解であるため初期値問題があることを理解し適切な初
期値を設定して分析
⑩グルーピング距離の公理を知っており距離の公理を満たさない場合のクラス
ター分析を適切に行える
⑪k-meansの派生手法（x-means、k-means++など）を理解し分析内容に応じた
適切な手法を選択して分析
⑫k-meansとカーネルk-means（非線形クラスタリング）、スペクトラルクラ
スタリングの違いを理解し分析内容に応じて適切な手法を選択して分析
⑬自己組織化マップ（SOM）、Affinity Propagation、混合分布モデル、ディリク
レ過程混合モデルを理解し分析内容に応じて適切な手法を選択して分析
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3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
【参考】スキル③データサイエンス力「予測」
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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単回帰分析について最小二乗法、回帰係数、標準誤差の説明ができる
重回帰分析において偏回帰係数と標準偏回帰係数、重相関係数について説明できる
予測重回帰や判別を実行する際に変数選択手法の特徴を理解し、適用できる
ニューラルネットワークの基本的な考え方を理解し
出力される「ダイアグラム」の入力層、隠れ層、出力層の概要を説明できる
重回帰分析において多重共線性の対応ができ、適切に変数を評価・除去して予測モデルが構築
決定木分析においてCHAID、C5.0などのデータ分割のアルゴリズムの特徴を理解・適切な選定
線形回帰分析が量的なを予測するのに対して、ロジスティック回帰分析は何を予測する手法か説明
予測アルゴリズムに応じ、目的変数と説明変数に対する必要な変数加工処理が設計、実施できる
予測モデル構築において頑健性を維持するための具体的な方法を設計、実施できる
予測過学習（正則化）の意味を説明ができ、回避する方法の設計・実施ができる
予測尤度と最尤推定についての説明できる（尤度関数、ネイマンの分解定理、順
尤度と最尤推定についての説明できる（尤度関数、ネイマンの分解定理、順序統計量）
回帰パラメータとオッズ比の関係について説明できる
ロジスティック回帰分析を行う際に、最小2乗法ではなく最尤法を使う際の利点
（回帰誤差が近似的に正規分布しなくても適用できるなど）を説明し適用できる
目的（予測・真のモデル推定など）に応じて、適切な損失関数とモデル選択基準（AIC(赤池
情報量規準)BIC(ベイズ情報量規準)MDL(最小記述長)など）を選択じ、モデル評価ができる
モデル精度のモニタリング設計・実施と劣化が見込まれるモデルに対するリモデルの設計ができる
量的予測のためのモデリング手法（重回帰、決定木、ニューラルネットワークなど）
の選択とパラメータ設定、結果の評価、チューニングを適切に設計・実施・指示できる
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3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
【参考】スキル③データサイエンス力「統計数理基礎」

5

4

3

統計数理基礎母（集団）平均が標本平均とは異なることを説明できる

統計数理基礎母集団データの分散と標準偏差を電卓を用いて計算できる

平均（相加平均）、中央値、最頻値の算出方法の違いを説明できる

条件付き確率の意味を説明できる

順列と組合せの式をP、C、ｍ、nを用いて表せる

loga（x） の逆関数を説明できる

6

標準正規分布の分散と平均がいくつかわかる

1+4+9+16+25+36をΣを用いて表せる

7

相関関係と因果関係の違いを説明できる

1

8

2

9

skillchecklist

10 名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度の違いを説明できる
11 一般的な相関係数（ピアソン）の分母と分子を説明できる
12 代表的な確率分布の特徴を5つ以上説明できる
13 変数が量的、質的どちらの場合の関係の強さも算出できる
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3.3 AIビジネスに必要な知識やスキル
【参考】AI人材育成のポイント

出所 https://www.atpress.ne.jp/news/117647

ビジネス、IT、統計数理学など非常に幅広いスキルを要求されるため、すべてをハイレベルで兼ね備えた
人材は非常に希少。中長期的にはそうした人材育成に取り組む必要があるものの、それなりの時間がか
かるため、まずは企業内外から各スキル領域に秀でた人材を集めてチームを作る。
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第4章 AIの未来

94

Table of Contents

AIとは
AIの歴史
生活の中でのAI
AIの得意分野・不得意分野

1. AIの概要
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1.4

2. AI関連技術
2.1 機械学習
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4. AIの未来

4.1 AIがもたらす社会の変化
4.2 AI社会における人間
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5. AI活用事例
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4.1 AIがもたらす社会の変化
本日の学習内容
■未来予測
■AI社会のメリット
■2035年総生産比較
■AIと相性の良い分野
■人生を生きる意味

Copyright © 2021 一般社団法人 日本環境保健機構

96

96

4.1 AIがもたらす社会の変化
■未来予測

予測3
新たな産業・仕事を生む

■自動化によりスタッフ増
■ATM導入→行員2%増
■AI代替後の余暇→新産業
・既存産業のアップデート

出所 https://www.panasonic.com/jp/corporate/wonders/prize/2017/regirobo.html https://ai-con.lawyer/

■弁護士のような高い頭脳が
必要な仕事もAIに置換
■契約書の不利/有利チェック
(例:AI-CON)

予測2
定型業務が消える

AIがもたらす社会の変化として、ビジネス関連で3つの予測がされている。AIに代替されるのは単純作業
だけではなく、司法試験の合格率が約22％といわれている弁護士のような高度な作業も、AIが行うこと
が可能になっている。逆に、働く人間の数が増える仕事、AI代替により生まれる産業もある。

予測1
仕事が消える

■機械化できる作業
■カゴを置くだけで決済
(例:Panasonicレジロボ)
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①AIによって(今まで人間が担ってきた)仕事が消える：ロボットが人間の代わり
にタスクをこなすからである。、機械化できる作業をAIに任せられる。一部の
スーパーでは「セルフレジ（自分でクレジットカードや現金で支払う）が主流
になり、パナソニックのレジロボ（カゴを置くだけで決済）が導入されている
店舗もある。

②ルールに沿った業務は消える：現在のAIは、経験したことを活かすシステムで
ある。難しい資格を取らないとできない仕事でも、AIに丸投げする時代になる。
例えば、弁護士は司法試験の合格率が約22％といわれているが、高い頭脳が必
要な仕事も、AIが置き換えられる可能性がある。契約書の不利・有利をチェック
するAI-CON

③AIが産業・仕事を生み出す：AIによる自動化によって、スタッフが増えるケー
スもある。銀行のATMが導入＝支店数を増やしたため、約2％も行員が増加した
例のように、逆に仕事を増やす場合もある。また、テクノロジーは新たな産業
を生み出す。例えば、エンジニアやWebデザイナー。AIを生み出す仕事、使う
仕事、あるいはAIが仕事を代替した後の余暇が産業となる可能性もある。産業が
アップデートされることで、生活の質(QOL)が向上する。

半数近い仕事がAIに奪われるという衝撃的な説もあるが、少子高齢化により将来
は労働者不足が予測され、かつ、次頁のようなメリットもあるため、一概に悲
観する必要はない。
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■体調・気分に左右されず
■不注意(ケアレスミス)なし
■安定した労働力

生産性
向上
■顧客ニーズの把握が早い
■サービスの均一化
■営業時間外の顧客対応

顧客満足度
向上

4.1 AIがもたらす社会の変化
■AI社会のメリット

労働負担
軽減
■人手不足解消
■人為的なミスがなくなる
■人間の負担が軽減
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①労働負担の軽減：「きつい・汚い・危険」の3Kと呼ばれる業界では特に、人
間の代わりにAIが作業を行うことでかなりの負担を軽減できる。機械が作業する
ことによって人為的なミスがなくなったり、人間の負担が軽減されたりするこ
とでより良いサービスが提供できる。
②生産性の向上：人間が作業を行う場合、その日の体調や気分がどうしても仕
事に影響してしまい生産性が落ちることもある。自分の意識でコントロールす
るのは限界があるため、どんなに気をつけていても改善が難しい。しかし、AIに
は感情や体調がないため、人間の代替として利用することで常に安定した労働
力で作業し、生産性が向上する。
③顧客満足度の向上：AIは膨大なデータの中から特定の情報を抽出したり、分
析したりすることが得意。そのため、サービス業などで活用すれば顧客のニー
ズをいち早くとらえることが可能。また、感情や体調に左右されないためサー
ビスの均一化や、営業時間外の顧客対応も可能となり、顧客満足度をより向上
できる。

98

AIの影響力が市場に浸透した場合、日本では2035年時点で34%の労働生産性の向上が見込める。

4.1 AIがもたらす社会の変化
■2035年総生産比較

出所 https://newsroom.accenture.jp/jp/news/release-20161117.htm

2035年の各国のGVA成長率（GDP成長率にほぼ相当）
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アクセンチュア・ハイパフォーマンス研究所は、世界経済の総生産の50%以上を
占める先進12カ国についてAIの影響力をモデル化した。2035年の各国の経済規
模について、従来予想の経済成長を示す「ベースラインシナリオ」と、AIの影響
力が市場に浸透した場合に期待される経済成長を示す「AIシナリオ」を比較した。
その結果、AIが最も高い経済効果を生む国は米国で「AIシナリオ」の場合、
2035年には年間8.3兆ドルの粗付加価値（GVA）が生み出され、GVA成長率が
「ベースラインシナリオ」の場合の2.6%から4.6%に、英国では「AIシナリオ」
の場合、2035年に年間8,140億ドルのGVAが生み出され、GVA成長率が「ベース
ラインシナリオ」の場合の2.5%から3.9%に上昇する可能性がある。日本では
「AIシナリオ」における2035年のGVA成長率が「ベースラインシナリオ」の場
合に比べて3倍以上になる可能性がある。
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オンライン
相談

薬剤師

AI
人材

4.1 AIがもたらす社会の変化
■AIと相性の良い分野

エンジニア
(AI保守・運用)

最初に患者とコンタクト
(受付窓口)
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AI

患者

膨大な医療データ分析
最新の知識で診断
(最高責任者)

医師

看護師

AIオペレーター
(機械操作)

AIの診断を患者に伝える
(パイプ役)
100

AIと相性のよい分野は医療。大量のデータ分析は機械学習に向いているからであ
る。人間が医師になるためには長い時間と労力が必要で、その後も最新の知識
を取得し続けなければ、医療の進化に対応することができない。しかし、AIは膨
大な情報を分析し、知識をアップデートすることは容易。人間が下してきた診
断などの部分を、AIが肩代わりできる。医師はAIを扱うオペレーターのような役
割になり、看護師や薬剤師が患者とのインタフェース役として重要性を増し、AI
の判断を患者に伝えるようになる。そうなると、病気になったらまずは街角の
薬剤師のもとに行き、特別なときだけ病院の医師のもとへ行く。医師という職
業の役割は大きく変わり、看護師や薬剤師による医療行為の規制を緩和する動
きも出てくる。医療従事者の教育システムも変わる。人間はますます長生きす
る。

100

ゲーム

AIが人間の価値観を変える？

旅行

スポーツ

AIが労働

人間は働かなくていい

仕事以外で(趣味など)
精神的な生きがいを
見つけようとする

Universal Basic Income
(無条件で配布される給付金)

精神的
幸福感

AI医療により人間がますます長生きするようになり、AIが人間の労働を行うようになったら、価値観が・・・

4.1 AIがもたらす社会の変化
■人生を生きる意味

経済的
安心感

芸術
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AI医療により人間がますます長生きするようになり、かつ、AIが人間の労働を行
うようになったらどうなるのか？一定額の所得を保障するユニバーサル・ベー
シック・インカムも検討される。AIで社会が効率化されれば、人間は必ずしも働
かなくていい時代になると発生する問題は、仕事がなくなったことで、人生を
生きる意味がなくなってしまう可能性もあるということ。働くことによって得
られる精神的な生きがいをどうするかは議論すべきポイント。労働はすべてAIに
任せ、人間は哲学や芸術、スポーツなどに励む古代ギリシャのような世界が実
現するのか？現在のお金の価値観も変わり、人と人の関係性の価値にも変化が
現れる。GDPのような国家の価値を計る指標に、家事や子育てといった社会的
労働が考慮されるようになる可能性もある。

101
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4.1 AIがもたらす社会の変化
【参考】ベーシックインカム実験結果

出所 https://www.kela.fi/web/en/news-archive/-/asset_publisher/lN08GY2nIrZo/content/results-of-the-basic102
income-experiment-small-employment-effects-better-perceived-economic-security-and-mental-wellbeing

受給者は、経済的に守られていると感じ、精神的・経済的な幸福感が高かった。
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The basic income recipients were more satisfied with their lives and experienced
less mental strain than the control group. They also had a more positive
perception of their economic welfare. The interpretation of the employment
effects of the experiment is complicated by the introduction of the activation
model in 2018. A two-year basic income experiment was carried out in Finland in
2017-2018. The evaluation study is now available. The register data on
employment now cover both years of the experiment and a more thorough
analysis has been made of the results of the survey.
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4.2 AI社会における人間
本日の学習内容
■人間 vs. AI？
■新しい格差社会

■人間力 (AIより優れていること)
■人間力のレベル

Copyright © 2021 一般社団法人 日本環境保健機構

103

103

161

4.2 AI社会における人間
■人間 vs. AI？

人間とは別の存在
として人間の代わりに
作業を行う
「機械」「労働資本」

人間が装着することにより
力を何倍にも増幅する
「装置」「拡張能力」
生身の人間が
持つ能力

個人が所有する
AIの能力

そもそも人間と、AIを対立させて考えるのは妥当か？AIは人間の能力を拡張・強化・アップデートすると
考えると、人間とAIの融合＝「新しい人間のカタチ」であるとも言える。

ロボット

パワード
スーツ
個人の「能力格差の
増幅装置」になりうる
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そもそも人間と、AIを対立させて考えるのは妥当なのか。見方を変えれば、AIは私たちの能力を
アップデートすると考えることができます。これは新しい人間のカタチです。例えば、コンタク
トレンズ。この技術は人間の視力を拡張する、身体の一部として考えることができる。AIも同様
で、将来的には人間の機能を拡張する時代がやってくる。人間の寿命を延ばしたり、身体の一部
をクローンで作ったりするたことが可能になった場合、文化と倫理、人の感情に関する問題をど
う解決するか？が議論になる。
拡張知能（Extended Intelligence／EIまたはXI）という概念も提唱されている。自己判断するAIと
は異なり「人間が機械に倫理的な判断をするよう全てプログラミングをする知能、「人間とAIの
統合」AIのアルゴリズムにおいても決して一様ではなく、多元的な可能性が議論・開発されてい
る途上にある。
人間にしかできない仕事に集中できる。AIにも得意、不得意があり、残る仕事・新たに生まれる
仕事が、人間がAIに比べて得意な仕事になる。またAIが社会に浸透した時に、逆に「人間」の存
在がブランドになりうる。例えば、ちょっといいレストランに行くとき、ほとんどの店員がAI化
されていた場合、人間の店員とコミュニケーションを取りたいという需要があるということは、
人間がブランド化されるということ。人間とAIが仕事のすみ分けをして、社会全体が効率化され
る。
10年先には自動運転や医学といった、人間の生命が関わる分野で決定を下すことが増える。例え
ば、自動運転の車が緊急事態の際、乗っている人の命を守るのと歩行者の命を守る、どちらを優
先するかといった問題である。また、人間がAIの活用に慣れてくると、社会は劇的に変化する。
例えば、自動運転が当たり前になれば、運転を人間に任せるのは危ないという考え方が主流にな
り、人が運転を楽しむという既存の価値観がなくなる可能性もある。
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4.2 AI社会における人間
■新しい格差社会
近未来のシナリオ①

労働市場外
にいるのは
AIに仕事を
奪われた人

経済格差(非人格的)
経済的な富
を持つ人
(資本家)

所有

AI
(生産手段)
産業革命と同じ構造
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近未来のシナリオ②

能力格差(人格的)

労働市場外
にいるのは
自己変化脳
に欠ける人

Augmented ■自己変化脳に富む人
Intelligence (=AIを操り応用できる人)
を持つ人 ■AIの恩恵を受けられる
資本を持つ人

使用

AI
(無休労働者)

人類史上前例がない構造
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新しいタイプの格差とは、仕事を奪うのは AI でなく「AI を所有する人」である
という考え方から生まれる。AIは人ではないので、所有権を持たない。法人でさ
えない。あくまで機械であり、ある人や法人などに所有されているモノである。
「AI が仕事を奪う」の本当の意味は「AI を生産資本（生産手段）として所有す
る法人・個人が所有する AIにより、AI を十分に持たない人々の仕事を奪う」

産業革命の時代以来の自動化による人間の労働力の代替と変わらず、目新しい
ものではない。 一方で、AI は、今まで人類が経験しなかった「社会変化」を引
き起こす可能性も持っている。シナリオは2つある①資本家が全く人間の労働力
を必要としなくなる②「自己変化能」に満ちた「学習エンジニア」が、AI を無
給かつ無休の労働者として使い、労働市場での「寡占者」になる。「AI と人知
が融 合し、人類が別次元に進化する」米国の AI スタートアップ企業が開発して
いる、人を超人的拡張知能 Augmented Intelligenceに変える AI パワードスーツ
は、その恩恵 にあずかれる能力や資本を持つ人には、自らの能力を人類史上前
例のないほど高めるが、その恩恵にあずかれない者＝AI を操り応用していく自
己変化能に欠ける人には、人工的能力格差（非人格的な富ではなく自身の能力
という人格的な格差）として感じられる。
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発想力

思考力

多様な価値観を認め、信頼され、
リーダーとして率いる

既存の戦略やビジネスの枠を超えた
企画・構想ができる

高度な読解力により
情報の意味を考える

AIに勝てるレベル

正確だが想いを感じない

偏見を持ち、冷たく、
リーダーの機会を拒否する

現状の延長線上・無意味な差別化
しか思いつかない

パターン化された
ことしか考えられない

AIに負けるレベル

AI社会において必要なスキルには、AIに淘汰されないレベルと淘汰されるレベルがある。

コミュ力

論理的なだけではなく
熱い想いが込められている

思いやりがなく自己中心的

4.2 AI社会における人間
人間力のレベル

相手の気持ちを想像する

コミュ力

プレゼン

相手に配慮し温かさを感じる
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AI社会において必要なスキルには、AIに淘汰されないレベルと淘汰されるレベル
がある。前頁の3つの力以外にも、プレゼンテーション力、振舞い方（人との接
し方）、問題解決力（ゼロベースで考えられるか否か）、挑戦力（リスクをと
ることができるか否か）などがある。
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振舞い方

AIは万能ではないため、まだまだ人間のほうが優れていると言える能力もある。

逆転の発想ができる

発想力

106

4.2 AI社会における人間
■人間力 (AIより優れていること)

背景・理由まで考える

思考力
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人間の代わりに仕事をしたり、人間の能力を強化したりしてくれるAIですが、ま
だまだ人間のほうが優れている能力もある。
①思考力：AIは関係性を見つけ出し、新たな情報をつくりだすことはできても
「なぜそうなったのか」という背景や理由などはまだ人間の方が勝る。しかし、
AIは急速に進化しており、人間のような思考力を持ったロボットが現れる可能性
がなくはない。
②発想力：AIはビッグデータを活用して物事を考えることを得意とします。デー
タの示唆に敢えて逆らって、逆転の発想ができるのは人間だからこそ。データ
に頼りすぎず、逆転の発想ができればAIに負けることはない。
③コミュニケーション力：今のところAIは恋愛はできません。それができるのは
人間の特権といってもよい。AIには人間のように相手の状況や気持ちを想像して
理解することは難しい。相手の気持ちを考えた上でコミュニケーションを図っ
たり、交渉したりする力は人間ならではの強みである。

106

107

163

4.2 AI社会における人間
【参考】人間中心のAI社会原則
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出所
https://www.soumu.go.jp/main_content/000630131.pdf
108
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4.3 AIとセキュリティ・倫理
本日の学習内容

■AIを悪用したサイバー攻撃

■AI時代のセキュリティ対策
■倫理とは
■責任問題
■バイアス問題
■設計思想3原則

■次世代に備えるために
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不要な機能
OFF

3

不審なファイル
・リンクは開かない

4.3 AIとセキュリティ・倫理
■AI時代のセキュリティ対策

最新バージョン
アップデート

2

4.3 AIとセキュリティ・倫理
■AIを悪用したサイバー攻撃

1

6

セキュリティ
ツール利用

5

パスワード
認証設定

4
情報収集
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①OSやアプリケーションを最新のものにアップデート
②スマホやパソコンなどで不要な機能はオフ
③怪しい添付ファイルやリンクは開かない
④メールや添付ファイルが怪しいかどうかを見極めるためにも日々の情報収集
を怠らない
⑤適切に認証を設け、システムやソフトを管理
⑥定評のあるセキュリティツールを導入

AI時代もセキュリティ対策の基本原則は変わらない。セキュリティ対策の基本を
常に意識する。テクノロジーの悪用に対抗するにはテクノロジーを用いるほか
ないが万能ではない。常に侵入される可能性を踏まえ、早期復旧が可能な体制
を構築する。テクノロジーの活用が業務遂行と切り離せないため、幾重もの対
策を講じることが重要である。

111

AI時代もセキュリティ対策の基本原則は変わらない。テクノロジーの悪用に対抗するにはテクノロジーを
用いるほかないが万能ではない。常に侵入される可能性を踏まえ、早期復旧が可能な体制を構築する。

機械学習ポイズニング

■機械学習の判断を狂わせる
■特定の攻撃を見逃すようにする

110

AIテクノロジーは、非常に強力な道具であり、使い方次第で善にも悪にもなりうる。
サイバー攻撃の高度化・巧妙化に、AIが大きく関与している。

AIファジング

■予測不可能なデータを与える
■ソフトウェアの挙動を確認し
脆弱性を発見する
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AIテクノロジーは、非常に強力な道具であり、使い方次第で善にも悪にもなりう
る。サイバー攻撃の高度化・巧妙化に、AIが大きく関与している。例えば、AI
ファジングや機械学習ポイズニングといった攻撃手法が挙げられる。AIのテクノ
ロジーが身近になったことは、世の中をより便利にする反面、犯罪者にとって
も利用しやすくなったということに注意しておく必要がある。高度なAI処理を行
うためのサーバーを廉価で利用できる環境も整備されており、SNSなどの情報
を元に、メールスプーフィングや詐欺行為などに悪用されることも想定される。
①AIファジング：ソフトウェアの脆弱性を発見するためのテスト手法。予測不可
能なデータをわざと与え、ソフトウェアの挙動を確認する。ファジングには高
度な技術を持った専門家が必要だが、専門家の代わりにAIがファジングを行う。
ネットワークやソフトウェアに潜在している未知の脆弱性を見つけやすくなる
ため、ゼロデイ攻撃の危険性が高まる。
②機械学習ポイズニング：機械学習によって、正常なファイルかマルウェアか
を識別する機能を備えたセキュリティ製品が増えているが、その機械学習の判
断を狂わせ、特定の攻撃を見逃すように仕向ける攻撃手法。
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誰も責任をとらない？

4.3 AIとセキュリティ・倫理
■責任問題

AI搭載自動運転車

運転者

4.3 AIとセキュリティ・倫理
■倫理とは

義務

エンジニア

113

自動運転車が起こした死亡事故例は、テスラが2016年と2018年に2件、ウーバー
が2018年に1件、いずれも刑事訴追なし。基本は自動車のシステムが運転を行う
が、緊急時には運転者が操作をしなければならない。2016年テスラの例：日差
しが強かったため、AIも運転者も歩行者を認識できなかった。ウーバー 2018年
の例：AIが歩行者を人間だと認識できずに轢いたが、運転者はスマホに気をとら
れて反応できなかった。

そもそも「責任」という概念が共通認識できていない。人間は自由な存在で、
自分の行うことは全てコントロール下にあることが前提だが、実際には自分で
はどうしようもない出来事や偶然に影響される。エンジニアの行為は、コント
ロール下にないことに影響されるため、道徳的責任がないことになる。しかし
実際は、AIが事故を起こした場合に、ある程度の道徳的責任を負う。今後AI搭載
による事故が増えると予想されるが、判例が少なく結論が出ていない議論であ
る。

AIを搭載したロボットやシステムが事故を引き起こした場合、その事故の責任を
誰に帰属させるべきかという問題がある。通常の事故では法的責任に応じて賠
償請求されるが、AIシステムが事故を起こした場合は誰が賠償金を払えばいいの
か？AIを搭載した自動車が事故を起こした場合、メーカーやAIを作ったエンジニ
アに責任はあるのか？
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メーカー

開発したAIによる自動運転車が自己を起こした場合、開発したエンジニアは責任を問われるのか？
今後AI搭載による事故が増えると予想されるが、判例が少なく結論が出ていない議論である。

倫理同士のジレンマ
目的のために誰かを
犠牲にすべきではない

避けるという行為をせずに
歩行者5人を轢き殺す

112

倫理とは「社会生活を送る上での決まり事」「社会行為における善悪を判断する根拠」である。
人間の倫理が盤石でないがゆえに、AIを用いた際にも同様の問題が起こる。

功利主義
最大幸福追求

歩行者を避けるという目的のため
ハンドルを切り運転手1人が死ぬ
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倫理とは「社会生活を送る上での決まり事」「社会行為における善悪を判断す
る根拠」である。社会には、倫理の価値観が「法律」や「正義」といった形で
反映されている。しかし、この倫理は他の価値観との対立をもたらす場合があ
る、いわゆる「倫理同士のジレンマ」である。社会の最大幸福を追求する「功
利主義」と結果を重視する「義務論」という二つの倫理が対立すること。例え
ば、直進すれば5人の人を轢き殺してしまう状況で、自動運転車のAIは壁にぶつ
かる選択をして運転手1人を殺して5人を助ける選択をするべきか。エンジニア
はどのように自動運転車が動作するようにAIを設計すればいいのか。AI倫理は人
間の倫理を揺さぶる。人間の倫理が盤石でないがゆえに、AIを用いた際にも同様
の問題が出てきてしまう。
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4.3 AIとセキュリティ・倫理
■設計思想3原則

AIの仕組みやプロセスが
明瞭に理解できる

Transparency
透明性

4.3 AIとセキュリティ・倫理
■バイアス問題

ccountability
説明責任

A
airness
公平性

不祥事が生じた場合に
誰がその責任をとるのか
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不当なバイアスを
社会に反映させない

F

FAT（Fairness、Accountability、Transparency）とは、AIを社会で運用するにあたり、
遵守しなければならないとされている設計思想の3つの原則である。

114

人間社会の問題が、AIの問題につながる。外見や能力を区別する認識システムに機械学習を導入す
る場合、AIが結果的にジェンダーや人種を「差」として表現してしまうことがある。

認識されない人種 認識される人種

人種差別
(例)顔認識システム

人間社会が持つバイアス(差別意識) ＝ AIのバイアス(差別的な出力)

女性

性差別
(例)人材採用システム

男性
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115

FAT（Fairness、Accountability、Transparency）とは、AIを社会で運用するに
あたり、遵守しなければならないとされている設計思想の3つの原則である。

②説明責任 (Accountability)：AIを用いた業務の内容や目的、不祥事が生じた場
合に誰がそのAIの責任をとるのか、といったことまですべてを開示しなければな
らない。AIの利用者は自分が納得できるまで、そのAIに関するいかなる説明をも
求めることができる。

①公平性 (Fairness)：AIが不当なバイアスを社会に反映させることがないように
配慮する。AIの偏りは人種・性別・民族・文化等に対する人間の差別感覚がAIに
反映された結果のため、設計者は機械学習モデルを作成する段階で不公平さを
排除しなければならない。

性差別：履歴書を入力すれば採用すべき人材をAIが判別するAI搭載人材採用シ
ステムは、男性ばかりを高評価にして、女性に対して不公平な扱いをすること
が問題になった。AI開発段階で学習に使用した履歴書の大半を男性が占めていた
ため、履歴書に「女」「女子大」などの単語が出現した場合に評価を下げ「女
性差別」をするようになってしまった。

③透明性 (Transparency)：複雑なプロセスを採用しているAIであっても、AIの
仕組みやプロセスが明瞭に理解できる。AIの透明性の確保は、深層学習の普及に
よって増々困難になっている。AIに何かエラーが起こった際に、学習データのど
こにミスがあったのか、何十、何百と重ねられたニューラルネットワークの層
のどこに欠陥があるのかを特定することは現実的ではない。なぜAIがこの判断を
下したのかは完全にブラックボックス化しており、この問題を解決し品質を高
めるために日々研究がなされている。

機械学習の過程では、膨大な入力データからAIが自らデータのパターンを認識し
ていくが、外見や能力を区別する認識システムに機械学習を導入する場合、AIが
結果的にジェンダーや人種を「差」として表現してしまうことがある。AIが性差
別的・人種差別的な出力をするということは、人間社会が持つバイアスが反映
された結果である。つまり、人間社会のバイアス問題が改善してはじめて、AIの
バイアス問題も改善しうる。

人種差別：Googleフォトが黒人カップルの写真に「ゴリラ」のタグをつけてい
た。自動タグ付け機能は、写真に関連するタグを自動で選択して貼り付ける技
術である。大手IT企業がAIによる顔認識技術からの撤退を表明。顔認識システム
は非白人の認識精度が低くなってしまうことが撤退の大きな要因。教師データ
に白人の割合が大きいことが理由の一つだが、非白人の認識精度を向上させる
画期的な技術はまだ存在せず、この問題が技術的に解決する見込みがない限り
顔認識システムの販売を凍結する姿勢を示している。
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3

倫理規定

4

4.3 AIとセキュリティ・倫理
■次世代に備えるために

2

知能をもったAIの
ための倫理規定を
策定する

雇用や収益の変化に
よって生じる影響を
緩和できるようにする

影響緩和

4.3 AIとセキュリティ・倫理
【参考】データバイアスと社会倫理

1

スキル再評価

将来的に必要となる
知識やスキルを
再評価する

適応性に富んだ
自己改善型の
法規制を導入する

117

AIは、経済と人類が共に顕著な成長を遂げる可能性を切り開く。AIには経済の減
速や生産性の落ち込みを跳ね返すだけの力がある。こうしたAIの持つ可能性を実
現するために、多くの利害関係者は、知識、技術、政治、倫理、社会のあらゆ
る点において十分に体制を整え、AIが日常生活に深く関わるにつれて生じうるメ
リットや課題に対処していく必要がある。

①スキル再評価：人間の知能と機械の知能を融合させ、双方向に学習できる共
存関係を構築するとともに、将来的に必要となる知識やスキルを再評価する。
②法規制：テクノロジーの変化と規制対応のスピードの差を埋められるよう、
適応性に富んだ自己改善型の法規制を導入する。
③倫理規定：知能を持ったAI開発および使用について、基準を明確にした上でAI
のための倫理規定を策定する。
④再分配効果：政策立案者はAIによるメリットを得る方法を明確にさせると同時
に、想定しうるあらゆるデメリットに予め対処し、雇用や収益の変化によって
生じる影響を緩和できるようにする。

次世代に備えて、私たちが事前に対策を講じることができることもある。
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法規制

AIは、経済と人類が共に顕著な成長を遂げる可能性を切り開く。AIの持つ可能性を実現するために、
知識、技術、政治、倫理、社会のあらゆる点において十分に体制を整える必要がある。

Predictive Policing

116

データバイアスとは、AIに学習させるデータの中にバイアス(偏り・先入観・思い込み)が含まれていること。
データバイアスにより、社会において高い倫理を備えることが難しくなるという意味では二重の問題である。
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AIを活用する際に問題となるのが、学習時のデータのバイアスである。例えば、
米国の警察にはプレディクティブ・ポリシング（予測警備）という警察官がど
の場所に行けば犯罪が防げるかをアドバイスするAIがある。ニューヨークでは不
審者を見かけたら警察官がその場で調べることができる。実際には黒人が多く
住んでいる地域ほど逮捕率が高くなっている。つまり、このデータを使うとAIは
黒人居住地域には怪しい人物が多いと判断することになり、ますます黒人が逮
捕されるという悪循環が生まれてしまる。このように、データにバイアス（先
入観）があるとAIもバイアスの掛かった判断を下すことになるため、どのように
排除するかが重要となる。
この問題は社会倫理にもつながる。米国の大統領選のように、社会的に善いと
される倫理と、みんなで討論した結論とが異なるケースも多く、単純に討論す
るだけでは高い倫理を備えたAIを作ることはできない。AIに高い倫理を教育する
方法は、人間に倫理を教えるのと似ている。但し、教育方法を間違えると、人
間が持つ悪の要素をそのまま増幅してしまう恐れもある。
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第5章 AI活用事例
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物流

製造

食品
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AIをビジネスに活用した事例は数えきれないが、ここでは7つの事例を紹介する。
第一次産業、第二次産業、第三次産業すべての業界・業種において活用されて
いる。

120

5. AI活用事例
5.1 物流
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出所 https://www.hitachi-ip.co.jp/products/logistics/products/racrew/

121

Racrewは専用棚の下に潜り込み、作業者のもとへ棚を直接搬送する。そのため、
作業負荷の大きい “歩く” 時間が大幅に減少され、生産性が向上。専用棚は、商
品の格納形態に合わせた対応が可能なため、多種多様な商品の保管・ピッキン
グに対応が可能。WMS（物流管理システム）、マテハン構築の実績・ノウハウ
から、業態や商品に合わせたピッキングステーションを提案する。Racrewや専
用棚の追加により、設備規模拡大にも対応できる。固定設備が少ないため配置
換え・移設に対応しやすくなる。AGV制御のノウハウに加え、多数のRacrewを
運用する専用最適化アルゴリズムの構築により、同時に制御できるRacrewは数
百台まで可能。障害が発生した場合、回避の搬送ルートを適宜リルートし、常
に最適な搬送ルートを走行することで、ピッキング作業効率化。

121
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5. AI活用事例
5.2 製造
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出所 https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2016052502.html

122

株式会社ブリヂストン ：AIを実装した最新鋭成型システム「EXAMATION （エ
クサメーション）は、従来では熟練の作業員のスキルに依存して きた成型工程
における品質保証の判断を、機械が自動的に行うことで高精度なタイヤ生産を
実現する。成型工程では、部品を組み合わせてタイヤの形を作る。この工程で
は、性能に大きく関わるタイヤの真円度（いかに丸く仕上げるか）が品質の指
標となる。ゴムの伸縮性は部材によって千差万別で、日々の天候も影響する。
そのため、従来の成型工程では、熟練の作業員による手作業が品質の鍵を握っ
ていた。 一方、EXAMATIONでは設備に組み込まれたセンサーからゴムの位置
や形状変化の状況など従来機械 の7倍にもなる2,000を超えるデータを集め、熟
練作業員のノウハウを加えた独自のアルゴリズムに基づいたAI技術によって精度
の高いタイヤ成型を実現し、真円度を15％、生産性を2倍に向上させている。AI
にすべてを任せるのではなく、最終的には人間が判断する体制を構築。人間が
判断できるようにアルゴリズムをブラックボックスにはしていない。AI導入の結
果、人の役割も変わりつつある。これまでのタイヤが丸くなるよう部材をぴっ
たりと貼り付ける作業から、AIの動きを検証するといったAIを使いこなせる技術
者が必要となり、そうした人材がタイヤの品質および生産性の鍵を握るように
なった。

122

5. AI活用事例
5.3 食品
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出所 https://www.kewpie.com/newsrelease/2019/1152/

123

キユーピーは、2016年にAIを活用した原料検査装置の開発に着手。2018年8月か
らは、ベビーフードで使用する冷凍の角切りポテトや角切りニンジンの検査装
置として本格導入。この成果を応用し、多種多様な原料の検査装置として、グ
ループ内で展開。ニンジンの検査工程では、いちょう切りに加工されたニンジ
ンを目視で検査し、規定外の形状や変色したもの、原料に混入した夾雑（きょ
うざつ）物などを取り除いている。人の目による検査は作業者の身体的負担が
大きく、作業改善が必要だったが、自社で開発したAI原料検査装置を導入するこ
とで、この工程を自動化、作業効率を向上させた。この原料検査装置の特徴は、
ディープラーニングを活用した、画像解析による良品選別のメカニズム。従来
の原料検査装置では、色差などの画像処理で不良品のパターンを学習させる手
法が一般的であるが、変色や変形、さまざまな夾雑物など不良のパターンが無
限にあることから、高い精度を出すのが困難だった。一方、キユーピーが開発
した原料検査装置では、発想を逆転し、AIに良品のパターンを学習させることに
より「良品以外」をすべて「不良」として検出することが可能になり、精度が
飛躍的に向上した。ボタン1つで誰でも操作できる簡便な操作性や、簡単に分解
し洗浄できるシンプルな構造、狭い加工場でも多くのスペースを必要としない
コンパクトさなど生産現場の声をもとに改良を重ねる。
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5. AI活用事例
5.4 防犯
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出所 https://www.secom.co.jp/isl/research/drone/

124

事前に設定した経路で敷地内を自律飛行し、搭載されたカメラの映像はリモー
トで確認。人的な巡回では負担の大きかった屋上等の危険な個所の監視が容易
になり、人的な巡回の一部をドローン が担うことで、常駐警備員の負担軽減も
可能。機械のタスクは「異常の検知」までであり、最後は人間が現場に駆けつ
けて対処する運用は崩していない。警備や監視に関わるタスクの機械化を進め
て効率化し生産性を向上させ、ユーザーとの接点である駆けつけ対応といった
高付加価値のサービスに人員を配置し顧客満足度を高める。広い敷地では、防
犯カメラだけでは遠くにいる侵入者の特徴を捉えることが難しいが、敷地内に
待機したドローンが現場に急行し状況を確認。敷地に設置したレーザーセン
サーが侵入者を検知すると、セコムの警備員が緊急出動するとともに、侵入者
の位置情報をドローンに送信。ドローンは即座に離陸し、侵入した車両や人物
のもとへと急行。車両のナンバーや色、車種、人物の顔や身なりなどの特徴を
撮影してコントロールセンターへと送信。管制員は、情報をもとに警備員への
指示や警察への情報提供。3次元マップを持ち、自由に飛行できる「飛行可能エ
リア」と、障害物のため飛行のできない「障害物エリア」が設定され、それを
基に最適な飛行経路を自動的に計算。障害物を検知して回避する経路や、侵入
者との距離を一定に保ちながら特徴を捉えられる位置に移動する経路なども導
き出す。
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5. AI活用事例
5.5 不動産
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出所 https://aimove.f-property.com/user/web/merit2/

125

住みたいお部屋の条件を入力すると、条件に合ったお部屋を検索できるのと同
時に、入力条件をAIが分析し、合いそうなお部屋をレコメンド一覧に表示する。
閲覧履歴やお気に入りなどの行動履歴から常に最新のレコメンド物件を表示可
能。プッシュ通知により、合いそうなお部屋を連絡する。物件を探していない
時間も最適な物件は空きが出ているケースが多くあり、さらに人気物件であれ
ばある程、空きが出てすぐに埋まってしまう。そんな機会損失をなくすことが
できる。また、物件画像主体のデザインを採用し、シンプルで使いやすい操作
性と画面になっている。内覧予約や申込もアプリ、ウェブサイトから直接行え
る。

125
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5. AI活用事例
5.6 漁業
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出所 https://pr-ja.umitron.com/post/182279011503/umitron-cell-launch
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水産養殖向けスマート給餌機を開発し、愛媛県愛南町内の養殖現場への設置を
開始。スマートフォン・クラウドを活用した生簀の遠隔餌やり管理が可能な水
産養殖向けスマート自動給餌機であり、次の様な水産養殖現場での課題解決を
念頭に開発している。①労働環境の改善：遠隔管理により、現場作業を軽減、
休憩・休息の自由度向上、天候不良時等の危険な環境下での洋上作業の短縮。
②環境保全：遠隔での摂餌状況の確認およびムダ餌の削減による環境負荷の低
減。③食の安定供給：生育データ蓄積による業務プロセスの体系化、生産ノウ
ハウの伝承、生産現場の見える化によるトレーサビリティの向上。初期ロット
は、すでに愛媛県愛南町などへの納品を開始しており、現在、第二ロットの製
造を進めるとともに、一般販売の計画を視野に入れ、生産者・漁業協同組合・
地方自治体等の実証パートナーを広く募集している。
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5. AI活用事例
5.7 小売
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出所 https://www.sankeibiz.jp/business/news/200717/bsd2007170500001-n1.htm
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回転寿司チェーン店「スシロー」を運営するスシローは、AIを活かして1分後と
15分後の需要を予測。各店舗から集まった売上状況のデータを数億件蓄積し、
店舗の混み具合や客の着席時間なども考慮することで高い精度を実現。以前は
全てExcelで分析していたが、AIを導入することでビッグデータをよりフレキシ
ブルに分析できるようになり、食品廃棄量の削減やマーケティング、商品開発
に貢献している。客数、いつどのネタがどれぐらい食べられたかなどのデータ
を記録。過去4週間のデータを分析し、流すネタと量、タイミングを予測する。
実際の混雑状況も勘案し、無駄が出ないように提供している。「昔はどんぶり
勘定だったが今は詳細に管理している。廃棄されるのは100皿に1皿あるかどう
か」AIを活用してさらに効率を上げる「AI回転ずし」の出店を計画している。

127
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5. AI活用事例
【参考】AIで選別
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出所 https://smartagri-jp.com/smartagri/87 https://smartagri-jp.com/smartagri/1579

128

機械学習ライブラリー「TensorFlow(テンサーフロー)」を使ってキュウリの画
像を1万枚ほど撮影し、その画像をAIに覚え込ませた。そのデータを基に造った
のがベルトコンベヤー式の選別機。片側にある台にキュウリを1本ずつ載せてい
くと、機械に搭載したカメラがその度に等級を決める。キュウリはベルトコン
ベヤーで移動する途中で等級ごとに分けた区域でアームによって落下させられ
る。落ちた先にある段ボールに自動的に収納される。大人の腰の位置にパソコ
ン画面のディスプレイにアクリル板を重ねたものが台として設置されている。
ここにキュウリを置くと、真上にあるカメラがその形状を認識。ディスプレイ
には瞬時に等級と長さが表示される。人はその表示を見て、等級ごとに箱に詰
めていく。なぜ選別の自動化を止めたのか。2号機の場合、ベルトコンベヤーを
移送する際やアームではじいた際、キュウリの表面にあるイボが取れてしまう
からだという。イボが多く残っているほど新鮮な証しなので、少ないことは市
場での評価を落とすことになる。そこで選別の自動化はあきらめ、代わって人
がベテランと同じ精度で選別できる装置を目指した。覚え込ませた画像は3万
6000枚。精度は8割を超える。初心者はこの装置を使いながら等級分けする目を
養う。ベテランはいずれの等級に入れるべきなのか迷うキュウリが出た場合に
だけこの装置で等級を確かめる。
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5. AI活用事例
【参考】AIで創薬
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出所 https://www.ds-pharma.co.jp/ir/news/2020/20200130.html https://www.exscientia.ai/ai-pharmatech 129

大日本住友製薬のモノアミンGPCR創薬における創薬経験・知識と、Exscientia
独自のAI創薬プラットフォームであるCentaur Chemistとの融合による共同研究。
その高い相乗効果により、業界平均で4年半を要するとされる探索研究を12カ月
未満で完了。強迫性障害治療剤候補としてフェーズ1試験を開始した。大日本住
友製薬は、研究重点3領域の一つである精神神経領域において、アンメット・メ
ディカル・ニーズに応えるべく開発パイプラインを拡充できた。本研究で非常
に短期間に新薬候補化合物を生み出した。Exscientiaの優れたAI技術と大日本住
友製薬のモノアミンGPCR創薬に関する深い経験値が相乗的に働いた大きな成果
であるといえる。

129
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引用資料・参考資料

引用資料・参考資料
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一から始める機械学習
https://qiita.com/taki_tflare/items/42a40119d3d8e622edd2
機械学習とは？ これだけは知っておきたい3つのこと
https://jp.mathworks.com/discovery/machine-learning.html
機械学習をどこよりもわかりやすく解説！ 教師ありなし学習・強化学習だけでなく5つのアルゴリズムも完全理解！
https://ainow.ai/2019/11/26/180809/
ディープラーニング（深層学習）とは 基本知識・仕組み・活用事例・機械学習との違い
https://ledge.ai/deep-learning/
ディープラーニング（深層学習）とは？仕組み・手法・応用例を紹介
https://www.pasonatech.co.jp/workstyle/column/detail.html?p=2181
やさしい深層学習の原理
http://gagbot.net/machine-learning/ml4
AIとビッグデータの関係と、社会をどう変えるか？
https://ainow.ai/2019/10/04/179282/
【AI×ビッグデータ】2つの関係性を導入事例と共に徹底解説！
https://www.geekly.co.jp/column/cat-technology/1902_029/
今注目のビッグデータとAIについて解説！注目される理由から今後の課題まで紹介
https://liskul.com/bigdate-ai-41726
欧米企業に負けないために AIビジネスの「構造」と戦略を分析
https://www.projectdesign.jp/201704/ai-business-model/003522.php
注目のAIビジネス～現状と今後の可能性とは～
https://limo.media/articles/-/8374
【AIって儲かるの？】AIビジネスの難しさと解決策：前編
https://data.nifcloud.com/blog/ai-business-diff-sol/
AI（人工知能）を活用しよう！ ビジネスにおける取り入れ方
https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/column/technology/ai-business.html
AI時代に必要なビジネススキル特集～AIに代替されにくい能力を鍛える
https://www.insource.co.jp/skill-improvement/ai-management.html
AIビジネス推進人材に必要なスキルとその育成方法
https://www.slideshare.net/munjapan/ai-173185017
130

総務省トップ＞政策＞白書＞28年版＞人工知能（AI）とは
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc142110.html
総務省トップ＞政策＞白書＞令和元年版＞AIに関する基本的な仕組み
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd113210.html
AI(人工知能)の歴史｜時系列で簡単解説
https://ledge.ai/history-of-ai/
10年後AIによってなくなる仕事13選。なくならない仕事も紹介
https://tech-camp.in/note/technology/82291/
人工知能で自動化する製造業の新しい「ものづくり」、結局AIで何ができるのか？
https://www.digital-transformation-real.com/blog/ai-for-factory.html
無人レジとは｜AIで店舗自動化の仕組み・メリット・市場規模と注目メーカー8社・コンビニ導入事例
https://orend.jp/mag/a0159
AIが仕事を奪うとは？なくなる仕事・残る仕事とAI時代の職業選択のポイント
https://www.bigdata-navi.com/aidrops /681/
身近で使われている人工知能の活用事例
https://www.kurume-it.ac.jp/style/ai-case
こんなところにAIが！？身近なところで活用されている事例
https://yururobo.jp/case_studies.html
AIが普段の生活の中のどこで使われているのか
https://tkrel.com/9589
人間がすべきこと～人工知能が得意なこと、苦手なことは？～
https://nomad-journal.jp/archives/4429
人工知能AIができること、できないこととは？今後の需要も合わせてチェック
https://pc-farm.co.jp/pc_column/trend/3639/
万能ではない！AI（人工知能）がまだ苦手なこと
https://www.techfirm.co.jp/blog/things-ai-cannot-do-yet
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「AI」がもたらす未来予想 ～28年後の新世界～
https://acthouse.net/column/whyai/
AIがもたらす未来のシナリオ-人間の敵か味方か
https://ainow.ai/2019/11/09/180524/
人工知能（AI）が進化した未来とは？メリットと危険性の正しい理解を
https://juniprog.com/ai/artificial-intelligence-future
AI時代における社会ビジョン ～人々の働き方、生き方、倫理のあり方～
https://jpn.nec.com/techrep/journal/g16/n01/160102.html
AIの現在と未来予測「人とAIの関わりと生活への影響」
https://www.career-on.jp/contents/3171/
AIと未来の社会 -労働・グローバライゼーションの観点からhttps://www.rieti.go.jp/jp/publications/pdp/17p033.pdf
強化学習とは
https://ledge.ai/reinforcement-learning/
AI時代到来でベーシックインカムが人類を救う!?
https://english.cheerup.jp/article/5322?page=1
ユニバーサルベーシックインカム (UBI) の説明
https://www.axion.zone/universal-basic-income/
AI時代の到来で気をつけるべきセキュリティ対策とは？
https://eset-info.canon-its.jp/malware_info/special/detail/200218.html
AI技術(機械学習など)を活用したセキュリティ対策とは？
https://www.shadan-kun.com/blog/measure/954/
AIと倫理 – いまAI倫理が議論されている3つの理由
https://ainow.ai/2020/02/20/182887/#AI-4
日本国内の企業が開発！国産AI
https://www.techfirm.co.jp/blog/japanese-ai
【AI事例24選】産業別AIの活用事例
https://ainow.ai/2020/12/17/246963/#i
AI導入の教科書 秀和システム ビジネスの構築から最新技術までを網羅 AIの教科書 日経BP
いらすとや https://www.irasutoya.com/ ICOOON MONO https://icooon-mono.com/
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クラスタリングとは | 概要・手順・活用事例を紹介
https://ledge.ai/clustering/
機械学習アルゴリズム選択ガイド
https://blogs.sas.com/content/sasjapan/2017/11/21/machine-learning-algorithm-use/
deepINSIDER
https://www.atmarkit.co.jp/ait/subtop/di/
経営戦略立案の手順
https://meguroand.co/strategy/strategy-planning/
ユーザー企業が主導するAI利活用促進に向けて
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/10145.pdf
ＡＩの利用等を巡る産業等の構造
https://www.soumu.go.jp/main_content/000597611.pdf
ITとは？AI（人工知能）とは？
https://aizine.ai/it-ai-0625/
よくわかるIT業界地図
https://tech-camp.in/note/careerchange/54888/
AIビジネス国内市場
https://www.fuji-keizai.co.jp/press /detail.html?cid=19039
Global IT Spending to Reach $3.8 Trillion in 2019
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-01-28-gartner-says-global-it-spending-toreach--3-8-trillio
総務省トップ＞政策＞白書＞28年版＞ICTの進化
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc111210.html
総務省トップ＞政策＞白書＞28年版＞人工知能（AI）を利活用した事例
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc142210.html
DSスキルチェック
http://www.datascientist.or.jp/dssjournal/ds_skillcheck/
データサイエンティストに必要とされるスキルをまとめたスキルチェックリスト
https://www.datascientist.or.jp/common/docs/skillcheck.pdf
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1.IoTの基礎知識
1.IoTの基礎知識
(1)IoTとは何か
(2)産業分野のIoT
(3)家庭のIoT
(4)IoTの未来

第1章では、IoTの基礎知識をまとめます。

2

2

1.(1) IoTとは何か

of

Things

大胆な表現で、「今までインターネットにつながらなかったモノがつながるようになった」技術のこと。

IoTとは、 Internet of Thingsの略称から、“モノのインターネット”と例えられる。

Internet

アイ・オー・ティー

Iot

インターネットとつながったモノ(機器)

3

この世の中のあらゆるモノをネットワークにつなげる技術が、現在は劇的な進化を遂げてきている。

IoT(アイ・オー・ティー)とは、”Internet Of Things”の略称で、直訳すると「モノのインターネッ
ト」のことです。
インターネットとつながった”もの”の技術は、生活やビジネスシーンにも広く登場するようにな
り、今や世の中のあらゆるモノをネットワークにつなぐことができる時代がきているといっても
過言ではありません。

3
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1.(2)産業分野のIoT
[IoTが産業界にもたらした数々のインパクト]

[建築業]
建築業におけるIoTは、「現場の視点」と
「利用者のための視点」とがある。
現場の視点では、建築現場の作業の可視化や
効率化、省力化のIoTの活用。
利用者のための視点は、建物だけでなく、
建築物を含む街区全体の付加価値を高める
スマートシティなどの取り組みの活用。

[デジタルマーケティング]
デジタルマーケティングは、Webサービスのみならず、EメールやSNS、アプリと
いったデジタルデータを活用したマーケティングのこと。
IoTによるデジタルマーケティングの進化で消費者に合わせたマーケティングが
可能となる。
IoTによるネット通販の拡充化、「IoTショッピングカート」による購買促進。

[物流生産]
国交省の資料「物流産業革命」ではIoT、
AI、ビッグデータの活用で、物流事業の労働生産性を
2割程度向上させるのが目標。

[交通機関]

4

日々利用する交通機関の利便性を向上するために、
運行状況を可視化して配信する、より精度の高い
ロケーションサービスへの期待も。
また、世界各国の企業ではGPS搭載の車から
得られるデータを収集・分析して渋滞を
緩和するための運行管理するシステムの開発が
行われている。

IoTの発展が、産業にあたえた影響は計り知れないものがあります。
物流生産の事業では、IoTの他にAIやビッグデータの技術を駆使して労働生産性の向上に成果を収
めました。
流通やサービス業では、デジタルマーケティングの成長の鍵としてIoTの注目が集まっています。
人員不足や労働そのものの危険性が課題となっている建築現場では、効率化と危険を未然に防ぐ
ことを目標にしたIoTの導入がすすめられています。
交通渋滞は、新興国を中心に深刻な社会問題となっており、経済成長を損なう要因として問題視
されています。
この問題を緩和するために、IoTを活用した運行管理への取り組みが注目をあつめています。
また、日常的に利用するバスや電車は、法定速度や渋滞、事故、工事、天候などといった不確定
要素で運行が左右されます。
IoTでこういった課題に対応する高度なロケーションサービスに対する利用者のニーズは今も高
まっています。

4

1.(2)産業分野のIoT

[IoTで介護現場の負担を軽減]

[IoTで変わる医療・介護産業]

ベッドや天井にバイタルセンサーを装着し、介護者の
脈拍・呼吸・体の動きを検知して異常を検知する
「見守りシステム」。
専用機器を装着して内臓の動きをモニターし、排尿の
タイミングを教えてくれる「排泄予知システム」など。

[介護の人手不足をIoTで解消]

介護職員にとって、肉体負担の大きい
入浴介助を行うロボットや、入居者ごとの
特性にあわせたケアプランを作成するAIなど
介護職員の代わりに業務を行ってくれる
製品の実用化に向けた実証実験も始まっている。

[IoTで医療が変わる]

民間のIT企業が遠隔診療に対応したオンライン
サービスを次々に展開。
最近では「、スマートフォンやタブレットなどの身近な
IoT機器にアプリをインストールして、ビデオ通話や
音声通話で診察をうけることができる。

[IoTでペットのヘルスケア]

5

首にICタグを取り付けてスマートフォンで遠隔監視したり、
GPSセンサーによる位置確認、カロリー計算などの健康管理を実現。
外出中も自動給餌器で適切な量の餌を与え、インターネットを介して
猫の顔認識や健康管理ができる。
異変があれば飼い主に通知する機能も。

先進諸国の中でも高齢化が進む日本では、介護を必要とする高齢者が増加しています。
現在、介護現場で働く介助者や在宅介護に取り組む家族にかかる負担をIoTテクノロジーで軽減し
ようという取り組みが本格化しています。

そして、人材不足が深刻な介護業界は少子高齢化の影響でこれまで以上に介護職員の負担が増え
ることが予想されており
介護現場の労働環境を改善して人材を定着させるため、IoTを取り入れた新たなケアサービスの研
究が進められています。
こういった数々の課題に、IoTはキーテクノロジーとして期待されているというわけです。

また、医療需要は年々高まっていますが、遠隔地に住む人や在宅療養を希望する人は通院そのも
のが困難という、深刻な地域医療の格差という社会問題に対して
遠隔からの画像診断により、どこに住んでいても高度な医療を受けることがIoT技術で実現できま
す。

日本ではペットとして買われている犬と猫が多くいますが、家族の一員でもあるペットの命も人
間と同じように大事です。
「ペットのIoT」として、外出中も自動給餌器で適切な量の餌を与え、インターネットを介して
ペットの顔認識やカロリー計算などの健康管理を実現します。
このように、ペットと長く健康に暮らすことをIoTが支援します。

5
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1.(3)家庭のIoT
[家の中のさまざまなIoT端末]
[スマートロック]
スマートフォンが家の「鍵」になる。
米国では実用化されていて、日本でも各社が
販売を開始。
また、スマートフォンで簡単に戸締りチェックできる
IoTセンサー「leafee mag」も製品化された。

[Iot化した照明器具]
スマート電球。
スマートフォンと接続することで
手元から簡単に、照明器具の光量や
色味を調整したり、時間を設定することで
睡眠や起床を誘導する目覚ましや
タイマーとして利用できる。

[顔認識セキュリティカメラ]

6

ホームセキュリティの一環。
カメラに顔認識機能が搭載されており、侵入者の
有無を外出先から確認できる。
家庭をより安全な空間へ。

[音声でコントロールできるIoT機器]
スマートスピーカー。
様々なIoT製品を音声で操作できる「スマート
家電の金字塔」として役割が注目されている。
テレビをつける、照明や加湿器を調節する、
掃除機ロボットに掃除をされる…など様々な
操作を、声ひとつで実現できる。

IoT技術を活用した製品は、家庭にも広がってきています。
スマホと連携した「スマートロック」は、離れたところからドアの鍵を遠隔操作することができ
ます。
この機器は、Bluetoothやwi-fiなどの通信機能を持っており、スマートフォンの接近を検知したり、
アプリを操作したりすることでドアロックが施錠されたり解除される仕組みです。
近年は、スマートフォンで操作できるIoT家電が増えてきています。
これまでの家電製品ではできなかった詳細な設定が可能になり、自分の好みやライフサイクルに
あわせた使い分けができます。
照明器具では、LED電球をIoT化することで、シーンにあわせて電球色から昼光色へといった調光
調色が可能となります。周辺の明るさを検知してその時々の最適な照明に設定してくれるなど、
従来の照明機器にはなかった機能が搭載されています。
そして顔認識セキュリティカメラや、ドアや窓に取り付けるセキュリティーセンサーを利用する
ことで、侵入者や戸締りの状況を外出先から確認できます。
「Webカメラ」といった撮影した画像にアクセス可能なリアルタイムカメラ機器は、外出先から
家の中の状況を確認できて防犯などに有効です。
最近はエネルギー消費のみならず、家の中の様々な機器をコントロールする端末も登場していま
す。
スピーカー型で人の声を認識し秘書のように受け答えしてくれるもの、小型ロボット型のもの、
シンプルなスイッチのものなど各社さまざまです。
また、省エネや環境意識の高まりにより、住宅内の家電やエネルギー消費機器の状態を可視化・
制御し、エネルギー消費を最適化する仕組みは「スマートハウス」と呼ばれ、近年普及しつつあ
ります。

6

1.(4) IoTの未来

サイバー空間

AI

サイバー空間と実世界は別世界だった

実世界

7

2つの世界を、自由に往来できる

データベース

アプリケーション

[これまでのサイバー空間に『つなぐこと』ができた時代]

サーバ

サイバー空間

専門家の技術

[実世界とサイバー空間が『融合する』時代]

実世界

CPU

IoT技術の登場により、あらゆる分野で適用が本格化しつつあります。ということは、私たちを取
り巻く環境は急激に変化するということでもあります。
ソフトウエアからハードウェアまでさまざまな技術が用いられる未来に取り残されないためには、
従来の考え方や取り組みの仕方を大きく見直す必要があります。

IoT化によって実空間の現場で起きている出来事がデジタル化され、デジタル化されたデータは距
離を超越して、正確に素早く伝わって多面的に分析され、人を介して実空間とサイバー空間に
フィードバックされます。
IoTの道具や環境は整ってきていますが、実際の日本企業の理解度、活用度ともに現在では世界に
乗り越されている状況です。

この技術がテクノロジーの主流になることは間違いないですが、傍観しているだけでは流れには
乗れません。
IoTビジネスの創造はさらに加速しますが、何もないところから”モノ”を創造するということは、
不確実性が高く見通しの立たない作業の連続でもあり、簡単でないものの
活用できる方法論は無限にあるといった側面もあります。

7
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2.IoT活用事例
2.IoT活用事例
(1)スマートホーム
(2)スマート家電
(3)クルマのIoT化
(4)ヘルスケア・スポーツのIoT化
(5)医療のIoT化
(6)農業、林業、水産業のIoT化
(7)工業分野のIoT化
①製造工場のIoT化（KOMTRAX等）
②エネルギー管理システム
③インダストリアル・インターネット

8

2. (1)スマートホーム

スマートホームとは、簡単にいうと「IoT技術が組み込まれた家電や設備を利用した家」のこと。

照明

通信

温度

見える化

電気設備を
かしこく
最適制御

快適な空間を作り出すスマートホームに加えて、消費する電力を可視化して省エネの実現と連携
できるような仕組みが注目された背景には、2011年の福島原発事故があります。
震災を機に、電子力に代わる代替エネルギーが模索されはじめたのがきっかけとなり、
2012年に内閣府によって発表された「グリーン政策大網」によって、政府は2030年までに震災前
の基準を上回る25%のエネルギー自給率への回復を目指しています。
そして家庭のエネルギー消費に関してて2030年までにHEMSを全世帯に普及、2030年までに530
万台の家庭用燃料電池の導入を目指すとされています。

そして自然災害が多発する近年では、省エネ、創エネ、畜エネが重要視されています。
この取り組みで注目されているのが、エネルギーを管理するシステムである「HEMS(ヘム
ス:Home Energy Management Systemの略)」です。
住宅にこのHEMSを搭載することで、家庭内で使われている電気やガスなどのエネルギー使用量、
発電量、蓄電池の電池残量などをリアルタイムに把握できるようになります。
電力の使用状況が可視化されるため、消費電力の節約につながり、電気使用の無駄を省くことが
できます。
さらにエアコンや照明などの電源を切り替えたり、設定温度や明るさの設定を変えたりといった
制御も可能なため、大きな省エネ効果も期待できます。

例えば、朝起きるとカーテンが開き、エアコンが空調を開始する…といったように、IoT技術が組
み込まれた家電や設備を利用した家のことを、スマートホームと呼びます。
ほかにも、スマートフォンで鍵を開閉したり、照明を調節したり、子供やペットの見守りをした
りと、私たちの生活スタイルに応じて、様々なことを自動的に行ってくれます。
スマートホームは、家の中の見守りから家電の自動化までを提供します。

9

スマートホームは生活の快適化、HEMSは家庭内のエネルギー管理に重点を置いている。

太陽光発電と蓄電池で節電。災害・停電などに備える
エネルギーの「見える化」で節電の意識を高める

[HEMSができること]
スマートメーターによる電力の「見える化」
電力使用量や気象によって、エアコン等の制御を「自動化」
エアコン、照明、床暖房などの設備をモニターで一括操作

HEMS(ヘムス:家庭内のエネルギーを管理システム)が、近年注目を集めている。

電気

第2章では、IoTの活用事例をまとめます。

8
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2. (2)スマート家電
スマート家電とは、IoT製品のうち家電に属する製品のこと。

夕飯時に、保存食材から
レシピの提案。
常備品の買い足しを助言。

洗濯機や冷蔵庫、スマートリモコンなど多彩な製品が登場している。
洗濯物干しのアドバイスや、
洗剤や柔軟剤の最適な
分量を自動で投入。

遠方に暮らす高齢者の見守りとしての活用化も。

本来は水道の使用状況の管理に利用する
目的のIoT浄水器も、
高齢者のプライバシーに配慮した見守り
サービスとして応用できる。

IoT製品のうち、家電に属するものがいわゆる「スマート家電」といいます。

スマホひとつで、
家中の家電の操作ができる。

10

Iot洗濯機では、住んでいる地域の天気情報を取得して、洗濯物干しのアドバイスやヒントを知らせてくれたり、衣
類の汚れに合わせて選択コースを調べたりするなど便利な機能があります。
また、洗剤や柔軟剤をあらかじめタンクに保存しておき、戸外から選択の指示を出せば洗濯物の量に適した分量
の洗剤が自動的に投入させる製品もあります。
その都度洗剤を入れる必要がなく、予約運転も可能なため、朝のうちに洗濯機に洗濯物をいれておけば帰宅時
間にあわせた選択が可能になります。
IoT冷蔵庫では、冷蔵庫の開閉を検知して生活リズムを把握し、夕飯の支度時間になると保存されている食材
からレシピを提案してくれたり、常備品の買い足しなどをアドバイスしてくれます。
食材の買い忘れや無駄な買い足しの防止にもつながり、買い物がよりスマートになります。
「スマートリモコン」は、乱雑しがちなリモコンをスマートフォンからまとめて操作できるIoT製品です。
家の外でも操作が可能なので、例えば旅行先でスマートフォンから家の電灯をオンオフできるため、留守中の防犯
対策にもなります。
また、センサーを搭載したIoT浄水器も実用化されつつあります。
カートリッジの交換時期をスマートフォンに通知してくれるほか、注目されているのが高齢者の見守り機能です。
生活に欠かせない水道の使用履歴を「見える化」できるということは、水が出しっぱなしだったり、長時間使われて
いないといった「異常事態」の発見につながります。
離れて暮らす高齢者を見守るIoT製品は何種類かありますが、この場合は、居間など生活空間にカメラやセン
サーを取り付けるよりもプライバシーに配慮した製品といえます。
将来、家電同士の連携が実現できればもっと機能の幅が広がるでしょう。

10

2. (3)クルマのIoT化

タイヤのIoT技術で運転の安全を確保する。

！

運転時の路面状況を
タイヤから検知して
安全運転を補佐する。

ハッキング被害では
ドアロックを解除されたり、
EV充電を枯渇されたりといった
事例も・・・

遠隔操作で
充電の電力量を調整する。

充電スタンドのIoT化で遠隔から、安全や電力の供給を制御する。
漏電を監視。
あぶないときは電力供給を
自動ストップする。

便利な反面、セキュリティの課題も・・・

先進技術のため、現在は
取り締まりの
明白な法律が存在しない。

11

世界における電気自動車の普及に伴うかのように、運転サポートの技術の進化もめざましいものがありま
す。これらの技術革新とそろえて、IoT技術でも様々な試みがなされています。

タイヤの開発・販売で知られる株式会社ブリヂストンは、自動車用タイヤのIoT化を進めています。
「CAIS(カイズ)」は、タイヤの内側にセンサーを取り付けることで、リアルタイムに路面状態を検知でき
る技術です。
タイヤによって判別された情報はクラウドに送られて瞬時にドライバーに通知されます。これによって運
転時の路面状態をリアルタイムに知ることができるため、安全な運転を実現することが可能となります。

北海道など積雪量の多い地域では、路面凍結防止剤の散布が欠かせません。そこで着目されたのがこの
CAISです。

また、電気自動車の充電スタンドにもIoT化が及んでいます。
電気自動車の普及に伴い充電スタンドの設備も必要となる昨今、代表的な製品では、豊田自動織機が提供
する「EVC2」があります。
この充電スタンドには、危険な過電流や漏電時に自動的に電流をストップする安全装置がついています。
ほかにも遠隔地からの「利用状況管理」「状態監視」「設定変更」などの機能があります。たとえば、遠
隔からの充電のための電力量を制御したり、充電設備全体のピーク電力を抑制したりできます。

ただ、電気自動車におけるIoT活用においては、セキュリティ面の課題もあります。
サイバー攻撃によって制御を乗っ取られるリスクは、運転そのものの安全をも脅かします。ほかにも、た
とえば第三者がドアロックを解除させたり、電気自動車に対してはバッテリー内の電気を枯渇させること
で走行不能にさせるといった事例があります。

セキュリティ対策を施せば、コストも当然かかりますが、現在はセキュリティ強化のための明確な基準が
ないため、対策は各社のポリシーにゆだねているといった状況です。

11
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2. (3)クルマのIoT化
車と車がIoT技術でつながるコネクテットカー
緊急速報を開始しました
オペレータに接続します。

この先渋滞があります
最適な経路に変更します。

ヘッドランプシステム故障
販売店で修理してください。

自動車がIoT化すれば事故防止につながり、安全運転が推し進められるようになる。
人とモノの移動を考えるモビリティサービスへと、クルマの新しい概念が生まれる。

コネクテットカーが普及すれば、クルマそのもの、そして社会も大きく変わる。
12

インターネット技術を搭載した自動車のことをコネクテットカー（接続されたクルマ同士）とい
います。
走行速度やブレーキの頻度、周辺の交通状況といった車内センサーから得られるさまざまな情報
をクラウド上のデータベースに送信し、ネットワーク上で分析します。
コネクテットカーには主につぎの３つの機能があります。
１つ目は、「緊急通報システム」です。
エアバッグが作動したり、車両に搭載されているセンサーが事故を検知すると自動で警察や消防
に通報してくれる仕組みです。
これはコネクテットカーの中でも最も注目を集めているシステムです。
さらにカーナビなどで使われるGPS機能と連動しているため、事故が起きた場合にドライバー本
人が通報できない場合でも迅速な対応が可能です。
２つ目は、「テレマティクス保険」です。
テレマティクス技術を活用して、自動車や運転データを取得・分析し、それをもとに事故発生率
を計算して保険料を算定する仕組みです。
加減速の回数やブレーキの回数、運転傾向などの詳細な情報を分析するため、安全運転への意識
向上も期待できます。
3つ目は、「盗難車両追跡システム」です。
所有する自動車の盗難が判明した場合に、その自動車の位置を追跡できるシステムのことで、異
常を検知した場合には、その所有者に通知してくれます。
分析されたデータをフィードバックすることで、運転支援や危険な状況の検知に活用するといっ
たことができます。
コネクテットカーは毎日の運転を変えるだけでなく、自動運転の安全性や利便性を向上してくれ
るものとして今後さらなる発展が期待できます。

12

2. (4)ヘルスケア・スポーツのIoT化

13

(※バイタルデータ:人体から取得できる生体情報のこと)

手首の装着型(スマートウォッチ・リストバンド)

腕に装着する製品は
スポーツやヘルスケア領域との
相性が◎

頭に巻く型(ヘッドバンド)や、眼鏡型(スマートグラス)

健康への意識を高めるウェアラブル端末(＝身に着けるデバイスのこと)

首かけ型(ネックレス)

衣服タイプや、シールの装着型

靴型、くつした型

将来的には

デバイスから収集できる情報を集めて
大量のデータとつきあわせAIと活用することで、多角的に分析することが可能となる。

ヒトの体のあらゆる場所にセンサーを取り付け、脈拍・呼吸・体温・動作など
さまざまなバイタルデータを収集し、健康管理に役立てることができる。

ウェアラブル端末

「人生100年時代」と言われるようになり、健康への関心がますます高まっています。
IoTの世界でも健康の分野でたくさんの製品やサービスが登場しています。

現在では、ヘルスケアと相性のいい「ウェアラブル(装着タイプの)端末」が多く誕生しています。
ウェアラブルとは使用者が身につけるデバイスのことで、眼鏡や時計、服など様々な形、素材のデバイスがあり、社
会の認知も進んでいます。
消費者が身に着けて使用するため、普及すれば最も身近なIoTデバイスとなる可能性を秘めています。

これらの端末は装着する部位によって役割が異なります。
服に装着するタイプは心拍などのライフログ、移動距離や歩数などの行動データを取得し、スポーツやヘルスケア領
域での活用が行われています。
また、頭部に装着するデバイスのうち、眼鏡型のデバイスでは、使用者の視覚情報にデバイスから追加情報を表示す
ることで各種作業の効率化や負荷軽減が期待されます。

スマート歯ブラシは、加速度センサーによって歯磨きの動作データを取得し、Bluetoothを介してスマートフォンに
情報を送信することができる端末です。
サンスターから販売されている「G・U・M PLAY」は、プレスリリースによると「口内の位置を16分割して認識し、
独自のアルゴリズムによって歯磨きを数値化・記録」できるとされています。
歯科衛生士のブラッシング動作に近いかどうかで磨き具合を採点する専用アプリ、歯磨きの時間や磨き具合を記録、
管理できる機能が搭載されています。
普段はわかっていても、多忙な時期などに、おざなりになってしまう歯磨き習慣を「見える化」することで、口の健
康への意識が変わる製品といえるでしょう。

ウェアラブルデバイスでは、人の動きや脈拍、脳波といったライフログの収集が可能です。体に装着するだけでなく、
体内に埋め込むようなデバイスも出現しています。
今後は、ウェアラブルデバイス利用者の情報を分析し、より高度な示唆を提示することが可能と考えられています。
例えば、眼鏡型のデバイスから集めた視線の動きの情報と脳波などから測定した疲労度の関係を分析することで利用
者に疲労度を通知し、休息を促すデバイスも登場しています。
デバイスから収集できる情報を集めて、大量のデータとつき合わせAIと活用して多面的に分析することで、利用者が
気づいていない身体の変化を検知したり、利用者がとるべき最適な行動をアドバイスするといったサービスも将来的
に登場するかもしれません。
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2. (4)ヘルスケア・スポーツのIoT化
スポーツの分野でもIoTは積極的に取り入れられている。
[スマートフットウェアで、ランニングフォームを分析]
靴型のウェアラブル端末で
ランニングフォームを分析

[センサー内臓のボールで選手の投球を可視化]

！

センサー内臓のボールなら
装着なしでも
投球データを見える化できる！

[ラケットにセンサーを取り付けてプレーを可視化]

スポーツの分野でもIoT技術は積極的に活用されはじめました。

センサー内臓のテニスラケットと
コートビューカメラ機能を
あわせたサービス

14

靴型の製品「スマートフットウェア」があります。
これは靴に内臓されたセンサーモジュールに、コンピュータと加速度センサー、角速度センサーが搭載されており、ランニング
フォームを分析することができます。
「着地法」「プロネーション」「接地時間」「スライド」「ピッチ」の５つのランニング指標を計測でき、取得したデータは専用
のスマートフォンアプリとデータを同期することで「見える化」が実現できます。
ウェアラブル端末はスポーツの分野では、装着感がプレーを阻害する恐れがありますが、つぎに紹介するタイプの製品は使用者の
妨げにならないという利点も備えています。
野球をしている人であれば、一度は自分のボールの投げ方が正しいのか疑問を持った経験があるのではないでしょうか。
硬式野球ボールの内部にセンサーを取り付けたボール型のIoT製品があります。
この製品は、ボールを投げたときにセンサーが腕の振りの強さや強度、そして回転数などを計測してくれます。
取得したデータはBluetoothでスマートフォンに送信することができ、利用者はスマホのアプリケーションを介してさまざまデー
タを確認できます。
このデバイスを活用して投球をデータ化すれば、科学的根拠に基づいた指導を行うことができるようになります。
これまで言葉と動きだけで説明をしてもうまく選手に伝わらなかったという経験がある指導者にも、こういった問題を解消し、画
像やグラフでより分かりやすく説明できるというメリットが期待できます。
ひと昔前ならば、選手のパフォーマンスをデータ化して戦術構築に活用するのはプロ選手の専売特許だった技術が、IoTの導入で
一般アスリートにも「見える化」ができるようになりました。
また、プロの世界ではさらにすすんで、選手に関連するデータをクラウドに貯蓄してビッグデータ化することで、フィットネスや
疲労度を診断するサービスも浸透しています。
テニスの分野では、ソニーが開発した「スマートテニスレッスン」があります。センサーを搭載したラケットと、コートビューカ
メラを活用したサービスです。
レッスンごとにショットデータを記録してスマホアプリに送信します。レッスン時に撮影された自分のフォームをスマートフォン
で確認したりとさまざまな形でフィードバックを行えるようになります。
これまでテニス指導を行う場合は選手とコーチがコート上にいるのが当たり前でしたが、このサービスがあれば離れた場所から
コーチが映像を確認することができるため、遠隔レッスンも実現可能です。
さらにIoT技術は競技やトレーニングならず、テレビを主役としてきた観戦スタイルの常識をも変える試みなど、スポーツの世界
にも多様な革新が起きていることは確かです。
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2. (5)医療のIoT化

オンライン診療

処方箋・薬を配送

・安心感がある
・情報量が多い
・リアルタイムに処方を受けられる

対面診療

・情報が限定される
・安心感が得られにくい
・薬を受け取るまでに時間がかかる

・医療費が安い
・通院せずに手軽に受診できる
・待ち時間が軽減できる

遠隔診療

オンライン上の医師

IoT技術を活用した「遠隔診療」が注目を集めている。
[遠隔診療のイメージ]

患者

メリット

・待ち時間が長い
・通院に手間がかかる

[対面診療と遠隔診療のメリット・デメリット]

デメリット

アプリなどを通じて測定した
健康データを分析

スマホや
ウェアラブル端末

医療機関

利用者には、日ごろから健康意識を高める習慣づけを促進

健康管理アプリ

現在、医療業界は機関と患者をIoT技術で結んで、精度の高い治療を提供するスマート化を推進している。

医療機関

医療の未来は、IoT技術によって「予防医療」への第一歩が踏み出せる。

15

2018年の診療報酬改定により、保険適応でオンライン診療が受けられるようになりました。
オンライン診療とは、文字どおり医師と患者がデジタル機器を利用して問診や診察を行うことです。これにもIoT技
術が活躍しています。

前節で紹介したウェアラブル端末は患者のさまざまな生体データを取得し、クラウドで共有できます。
これにより医師は離れた場所にいる患者の健康状態の推移を把握できるようになります。さらにスマートフォンの普
及によって手軽にビデオ通話が可能になったことで患者が通院せずに診察することが容易になりました。

対面診療を補完するオンライン診療システムも導入がすすんでいます。
スマートフォンに記録した体重、血圧、脈拍といった生体データを確認できる「モニタリング」、問診票を診察前に
入力してもらう「オンライン問診」、ビデオ通話によって診断する「オンライン診療」の3つの機能があります。

通院が困難な患者の時間的、精神的、身体的な負担をへらすことは、患者にとって本来必要な治療の離脱を防ぐとい
う効果もあります。
また、事前に用意されたモニタリングやオンライン問診によって患者データの質と量を増やすとともに、医師と患者
の双方向コミュニケーションを深めることで、診療の質を高めることが可能です。

医療業界が将来に目指す「予防医療」。
その前段階として、医療業界では現在IoT機器を使って医療機関と患者の双法を結んで「見える化」を図り、より良
い精度の高い治療を提供するスマート化を目指しています。

医療技術の発展により、かつては不治の病とされた「がん」ですら、早期に発見することでほぼ完全に治療すること
ができるようになりました。
しかし、従来の病気になってから治療する、という医療方針では早期発見・治療の実現は困難です。
そこで現在、現行の医療方針からIoTテクノロジーを取り入れた医療の「見える化」へと方向転換が進められていま
す。

病気の早期発見を行うには、利用者も常日頃から健康意識を高めていくことが必要です。
例えばインタネット機能を備えたヘルスケア機器などで測定した健康データをスマートフォンやウェアラブル端末な
どの身近な機器で可視化できるサービスの活用で、健康への意識づくりに役立ちます。
単純にデータを可視化するだけでなく、アプリを通じて医療機関と連携し測定した健康データを分析してアドバイス
をもらえるサービスも登場しています。
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自動走行トラクター

2. (6)農業、林業、水産業のIoT化

気象センサー

LTE通信

漁業データ

海洋では、「スマートブイ」を
活用した漁業を実現。
スマートブイは、各種センサーや
通信機能を搭載している。

農業では、田畑に設置したセンサーで
気象状況に応じた耕作を実現する試みが行われる。

漁獲量表示アプリ

水産業では、海洋状況に応じた出漁を活用。
さらに、GPSで海洋資源の保全活動も行われている。

電子基準点

林業では、広大な森林の効率化のため
ドローンや3Dスキャンでの資源管理が
普及している。

16

私たちが普段の食卓で口にしている野菜や果物、魚など一見IoTとは無縁のようにみえるものでも、近年で
はセンサーなどのデータを活用した品質向上や作業効率化など、IoTを活用した取り組みが広く行われてい
ます。
農業分野では、農業従事者の経験値の依存が高く、近年の異常気象や突然の気候変化に対応することは困
難です。
また広大な田畑を隅々まで見回り、作物に異常がないか確認することにも大変な労力がかかり、従事者の
高齢化も、それに滑車をかけた問題となっています。
こうした課題に対し、田畑に設置したセンサーを用いて温度、湿度、風向きなどを常時監視し、遠隔地か
らの異常検知や予兆への対応により、収穫量を安定させ、異常気象にも迅速に対応する取り組みが始まっ
ています。
林業でも広大な森林を効率よく管理するためにドローンを用いた測量や3Dスキャンした森林のデータから
利用可能な資源量を推測する技術も普及し始めています。
水産業の分野でも、水温、潮流などのデータを活用して漁がおこなわれています。
また、漁船にとりつけたGPSを活用し、どの漁船がどの漁船で活動しているのかモニタリングすることで
海洋資源を保全する活動も行われています。
IoT技術を活用することで、従事者が培ってきた勘と経験を数値データとして見える化し、後継者がスムー
ズに農業、漁業などの知恵を学び、第一線で活躍できることが期待できます。
そのうえ、生産から消費まで流通をトレースすることで、食の安心安全を追及できます。
さらに農業工場を発展させると、単に収穫効率をあげるだけでなく、工場内で世界各地の土壌成分や気象
条件を再現することで、異なる地域の生産物をその場で栽培収穫するといったことも可能になります。
IoTを活用すると、日本の生産ノウハウを海外の広大な農場や森林の管理に活かすことが可能になり、日本
の土地制約から解放されることにつながるかもしれません。
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2. (7)工業分野のIoT化①製造工場のIoT化（KOMTRAX等）

製造業では、実ビジネスレベルの導入実績が数多い。

部品発注

[BIMMS]

データベース

作業指示

17

サテライト工場端末

MRP※情報

在庫情報

事務所端末

部品構成

受注情報

武州工業株式会社の独自生産管理システム「BIMMS」もその成功例の１つである。

1個流し生産の現場
IoT
機械動作
情報収集装置

受注管理

出荷管理

実績管理

スマートフォン
品質情報

在庫管理

※MRP:工場などで使われる生産管理手法の１つである「資材所要量計画」のこと。

製造業では、実ビジネスレベルの導入実績が数多く出始めています。
IoT導入にはいくつかのステップがありますが、機械の稼働状況や生産工程の「見える化」がその第一歩といわれています。
そして今、製造用の導入事例で広がりをみせているのが、やはりこの「見える化」なのです。

「見える化」のプロセスは、まず機械に取り付けられたセンサーからデータを収集し、クラウドに送られます。
送られたデータは統計的手法により分析され、数値やグラフとなって傾向や状態を視覚化し、工場内の端末や事務所、取引先の企
業の端末などで見ることができます。
ここまでが「見える化」の基本ですが、IoT導入の次のステップとしては、それらの視覚データをもとに、さらなる分析を行い、
「自動制御(自動化)」や「最適化」などへと進化していくのが一般的です。

従来、製造現場では改善活動の一環として、「三現主義（現場に出て、現物をさわり、現実を知る）」「アンドン（生産ラインの
天井に設置されたランプの色によって遠くからでも視覚的に異常を知ることのできるシステム）」などを活用してきた背景があり
ます。
これらの取り組みを、デジタル化したものがIoTを活用した「見える化」です。そのため、製造現場でも抵抗なく受け入れられて
いるのでしょう。

「見える化」の内容についても、質の高い製品やサービスが増えています。
現場で取得できるデータの基盤は同じでも、作業員と工場長や経営層では欲しい情報が異なります。
このように階層ごとに情報を分ける仕組みなども実装されてきています。

一方で「まずは簡単に見える化を実現したい」ニーズにこたえるソリューションも数多く登場します。

武州工業株式会社では「BIMMS」という独自の生産管理システムを使っています。
同社は自動車・医療・介護用品などで使うパイプの製造を主として手掛けていますが、このシステムを使うことにより大きな成果
がでているといいます。

「見える化」の工程としてはまず、成型機に装着された中古のスマートフォンの３軸センサーからデータを習得し成型機の状態を
把握します。
その一方でラズベリーパイで自作した「機械動作情報収集装置」が機械の動作状況を把握、これら２つの装置から収集されたデー
タはクラウドによって送られたサテライト工場や事務所の端末で「見える化」されます。

スマホとラズベリーパイといった安価な機器を利用することで、低コストでIoTを活用し「見える化」を実現した成功例といえま
す。
このBIMMSの成果は大きく、「設備コストは市販で設備を購入した場合の４分の１以下になり、注文から納品までのリードタイ
ムが72時間から48時間まで減少。作業時間が半年で2割も縮小された作業もあり、情報化によって品質も安定した」というめざま
しい成果が出ているとのことです。
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2. (7)工業分野のIoT化①製造工場のIoT化（KOMTRAX等）

位置情報や稼働時間、
電池残量、故障情報など

18

部品点検、保守点検、
保険サービスなど

販売店

建築機械にIoT技術を導入した「KOMTRAX」も、着実で長期的なシェアを伸ばしている。

レンタル会社

効率的な配車や
稼働率の向上

KOMTRAX搭載の機器

IoT技術を活用した製品・サービスと開発を実現したらビジネスにそれをどう活かすかかが、重要
な鍵です。
ここでは、IoTによって新たな収益をもたらすビジネモデルの構築に成功した事例の
「KOMTRAX(コムトラックス)」を紹介します。
KOMTRAXは、建築機械メーカーの小松製作所が展開しているIoT導入システムです。
建築機械にIoT機器を取り付けて、車両の位置、稼働時間、稼働状況などのデータを収集・分析し、
現在地や燃料残量、故障情報などを教えてくれます。
必要に応じてモニタリングしたり、エンジンを遠隔操作して停止させたりすることも可能です。
建築機械の故障を正確に予測してすばやく対応することで稼働率を上げたり、保守サービスの費
用を削減したりできるだけでなく、盗難対策にもつながります。
また、単純に建機を販売・レンタルするだけでなく利用データから商品の改善にも役立てられる
など、小松製作所と顧客の双方に多くのメリットがあります。
このシステムが評判を呼び、現在世界で約30万台もの小松製作所の建築機械が活躍しており、着
実に長期的なシェアを伸ばしています。

18

2. (7)工業分野のIoT化②エネルギー管理システム

工業分野のエネルギー管理には、エネルギー使用量の「見える化」が省エネの鍵となる。

[工場をIoT化する試み＝スマート工場]

エネルギー使用量の見える化

メリット

セキュリティ

導入コスト

デメリット

必要なエネルギー量と
無駄なエネルギー量が
具体的に把握できるようになる。

設備異常の早期発見

環境条件や作業者による変動をデータ化 災害時の電力供給対策

19

工業分野の省エネ対策にIoT技術を活用すれば、膨大な情報を一元管理できるようになり、今まで目でみることがで
きなかった「エネルギー」の使用状況が把握でき、より具体的なエネルギー管理が実施できるようになります。
省エネ対策の進捗状況の確認や管理もスムーズになり、効果検証と施策の見直しも簡単になることで省エネで重要な
PCDAサイクルを無駄なくまわすことができ、省エネにかける時間の大幅な削減が期待できます。
そうすることで、本業である経営やモノづくりに注力できることがIoT化のメリットです。

工場でのIoT導入事例としてまず思い浮かべるのは、電力やガス、水などのエネルギー使用量の見える化です。
工場内では電力、ガス、水、蒸気やエアといったさまざまなエネルギーが使用されていますが、生産性や品質が重要
視される工場ではエネルギーを過剰に使用してしまう傾向があります。

そこで注目を集めているのが工場のIoT化です。
IoT化によって、あらゆる機械が持つデータをインターネットを通して集計・分析し可視化することで、見える化し
た情報を元に様々な業務改善が期待できます。
例えば、機械の稼働状況をAIで最適化させることもできます。

しかし、工場全体のIoT化を進めるには、メリットと課題があります。
最大のメリットは、「エネルギー使用量の効率化＝省エネ対策」です。（そのほか、設備不良の早期発見や、作業の
効率化などが挙げられます。）
機械のデータを収集することで、個別の消費電力などが正確に把握できるようになり、消費電力以外にも水やガス、
蒸気といった生産のために必要なエネルギー量が具体的に把握できるようになります。
生産のために必要なエネルギー量が把握できるようになると、事前に使用量の予測が可能になるので、予実管理も容
易になる効果が得られるわけです。

課題は、「導入コスト」「メンテナンスできる人材の確保」「セキュリティ」「災害時の電力供給対策」などが挙げ
られます。
そのうち導入コストは難関といえます。IoT化にはすべての機器をインターネットで接続する必要があります。古い
機械などはネット接続に対応していないこともあるため、機械の交換や改造が必要になるケースも出てきます。
その場合、設備費はもちろん対応する社員の準備など余分にコストが発生してしまいます。これはあくまで一例です
が、工場のIoT化には多大なコストが壁になるケースも少なくありません。
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2. (7)工業分野のIoT化③インダストリアル・インターネット

第三次産業革命

水力や蒸気を用いた
生産設備の機械化

第一次産業革命

現実とサイバー空間を
融合した生産システム

第四次産業革命

電気エネルギーを用いて
一度に大量生産が可能

第二次産業革命

インダストリー4.0とは

電子機器とITによって
生産をさらに自動化

Connected Industriesが重点を置く5つの分野

ものづくり・ロボティクス

バイオ・素材

プラント・インフラ保安

自動走行・モビリティサービス

スマートライフ

世界各国では、未来を見据えた変革プロジェクトが進められています。
ロボット・AI・IoTを活用してさまざまな分野との連携が考案されています。

20

ドイツは、インターネットやAIといったデジタル技術を駆使して社会に革新をもたらそうとする「インダ
ストリー4.0(第4次産業革命)」を発表しました。
第１次では、蒸気機関の発明によって機械製造設備が導入され、作業が人手から機械に変わりました。
第２次では。電力を使うことになったことで、一度に大量生産することが可能になり、第３次ではコン
ピュータが登場したことで指示を与えれば機械が動くようになりました。
そしで、第４次では指示を与えなくても機械自身が判断して動きます。
製造業をデジタル化することで、生産システムを高度化させ、コストの大幅な削減を目指します。
アメリカでは、GEが「インダストリアル・インターネット」という概念を提唱しています。
インダストリーと似ていますが、インダストリアル・インターネットではエネルギー、ヘルスケア、製造
業、公共、運輸など幅広い分野を対象としていることが特徴です。
産業機器をセンサーなどで管理して状態をデータ化し、そのデータを分析することで生産性を向上させよ
うというものです。

20

日本では、産業が目指すコンセプトとして「Connected Industries」を発表しています。
日本の強みである技術力と現場力を生かし、「自動運転・モビリティ」「ものづくり・ロボティクス」
「プラント・インフラ保守」「スマートライフ」「バイオ・素材」の５分野に重点を置いています。
・「自動走行・モビリティサービス」では、データ協調のあり方を早急に整理、AI開発・人材育成の強
化、物流などを含むモビリティサービスやEV化の将来像を見据えた取り組み、
・「ものづくり・ロボティクス」では、データ形式などの国際標準化、サイバーセキュリティ・人材育
成などの協調領域での企業間連携の強化、中小企業向けのIoTツールなどの基盤設備、
・「プラント・インフラ保全」では、IoTを活用した自主保安技術の向上、企業間のデータ協調に向けた
ガイドラインの整備、さらなる規制制度改革の推進、
・「バイオ・素材」では、協調領域におけるデータ連携の実現、実用化に向けたAI技術プラットフォー
ムの構築、社会的受容性の確保
といった目標をそれぞれ打ち出しています。

3.IoTへの取り組み
3.IoTへの取り組み
(1)society5.0
(2)IoT推進コンソーシアム
(3)地域の取り組み
(4)諸外国の取り組み

第3章では、IoTへの取り組みをまとめます。

21
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3.IoTへの取り組み(1)society5.0

さまざまなニーズに応じた
柔軟な対応ができる
スマートな社会になる!

ロボットや自動走行車などの
技術の活用で
人間の可能性が広がる！

society5.0とは、世界に先駆けた「超スマート社会」を実現するための取り組みのこと
society5.0によって実現する社会

遠隔治療によって
健康寿命が延伸。
社会的コストの抑制につながる！

必要な情報が
必要な時に提供され、
時間を有効活用できる！
22

Society 5.0とは、日本政府が提唱する科学技術政策の基本指針の１つで、世界に先駆けた「超スマート社
会」を実現するための取り組みのことです。
膨大な量の情報があふれる現代において、必要な情報を見つけたり正確に分析したりすることは困難です
が、IoTやAIといった最新のテクノロジーを活用することで便利な社会を実現しようとしています。
これまでの情報社会(Society 4.0)では、インターネットで情報を入手し分析するといった活用法が中心で、
それはいわば受け身の姿勢でサイバー空間とつきあう社会です。
それに対してSociety 5.0は、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させ
た社会を構築し、社会課題の解決や経済発展、イノベーションをスピーディに実現していく、いわばス
マートな社会のイメージといえます。
「サイバー空間とフィジカル空間の融合」とは、サイバー空間はクラウドやAI、そしてフィジカル空間は
IoTに対応している空間のことで、これらの融合をいいます。
2章で紹介したセンサーつきタイヤのCAISの場合、IoT化されたタイヤはセンサーによって路面状態を取得
します、これは現実世界（フィジカル空間）で起きている事象です。
そして、取得したデータはクラウドでAIによって判別されます、判別は仮想空間（サイバー空間）で行わ
れます。
判別された結果の情報は、現実世界のドライバーにフィードバックされます、この一連の流れが２つの空
間の融合の実現というわけです。
このような先端技術を生かして、新しい価値を創出し、社会をより良いものにしていくという構想が
Society 5.0の大まかなイメージです。
Society 5.0が実現すれば、すべての人とモノがつながったり、一人一人が快適に暮らせる社会を実現でき
るでしょう。
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3.IoTへの取り組み(2)IoT推進コンソーシアム

23

課題に応じて設置
(当面はセキュリティ、
プライバシー関連)

専門WG

IoT推進コンソーシアムとは、日本政府による積極的な、IoT推進の取り組みのこと。

支援委員会

先進的なモデル事業の創出、
規制改革などの環境設備

IoT推進ラボ
(先進的モデル事業
推進WG)

IoT推進コンソーシアム

[IoT推進コンソーシアムの組織構成]

技術開発WG
(スマートIoT
推進フォーラム)
ネットワーク等のIoT関連
技術の開発・実証・標準化
など

各Iotプロジェクトに対するアドバイス、
規制・制度に関する政府提言等を行う。

IoT技術のさらなる躍進を目指して国の政策として立ち上げたのが、このIoT推進コンソーシアムです。
日本において、ものづくりやビジネスの立場から国内の産業を支援しているのは経済産業省です。経済産業省と総務省が
産学と連携してIoTに関する企業の取り組みを支援します。

IoT推進コンソーシアムの組織構成を、簡単に図示（図を参照）しています。

大きく技術ワーキンググループ（以降、WG）、専門WG、IoT推進ラボによって構成され、その中でもIoT推進ラボは民間
に向けたイベントや企業の支援などを行っています。
IoT推進ラボの運営では、三原則として成長性・先導性、波及性（オープン性）、社会性を重視しています。これらは、同
組織が運営する規格の評価基準でもあります。そしてこれらに基づき、個別のIoTプロジェクトをイベントなどで発掘・選定し
ています。

IoT推進ラボによって選ばれた団体は、企業連携・資金・規制の面から徹底的に支援を受けられることになっています。
そして政府としての立場から、大規模な社会的実装に向けて規制改革・制度形成などの環境整備を行っています。
具体的には企業間の連携支援策として、業種・企業規模・国内外の垣根を超えた企業連携を推進し、プロジェクト組成を
促進する場（マッチング等）も提供しています。
そしてIoTの実装プロジェクトに関しては、それぞれの性質に応じた支援金を提供しており、実業化に向けた先進的短期個
別プロジェクトと社会実装に向けた中期的社会実装プロジェクトに分けています。

IoT推進ラボと経済産業省の合同企画として行われているIoT Lab Selectionでは、優れたIoTプロジェクトの発掘を目
指しており、ここで賞を受賞した団体は支援援助や専属メンターによる支援をうけられます。
さらに同企画では規制改革の推進を行ってもおり、政府関係機関、大手金融機関、ベンチャーキャピタルなど、強力な援助
を受けられることが見込まれます。

このように現在、日本でも政府が主導してさまざまな側面からIoTの社会への普及を支援する取り組みをしています。
大々的な組織が構成され多種のプロジェクトを振興させていることから、本腰を入れてIoTに力を入れている様子が伺えます。
IoTが一過性のトレンドではなく、これからのインフラを担う重要な技術であることが、この取り組みからもわかります。
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3.IoTへの取り組み(3)地域の取り組み

「地方版IoT推進ラボ」マークの使用権付与

地域版IoT推進コンソーシアムに選定されると、次の支援が受けられる。
メルマガ、ラボイベント等によるIoT推進会員
地域のプロジェクト・企業等の実現・発展に資するメンターの派遣

課題をだす

提案する

コンソーシアム

仲間探し

メンバー選定

ハブ企業
プロジェクト管理

板金加工

新素材提供

【東京都大田区の例】地域の強みである人の輪に、「IoT技術」を導入した

顧客

プロジェクト型
「仲間まわし」による
新たなモノづくりを実現

切削加工

企画

設計

24

地域版IoT推進ラボとは、経済産業省・IoT推進ラボ・独立行政法人情報処理推進機構（IPA）から
選定される、地域のIoTプロジェクト創出のための取り組みです。
選定を受けると、次のような支援が受けられます。
・「地方版IoT推進ラボ」マークの使用権付与
・メルマガ、ラボイベント等によるIoT推進会員への広報
・地域のプロジェクト・企業等の実現・発展に資するメンターの派遣
東京都では、大田区IoTラボが選定されています。大田区ものづくり産業は、金属加工業を中心に
専門加工に特化した企業が集積しており工程を分担して生産する「仲間まわし」が特徴です。
大田区では工場間の「仲間まわし」にIoT技術を導入することで、企業間連携の効率化、生産性向
上、他地域とのネットワークの形成などの実現による区内工業の発展を目指しています。
具体的には次の３つの取り組みとして、各専門加工の知識・ノウハウを生かし、顧客の課題解
決・企画・設計にも対応できる提案型企業への変革を目指す「プロダクトイノベーション」、IoT
による情報連携・業務連携の効率化を図り、売上拡大やコスト削減の実現を目指す「プロセスイ
ノベーション」、これらイノベーションの推進主体となり、受注活動の中心となる「コンソーシ
アム」の体制整備をすすめています。（図を参照）
このほかにも、奈良県では、奈良県産業復興センター内に産業用ロボット、IoT、AI技術の実証機
器を備えた「ならAIラボ」が整備されたり、佐賀県では、「佐賀県産業スマート化センター」を
開設し、先進技術をキーワードとして県内外の企業をつなげる役割を担うなど、地域の特徴と
マッチしたIoT技術の躍進がめざましく進んでいます。
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3.IoTへの取り組み(4)諸外国の取り組み

中国は「中国製造2025」という戦略を発表

アメリカは、「インダストリアル・インターネット」の概念を提唱

ドイツは、「インダストリー4.0」を発表。

諸外国でも、未来を見据えた変革プロジェクトが進められている。

問題がでたときは、
そのとき考えよう。

とりあえずやってみよう！

日本

次は、この課題をクリアしよう。

まず、この課題を解決しよう。

セキュリティはどうなってる？

事前に、問題が想定できる？

まず、構想しよう。

日本の場合、導入における考え方が、その導入の足かせとなってしまうのが実情。

海外

25

※企業向け国際アンケート（日本、米国、英国、ドイツ、韓国、中国）において、各国企業のIoTに係る標準化 への取組に関する意識調査を実施したところ、
自ら取り組むというスタンスの企業が多い国（米国、ドイツ、中国）とそうではない国（日本、英国、韓国）に二分される結果となった。

世界各国では、ロボット、AI、IoTを活用してさまざまな分野との連携が考えられるなど、未来を見据えた変革プロ
ジェクトが着実にすすめられています。

ドイツは、インターネットやAIといったデジタル技術を駆使して社会に革新をもたらそうとする「インダストリー
4.0」を発表しました。製造業をデジタル化することで、生産システムを高度化させ、コストの大幅な削減を目指して
います。
アメリカでは、GEが「インダストリアル・インターネット」という概念を提唱しています。エネルギー、ヘルスケア、
製造業、公共、運輸など、幅広い分野を対象に、産業機器をセンサーなどで管理して、それらの状態をデータ化し、
そのデータを分析することで生産性を向上させようというものです。
中国は「中国製造2025」という戦略を発表しています。中国の場合、製造業は巨大になったものの、開発力や資源利
用効率、産業構造、品質、生産効率などの面では先進国に比べて遅れをとっています。
中国製造2025では、建国100周年の2049年までに、こうした製造業の構造を一新転換しようというプロジェクトです。

世界規模でみても、IoT技術はこれらのビジネスや生活に大きなインパクトをもたらすと共通的に考えられています
が、日本の取り組みは海外と比べると出遅れているのが実情です。
日本の場合、新しい技術は一般家庭よりも企業が主導となってとりいれられるという傾向があります。
実際に、IoTという言葉が今のように使われる前からとくに製造業では、ラインの機械化を進めたり、品質保証に画
像認識を活用したりと、IoTに連なるさまざまな機器が導入されています。
この点については、けっして日本だけが取り残されているわけではありませんが、一般家庭への入り込み方や日常生
活の中での関わり方をみれば、どうしても見劣りしてしまうのが現在の姿です。

新しい技術が出てきたときに、それをどのように扱うかといった構造的な課題もあります。
アメリカを代表とする海外の場合は、とりあえず使ってみて問題が起きたら対処するという方法をとっていますが、
日本では行動を起こす前に事前に問題が起きないか、セキュリティはどうなっているのかなといったように、ひとと
おりの課題をクリアした後でなければ、導入への行動に移らない傾向が見受けられます。

こうした社会的な違いがあるがゆえに、新しい技術が出てきたときにその差が出てきてしまい、日本が技術を導入す
ることへの足かせになってしまっているのです。
昨今ではこうした社会の違いを行政が自覚し、ドローンや自動車の自動運転などで技術の導入の足かせにならないよ
う対策を考え始めています。
IoTでは世界で後れをとらないよう、法整備や特区の活用など官民一体となった取り組みが、これからもより一層求
められます。
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4.IoTの技術
4.IoTの技術
(1)センサとアクチュエータ
①各種センサ
光センサ
動きセンサ
人感センサ
温度センサなど
画像・レーダなど
②各種アクチュエータ
ソレノイド
DCモータ
サーボモータ
ステッピングモータ
その他のモータ
(2)ネットワーク
①通信とインターネットの基礎
②ネットワークエリアとプロトコル
③無線通信

第4章では、IoTの技術をまとめます。

(3)アーキテクチャ
①IoTフレームワークと標準
各種フレームワーク
標準化団体・コンソーシアム
②IoTプラットフォーム
クラウドの技術
AWS
Google Cloud Platform
Microsoft Azure

26

IoT、ビッグデータ、AI,クラウドなど、それぞれのテーマは独立したものではなく連携がかかせ
ません。互いにつながりを持つことで相乗効果を発揮します。
そして、IoTテクノロジーは、「モノ」「センサー」「ネットワーク」「クラウド(情報処理)」の
要素で構成されます。この要素は、いずれも単体そしては、Iotというモノとして機能しないのが
特徴です。
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4.IoTの技術(1)センサとアクチュエータ

取集されたデータは
AIによって分析され
分析結果に応じてモノに活用される。

③情報の分析・活用

IoTのしくみは、①情報の収集・転送②情報の蓄積③情報の分析・活用の３つから成り立つ。
[IoTの全体像]
①情報の収集・転送

センサーが搭載されたモノから
情報を収集し、インターネットを
経由してクラウドに送信する。

②情報の蓄積

取集されたデータは
ビッグデータとして蓄積される。

27

IoTは、身の回りにあるあらゆるモノをインターネットに接続することで、生活や仕事を便利にす
る画期的な仕組みのテクノロジーです。
この技術は、①情報の収集・転送②情報の蓄積、③情報の分析・活用から成り立っており、本章
では、①情報の収集・転送で登場するセンサーを利用します。
このモノに搭載されたセンサーから、モノ（デバイス:機器）の周りの状況や動きなどといった情
報を取得します。

27
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4.IoTの技術(1)センサとアクチュエータ

情報の伝達

ネットワーク経由で送信

情報を収集を実現するためには「モノ」「センサー」「ネットワーク」の要素が必要不可欠。
[IoTを構成する」技術要素]

モノ

センサーで得られる情報

28

例えば、IoT機器を搭載したウェアラブルデバイスであれば、身につけるだけで、心拍数や血圧な
どのデータを自動で取得できます。
センサーには、音や照度、圧力、超音波、電磁気、顔や指紋などの人感センサーなど、人間の五
感に相当する感覚、自然界の物理現象、科学的性質などを読み取るものなど、ありとあらゆる種
類のセンサーがあります。
こうしたセンターから検出した情報は、インターネットを介してクラウドに送信されます。
取得したデータをクラウドに送信する技術は、(2)ネットワークで紹介します。
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4.IoTの技術(1)①各種センサ

ジャイロセンサー

地磁気センサー

距離センサー

画像センサー

加湿度センサー

圧力センサー

湿度センサー

温度センサー

光センサー

センサー名

カーナビ、スマートフォンなど

カーナビ、スマートフォン、デジタルカメラなど

カーナビなど

自動運転、ロボットなど

車載カメラ、ドローンなど

エアバック、カーナビなど

洗濯機や風呂の推水位測定、血圧計、体重計、掃除機など

エアコンなどの空調関連機器、農業用の水やりの自動化

エアコンなどの空調関連機器、給湯器、エンジンなど

自動ドア、リモコン装置、外灯など

用途

[IoTで使われる主なセンサーと用途]

IoTデバイスの普及に伴ってセンサーの受容も急速に拡大してきており、今後も発展が期待される。

GPS

29

IoTは総合的にみれば、情報を収集して蓄積し、分析してその結果に基づいた情報を活用すること
ですが、それを実現するためにはさまざまな技術要素が必要です。
情報を収集・分析するIoTの要素である「モノ」「センサー」「ネットワーク」「クラウド（情報
処理）」のうち、センサーは、モノ自体とその周辺環境の状態を感知し、データを収集するため
に欠かせないものです。
モノの形状や位置を検知することができるセンサーもあれば、光や音、温度・湿度、加速度を検
知できるセンサーもあります。
IoTでは、センサーを「モノ」と組み合わせることでどのような対象からどういったデータを取得
できるのかが重要になります。つまり、モノとの組み合わせ方によって得られるデータの質も幅
も広がるのです。
IoTに対応した「モノ」にはセンサーが組み込まれ、モノそのものや周辺状況の情報を収集するこ
とが可能です。
モノの状態を検知したり、モノを操作したり、さらにはモノ同士で通信して制御することもでき
ます。
センサーには、モノの有無や形状などを読み取るセンサーから、重量や圧力を検出するセンサー、
速度、音声、振動、熱、光、電圧、においや味覚などを読み取るセンサーなど多岐にわたります。
例えばスマートフォンに搭載されているセンサーには、加速度センサー、音声を感知して検索す
る音センサー、画面の明るさを調整するために端末周辺の明るさを検知する光センサー、指紋を
認識する指紋センサーなどがあげられます。

29
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4.IoTの技術(1)①各種センサ
センサーによって収集できるデータの種類は多種多様。
目や耳、鼻や舌といった「人間の感覚器」に例えることが多い。

味覚センサー

圧力センサー・温度センサー

マイク

カメラ・赤外線

デバイス（センサー）

臭覚

味覚

触覚

聴覚

視覚

感覚

鼻

舌

皮膚

耳

目

人間の（感覚器）

[センサーの種類と人間の感覚器のたとえ]

香気・臭気センサー
三半規管

平衡感覚

平衡感覚

視覚
臭覚・味覚

加速度・ジャイロセンサー

聴覚

触覚

30

こうしたセンサーは、日常生活において身近なものとなってきています。近年、IoTデバイスの普
及に伴って、センサーの受容も急速に拡大してきており、今後もさらなる発展が期待されます。
センサー技術がさらに進化した将来は、新たな製品、サービスが世の中にあふれていくでしょう。
米国では、センサーを埋め込んだインターネットにつながる錠剤の開発が行われています。
この錠剤を服用すると胃液と反応してセンサーから信号が送られ、患者の服薬状況をモニタリン
グできます。これにより飲み忘れや過剰摂取を防止することができます。また、モノの表面にセ
ンサーを印刷する技術も研究されています。この技術を用いれば、薄くて軽いセンサーを服のよ
うに着ることで装着の不快感なく、体温や脈拍などのバイタルデータを体に負担をかけずに接種
することができます。センサーのみならず、電源や通信機能などの技術もおなじく進化し続けて
います。
電磁気を読み取るセンサーをつかえば、磁界強度や磁場の強さを計測したり、磁界のつよさから
電線内部の電流を計測したり、磁界のつよさから電線内部の電流を計測したり、磁気の有無を検
知してモノの有無や形状を認識したりすることができます。
金属を変形させたときの電気抵抗の変化を読み取り、材料のゆがみや伸縮を検出する歪みセン
サーも、こうした電磁気を読み取るセンサーを応用した技術です。
光を読み取るセンサーは、赤外線を読み取るサーモグラフィや、放射熱を検知して温度を計測す
る光高温度センサーなど、画像認識とはまた異なったセンサーとしても利用されています。
その他にも、ガスやにおい、味覚など、それぞれのもととなる物質を化学的に検出するセンサー
があり、様々な場面での利用が考えられています。
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4.IoTの技術(1)①各種センサ

物理量の変化を電流の変化に対応出力

物理量の変化を電圧の変化に対応出力

外界センサー

圧力
センサー

接触型

機器の外部状況を検出

センサーは、検索対象で分類すれば大きく2種類ある。

内界センサー

[内界センサーと外界センサー]

機器の内部状況を検出

電圧出力

ポテンショメーター
(角度を検知)

９軸センサー
(加速度・ジャイロ・磁気コンパス)
タクトスイッチ

電流出力

物理量の変化を抵抗の変化に対応出力

センサーの出力形式

抵抗変化型

CdS
(光)

非接触型

マイクロ
フォン

超音波
(距離)

温湿度＋気圧

31

センサーを検出対象で分類すると、大きく「内界センサー」と「外界センサー」に大別できます。
内界センサーは、機器の内部状況を検出します。代表的なものは、加速度センサー、ジャイロセ
ンサー、マイクロスイッチ、角度センサーなどです。
外界センサーは、機器の外部状況を検出するもので、「接触型」と「非接触型」に分類できます。
そのうち、接触型は例えば圧力センサーのように、物理的に何かと接触することでデータを収集
するセンサーです。
一方、非接触型は光センサーやマイクロフォン、超音波、温度などが挙げられ、これらは光や音
など実際に何かに接触することなく、外界の状況からデータを取集するタイプです。

さらに知識として押さえておくべきポイントは、センサーの出力形式です。各種センサーには主
に３つの出力形式があります。
「電圧出力」「電流出力」「抵抗変化型」の３つです。
電圧出力は、物理量の変化を電圧の変化に対応して出力、電流出力は物理量の変化を電流の変化
に対応して出力します。抵抗変化型は、物理量の変化を抵抗の変化として検出する形式で、マイ
コンなどで処理するために、別途回路を製作して出力する必要があります。

31
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4.IoTの技術(1)①各種センサ

4.IoTの技術(1)①各種センサ

感覚例

検出対象

使用例

感覚例

検出対象

使用例

人感

フロアライト、公衆トイレのライト

触覚

圧力

車の座席、古い自動ドア

視覚・聴覚

超音波

車両衝突防止

[IoTでよく使うセンサー]
街灯、カメラの露出計、スマートフォン

使用例

視覚

超音波距離センサー

圧力センサー

感覚例

検出対象

主なセンサーの使用例から、各々の特徴を紹介。

使用例

光

冷蔵庫、エアコン、パソコン

視覚(明暗検知)

温度

感覚例
使用例

触覚

検出対象

感覚例

携帯電話、サウンドレベルメーター、コンデンサマイク

検出対象

使用例

音

スマートフォン、ゲーム機、ドライブレコーダー、ナビ、車両

聴覚

加速度

感覚例
使用例

平衡感覚(衝突検知)

検出対象

感覚例

検出対象
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焦電素子（しょうでんそし）で周囲の赤外線を検出することにより、周囲に人がいるかどうかを
検知します。
人がいるかいないかで自動的に点灯・消灯を切り替える公衆トイレ等の節電対策でも広くつかわ
れます。

圧力センサーは、圧力が加わることにより、センサーが変形し、同時に電気抵抗も変化します。
その電気抵抗の変化を読み取ることにより、圧力を検出します。比較的旧式の自動ドアは、圧力
センサーが踏まれることによって動作しています。

超音波距離センサーは、超音波を発信し、何かしらの物体に反射して跳ね返ってくるまでの時間
を計測することで距離を測定します。
クルマの車両衝突防止策としても利用されます。

焦電型赤外線センサー
(人感)

[IoTでよく使うセンサー]

32

主なセンサーの使用例から、各々の特徴を紹介。

CdSセル
(光センサー)

温度＋気圧センサー

マイクロフォン

３軸加速度センサー

よく使うセンサーの詳細をまとめます。
CdSセルは、「光センサー」とも呼ばれ、セルに当たる光の強度によって電気抵抗が変わります。
光が明るくなるにつれて、電気抵抗が下がり、スマートフォンの画面の明るさが自動にかわるの
は、このセンサーが組み込まれているためです。
温度＋気圧センサーは、温度によってセンサー内部の金属の抵抗が変化する反応を利用したセン
サーです。
これらのセンサーは温度変化を電圧として出力します。
エアコンも冷蔵庫も現在の温度状況を把握しなければ、適切な温度に調整することができません。
身近な製品をみても、現代社会の生活においては非常に重要な役割をもったセンサーといえます。
マイクロフォンは、音による空気の振動を検出し、膜状のコンデンサーを振動させることにより、
音の変化を電圧に変換します。
３軸速度センサーは、内部にバネでつながった重りがあり、加速度の変化によって力が生じ、バ
ネが変位する仕組みです。
この変位を読み取って、加速度を検出します。スマートフォンの向きによって画面を縦横に切り
替える機能は、このセンサーのおかげです。

32
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4.IoTの技術(1)②各種アクチュエータ

ネットワーク

IoTシステムにおけるセンサーとアクチュエーターの役割

センサー

モノ（デバイス）

アクチュエーター

アクチュエーターの種類
ソレノイド
DCモータ
サーボモータ
ステッピングモータ
振動モータ

クラウド

アプリ

ストレージ

PC・スマートフォン・ロボット
etc

34

「アクチュエータ」とは、エネルギーを物理的動きに変換するデバイスのことで、IoTの分野では、
センサが収集したデータは、ネットワークを介してコンピュータで処理され、アクチュエータへ
伝達されます。
情報を受け取ったアクチュエータは、電気信号にしたがって機器を制御するといった動作をしま
す。
IoTデバイスである「センサー」からデータを取得し、「ネットワーク」を介して「クラウド」に
データを送信し、送信されたデータはクラウド内の「ストレージ」に蓄積され、アプリケーショ
ンにより可視化・分析・予測されます。
可視化・分析・予測された結果を元に、アクチュエーターを制御したり、外部のサービス（PC、
スマホ、ロボット、etc.）などと連携する仕組みです。
ここでは、代表的なアクチュエータ（モーター）の種類を紹介します。
ソレノイドは、コイルの中に鉄心を通した装置で、通電によって鉄心を引き込むことで、直進運
動します。ソレノイドは、水や油、空気などの弁。水道の蛇口など電磁弁に使用されることもあ
ります。
DCモーターは、永久磁石の中でコイルが回転するモーターです。直流電圧と負荷で回転数が決ま
ります。
サーボモーターは、回転を制御できるモーターです。回転位置や回転速度を検出するエンコーダ
を持ちます。
ステッピングモーターは、1回のパルスで一定の角度だけ回転するモーターです。
振動モーターは、重心をずらすことで、振動を発生させるモーターです。携帯電話の振動発振で
ある、バイブ機能などで利用されます。
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4.IoTの技術(2)ネットワーク

ネットワーク経由で送信

収集した情報を転送するネットワークの技術を紹介。
[IoTを構成する」技術要素]

モノ

情報の伝達

ネットワーク経由で
情報伝送する
ネットワーク技術

35

前節では、IoTの技術構成である①情報の収集・転送のうち、「情報の収集」に必要なセンサーの
紹介をしました。ここでは、収集した情報を転送するネットワークの技術を紹介します。
モノにとりつけられたセンサーから得た情報はそのままでは意味をなさず、なんらかの分析や判
断処理を行わなければ、モノとしての使い道は果たせません。
そのため、モノの状態を感知してデータを読み終わった後は、そのデータを可視化することがで
きる、パソコンなどの端末に運ぶ必要があります。その役割を果たしているのが、ネットワーク
です。
センサーが収集したデータは、このネットワークを介してパソコンに運ばれます。現在ではWi-Fi
やBluetoothといった無線ネットワークが利用されるのが一般的です。
ネットワークにもさまざまな種類があり、どのようなデータをどういった頻度で定期的に送信す
るべきなのかを、センサーから伝送された内容の性質や、その用途ごとに、最適なネットワーク
をえらぶ必要があります。

35
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4.IoTの技術(2)ネットワーク①通信とインターネットの基礎

長距離通知

LTE

LPWA

4.IoTの技術(2)ネットワーク②ネットワークエリアとプロトコル

ZigBee

近距離通知

無線通信規格の分類

通信量の負荷増大

ネットワークの負荷増大

IoTデバイス

Bluetooth

Wi-Fi

IoT技術では、無線の通信規格が利用される。

IoTデバイス

モノが直接つながる「直接通信方式」と、デートウェイを介する「デバイスゲートウェイ方式」

インターネット

IoTデバイス

クラウド

サーバー

3G

37

IoTで使われるネットワークは、いわゆる「無線通信規格」に相当します。（規格、規約＝プロト
コル）
例としてはWi-Fi、Bluetooth、LTEなどがあげられますが、それらは大きく「近距離通信」と
「長距離通信」に分かれ、それぞれどのようなIoT機器を開発するかによって選択肢が変わってき
ます。
IoT機器を開発する上で、通信規格の選定は重要な要素です。膨大な量の規格（プロトコル）から、
モノの用途に一番適した規格を見定めるためにも、それぞれの特徴を知る必要があります。
基本的には最終的にインターネット（クラウド）につながることを目的に、まずは近距離と長距
離通信がどのように分類できるか把握しましょう。

36

直接通信方式

IoTデバイス

ゲートウェイ

デバイスを直接インターネットに接続する方法。広い範囲をカバーできる一方で、通信量や消費電力の面では不利といえる。

デバイスゲートウェイ方式
IoTデバイス

IoTデバイス

IoTデバイス

モノが収集したデータを可視化するには、ネットワークの存在が不可欠です。
ネットワークを利用するということは、インターネットへの接続を意味していますが、通信にはいくつか
の種類があります。
モノから集められたデータは、インターネットを介してサーバーやネットワークなどに送信されます。
このデータを送信する役割を担うのがネットワークの技術です。IoTで使われている主な通信手段としては、
「直接指定方式」と「デバイスゲートウェイ方式」の2種類があります。
直接指定方式は、デバイスそのものを直接インターネットに接続する方式のことです。
具体的には、固定回線や携帯電話の3G・4G回線、Wi-Fiなど、インターネットに接続するための通信機能
が、モノに搭載されています。
この方式の特徴は、広範囲の通信を実現することができますが、身近なIoTデバイスを全てこの方式でネッ
ト接続することになれば、コストだけでなく、消費電力の面でも現実的ではないことです。
もう一方の、デバイスゲートウェイ方式は、インターネットなどを経由してクラウド上のサーバと直接通
信する方式のことです。
ゲートウェイというのは、モノとインターネットを中継する役割をもっていて、いわゆるルーターの働き
をする機器です。
そのため、モノそのものに通信機器を搭載する直接指定方式よりも、コストや消費電力を抑える点で優れ
ています。
また、ゲートウェイを経由することで数多くあるIoTデバイスを効率的に接続させることが可能です。
この方式は、複数のIoTデバイスの情報を収集してサーバーに送信したり、サーバーからの情報を適切な
IoTデバイスに送信する制御を行うことが可能です。
ゲートウエイの接続には、Wi-FiやBluetoothなどの無線方式が使われますが、よりIoTに適した通信規格も
広がりつつあります。
例えば「ZigBee」はスリープ時の待機電力が小さく、復帰時間が短いという特徴があり、一定間隔を空け
てデータ通信を行うケースに適しています。「Z-Wave」は、低電力、長時間運用を想定した規格で、照明
コントローラをはじめとするホームオートメーション製品と相性が良いです。
そして、ゲートウエイの使用範囲は屋内とは限りません。農場用の機器であれば屋外での適用も必要です
が、設定される場所や環境によっては電波が安定しなかったり、電源を最適な設置場所などの課題もあり
ます。

37

ゲートウェイが必要になるが、消費電力やモノを小型化できるメリットがある。
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Wi-Fi

IEEE 802.11ad

Bluetooth

IEEE 802.1.5.1

10m

ZigBee

IEEE 802.1.5.4

4.IoTの技術(2)ネットワーク③無線通信
規格ごとに定められた通信速度

1m

通信速度と通信距離による分布

100

10

1

0.1

0.01

0.001

通信距離

Wi-Fi

IEEE
802.11a/b/g/n

EnOcean

ISO/IEC14543

100m

LTE Cat.M1
Sigfox
Wi-SUN等
特定小電力

38

1km

代表的な無線規格を通信速度と距離で分布した図と、それらの消費電力や通信速度を用途別に一
覧化しました。
こうして図式化してみると、用途によってくっきり規格が区別されているのが、わかると思いま
す。
IoTに関していえば、センサーからのデータをクラウドに送ることが多いため、低価格という大前
提のもと、「長い通信距離・低通信速度・低消費電力」という3要素が、開発において大きな採用
基準となります。
（その中でも、IoT向けの「LPWA」は注目を集めていますが、この規格は後の節以降、個別に紹
介します）
LPWAの他、Wi-Fi、Bluetooth、LTEなど、一般にPCやスマートフォンに用いられる通信規格は、
大容量通信ができるように速度や周波数が高めに設定されています。そのため、消費電力がネッ
クとなってしまうのが現実です。
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4.IoTの技術(2)ネットワーク③無線通信

消費電力や通信速度を用途別に一覧化。

周波数

消費電力

通信速度

通信距離

インターネット、
動画閲覧など

2.4GHz/
5GHz

1000mV
前後

～600Mbps

～100m

Wi-Fi

スマートデバイ
ス、キーボード
などの周辺機
器の接続など

2.4GHz

100mV
前後

～1Mbps

～100m

Bluetooth

インターネット、
動画閲覧など

800MGHz
～2.5GHz

～数百
mW

～326Mbps

～数十km

LTE

IoTデバイス
通信

800MGHz
～2.5GHz

～数十
mW

～1Mbps

～数十km

LTE
Cat.M1

IoTデバイス
通信

920MHz

～20mW

～100bps

～50m

Sigfox

IoTデバイス
通信

920MHz

～20mW

～200kbps

～1km

Wi-SUN

用途に応じた無線規格

用途

39

無線通信規格のうち、近距離通信にあたる規格について詳しく説明します。
代表的なものに、Wi-Fi、Bluetooth、ZigBeeがあります。これらは通信速度が出る半面、通信距
離は細分化された規格によって大きく異なる場合がありますが、一般的にWi-Fi・Bluetoothなら
約100ｍまで、ZigBeeなら約50ｍまでと短く、電波が届く範囲はざっくり「100ｍ以内」と考えて
いいでしょう。
IoTデバイスはルーターなどのゲートウエイまで接続できればクラウドまでデータが到達できるの
で、100ｍ範囲内での用途で用いられています。
例えば、工場には無数の生産装置が並び、事故のないように個々のデバイスの状況を把握する必
要がありますが、そんな時に便利なのが、この近距離通信です。
消費電力は大きいものの、安定した周波数帯をもち、通信速度は高速です。工場という限られた
空間の中で、大量の装置をコントロールしなくてはならない状況に適した規格といえます。

39
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通信速度(Mbps)

4.IoTの技術(2)ネットワーク③無線通信

11a

近距離通信にあたる規格について詳しく説明。

11g

11n

11ac

11ah

IoT向け規格「Wi-Fi
HaLow(ヘイロー)」

11ad
1km前後

2.4GHz
/5GHz

4.IoTの技術(2)ネットワーク③無線通信

5Gの特徴

メリット

・既存インフラが使えな
い可能性がある
・多くの機器が同時接
続することによってウィ
ルス感染のリスクが高
まる（セキュリティの課
題）
・5Gに対応した端末を
買いなおす必要がある
・高周波数帯のため、
障害物やビルの谷間な
どに弱い可能性がある

デメリット

41

・タイムラグ少なく、リア
ルタイムな通信が可能
・たくさんの情報が送れ
る
・高速・大容量通信に
よる通信コストの削減
・大量の端末との同時
接続により、IoTに対
応するほか、人の密集
する場所でも快適な通
信が可能

第5世代移動通信システム
5Gとは、どのような通信規格なのか？IoTと5Gの関わりについて。

特徴

1～2km以上

約10m

通信距離

50～500m(機器による)
150kbps
～
3.3Mbps

1Gbps～50Gbps

6.7GMbps

通信速度

867Mbps

高い

５GHz

そこそこ高い(機器による)

300Mbps

消費電力

1平方キロメートル
当たり約100万台

54Mbps
低い

同時接続数

54Mbps

920GHz

2.4GHz

60GHz

1ms(0.001秒)

5GHz

レイテンシー

2.4GHz
デメリット

周波数帯

11Mbps

11b

Wi-Fi規格ごとの特徴
規格
通信距離
通信速度
消費電力
周波数帯
メリット
・消費電力が大きい

27.5～29.5GHz、
6GHz未満(4G含む)

40

41

IoT時代の本格化に向けて期待されているのが、通信システムの第5世代を意味する次世代通信規
格の「5G」です。
5Gは、「高速・大容量」「多接続」「低遅延」という強みの特徴をもつ、IoT時代を支える通信
規格として期待されています。
5Gを利用したIoTでは、その特徴を利用して自動運転や無人機の遠隔操作など、遅延や通信エ
ラーの少なさを求める場合や、スタジアムでのスポーツ観戦など同時にたくさんの機器をつなぎ、
大量のデータをやりとりする場合に活用されることが見込まれます。
（一方、センサーやスマートメーターなど、通信の速さや信頼性よりも、低コスト、低消費電力
といった機能が重視される場合には、LPWAという通信技術を利用する場合もあります。）
4Gまでの通信速度は最大で約1Gbpsであるのに対して、5Gでは最低でも10倍となる10Gbpsから
50倍の50Gbpsでの通信を可能としています。
このような高速通信を実現するためには、高い周波数帯を使用しています。高い周波数帯は、高
速・大容量の通信に必要となる広い周波数帯域幅の確保には適していますが、電波の波長が短く、
遠くに飛ばすことができません。
また、通信の安定性確保も困難であるため、移動通信には適さないとされていました。
そこでNTTドコモでは、従来の低い周波数帯と組み合わせることによって通信の安定性を確保し
つつ、高速・大容量化を実現しようとしています。
また、「ビームウォーミング」と呼ばれる、電波の指向性を高めて、端末がある方向にだけ放射
する技術を高めて、端末がある方向にだけ放射する技術を取り入れることで、到達距離の短い高
周波数帯でもカバレッジを広げる方法も採用しています。
このビームウォーミングはWi-Fiの5GHz帯の通信にもつかわれている技術です。
低周波数との組み合わせや、ビームウォーミングといった技術をつかうことで、これまでよりも
早く、大容量な通信を広範囲に安定して提供することを目指しています。

・映像や音声などの大容量
・高速な通信が可能

Wi-Fiは世界で一番使われている無線規格といっても過言ではありません。国際標準規格である
IEEE 802.11に準拠し、1 1ac、adなど新しい規格が登場することでも知られています。
メリットは、映像・音声などの大容量データを高速で通信できることです。デメリットは、消費
電力が大きい点です。
規格は細分化されていますが、スマートフォンなどでは1モジュールで対応できることがほとんど
のため、使い勝手のよい規格でもあります。
また、IoT向けのWi-Fiの規格「1 1 ah（名称：Wi-Fi HaLow：ヘイロー）」は、策定の段階で、
1km前後が通信距離という広域をカバーし、かつ低価格というのが魅力です。
Bluetoothは、数メートルから数10メートルといった狭いエリアで使われることの多い規格です。
スマートフォンやスマートウォッチといった情報端末と、ワイヤレスヘッドフォンやワイヤレス
キーボードなどの周辺機器を接続する場合に利用されます。
メリットは機器の接続が容易で小型化しやすい、またWi-Fiより省電力なことです。デメリットは
Wi-Fiより通信距離や速度が劣るという点です。
Bluetooth4.0以降は「Bluetooth Low Energy( BLE )」という通信モードが採用され、通信速度を
抑える代わりに消費電力を大幅に削減できるようになりました。
ZigBeeは、近距離通信の中では、最も通信距離が短く、かつ低速な規格です。メリットは乾電池
で数年動作するほど消費電力が低いこと、モジュール・通信料が安価なこと、最大接続数が
65,536ノードと多い点です。
デメリットは通信速度が超低速で、1日の通信回数に制限があることです。
また、メッシューネットワークを組んでいるデバイスのうち、どれか１つがグローバルネット
ワークにつながっていれば、データをグローバルに送信することも可能です。
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42

カバレッジ

セキュリティやユーティリティ、
トラッキングなどに適した
IoTビジネス分野。

10km

LPWAと呼ばれる新分野

GSM

3GやLTE

長距離通信LPWAは、電波が飛ぶ距離は数百メートル以上。IoTの世界で注目を集めている。

無線LAN

100m

Bluetooth(BLE)や
ZigBee

LPWAの位置づけ
バッテリー消費量
高

低
1m

無線通信規格のうち、長距離通信にあたる規格について説明します。
長距離通信規格のうち、代表的なのは携帯電話ネットワークとして広く使用されているLTEや3G、
また最近IoTの世界で注目を集めている「LPWA」規格があります。
いずれも共通した特徴は、文字どおり電波の届く範囲が「数100メートル」と広範囲な点です。
IoTデバイスは必ずしも建物の内部やその近くに設定されるわけではなく、森林などゲートウエイ
を置くことができない場所で使用されることもあります。
その場合、IoTのエッジデバイス側からルーターなどを通さずにネットワークに接続することが求
められますが、そんな時に3G・LTE、LPWAといった長距離通信が活躍するというわけです。
そのなかでも「LPWA:Low Power Wide Area」はIoTで最も注目されている通信の総称で、その
名のとおり「低消費電力で広範囲にデータ通信が可能」な規格を指します。
IoTでは、少ないデータを長いスパンで送り続けるという点が最も重要な要素となるため、この
LPWAはまさにIoTに適しています。
そしてモジュールが100～200円程度という安さで購入でき、通信料が月額100円ですむ規格が多
く、導入コストの良さも魅力の1つです。
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4.IoTの技術(2)ネットワーク③無線通信

Sigfox

LoRa Alliance

LoRaWAN

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi HaLow

Wi-SUN Alliance

Wi-SUN

LPWAの規格ごとの特徴

LPWA規格リスト

名称

仏Sigfox S.A.

サブGHz帯(欧州868MHz、北米915MHz、日本920MHzなど)

免許不要帯を利用

企業
周波数帯

約50～400k
ビット/秒

電波免許

通信速度

3GPP

NB-IoT

1km程度

Flexnet

約150k
ビット/秒

米Sensus

LTE帯域

1km程度

RPMA

約100kビット/秒

約250～50k
ビット/秒

米Ingenu

280MHz帯

15km程度
名称

免許不要帯を利用

約10kビット/秒

約100M
ビット/秒

企業

2.4GHz帯

50km程度

電波免許

約40kビット/秒

20km程度

最大伝播距離

周波数帯

20km程度

免許帯域を利用
通信速度

20km程度

43

最大伝播距離

LPWAは具体的に、大きく2つに分類できます。
1つは独立系ともいうべき規格です。例えば、「Sigfox」「LoRaWAN」「Wi-SUN」の他、Wi-Fi規格のひとつ
「Wi-Fi HaLow」などが挙げられます。
2つ目は、既存のLTE網の一部を利用したセルラー系の規格です。例えばLTE規格を利用した「NB-IoT(LTE
Cat.NB1)」「LTE Cat.M1」などが挙げられます。
現在はIotやM2M向けとして、LPWAは熾烈なプラットフォーム争いが繰り広げられており、どこが生き残るか
今後の動向には要注意です。

独立系規格のSigfoxとは、安価で消費電力が少ないのが特徴です。メリットは通信距離が最大数十kmと長く、
乾電池で数年稼働できるという消費電力の低さ、そしてモジュールの価格が200円程度で、年額通信料が100円
からという導入コストパフォーマンスが光ります。
通信距離が長いので、基地局の設置もピンポイントで済むというのも大きいです。
デメリットは、通信速度が上がりで100bpsと超低速、かつ1日の通信回数が150アップロードに制限されている
点です。
また、LoRaWANは、Sigfoxと似た特徴をもつ、LPWA規格の一つです。違いは通信距離がやや短い（それでも
数km）という以外はあまり変わりません。

43

セルラー系LPWAの「NB-IoT」は、既存のLTE回線を使用できる、「通信速度が長くて広範囲な半面、通信速
度が遅い」というスペック的な部分は他のLPWAと似ていますが、別途でWi-Fi環境が必要なく、LTE回線を使
用した単体でのネット接続が可能なところが大きな魅力です。
そのため、家電や車、センサーなどの高速通信を必要としないIoT製品に向いています。また、機能がシンプル
なのでモジュールの小型化が容易、加えて安価で設計が可能というメリットを活かすことで、特にセンサー
ネットワークの構築に向いています。
また、「LTE Cat.M1(LTE-M)」は、SigfoxやLoRaWANと似たIoT規格です。既存のLTE回線を使用できるため、
追加の基地局を作ることなく、広範囲のエリアで使用できます。
LTE Cat.M1も、「通信距離が長くて広範囲な半面、通信速度が遅い」という特徴をもちます。LTE-Mとも呼ば
れます。
NB-IoTと同様に、こちらも既存のLTE回線を利用していますが、大きな違いは周波数帯域です。LTEの一部の
周波数帯域のみを利用することで、モジュールの低価格・省電力化を実現しています。
そしてNB-IoTよりも比較的大容量のデータ通信が可能なことから、音声通話にも対応し、緊急通話ができるエ
レベーターや業務車両の管理に適した規格として注目を集めています。
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データの可視化

状況の可視化

最適化

自律化

[ロードマップ]

4.IoTの技術(3)アーキテクチャ ①IoTフレームワークと標準
[フレームワーク]
フィードバック
制御
最適化
モデル化
可視化
分析
伝送
収集

4.IoTの技術(3)アーキテクチャ 各種フレームワーク

産業省によって新たに策定された、フレームワークIoT-SSF。

経済産業省 商務情報政策局の発表から抜粋

45

2020年に経済産業省は、IoTセキュリティ・セーフティ・フレームワーク（IoT-SSF）を策定しま
した。
これは、IoTやAIによって実現される「Society5.0」、「Connected Industries」におけるフィジ
カル空間とサイバー空間のつながりの信頼性の確保の考え方を整理したものです。

44

IoTをビジネスフレームワークとして捉えると、ビジネス課題の解決に必要なテクノロジーや方向
性が見えてきます。
IoTとは何なのかを考えると、「デジタルデータを活用したビジネス課題を解決するためのフレー
ムワーク』であるといえます。

取得

このテクノロジーを扱いやすいまとまりへと分解し項目から構成されるIoTフレームワークは、
取得・収集・伝送・分析・可視化・フレームワーク・モデル化・最適化・制御・フィードバック、
にそれぞれ分類できます。

このフレームワークは、サイバー空間とフィジカル空間をつなぐ新たな仕組みによってもたらさ
れる新たなリスクに着目し、リスク形態及びそうしたリスクに対応するセキュリティ・セーフ
ティ対策の類型化の手法を提示することを目的としています。

45

サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した「Society5.0」、「Connected Industries」では、
サイバー空間とフィジカル空間の境界において、情報が正確に変換されること、つまり転写機能
の正 確性を確保することが極めて重要という観点から、IoT機器・システムの性質や利用環境に
よって課題が一様ではないことに着目し、IoT機器・システ ムをリスクに応じてカテゴライズし
た上で、それぞれに対するセキュリティ・セーフティ要求を検討すること に資するフレームワー
ク「IoTセキュリティ・セーフティ・フレームワーク（IoT-SSF）」を策定されました。

このフレームワークを利用する際、 「各要素が何に該当するか」 「それによって何が解決できそ
うか」 「それらが実現できそうか」の順番で考えることがポイントとなります。
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4.IoTの技術(3)アーキテクチャ
IoT関連のさまざまなコンソーシアム
ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム
ワイヤレス パワーマネジメントのコンソーシアム
次世代M２Mコンソーシアム
エネルギーハーべスティングコンソーシアム
デバイスWebAPIコンソーシアム(GotAPI)
エコーネットコンソーシアム
ロボット革命イニシアティブ協会

46

国内ではIoT関連のさまざまなコンソーシアムが分野別に立ち上がっています。
ここでは主な組織を紹介します。
「ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム」は、磁界、電界、電磁波などを用いて電気を送る
ワイヤレス電力伝送の標準化をめざす組織です。
「ワイヤレス パワーマネジメントのコンソーシアム」は、直流共鳴方式を主とするワイヤレス
給電の実用化と標準化を目的としています。
「次世代M２Mコンソーシアム」は、M2Mサービスの市場での活性化を目的に技術面、サービス
面の両面から産学連携・協業の場を提供します。
「エネルギーハーべスティングコンソーシアム」は、エネルギーハーべスティング技術（環境発
電技術）を国際的に競争力のあるビジネスとして早期実現を目指します。
「デバイスWebAPIコンソーシアム(GotAPI)」は、スマートフォンと外部デバイスの連携を実現
するフレームワークGotAPIにより、インターフェースを統一します。
「エコーネットコンソーシアム」は、ホームネットワークの基盤を構成する伝送媒体の開発、ア
プリ・サービス・ミドルウェアの標準規格を策定します。
「ロボット革命イニシアティブ協会」は、ロボット大国日本におけるロボットの徹底活用により、
IoT時代のロボットで世界をリードする団体です。
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4.IoTの技術(3)アーキテクチャ② IoTプラットフォーム

データの可視化

IoTデバイスの登録から管理、保
守点検、接続デバイスの管理な
どをクラウド上で一括管理できる。

デバイスマネジメント

収集された膨大なデータを分析
し、分析結果を日常的にモニタリ
ングして、ビジネスに活用する。

データ分析

データの収集に欠かせないイン
ターネット接続環境や通信モ
ジュール、クラウドサービスを提供
する。

データの収集・保存

IoTプラットフォームの役割

IoTプラットフォームを活用して、アイデアを無限に広げることができる。

収集したデータをリアルタイムに表
示したり、グラフ表示したりする。

個別に構築する
よりも手間がか
からず、時間や
コスト削減に！
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IoTプラットフォームとは、IoTサービスを提供する上で欠かせない機能をさまざまな形で提供するサービスの総称で
す。
例えば、従来は大変な手間となっていたハードウェアやソフトウェアの設定、ライブラリやデータベースの構築、
データ解析、最近では人工知能に機械学習などの機能を、どれもプラットフォーム上で済ますことができるのです。

IoTビジネスで重要なことは、「新しい価値の創出」、つまり新しい製品・サービスをどうやって生み出し、ユーザ
に満足してもらえるかにあります。その意味で、IoTプラットフォームは大きな武器となります。
IoTプラットフォームは、大きく「クラウド型」「インターネット型」「ハードウェア型」の３つに分類できます。

クラウド型プラットフォームは、クラウド上で様々な機能を提供するプラットフォームの総称です。
Amazon AWS IoT(AWS IoT)は、Amazon社が提供するクラウド型プラットフォームです。
従来のAWSのサービスに、IoT機器からの接続を確立させるために提供されました。クラウド上に保管されている
ビッグデータに対してのアクションや、処理・分析が容易に展開できるようになっています。
最大の特徴は、コストが安く済むこと、セキュリティと法規制に対応している点、そして柔軟性・拡張性の高さです。

インターネット型プラットフォームは、インターネットに関する機能を提供します。
SORACOMは、IoT機器とインターネットにつなぐために最適化された通信プラットフォームです。
SORACOMでは、セルラー（3G/LTE/LTE-M）やLPWAなどの長距離無線通信を利用することで、IoTデバイスの
データをセキュアにインターネットへ送信します。
このサービスのセルラー回線は、IoTに最適化されており、SIMカード１枚、１日からの利用が可能で、データ通信量
は従来課金制のため少ない初期コストで始められるのが特徴です。

ハードウェアが機能を提供するプラットフォームには、ArduinoやRaspberry Piが注目されています。
Arduinoは、はじめてIoT機器を開発しようとする人が最も扱いやすいハードウェアです。一般的に「マイクロコント
ローラー開発ボード」と呼ばれます。マイクロコントローラーとは、通称マイコンと呼ばれており、非常に単純な動
作の扱いに長けています。

Raspberry Piは、Arduinoと違い「シングルボード・コンピュータ」と呼ばれる種類のハードウェアです。
特徴はCPUやUSBポートが存在するなどパソコン端末と酷似しており、Arduinoにはできない複数同時処理や映像の
出力、USBの入出力が可能となります。
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ビックデータ

③情報の分析・活用

取集されたデータは
AIによって分析され
分析結果に応じてモノに活用される。

IoTのしくみのうち、②情報の蓄積でクラウドの技術が活用される。
[IoTの全体像]
①情報の収集・転送

クラウド

センサーが搭載されたモノから
情報を収集し、インターネットを
経由してクラウドに送信する。

クラウドに
蓄積

②情報の蓄積

取集されたデータは
ビッグデータとして蓄積される。

48

センサーによって集められた情報は、ビッグデータとして蓄積されます。実はIoTとビッグデータ
には密接な関係があります。
ビッグデータとは、従来のデータベース管理システムでは記録、保管していなかったよう巨大な
データを意味しますが、単に量が多いだけでなく、さまざま種類やデータそのものを指します。
2010年ごろからクラウドコンピューティングが注目を集め、さまざまなクラウドサービスを利用
する時代になりました。
クラウドコンピューティングとは、コンピュータ資源（サーバー・ストレージ）の利用形態のひ
とつです。無尽蔵に用意されたコンピュータ資源から必要な時に必要なだけ利用できることが特
徴です。
利用者はインターネット回線とパソコン、スマートフォンなどの端末があれば、だれでも利用す
ることができます。
例えば、ひと昔前はメールの設定やデータの管理を個人で行ってましたが、今ではGメールや
yahooメールなどログインするだけで簡単に利用できるサービスが一般的になりました。これも
クラウドサービスの一つです。
そしてIoTの分野でもクラウドは注目されています。
Iotのさまざまなセンサー、デバイスからデータが飛び交い、蓄積され、それを解析することで新
たな価値を生み出すことが期待されています。
しかし、膨大な量のデータを蓄積・解析するには高性能なコンピュータが必要で、それを個人で
用意するのは大変な労力と費用がかかります。
そこでクラウドの利点を活かすことがキーとなるわけです。
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4.IoTの技術(3)クラウド技術の活用

サービス追加
性能、データ量
拡大
顧客管理、
課金

●高度な分析でサービス向上
●クラウド経由で他社サービスと連携

ビッグデータ分析
AI、機械学習
他サービス連携

クラウドとIoT技術の密接な融合の可能性には、企業も注目している。

電子メール
チャット
データ保管
簡易プログラム

●ビジネス拡大に伴い、利用量の追加
●業務拡大に伴い、ビジネスアプリを利用

クラウドを活用し、小さくはじめ⇒拡大⇒高度化へ

●さまざまな関係者とビジネス検討
●低コストで早くサービス開始
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ICT企業が提供するクラウドサービスは大容量かつ高性能な処理技術を持っているサービスが多い
です。
そこにあらゆるデータを蓄積し、大規模に解析することでさまざまな情報が生み出されます。
その情報が、またクラウドに送り出され蓄積され、新たに入手した情報と再度解析するという流
れを繰り返し、クラウド内の情報は加速度的に深化していきます。

そしてクラウドから生み出された情報をインターネットにつながるモノへフィードバックするこ
とで、また新たな価値が生み出される可能性を秘めています。
こういったIoTとクラウド、両者の融合する関係性には多くの企業がやはり注目しています。

また、IoTが世間に広がりさまざまなデータが集まることで新たな価値が生み出される一方で、重
要なデータに対するセキュリティにも対応する必要がでてきます。
クラウド活用はこのような管理面もあわせて専門のICT企業に任せられる点が大きなメリットにも
なるはずです。
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4.IoTの技術(3)アーキテクチャ クラウド
クラウドは例えるなら、IoT機器からデータを一元管理する、巨大なデータ集積所。

課金方式

情報

サービス名

完全マネージドなため、
チューニングは不要

クエリー単位の課金

計算リソースの情報が不要

Big Query

Google Cloud
Platform

性能を変更可能

チューニングが可能

計算リソースへの
課金

計算リソースの準備
が必要

Redshift

Amazon Web
Service

性能を変更可能

チューニングが可能

計算リソースへの
課金

計算リソースの準備
が必要

SQL Dataware
House

Microsoft Azure

クラウドサービスにおけるデータ分析サービスの違い

チューニング
ニアリアルタイムな高速処理
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性能

クラウドはいわば、さまざまな場所に設置されたIoT機器からデータを一元管理する巨大なデータ
集積所です。（しかし、単なるストレージとしての機能に始終するわけではありません）
クラウドは、仮想マシン（コンピューティング）、アプリケーション、データベース、データ分
析といった数々のITリソースをオンデマンドで提供します。
一般的にはこのような機能をクラウドで利用することを、「クラウド・コンピューティング」と
いいます。
世界的に巨大なIT企業をはじめ、さまざまな企業がクラウドサービスを提供していますが、代表
的なサービスとしては、Google Cloud Platform、Amazon Web Service(AWS)、Microsoft Azure
があります。
これらの提供するサービスをデータ分析の面で比較した表をあげています。（図表を参照のこ
と）
これをみると、それぞれに特徴があり得意不得意があるのがわかります。
課金方法では、Google Cloud Platformのようにクエリー（コマンド）単位で課金するサービスも
あれば、AWSのようにクエリー後に、クラウド側で処理を走らせる計算リソースへの課金の場合
もあります。
どれを選択するかは、どのようなIoTサービス・製品を作っていくかによって見極めることが重要
です。
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5.ビジネスへのIoT導入

5.ビジネスへのIoT導入

(1)IoT導入のための基礎知識
(2)IoTビジネスのための基礎知識
(3)プロダクトリリースの過程

第5章では、ビジネスへのIoT導入をまとめます。
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機構の知識

セキュリティの
知識
プラットフォームの
知識

回路の知識

IoT製品を市場に出すには、クリアすべき壁が沢山ある。

5.ビジネスへのIoT導入

筐体の知識

アプリの知識

電源の知識

分析の知識

物流の知識

運用の知識
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この第5章では、IoTを導入したい、あるいは導入することを決定したけれど、どのように業務をすすめていけばよいのかを明確に
するために、IoTビジネスの基礎知識からリリースまでに必要な工程、そして注意事項など、あらゆる要点を解説します。
IoT関係市場は、いまやIT関係以外の企業やさまざまな業界が、IoTをつかったビジネスへと次々に参入している
のが特徴です。
大手電機メーカーや自動車メーカーがIoTビジネスへ力を入れることは想像できますが、介護業界らか農業と
いったこれまでITとは縁遠かった業界の参入も始まっています。
どのような企業がIoTビジネスへ参加してきているのか、いくつか紹介します。
大手製造業では、産業機械や電子機器、自動車といった製品にはもともと多くのセンサーが組み込まれていま
す。
これらセンサーの情報をネットワークでつなぐことで、新たなサービスを提供できるため、多くの企業が参入
しています。
空港機エンジンをリルタイム監視するGE、世界中の建設機械の稼働データを分析し保守の効率化など新たな
サービスを提供するコマツなどが代表例です。
社会インフラの分野では、もともとネットワーク化されている電力業種以外にも、水道や河川の遠隔監視、ド
ローンをつかった橋梁の点検、ゲリラ豪雨のためのマンホール監視など、IoTを活用したビジネス参入が始まっ
ています。
住生活の分野では、住環境に関係する業界や企業がIoTのビジネスチャンスを狙っています。大手ゼネコン、住
宅や住宅設備メーカーなどが、そうです。
また、IT活用率が低い業界も参入してきています。介護や農業は労働集約型でIT活用がすすんでいない業界でし
たが、IoTが飛躍的に生産性を向上し、サービスや農産物の質も高まるため、新たなビジネス参入が増えていま
す。
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このように各業界が活発にIoTビジネスに参入していますが、どの業界でも、IoTビジネスの成功例が少ないの
が現状です。
IoTで新たなビジネスを、IoTで何かができるという期待から参加するものの、本当に便利か、課題解決へつな
がっているか、
なぜIoTを活用するのか、利用者の本当のニーズをとらえきれていない傾向が、その裏にはあるのかもしれませ
ん。

IoTを自社に導入する場合のポイント

そもそも、自社にIoTにつよいエンジニアがいるのか？
そのエンジニアにそこまで自由にやらせていいものか？
・・・などの検討が必要。

目的にそった商品はどんなモノか？
どこで収益化できるか？
あるいは、収益を見込まずに長期的関係の構築を
ねらうか？
・・・などの検討が必要。

5.ビジネスへのIoT導入(1)IoT導入のための基礎知識

？

他社製品を使う場合・・・

？

自社製品を使う場合・・・
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Iot技術を導入するにあたって直面する困難や解決策、心構えなどの基礎知識をまとめます。

IoTを自社に導入する場合、
・他社製品をつかう
・自社製品を開発して導入する
この2つのケースにわけて、考えていきます。

まずは、既存の他社製品をつかうケースです。
この場合、少なからず投資をすることになるので、目的を定め、ROI(Return On Investment:投資利益率:
投資した費用に対し、どのくらいの利益が出たのかを測るための指標)をしっかりと確認する必要がありま
す。
目的にあった商品が何ができるのかをしっかりと見極め、可能であれば１つテスト用に買って試すべきで
す。
自社の目的に沿った製品あるいはサービスであると見極めたなら、必要数購入して次の実証(POC:Proof of
Concept:概念実証:実施しようとするコンセプトが実現かのうか検証すること)につなげましょう。

と同時に、「どこでマネタイズ（収益化）できるのか？」あるいは、「マネタイズ（収益化）せずに顧客
との長期的関係構築を目的にする」など、マネタイズの目標の検討も行う必要があります。

２つ目の、自社製品を開発して導入する場合です。
社内にIoTに強いエンジニアがいて、自社開発を進める場合は、自由にやらせてみることで良い結果がでる
ことがあります（第3章の「3.IoTへの取り組み(4)諸外国の取り組み」を参照）。
しかし、もしそのエンジニアがしっかりした計画をたてず、安易な考えのもと開発をすすめてしまうリス
クは念頭に入れて、注意する必要があります。

IoTはハードウェアがからむことが多い分野です。ハードウェアはソフトウェアと違って、リリースしてか
らの修正がききません。腕の立つエンジニアだとしても、そうしたハード（家づくりでいう土台）のリス
クを簡単に考えていないかどうか、見極める必要があります。
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何をつくる必要
があるのか？

IoTをお客様に提案する場合のポイント

5.ビジネスへのIoT導入(1)IoT導入のための基礎知識

■ニーズをきちんとつかむ
どの部分を
外注するのか？

どんなビジネス
モデルなのか？

何がしたいのか、きちんと情報を把握する

■技術的な課題を共有・把握する

サーバの負荷問題、セキュリティ面にも課題はあることを知る

■要件定義、RPFの発注

複雑性が増す要件定義を、どう扱うかを整理する

IoTをお客様に提案する場合、まずはニーズの把握が重要です。
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IoTは非常に幅広い分野にまたがるため、お客様のニーズをきちんと把握することがまずは肝心です。
「お客様の抱える課題をいかに解決していくのか」「お客様はどこまでできて、何ができないのか」と
いったことを、ヒアリングを通して適切に把握し、提案書におとしこみます。
IoTビジネスを実行したことがない人に関しては、何がしたいのかの情報を整理し、必要に応じて図を描く
ことも効果があります。
そして、注意をして話さなくてはいけないポイントは、技術的な課題の共有です。
近年は大量の機器がインターネットに接続されるようになったことで、データ送信量が多くなり、サー
バーを圧迫してしまうような状況に陥ることもあります。
そのための対策として、エッジコンピューティングと呼ばれる、デバイスの周辺にサーバーを分散して設
置し、中間処理させることでサーバーの負荷を軽減させる方法も普及し始めています。
モノがインターネットにつながるIoTには、先にあげた課題のほかにセキュリティ面の課題も多く存在しま
す。
情報の漏洩や、モノ自体に物理的な攻撃を受けるといった課題も念頭に入れる必要があります。
そして、外部にIoTプロトタイプ開発や量産を依頼する場合の要件定義にも、ポイントがあります。
要件定義やRPF(提案依頼書)は、一般的なシステムの要件定義と近いところがありますが、違いといえば、
ハードウェア側の要件が入り、複雑性が増すところです。
特に量産がかかわってくる要件定義や見積もり取得方法は複雑で、専門的なノウハウが必要です。
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試作、量産プロトタイプ、量産開始でそれぞれの見積もりが必要になる場合もあります。量産は少なくと
もトータルで数千万円以上の投資が必要なので、この要件定義を間違えると大幅に金額が変わり、トラブ
ルにつながりかねないので、注意が必要です。ケースバイケースで具体的な要件定義は変わります。
IoTを構築する、目的、背景、課題、方針、ゴール、予算、基本構成、機能概略、ブロック図、システム構
成図、スケジュール、製造数など、本来は発注する側が検討しなければならないのですが、IoTはソフト
ウェアもハードウェアもインターネットもかかわってくるので、そもそも要件定義書すらかける人が少な
い状況で、それだけを依頼するというケースもあります。
つまりそれだけ、要件定義すら難しい分野ということです。

研究・開発

コンサル

スマイルカーブ

付加価値の低い
このプロセスを
どう攻略するかが、
成功の鍵！

販売・アフター

流通

マーケティング

教育展示会

スマイルカーブを把握しておくと、IoTビジネス成功への支援策になる。

5.ビジネスへのIoT導入(2)IoTビジネスのための基礎知識

付
加
価
値

ブランド

設計・デザイン

製造・組み立て

事業プロセス
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IoTはビジネスの幅が広いため、何から手をつけたらいいかわからないという意見があがりがちで
す。
今後マーケットが広がっていくIoT産業としてのビジネスの入り方は重要で、入り方次第でビジネ
スの展開までまったく違ったものとなります。

（図を参照のこと）スマイルカーブいう曲線図を例にあげます。
横軸に事業プロセス、縦軸に局面ごとの事業収益や付加価値をとったグラフを描いたものです。
中間点の収益率が低く、両端の上流と下流の収益率が高くなった曲線をえがいています。
これは人の笑顔の口元に似ていることから、スマイルカーブと呼ばれます。
スマイルカーブは事業の戦略や現状分析、新規ビジネスなどの検討に活用されます。IoTでは、す
べての項目でなんらかの関係性がありますが、付加価値の低いハードウェアをどのように攻略す
るかで、IoTビジネスが成功するかどうかが決まってくるといっても過言ではありません。
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ソフトウェア

①
課
題

②
ア
イ
デ
ア

③
企
画
・
要
件

④
研
究
開
発

④
研
究
開
発

⑤
改
良

⑤
改
良

プロダクトリリースまでには、主に７つの工程がある。

ソフト系業者

インターネット系
業者

③
企
画
・
要
件

5.ビジネスへのIoT導入(3)プロダクトリリースの過程

IoTビジネス化

より
困
難

ハードウェア

②
ア
イ
デ
ア

IoTへの参入を現在のポジションから眺めるのは、重要。

困
難

さらに
困難
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⑥
量
産

⑦
リ
リ
ー
ス

⑦
リ
リ
ー
ス
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最後のプロセス、⑥量産～⑦リリースです。
プロトタイプを経て、問題がなければソフトウェアの場合はリリースへ、ハードウェアの場合は量産⇒リリースへと
移行します。

ここまでの③～⑤までのプロセスを、「プロトタイピング」といいます。プロトタイピングとは、もともと不完全な
ものを少しずつ作り、そのつどフィードバックをもらいながら軌道修正を行う開発プロセスのことです。

次に、④研究開発～⑤改良です。
ここは企画した解決策を実現していくプロセスです。
④開発研究では、企画を実現し、開発した製品がどのように利用されているかといったデータを収集して解析を行い
ます。
そして、その解析結果やユーザーのフィードバックの情報をもとに、⑤改良を行います。また、この段階で次のプロ
セスである「量産」のために、コストや材料を加味した改良を行う場合もあります。

続いて、②アイデア～③企画・要件のプロセスです。
最初のプロセスで出てきた課題に対する解決策を、できる限り模索します。アイデアは多いほうが好ましいです。
③は、その後でてきた解決策をまとめて企画し、開発要件をまとめていきます。

まずは、①課題からです。
プロダクトをつくるにあたっての背景・課題を明確にするため、いまの状態や問題を分析する必要があります。

ここでは、プロダクトの立ち上げからリリースまでの道のりをまとめます。

その中でIoTビジネスは、大きくハードウェアとソフトウェアの２つのプロダクトに分けられます。
そのようなプロダクトをリリースするまでに、①課題の抽出②アイデア出し③企画・要件の決定④研究開発⑤改良を
繰り返す（プロトタイプ）⑥ハードウェアの場合は量産⑦リリース、という工程ですすみます。

IoTビジネスを始めたい場合は、まずどのようなサービスにするかを検討する必要があります。
方向性としては、「ハードウェアを売るのか」「ソリューションサービスとするのか」「ソフトウェアを売るのか」
「データサービスを売るのか」といったように考えます。

①
課
題

5.ビジネスへのIoT導入(2)IoTビジネスのための基礎知識

ハード系業者

ハードウェア技術者でも、
困難を強いられる

他業者(ソフト・インターネット・ハード系以外)

己のスタート位置を知ることで何が不足しているか真摯に判断する。

IoTを始めるにあたって、現在の自社のポジションを把握することも大変重要です。
IoTビジネスは分野が幅広く、かつハードウェアやインターネットといいたテクノロジーの知識・技術が介在するために、簡単に
始めることは難しいです。
特に、ハードウェア業界にいる場合は、インターネット回りのことがわからないことが多いため、はじめるには困難が多いです。
また、ソフト系・インターネット系業界にいる場合は、より困難になります。そして、それ以外の他業種にいる場合は、さらに困
難を極めます。
まずは、ハードウェア系産業から参入する場合のケースにおきかえて説明します。
この産業からの参入は、それでも「困難」なレベルにあります。大きな要因は、インターネット技術がわかる人が少ないという点
です。
例えば、町工場の人にインターネットに接続するハードウェアの製作を依頼しても、実現が難しいことが多いのです。
経営者の高齢化ももちろんありますが、既存ビジネスでやってこなかった分野を、経験者がいない中でやることは至難の業といえ
ます。
ただし、他の産業に比べるとハードウェア製作のハードルが低いため、ビジネス化はスムーズにいく可能性があります。
次に、ソフト・インターネット系業界から参入する場合です。
この産業からのIoT参入は、「より困難」なレベルにあります。
大きな要因が、スピード感覚がハードウェア産業とは違う点で、結果としてモノづくりを軽くみている傾向があります。
ソフト開発はスピード感がはやいだけに、ハードもそのスピード感・コスト感覚でつくれるだろう、と勘違いする人が大半なので
す。
量産の壁、溝を超えるためには、大変な困難がまちうけていますが、ソフト・インターネット開発をしっかり行い、有能なハード
ウェア企業と連携することでリスクは減らすことはできるはずです。
最後に、その他の産業から参入する場合です。
この場合、レベルは「さらに困難」となります。ただでさえ幅の広いIoTにもかかわらず、完全に任せきりとなるケースが多くみ
られ、その状態では本来プロジェクトをリードすべきところもリードできなくなってしまいます。
プロジェクトの内容を理解できなければ、実力のない業者をつかんでしまい、量産後のトラブルにもつながりかねません。
自分のポジションが、「さらに困難」というレベルであるという現状を認識したうえで、学ぼうという気持ちを忘れずに前向きに
取り組んでほしいものです。
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Step:1

修正

・UI/UXやコストを考慮する
・デザイン・外装を重視する
・PF・クラウドを意識する
・VCなどから資金を集める

評価

評価

修正

・量産設計ができているか
・投資対効果が計算できて
いるか
・ビジネス体制のイメージ
・工場との連携がとれているか
・引き渡せる状態にあるか

Step:3

プロトタイピングの実践プロセスは、主に３つのステップで行われる。

5.ビジネスへのIoT導入(3)プロダクトリリースの過程

Step:1

評価

・図案をしっかり作成する。
・目標を明確化する。
・必要以上はやらない。
・スピード重視
・今後のためのモジュール化
・資金調達のデモ行動

修正
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プロトタイプとは、アイデアから開発したプロトタイプ(実機)を、ユーザーフィードバックなどをもとに
改良を繰り返すプロセスの総称です。
プロジェクトにおける位置づけとしては、プロダクト製作の「試作品」という意味あいが強いです。
プロトタイピングのプロセスでは、いきなり完成品を作るのではなく、不完全なものを少しずつ作り、そ
の都度フィードバックをもらいながら軌道修正を行っていきます。
そうすることで、実際に必要な業務案件や機能が明確になります。
当然、一度つくったら終わりというのではなく、反復して評価を繰り返すことで①課題②アイデアまでが
明確化されて、かつ③要件がはっきりとみえてくる効果があります。
ここでは実際にプロトタイピングを進めるにあたり、その工程を３つのステップに分けて、各々重視すべ
きポイントを紹介します。
ステップ①図案の作成から調達
まず始めは、図案をしっかりつくること、目標を明確にすることが大切です。
そのために必要なことを選定し、必要以上に機能を加えないでスピード重視でアイデアを実現していきま
す。
ハードはお金がかかるので、開発費を集めたい場合は、クラウドファンディングによって資金調達をして
おくのもいいでしょう。
また、今後のためにモジュール化をすると作業がスムーズになっていきます。
ステップ②デザインやコストの考慮
次の段階では、UXやコスト等も考慮していきます。IoTデバイスは、デザイン・外装がとても重要になっ
てくるので、何度も改良を繰り返し、より洗練されたものをつくることが大切です。
いざ量産がみえてきたところで資金が足りない場合は、VCなどに資金調達をかけてもよいかもしれません。

58

ステップ③量産へ向けた最終確認
最終段階では、プロトタイプレベルの設計ができているかどうかや、投資対効果の計算、ビジネス体制や、
工場との連携など、量産に向けた確認を行います。
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ア
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③
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画
・
要
件

④
研
究
開
発

⑤
改
良

⑥
量
産

「ハードはハード」という
言葉どおり、大量生産で利益を
だせる企業は、ひとにぎり…

プロダクトリリースの工程のうち、「量産」は特に慎重にすすめるべきフェーズである。

5.ビジネスへのIoT導入(3)プロダクトリリースの過程

ハードウェア

①
課
題

⑦
リ
リ
ー
ス
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リリースまでの道のりのうち、ハードウェアにおける「⑥量産」にむけて、重要なポイントをまとめていきま
す。

プロトタイプを経て、ハードウェアが絡むIoT製品に関してはいよいよ量産のフェーズとなります。
IoT業界では、まだまだ量産製品は多くありません。数あるベンチャー企業のうちプレスリリースを盛大に出し、
自社のIoT製品をPRした企業の中で、本当に大量生産までたどりついた企業は、ほとんどないのが実状です。

「ハードはハード」といわれるように、量産はコストがかさみますし、オペレーションが複雑でリスクが高い
ため、資本力のないベンチャーが、うかつに手をだせるものではありません。
ただ、昨今の資金調達流動性の動向により、外部資金で量産をするところも見受けられるようになりましたが、
それでも成功している大企業でも、ほんの一握り程度です。

それでは、量産は一体どうやったらうまくいくのでしょうか。それは量産経験のある人をメンバーにいれるこ
とが一番コストパフォーマンスが高いです。
自社にいなければ、経験者をアドバイザーとしてでも、つけるべきです。

量産を考えるうえでまず検討しなければいけないことは、ベンダーの選定です。
製造業で、自社で大量生産ができるなら対象外ですが、そのような企業は少ないです。よって、ほとんどのIoT
ハードウェアを量産したい企業は国内外外部委託（OEMやODM）を検討することになります。

ベンダーは世界中にありますが、日本であれば、ウェブで検索して量産ができそうな企業を選定すればいいと
思いますが、海外では本当に目的の量産ができるかどうか不明な点が多く、実際に日本人と違って「なんでも
できる」といわれることが多く、市選定は慎重にすべきです。数が多くなればなるほど、一般的に「国内＝コ
スト高」「海外＝コスト安」となるのが定番です。
実際に中国をはじめとするアジアの人件費高騰による生産コストは上がっていますが、現状は国内よりもはる
かに安い金額で実現できます。

実際にベンダーが決まったら、プロジェクトマネージャーを立て、量産に向けて作業分担を行っていきます。
プロジェクトマネージャーは、すべての作業を横断的にみて、作業に遅れがないかを確認し、必要に応じて議
論します。
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製品の箱の用意から、
バーコード取得。
製品登録からECサイトへの
登録、検品作業、動作チェック・・・
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発

広告宣伝、LP、公式サイトの
制作、広告代理店への出稿、
営業活動など・・・

最終のリリース工程も、やるべきことは多岐にわたるので、まだ気が抜けない。

5.ビジネスへのIoT導入(3)プロダクトリリースの過程

ソフトウェア

ハードウェア

①
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②
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ス
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ハードウェアの場合、量産がうまくいけば、納品後すぐにリリースできます。あるいは工場のラインの関
係で、順に納品のケースもあります。
ハードウェアが絡んでいない場合は、ソリューションやクラウドサービスなどをリリースします。
量産後、リリース前に確認すべきポイントをまとめます。
ソフトウェアの場合、パッケージ型のモデルもあり、小売店で販売するよりはダウンロード型やブラウザ
閲覧型が主流です。
ハードウェアとソフトウェア両方の場合では、まずハードプロダクトの場合は、量産時に箱などをつくる
ケースがありますが、製品としてリリースするにはバーコード（JANコード）を取得し、箱にはりつけた
り、製品登録をするほか、AmazonなどのECサイトへの登録も必要です。
もし小売店で販売する場合は、物流も考えなくてはいけません。
検品作業もしっかりしたほうがいいです。EMS業者での検品作業もチェックもしますが、日本で最終的に
不良品が含まれているかどうかを確認したほうが確実です。
アプリケーションがメインの場合でも、センサーなどのハードウェアとつなげることも多いので、ハード
ウェアとセットで動作確認をすることもあります。
ハードは、他社製品をつなげるだけだとしても、その動作チェックも欠かせません。
マーケティングとしては、インターネットやSNSを利用することが重要となってきます。
広告宣伝のためのプレスリリース、ランディングページ及び公式サイトの制作、広告代理店への出稿、営
業活動など、リアルタイムで動くウェブの世界だからこそ、リリース時には気が抜けません。
また、サブスクリプション型のモデルでは、システムをつくる必要もあります。
プロトタイプから量産のみならず、リリースという最終フェーズにあっても、やることは多岐にわたって
あります。
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5-2 確認問題
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【AI の確認問題】
問題 1
人工知能（AI）という言葉が初めて世に知られたのは、1956 年のダートマス会議でのことである。
それから半世紀以上が経ち、現在では様々なメディアにおいて「AI」という言葉に触れない日はないほ
どのブームになっている。にもかかわらず、「AI」の定義は現在においても確立されていない。この理
由として最も妥当なものを以下から選びなさい。
A：世界中の大企業が AI の主導権を争って独自の規格を定め、それが乱立しているから。
B：AI の実用化は進んでいるが、AI そのものの研究はほとんど進んでいないから。
C：国どうしが AI を含む最新技術に関する技術情報の流出を怖れて対立状態にあり、共同研究を行う
動きが見られないから。
D：AI 以前に、
「知性」や「知能」自体に明確な定義がなされていないから。
正解 D
解説
現在でも、その明確な定義が確立されてはいない。大まかには、AI とは、
「知的な機械、特に、知的
なコンピュータプログラムを作る科学と技術」*1 などと説明されるが、研究者によってその定義は様々
である。その理由としては、そもそも、「知性」や「知能」自体の定義がないことから、人工的な知能
を定義することも困難である事情が指摘されている。
例えば AI を、
「人間のように考えるコンピュータ」と捉えるのであれば、そのような AI は未だに実
現していない。この「人間のように考える」とは、人間と同様の知能ないし知的な結果を得ることを意
味しており、知能を獲得する原理が人間と同様であるか、それともコンピュータ特有の原理をとるかは
問わないとされる。また、AI とは「考える」という目に見えない活動を対象とする研究分野であって、
AI がロボットなど特定の形態に搭載されている必要はない*2。
このような事情も踏まえて、本教育プログラムでは、AI とは「人間の思考プロセスと同じような形で
動作するプログラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術」という広義の概念を採用する*3。
研究者

所属

中島秀之

公立はこだて未来大学

武田英明

国立情報学研究所

西田豊明
長尾真
山川宏

京都大学
京都大学
ドワンゴ人工知能研究所

松尾豊

東京大学

定義
人工的につくられた、知能を持つ実態。あるいはそれをつく
ろうとすることによって知能自体を研究する分野である
「知能を持つメカ」ないしは「心を持つメカ」である
人間の知能活動を極限までシミュレートするシステムである
計算機知能のうちで、人が直接・間接に設計する場合を人工
知能と呼んで良いのではないかと思う
人工的につくられた人間のような知能、ないしはそれをつく
る技術。人間のように知的であるとは、
「気づくことのできる」
コンピュータ、つまり、データの中から特徴量を生成し現象
をモデル化することのできるコンピュータという意味である

出所
*1 人工知能学会ホームページ「人工知能の FAQ」
https://www.ai-gakkai.or.jp/whatsai/AIfaq.html
*2 松尾豊「人工知能は人間を超えるか」
（KADOKAWA）
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問題 2
AI の主な機能領域「識別」
「予測」
「行動」を組み合わせることによって、身近な日常生活でも AI が
活用されている。さらには、日常生活だけではなくビジネスでも様々な業界で実用化され、生産性向上
などの効果をもたらしている。この実用化の説明として正しいとはいえないものを以下から選びなさい。
A：人間は「生き物」であるがゆえに、体調や気分により作業スピードが遅くなったり、作業ができ
ない状態になったりするが、AI は 24 時間体制で安定して作業する。
B：医療関連データを学習し、患者の想定リスクを提示するなど、経験値の少ない医師であっても、
正確かつ迅速な判断ができるように支援する。
C：人間の目視による検品の場合見落としがあるが、AI による検品の場合見落としは 100%ない。
D：購入履歴のような膨大なデータを人間とは比較にならないスピードで収集・整理して、個々人に
合ったおすすめ商品を自動表示する。
正解 C
解説
AI は完全ではないため間違うこともある。人間が入力したデータからパターンやルールを発見し、新
たなデータに当てはめて識別や予測する機械学習においては、人間がもし間違った入力をした場合は正
しい識別・予測ができないことになる。また、たとえ入力したデータが正しかったとしても、100%正
しい識別・予測ができると言い切れない。正しい識別・予測ができたとしても、その次に正しい行動が
できるとも限らない。自動運転などの実用化は進んでいるが、自動運転車が 100%事故を起こさないと
は言えないため、今後も完全な AI を目指して開発を進めていく必要がある。
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問題 3
現在における AI を「統計学における確率論に基づいた法則を導くツール」
「条件となる値から答えと
なる値を得るための法則を発見するツール」と考えた場合、AI に関する説明として適切ではないものを
以下から選びなさい。
A：気温、失業率、経済成長率などを元に犯罪発生率を予測する。
B：気温、失業率、経済成長率などの数字を「目的変数」と呼ぶ。
C：どのような条件がそろった場合に犯罪発生率がどの程度増減するかを示す計算式をつくる。
D：AI が作った巨大な計算式を「モデル」と呼ぶ。
正解 B
解説
条件を示す数字は「説明変数」である。この場合、「目的変数」はモデルで算出したい犯罪発生率で
ある。また、過去の犯罪発生状況に関するデータを学習データと呼ぶ。ある地域で犯罪発生率を高い精
度で予測できるモデルを作ることができれば、ほかの地域でも、各地域の「説明変数」を計算式に入力
することにより精度の高い「目的変数」を算出することができる。また、人間が想像もしなかった「説
明変数」と「目的変数」の関係性がわかれば、未知の状況を予測するだけでなく、未来に起こる可能性
があるリスクを未然に防ぐという対策を講じることが可能になる。
出所
AI の教科書（日経 BP）
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問題 4
AI ブームは今までに 3 回。第 1 次 AI ブームは 1960 年代、特定の問題に対して AI が解答できるよ
うになったことにより起こったブームである。米国では機械翻訳が特に注力された。しかし、始まりが
あれば終わりがあるのがブーム。第 1 次ブームが終わった理由として最も妥当なものを選びなさい。
A：様々な要因が絡み合う複雑な現実社会の課題を解けなかったから。
B：パズル、ゲーム、迷路の解き方を悪用する人が現れて社会問題となったから。
C：人が手動で一般常識レベルのデータをインプットする必要があっから。
D：例外処理に対応できず、活用は特定の領域に限定されていたから。
正解 A
解説
探索(人間の思考過程を記号で表現し実行)・推論(パターンを場合分けして解答)により、単純な仮説の
問題を取り扱うことはできたが、現実社会の課題を解決することは、開発途上にあった当時の AI には
難しかった。C と D は第 2 次 AI ブームが終わった理由である。
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問題 5
2045 年に起こると予測される、AI が自ら人間より賢い知能を生み出す時点＝シンギュラリティ。
賛否両論あるが、シンギュラリティに関連する記述として適切でないものを以下から選びなさい。
A：人間以上の知能を持った AI が、人間が担当している業務を代わりに行う可能性がある。
B：2029 年には、AI が人間の思考能力・演算能力を超えるという予測もある。
C：今までの AI の歴史を振り返ると、技術革新は指数関数的なスピードで進んでいるとはいえない。
D：ホーキング博士は「完全な AI の開発は、人類の終焉をもたらす可能性がある」と発言している。
正解 C
解説
テクノロジーの革新は指数関数的(＝時間の経過と共にますます大きくなるような)スピードで進み、
2029 年には「人工知能の賢さが人間を超え」て、2045 年に「シンギュラリティに到達」するといわれ
ている。イーロン・マスク氏「人工知能によって、人類は悪魔を呼び出そうとしている。人類は悪魔を
操ることができると確信しているようだが、実際にはそれは不可能だ」、ビル・ゲイツ氏「私も人工知
能に懸念を抱く側にいる一人だ」という意見もある。

出所
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1904/15/news036.html

214

問題 6
今までの情報革命の歴史の中で、日本が遅れをとったと言われていること、また、将来的にも世界に
遅れをとる可能性があると言われる背景として間違っているものを以下から選びなさい。
A：サービスを提供する市場が世界ではなく日本国内向けであった。
B：ガラケー（ガラパゴス携帯電話）からスマートフォンへの移行に失敗した。
C：新興国は、少品種大量生産の領域では強いが、AI 研究への投資は少ない。
D：IT/AI 人材の育成、IT 化の推進が遅れている。
正解 C
解説
日本の AI 分野への投資額は世界と比べて格段に少ない。大量生産に強みのある中国などの新興国も、
AI 研究に莫大な投資をしている。AI が今後の企業成長に AI が不可欠だと認識している中国と比べて、
日本の意識は低いと言わざるを得ないのが現状である。A と B は。第 3 次産業革命において、日本が失
敗したと言われていることである。
出所
AI の教科書（日経 BP）

215

問題 7
2016 年 4 月にフェイスブック主催イベントで発表された Facebook Messenger のチャットボット機
能をきっかけに、チャットボットが広く知られるようになった。人間の発する「あいまいな」言葉を解
釈し、的確に意図を読み取り、返事ができる AI 技術を応用したものがチャットボットである。オンラ
インで質問に答えてくれるチャットボットの仕組みとして、必ず通るとは限らないステップを以下から
選びなさい。
A：ステップ①人間の声を認識して、テキストに変換、単語に分解する（音声認識・形態素解析）
B：ステップ②単語・文章全体の意味を理解し、単語の位置関係を調整する（構文解析・意味解析）
C：ステップ③文章間の関係を理解する
D：ステップ④質問に合致する回答を検索し、回答のテキストを返信または回答を読み上げる
（テキストマイニング・音声合成）
正解 C
解説
質問の文章が 1 つのみの場合は、複数の文章の関連（文脈）を理解する必要はない。例えば「一番安
い製品を教えてください」は 1 文であるが「私は貴社の提供する製品の中から〇〇ができる製品を探し
ています。そのような製品はありますか？」は 2 文になるため「そのような」製品＝「〇〇ができる」
製品であると理解する必要がある。また、単語の位置関係の調整とは、例えば「美味しい料理と飲み物」
では、修飾語である「美味しい」が「料理」のみにかかるのか「飲み物」にもかかるのかを決定すると
いうことである。企業がチャットボットに注目するのは、顧客に対して優れた顧客体験（カスタマーエ
クスペリエンス：CX）を提供し、競争優位を築こうとしているためでもある。

出所
https://boxil.jp/mag/a2799/
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問題 8
日常生活で使われる家電にも AI が活用されており、家事の省力化など私たちの生活スタイルも変わ
りつつある。スマートスピーカーを実際に使っている人は、米国で人口比 40％に対して日本ではわずか
6%程度という調査結果がある。スマートスピーカーが日本では流行らない原因の仮説として該当しない
ものを以下から選びなさい。
A：生活スタイルが変わらず便利さ・快適さをそれほど感じられない。
B：曖昧な指示では動かないため口頭で正確な指示を出すのが面倒と感じる。
C：最新家電を使いこなすことに慣れていない。
D：アメリカは話す文化であるのに比べて、日本は書く文化である。
正解 C
解説
A 自分でやっていたタスクの一部を任せただけで、生活は大きく変わらない。所有者に生活がどう変わ
ったかを調査した結果は、1 位音楽（75%）
、2 位天気予報（61%）、3 位アラーム（55%）ユースケース
として紹介されることの多い家電操作は 15%と低い。B 「やっておいて」など曖昧な表現は避ける必
要があり、指示の出し方をいちいち「考える」ことに面倒くささを感じる。しかしこの壁を崩す例とし
て、出前館では「アレクサ、出前館でいつもの」と話しかけるだけで、出前館の注文履歴から再注文で
きるようになっている。D メールでは細かいニュアンスを伝えることが難しく、対面や電話で話したほ
うが、確実な意思疎通ができる上に、時間もあまりかからないケースも多いが、日本人はわざわざメー
ルにしてしまう傾向がある。
所有者の趣味や嗜好性に合わせて、好みそうな商品やサービスの提案をしてくれたり、気分や感情・
行動に合わせて、最適な音楽や環境音を流してくれたりといった、様々な特徴を学習し、機能が変容し
ていくパーソナライゼーションが実現されるようになれば、つまり、ユーザーが仕事を振ってから動き
出すのではなく、スマートスピーカーがユーザーを学習し、機能を変容させ、指示待ちではなくなって
いくことで、スマートスピーカーが私たちの生活に普及していくのではないかと考えられる。（例）起
床と同時にカーテンが自動的に開き、テレビも着く。湯沸かし器とも連動し、コーヒーを淹れようと思
ったときにはお湯が沸いている。決まったブランドのコーヒーの豆・粉が少なくなってきたら、「少な
くなっています」と知らせてくれる。
出所
https://iotnews.jp/archives/137944
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問題 9
IoT（Internet of Things）技術の進化によって、私たちの生活を取り巻くすべてのものがインターネ
ットとつながるようになってきている。それらの製品は「スマート製品」と呼ばれるが、スマート製品
に必要な機能以下 4 つのうち、人間が操作する手間を省くための機能として最も妥当であるものを以下
から選びなさい。
A：モニタリング
B：制御
C：最適化
D：自律性
正解 D
解説
自律性とは、スマート製品自らが、情報収集→判断→自発的に動くことである。例えば、遠隔操作に
よってマンションのエアコンを自動で ON する装置。この製品の特徴は、エアコンを利用する時間・温
度など、個々人の生活習慣・感覚・嗜好を AI が学習して自動的に調整することで、その人にとって快
適な環境を自動で作りだすことができる。人間ではなく AI が代替することによって、人間はそれ以外
のことに自分の時間を使うことができるようになったり、節電の効果を期待できるようになったりする。
出所
AI の教科書（日経 BP）

218

問題 10
AI は人間と比較して得意なこともあれば不得意なこともある。現時点では不得意なことであっても、
「数値化できるデータ」であれば AI の処理にシフトできると言われているが、
「数値化できる」可能性
が高いものを以下から選びなさい。
A：同音異義語を区別する（例）意思、意志、遺志
B：楽器を使ってメロディーを作る。
C：人の表情から真意を読み取る。
D：初めて経験することに的確に反応する。
正解 B
解説
AI は、作曲、作詞、作文などクリエイティブと思われる芸術の分野の作業も可能である。大量に既存
の作品を学習させることで、データを数値化して分析し、新しい作品を「創造」する。AI が書いた小説
が文学賞の一次選考を突破したり、著名な画家の作風をまねて絵をかいたりといった例もある。但し、
ここでの「創造」の定義は、ゼロの状態から全く新しいものを創ることではない。A は前後の文脈から
正しい意味を把握する必要があり、C は人間の表情と心の中は同じではないことを感知する必要がある。
一般的に「あいまい」
「非合理」「例外」
「不確実」と思われる事柄は数値化することは難しく、AI が不
得意なことでもある。
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問題 11
音声認識は AI の基本的な機能の一つである。しかし、技術的に発展途上の部分もある。例えば、あ
る企業において「議事録を音声認識で自動化する」という目的がある場合、複数の発言者を聞き分ける
こと(音声分離)は現時点では技術的な課題がある。使える予算には限りがあるという前提で、その課題
を解決する対策として適切なものを以下から選びなさい。
A：すべての会議出席者にマイクをつけてもらう。
B：高性能のマイクをつけてもらう。
C：音声分離専用の機械学習モデルを新規作成する。
D：音声分離が必要な同時発話部分を自動化することをスコープアウトする(対象外とする)。
正解 D
解説
A 出席者の数が多い場合、準備するマイクの数も多くなるという予算上の問題があり、また、全員
にお願いすることは業務上の負荷が高く、お願いしたとしても全員がマイクをつけてくれるとは限らな
い。また、出席者が社外の関係者の場合、お願いしにくい場合もある。B 性能が良ければデータの精度
も上がるが、高性能であるほど値段が高いことが一般的であり、予算を考慮すると現実的に購入するこ
とが難しい。C このモデルを構築できるだけのスキルを持った人材が社内にはおらず、社外リソースを
調達すると予算内に収まらない。D 限られたリソース（ヒト・モノ・カネ）で目的を達成するためには、
対象範囲を絞って進めることも一案である。限られた範囲で効果を確認した後に、徐々に範囲を広げて
いくという考え方・進め方である。
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問題 12
現時点での AI には「できること」と「できないこと」があるが、
「できること」についての説明とし
て適切なものを以下から選びなさい。
A：歴史的な画家の特徴を学習・分析し、人々を感動させるような全く新しい作品を創り出す。
B：人間の皮膚と同等数の感覚器で感触を認知し、微妙な力加減を調整する。
C：障害物を検知して、障害物にぶつからないように動き回る。
D：リアルタイムで人間の感情を正確にとらえ、相手の心理を読み取る。
正解 C
解説
A ゴッホの画風で絵を描く AI の論文があるが、ゴッホ以上に斬新で人間の心理に訴えるメッセージ
が込められた絵を描くことは難しい。B 現時点でのロボットが持つセンサーの数は人間より圧倒的に少
ない。例えば、複雑な調整を必要とする手術をロボットが行うことは難しい。C あくまでもロボットが
動くことができる動線を考えて設計された工場などが前提となる。1 軒 1 軒設計が異なる家の中を自由
に動き回ることは難しい。D 交渉、説得、精神的なケアなどを目的とした高度なコミュニケーションは
難しい。
出所
AI の教科書（日経 BP）
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問題 13
機械学習(Machine Learning)の主な手法として、入力データと出力データを使って分析する教師あり
学習と、入力データのみに基づいて分析する教師なし学習がある。各手法と用途の組合せの例としてた
正しくないものを以下から選びなさい。
A：教師あり学習を利用して、ある商品を購入した人と購入しなかった人を分けて原因を調査する。
B：教師あり学習を利用して、発育環境の温度と湿度から収穫される果物の糖度を予測する。
C：教師なし学習を利用して、購入履歴から見込顧客層の属性(年代・収入・嗜好など)を予測する。
D：教師なし学習を利用して、ある一定期間に発売された音楽をグループに分ける。
正解 C
解説
購入履歴から見込顧客層の特徴を得るために使用される手法は教師あり学習である。教師あり学習は
大きく 2 種類「分類」と「回帰」がある。
「分類」の代表的な手法としては、音声認識・画像認識に優
れる「サポートベクターマシン」、データ特性を抽出し対象/対象外をグルーピングする「判別分析」
、デ
ータが少なくても分類に必要な特徴を推定可能な「単純ベイズ」がある。「回帰」の代表的な手法とし
ては、条件となる値から別の値を推測する「線形回帰」、目的の特徴を把握するためにツリー構造で分
類する「決定木」などがある。
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問題 14
機械学習の種類は数十種類あるため、自分が行いたい分析・予測のためには、どの手法が最適なのか
迷うことがある。データサイエンティストでも、どの手法が最適なのかは、実際に試してみないと分か
らないことが多い。但し、データのサイズや種類、活用方法などからある程度は絞り込むことができる。
手法の選択として正しいものを以下から選びなさい。
A：データが階層的とはいえない場合、k 平均法や混合マウスモデルが適している。
B：スピードよりも精度を重視する場合、ニューラルネットワークよりも線形回帰が適している。
C：数値を予測したい場合、決定木ではなくサポートベクターマシンを選択する。
D：機械学習には、教師あり学習と教師なし学習の 2 種類しかない。
正解 A
解説
データが階層的である場合に使用される手法として「階層クラスタリング」という手法がある。k 平
均法は、非階層クラスタリング(クラスターの数を決めて、その数の分だけ類似するデータを集めてクラ
スターを作る方法)の手法の 1 つである。混合マウスモデルが k 平均法と異なる点は、1 つのデータが複
数のクラスターに属している場合やクラスターのサイズが様々な場合に有効である点である。B のニュ
ーラルネットワークはスピードよりも精度重視の手法、C のサポートベクターマシンは数値よりも音
声・画像の認識に優れている手法である。D 強化学習がある。強化学習とは、試行錯誤しながら行動し
て最大の価値を得るためにループし続ける手法である。
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問題 15
AI 囲碁「AlphaGo」を開発した企業の創業者は、ゲームデザイナーであり、認知神経科学の研究者・
脳科学者でもある。AI は人間の脳をモデルにして開発されている側面がある。人間の脳の活動について
理解することによって、ニューラルネットワークの仕組みを理解しやすくなる。人間の脳の活動として
正しいものを以下から選びなさい。
A：多数のニューロン（神経細胞）がつながって構成されている。
B：他のニューロンから情報を受け取ることはできるが、別のニューロンに渡すことはできない。
C：情報を受け取るときの樹状突起は一つだけであり、一つで集中して受け取ることに意味がある。
D：情報とは、電気回路と同様に流れてくる電流である。
正解 A
解説
ニューロンは、複数ある樹状突起を使って、他のニューロンから情報を受け取る。その情報を、軸索
と接合部（シナプス）を経由させて、次ののニューロンに伝達する。樹状突起が外部から刺激を受ける
ことによって、ニューロン内外のイオンの移動が発生する。その結果、静止電位から活動電位（ニュー
ロンの内側の電位が外側より高くなる）に瞬間的に変わって電気信号を発生し、またすぐに静止電位に
戻る。これを「発火」といい、ニューラルネットワークでも使われる用語である。ニューロンは成人に
なった後も、刺激により増え続けるという説が有力。脳の学習に最も影響を与えているのはシナプスで
ある。シナプスの強度が最適になることによって学習する。つまり、人間が学習するということは、目
や耳などから刺激を脳に伝えることでシナプスの強度が変化し最適化されるということである。この考
え方は、ニューラルネットワークの仕組みにも取り入れられている。
出所
AI の教科書（日経 BP）
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問題 16
深層学習(Deep Learning)とは、機械学習の一種で、ニューラルネットワーク(脳の構造・特性を模し
たモデル)を用いた手法である。AI 自身がパターンを判断し識別するという、より人間の脳に近くなる
仕組みを用いることによって、予測の精度を上げることができる。但し、精度が上がらないこともある。
その原因と対策として妥当ではないと考えられるものを以下から選びなさい。
A：予測したい値を得るために必要なデータがない。自社が持っていない場合は、他社から調達する。
B：データの量が足りていない。大量のデータを保持できるシステム環境を整備する。
C：データの質が低い。蓄積されたデータに混じっているごみデータをクレンジングして除外する。
D：データだけでは判断が難しい。データだけで判断可能な別の手法に切り替える。
正解 D
解説
A 他社からデータを購入することでどの程度効果があるのか(例：どの程度売上が増えるのか)算出し、
費用対効果を考慮して効果のほうが大きい場合は購入する。B どの程度データの量を増やせば精度が上
がるか把握した上でインフラに投資する。C データ量が多くても質が悪ければ精度は上がらない。不要
なデータを除外するほか、形式(桁数、半角/全角など)を統一したり変換したりするなどクレンジングす
る必要がある。ABC の他にアノテーションという方法がある。膨大なデータを与えるだけでは正確な
パターンを見出すことが難しい場合は、アノテーションを行う。アノテーションとは、機械学習のモデ
ルに学習させるために、データに意味付け・紐づけして互いに組み合わせること・ラベル作成・タグ付
けすることを指し、AI 開発における前半部分（データ収集→アノテーション→学習）で重要な役割を果
たす。ある入力を受けると正しい出力ができる学習データ(正解データ)を作り出すことができる。例え
ば、通常のメールと迷惑メールを振り分ける、犬と猫を区別するなど。
出所
https://ledge.ai/annotation/
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問題 17
深層学習には 3 つの手法がある。①CNN（畳み込みニューラルネットワーク）②RNN（再帰型ニュ
ーラルネットワーク③LSTM 法（Long Short Term Memory）各手法の特徴と用途の説明が間違ってい
るものを以下から選びなさい。
A：CNN は画像認識のスピードが速く、自動運転時に障害物を認知するために使われる。
B：CNN は画像認識だけではなく動画・音声認識も可能であるため幅広く使われている。
C：RNN は音声データを認識し、人が翻訳したような自然な翻訳をする自動翻訳に使われている。
D：LSTM は音声・動画データを認識し、動画にリアルタイムで字幕を追加できる。
正解 B
解説
CNN は、画像の局所的な特徴を抽出・フィルタリングして分析する手法。画像の特徴は捉え、画像
認識や動体検知のスピードは速いが、動画や音声の認識はできない。LSTM は、RNN の欠点（長いデ
ータの処理が不得手）を克服した手法で、自然言語分野での処理に活用され、自然なテキストの読み上
げなども可能。字幕など今までは人が行っていた分野も自動化された。

226

問題 18
なぜ「深層」にする必要があるのか？について説明した文章として妥当ではないものを以下から選び
なさい。
A：画像データは数字・テキストデータに比べて情報量が非常に大きいから。
B：層が深ければ深いほど、活性化関数を使用して、様々な角度から分析できるから。
C：大きい情報量から複雑な特徴を抽出するためには中間層を深くする必要があるから。
D：人間の脳と同様の汎化能力（＝全体の雰囲気で判断する能力）を AI は持っていないから。
正解 D
解説
例えば、数字データとして温度・湿度を使用する場合は 2 個、フルカラー（RGB3 色）で 64×64 画
素の画像データを使用する場合は 3×64×64＝12288 個。AI も汎化能力を持っている。AI を使わない
IT システムの場合、明確な定義・数値基準（例：目の大きさが何センチ以下）をあらかじめプログラミ
ングしておく必要がある。AI は、前提条件・先入観・思い込みがなく、与えられた情報の中から共通点
を見つけるため、人間が発見できないような特徴を発見できる可能性を秘めている。
出所
AI の教科書（日経 BP）
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問題 19
アナリストのダグ・レイニーが定義した３つの V ①Volume（量）＝膨大なデータ量があること、
②Velocity(速度）＝リアルタイムまたはスピーディにデータを取得できること、③Variety(多様性) に
よりビッグデータという概念が普及した。さらに 4 つの V を加えて、7 つの V がある。データ活用戦略
の出発点として知っておくべき残りの 4 つに含まれないものを以下から選びなさい。
A：Variability（変動性）様々なデータタイプが含まれていること。
B：Veracity（正確性）信頼性・重要性・関連性があること。
C：Visualization（可視化）実行可能な形に変換すること。
D：Validity（妥当性）誤った情報を削除・修正する必要があること。
正解 D
解説
A 性質と度合いを理解することは、データ処理の計画を立てるのに役立つ。B 例えば、ある製品の顧
客が追加のトレーニング・プログラムに申し込む可能性との間に強い相関関係がある場合、その顧客リ
ストは高い正確性を持っているといえる。 C ビッグデータは１つだとして、何百万、何十億もの情報
を持っているが、それらを意味のある使いやすいビジュアルに変換する必要がある。D 7 つ目の V は
Value（価値）データ変換前に、その価値があるかどうかを知る必要がある。最終的に何を提供するの
か？「必要不可欠」と「あれば便利」を区別し、目的に応じて最高の利益が得られるものにフォーカス
する。
10 の V と呼ばれる場合に加える 3 つの V が、Validity（妥当性）Vulnerability（脆弱性）Volatility
（揮発性）Vulnerability＝サイバー攻撃に対して脆弱であるかどうか。個人情報が含まれている場合は
セキュリティ上の懸念は非常に重要。Volatility=データが劣化するのはいつなのか。古くなったり、時
代遅れになったり、無関係になったり、不正確になったりすること。このような情報であることが明確
に特定されていない場合リスクを伴う。
これらの V を知っていると、データを操作するための適切なツールを見つけたり、データの信頼性を
維持するためのガイドラインを見つけたりするのに役立つ。つまり、ビッグデータにより、戦略的かつ
収益性の高い意思決定が可能になる。
出所
https://www.xplenty.com/jp/blog/7-vs-big-data-ja/
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問題 20
ビッグデータは文字通り、巨大で複雑なデータ集合である。一元的な定義は存在せず、現在では、数
十テラバイトから数ペタバイトの範囲と言われる。ビッグデータと AI の関係性について説明した内容
として適切なものを以下から選びなさい。
A：ビッグデータはすべて AI の開発に必要である。
B：機械学習の発展は、ビッグデータとは直接的には関係がない。
C： 膨大なデータから市場動向を予測したり、未知のサイバー攻撃を検知したりできるようになった。
D：膨大なデータの収集・蓄積等の処理に対応できるかどうかといったサーバの性能などは考慮しな
くても十分にビッグデータを AI に活用できる。
正解 C
解説
A ビッグデータには多種多様なデータが含まれているため、ある目的達成のためにすべて必要なデー
タというわけではなく、目的に応じて取捨選択する必要がある。B 機械学習の発展により、従来なら不
可能であった膨大なデータの管理や解析が可能になり、効率のよい分析・整理により企業は有用なデー
タのみを抽出できるようになった。D 様々な形式のデータをリアルタイムで解析するためには、サーバ
の性能が高いほど、処理速度を向上させることができる。また、顧客情報などセキュリティ対策も万全
に行う必要がある。
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問題 21
AI という脳を活性化させ、学習させてよい賢くするためには大量のデータが必要である。企業が取得
したデータは独占するのではなく共有すべきという考え方から、各国はデータ流通の促進に注力してい
る。データ流通の現状と課題について説明したものとして妥当であるものを以下から選びなさい。
A：企業間でデータを売買する場合に限り、個人情報に対する慎重さより売買しやすさを優先する。
B：企業が持つデータは有用であるが、官公庁・地方自治体が所持するデータの精度は低い。
C：インターネット上ではすでに十分な量のデータが集められ公開されている。
D：データ提供者と購入者のマッチングプラットフォームとして「情報銀行」の役割が期待される。
正解 D
解説
オープンデータとは、インターネット上で公開されているデータのこと。各省庁が保有するデータを
原則すべてオープンデータ化するという法案も発表されている。データの種類としては、気象、交通事
故、犯罪、船舶の位置など。日本におけるオープンデータはまだ十分に集まっていない。企業がデータ
を共有することは、新しい価値を社会に提供することにつながり、今後の経済の方向性を決め。官民連
携して今後より一層データ共有を促進していくことが求められる。
情報銀行は、2016 年に日本政府が立ち上げたデータ流通環境整備検討会で議論されている。その役
割は、データの信憑性のチェック、個人情報が含まれていないかのチェックなどである。データ取引に
は無料・有料両方がある。データ提供者は主に企業であるが、個人が収集・作成したデータを提供する
場合もある。この情報銀行に関する市場は今後拡大すると見込まれており、様々な業界の企業が参入し、
競争が激しくなると予想される。
出所
AI の教科書（日経 BP）
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問題 22
AI 関連ビジネスは、大きく分類すると「アプリケーション」
「プラットフォーム」
「計算力」
「Sier(シ
ステムインテグレーター)」の 4 つである。中でも市場規模が大きい「アプリケーション」と「プラット
フォーム」についての記述として間違っているものを以下から選びなさい。
A：アプリケーションとは、AI の技術・機能を活用したソフトウエア・サービスである。
B：プラットフォームの市場は、アプリケーションの市場に比べて新規参入しやすい。
C：プラットフォームに分類される企業は、AI を使用しないとそもそもビジネスが成り立たない、
AI に莫大な投資をしている企業である。
D：GAFA と呼ばれる米国の企業（Google、Amazon、Facebook、Apple）は、アプリケーションと
プラットフォームの両方をビジネスとしている。
正解 B
解説
アプリケーション＝データ活用、プラットフォーム＝学習モデル作成・データ分析である。プラット
フォームで分析されたデータをどのように活用するかを考えて有用なサービスとして社会に提供する
企業がアプリケーション企業である。例えば、自動運転の仕組みを利用した自動運転車を販売する自動
車メーカーはアプリケーション企業である。プラットフォームには、アルゴリズム（問題を解くための
数学的計算手順）
、フレームワーク（学習に必要な枠組み）、API（Application Programming Interface
の略。ソフトウェア同士が情報をやりとりする仕組み）/クラウドがあり、既に大企業が占有している状
態である。一方、アプリケーションは、個々の顧客のニーズに応え独自の強みを持った領域を構築する
必要はあるものの、プラットフォームより新規参入しやすいといえる。
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問題 23
AI を活用するソリューションには 3 段階ある。第一段階：事務処理や顧客問合せ対応など、定型化
された業務の効率化・自動化。第二段階：熟練者などが実施していた業務をノウハウに関係なく可能と
する業務品質の平準化。第三段階：蓄積されたデータを用いたビジネスの高度化。第一段階では不可能
なものを以下から選びなさい。
A：情報をやりとりしている紙ベースの情報をデータ化。
B：タイムカードで読み取った時間を勤怠管理システムに転記。
C：オンラインショッピングの購買履歴からその人の嗜好に合ったおすすめ商品を表示。
D：顧客の問合せや社内における質問対応。
正解 Ｃ
解説
Ｃは、購買履歴＝蓄積されたデータ、従来の属性（年代、学歴、年収など）による画一的な提案から
個々人のライフスタイルに合う提案＝高度化、であるため、第三段階に該当する。第三段階にはそのほ
かエッジ AI（＝クラウド上で実行される AI の学習・推論を、機器（エッジ）側のサーバーで行うこと
により、タイムラグがなく結果を即座に反映）がある。例えば、家電やモバイル端末などに使われてい
る技術である。また、第二段階の例としては、売上予測、天気予報などがある。
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問題 24
一度導入したソフトウエアをずっと使い続けるのではなく、時代に合わせてアップデートするという
考え方に基づいた場合、あらゆる AI 関連製品に OS（オペレーションシステム）が搭載されるようにな
ることが考えられる。そのような変化により予想されることとして適切ではないものを以下から選びな
さい。
A：ハードウエアよりソフトウエアの性能・ネットサービスとの連携が価値を決める。
B：ソフトウエア企業の存在価値が増し、主導権を握る。
C：ハードウエアのメーカーが強い業界、高い技術力が求められる製品は例外である。
D：ソフトウエアを安全・快適に動かすためのハードウエアが求められる。
正解 C
解説
例えば、実用化に向かって開発が加速している自動運転車にも、高性能コンピュータが搭載され、OS
上で AI を含む様々なソフトウエアが動作するようになる。自動車業界では、Google、Apple といった
巨大 IT 企業が参入している。
トヨタなどの既存の自動車メーカーと提携して自動車の開発を進めたり、
メーカーに製造を委託したりする。ビジネスにおいてこのような変化が起こると、従来の〇〇業界、△
△業界といった業界の分類・垣根がなくなり、再編・再定義されるようになる。企業が生き残り持続的
に成長していくためのの選択肢は主に 2 つある。1 つは自動車の例のように AI を活用した製品・サー
ビスを開発すること、もう 1 つは、AI にできないこと＝人にしかできないことを伸ばし、人によるサ
ービスを展開することである。
出所
AI の教科書（日経 BP）
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問題 25
IT は広義の情報技術であり、AI は IT に組み込むことができるプロセスである。IT ビジネスは、
企業や家庭における様々な人間の活動において「IT を利用する」ものであったが、AI ビジネスは、
人間の活動を「AI 技術と融合させる」ものである。IT ビジネスに該当するものを以下から選びなさい。
A：製造業において基幹業務システムで原材料別にいつどれだけ必要かという計画を立てる。
B：人間であれば心理的に動揺してしまう要因を排除して株の売買タイミングを決める。
C： 健康管理のために自分の体質・状態を考慮した最適な食事や運動のプログラムを組んで提案する。
D：駅からの距離・家賃の上限などを希望条件に合った物件を検索して表示する。
正解 A
解説
A は、企業の各部門で各担当が自分の業務を遂行する際に、システムを利用して業務品質の向上・業
務効率化を図る例である。一方、B~D は、AI 技術が組み込まれたサービスを企画・開発・販売すると
いう、AI を活用することが前提となっている例である。IT ビジネスでは、人間が条件や制約を考慮し
てロジックを考え、標準プログラムを開発しパッケージとして販売する、または、顧客に合わせて追加
のプログラムを開発する必要がある。AI ビジネスでは、人間は AI にデータをインプットするだけで
（プログラムを作成する必要がなく）AI 自身が最適解をアウトプットしてくれる。
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問題 26
DX（デジタルトランスフォーメーション）は、あらゆる業界に適用可能だが、目に見える効果・定
量的に評価できる成果を上げている企業は世界でもわずか 5％。DX の定義は文脈によって変わり、DX
という言葉の意味が曖昧なのは、この文脈の違いによるものである。DX の定義として適切ではないも
のを以下から選びなさい。
A：ビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを
基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、
企業文化・風土を変革すること。
B：IT が社会全体・人類全体にどのような影響をもたらすか。
C：従来の IT に先進的な AI 技術を組み込むこと。
D：デジタルテクノロジーを推進することによって、組織やビジネスモデルを変革して新しい価値を
提供すること、0→1 を生み出すこと。
正解
C
解説
A 経済産業省「DX 推進ガイドライン」に記載されている、
「IT 活用を妨げる既存システム・組織体制
を包括的に変化させるという意味。B スウェーデンの大学教授が提唱した、社会的文脈で使われる最も
広義な意味。D ビジネスの文脈で使われる企業が競争力優位を維持する目的で使われる意味。
「IT 化」と「DX」の違いは、前者が業務効率化などを「目的」としてデジタル化を進めるもの、後
者はそれを「手段」として変革を進めること。日本の企業はさらなる「DX」の必要性に迫られている
理由は、
「IT 人材の不足」と「古い基幹システム」の 2 つが障害となり、2025 年から 2030 年までの間
に、年間で最大 12 兆円の経済損失が生じる可能性があるが、DX を推進できれば、2030 年の実質 GDP
において 130 兆円の押上げを期待できるとされている。
少子高齢化によって労働人口が減少しつつある日本では、海外市場も視野に入れ、ビジネスモデルの
変革や不足している IT 人材の穴埋めを行わなければ競争力は低下の一途をたどる。実際には、IT 化を
促進し、経営戦略を変えるだけではなかなか前に進まない。改革を進めたい経営者と、現場の意識に乖
離が生じ、進展しないことも多い。
出所
https://seleck.cc/dx
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問題 27
DX が当たり前となりビジネスにおける他社との差別化要因にならない世界を「ポストデジタル時代」
と呼ぶ。「ポストデジタル時代」において、企業が生き残るポイントとして適切ではないものを以下か
ら選びなさい。
A：最先端技術を活用する…AI 開発状況などにアンテナを張りながら常に新しい仕組みを導入する。
B：ターゲットを絞る…様々なチャンスがあるができるからといってやみくもに手を出さない。
C：存在意義を明確にする…何のために社会に存在するのかというミッションを打ち出す。
D：SMAC（ソーシャルサービス・モバイル・アナリティクス・クラウド）を使いこなす。
正解 A
解説
B 変化し続ける社会に対応する企業にとって多すぎる機会がもたらされる。
「できること」ではなく、
「やるべきこと」に集中していく、つまり、ターゲットを絞る・見極める必要がある。C DX は企業が
単独で進めていけるものではないため、連携するパートナーや自社のポジションを見定める必要がある。
顧客に提供できる価値は何か？を明確にする。D 次の目標に向けて SMAC を使いこなす。DARQ（分
散型台帳技術（Distributed Ledgers）・人工知能（Artificial Intelligence）・拡張現実（Extended
Reality）
・量子コンピューティング（Quantum Computing）
）が多くの企業に影響を与えているが、
SMAC の基盤なしではチャンスを逃す可能性がある。
DX 化に成功している企業に共通する「5 つの特徴」としては、①デジタルに精通している適任者を
各部署に配置②将来の労働力の変化を見据えて組織能力を向上③新しい働き方を導入して従業員の生
産性を向上④日々デジタルツールを導入するなどして社内をアップグレード⑤新しいデジタルシステ
ムをむやみに導入せず旧システムも見直しながら徐々に新体制に移行、が挙げられる。
既存の個別領域をデジタルに適用させ、組織を変革し、新しい事業モデルへと転換していくことは時
間がかかる。長期的な視線をもち、リソースを的確に割り当てる意思決定を迅速に行うことが求められ
る。データを上手く活用しながら既存ビジネスの変革を行い、新規事業を創出するなどして、国際競争
力を高めていくことが重要である。DX はあくまでも「手段」でしかなく、世界のビジネス市場で戦っ
ていくことを「目的」として認識しておくことが大切である。
出所
https://seleck.cc/dx
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問題 28
AI 人材に必要とされる知識・スキルは「データエンジニアリング力」
「データサイエンス力」
「ビジネ
ス力」と大きく 3 つある。世間一般でデータサイエンティストと呼ばれる人は、この 3 つの力をバラン
スよく持っている人材である。各力について正しく説明したものを以下から選びなさい。
A：ビジネス力には、自分が専門とする一領域内の課題を解決する力であり、複数領域をまたがる
課題を複数の部署・メンバー間で調整したりチームを管理したりする力までは含まない。
B：データサイエンス力とは、統計学などの情報処理系の知識を総合的に保持して使う力である。
C：データエンジニアリング力とは、データサイエンスを意味のある形として実装・運用できるよう
にする力でり、いわゆるプログラマーやシステムエンジニアが備えている力である。
D：非構造化データ(言葉・文章・画像など規則性のないデータ)処理は、データサイエンス力では
なくデータエンジニアリング力に含まれる。
正解 B
解説
ビジネス力は 3 種類の能力に分類される。まず「基礎力」として行動規範と論理的思考、プロセスと
データ入手・理解・検証などの「データ課題解決力」、ビジネス観点で課題を解決する「ビジネス課題
解決力」が必要となる。AI とは直接関係ないと思われるかもしれないが、AI の目的はビジネスの進化
であることが多く、ビジネスパーソンの基本スキルとして当然備えるべき力も含まれる。データエンジ
ニアリング力に含まれる、いわゆるプログラミングは「基礎技術」として必要なものであるが、それだ
けでは十分ではなく、その基礎技術の上にビッグデータまで処理する「実装技術」、さらには実装した
ものを防御する「防御技術」まで必要とされる。データサイエンス力は「基礎技術」として必要な統計
があり、言語・音声・画像の各処理が含まれる「非構造化データ処理」、データサイエンス力の中でも
要となる「解析技術」から構成される。
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問題 29
データサイエンス力に含まれる「機械学習」には「アンサンブル学習による分析を実行しその結果を
正しく解釈できること」とある。アンサンブル学習とは、複数の手法を組み合わせる手法であるが、
アンサンブル学習の説明として間違っているものを以下から選びなさい。
A：複数の決定木の平均をとる「ランダムフォレスト」は決定木の欠点を克服した手法である。
B：「勾配ブースティングマシン」とは、決定木の修正を重ねていくため高性能である。
C：「バギング」とは、多数決をとる手法のためスピードは速いが、精度は落ちる。
D：アンサンブル学習では、精度が高いモデルをたくさん集めることでより一層精度を上げる。
正解 D
解説
アンサンブル学習では、弱学習器(＝簡単に作成できるが、精度はそれほど高くはないモデル)を多く
集めることで、精度の高い分類や予測を行う。一般社団法人データサイエンティスト協会がまとめたス
キルチェックリストには、
機械学習にあたる手法の名称を 3 つ以上知っており概要を理解していること、
どのような問題を解決することができるか理解していること、決定木とランダムフォレストの違いを説
明できること、などが記載されている。
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問題 30
日本に限らず、世界的に AI 人材は不足している。今後ますます AI に対する需要が増す中で、AI 技
術者は大幅に増えないと予測される。このような AI 関連の人材市場、人材の探し方、育て方について
妥当ではないものを下から選びなさい。
A：AI 開発ができる技術者の人件費が高騰しているが、日本の水準は世界に比べて低い。
B：同じ会社で一生働き続けるのではなく、その時々の情勢に合わせて最適な企業に所属する、
または、自分で会社を設立するなど、自由な働き方が求められる時代になっている。
C：AI 技術者がどこで何をしているかアンテナをはり、積極的に交流してとりあえず相談してみる。
D：優秀な外部人材を活用する、と同時に OJT によって社内人材を育てる。
正解 C
解説
世界水準では、AI 技術者の年俸数千万円と言われているが、日本はそこまで高額な提示はされていな
い。そのため、技術者は海外の企業に就職したり、自分で起業したりする傾向にある。技術者に限らず、
AI と共存する社会において、今まで以上に専門性を高め、自分の価値を高めていくための教育が必要と
なる。経営者は AI 技術者と知り合ったら漠然とした話をするのではなく、予算や目的など明確にした
上で仕事を依頼する必要がある。技術者をすぐに採用することが難しい場合は、プロジェクト単位など
で外部人材を採用し、そのプロジェクトの中で社内人材を AI スペシャリストとして育てていくという
方法もある。
出所
AI の教科書（日経 BP）
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問題 31
AI によって私たち人間の未来は大きく変わるとも言われている。社会全体の変化、ビジネスの変化、
日常生活の変化…などにより、現時点で「非常識」
「不可能」と思われていることが「常識」
「可能」と
なることも予想される。必ずしも「できる」とは言い切れない記述を以下から選びなさい。
A：医師・弁護士など一般的に高度な知識・技術を必要とする職業であっても AI に代替できる。
B：AI による自動化によって、人間の労働者の数が減るため、人件費削減という目的を達成できる。
C：建設現場など 3K(きつい・汚い・危険)職場では特に、遠隔処理・自動化よって、人間の労働者の
負担を軽減できる。
D：AI は顧客ニーズを早くしかも的確に把握し、均一化されたサービスを提供できる。
正解 B
解説
AI による自動化によって逆に人間のスタッフを増やす必要があるケースもあり、必ずしも人件費を削
減できるとは限らない。銀行の ATM を導入するということは、支店数を増やすということになり、行
員が増加した例がある。また、AI は新しい産業・職業を生み出す場合もある。例えば、AI が仕事を代
替した後の余暇を過ごすための産業・データサイエンティストなど。A 高度な頭脳が必要と思われてい
る仕事であっても、経験してパターン化することができる領域は AI に代替可能となる。C 建設業は人
材不足に加え、高齢化も課題となっている。55 歳以上の就業者は 35％で全産業 30.2％より 5%多く、
逆に 29 歳以上の就業者は 11％と全産業 16.5％より少ない。全産業との比較した労働時間は年 300 時間
ほど多い。死亡者数も年 300 人以上と全産業の 33%を占める。
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問題 32
スマートシティとは、IoT や AI を駆使して、人間が便利に・快適に・安全に暮らせるサービスを提
供する街のことです。定義がはっきりしている用語でなく、スマートグリッド（電気をコンピューター
制御できる送電網）を導入した自治体や、IoT による見守りを導入した自治体を指すこともある。スマ
ートシティの説明として適切ではないものを以下から選びなさい。
A：AI・IoT の技術を活用して、生活に関わるあらゆるムダをなくすことができる。
B：病院の診察履歴のデータ共有、渋滞が起こらないような信号機制御などが含まれる。
C：地域全体を活性化するには莫大なコストがかかるため、地域によっては、中心部を重点的に整備
するコンパクトシティ化が進む可能性がある。
D：過疎化が進む地域において、宅配サービスやカーシェアリング、スマートグリッドによる再生可
能エネルギーの活用して、スマートヴィレッジを実現させることは難しい。
正解 D
解説
AI は都市計画の特定の問題を解決するためには優秀なアドバイザーとなる（交通手段の混雑予測、観
光客の増減予測など）今後、自治体は AI の分析結果に基づいて都市計画を立てることが増えると思わ
れる。日本の過疎化が進む地域などでも十分に AI を活用する手段は考えられる。予測と現実に乖離が
生じた場合は、その結果を AI に学習させることで、各地域特有の特性を学習することになる。しかし、
すべてを AI に任せることは時期尚早である。なぜなら、AI は与えらえた限定的な情報から合理的な方
法を考案するにとどまり、人間の感情を数値で表すには問題が残されているからである。例えば、地域
経済活性化のために、生産性の低い高齢者を追い出し、若い人材を減税で呼び込む計画を立てたとして
も、地域住民の反発や世論、社会的弱者に対するケアが考慮されない。
出所
AI の教科書（日経 BP）
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問題 33
第一次産業（農業・漁業・畜産業など）は自然を相手にしているため、AI と相性が良い。自然現象は
様々な要因が複雑に絡み合っているため、原因を突き止めることが難しいが、AI が分析することより人
間の経験と勘に頼ってきたものをデータという目に見える形で提示できるようになる。植物工場（コン
トロールされた空間で作物を育てる工場）についての説明として正しいものを以下から選びなさい。
A：安全な食品を生産することが目的で、効率的に大量生産することが目的ではない。
B：AI と人間の両方が環境をコントロールすることで高品質の作物を栽培することができる。
C：屋内環境であってもできるだけ自然の屋外環境に近づける工夫がされている。
D：工場建設のイニシャルコストや光熱費などのランニングコストを考えても利益を確保できる。
正解 B
解説
植物工場は、農業の担い手が少なくなっている社会課題を解決する一つの方策である。光の量、色、
温度、湿度などコンピュータ制御＋人間の手によってコントロールする。大量生産・病気などの被害を
防ぐ目的で食品が栽培されている。土を使わない水耕栽培、太陽光ではなく LED を照射するなどの栽
培方法がとられている。AI により、どのように環境を制御すれば効率よく生産できるか、データに基づ
いて導き出すプロジェクトが世界各地で立ち上がっている。一方で、販路開拓・利益確保など経営を維
持することが困難であり、失敗事例も多い。
出所
AI の教科書（日経 BP）
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問題 34
ベーシックインカムとは、最低限の所得を保障する仕組み（国民配当／基本所得保障／最低生活保障）
2021 年緊急事態宣言が発出され、生活にも大きな影響があるため注目されている。生活保護と明確に
区別するために、ユニバーサルベーシックインカム UBI（Universal Basic Income)とも呼ばれる。メ
リットとデメリットがあるが、メリットとして正しいものを以下から選びなさい。
A：少子化対策…子供が増えることで世帯所得が増加する。
B：貧困対策…最低限以上の生活を送れる。
C：地方活性化…地価・物価の安い地方で生活する人が増える。
D：社会福祉水準の向上…現在の社会保障制度に加えて一定額の現金給付が行われる。
正解 D
解説
既存の社会保障制度を撤廃し、ベーシックインカムの制度に集約することが前提。正しいメリットは、
社会保障制度の簡略化。現在の制度は「失業保険」
「医療補助」
「子育て支援」等のように様々な個別の
目的があるが、ベーシックインカムの導入によって「国民生活の最低限度の収入を補償」という目的に
一元化・一本化できる。行政コストの削減にもつながる。また、社会問題になっている生活保護の不正
受給対策としても期待できる。
A 必ずしも直結しないが、支給単位が「世帯」ではなく「個人」のため、長期的には少子化対策にな
ると考えられている。B「働いても生活が苦しいまま」のワーキングプア対策としても期待されている。
C 地方創生ともいう。全国一律配布を前提となる。
デメリットとしては、現在のような「必要な人に必要な分を配分する」制度ではなくなり個人の責任
が大きくなること、全国民に一定金額の現金を給付するだけの財源を確保することがなどがある。日本
は大きな収入源がある状況ではなく、不況に陥った場合等に財源確保が難しくなる可能性がある。
出所
https://www.job-terminal.com/features/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%
82%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%A0/
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問題 35
AI 社会における人間のあり方について考えると、AI と人間は果たして対立する存在なのか？AI を人
間の代わりに作業を行う「ロボット」「機械」とする考え方と、人間の一部となり人間をパワーアップ
させる「拡張能力」「装置」とする考え方がある。AI と人間の関係をめぐって様々な議論が生まれてい
る背景として該当しないものを以下から選びなさい。
A：AI が現時点で実現できていることと、AI に対する人間の期待値に乖離があるため。
B：AI のアルゴリズムは一様ではなく、多元的な可能性を秘めており、開発途上にあるため。
C：産業革命以来の自動化による「労働力」という観点では目新しくないが、人類史上前例がないよ
うな「社会変化」を引き起こすかもしれないという不確定要素があるため。
D：人間の仕事が AI に奪われることにより、人間にしかできない仕事がなくなるため。
正解 D
解説
AI にも得意・不得意があるため、人間にしかできない仕事が全くなくなるというわけではない。人間
は、人間にしかできない仕事に集中できる。残る仕事・新たに生まれる仕事が、人間が AI に比べて得
意な仕事になる。また AI が社会に浸透した時に、逆に「人間」であることがブランドになりうる。例
えば、ほとんどの店員が AI 化されている店舗で、人間の店員とコミュニケーションをとりたいという
顧客もいる。人間と AI は、仕事のすみ分けができると考えられる。その一方で、AI が超人的拡張知能
Augmented Intelligence であるという観点では、その恩恵にあずかれる能力や資本を持つ人と、その恩
恵にあずかれない者との間に、人工的能力格差（＝非人格的な富ではなく自身の能力という人格的な格
差）が生まれるとも言われている。
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問題 36
AI を活用するレベル（人間と AI の協調レベル）は 5 段階ある。すべて AI に任せる、完全に AI に置
換されるレベル（主体＝AI）をレベル 5 として、レベル 1~レベル 4 の説明として間違っているものを
以下から選びなさい。
A：レベル 1＝AI の分析結果・予測をもとに人間に対してアドバイスを提供する（主体=人間）
B：レベル 2＝人間の作業結果に問題がないか AI がチェック・検査する（主体=人間）
C：レベル 3＝人間が判断することなく、AI の指示に従って作業する（主体=人間）
D：レベル 4＝人間に代わって AI が作業し、人間は AI を監視する（主体＝AI）
正解 D
解説
レベル 4 は、人間に代わって AI が作業するが、人間は AI を監視しながら「一緒に作業する」ため、
主体は人間と AI の両者である。AI を活用する場合は、どの協調レベルを実現すれば、現状の課題が
解決できるかを考える必要がある。例えば、レベル 1（例：病気のリスクを医師に提示）で十分であ
るにもかかわらず、レベル 5(例：遠隔手術)を目指すことは、予算・時間・労力などを無駄にするこ
とになる。AI プロジェクトが途中で停止してしまうようなリスクを回避するためにも、段階的に進め
ていくことが大切である。それにより、現場の混乱を最小限に抑えたり、技術的な問題を早期に発見
したりすることが可能となる。
出所
AI の教科書（日経 BP）
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問題 37
現時点では、AI を開発するのはあくまでも人間である。だからこそ、人間中心の AI 社会を構築する
ために、守るべき原則というものが存在する。AI 社会の原則の趣旨には沿わないものを以下から選びな
さい。
A：AI 弱者を生まないように、教育の機会は子供だけではなく社会人・高齢者にも与えられる。
B：個人情報を利用する AI は、個人の尊厳や平等を侵害しないようにするべきである。
C：各国は、自国の安全保障のために独自にデータを収集し、積極的に AI を活用すべきである。
D：AI の設計思想において、国籍・年齢・宗教などにより差別されることがあってはならない。
正解 C
解説
A 教育・リテラシーの原則、B プライバシー確保の原則、D 公平性・説明責任・透明性の原則。
C は、AI の発展に伴って、人間も進化していくように、国境などの垣根を越えて、国際化・多様化を推
進すべきであるというイノベーションの原則には沿わない。
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問題 38
AI を搭載したロボットやシステムが事故を引き起こした場合、誰がその事故の責任をとるのか？
常の事故では法的責任に応じて賠償請求されるが、AI が事故を起こした場合は誰が賠償金を払うのか？
今後 AI 搭載による事故が増えると予想されるが、結論が出ていない議論である。その理由として最も
妥当であるものを以下から選びなさい。
A：そもそも「責任」という概念が共通認識できていないから。
B：人間の行為はすべて自分のコントロール下にあり、自分ではコントロールできない偶然の出来事
などに左右されることはないから。
C：AI を開発したメーカー・エンジニアには道徳的責任はないから。
D：AI 操作者の習熟度や注意散漫であったか否かという観点から責任を問われた判例が多いから。
正解 A
解説
人間のあらゆる行動すべてを自分だけのコントロール下におくことはできない。その意味では道徳的
責任がないことになるが、実際には、エンジニアはある程度の道徳的責任を負う。その一方で、刑事的
な責任は負わない。自動運転の場合、AI による自動操作が基本だが、緊急時には運転者が操作しなけれ
ばならない。しかし、過去の事故例では、自動運転車のドライバーがスマホに気を取られて歩行者に気
づかなかったにもかかわらず、刑事訴追されていない。判例の数も少ない。
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問題 39
機械学習では、AI 自ら入力データをパターン化していく。画像から外見などを判別する認識するシス
テムに機械学習を導入する場合、AI がジェンダーや人種を「差」として認識してしまうことがある。そ
の例として妥当ではないものを以下から選びなさい。
A：黒人が多く住んでいる地域ほど逮捕率が高いというデータを学習した AI は、黒人居住地域には
不審者・犯罪者が多いと判断した。
B：男性の履歴書が大半を占めるデータを学習した AI 人材採用システムは、履歴書に「女」
「女子大」
などの単語が出現すると評価を下げた。
C：アジア人の割合が多いデータを学習したアジア圏で開発された AI の顔認識システムは、非アジア
人を認識する精度が比較的低くなった。
D：多様なジェンダーのデータを学習して自らパターンを見出した AI は、学習データになかった未
経験のジェンダーを認識できなかった。
正解 D
解説
AI のバイアス(偏り・先入観)は、人種・性別・民族・文化等に対する人間の差別感覚が AI に反映さ
た結果である。入力データを準備するのはあくまでも人間であり、収集したデータ自体、または、収集
したデータから入力データを「選別」した人間自体の考え方にバイアスがある場合、出力データも偏り
の影響を受けてしまう。このような問題が技術的に解決する見込みがない限り、AI を搭載したシステム
を販売を停止するという判断を下した企業もある。
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【IoT の確認問題】
問題 1
IoT（Internet of Things）はその略称から「モノのインターネット」に例えられる。以下の IoT に関
する記述で誤っているものはどれか。
A：IoT は「いろいろなモノやサービスがインターネットにつながること」を意味する言葉であり“あ
らゆるものがインターネットにつながる世界の実現“が期待されている。
B：２０１６年あたりから日本で IoT という言葉をよく見かける様になった。それまでの２０００年
代では同様の概念を説明するとき“ユビキタス”という言葉がよく使われた。しかし、海外では１
９９９には IoT という言葉が既に登場している。さらに、モノのインターネットの概念自体は 1980
年代に存在しており、IoT は一連の言葉や概念の後継に位置する。
C：世界最大級の IT 専門調査会社 IDC では、IoT とは「IP 接続による通信を、人の介在なしにロー
カルまたはグローバルに行うことができる識別可能なエッジデバイスからなるネットワークのネ
ットワーク」と定義している。
D：IoT のソリューションと従来型の違いは汎用デバイスの登場とオープンなソフトウェア定義の確
立によって市民開発が可能になったことである。IoT のロシューションでは、IoT デバイスそのも
のよりも、その先の効用・効果を生むことがとても重要である。
正解 A
解説
A：間違い。IoE は Internet of Everything（すべてのインターネット）の略で、モノだけでなくサー
ビスがインターネットにつながることを意味する。IoT はモノがインターネットにつながる段階
を対象とし、IoE はそれ以上のモノやサービスがインターネットにつながる段階を対象としてい
る。他には IoC（Internet of Customers）や IoA（Internet of Abilities）などもある。*1
B：正しい。IoT の先駆けである TRON プロジェクトは、すべてのモノにコンピュータチップを埋め
込みネットワークでつなぐことを目指していた。当時 TRON 推進者であった元東大坂村健教授は、
２０１５年に、国際電気通信連合（ITU）から「ユビキタスネットワークや IoT の起源となった
オープンアーキテクチャ・TRON を提唱した」として 150 周年賞が与えられた。*2
C：正しい。*3
D：正しい。*3
参考資料
*１

IoT・IoC・IoE・IoA 解説記事、https://tech.s-cubism.jp/blog/archives/508

*２ ダイアモンドオンライン・坂村健インタビュー記事、https://diamond.jp/articles/-/130230
*３ Wikipedia ページ、https://ja.wikipedia.org/wiki/モノのインターネット
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問題 2
IoT で医療・介護産業が変わってきている。以下の IoT に関する記述で誤っているものはどれか。
A：IoT で介護現場の負担を軽減策として、被介護者の介護室の出入口に入退出センサをベッドに排
泄の兆候を検出するセンサを配置して収集したデータを蓄積結果から分析することで、被介護者
の体調を予測するデータ活用が行われている。これにより、介護者ががんばらない介護を実現で
き負担が軽減される。
B：人手不足の介護現場では、被介護者の状況報告や介護プランの計画立案など、事務的なことで人
の手が行き届かない部分を IoT でカバーする取り組みが行われている。事務仕事は介護業務の間
に実施することが多く残業につながり心理的ストレスの要因であった。IoT により、複数の介護
者間で介護の類似状況の報告やプランの共有がスムーズに行えると、事務処理の時間を介護にあ
てることができ介護の質を向上できる。
C：病院でコロナの感染リスクを下げるため、オンラインでの受診が増えている。メリットとして、
IoT により初診から個人の診断情報が充実していることや病気が急変する前に薬が手元に届くこ
とがあげられる。
D：少子化や晩婚化によりペットを飼う人が増えていることに伴い、ペットをターゲットにした健康
管理や遠隔監視の IoT サービスが増えている。また、ペットのための宿泊サービスや獣医サービ
スも広がりを見せており、ペット向け IoT 市場は拡大している。
正解
解説 C
A：正しい。*1
B：正しい。*2
C：間違い。コロナ流行の影響で遠隔診療が 2020 年 4 月から一時的に緩和され、初診からオンライ
ンで受診でき処方箋に応じた薬を郵送で受け取れる様になった。メリットとして、時間と交通費
の節約や感染症・病気を予防できることがある反面、初診では個人情報が不足しがちで診断に必
要な情報が不足することや、薬が手元に届くまでに病気が急変することがあり緊急時の対応が遅
れるというデメリットがある。*3
D：正しい。
参考資料
*１ IoT 人材育成プログラム（総務省）
、https://gacco.org/soumu_iot/
*２ 介護の IoT 活用システム、https://www.a-living.jp/contents/2100/
*３ オンライン診療のメリット・デメリット

https://www.tawara-clinic.com/blog/011/
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問題 3
IoT は産業界にかずかずのインパクトを与えた。以下の IoT に関する記述で誤っているものはどれか。
A：建築業では、ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）と IoT を合わせ
た i-Construction が注目されている。ICT には土地建物の 3 次元データを測量するドローンや掘
削・運搬・建設などを自動化した建機など様々な技術がある。これらを IoT でネットワークとつ
なげて最適な建築計画や維持管理を自動化する研究開発が今日積極的に行われている。
B：デジタルマーケティングでは、デジタルメディアやデジタルデバイスから得られる情報のデータ
分析をもとに、企業が B2C や B2B にて相手が欲しい情報をタイムリーかつ的確に提供すること
で、その効果を数値として定量的に計測できる。このことからデジタルマーケティングの目的は
マーケティングの効率化（生産性向上）と効果分析（費用対効果の向上）であるといえる。
C：物流生産では、IoT と AI を積極的に用いた第四の革新 Logistics4.0 が進みつつある。Logistics4.0
には「省人化」と「標準化」の二つの柱がある。省人化では物流で必要な人の操作や判断を必要
とするプロセスを減少させる。標準化では機能や情報を一元管理し比較できる様にすることで物
流会社やルートやプロセスを柔軟に組み替えられる様にする、ことを狙っている。
D：交通機関では、 乗客のモバイルデバイス（スマートホン、タブレット PC など）保有率が高いこ
とから、電車やバスの遅延、事故・災害などの情報を、乗客が即座に入手できる様に、自社の Web
ページを中心に積極的に情報発信している。公共の場のティスプレイを設置して情報発信するこ
とは設備投資と維持管理でコストがかかり RoI（投資対効果）も低いので近年あまり行われなく
なった。
正解 D
解説
A：正しい。*1
B：正しい。*2
C：正しい。*3
D：間違い。公共の場でスクリーンなどの表示機器を使って情報発信する仕組みをデジタルサイネー
ジという。交通機関は、さまざまな場所にデジタルサイネージを導入して、バスや電車の現在地
や到着時刻を知らせることや、事故・災害の発生情報を細めに提供できる様にする取り組みを、
Web サイトへの情報更新と合わせて積極的に行っている。*4
参考資料
*１ 建築業界の IoT 導入事例、
https://mvno.freebit.com/column/iot-m2m-installation/construction-iot.html
*2 デジタルマーケティングの意味と定義、
https://homepage.aluha.net/column-wp/about-digitalmarketing
*3

Logistics4.0、https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1908/22/news006_3.html

*4 公共交通機関と IoT、http://school-iot.jp/jirei_transport.html
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問題 4
IoT でセキュリティ業界ではさまざまな防犯関連グッズがある。以下の IoT に関する記述で誤ってい
るものはどれか。
A：スマート防犯ブザー。GPS＋ボイスメッセージ機能付きブザーを IoT でスマート化したもの。子
供や高齢者に持たせることで、迷子や徘徊の予防や早期発見を行う。また、ボイスメッセージ機
能により、双方向でコミュニケーションとることができ緊急時には対策を相手に伝えることがで
きる。防犯ブザーをならすと周囲に自動で危険を伝えることができ、警察や必要団体が即座に動
くことができる。
B：スマート防犯カメラ。カメラを屋内外に取り付け、カメラの前を通り過ぎる人の顔や動きをモニ
タリングする IoT デバイスで防犯につなげる。顔画像や人動作はさまざまなパターンがあり、一
連の動きの中から不審な状態を検出することは現在の AI/IoT 技術では難しく実現できないと考
えられている。そのため映画の中ではよくみかけるが、実世界では市場は確立されていない。
C：スマート警備ロボット。移動ロボットを建物に導入して警備業務を行うフィールドワークが行わ
れている。警備の具体的な業務には、巡回業務と立哨業務がある。巡回業務では一定のコースを
ロボットが巡回して不審点がないかをチェックする。立哨業務では一定の場所にとどまり周辺の
監視や質問に応対する。ロボットにはドローンから車輪型までさまざまなタイプがあり、セキュ
リティ対策の種類に応じて導入されるハード・ソフトの組み合わせは千差万別である。
D：スマートドア・窓センサー。ドアや窓にスマートセンサーと取り付けることで、外出先からドア
や窓の開閉状況を把握できる様にするとともに開いたままの状態も発見できる。また、家を出入
りする家族の状況を逐次チェックすることができる。さらに、これらは防犯対策にも利用できる。
意図的にセンサが設置位置から変更・取り外されたりすると、異常をリモートで知らせる製品な
どもでてきている。
正解 B
解説
A：正しい。*1
B：間違い。スマート防犯カメラ。ホームセキュリティの一環として、カメラに顔認識機能が搭載さ
れており、侵入者の有無を外出先から確認することは既にできている。近年は、特定のヒトの行
動をモニタリングし続けることで、日常行動ではない不審・異常行動の検出も行える様になって
きている。屋内での危険な事態を予防的に発見しアラートで知らせる検証実験も既にある。*2
C：正しい。*3
D：正しい。*4
参考資料
*１ 見守りサービス、https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000011852.html
*２ 不審者検出、http://indytimeline.com/?p=40431
*３ 自律移動の警備ロボット、https://robotstart.info/2019/02/04/mec-seqsense-2.html
*４ スマートセンサー（ドア、窓）、https://plusstyle.jp/shopping/item?id=351
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問題 5
IoT により家電業界ではさまざまな製品が生まれている。以下の IoT に関する記述で誤っているもの
はどれか
A：スマートスピーカー。 従来スピーカーは映画や音楽の音声を拡張して伝えるだけの音響機器であ
った。IoT でスマート化することで、屋内の家電のリモート操作やその日のスケジュールや天気
予報などの情報だけでなく旬でタイムリーな食やエンターテイメントの情報なども容易に入手で
きる様になった。
B：スマート電球。屋内の電球を IoT でスマート化し専用のアプリを使うと、特定の時間に照明をリ
モートで操作できる様になる。また、時間や気分に応じて照明の色や明るさを細かく調整するこ
ともできる。
C：スマートカーテン。カーテンを IoT でスマート化し、アプリで時間設定するとカーテンが自動開
閉可能になる。これにより、朝の起床時や夕方になった時などカーテンを人が手間をかける必要
がなくなる。ただし、カーテンレールを専用のものにかえる必要があること、その設置できる業
者が限られることなどから、普及していない。
D：
正解 C
解説
A：正しい。
B：正しい。
C：間違い。ヒトは太陽光を浴びると睡眠ホルモンの分泌が下がり起床しやすくなる科学に目を付け、
カーテンをあらかじめ決めた時間に開閉できる様にしたスマートカーテンが注目されている。従
来のカーテンレールにスマートデバイスを取り付けるだけのデバイスも出てきおり、カーテンレ
ール一式を専用のものに取り換える必要はない。カーテンレールにワンタッチでスマートデバイ
スを取り付けるだけで、朝起きるときにカーテンを自ら開けるわずらわしさから解放され、太陽
光で気持ちよく起床できる様になる。
D：正しい。スマート床清掃機･床洗浄機。床清掃機･床洗浄機を IoT 化することで、リモートで稼働
の開始時間や進捗状況を管理できるとともに、装置のバッテリー残量を確認することができる。
自動でゴミを捨てる機能と合わせることで、より効率的に空間を綺麗に保つことができる様にな
る。
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問題 6
IoT の未来で、リラルとデジタルを自由に行き来できる様にするためには情報をデバイスからサーバ
へいかに効率良く送信するかが課題である。情報審技術としては 5G が最適であるとされるが、以下の
IoT に関する記述で誤っているものはどれか。
A：5G は第 5 世代移動通信システムの俗称であり、これまでの 4G よりも新しい通信技術である。特
徴として「高速大容量」「低遅延」
「同時多数接続」
「高いサイバーセキュリティ」の 4 点がある。
B：高速大容量について、5G の速度は 4G の 20 倍速くなるため、スマートフォンにおける動画視聴
やオンラインゲームなど快適性・利便性が大幅に改善される。
C：遅延性能について、5G は 4G の 0.1 倍になる。遅延が減れば減るほど、リアルタイムに情報をリ
アルとデジタルでやりとりできる様になる。高速大容量で遅延なく情報をデバイスとサーバー間
でやりとりできると、ＶＲを通して得られるデジタルの世界の感覚を再現しやすくなる。
D：同時多数接続について、5G の同時接続数は 4G の 10 倍以上である。1km2 あたり 5G は 100 万台
のデバイスが同時接続できるが、4G は 10 万台であった。インターネットに同時に接続できるモ
ノの数が飛躍的に向上する。
正解 Ａ
解説*1, 2
A：間違い。5G の特徴として「高速大容量」
「低遅延」
「同時多数接続」は合っているが高いサイバー
セキュリティ」は異なる。同時多数接続によって、サーバーやＰＣ以外のこれまでにないモノが
インターネットにつながるとセキュリティのリスクは増大する。そのため、セキュリティは接続
するモノの組み合わせに応じて違うことから、5G だからサイバーセキュリティが高いと断言する
ことはできない。
B：正しい。
C：正しい。
D：正しい。
特徴

4G

5G

通信速度

最大 1Gbps

最大 20Gbps

同時接続数

10 万台/平方 km

100 万台/平方 km

遅延速度

10ms

1ms

参考資料
*１ IoT と 5G、https://www.mamoru-kun.com/tips/5g-security/
*２ 5G と 4Ｇの比較、https://cybersecurity-jp.com/security-measures/33694
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問題 7
IoT でサイバー空間につながるには、現実（リアル）とインターネット（デジタル）をつなげる必要
がある。リアルで情報を収集し、デジタルへ送信、情報を蓄積、分析、そしてリアルで結果を活用する
ステップが必要である。以下の IoT に関する記述で誤っているものはどれか。
A：IoT 化が進みはじめて数年経過し、リアルで情報を収集するセンサーの導入コストが年々下がっ
てきている。IoT 化のハードルは低くなる一方なので、
「どんな課題を解消したいか」を導入前に
十分に検討しなくてもよい。モノがデジタルにつながればその恩恵として従来のコスト負担は必
ず下がるので、すべてのモノを IoT 化するのはメリットしかない。
B：近年、Wifi や光ケーブルなどの情報通信技術が進化し、大量のデータを瞬時に送れる様になった。
設備は低価格で低消費電力のものが登場してきている。合わせるかの様に、情報蓄積装置は大容
量化かつ高速化が進み、膨大な情報を蓄積できる様になった。大量の情報をインターネットで安
価で保存できるクラウド機能が充実し誰でも手軽に大量の情報を扱える様になった。
C：蓄積された膨大な情報は分析することで課題解決や問題予測の解決策を得られることがある。蓄
積された情報に新たな情報を融合することで、機械やヒトの近い未来の状況を予測することもで
きる。分析作業自体は、従来人が手間をかけて行うことが普通であったが、AI で自動化される様
になり分析のハードルが下がってきた。
D：分析された結果をモバイル端末に送信して、自由にどこでもデータの分析結果を閲覧できるツー
ルが普及してきている。また、データの分析結果をもとに機械を操作代行することやヒトの状態
をよくすためのサービスを提供する会社が増えてきている。
正解 A
解説
A：間違い。センサーの低価格化や小型化、知能化が進み、だれでも簡単にリアルで情報を収集でき
る様になった。また、その取扱い業者が増えて市場競争の結果として設置や導入のコストが下が
ってきている。IoT 化のハードルが下がる一方で、新たに直面する課題として、
「どんな課題を解
消したいか」を導入前に明確化し、具体的な目的を決めずに、やみくもに機器や設備に IoT を導
入してしまい活用ができずにコスト負担となってしまうケースがある。*1
B：正しい。*2
C：正しい。*2
D：正しい。*2
参考資料
*１ IoT のデータ収集のポイント、https://yokohama-iot.org/entry-856/
*２ IoT 人材育成プログラム（総務省）、https://gacco.org/soumu_iot/
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問題 8
HEMS とは Home Energy Management System の略である。以下の HEMS の記述で誤っているも
のはどれか？
A：HEMS とは、
「ビル・エネルギー管理システム」を意味する。たくさんの場所で導入されるエネ
ルギー監視システムのなかでも、病院や会社、商業ビルなどで導入されるものを指す。建物内で
使われた電力を制御することで、建物全体のエネルギー消費量を最適化する。
B：HEMS には節電効果がある。HEMS では家庭内のエネルギーを計測・監視・制御する。例えば、
発電機で生成されたエネルギー量を監視することやエアコン・ヒーターなどがどのくらい電力を
消費したかをスクリーンで可視化する。
C：HEMS には快適性向上効果がある。エアコン・ヒーター、モバイルデバイスなど HEMS に対応
した家電とネットワーク接続するとモバイルデバイスから家電を操作できる様になる。例えば、
帰宅直前に、家の外からエアコンの電源をつけたり、お風呂を湯沸かししたりできる。
D：HEMS の導入には、対応した分電盤、電力測定手法、スクリーン、対応した家電が必要になる。
導入費用はかさむので ZEH（net Zero Energy House：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の
補助金などを利用するのがよい。*”
正解 A
解説
A：間違い。問は、BEMS（Building Energy Management System）の説明です。HEMS は家庭内
の電気設備や HEMS に対応した家電などのエネルギー使用量・稼働状況をモニターなどで“見え
る化”。電力使用状況などを把握したうえで、電力使用量などを管理できるシステムです。HEMS
の導入により、住宅における電力使用の最適化が可能になります。*1
B：正しい。
C：正しい。
D：正しい。*2
参考資料
*１ HEMS とは、https://suumo.jp/journal/2016/10/24/119885/
*２ HEMS 導入の流れ、https://taiyoko-ch.com/knowledge/hems.html
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問題 9
IoT 化した家にはスマートホーム、スマートハウス、AI 住宅の 3 種類ある。以下の IoT に関する記述
で誤っているものはどれか。
A：スマートホームは、技術産業協会（JEITA）のスマートホーム部会によれば、
「子育て世代、高齢
者、単身者など、様々なライフスタイル／ニーズにあったサービスをＩｏＴにより実現する新し
い住まい。
」であり、住宅に設置されたセンサーや、様々なスマート家電生活支援ロボットなどが
ネットワークで結び付くことで、暮らしを「安心・安全、健康、快適、便利」にすることを狙っ
ている。
B：スマートハウスは、家電・ガス・水道・電気のメーターをシステム（Home Energy Management
System）で一括管理する。スマートホームも家電を管理するが、省エネや節約をとくに重
視する点ではスマートハウスの方が優れている。なお、海外ではスマートハウスとスマー
トホームは同義であることが多い。日本では TRON 電脳住宅のコンセプトを受け継ぎ省エ
ネに特化した家をスマートハウスと呼んできたため、スマートホームとスマートハウスは
違うものとみなされている。
C：AI 住宅は、AI を活用し住む人の生活パターンを学習する。エアコンの調節温度や電気をつ
けるタイミグを住む人の嗜好に合わせることで快適さを向上する。また、AI で不審なヒト
やその動きを見抜く防犯カメラ、さらには、ガス漏れや雨漏りなどの異変を察知するシス
テムなどの危険予測などの効果が期待されている。
D：IoT 化した家にはスマートホーム、スマートハウス、AI 住宅の 3 種類あるが、家作りに関わる業
者によって呼び方が違うだけで、すべて同じものを意味しており、具体的な違いはない。
正解 Ｄ
解説*1, 2
A：正しい。*1
B：正しい。*2
C：正しい。*3
D：間違い。
参考資料
*１ スマートホーム、https://home.jeita.or.jp/smarthome/about-smarthome/index.html
*２ スマートハウス、https://plusstyle.jp/blog/item?id=301
*３ AI 住宅、https://www.kanto-housing.co.jp/wp/topic/ai-smart-house-home.html
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問題 10
スマート家電とは、IoT 製品のうち家電に属する製品のことである。以下の IoT の記述で誤っている
ものはどれか？
A：スマート家電とは、スマートフォンと連携できる家電のことをいう。専用のソフトをスマートフ
ォンに導入することで、リモコン化されたスマートフォンを介して、家電を操作できる様になる。
また、家電の状態をスマートフォン側でチェックできる様に内部状態を提供している家電もある。
B：スマート家電とは、基本的に特殊なＡＩを備えた家電のことを意味し、AI=スマートであること
が名前の由来である。家電は AI の機能で常に最高のパフォーマンスを維持できる様に自身を制
御・管理できる。必要に応じて外部デバイスに家電の状態を送信する機能を備え、AI の自己診断
の結果として異常があるとスマートフォンにアラートを送信する。
C：スマート家電の通信方式の主流は Wi-Fi や Bluetooth である。IoT では 5G が期待されているも
のの導入コストや消費電力では 5G は Wi-Fi や Bluetooth に劣る。今後のすみわけとしては、屋
内据え置きの家電は Wi-Fi や Bluetooth のまま、屋外にも持ち運び可能な電気製品には 5G に対
応していく。
D：スマート家電にはインターネット回線への接続が必要になる。そのため、家庭内で Wi-Fi 環境が
整っていない場合は、光ケーブルの工事やモバイル Wi-Fi の準備などを行わなければならず、家
電本体以外のところでコストが生じる。またスマート電話が頻繁にインターネットにアクセスす
る場合、Wi-Fi 環境によっては 1 日あたりの最大通信量に制限をかけているプロバイダがあるた
め、スマート家電の導入前に家庭の通信環境をよく確認しておく必要がある。
正解 Ｂ
解説
A：正しい。
B：間違い。これは AI 家電の説明。もしくは、スマート家電が AI 家電対応した場合の説明。
C：正しい。*1

図

Wi-Fi と 5G のすみわけ

D：正しい。
参考資料
*１ 通信方式のすみわけ、https://www.inaba.co.jp/abaniact/column/index_02.html
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問題 11
65 歳以上の半数以上が高齢の方のみで暮らしている。*1 IoT をもちいて離れて暮らす高齢者を見守る
解決策には、代表的な手段として、カメラによる見守り、人感電球による見守り、扉の動きから見守り、
ガス・水道の利用量から見守り、がある。以下の記述で誤っているものはどれか？
A：カメラによる見守りは離れて暮らす高齢者の姿を直接みることができるため、家族にとっては安
心度が高く、高齢者のプライバシーも守られており、セキュリティの問題を心配する必要もなく、
他の手段に見守り手段にくらべて最も良い解決策である。
B：人感電球は、高齢者が電球の近くで動くと反応して点灯する。家族にとっては高齢者の姿を直接
見ることができないが高齢者が動ける状態であることがわかるのと、プライバシーが守られてお
り安心できる解決策である。また、明かりがつくことによって夜間の防犯対策にもなって良い。
C：ドアや窓の開閉で高齢者を見守る解決策。プライバシーの観点からカメラを使わずに様子を確認
できる。開閉したタイミング毎にスマートフォンに通知が届く様に設定もできる。ただし、ドア
や窓があけっぱなしの状態では見守り機能が働かない問題点がある。
D：ガス・水道の利用量から、高齢者の生活パターンを推測して見守る解決策、消費のリズムが決ま
っている場合には見守り機能としてはたくが、ガスや水道を使う量は季節や生活スタイルによっ
てばらつきがあるので、ほとんど使われない時期では、見守る機能が働かない場合がある。
正解 Ａ
解説*2
A：間違い。カメラ映像は高齢者にとってプライバシーを時に侵害する場合があること、カメラのっ
とり防止の様なセキュリティ対策をしっかりしないといけないことから、必ずしも他の手段に比
べて最もよい解決策とはいえない。
B：正しい。
C：正しい。
D：正しい。
参考資料
*１ 令和元年版高齢社会白書（全体版）
*２ 見守りサービス http://www.mimamori-j.jp/
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問題 12
車両や交通インフラの IoT 技術にかかわる内容で誤っているものはどれか？
A：タイヤ状態管理の IoT 技術。タイヤのスリップ事故を減らすために、タイヤの状態を IoT 技術で
情報管理できる様にした。タイヤの温度を一定に保ち道路との粘着性能を高めることを目的とし
て摩耗しやすい状態を IoT で作り出す。カーブでも滑りにくくなるのでカーブ手前で減速する必
要性が減り走りやすさが向上、渋滞も減らせるというメリットもある。
B：路面状況把握の IoT 技術 。複数の物理センサーを搭載したスマートデバイスを所定の間隔で道路
に設置することで、走行車両の種類・総数・走行速度、および、雪や雨などの環境情報をオンラ
インで取得できる様にした。道路に配置した中継器を通じてサーバーに情報を送信し、渋滞・事
故・落下物などの感知・渋滞予測などを自動で行える。
C：駐車場空き状況予測の IoT 技術。メーター式駐車場の空き状況を収集して Web で可視化。空き状
況をオープンデータとして提供し、運転者が駐車場探しする手間を省くとともに、車で発生する
渋滞や違法駐車を減らす狙いがある。また、駐車場の稼働率をあげて収益を改善する目的もあり、
過去の駐車場利用の履歴から、各スペースの稼働率を算出して、利用頻度が少ない駐車場は値段
を低くして、駐車車両を呼び込める様にした。
D：橋梁の安全性監視の IoT 技術。公共交通インフラの寿命は約 50 年と言われている。1970 年代後
半の建設ラッシュ後、現在、老朽化が問題視されている。橋桁・橋脚に加速度センサーを設置し
複数個所から得られる振動データを 5G 回線で収集。振動データを分析してインフラの寿命が尽
きる前に、橋の異常をリモートから検出可能にした。
正解 Ａ
解説
A：間違い。タイヤ状態管理の IoT 技術。地面と常に接する車のタイヤは表面が摩耗するとスリップ
事故の原因になる。この様な車両トラブルを未然に防ぐため、タイヤの空気圧の情報、摩耗や荷
重の状態を予測する技術を開発し、IoT 技術でタイヤの履歴を外部に蓄積することで、タイヤ交
換が必要なタイミングを運転手に知らせることができる様にした。安全性が向上し、未来の安全
走行制御への活用が期待されている。*1
B：正しい。

*2

C：正しい。

*3

D：正しい。

*4

参考資料
*１ タイヤ状態予測、https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2019121801.html
*２ 路面状態予測、https://eetimes.jp/ee/articles/1907/29/news032.html
*３ 駐車場空き状況予測、https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1504/08/news028.html
*４ 橋梁の安全性監視、https://www.softbank.jp/biz/future_stride/entry/iot_5G/20190809/
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問題 13
自動運転の進化と自動運転を使ったサービスの進化が激しい。以下の IoT が関わる内容で誤っている
ものはどれか？
A：コネクテットカーの IoT 技術。コネクテットカーとは、外部ネットワークに接続されたクルマを
意味する。クルマのセンサデータを車-車・車-人間でネットワーク越しに共有することで、見えに
くい箇所の情報を得られる様になる。たとえば、並走する車が隣接車で見えない死角に潜む障害
物の情報を隣接車から直接入手できれば、並走車が安全に追い越しできる。
B：自動運転車の IoT 技術。自動運転車は自立して走行できるクルマの総称である。車両をとりまく
環境をカメラやライダーなどの複数のセンサーでとらえ、瞬時に安全に走行できるルートをみつ
けてぶつからない様に安全走行する。基本的には外部ネットワークとつながる必要はなく、車両
が備えた AI によって自動運転が行われる。
C：MaaS の IoT 技術。MaaS は、複数の移動手段（自家用車、公共交通機関、配車サービス、シェ
アカー）を１つに合わせて、一度の目的地ルート検索で到達ルートの表示とともに利用する車両
の予約・支払いまですませてくれるアプリケーションである。到達ルートを分散化することで移
動手段の一極集中をなくすことができるため渋滞や混雑の緩和に貢献できる。
D：輸送自動化の IoT 技術。物流量増＆少子高齢化を原因として、トラック運転手の数が不足してい
る。完全自動運転トラックの実現が官民共同の社会実験で進められており、隊列走行する自動運
転車トラックが都市間の大量の輸送を解決するものと期待されている。AI と組み合わせれば、配
送需要を事前に予測し、効率的に自動運転トラックを配車することができる。
正解 Ｂ
解説
A：正しい。*1
B：間違い。自動運転車の IoT 技術。自動運転車が安全に走行するためにはグローバルな 3 次元地図
を必要とする。外部ネットワークから入手した 3 次元地図は、どこが走行可能であるか、どこに
気を付けて走行すべきか、を車両自身が判断するための材料として使われる。地図情報が鮮明で
あるほど安全走行が可能である反面、情報量が増えて通信に時間がかかる。高速大容量の情報通
信が可能な 5G は自動運転車が走行できるエリアを拡大していくためには必須である。*2
C：正しい。*3
D：正しい。*4
参考資料
*１ コネクティッドカー、https://www.teldevice.co.jp/ted_real_iot/column/connectedcar/
*２ 自動運転車、
https://www.digital-transformation-real.com/blog/autonomous-driving-with-iot-and-5g.html#toc-2
*３ MaaS 、https://blog.obniz.com/ja/blog/about-maas/
*４ 輸送自動化、https://jidounten-lab.com/y_autonomous-logistics-matome
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問題 14
ウェアラブル端末でできることの代表事例として、誤っているものはどれか？
A：通話、通知機能。ウェアラブル端末として SNS や電話での通話と通知を行ってくれるデバイスが
ある。スマートフォンやポータブル PC の本体はカバンの中や部屋の離れたところに置いたまま、
Bluetooth でウェアラブル端末と本体を接続。リモートで通知し、ハンズフリーで通話する。装
着しているヒトの動きに応じて通知の仕方をかえることができスマートフォンを操作できるデバ
イスもでてきている。
B：健康管理。体の一部にウェアラブルセンサを取り付けて、短時間の生体情報から健康管理を予測
する。センサには身体動作・生体信号を直接図るものや、睡眠を客観的に評価するデバイスまで
さまざまなものがある。ヒトから得られる生体情報のばらつきは少ないので、身長・体重・肥満
指数の様にヒト-ヒト間で比較可能な明瞭な健康情報を瞬時にどんな健康情報を得られる様にな
っている。
C：スマート決済。ウェアラブル端末に身近な電子決済を合わせたデバイス。分かりやすい事例とし
ては、スマートフォンやデジタル時計に交通系 IC を組み合わせることで、コンビニエンスストア
やスーパーなどで財布を取りださなくてもデバイスを特殊な読み取り装置に示すだけで支払いを
済ませることができる。スマート決済が可能なデバイスがあると現金を持ち歩く必要性がないの
で防犯の観点から新興国では好まれている。
D：ゲーム。ゲームと連動可能なウェアラブル端末を手にもつか体の一部にとりつけることで、動き
からゲームの中のキャラクターを動かすことができる様になる。家庭用ゲーム機が先行していた
が、禁煙は VR・AR の技術を使ったウェアラブル端末専用のゲーム機も製品化されている。
正解 B
解説
A：正しい。
B：間違い。腕・腰・首・胴体の一部に特定のセンサがついたウェアラブル端末を取り付けることで
健康管理に必要なデータを収集してくれる。センサには動きから歩数や消費カロリーを計測して
くれるデバイス、心拍や脳波や血中乳酸値などを計測してくれるデバイス、睡眠の時間や質を客
観的に計測してくれるデバイスなどさまざまなである。ヒトの動きや生体情報や眠りの深さなど
はばらつきが大きく、身長・体重・肥満指数などを除けばヒト-ヒト間の比較評価は現代の技術で
は難しい。同一個人から日単位・週単位での長時間のデータを集めることでようやく健康状態を
予測できる様になる。
C：正しい。
D：正しい。
参考資料
*１ウェアラブル端末まとめサイト
https://smartlog.jp/153839#S37680594
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問題 15
ウェアラブル端末でヒトの状態計測を行えるデバイスのうち、間違っているものはどれか？
A：睡眠計測デバイスは、睡眠の質を客観的に評価するデバイスがある。デバイスには、心拍計と高
精度モーションセンサーがついた腕時計型もしくは首リング型、いびき検出と心拍計と寝返り回
数計測センサーがついたマットレス型、などがある。
B：活動量計測デバイスは、ヒトの運動の活動量を計測するデバイスである。デバイスは歩数や心拍
数、消費カロリー、移動距離などを計測する。基本的には、6 軸モーショーンセンサ（加速度計・
ジャイロ）と心拍計を合わせたもので構成される。腕時計型、リストバンド型、クリップ型など、
日々の生活の邪魔になりにくい形状のものが多い。
C：ストレス予測デバイスは、精神的ストレスにさらされたヒトが汗をかく生体反応に着目したデバ
イスである。センサーで汗の量を測ることでストレスの程度や脱水症状などを予測する。小さな
温湿度センサーを複数使い、特殊な測定原理に基づき汗の量をリアルタイムで測定する。汗の中
に含まれる肉体的ストレスを計測するデバイスもある。
D：血中糖度測定デバイスで血糖価を調べるためには血液を採取するために針を皮膚にさす必要があ
った。近年、クリップ型の計測器を指先につけるだけで針を使わずに痛みなく血糖レベルを測定
できるデバイスがでてきた（非侵襲デバイス）
。このタイプのデバイスは血中の糖度を直接測るので
はなく、糖が分解される過程で酸化するときの温度変化や血中酸素飽和度などを用いて血糖レベルを算出す
る。非侵襲に加えて非接触での血糖レベルを予測するデバイスもでてきており、呼気中のアセトンで測るも
のや、カメラと AI を用いて人体に触れずに動き情報だけから糖度を測る技術もでてきている。
正解 D
解説
A：正しい。

*1

B：正しい。

*2

C：正しい。

*3

D：間違い。呼気中のアセトンで測るものはあるが*4, 5、カメラと AI を用いて動き情報だけから糖度を測る手段
はない。

参考資料
*１ 睡眠計測デバイス、https://www.asahi.com/relife/article/11861137
*２ 活動量計測デバイス、https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/tairyoku-kiki/hosuu.html
*３ ストレス計測デバイス、https://www.businessinsider.jp/post-194165
*４ 血糖値計測デバイス、http://blog.livedoor.jp/utakknn/archives/1070025638.html
*５ 呼気による血糖レベル計測、https://dm-net.co.jp/calendar/2013/021038.php
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問題 16
スポーツ向けの IoT 技術として、誤っているものはどれか？
A：スマートシューズとはセンサーを内蔵したトレーニングシューズ。センサーとバッテリーをシュ
ーズ内に装着してから Bluetooth でシューズとスマーとフォンをつなげてジョギングすると足先
の動き、特に着地パターンを記録できる。着地が踵か先端か、左右の足でブレなく綺麗に地面を
着地できているかを可視化する。
B：スマート野球ボールは、センサーとバッテリーと Bluetooth が野球ボール内部。ボールはボール
らしく強い衝撃に耐えられる構造を持つ。スマートフォンで投球による軌道と回転を確認できる。
履歴データが残るため、投球の変化について時間をおいて閲覧することができる。
C：スマートテニスセンサーは、ラケット内部にとりつけた振動素子が特定の方向に激しく振動する
ことで、ユーザーは腕をラケットに引っ張られている様な錯覚が作り出される。まるでラケット
がテニスの打ち方を教えてくれる様な感覚に陥る。ヒトの動きとラケットが動くべき方向が一致
しない時を AI で予測し、動くべき方向に振動素子を動かす仕組みとなっている。スマートフォン
と連携することで振動の強弱をかえられ、ラケットに引っ張られる錯覚の程度を調節できる。
D：スマート自転車は本体に通信機能が備わっており GPS による走行軌跡の取得や故障などの状態を
ほぼリアルタイムで取得できる。また、電動アシスト機能がついているため坂道でも楽に上るこ
とができる。さらに、スマーとフォンを使うことで鍵の解錠施錠や電池残量を確認することがで
きる。
正解 C
解説
A：正しい。*1
B：正しい。*2
C：間違い。問の説明はぶるなび。*3 スマートテニスセンサーは、センサーをラケットのグリップ部
分に取り付けることで、ラケットの動きをスマートフォンで記録できる。スマートフォン専用ア
プリの「ショット分析機能」では、フォアハンド・バックハンド・サーブなどのスイングの種類、
ラケット上でボールをとらえた位置、ボールの回転、スイング速度などを表示できる。これらは
ジャイロセンサーと加速度センサーから得られる情報を振動解析技術にかけることにより実現で
きた。*4
D：正しい。

*5

参考資料
*１ スマートシューズ、https://www.bepal.net/gear/footwear/108993
*２ スマートボール、https://www.goodspress.jp/news/112378/2/
*３ ぶるなび、https://www.ntt.co.jp/topics/burunavi2016/index.html
*４ スマートラケット、https://smartsports.sony.net/tennis/JP/ja/
*５ スマート自転車、https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44877720W9A510C1XA0000/
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問題 17
医療向け IoT で誤っているものはどれか？
A：急性期の患者は、コロナ禍では患者が病院に行くことはできず医療機関とビデオ会議システムで
遠隔診察と遠隔診断せざるを得ない。プライバシー保護の観点から医療機関が診察過程を録画す
ることは難しい。入院時からの治療で使える情報量が少ないため患者にあった最適な計画書を作
成するのは IoT の助けがあっても難しい。
B：回復期の IoT。症状が回復しリハビリテーションする時は、バイタルサインと投薬治療およびリ
ハビリテーションの治療計画が重要になる。入院前からの患者の状態の変化と治療の過程を IoT
機器で情報蓄積することができれば、医者や看護師が常に張り付いて見守る負担を減らすことが
できる。
C：慢性期の IoT。自宅で病気と向き合いながら生きる場合には、バイタルサインと投薬治療の履歴
が重要になる。患者独自のバイタルサインのデータが大量にあればあるほどに、平均的な病気や
ケガとのズレを瞬時に見つけることができる様になる。
例えば、
コロナの判断によく使われる 37.5
度の閾値は、平均体温が 36 度のヒトと 36.5 度のヒトとでは意味合いが異なってくる。バイタル
サインと投薬治療の履歴があれば、患者に固有の治療も行える様になる。
D：終末期の IoT。終末期では医療専用の IoT 機器を使って延命措置を施すことや苦しみを和らげる
手段が講じられる。最近では、病院よりも自宅で死ぬことを選ぶヒトが増えている。医療従事者
だけでなく看護従事者と合わせて患者が最後まで人間らしくいられる様に IoT 機器で終末期を助
ける工夫も行われている。
正解
解説*1
A：間違い。急性期の患者は医者が直接見ることが前提であったが、コロナの影響から、患者が病院
に行けず医療機関がビデオ会議システムで遠隔診察と遠隔診断を実施されるケースが増えた。こ
れにより診察過程を録画し易くなり患者とのやり取りを後で見返すことができ診察精度が向上す
る。入院時に入院治療計画書を作成する際には、複数の機器から得られた情報をデータベース化
しておくことで、個人にあった最適な計画書を作成できるようになる。5G が実現すると高速大容
量低遅延の通信が実用化されるので遠隔手術も可能になる。
B：正しい。
C：正しい。
D：正しい。
参考資料
*１ 医療 IoT、https://mvno.freebit.com/column/iot-m2m-installation/medical-iot.html
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問題 18
従来水産業の課題とスマート水産業のメリット＆デメリットおよび IoT 化事例について、内容で誤っ
ているものはどれか？
A：スマート水産業が注目される理由として、従来水産業の課題がある。１）業務の不確実性：網を
しかけて魚をつかまえるため、網を上げて初めて漁獲量が判明。漁獲量の事前予測が困難．２）
水産業の不安定性：輸入品により価格競争が激しく国内水産業は収入がのびにくい。また海は陸
にくらべて生き物の囲い込みがし難く、漁場をブランド化し難い。
B：スマート水産業のメリットは、１）作業の負担減：IoT 化で餌の量の調節、魚が増える割合の事
前予測が可能に、さらには養殖がしやすくなった。２）漁獲量の安定化：特殊なソナーで魚の群
れがいるエリアを特定可能になり、漁獲量を一定量は維持できるようになった。３）クラウド型
支援システム構築：海洋・資源・漁獲データを比較することで、獲りすぎを減らすことができる
様になった。３）物流の効率化：省人化でコスト低減しながらも市場のニーズに合わせた漁がで
きる様になった。４）人材不足解消：ノウハウをデジタル化することで人材育成しやすくなった。
C：スマート水産業のデメリットには、１）サービスの開発上の課題として、漁場は広いため魚の群
れを見つけるための空間的な分解能の確保、および、獲物の種類の特定などの絞り込みのために
柔軟な計測デバイスが必要。２）計測のサンプリング時間もまだ課題である。観測対象に合わせ
て変える必要があり、プロのノウハウがまだ不十分であり探索的に決定するしかないため、実用
システムの最適化に時間がかかる。*2
D：スマート水産業の代表例には、１）環境にやさしいエコ EV 船舶：地球温暖化を防ぐために二酸
化炭素を排出しにくい EV 船舶を建造。２）震度深く潜れる海洋探査艇。深海生物の様態を探る
ため無人の深海探査艇ドローンを作成。二本のアームが船底についており海底にあるものを採取
できる。*2
正解 D
解説
A：正しい。*1
B：正しい。*2
C：正しい。*2
D：間違い。スマート水産業と無関係の内容。スマート水産業の代表例には、１）スマートブイ：海
洋データを取得するセンサを搭載したブイ。ブイには、浮くための工夫と長寿命の大容量バッテ
リと情報送受信用のデバイス、そして複数のセンサを備える。センサは気温・気圧・風量センサ・
水温・水圧・塩分濃度・加速度センサ・海中映像取得用カメラなど。２）スマートドローン。空
からドローンで養殖場の状況を確認することに利用。養殖場は陸から離れたところに設置される
ため、省人化の流れから誰でも養殖場を管理できる様な体制作りが必要であった。*2
参考資料
*１ https://mvno.freebit.com/column/iot-m2m-installation/iot-fishery.html
*２ https://app.journal.ieice.org/trial/100_11/k100_11_1229/index.html
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問題 19
従来農業の課題とスマート農業のメリット＆デメリットおよび IoT 化事例について、内容で誤ってい
るものはどれか？
A：スマート農業が注目される理由として、従来農業の印象が強く関係している。農業は古くからあ
る人類誕生から存在する産業であるため、若者には職業イメージが古く受け取られがちである。
近年は IT ブームであり、若者にのって人気の職業である。政府はここに目をつけ、農業×IT 化
により農業のイメージを古いものから新しいものへと変えることに着手した。
B：スマート農業のメリットは、１）農作業を ICT で自動化＆効率化することで少ない人数で作業で
きる様になることや労力軽減。２）IoT による作業の効率化の過程でさまざまな情報がデジタル
化されノウハウを他人に継承しやすくなった。３）さまざまな農業の情報がクラウド管理される
ので比較材料が増えて妥当な価格と労働環境が構築されて生産品質の向上が期待される。
C：スマート農業のデメリットは、１）先端機器の導入にお金がかかることがある。たとえば、無人
田植え機の初期投資は有人のものの 2 倍する。２）農業が高齢化しているため先端機器を使いこ
なせるヒトが少ないこともデメリットである。IoT はデータサイエンティストの様な分析スキル
を必要とするが人材発掘とその育成が行いにくい。３）IoT は時代が浅いのでメーカー製品のイ
ンターフェースが大きく違うため農業の工程ごとに機器が連携しにくい。
D：スマート農業の代表例には、１）自動走行トラクター：田植え機や運搬台車を自動走行可能にす
ることで労働従事者の数を減らすことに成功した。２）クラウド支援サービス：人工衛星画像か
ら農作物の刈り入れ時を見える化し、生育状況を様々な視点からデジタル化した。３）アシスト
スーツ：農作業の重労働を減らすため、簡単に脱着可能で防水性がありバッテリー不要のパワー
アシストスーツが開発された。
正解 A
解説
A：間違い。スマート農業が注目される理由として、現在日本の農業の問題が関係している。まず、
農業従事者に占める 65 歳以上の割合は 64％である様に農業従事者は高齢化し後継者不足、放棄
され耕作地が増加している。次に、農業の初期投資額が年間数百万かかる状態が数年続くため若
者世代が初期投資できないことや、農業経営を軌道に乗せるまでに知識が少なく時間がかかるた
め素人には不向きである。さらに、農業は海外輸入農作物におされて廃業する農家が多く適正な
価格競争が行われない結果低い収益性と過酷な労働環境が形成されていることにある。*1
B：正しい。*1
C：正しい。

*2

D：正しい。*2
参考資料
*１ 従来農業の課題、https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/iot/study/study01.html
*２ スマート農業 IoT 事例、https://dime.jp/genre/1041496/
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問題 20
インダストリー4.0 の中核と構想として、マスカスタマイゼーション、スマートファクトリー、ダイ
ナミックセル生産がある。関連する記述で誤っているものはどれか？
A：ドイツ政府が世界にさきがけてインダストリー4.0 を発表した。ドイツの目標は工場でリアル空間
をデジタル空間に再現し、デジタル空間でデザインから生産までの計画を迅速に行える様にする
ことが目標である。生産計画が一旦固まれば、リアル空間ではデジタル空間での計画を遂行する
だけで、仕様変更が多い製品でも迅速に対応できる。産業革命以降のインダストリー領域の将来
計画が大きく 4 回更新されたことがあるためインダストリー4.0 というようになった。
B：マスカスタマイゼーションとは、大量生産（マス）と受注生産（カスタマイゼーション）を掛け
合わせた考え方である。受注生産では、細かい顧客ニーズに対応することで製品の付加価値を高
めることができる反面、価格上昇するデメリットがあった。このデメリットを大量生産のメリッ
トである大量仕入れで低コスト化したモノをシステム化により短納期開発してスループットを高
めることで生産コストを下げることを狙う。
C：スマートファクトリーは工場内設備のさまざまなものをネットワーク接続し、データをクラウド
で一元管理することで情報の可視化を高める考え方である。製品の生産過程や品質状況を見える
化し、生産効率を押し上げることを狙っている。
D：ダイナミックセル生産は、生産ラインを工程ごとに分割し、各工程でサーバーに高頻度に情報を
問い合わせてリアルタイムに作るものをきりかえることで、少ないラインでありながら多品種の
製品を作り出す生産方式である。各工程に専用のロボットとクラウドを導入することで、仕様変
更が多い場合でも対応できる様になり、大量生産を実現できる。
正解 Ａ
解説*1
A：間違い。インダストリー4.0 はドイツ政府の成長目標である。ドイツの目標では、製品と労働環境
を改善して生産性を高め、より効率的な多品種少量生産を実現するために IoT 化が注目されてい
る。インダストリー4.0 は「第四次産業革命」であり、これまであった産業革命の延長にある。蒸
気機関の登場が 1.0、
電力へのエネルギー転換が 2.0、コンピューターによる自動化が 3.0 である。
B：正しい。
C：正しい。
D：正しい。
参考資料
*１ https://qeee.jp/magazine/articles/11339
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問題 21
製造業で IoT 化が必要とされる背景について記述で誤っているものはどれか？
A：製造業における IoT 化の背景には、日本の製造業の技術水準が世界に比べて圧倒的に高く、さら
なる高みを目指すため政府主導で IoT 化に注力することとなった。昨今は中国や韓国との激しい
価格競争のために既存指標でレッドオーシャンの開発競争を強いられているが、これまでの製造
業の優秀な人材のストックが潤沢にあるため、IoT 化によって更に差を広げる様にする必要があ
る。
B：IoT 化の目的は、コストを削減し社員の労働意欲を向上させ会社の売り上げを増やすことにある。
そのために 3 つの段階、１）製品から情報を取得するセンサー、および、インターネットに接続
するための通信モジュールの組み込み、２）製品から取得した情報を活かして製品を売上増加に
結び付ける高付加価値化、３）製品から得た情報に基づく新プロダクトおよび新サービスの創造、
を経る必要がある。
C：IoT 化による生産性向上の効果には、１）機器の状態の見える化：スマートフォンからインター
ネットを介して IoT 機器の状態監視ができる様になること、２）不具合の事前検出：IoT 機器が
壊れることを防ぐために不具合の兆候を事前につかめる様になること、３）機器同士の通信；IoT
機器が他の装置と通信でつながることで情報を常に最適に保てる。例えば、自動運転車同士が認
識情報を共有するなど。
D：IoT 化による生産性向上の効果には、１）リモートでの IoT 機器の操作：スマートフォンからイ
ンターネットを介して IoT 機器を操作できること、４）デジタル化：IoT 機器を使うユーザーの
ノウハウを客観的にデジタル化できること。例えば、IoT 機器を使ったトレーニングや教育、日々
の仕事や趣味の記録など、３）ビジネスやサービスの実現：IoT 機器を使ってアプリを作り新た
にサービスを提供できること。実例としては、アイパッドを用いたレストランでの決済システム
がある。
正解
解説*1
A：間違い。製造業における IoT 化の必要性：製造業における IoT 化の背景には、日本の製造業が国
際競争力の鈍化と優秀な人材の不足により業績低迷が続くことがある。コロナによってこの問題
はより顕著になった。ドイツ発の第四次産業革命が進む中、ソーシャルビジネスおよびデジタル
化への IT 投資が増加している。日本の製造業は IoT 化を早急に進めて、労働の効率化とコスト改
善を経て生産性の向上と品質の確保を行い、企業の利益を改善しなければならない。
B：正しい。
C：正しい。
D：正しい。

参考資料
*１ https://qeee.jp/magazine/articles/11339
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問題 22
製造業の IoT 導入事例として、BIMMS、スマートコンストラクション、IPRO/ILOOK を紹介する。
記述内容のうち誤っているものはどれか。
A：BIMMS は、武州工業株式会が作成した IoT によるモノづくりのノウハウをデジタル化した情報
管理システムの名称である。高齢化に伴い技術の伝承が必要であったが少子高齢化に伴い若手が
不在であるため、会社のモノづくり技術が途絶えるリスクがあった。そこで、サーバーにモノづ
くりのノウハウを情報蓄積することを考えてラインの様々な個所にセンサーおよび気づきをメモ
するスマートデバイスを設置して、プロのコツ感をその場で記録に残せる様にした。
B：スマートコンストラクションは、コマツが提案するあらゆる情報を ICT でつなぎ、安全で生産性
の高い建設を目指すサービスの総称である。コマツは 2001/7 月に KOMTRAX（機械稼動管理シ
ステム）を運用開始し機械のセンサーを通して建設機械の情報を収集＆可視化を行ってきた。シ
ステムを更に進化させ、近年では、建設現場にてドローンを用いて高精度な 3 次元測量を実施で
きる様になり、他には KomEye にてショベルカーが正面の地形の起伏を考慮して作業できる様に
したことや、ダンプトラックの自動走行と運行管理を行えるサービスも提供している。
C： IPRO/ILOOK は、飯山精器株式会社が作成した IoT による総合管理システムの名称である。従
来、顧客からの進捗確認に答えるため作業現場まで進捗確認しに行く必要があったが、i-PRO に
では作業進捗をシステムサーバ上でリモートに把握できるようにした。また、i-LOOK にて設備
の稼働状況もリモートで把握できる様にし、顧客対応にかかる業務負担を削減した。
正解 Ａ
解説
A：間違い。BIMMS は、武州工業株式会が作成した IoT による生産・在庫管理の統合管理システム
の名称である。時期に応じて変わる発注案件の品・量を手作業で対応することに限界があったた
め、スマートデバイスを導入して機器の稼働情報をサーバーに集約することで現場の見える化を
IoT の黎明期に他社にさきがけて実現した。*1
B：正しい。*2
C：正しい。*3
参考資料
*１ BIMMS、https://gemba-pi.jp/post-177702
*２ スマートコンストラクション、https://smartconstruction.komatsu/catalog_jp/introduction.html
*３ IPRO/ILOOK、https://qeee.jp/magazine/articles/11339
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問題 23
Society 5.0 の定義や課題の記述で誤っているものはどれか？
A：Society 5.0 の定義は「サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合さ
せたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）」で
ある。なお、産業革命以降、蒸気機関の登場が 1.0、電力へのエネルギー転換が 2.0、コンピュー
ターによる自動化が 3.0、知識や情報の共有によってより効率的に多品種少量生産できることが
4.0 である。
B：Society 5.0 は人省化に貢献する。IoT＋AI によって、機械ができる作業の幅が広がるので、今ま
で大人数でやっていたことが将来は少ない人数でもすむ様になる。また、遠隔からも仕事ができ
る様になるため、危険地での作業は機械にまかせて、難しい作業のみをヒトが遠隔操作で機械を
動かすなどして、機械とヒトが不足部分を補いあえばよい。少子高齢化によって人不足が予測さ
れる将来には Society 5.0 は有効である。
C：Society 5.0 はスマート農業やスマートハウスによって環境に配慮した社会を形成できる。2016
年の日本の食品廃棄量は 643 万トンにものぼり食品生産量の 30%が無駄になっている量になる。
スマート農業によって的確なタイミングで必要量だけの食料品を生産できれば無駄を減らせる。
また、2017 年の温室効果ガスの排出は 13 億万トンであった。スマートハウスによって効率的な
エネルギーの利用計画が行われる様になると過剰な温室効果ガスの排出を削減できる。
D：Society 5.0 は 2019 年の 65 歳以上の高齢者が人口に占める割合は 3 割であった。Society 5.0 で
医療や介護が劇的に変わることが予測されるが、遠隔診療や遠隔治療が当たり前の時代になると、
高齢者は遠い病院まで赴く必要がなくなるのと、医療が身近な存在になるので予防医療が効率的
に行われる様になると予想される。
正解 Ａ
解説*1
A：間違い。後半はインダストリー4.0 の説明。Society 5.0 の定義は「サイバー空間（仮想空間）と
フィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決
を両立する、人間中心の社会（Society）」である。なお、狩猟社会は Society 1.0、農耕社会は Society
2.0、工業社会は Society 3.0、情報社会 Society 4.0 である。Society 5.0 と 4.0 の違いは、扱える
情報が限定的で近いけれど異なる分野との連携がどのうらい密に行えるか否かにあった。例えば、
年齢や障害などによって行動範囲に制約があっても、IoT 機器を使えば目的を解決できるかどう
かが 5.0 と 4.0 での差となる。
B：間違い。
C：間違い。
D：間違い。
参考資料
*１

https://www.softbank.jp/biz/future_stride/entry/technology/20200706/

271

問題 24
Society 5.0 を支える技術の記述で誤っているものはどれか？
A：Society 5.0 を支える技術には１）IoT、２）ビッグデータ、３）AI、４）６Ｇがある。１）IoT
はモノのインターネットをいう意味で、さまざまなものがインターネットにつながり情報をシェ
アする。２）ビッグデータは、データの量と種類と発生頻度多めからなる莫大なデータ群からな
る。構造化された知識情報は非常に価値がある。３）AI はビッグデータを解析して得られる最適
な情報を意味する場合と、機械学習の機能の様な作り出す過程を意味する場合がある。４）６G
は高速大容量低遅延で同時多数接続可能な通信システムである。通信技術は進化が激しく 4G か
ら 6Ｇへと飛躍的な変化を遂げることに成功した。
B：Society 5.0 を支える技術には１）ロボット、２）ドローン、3）自動運転がある。１）ロボット
は、工場で利用される産業用ロボット、家庭や接客を要するお店で利用されるサービスロボット
に大別される。Society 5.0 では AI を搭載し、4.0 よりもスマートなロボットとヒトとの共存する
社会が計画されている。２）ドローンは無人航空機を意味する。スマート水産業やスマートコン
ストラクションなど幅広い分野での利用が計画されている。３）自動運転は従来人が行ってきた
「認知、判断、操作」の 3 つの処理を自動化することを意味する。Society 5.0 では交通インフラ
を自動運転に置き換えることで事故ゼロの社会の実現を目指している。
C：Society 5.0 を支える技術には１）キャッシュレス決済、２）リアルタイム翻訳、３）仮想現実の
提供、がある。１）キャッシュレス決済とは現金を使わずにデジタル方式で決済を行う方法であ
る。クレジットカードや交通系カードの様な電子マネーからＱＲコードによる決済やブロックチ
ェーンによる決済など方法はさまざまである。２）リアルタイム翻訳は外国語をオンタイムで同
時通訳することを意味する。グローバル化に伴い外国人とのコミュニケーションを行う必要性が
増す今日には必須の技術である。３）仮想現実は、現実でないバーチャルの空間をデジタル空間
に作り出し、その中で日常では体験できないことを体験できる様になる。仮想現実では、建築前
のマイホームの雰囲気を見ることが可能。また、コロナで海外への移動が制限されている状況下
でも海外旅行の雰囲気を味わえるなど、仮想現実の用途は広い。
正解 Ａ
解説*1
A：間違い。４）は 5G の説明。6G は 2030 以降の導入が Society 5.0 では計画されているが、まだ具
体的な技術の定義は存在しない。
B：正しい。
C：正しい。
参考資料
*１

https://www.softbank.jp/biz/future_stride/entry/technology/20200706/
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問題 25
IoT 推進コンソーシアムの記述で誤っているものはどれか？
A：設立目的：
「
『日本再興戦略』改訂 2015－未来への投資・生産性革命－」に基づき、IoT・ビッグ
データ・AI 時代への対応を民間企業が自立して行える様になるまで、海外から輸入される同産業
の製品に対して関税や規制などを設けることができる同団体を設立。国内産業が安定して成長し
雇用や経済が未来志向でプラスの発展できる様に IoT 関連プロダクトの開発・実証や新たなビジ
ネスモデルの創出を通じて投資を呼び込みグローバルで通じる変革を目指している。
B：活動内容と組織構成：IoT 推進につながるプロジェクト創出および助成金の割り当てのためのＷ
Ｇを設定、１）技術開発 WG（スマート IoT 推進フォーラム）では IoT に関する技術の開発・実
証及び標準化等の推進を実施、２）先進的モデル事業推進 WG（IoT 推進ラボ）では IoT に関す
る各種プロジェクトの創出及び新規プロジェクト遂行に必要となる規制改革等の提言を実施、３）
専門 WG では課題に応じて子ＷＧを設定（セキュリティ、プライバシー関連など）
。
C：企業・団体が IoT 推進コンソーシアムに参加したいとき、１）IoT に関わる技術動向を把握した
い場合や２）IoT 実証事業の支援を得たい場合などは、IoT・ビッグデータ・AI 等に関する技術
の開発・実証に関わるプロジェクトを推進する分科会、もしくは、標準化及び国際展開に関する
技術戦略及び技術の開発・実証に係るプロジェクトを推進する分科会に、 実行的に貢献できるメ
ンバーとして参画することができる。また IoT テスト事業に係る助成金交付事業にも応募できる。
D：企業・団体が IoT 推進コンソーシアムに参加したいとき、１）IoT に関するアライアンスを組 み
たい場合、２）IoT 実証事業の支援を得たい場合、３）IoT を推進するにあたり障害となる規制を
緩和して欲しい場合、４）IoT に関して表彰を受けたい場合は、Lab Connection に参加し、 企
業同士による企業連携・案件組成 に取り組むことができる。または、Lab Selection に参加し資
金支援・メンターによる支援、規制 緩和等に関する支援を受けることや IoT Lab Demonstration
に応募できる。
正解 Ａ
解説*1,2
A：間違い。設立目的：
「
『日本再興戦略』改訂 2015－未来への投資・生産性革命－」に基づき、IoT・
ビッグデータ・AI 時代への対応に関し、産官学共同で促進するべく同団体を設立。IoT 等に関す
る技術の開発・実証や新たなビジネスモデルの創出を通じて投資を呼び込みグローバルで通じる
変革を目指している。
B：正しい。
C：正しい。
D：正しい。
参考資料
*１ http://www.iotac.jp/
*２ https://www.aspicjapan.org/business/iot/pdf/activity_status.pdf
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問題 26
IoT 推進コンソーシアムは、技術開発 WG（スマート IoT 推進フォーラム）
、先進的モデル事業推進
WG（IoT 推進ラボ）
、専門 WG の 3 構成。各ＷＧの活動内容の記述で誤っているものはどれか？
A：技術開発 WG の活動内容は、ネットワーク等の IoT 関連技術の開発・実証、標準化である。同じ
ＷＧは１）技術戦略検討部会と２）研究開発・社会実証プロジェクト部会を備える。１）は産学
官の今後の戦略の策定や具体的なプロジェクト組成、テストベッド活用ノウハウの共有、国際標
準化活動の推進を実施する。２）は各プロジェクト成果の情報共有、対外発表の実施、具体的な
検討結果について技術戦略検討部会を通じ国際標準化へ向けて議論を展開していくことを目的と
する。
B：IoT 推進ラボの活動内容は、ラボ３原則案に基づき個別の IoT プロジェクトを発掘・選定し、資
金・規制の両面から徹底的に支援するとともに、大規模社会実装に向けた規制改革・制度形成等
の環境整備を行う。ラボ３原則案とは１）成長性・先導性、２）波及性（オープン性として成果
物のオープン性 or 参加企業へのオープン性がある）、３）社会性（社会課題の解決）である。支
援には、企業連携の支援、資金支援、規制改革支援などがある。
C：専門 WG はその時々に応じて設置される。初年度は、１）IoT セキュリティワーキンググループ、
２）データ流通促進ワーキンググループが設置された。１）では IoT 機器の設計・製造や通信ネ
ットワークへの接続に係るセキュリティ上の取組等について検討実施。２）では IoT 推進コンソ
ーシアム参加企業から提案されたユースケースについて契約条項やデータの権利帰属の考え方、
プライバシーの問題等の課題を抽出して検討・整理を行った。
D：誤り無し
正解 Ｄ
解説
A：正しい。*1
B：正しい。

*2

C：正しい。

*2

参考資料
*１ https://testbed.nict.go.jp/bunkakai/pdf/suishin-taisei.pdf
*２ https://www.aspicjapan.org/business/iot/pdf/activity_status.pdf
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問題 27
地域版 IoT 推進ラボの事例として以下の選択肢の記述のうち誤っているものはどれか？
Ａ：正しい。大田区 IoT 推進ラボ取り組み事例：大田区の特徴であり強みの源泉である「仲間まわし
※」に IoT 技術を活用。自社単独では受注できない業務を、仲間回しを有効活用することで受注
拡大になげる取り組み。IoT を導入し、
「仲間まわし」企業をネットワーク化して生産性向上を促
進すると共に、地方企業の参入を喚起していくため、地域版 IoT 推進ラボに参画して自立化を支
援、IoT 技術の調査や実証実験を実施。
※一次発注で受けた業務のうち、自社で行えない工程を切り出して関係企業に発注（二次発注）
すること
Ｂ：埼玉県 IoT 推進ラボ取り組み事例：県内ものづくり中小企業がグローバル市場を生き残るため、
高生産性・高付加価値化・労働高度化のための変革を県内３団体が連携し、実効的な IoT 化支援
を実現した。ドイツ産業クラスター「メカトロクラスター」とも連携し、グローバル競争力の向
上を目指した。地域ＩＴ推進ラボは埼玉県産業技術総合センターへの導入支援として、既存設備
を活用した IoT 化支援や IoT 化のための検証環境整備等を行った。(公財)埼玉県産業振興公社向
けには情報提として、IoT コーディネータによる相談窓口を設置するとともに、普及・啓発セミ
ナー等も行った。 (公財)さいたま市産業創造財団向けには、IoT 人材育成を実施し、座学・実習
形式の IoT カリキュラムによる企業内 IoT リーダー育成を行った。
C：横浜市 IoT 推進ラボ取り組み事例：IoT・ビッグデータ・AI の産業利活用や新ビジネス創出を促
進し、 横浜経済の成長と社会課題解決への貢献を目指す取組として、 「I・TOP 横浜～ＩоＴオ
ープンイノベーション・パートナーズ～」を実施。具体的活動内容としては、中小企業とＩｏＴ
関連企業との交流・連携、個別プロジェクトのスタートアップ支援、生産性の向上や販路開拓支
援など中小製造業の導入支援プロジェクト、
「ドローンフィールド」の整備による操縦者の育成と
新規ビジネスの創出、大規模商業施設「横浜ワールドポーターズ」や「パシフィコ横浜」におけ
るロボット活用等、そして地元大学と連携した中小企業のセキュリティ対策・人材育成支援であ
る。
D：誤り無し
正解 Ｄ
解説
Ａ：正しい。
Ｂ：正しい。*2
Ｃ：正しい。*2
参考資料
*１ 大田区事例、https://local-iot-lab.ipa.go.jp/article/ota-city-iot-1.html
*２ 埼玉県と横浜市の事例、https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/data/201703iotlab.pdf
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問題 28
地方版の IoT 推進ラボが存在する。以下の選択肢の記述で誤っているものはどれか？
A：地方版 IoT 推進ラボとは、経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が地域における
IoT プロジェクト創出のための取組として「地方版 IoT 推進ラボ」を選定し支援を行う。
B：地方版 IoT 推進ラボの選定基準には１）地域性、２）自治体の積極性と継続性、３）多様性と一
体感がある。１）は地域課題の解決等に資する IoT プロジェクト創出のための取組であること、
２）は自治体が積極的に運営・協力しており反復継続を意図した取組であること、経済的にも自
立しリターンを産める取組であること、ラボを適切かつ創造的に運営・発展することができる人
材がいること、などの基準がある。３）は地域の特徴ある多くの多様な機関が連携/参加している
取組であることという基準である。
C：地方版 IoT 推進ラボにおける支援内容には、１）ラボマークの使用権付与、２）ポータルサイト
やラボイベント等による IoT 関係者への広報、３）地域のプロジェクト・企業等の実現・発展に
資するメンターの派遣、がある。事業の進捗状況に応じて行われる支援としては、４）協力企業
等による支援、５）各省庁・各種助成制度との連携、６）選定地域やラボ内で発掘された優れた
プロジェクトを対象とする懸賞事業などがある。
Ｄ：誤り無し
正解 Ｄ
解説*1
A：正しい。
B：正しい。
C：正しい。
参考資料
*１ https://local-iot-lab.ipa.go.jp/about_iotlab.html
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問題 29
日本の IoT 化導入の遅れの原因に関わる記述で誤っているものはどれか？
A：製造業の分業体制が遅れの一要因として考えられる。IoT 化する対象が会社規模となると、複数
のモジュールからなるシステムの全体を把握していなければ IoT 化の効力が発揮されない。愚弟
的な事例で述べると、クルマの製造ラインを IoT 化するときに、塗装部門だけ IoT 化しても、そ
の後の外装品質の検査部門がどの様な基準で塗装の仕上がりを最終確認にするかを理解していな
いと、クルマとしての仕上がりについて外装品質が良いとは評価されない。スマートファクトリ
ーを考えるにあたり、ラインの各工程で必要とされる評価内容を把握した上で IoT 化する必要が
ある。
B：経営層が個人的な習慣で IoT に無関心である場合に、企業全体の IoT 化が遅れるケースがある。
日本の経営層はホームオートメーションシステム、ロボティクスなどのテクノロジーの使用経験
に対する回答が他国の経営層に比べて低い。新しいテクノロジーに対する経営層の関心が、企業
全体の IoT 化の意思決定を遅らせる要因となっている。
C：日本の製造業は国産を好み、自前主義が目立つ。そのため、自国産でない IoT のソフトウェアや
ハードウェアに関して無関心になりすぎる傾向がある。一例として、日本を代表するトヨタ・NTT
などの会社は自社開発を好み、グループ会社に海外企業が少ない傾向にある。結果的に、作成さ
れた製品やサービスが海外で使われずにガラパゴス化する。数年後にはグローバルで大量に売れ
てコスト削減に成功した企業の製品が日本国内で勝つという現象が 2000 年以降に見られる様に
なった。
D：日 本 企 業 の 強 み で あ る「 カ イ ゼ ン 」は 従 来 製 品 を よ り 良 く す る 観 点 で は 効 果 を 発 揮
す る が 、 新 規 性 ・ 進 歩 性 の あ る IoT 機 器 や IoT サ ー ビ ス を 新 た に 創 造 す る に あ た っ
て は 効 果 が な い 。新 た な イ ノ ベ ー シ ョ ン を 生 む の は「 カ イ ゼ ン 」で は な く「 ク リ エ
イ テ ィ ビ テ ィ （ 創 造 力 ）」 で あ る 。 日 本 で は 新 た な イ ノ ベ ー シ ョ ン は 往 々 に し て 規
制や暗黙的ルールに縛られてしまい、出る杭が打たれる状況になりがちである。
E：誤り無し
正解 E
解説
A：正しい。*1
B：正しい。*2
C：正しい。*3
D：正しい。*3
参考資料
*１ https://xtech.nikkei.com/dm/atcl/column/15/415543/091100079/?P=2
*２ https://blogs.itmedia.co.jp/business20/2017/05/ceo4_-20ceo.html
*３ https://www.sbbit.jp/article/cont1/37807
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問題 30
ドイツ、アメリカ、中国の IoT 化の事例を以下に示す。選択肢のうち誤っているものはどれか？
Ａ：ドイツの IoT 政策をインダストリー4.0 という。ドイツの目標は工場でリアル空間をデジタル空
間に再現し、デジタル空間でデザインから生産までの計画を迅速に行える様にすることが目標で
ある。生産計画が一旦固まれば、リアル空間ではデジタル空間での計画を遂行するだけで、仕様
変更が多い製品でも迅速に対応できる。産業革命以降のインダストリー領域の将来計画が大きく
4 回更新されたことがあるためインダストリー4.0 というようになった。
Ｂ：アメリカの IoT 政策をインダストリアル・インターネット（産業のインターネット）という。イ
ンダストリアル・インターネットでは企業が連合して、エネルギー・ヘルスケア・製造業・公共・
運輸の 5 つの領域を対象としてサイバー空間（デジタル）と現実空間（リアル）をネットワーク
で繋いて新しい産業革命を作り出すことを狙う。企業連合の創設メンバーは GE・インテル・シ
スコシステムズ・AT&T・IBM。現在は、100 社を超える。本取り組みのメリットはドイツや日
本の取り組みとほぼ同じである。
Ｃ：中国の IoT 政策を中国製造 2025 という。中国製造 2025 には 3 ステップあり、１）2025 年まで
に製造強国入りを目指し，２）2035 年までに製造強国の中位レベルに到達、３）建国 100 周年の
2049 年までに製造強国の先頭グループに入る目標である。戦略目標を達成するために中国製造
2025 では 9 つの大目標、5 つプロジェクト、重点 10 分野を設定。重点 10 分野は、次世代情報技
術，ハイエンド設備，新材料，バイオ・医療の 4 つに分類される。ハイエンド設備は国民経済や
国防安全の核心として進めていく。
Ｄ：誤り無し
正解 Ｄ
解説
Ａ：正しい。*1
Ｂ：正しい。*2
Ｃ：正しい。*3
参考資料
*１ ドイツ、https://www.digital-transformation-real.com/blog/industory-40.html
*２ アメリカ、https://data.wingarc.com/theblog-878-878
*３ 中国、https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/2010s/2017/06/gir/index.html
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問題 31
アクチュエーターの種類と動作原理についての記述で誤っているものはどれか？
A：DC モーターは、直流電流によって回転するモーター。永久磁石の固定体とコイルを巻いた回転
体からなり、回転体にブラシ経由で電流をくわえ回転運動を生じさせる。制御が単純ですみ応答
性がよい。小型軽量で高出力のためモーターサイズに応じて大きな力をだせる
B：ソレノイドは電気エネルギーを運動エネルギーや回転エネルギーにかえられるモーター。モータ
ーと同じ回転運動を作り出せるが高出力でなく、装置全体をシンプルに構成することが可能です。
交流ソレノイドは強い力で動かせるが振動や騒音が発生し、電柱値の安定性が交流ソレノイドよ
りも低い特徴がある。直流ソレノイドは電流値が安定しやすいが交流ソレノイドに比べると力が
弱い。
C：ステッピングモーターは、並進速度を正確に決めながら動かせるモーター。正確な並進速度をだ
すためにモーターに直流電流を入力する。直流電流の振幅が単位時間あたりに大きいほど早く動
く。直流電号によって、時計の秒針の様に一定方向に小刻みに動かすこともできれば、連続的に
滑らかに動かし続けられる。
D：振動モーターはアンバランスウェイトモーターともいう。振動子がついた軸を回転させることで、
不均等なバランスの遠心力が発生させるモーターである。スマートフォンの振動やゲームコント
ローラの振動や大型機械の振動まで用途は広い。
正解 C
解説
A：正しい。*1
B：正しい。*2
C：間違い。ステッピングモーター：ステッピングモーターは、角度・角速度を正確に決めながら動
かせるアクチュエーターである。正確な角度を支持するためにモーターにパルス信号を入力する。
パルス信号の間隔が単位時間あたりに多いほど早く回転する。パルス信号によって、時計の秒針
の様に一定周期で動かすこともできれば、連続的に回転し続けるモーターとしての役割も果たせ
る。*3
D：正しい。*4
参考資料
*１ https://www.chip1stop.com/sp/knowledge/082_types-and-featurs-of-actuators
*２ https://electric-facilities.jp/denki7/so/005.html
*３ https://www.orientalmotor.co.jp/products/stepping/overview_1/
*４ https://www.ipros.jp/monosiri/term/振動モーター
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問題 32
センサの原理と用途に関わる記述で誤っているものはどれか？
A：距離センサ・超音波センサ：距離センサは特定のパターンをもつ波を環境に照射し、環境からの
反射波にふくまれるパターンの変化を分析して距離の情報を求める。照射する情報が光の場合は
距離センサ、音波の場合は超音波センサと呼ばれる。制度は距離センサが超音波センサより優れ
ている。
B：光センサ：光センサは、光の位相と振幅の強弱を検知して電気信号に変換する。光センサは非接
触で対象物の存在を検出できる、光は速いので応答時間が短い、光は波が短いので高い分解能を
もつ、また、色の判別が可能である。応用先としては、テレビやエアコンのリモコン装置、夕方
暗くなると自動的に点灯する街灯、ATM、自動販売機、駅の自動改札機などで活用されている。
C：加速度・ジャイロセンサ：加速度センサは位置を計測し、ジャイロセンサは角度を計測する。加
速センサとジャイロセンサを合わせることで複雑な動きのあるモノの運動の状態を定量化できる。
また、GPS と組み合わせることで地球上のどこにいるかの座標の情報も得ることができる。
D：圧力センサ：ダイアフラムという膜の変形量から圧力を測定する。物理的に加わる力の計測から
気圧・高度の様な情報も測定できる。血圧計・体重計・掃除機・洗濯機や風呂の水位測定・エン
ジンの圧力測定などで利用されている。
正解 C
解説
A：正しい。
B：正しい。
C：間違い。加速度センサは物体の速度・加速度、ジャイロセンサは角速度・角加速度を計測する。
動きを伴うモノにとりつけて、ノイズを除去したあとに積分すると空間中の位置と角度を定量化
できる。センサを取り付けたカメラの画像を動きに応じてつなぎ合わせるグーグルのストリート
ビューの様なものができあがる。
D：正しい。
参考資料
*１ https://sackle.co.jp/blog/detail/490-2
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問題 33
機械工学辞典*1 における内界センサーと外界センサーの定義で誤っているものはどれか？
A：内界センサーは、機械の作業実行に伴って必要とされる作業環境の状態を検出するセンサーをい
う。視覚、近接覚、触覚、力覚、聴覚センサーなどがあり、機械が環境の状態に応じて適応的に
行動するなど、機械の知的機能を実現する際に重要な役割を果たす。
B：内界センサーは、機械の状態を検出するセンサーをいう。例えば、機械のマニピュレータの関節
を制御するために用いられる並進変位、角度変位、それらの速度、加速度を検出するセンサーや
移動機械の傾きや位置姿勢を計測する傾斜計、ジャイロなどを総称していう。また、機械の運動
状態の限界検出などに使用されるリミットスイッチ。マイクロスイッチ、ポテンショメータなど
も含む。
C：外界センサーは、機械の作業実行に伴って必要とされる作業環境の状態を検出するセンサーをい
う。視覚、近接覚、触覚、力覚、聴覚センサーなどがあり、機械が環境の状態に応じて適応的に
行動するなど、機械の知的機能を実現する際に重要な役割を果たす。
正解 A
解説
A：間違い。外界センサーの説明になっている。
B：正しい。
C：正しい。
参考資料
*１ https://www.jsme.or.jp/jsme-medwiki/start
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問題 34
IoT でよく使われるセンサーの説明に関わる記述で誤っているものはどれか？
A：機械にとって視覚・聴覚・触覚の役割を果たすものを物理センサーという。物理センサーは光・
音波・圧力・温度などの物理量を計測して電気信号に変換する。光センサーは自動ドア・リモコ
ン、音波センサーは自動運転・ロボット・オフィス、圧力センサーは洗濯機・お風呂の水位測定、
温度センサーはエアコン・給湯器などで利用されている。
B：味や匂いのなどを検知するセンサーを化学センサーという。化学センサーは原子・分子からなる
化合物の有無やその量や組成などを電気信号に変換して検出する。化学センサーは特定の化学物
質をみつけるために利用される。数ある化学センサーのうち、匂いセンサーについては近年特定
の病気を早期発見することを目的として医療現場で研究・開発・実用されている。
C：生物学的センサーは電気的・光学的信号を発する生物学的特性を利用して環境の状態や物質の有
無を検出する。例として微生物センサーは土壌や水中に含まれる有機物や重金属等を検出する環
境計測用センサーとして研究・開発・実用化されている。
D：人間の感覚では検出できない磁気・磁束と放射線量を検出する高感度センサーがある。磁気・磁
束センサーには地球から放出される放射線を検知するもの、地中から特定の鉱物に由来する放射
線を検知するもの、筋肉や脳の生体由来の放射線を検知するものなど用途に応じた放射線センサ
ーがある。放射線センサーは半導体方式が多くシリコンを使った半導体で磁気を電流に変えて測
定する。原発事故や環境中に潜む磁気の計測に利用されている。
正解 D
解説
A：正しい。*1
B：正しい。*1
C：正しい。*2
D：間違い。磁気・磁束と放射線の説明が逆である。*3
参考資料
*１ https://www.yokogawa.co.jp/special/sensing-technology/definition/understanding-sensors/
*２ https://e-materials.net/outlook/OUTLOOK2006/OL2006_cap/cap3-4-2a.pdf
*３ https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/keyword/548738.html
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問題 35
IoT の環境を構築するにあたりセンサー/デバイスからサーバーにデータを集約するために様々なア
ーキテクチャがあるが、それらの記述の中で誤っているものはどれか？
A： ゲートウェイ集積型：センサーやデバイス側にデータ通信機能をもたせ、クラウド機能があるサ
ーバーに直接情報を渡せる様にしたアーキテクチャ。このアーキテクチャのメリットは、簡単な
構造なので簡単に作り始められる・センサーやデバイスが増えてもアーキテクチャの変更が少な
い、デメリットは、デバイスごとに情報のタイプが違うときにサーバー側で対応が必要であり手
間がかかる・情報の送受信に失敗したときセンサーやデバイス側で個別に対応が必要である。
B：モバイル端末利用型：ゲートウェイとしてスマートフォンの様なモバイル機器を利用するアーキ
テクチャ。メリットは、ユーザのモバイル機器を利用できる・ゲートウェイが情報の中継だけな
く他の用途にも利用できる。デメリットは、モバイル機器で移動可能であるが故にデバイスから
遠ざかると情報の報中が止まる・センサーやデバイスの数が増えるとモバイル機器の負荷が高ま
る。
C：サーバー利用型：ゲートウェイの代わりにサーバーを利用するアーキテクチャ。サーバーとは特
別用途向けに簡素に作られたコンピュータ。メリットは、情報中継時にサーバーで行える情報加
工の処理が行える。デメリットは、モバイル性に欠ける・サーバーは簡素な構造であるためにネ
ットワーク環境やセキュリティを自前で環境構築する必要がある。
正解 A
解説
A：間違い。デバイス/クラウド型の説明になっている。ゲートウェイ型は、センサーやデバイスの情
報を転送前に IoT ゲートウェイに情報を集約してからサーバーに情報を転送するアーキテクチャ。
メリットは、センサーやデバイスの負荷を下げられる・情報の転送を制御しやすい・センサーや
デバイスをグループ管理できる。デメリットは、ゲートウェイの数だけコストが増える・ゲート
ウェイが故障するとゲートウェイに情報集積するグループのセンサーやデバイスの情報がすべて
サーバーに届かなくなる。
B：正しい。
C：正しい。
参考資料
*１ https://www.hulft.com/special-column/iot-architecture_01/iot-architecture_03
*２ https://www.hulft.com/special-column/iot-architecture_01/iot-architecture_04

283

問題 36
IoT のネットワークで利用される通信方式に関わる記述で誤っているものはどれか？
A：直接通信方式：IoT 用途のセンサーやデバイスをインターネットに直接接続する方式。1 台の IoT
デバイスを TCP や UDP といったインターネットの標準的な通信用のプロトコルを利用してサー
バーにつなげる。通信用の回線には、従来の固定回線や 3～4G の通信回線を利用してもよい。メ
リットは通信範囲が広いこと、デメリットは消費電力とコストが大きいことである。家電の様に
建物から電源供給可能であるものや自動車の様に大容量バッテリー搭載したデバイスでは直接通
信方式が用いられやすい。
B：デバイスゲートウェイ方式：IoT 用途のセンサーやデバイスの通信に Bluetooth・ZigBee・Z-Wave・
LPWA といった消費電力の少ない通信機器を搭載してインターネットに接続する方式。スマート
フォンやウェアラブル機器の様に小さなバッテリーで動くデバイスや長期間の運用コストを下げ
たい公共のデバイスなどではデバイスゲートウェイ方式が用いられやすい。
C： ハイブリッド（混合）通信方式：直接通信方式の通信範囲のメリットとデバイスゲートウェイ方
式の低消費電力のメリットを混ぜ合わせた通信方式。さらに、直接接続部の通信ユニットが
Bluetooth・ZigBee・Z-Wave・LPWA の通信用プロトコルに準拠しているため IoT 用途のセンサ
ーやデバイスにある通信部分は直接通信方式のもののままでよい。
正解 C
解説*1
A：正しい。
B：正しい。
C：間違い。存在しない通信方式。Bluetooth・ZigBee・Z-Wave・LPWA はそれぞれ通信用のハード
ウェアが異なる。直接通信方式の通信用のハードウェアとコンポーネントを共通化することはで
きない。
参考資料
*１ https://business-agent.co.jp/dbe_99.html
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問題 37
IoT の無線通信規格の分類に関わる記述で誤っているものはどれか？
A：近距離 × 低速、低消費電力な無線通信規格。Bluetooth 規格「BLE」は 2010 年に登場して以来、
車載機器・家電製品・スマートフォンなどではば広く搭載されている。BLE の特徴は低い消費電
力であり、コイン型電池で 1 年程度の長期間利用できる。Bluetooth とはまた別のものとして
Thread がある。Thread は通信経路をメッシュネットワークの様にフレキシブルに経路構築でき
る。マスターとなる Thread ノードが動作しなくなると、別の Thread ノードがマスターにとっ
てかわることができ、経路を再構築し続けるのでネットワークが途絶えにくい。
B：遠距離 × 低速、低消費電力な無線通信規格。LPWA が有名。LPWA は Low Power Wide
Area-network の略。携帯電話の通信規格として登場し４G として知られている。4G は Wi-Fi に
比べると利用範囲が広く、移動通信にも向いている。
C：近距離 × 高速、高消費電力な無線通信規格。Wi-Fi は登場から約 20 年たち世界中で幅広く利用
されている無線通信規格。飲食店、公共施設、レストラン、ホテルなどからさまざまな交通機関
に無料の Wi-F のスポットが設置されている。また、スマートフォンにも搭載されておりユーザ
ーがゲームや動画をみるために大量のデータを他のデバイスを通信する上で好んで使われる。
正解 B
解説*1
A：正しい。
B：間違い。設問の説明は遠距離 × 高速、高消費電力な無線通信規格である LTE のもの、LTE は
Long Term Evolution の略。遠距離 × 低速、低消費電力な無線通信規格では LPWA が有名で、
2015 年あたりから IoT という言葉が登場したのに合わせて普及する様になった。LPWA は Low
Power Wide Area-network の略であり低消費電力で広範囲のネットワークを実現するために作ら
れた。有名なものには 6 つの規格があり、LTE-M、NB-IoT、ELTRES、LoRaWAN、Sigfox、ZETA
などがある。
C：正しい。
参考資料
*１ https://www.musen-connect.co.jp/blog/course/trial-production/wireless-trend/
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問題 38
IoT 向け無線通信規格の記述で誤っているものはどれか？
A：低消費電力用途。デバイスの低消費電力を一番の狙いとして作られておりボタン電池 1 個で数ヶ
月から数年間動作の動作を目指している。環境発電での動作も視野にいれて開発されている。無
線用途の回路は一般的なデジタル回路よりも消費電力がかさむことがデメリットとしてあるため、
回路基板そのものの低消費電力駆動も大事である。低消費電力用途で先行する規格には EnOcean
がある。
B：高速通信用途。動画などの大容量な情報の通信には専用の無線 LAN 規格がある。LTE/4G は高速
通信に対応しているが常時利用すると通信コストが高額になる問題があった。比較的新しい規格
つぉいて IEEE802.11ac があり 1Gbps の高速大容量の通信が行える。
C：遠距離通信対応。IoT 用途のデバイス情報を無線送信したものを受信して有線のネットワークに
かえるためにゲートウェイという基地局が必要。ニーズ応じて広範囲のエリアをカバーする場合
に基地局の設置数を増えすぎるデメリットをなくすために遠距離通信に特化した規格として
Bluetooth Low Energy がある。
D：移動通信対応。無線規格には自動車の様な広い範囲を高速移動に対応した規格が必要でありセル
ラーIoT が利用されることがある。5G では高速大容量低遅延が特徴であるが低速度で低消費電力
な規格もあり利用される。低速度/低料金の通信規格もあり最近では MVNO が登場した
正解 Ｃ
解説
A：正しい。
B：正しい。
C：間違い。Bluetooth Low Energy は低消費電力用途。遠距離通信対応だと Wi-Fi HaLow がある。
D：正しい。

参考資料
*１ https://thinkit.co.jp/article/9936
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問題 39
LPWA の特徴に関わる記述で誤っているものはどれか？
A：LPWA は用途が広く 3 つの特徴がある、１）広域・長距離通信：広域・長距離通信が可能。理論
値数十キロメートル。Wi-Fi が約 100～300m 程度に比べるとカバーが広い。２）低消費電力：ボ
タン電池ひとつで数カ月～数年の運用が可能、３）低ビットレート。LTE の 320Mbps に対して
LPWA は 250Kbps 程度。通信速度は遅いが複数台接続可能。
B：LPWA は基本的にライセンス系（免許型）だけを対象としており、アンライセンス系（無免許）
の規格は異なる。１）免許型 LPWA は各国の中央政府が大手通信事業者に LTE の周波数帯の使
用権を与える。２）無免許型 LPWA は中央政府から免許を与えられなかった通信業者が自己責任
で通信サービスを提供する。
D：ライセンス系 LPWA で代表的なものに NB-IoT がある。NB-IoT は LTE 準拠。
ライセンスが必要。
ビットレート上り 63kbps＆下り 27kbps。
NB-IoT は理論値で 20km の長距離通信が可能。NB-IoT
は比較的に低速通信であるため使用頻度の少ない電力・ガス・電気などのスマートメーター、駐
車場のスマートパーキングに利用が期待されている。
C：アンライセンス系 LPWA として代表的なものは Sigfox。Sigfox はヨーロッパとアジア諸国の物流
インフラで普及しつつある規格。ビットレート上り 100bps＆下り 600bps 程度。ライセンスが不
要なサブギガ Hz 無線のデータ通信。Sigfox は超狭帯域のため理論値で 50km の長距離通信が可
能。IoT 分野での活用に期待されるが 1 日あたりのメッセージ容量や通信サイクルに上限がある
ボトルネックあり。
正解 Ｂ
解説
A：正しい。*1
B：間違い。LPWA はアンライセンス系とライセンス系とに分類できる。１）アンライセンス系 LPWA
は産業から医療業界までさまざまな分野での利用を見越して国際電気通信連合の割当てによるラ
イセンスフリーで使える電波帯域、２）ライセンス系 LPWA は各国の大手通信事業者が中央政府
からライセンスを与えられ、LTE の周波数帯を使うタイプである。ライセンス系は通陳事業者へ
のコストが発生するので１）よりも高い。*1
C：正しい。*2
D：正しい。*2
参考資料
*１ https://www.techfirm.co.jp/blog/what-is-lpwa#chap1
*２ https://www.upr-net.co.jp/case/iot/usecase-42.html
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問題 40
Wi-Fi 規格にはさまざまなものがある。各特徴の記述で誤っているものはどれか？
A：IEEE802.11a：通信速度 54Mbps、5GHz 帯の週数体を利用。11b や 11g に比べて家電との電波
干渉少ないのがメリット、壁などの障害物に弱いことがデメリット。
B：IEEE802.11n：通信速度 300Mbps、2.4GHz/5GHz 帯を利用。アンテナを複数組み合わせた技術
MIMO で高速通信を実現。
C：IEEE802.11a：通信速度最高 6.7Gbps、5GHz 帯を利用。次世代無線 LAN 規格の帯域幅拡大・
MIMO 方式対応により 11n と比べ約 10 倍（の高速化を実現
D：IEEE802.11ah*2：通信速度最高 150kbps~3.3Mbps、920GHz 帯を利用。Wi-Fi アライアンスが
サブギガ帯を使用する無線 LAN 規格に付けたブランドを HaLow（ヘイロー）という。IoT 用途
に特化した新しい無線 LAN 規格として LPWA が登場。
Ｅ：誤り無し
正解
解説*1
A：正しい。
B：正しい。
C：正しい。
D：正しい。
参考資料
*１ https://sgforum.impress.co.jp/article/3586
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株式会社

スポーツ×テクノロジー
テクノスポーツ
、

製品の概要②
HADO（対人戦）
ドッジボールのように弾を相手に当てる競技で、ビームや魔法を撃つこと
もできる。相手の弾（ブレード）は身体を使って避けるだけでなく、シー
ルドを出現させて防ぐこともできる。最大３人VS３人で行われ、80秒の間
に多くの得点を稼いだチームが勝利。
誰でも出場できる初心者大会から、世界スポーツ分野のトップチームが集
まるWORLD CUPまで、様々なグレードの大会が年間100以上開催されて
いる。「公認チーム」を対象とした日本ランキングも発表されている。
現在は、体験施設に行くか、HADOア
カデミー（※）のメンバーになること
でプレイできる。体験施設は、アジア
を中心に世界中に存在し、その中でも
日本国内には多くの施設がある。
※HADOアカデミー…HADOのレッスンを行う
スクール

製品の概要①

「HADO」は、頭にスマートフォン挿入型ヘッドマウントディスプレイ、
腕にアームセンサーを装着し、自分の身体を動かすことで技を繰り出しプ
レイするARスポーツ。

AR技術により、目の前に広がる現実世界の上に炎や雷などのエフェクトを
表示する。アームセンサーを使用したモーション認識技術により、腕から
技を放つ。

AR技術やウェアラブルデバイスを使ったサービスを展開する株式会社
meleapにより開発された。

製品の概要③
HADOから派生した競技
HADO Xball

２対２のチームに分かれ、フィールドに１人いる
シュート役がボールを相手陣地の上部にあるゴー
ルに入れることで得点を得る競技。プレイヤーは
弾を放ち、シュートの援護や妨害をする。Xball
はプロリーグ化を前提としてつくられた競技なの
で、「見て楽しむ」という要素が強く、観客が試
合に参加できる応援システムが備わっている。

HADO モンスターバトル

テーマパーク向けに開発されたアトラクション性
の高い競技。画面上に出現するドラゴンやモンス
ターを、ファイヤーボールを放って倒す。敵を倒
すことでゲットしたアイテムで能力を強化するな
ど、RPGゲームの要素を取り入れている。

他にHADO SHOOT、HADO KARTなどがある。
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商品開発の背景
スポーツ市場拡大への期待
国が掲げる「日本再興戦略2016」では、2015年には5.5兆円だったスポー
ツ市場規模を2025年には15.2兆円に拡大する目標が示された。テクノス
ポーツ（※）等のIT技術活用は成長の牽引役として大きく期待されている。
スポーツとテクノロジーの融合、デジタル技術（IT）を活用したウェア
ラブルな機器の導入、新たなスポーツ用品の開発・活用、スポーツ関連
データの流通促進等によってスポーツが持つ新たな価値を創造につなげ
る。（「日本再興戦略2016」より引用）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_zentaihombun.pdf

テクノロジーによる新しい価値の創造
meleap社は「テクノスポーツで世界に夢と希望を与える」をビジョンとし
て掲げ、新たなスポーツ文化の創造を目指している。
テクノロジーの力は、今までにない競技を生むだけではありません。プ
レーヤーと観戦するファンのコミュニケーションのあり方を変えること
ができます。たとえばファンの応援が増えるとチームが強くなるという
仕組みも考えています。（CEO 福田浩士氏のコメント）
https://bae.dentsutec.co.jp/articles/hado/
※テクノスポーツ…主に「人間の能力をテクノロジーで拡張する技術」を使ったスポーツのこと

体験者などからの評価②
アカデミー参加者の声
一人で参加してもすっごい楽しめた！（授業中皆で応援もしてもらえ
るし、HADOアカデミー内にライングループがあって一人でもそこに
参加することで仲間を集められる！）（中略）アカデミー内での大会
や懇親会もあり、私自身が今所属する公認チーム「フォックスBEER」
はこの懇親会で誕生しました！
https://hado-official.com/academy/LP/
HADOを使った体育の実験授業の評価
（2019年8月19日、東京学芸大学付属世田谷小学校で実施）
スポーツには頭を使う要素はたくさんあり、実はそれがスポーツのお
もしろさの重要な要素なのですが、その土台を築くまでにフェイドア
ウトしていく子が多い。普段体育授業を見ている立場からすると、1時
間、2時間程度の授業で子どもたちがスポーツの頭を使うおもしろさに
気づくことはなかなかない。（HADOには）そこに大きな可能性を感
じました」（担当教諭）
https://media.dglab.com/2019/10/08-hado-01/

体験者などからの評価①

とにかく、とても体力を必要とするし、良い運動にもなる。また、現
状とても戦う方法がシンプルで、1度操作方法を覚えれば、誰でも簡単
に技を出せるので、まともにプレイするのに技術を有するスポーツよ
りも、プレイし始め易い印象だ。まずは「おもしろそうだ」と思った
らプレイしてみるのもいいだろう。
https://ascii.jp/elem/000/001/563/1563680/

「HADO」では防御力や攻撃力といったステータスを自分好みに割り
振ることができます。その為、チーム内で防御力重視の盾役や、攻撃
力やスピードに特化したアタッカーなどの役割分担が可能となります。
試合前にチームでの作戦や役割分担を決めて戦いに臨むので、楽しみ
ながらのチームビルディングやコミュニケーションの向上に繋がりま
す。

体力だけでなく頭脳やチームワークなどの様々な要素によって勝敗が
左右されるので、老若男女誰もが楽しめるコンテンツ（後略）
https://bounce-creative.jp/report/840

収益構造

施設導入によるライセンス収入と、イベン
ト時にプログラムを提供するレンタルでの
売り上げが現在の軸。出張パッケージは40
万円～。

徐々にチケットの売り上げなどサポーター
関連の収入や、スポンサー料・放映権の売
り上げの比率を上げていくことが目標で、
右図のような循環を目指している。

HADOアカデミーの開催にも力を注いでいる。
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参考情報
株式会社meleap公式ページ
https://meleap.com/jp
本間卓磨／ARスポーツ『HADO』の生みの親note（2019）「令和を生き
る人達のためのスポーツ『テクノスポーツ』とは」
https://note.com/motokitakuma/n/n2b45ea330af8
UX MILK（2020）「世の中にまだない体験をつくる、テクノスポーツ
『HADO』のデザインとは」
https://uxmilk.jp/74506
スタンバイ株式会社公式サイト内HADOコンテンツ資料
https://stand-by.biz/wpcontent/uploads/2018/03/hado_contents.pdf

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しま
しょう。

BAE（2018）「スポーツ産業を拡大させる『テクノスポーツ』」
https://bae.dentsutec.co.jp/articles/hado/

発表

１．従来のアナログスポーツの問題点（グループワーク課題③）

１
２．テクノスポーツの身体的・精神的健康への貢献（グループワーク課題④）

課題②

課題①

HADOはどのようなことを目指して開発されましたか。開発者のビジョン
を読み取り、まとめましょう。

HADOとはどのようなスポーツですか。HADOの特徴についてまとめま
しょう。

グループワーク

課題③

サッカーや野球やテニスのような従来のスポーツは、テクノロジーの利用
を前提としていません。このようなアナログスポーツは、人々の健康増進
という点において、どのような問題を抱えていますか。具体的に考え、グ
ループで話し合ってみましょう。

課題④ 身体と精神の両面が良好な状態でなければ健康とはいえません。HADOを
含むテクノスポーツのシステムは、身体面・精神面それぞれにおいて、ど
のように健康に寄与すると考えられますか。グループで話し合ってみま
しょう。
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グループワーク
以下の設問について、グループで話し合ってください。
① HADO とはどのようなスポーツですか。HADO の特徴についてまとめましょう。
HADO の特徴

② HADO はどのようなことを目指して開発されましたか。開発者のビジョンを読み取り、まとめまし
ょう。
開発者のビジョン

③ サッカーや野球やテニスのような従来のスポーツは、テクノロジーの利用を前提としていません。
このようなアナログスポーツは、人々の健康増進という点において、どのような問題を抱えていま
すか。具体的に考え、グループで話し合ってみましょう。
健康増進に関して従来のアナログスポーツが抱える問題点

④ 身体と精神の両面が良好な状態でなければ健康とはいえません。HADO を含むテクノスポーツの
システムは、身体面・精神面それぞれにおいて、どのように健康に寄与すると考えられますか。グ
ループで話し合ってみましょう。
テクノスポーツの身体的・精神的健康への貢献
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指導ガイド

１．事例の要点
「HADO」は、頭にヘッドマウントディスプレイ（HMD）、腕にアームセンサーを装着
し、自分の身体を動かすことで技を繰り出しプレイする AR スポーツである。AR 技術によ
り、目の前に広がる現実世界の上に炎や雷などのエフェクトを表示する。また、アームセン
サーを使用したモーション認識技術により、腕から技を放つ。AR 技術やウェアラブルデバ
イスを使ったサービスを展開する meleap 社によって開発された。

https://stand-by.biz/wp-content/uploads/2018/03/hado_contents.pdf

https://bae.dentsutec.co.jp/articles/hado/

BAE（2018）「スポーツ産業を拡大させる『テクノスポーツ』」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/2016_zentaihombun.pdf

「日本再興戦略 2016－第４次産業革命に向けて」
（平成 28 年６月２日）

DG Lab Haus（2019）
「体育の授業に AR スポーツ『HADO』を導入 生徒たちの反応は？」

https://media.dglab.com/2019/10/08-hado-01/
３．解答例と考え方

課題① HADO とはどのようなスポーツですか。HADO の特徴についてまとめましょう。

「HADO」は、ドッジボールのように弾を相手に当てる競技で、ビームや魔法を撃つこと

頭にヘッドマウントディスプレイ、腕にアームセンサーを装着し、自分の身体を動

【解答例】

かすことで技を繰り出しプレイする AR スポーツ。AR 技術により、目の前に広が

もできる。相手の弾は身体を使って避けるだけではなくて、シールドを出現させて防ぐ事も
誰でも出場できる初心者大会から、世界のトップチームが集まる WORLD CUP まで、様々

る現実世界の上に炎や雷などのエフェクトを表示する。アームセンサーを使用し

できる。最大 3 人対３人で行われ、80 秒の間に多くの得点を稼いだチームが勝利となる。
なグレードの大会が年間 100 以上開催されており、
「公認チーム」を対象とした日本ランキ

たモーション認識技術により、腕から技を放つ。

ングも発表されている。

ドッジボールのように弾を相手に当てる競技で、ビームや魔法を撃つこともでき

現在 HADO は体験施設に行くか HADO アカデミー（HADO のレッスンを行うスクー
ル）のメンバーになることでプレイできる。HADO を体験できる施設は、アジアを中心に

る。相手の弾（ブレード）は身体を使って避けるだけでなく、シールドを出現させ

体験施設に行くか、アカデミー（スクール）の会員になることでプレイできる。

チームが勝利。

て防ぐこともできる。最大３人対３人で行われ、80 秒の間に多くの得点を稼いだ

世界中に存在し、その中でも日本国内には最も多くの施設がある。
タル収入が現在の軸になっているが、徐々にチケットの売り上げなどサポーター関連の収

様々なレベルの大会が年間 100 以上開催されている。

収益は、施設導入で得られるライセンス収入や、イベント時に利用する際に得られるレン
入や、スポンサー料・放映権の売り上げの比率を上げていくことが目標だという。店舗事業

かを確認する問いである。スライド２～４頁「製品の概要①～③」をまとめればよい。現

課題①は、事例説明から HADO という AR スポーツの概要を的確に読み取ったかどう

【考え方】

と観戦事業の両輪で AR スポーツの市場を広げる戦略である。なお、
「HADO」から派生し
た競技として、観戦を主目的とした「HADO Xball」、テーマパーク向けのアトラクション
性の高い「HADO MONSTER BATTLE」
「HADO CART」「HADO SHOOT」などが展開

ツ的要素がもとになっていることに着目してほしい。

るという、AR 技術ならではの特徴の一方で、弾を当てあうという従来のアナログスポー

実にはありえない技をあたかも自分が放っているように目の前の世界に表すことができ
２．参考 URL

されている。

株式会社 meleap 公式ページ

よりも、コミュニケーションの機会を提供することに長けたサービスである。したがって、

また、課題④にもつながることだが、HADO は黙々と自分の体力を向上させるという

どこで、どのように、誰とプレイできるのか、という点についても言及しているとよい。

https://meleap.com/jp
本間卓磨／AR スポーツ『HADO』の生みの親 note（2019）
「令和を生きる人達のためのス
https://note.com/motokitakuma/n/n2b45ea330af8

IT 技術活用はスポーツ市場拡大の牽引役として大きく期待されており、HADO は

【解答例】

読み取り、まとめましょう。

課題② HADO はどのようなことを目指して開発されましたか。開発者のビジョンを

ポーツ『テクノスポーツ』とは」
UX MILK（2020）
「世の中にまだない体験をつくる、テクノスポーツ『HADO』のデザイン
とは」
https://uxmilk.jp/74506
スタンバイ株式会社公式サイト内 HADO コンテンツ資料
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テクノスポーツとしてこの流れの一端を担う可能性がある。
従来のアナログスポーツにはなかった新たなスポーツ文化を創造する。特に、スポ
ーツを通した今までにないコミュニケーションのあり方を追及している。
【考え方】
課題②は、サービス開発の背景となった気運や開発者のビジョンについて認識してい

てほしい。

テクノスポーツのシステムは、身体面・精神面それぞれにおいて、どのように健

課題④ 身体と精神の両面が良好な状態でなければ健康とはいえません。HADO を含む

康に寄与すると考えられますか。グループで話し合ってみましょう。

社会の発展の中で、テクノロジーによるスポーツの変革、テクノロジーとスポーツの融合

競技を通して仲間ができる。コミュニケーションアプリやスクールを通して、一緒

れる。それでいて運動量も多いので、楽しみながら体力をつけることができる。

身体や技術をきたえなくても楽しむことができるので、気軽に多くの人が始めら

【解答例】

によって実現できる未来、といったものに考えをめぐらせてほしい。また、各種大会の主

に楽しむ仲間、チームメイトをつくるシステムがあることも心強い。テクノスポー

るかを問う問題である。スライド５頁「商品開発の背景」を中心にまとめればよい。情報

催、スクールの開催などを meleap 社が率先して行っていることの意味について考えてほ

ツが生活の一部になれば、精神的に豊かな生活を送れるようになるだろう。
【考え方】

しい。単に競技人口の増加を目指すだけでなく、スポーツを通した新たなコミュニティー
なお、ここで従来のアナログスポーツの抱える問題点について指摘しようとする動き

や人的交流を創造しようとする同社の姿勢が、明らかになるはずである。

課題④はテクノスポーツが人々の健康に寄与する可能性について考察する問いである。

に発想してほしい。話し合いの中で、学生が新しい形のテクノスポーツを思いつくことも

者からなどの評価①②」を根拠として考えればよい。しかし、それだけにとどまらず自由

課題③で指摘した、従来のアナログスポーツの問題点をふまえ、スライド６・７頁「体験
課題③ サッカーや野球やテニスのような従来のスポーツは、テクノロジーの利用を前

ありうるだろう。

がみられるかもしれないが、この点についての本格的な考察は課題③に譲りたい。

提としていません。このようなアナログスポーツは、人々の健康増進という点

うレベルに到達することができず、競技の面白さに気づくまえに止めてしまう人

身体をきたえたり、何年も技術を向上させたりしないと、なかなか「楽しむ」とい

身体を動かすことができる。さらに、テクノロジーが身体的なハンデをサポートし、障害

テクノスポーツの強みである。それでいて運動量も多いため、熱中しているうちに自然と

ことができる。また、ゲーム的要素が強くてとにかく面白く、夢中にさせてしまうことも

なくてもよい点、などである。これらの特長により、多様な人をそのスポーツに引き込む

鍛錬を必要としない点、ルールの単純さ、必要人数が少ない点、自力でプレイヤーを集め

まず指摘してほしいのは、従来のスポーツに比べて参加のハードルが低いことである。

において、どのような問題を抱えていますか。具体的に考え、グループで話し
合ってみましょう。

が少なくない。

【解答例】

コート（競技場）の利用や、一緒にプレイする仲間をあつめることが困難で、気軽

を持つ人も対等に楽しめる競技が生まれる可能性もある。

まずは、スライド６・７頁「体験者からなどの評価①②」から、HADO がアナログスポ

これらの問題点を改善しうるものとして HADO の機能を捉えなおすための問いである。

課題③は、課題④への伏線として、従来のアナログスポーツの問題点について考察し、

一つが、スポーツを通したコミュニケーションの革新にあることに気づくだろう。スポー

くられる可能性がある。「HADO Xball」について自主的に調べれば、この競技の目的の

ルの低さは精神面の健康増進にも力を発揮し、多様な参加者によるコミュニティーがつ

性が高い。また、スクール等で出会いの場を提供するなどの工夫もなされている。ハード

しい。テクノロジーを前提としているため、SNS やコミュニケーションアプリとの親和

精神面については、まずコミュニティー形成ツールとして優れている点をおさえてほ

に行えない。

ーツと比べて優っている点を読み取る。すると、従来のアナログスポーツの問題点が見え

ツを通して豊かな人間関係を築くことを目指しているのである。

【考え方】

てくるはずである。例えば、まともにプレイできるようになるまで時間がかかる点、体力

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しましょう。

ら、自分たちとは異なる視点があることに気づかせることが重要である。

課題③④に取り組んだ結果をグループごとに発表させる。この際、他のグループの発表か

発表

が主要な要素となるので老若男女が一緒に楽しむことはできない点、仲間を集めること
の煩雑さ、などである。
学生時代にスポーツに打ち込んだ人でも人生を通してその競技を楽しみつづけること
は難しいという現状がある。まして、新しい競技にチャレンジすることのハードルは高く、
スポーツが生涯にわたる健康に十分に貢献できているとはいえない。テクノスポーツは
精神・身体の両面でこの現状を改善させる可能性があることに、課題③④を通して気づい
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自宅で冒険しながら
フィットネス
リングフィットアドベンチャー

製品の概要②
リングコン
両手で握って操作する、リング状のコントローラー。内側に押し込ん
だり外側に引っ張ったりするとバネのようにもとにもどる特殊な素材
「繊維強化プラスチック」が用いられている。また、高精度の「力
（チカラ）センサー」を内蔵し、押したり引っ張ったりの動きを認識
する。リングコンには
の標準コントローラー
を
セットし、
の「加速度センサー」と「ジャイロセンサー ※ 」
で、上下左右に振ったり、傾けたりといったさまざまな動きを感知す
る。
に搭載されている「モーション カメラ ※ 」に指先を当てる
ことで、おおよその脈拍を測る機能も備えている。トレーニングの成
果や、自分のペースにあった運動を知ることができる。
レッグバンド
バンドを左足の太腿につけて使用する、もうひとつのコントローラー。
リングコンと同様に
をセットするので、
のセンサーで、
足踏みや膝の屈伸といった下半身の動きを認識する。
※ジャイロセンサー…単位時間あたりの回転角を検出するセンサー。
※モーションIRカメラ…赤外線で物の動きをとらえるカメラ。

製品の概要①

「リングフィットアドベンチャー」は、
専用フィットネス
ソフト。アクションゲームや
のような冒険を進めていくゲームだが、輪
状の機器「リングコン」を両手で持ち、太ももに「レッグバンド」を巻く
と、プレイヤーの動きを画面上の主人公と連動させることができ、「カラ
ダで戦うアドベンチャー」を楽しめる。

製品の概要③
遊び方

ファンタジー世界を冒険しながら楽しく続けられる「アドベチャー」
を始めとして、お手軽に始められる「ミニゲーム」、決められた
フィットネス種目を連続でプレイする「セットメニュー」など、
６０種類以上のフィットネスを行える。ゲーム内では「ミブリさん」
が登場し、運動のお手本を見せてくれる。

メインとなるアドベンチャーモードでは、世界を闇に包もうとしてい
る魔物「ドラゴ」の野望を阻止するため、輪状のキャラクター「リン
グ」とともに主人公が様々なコースを冒険する。 日 分のトレーニン
グで約 ヶ月かかる長い冒険を行う。敵との戦闘は、必殺技が運動と連
動しており、攻撃するために指定された運動
を行っていく。

初回プレイの開始前に質問が行われ、運動負
荷が ～ の間で設定される。運動負荷が高
くなるほど、戦闘パートにおける攻撃一回あ
たりの規定運動回数や判定の難易度など、操
作の難易度および負荷が増加していく。

296

商品開発とヒットの背景
開発者の声
元々のきっかけは、私自身が運動不足を感じてしまったことです。
（中略）でも、運動をするのが大嫌いなんです（笑）。体育は本当に
苦手でした。ゲームは大好きなので、「ゲームをしていたら、いつの
間にか運動してしまっていた」みたいなゲームが欲しいな、と考え続
けていたら、「
と相性がいいのでは？」、と思えてきたんです。運
動しても、目に見える変化がすぐに身体に現れるわけではないですよ
ね。
の成長システムなら、ゲームバランスにもよりますが、その日
のうちにキャラクターが強くなりますし、強さも数字で見せられるの
で、わかりやすい。それで、「運動すると、自分は強くなるんだ」と
実感できれば、私みたいな運動嫌いでも続ける気になって、続けてい
るうちに自分の身体も強くなったりしないかな……と。
ステイホームで160万本のヒット
「
年ヒット商品ベスト 」の 位に「リングフィット アドベン
チャー」が選ばれた。
要素をふんだんに取り込むことで、「ステイ
ホーム」の時期に
万本以上を売り上げた。これまで大ヒットした
フィットネスゲームの代表格である「
」はミニゲームが中心だっ
たのに対し、リングフィット アドベンチャーは
要素をふんだんに
取り込んだのが画期的。世界を走り回ったり敵を倒したりする過程で
自然に運動ができ、かつ長続きした。

体験者などからの評価②
私たち主婦は忙しい。やることが多い。家事に育児に仕事にマルチタス
クでいつも頑張っているよね。運動したいなーっとぼんやり思うことが
あっても、なかなか実現できない。
・忙しい
・一人時間がない
・家をあけられない（小さい子がいる等）
などなど、現実的な問題が山積みだ。ジムに通うことを考えてみよう。
・会費がかかる
・ウェアや靴など準備がいる
・まとまった時間が必要
などなど、主婦にはハードルが高すぎるのだ。（中略）リングフィッ
トのメリットは
・家にいながら
・すぐに始められ、
・スキマ時間を使い
・続けられる
ことだ。つまり主婦にピッタリなのだ。
物理的な負荷（ダンベルなどの重み）を増やせないのがデメリットだと
思います。（中略）このゲームをジムや有酸素運動、筋力トレーニング
の代わりにするのは、ちょっと無理かな。毎日続けて、食事などにも気
をつければ キロ前後なら減量できるかもしれませんが。

体験者などからの評価①

フィットネス系ゲームはかなりの数が出ているが、ひとつ問題がある。
この手のゲームは続けるのが難しいということだ。ゲームであっても結
局のところ面倒な運動をしなければならないので、プレイヤーはすぐや
めてしまうというわけである。そして、運動はきちんと身体に負荷をか
ける必要がある。（中略）ゲームによるフィットネスも効果がなければ
遊ぶ意味がない。『リングフィット アドベンチャー』がなぜ流行の兆
しを見せているのかといえば、この つの問題をきちんと解決している
からだ。そう、本作を遊んだ人はその“ガチさ”と、“フィットネスなの
に楽しい”ことに驚くのである。

7,980円

これまで筆者が筋トレと縁遠かったのは、そこに「エンディング」がな
いからです。毎日決まった回数のバーベルを持ち上げ、スクワットをこ
なし、腹筋を鍛え上げる... 。この終わりが見えない鍛練に耐えられる
ようなメンタルの強さがなく、少しやってもすぐ投げ出していました。
しかしリングフィットはとことん、頭からしっぽまで「ゲーム」です。
（中略）ガチの王道ファンタジー
です。リングコンを持ってジョギ
ングの動きで移動し、フィットネスやヨガの動きの要素を取り入れた
「スキル」という技で魔物と戦う。筋肉を動かす＝世界を救うことであ
り、ちゃんとエンディングもあります。

収益構造
NintendoSwitch

ゲーム本体及びソフト販売による収益
•

リングフィット アドベンチャー

29,980円
•

セット内容
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参考情報
リングフィットアドベンチャー公式ページ
https://www.nintendo.co.jp/ring/
Nintendo公式ページ（2020）「開発スタッフに聞く『リングフィット ア
ドベンチャー』」
https://topics.nintendo.co.jp/article/e115dc48-07de-4a31-aed1ad65b3cbeb64
講談社現代ビジネス（2019）「『リングフィットアドベンチャー』が究極
の筋トレゲーと大評判のワケ」
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68343
日経クロストレンド（2020）「160万本突破 任天堂『リングフィット ア
ドベンチャー』品薄続く」
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00379/00018

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しま
しょう。

engadget（2020）「筋トレ嫌いが5か月も続いてる『リングフィットアド
ベンチャー』のスゴさ」
https://japanese.engadget.com/jp-2020-05-03-5-gw.html

発表

１．従来のフィットネスサービスの問題点とリングフィットによる改善（グループワーク課題③）

１
２．先端技術を用いて自宅トレーニングの継続をサポートする方法（グループワーク課題④）

課題②

課題①

リングフィットアドベンチャー開発の目的と工夫について、従来の自宅ト
レーニングとの違いに着目してまとめましょう。

リングフィットアドベンチャーとはどのようなゲームですか。このゲーム
の特徴についてまとめましょう。

グループワーク

課題③

従来のフィットネス産業のサービスにはどのような問題点があり、リング
フィットアドベンチャーはその問題点をどのように解決するのですか。具
体的にグループで話し合ってみましょう。

課題④ 自宅でのトレーニングは従来から様々なタイプのものがありましたが、
「続かない」ということがネックでした。この難点を解決する方法として、
先端技術のどのような活用が考えられますか。ゲーム以外の例について具
体的に考え、グループで話し合ってみましょう。
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グループワーク
以下の設問について、グループで話し合ってください。
① リングフィットアドベンチャーとはどのようなゲームですか。このゲームの特徴についてまとめま
しょう。
リングフィットアドベンチャーの特徴

② リングフィットアドベンチャーはどのようなことを目指して開発されましたか。従来のフィットネ
ス系ゲームとの違いに着目して、開発者の意図をまとめましょう。
開発者の意図

③ 従来のフィットネス産業のサービスにはどのような問題点があり、リングフィットアドベンチャー
はその問題点をどのように解決するのですか。従来のフィットネス産業のサービスを具体的に思い
浮かべた上で、グループで話し合ってみましょう。
従来のフィットネスサービスの問題点とリングフィットによる改善

④ 自宅でのトレーニングは従来から様々なタイプのものがありましたが、
「続かない」ということがネ
ックでした。この難点を解決する方法として、先端技術のどのような活用が考えられますか。ゲー
ム以外の例について具体的に考え、グループで話し合ってみましょう。
先端技術を用いて自宅トレーニングの継続をサポートする方法
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指導ガイド

１．事例の要点
リングフィットアドベンチャーは Nnintendo Switch 専用フィットネスソフトで、アクシ

https://www.nintendo.co.jp/ring/

https://topics.nintendo.co.jp/article/e115dc48-07de-4a31-aed1-ad65b3cbeb64

Nintendo 公式ページ（2020）
「開発スタッフに聞く『リングフィット アドベンチャー』
」

講談社現代ビジネス（2019）
「『リングフィットアドベンチャー』が究極の筋トレゲーと大評

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68343

判のワケ」

engadget（2020）
「筋トレ嫌いが 5 か月も続いてる『リングフィットアドベンチャー』のス

ョンゲームや RPG のような冒険を進めていくゲームである。輪状の機器「リングコン」を
両手で持ち、太ももに「レッグバンド」を巻くと、プレイヤーの動きを画面上の主人公と連

ゴさ」

https://japanese.engadget.com/jp-2020-05-03-5-gw.html

動させることができ、「カラダで戦うアドベンチャー」を楽しめる。

日経クロストレンド（2020）
「160 万本突破 任天堂『リングフィット アドベンチャー』品

リングコンは両手で握って操作する、リング状のコントローラーである。内側に押し込ん
だり外側に引っ張ったりするとバネのようにもとにもどる特殊な素材「繊維強化プラスチ

薄続く」

徴についてまとめましょう。

課題① リングフィットアドベンチャーとはどのようなゲームですか。このゲームの特

３．解答例と考え方

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00379/00018/

ック」が用いられている。また、高精度の「力（チカラ）センサー」を内蔵し、押したり引
っ張ったりの動きを認識する。
リングコンには Nintendo Switch の標準コントローラー
「JoyCon」をセットするので、Joy-Con のセンサーで、上下左右に振ったり、傾けたりといった
さまざまな動きも認識できる。Joy-Con に搭載されている「モーション IR カメラ（赤外線
で物の動きをとらえる）
」に指先を当てることで、おおよその脈拍を測る機能も備えている。
運動時間や消費カロリーもわかるため、トレーニングの成果や、自分のペースにあった運動
を知ることができる。

状のコントローラー「リングコン」を両手で持ち、太ももに「レッグバンド」を巻

リングフィットアドベンチャーは Nnintendo Switch 専用フィットネスソフト。輪

【解答例】

ある。リングコンと同様に Joy-Con をセットするので、Joy-Con の「加速度センサー」と

くと、プレイヤーの動きを画面上の主人公と連動させることができる。

レッグバンドは、バンドを左足の太腿につけて使用するもうひとつのコントローラーで
「ジャイロセンサー（単位時間あたりの回転角を検出する）
」で、足踏みや膝の屈伸といっ

主人公が様々なコースを冒険する。1 日 30 分のトレーニングで約 3 ヶ月かかる長い冒険を

ードでは、魔物「ドラゴ」の野望を阻止するため、輪状のキャラクター「リング」とともに

トメニュー」など、６０種類以上のフィットネスを行える。メインとなるアドベンチャーモ

手軽に始められる「ミニゲーム」
、決められたフィットネス種目を連続でプレイする「セッ

速度センサーとジャイロセンサーで身体の動きを感知する。また、モーション IR

リングコンの力センサーによって押したり引いたりの動きと強さを、Joy-Con の加

指定された運動を行っていく。

で約 3 ヶ月かかる。敵との戦闘は、必殺技が運動と連動しており、攻撃するために

「リング」とともに主人公が様々なコースを冒険する。1 日 30 分のトレーニング

メインとなるアドベンチャーモードでは、魔物「ドラゴ」の野望を阻止するため、

６０種類以上のフィットネスを行える。

た下半身の動きを認識する。

行う。敵との戦闘は、必殺技が運動と連動しており、攻撃するために指定された運動を行っ

ファンタジー世界を冒険しながら楽しく続けられる「アドベンチャー」を始めとして、お

ていく。初回プレイの開始前に質問が行われ、運動負荷が設定される。運動負荷が高くなる

カメラに指先を当てることでおおよその脈拍を測る機能も備えている。

いである。スライド２～４頁「製品の概要①～③」をまとめればよい。まず、自分の動き

課題①は、事例説明からこのゲームの概要を的確に読み取ったかどうかを確認する問

【考え方】

ほど、戦闘パートにおける攻撃一回あたりの規定運動回数や判定の難易度など、操作の難易
度および負荷が増加していく。

をゲーム世界の主人公と連動させることができる、というこのゲームの核心について指

新型コロナウィルス感染拡大による在宅フィットネスの需要が高まったこともあり、本
製品は全世界で累計 400 万本（2020 年７月現在）
、国内累計 160 万本（2020 年 11 月現在）

２．参考 URL

来のフィットネス系ゲームと本製品との違いは、
「ゲームをしていたら、いつの間にか運

の「商品開発とヒットの背景」や６・７頁「体験者などからの評価」にもあるように、従

摘する。その上で、RPG ゲームであるという点にも着目する必要がある。スライド５頁

の販売数を記録している。

リングフィットアドベンチャー公式ページ
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ましい。これらの技術がなければ、リングフィットアドベンチャーというゲームは存在で

動が好きだとしても続けられない。ゲームならば、自宅で隙間時間に行える。

ジムに行くにはまとまった時間も必要で、自分の時間がなかなかとれない人は運

はゲームを買う初期費用のみ。ウェアをそろえる必要もない。

フィットネスサービスの中心的存在はジムだろう。ジムに通うには毎月会費がか

きない。なお、センサーやカメラについては Nintendo 公式ページ内の下記 URL から詳

運動嫌いにとっては「運動のためにわざわざ出かける」のはハードルが高すぎる。

動してしまっていた」という RPG ゲームの楽しさを追求したところにあるからである。

しい情報を得ることができる。

入会したものの効果を実感する前にやめてしまった、という話はよく聞く。お稽古

かるし、ウェアなどをそろえなければならない。その点、ゲームならばかかるお金

https://topics.nintendo.co.jp/article/933eb428-b313-11e7-8cda-063b7ac45a6d

系の運動スクールも、運動嫌いは結局面倒くさくなってしまう。ゲームには出かけ

また、この製品に用いられている各種センサーやカメラについても言及することが望

https://topics.nintendo.co.jp/article/151137c8-d0d9-11e7-8cda-063b7ac45a6d

ス産業（主にフィットネスジム）の問題点について考える問いである。６・７頁「体験者

課題②で主に自宅トレーニングの問題点を考察するのに対して、課題③はフィットネ

【考え方】

る面倒くささがない。着替える必要さえない。

https://topics.nintendo.co.jp/article/06bba8b4-f5ca-11e7-86dc-063b7ac45a6d
課題② リングフィットアドベンチャー開発の目的と工夫について、従来の自宅トレー
ニングとの違いに着目してまとめましょう。

などからの評価①②」には、運動を続けられない理由がいくつも挙げられているし、自ら

【解答例】
運動嫌いの人が思わず運動を続けてしまうようなゲームをつくろうとした。運動

の体験からもジムに通うことの困難さを思い浮かべることができるだろう。

い。また、社会の側から見ても、医療費抑制の観点などから人々の健康維持は重要な課題

運動嫌いにはハードルが高い。しかし、
「運動をしなければ」と思っている人は少なくな

従来のフィットネスサービスは、意識が高く運動が好きな人、が主な対象となっており、

嫌いの人が運動を続けるのは難しい。特に自宅トレーニングは面倒で、強い精神力
レイヤーの動きとゲームを連動させるシステムを考え出した。

がないと続けられない。RPG ゲームの「楽しさ」を利用することを思いつき、プ
キャラクターの成長を通して運動の成果を可視化させ、モチベーションを保てる

である。フィットネス系ゲームはこの「運動嫌いの人が運動を続けて健康を維持する」と

ということがネックでした。この難点を解決する方法として、先端技術のどのよう

課題④ 自宅でのトレーニングは従来から様々なタイプのものがありましたが、
「続かない」

いう課題を解決に導く可能性を有している。

ように工夫した。
課題②は、商品開発の背景となった開発者のビジョンについて理解しているかを問う

【考え方】
問題である。スライド５頁「商品開発とヒットの背景」を中心にまとめればよい。また、

な活用が考えられますか。ゲーム以外の例について具体的に考え、グループで話し

「従来の自宅トレーニング」の問題点については６・７頁「体験者などからの評価①②」
から情報を読み取ることができるだろう。

合ってみましょう。

見えない鍛練に耐えられるようなメンタルの強さがなく」とあるように、一人黙々と行う

とんどの人が理解している。しかし、
「面倒な運動をしなければならない」
「この終わりが

オンラインで仲間と筋トレ。リングフィットアドベンチャーもオンラインでチー

考えてアバターが励ましてくれる、というような形になっていくかもしれない。

われる。いずれは、自宅トレーニングが主流となり、適切な運動メニューを AI が

ンラインでトレーナーに送ることができる。そして、アドバイスもオンラインで行

オンラインアドバイス。IoT トレーニング機器の開発が進めば、感知した動きをオ

【解答例】

そもそもこの商品は、開発者の運動不足への危機感から生まれた。運動嫌いの人が運動を
続ける方法を真剣に考えた結果が、RPG ゲームとの連動、特にキャラクターの成長を通

トレーニングは「面倒で」
「つらく」
「面白くない」のである。本製品はこの点を改善する

ムを組んで敵を倒す形に発展したら面白い。自宅トレーニングが孤独ではなくな

して運動の成果を可視化する方法だったのである。運動をした方がよい、ということはほ

ことを追求した商品だととらえることができる。一方で、ストイックに身体を鍛え上げた

IoT 技術などを活用することによって、どのように自宅での健康増進をサポートできる

課題④は IT 技術によるフィットネスの変革について考えさせる問いである。VR、AR、

【考え方】

らに高まる。

り、もっとモチベーションを保てるかもしれない。VR を活用すれば、臨場感もさ

い、という人には物足りない面があるようである。

トアドベンチャーはその問題点をどのように解決するのですか。具体的にグルー

課題③ 従来のフィットネス産業のサービスにはどのような問題点があり、リングフィッ
プで話し合ってみましょう。
【解答例】
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か、具体的に自由に発想してほしい。課題③で見たように、自宅トレーニングはメリット
も大きい。
「面白くない」
「モチベーションが保てない」という難点を先端技術が解決でき
リングフィットアドベンチャーは 2019 年 10 月の発売以来好調に売り上げを伸ばして

れば、人々の体力づくりや健康増進レベルが大きく向上する可能性もある。
いたが、新型コロナウィルスの感染拡大で人気が急騰し、国内だけでも 160 万本を売り
上げる大ヒットを記録した（2020 年 11 月現在）
。ステイホームを余儀なくされた人たち
が、家庭でできる運動を求めたためである。外出自粛はフィットネス系ゲームの楽しさと
効果の大きさを多くの人が知る契機となった。アフターコロナの時代もフィットネス系
ゲームの需要は拡大し、その他の自宅トレーニングに関しても心理的負担の軽減を求め

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しましょう。

る動きが強まると考えられる。

発表
課題③④に取り組んだ結果をグループごとに発表させる。この際、他のグループの発表か
ら、自分たちとは異なる視点があることに気づかせることが重要である。
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ＡＲで“実物大の”
メニューを確認
合同会社ワクザワ

商品開発の背景
コロナ感染拡大によりテイクアウトやデリバリーが急増
コロナ以前から、高齢社会・単身世帯や共働き家庭の増加によりフー
ドデリバリー市場は拡大傾向
※リサーチ会社NPD Japanのレポートによると、
フードデリバリーの市場規模は
2015年3,564億円 → 2018年４,084億円 に拡大。
しかし…
【顧客側】初めてのお店で購入の際、
チラシやwebサイトのメニューではボリューム感などがわから
ない。そのため、届いたときに「思ったより小さい（大き
い）」「ボリュームが少ない（多い）」といったイメージとの
違いを感じることも少なくない。
コロナ感染拡大により、立地や接客といった従来のセールスポ
イントでのアピールが無効に。メニューの魅力を発信し、競争
力をあげていくしかない。
ARなら、より実際の状態に近い形で商品を知る・伝えることができる。

【店側】

→

サービスの概要

「
（メニューアール）」はＡＲ（
）技術を活用し
て飲食店のメニューを現実空間に実在するかのように表示するサービス。

実物大で映し出されるため、これまで平面的な写真ではわからなかった食
事のボリューム（サイズ感）を明確にイメージできるようになる。
大きさがわかるだけでなく、様々な角度から近づいたり離れたりすること
も可能。食事の質感もリアルに再現。
具体的にイメージさせることで、期待と違う商品が届いてしまうがっかり
感を防ぐ。

専用のメニューサイトにアクセスし、画像をタップする（またはＱＲコー
ドを読み取る）と、テーブル上など自分が今いる空間にメニューが で表
示される。専用のアプリをインストールする必要はない。

収益構造

ARコンテンツのワンストップ制作サービス
・食品の写真撮影
・フォトグラメトリ（撮影した写真から３Dモデルを制作）
・AR化（ARを表示するサイトを作成）

撮影から約１か月でARメニューが完成（期間は作成点数／仕様によっ
て変動）

303

ＡＲを用いたその他のサービス①

ＡＲを用いたその他のサービス②

ARフォトフレーム配信で記念撮影スポット創出

宇津山城跡散策コース

ARで家具を試し置き

IKEA place

静岡県の宇津山城跡散策コースや海湖館などで、各
地の看板にアプリをかざすと、出世法師直虎ちゃん
のフォトフレームが出現し、一緒に写真が撮れる。
この企画にはGPS機能を使用しており、直接現地に
いかないとフォトフレームが表示されない仕組みと
なっている。

ARでメイクシュミレーション

お札をかざすと買えるメニューが現れる

課題④

課題③

課題②

課題①

コロナ感染拡大により、多くの飲食店が大打撃を受けています。飲食
店業界の苦境に対応するためにIT技術を活用するとしたら、どのよう
な方法が考えられますか。ＡＲに限定せずに、グループで具体的にア
イデアを出し合ってみましょう。

飲食店の販売促進活動に を活用する方法は、メニュー提示以外にど
のようなものが考えられますか。具体的に提案し、グループで話し
合ってみましょう。

menuRは、飲食店をめぐる環境の変化に伴い、その変化に対応する
ために生み出されました。その変化とはどのようなものですか。ま
た、menuRはどのようにその変化に対応するのですか。具体的に指摘
しましょう。

は の技術を用いてどのようなことを実現したサービスです
か。サービスの特徴をまとめましょう。

グループワーク

手持ちのお金でどれだけ商品を購入できるかをひと目で理解できるようにAR
アプリ「KFC WOW@25」をリリース。
紙幣をスマホのカメラにかざすと、その
金額から買える商品が目の前に現れる。
インドでの「ケンタッキーは美味しいけ
れど高い」というイメージを変えた。

インドのKFC

KEAがAppleと共同開発したARアプリ。
ARで自分の部屋の中に好みの家具を配置して試すこ
とができる。部屋に配置した家具を様々な角度から
見たり、デスクと椅子など、複数の家具を組み合わ
せて配置たりすることもできる。

ファンケル
FANCL（ファンケル）は、現実の店舗でメイ
クをバーチャル体験できる「ARメイクアップ
シミュレーター」を導入。独自の顔認識技術
で各パーツを認識し、メイクアップをシミュ
レーション体験できる。短時間で何度もコス
メのバリエーションを試せるのが特徴。パー
ソナルカラー診断やおすすめのメイク提案と
いった追加機能もある。対面でのメイクアド
バイスもあり。

参考情報
東北うまいもの酒場プエドバル 実物大ARで見れる！絶品ローストビーフ丼
https://puedobar-ar.jp/
PR Times（2020）「【食×AR】もう注文に迷わない！ARを使ってその場
に実物大のメニューが現れる『menuR』がローンチ」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000061739.html
COCOAR公式ページ
https://www.coco-ar.jp/activation/tourism/shiro-jouseki.html
カミアプ（2017）「家具選びに失敗しない！IKEAのAR家具アプリが日本
でもリリース」
https://www.appps.jp/277386/
DIGITAL SHIFT ＴIMES（2020）「ファンケル、『ARメイクシミュレー
ション』を実店舗で導入」
https://digital-shift.jp/flash_news/FN200929_4
Wrap（2017）「サントリーもブルボンも！人気企業が率先して取り組ん
でいる最新プロモーション事例10選」
https://wrap-vr.com/archives/21254
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発表

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しま
しょう。

１．飲食店の販促にＡＲを活用する方法（グループワーク課題③）

１
２．コロナ禍での飲食店の苦境にIT技術で対応するアイデア（グループワーク課題④）
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グループワーク
以下の設問について、グループで話し合ってください。
① menuＲは AR の技術を用いてどのようなことを実現したサービスですか。サービスの特徴をまとめ
ましょう。
menuR のサービスの特徴

② menuＲは、飲食店をめぐる環境の変化に伴い、その変化に対応するために生み出されました。その
変化とはどのようなものですか。また、menuR はどのように変化に対応するのですか。具体的に指摘
しましょう。
飲食店をめぐる環境変化と変化への対応

③ 飲食店の販売促進活動に AR を活用する方法は、メニュー提示以外にどのようなものが考えられま
すか。具体的に提案し、グループで話し合ってみましょう。
飲食店の販促活動 AR を活用する方法

④ コロナ感染拡大により、多くの飲食店が大打撃を受けています。飲食店業界の苦境に対応するために
IT 技術を活用するとしたら、どのような方法が考えられますか。ＡＲに限定せずに、グループで具体
的にアイデアを出し合ってみましょう。
コロナ禍での飲食店の苦境に IT 技術で対応するアイデア
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指導ガイド

１．事例の要点
2020 年、合同会社ワクザワが AR 技術を活用して飲食店のメニューを現実空間に実在す
るかのように表示するサービス「menuR」を公開した。専用のメニューサイトにアクセス
し、画像をタップする（またはＱＲコードを読み取る）と、テーブル上など自分が今いる空

https://wrap-vr.com/archives/21254
３．解答例と考え方

スの特徴をまとめましょう。

課題① menuＲは AR の技術を用いてどのようなことを実現したサービスですか。サービ

リューム（サイズ感）を明確にイメージできるようになる。質感もリアルに再現す

実物大で映し出されるため、これまで平面的な写真ではわからなかった食事のボ

ＡＲ技術を活用して飲食店のメニューを現実空間に実在するかのように表示する。

【解答例】

新型コロナウィルスの影響により、テイクアウトやデリバリー販売をする飲食店が急増

る。

間にメニューが AR で表示される。専用のアプリをインストールする必要はない。
した。また、高齢化や共働き家庭の増加といった要因によってもフードデリバリー市場は拡

課題①は、事例説明からサービスの概要を的確に読み取ったかどうかを確認する問い

【考え方】

大を続けており、今まで行ったことがないお店で購入する機会が増えている。しかし、初め

である。スライド２頁「サービスの概要」をまとめればよい。従来の二次元のメニュー表

てのお店で購入する場合、注文時に見るチラシや web サイトのメニュー画像からは商品の
大きさまではわからないため、届いたときにイメージとの違いを感じることも少なくない。

帯の増加によるフードデリバリー市場の拡大。

コロナ禍でテイクアウトやデリバリーが急増。また、高齢化や単身世帯・共働き世

環境の変化

【解答例】

に変化に対応するのですか。具体的に指摘しましょう。

み出されました。その変化とはどのようなものですか。また、menuR はどのよう

課題② menuＲは、飲食店をめぐる環境が変化したため、その変化に対応するように生

示と比較した上で、menuR が優れている点について言及することが望ましい。

menuR ではメニューが実物大で映し出されるため、これまで平面的な写真ではわからな
かった食事のボリューム（サイズ感）を明確にイメージできるようになる。大きさがわかる
だけでなく、様々な角度から近づいたり離れたりすることも可能で、食事の質感もリアルに
再現している。
ワクザワのサービスは AR コンテンツのワンストップ制作で、飲食店は実物の食品さえ用
意すればよい。撮影、メニュー画像を３D データ化、専用メニューサイトへの表示までが約
１か月で完成する。
２．参考 URL
東北うまいもの酒場 プエドバル 実物大 AR で見れる！絶品ローストビーフ丼

ができなくなった。メニューで勝負するしかなく、かつ、そのメニューをリアルに

コロナ禍で、飲食店は従来の立地や店内の雰囲気といったポイントでのアピール

顧客に伝える必要が生じた。

https://puedobar-ar.jp/
PRTimes(2020)「
【食×AR】もう注文に迷わない！AR を使ってその場に実物大のメニュー

menuR によるリアルなメニュー提示は、店側・顧客側双方にとってメリットがあるこ

ナウィルスの流行がこの傾向を加速させた、という点である。

いのは、フードデリバリー市場は社会構造の変化に伴って拡大傾向にあったが、新型コロ

「商品開発の背景」を中心に、環境の変化をまとめればよい。必ずおさえなくてはならな

課題②は、商品開発の背景を理解したかどうかを確認する問いである。スライド３頁

【考え方】

顧客側にはイメージどおりの料理を注文できるというメリットがある。

商品を伝える（知る）ことができる。店側にとっては販売促進の有効な手段となり、

実在するかのようにリアルな AR のメニュー提示によって、より実物に近い感覚で

変化への対応

が現れる『menuR』がローンチ」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000061739.html
COCOAR 公式ページ
https://www.coco-ar.jp/activation/tourism/shiro-jouseki.html
カミアプ（2017）
「家具選びに失敗しない！IKEA の AR 家具アプリが日本でもリリース」
https://www.appps.jp/277386/
DIGITAL SHIFT TIMES(2020)「ファンケル、
『AR メイクシミュレーション』を実店舗で
https://digital-shift.jp/flash_news/FN200929_4

導入」
Wrap(2017)「サントリーもブルボンも！人気企業が率先して取り組んでいる最新プロモー
ション事例 10 選」
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とを理解しているとよい。店側は商品を有効にアピールして販売促進につなげることが

ほしい。対象となる技術は AI、VR など、特に制限は設けない。事例紹介には直接的な説

である。既に様々なサービスが試みられているが、柔軟な発想でアイデアを提示してみて

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しましょう。

ら、自分たちとは異なる視点があることに気づかせることが重要である。

課題③④に取り組んだ結果をグループごとに発表させる。この際、他のグループの発表か

発表

蓄積することが期待される。

に即して考えてほしい。また、情報を集める過程で、既になされた試みについての知識を

無稽なアイデアではなく、どのような技術によって、どのような対策が可能なのか、現実

明がないため、IT 技術に関する知識などを学生本人が主体的に調べる必要がある。荒唐

でき、顧客側は期待外れを回避できる。
課題③ 飲食店の販売促進活動に AR を活用する方法は、メニュー提示以外にどのような
ものが考えられますか。具体的に提案し、グループで話し合ってみましょう。
【解答例】
今いる場所をスマホに写すと、どんな店があるか教えてくれるサービス。そのお店
で提供するメニューが自動表示される（カメラを通して飲食店のメニューがわか
る）
。食べたいものが決まっていないときなど、急にラーメンの画像が現れたりし
たら、ラーメンが食べたくなる。
注文から料理が運ばれてくるまでの暇つぶしコンテンツ。店内のメニューも AR で
リアルに現れたら、ワクワクしながら待つことができる。また、お店のキャラクタ
ーなどが現れるサービスも退屈せずにすむ。小さな子供をつれた親も助かる。
課題③は、飲食店の AR 活用、特に販促活動における活用の可能性を考えさせる問いで

【考え方】
ある。スライド５・６頁「ＡＲを用いたその他のサービス①②」を参考にして、飲食店で
の応用の可能性について考察してほしい。
一般的に AR を用いたプロモーションは、大きく分けて下記の２つのタイプがあるとさ
１）購入前の試用機能

れている。
２）コンテンツ提供による集客機能
スライド５頁の IKEA とファンケルの例は１）のタイプに該当する。２）の典型例はスラ
イド６頁のフォトフレームの事例である。
自由な発想で提案してほしいが、各々のワークグループで両タイプのアイデアが提出
されるとよい。なお、AR コンテンツ製作のサービスは多様化しており、各製作会社のサ
イトを見れば、技術的にどのようなことが可能か、容易に知ることができる。
課題④ コロナ感染拡大により、多くの飲食店が大打撃を受けています。飲食店業界の苦
境に対応するために IT 技術を活用するとしたら、どのような方法が考えられま
すか。ＡＲに限定せずに、グループで具体的にアイデアを出し合ってみましょう。
自動配膳ロボットで店員との接触を回避

【解答例】
AI アバターレジで非接触の会計
VR 結婚披露宴（料理は配送）
課題④は、IT 技術の活用によって、苦境に立たされる飲食店の救済方法を考える問い

【考え方】
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VRを活用した
接客トレーニング
デジタル・ナレッジ
積木製作
松屋フーズ

システムの概要②
ヘッドマウントディスプレイを装着するだけで、店舗の事務所など狭いス
ペースでも座ったまま実施できる。
日本語のほか、ベトナム語、中国語にも対応。
これまで各店舗のトレーナーが経験に基づいて判断していた部分を標準化
することで、実店舗の状況や人に左右されない、
の質の均一化を図る。
※
…
。職場での実務を通じて行う従業員の教育訓練。

システムの概要①

株式会社デジタル・ナレッジは（株式会社積木製作と共同開発）、松屋
フーズにフル の を活用した、新人アルバイト向け接客トレーニングシ
ステムを提供。

仮想空間に再現されたリアルな店舗で接客を実践することで、新しい動
き・感覚を能動的に体得できる。

最大の特徴は「判定」機能。一つひとつの動作はもちろん、「いらっしゃ
いませ」などの声掛けの大きさや速度、目線などに対し、定められた基準
に達しているかを確認。クリアできなければ前に進めない自動判定機能を
搭載。ゲーム感覚で取り組んでいるうちに自然と声をだせるようになる。
気持ちの良い接客や正しい動作を無理なく促す仕組み。

ナレーションや各種ナビゲーションを
付加することで、仮想空間の中でも迷
いなく、かつ能動的なアクションを妨
げないような工夫がなされている。

商品開発の背景

従来、新人アルバイトの研修は、マニュアル等による知識教育と、店舗で
行う の２本立てで実施されてきた。
しかし…

訓練を受ける人の属性によっては実際の店舗での接客トレーニングがス
ムーズに進行しない。
例）接客経験のない高校生、日本語に不慣れな外国人
店舗の状況や人（研修を行う人・研修を受ける人双方）に左右されない、
OJTの質の均一化が課題。

接客の流れは、あらかじめマニュアルを見て頭ではわかっていても、実践
できるとは限らない。eラーニングや電子テキストなど知識教育に関する環
境整備が進んでいた松屋フーズでは、次のステップとして“実践を体感して
学べる”研修ツールが必要な段階にきていた。
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収益構造
デジタル・ナレッジはeラーニング専門ソリューション企業。
eラーニングのシステム構築・教材製作・運用までをトータルにサポートし
て収益を得る。

アルバイト教育をめぐる問題②
アルバイト店員の問題行動が多発

日経新聞（2019/2/19）
「悪ふざけ動画、拡散止まらず、バイトがSNS投稿」

アルバイト教育をめぐる問題①

など

2018年の総務省に統計によれば、外食産業におけるアルバイトの比率は高
く、アルバイトの人材育成は飲食店にとって重要事項である。しかし、ア
ルバイト教育をめぐってはさまざまな問題が存在する。

OJTトレーニングの難しさ

OJTのメリット
・実際の仕事を通して学べるので、研修と仕事のズレが小さい。
・トレーニングを通して、先輩と新人の人間関係が構築できる。

OJTのデメリット
・指導者の負担が大きい。
・指導者の能力によってトレーニングの質にばらつきが出る。
・業務の中で学ぶので、とぎれとぎれのトレーニングになることもあり、
体系的に学びにくい。
・新人教育が現場任せになりがち。
・計画作成の手間がかかる。
など

アルバイト教育をめぐる問題③

衛生管理業務に関する知識の必要性が高まる

・2020年６月よりHACCP（Hazard Analysis and Critical Control
Point ）が完全義務化。HACCPの考え方に基づいた衛生管理を飲食店でも
行うことが必要になった。一般的衛生管理のポイントには従業員の健康管
理などの項目もあり、アルバイトも知識を持たなければならない。

・新型コロナウィルス感染拡大による衛生管理業務が煩雑化。客側もコロ
ナ禍で衛生に敏感に。アルバイトたちの衛生観念を向上させるため、効率
的な教育システムが必要。

右図は「ぐるなび」が2020年８
月に行った外食利用動向に関す
る調査の結果。「外食の際に注
意していることはありますか？
（複数回答可） 」 の問いに４
割以上が「衛生管理を徹底して
いる店を選ぶ」と回答。
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アルバイト教育をめぐる問題④
アルバイトの離職による人手不足
飲食業界は長年人手不足に悩まされてきたが、その原因の一つとして研
修・教育制度の不備が指摘されている。
下図は、労働関係リサーチ会社「ディップ総合研究所」が2018年10月に
行った調査の結果。３年以
内にアルバイト・パートの
仕事を経験した15～69歳
の男女を対象とし、実際に
「辞めた」、また「辞めた
いと思った」ことのある就
業者に理由をたずねた。水
色が「研修・教育」の不備
に関わる理由である。
回答を分析し、「人間関係」「制
度・条件」「仕事内容」「研修・
教育」の4テーマに大別した図。

課題③

課題②

課題①

VRによる新人アルバイト教育は、接客の他に、どのような分野に応用
できると考えられますか。具体的に発想し、グループで話し合ってみ
ましょう。

このVRによる接客トレーニングシステムは、従来の接客トレーニング
のどのような問題を解決するために開発されましたか。また、どのよ
うにその問題を解決するのですか。具体的に指摘しましょう。

松屋フーズに提供されたこの接客トレーニングシステムは、どのよう
に新人アルバイトの教育を行うのですか。このシステムの特徴をまと
めましょう。

グループワーク

課題④

松屋フーズによれば、今後は調理や社員教育などにもVR教育を取り入
れていく方針だといいます。VR教育の普及は、飲食業界全体にどのよ
うな変化をもたらすと考えられますか。メリットとデメリットの両面
から考え、グループで話し合ってみましょう。

参考情報

デジタルナレッジ（2019）「株式会社松屋フーズ【インタビューVR編】
国内初！飲食店の接客トレーニングにフルCGを活用したVR導入～能動的
な学びを実現する3つのポイント。前例なきVR開発の裏側に迫る～」
https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/20356/

PR TIMES（2019）「国内初、飲食店の接客トレーニングにフルCGを活用
したVR導入～デジタル・ナレッジ、松屋フーズにアルバイト向け接客VRソ
リューションを提供、積木製作と共同開発～」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000415.000012383.html

起業TV（2017）「OJTとは？4つの手順と3つの原則を学んで、改善点を
探してみよう。」
https://kigyotv.jp/news/ojt/

ぐるなび公式サイト（2020）「【ぐるなびリサーチ部】外食利用動向に関
する調査」
https://corporate.gnavi.co.jp/release/2020/20200831-019356.html

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しましょ
う。

ディップ総合研究所（2019）「アルバイト・パートスタッフの離職事情
～早期離職防止・長期定着に必要な対策とは～」
https://www.baitoru.com/dipsouken/all/detail/id=261

発表

１
教育の普及が飲食店業界にもたらす変化（グループワーク課題④）

１．接客以外の分野でのVR新人アルバイト教育（グループワーク課題③）

２．
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グループワーク
以下の設問について、グループで話し合ってください。
① 松屋フーズに提供されたこの接客トレーニングシステムは、どのように新人アルバイトの教育を行
うのですか。このシステムの特徴をまとめましょう。
この接客トレーニングシステムの特徴

② この VR による接客トレーニングシステムは、従来の接客トレーニングのどのような問題を解決する
ために開発されましたか。また、どのようにその問題を解決するのですか。具体的に指摘しましょう。
従来の接客トレーニングの問題点と問題解決の方法

③ VR による新人アルバイト教育は、接客の他に、どのような分野に応用できると考えられますか。具
体的に発想し、グループで話し合ってみましょう。
接客以外の分野での VR 新人アルバイト教育

④ 松屋フーズによれば、今後は調理や社員教育などにも VR 教育を取り入れていく方針だといいます。
VR 教育の普及は、飲食業界全体にどのような変化をもたらすと考えられますか。メリットとデメリ
ットの両面から考え、グループで話し合ってみましょう。
VR 教育の普及が飲食店業界にもたらす変化
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指導ガイド

１．事例の要点
株式会社デジタル・ナレッジが、株式会社松屋フーズに、フル CG バーチャルリアリティ
を活用した、新人アルバイト向け接客トレーニングシステムを提供した（株式会社積木製作
新しく入ったアルバイトスタッフが最初に覚える接客オペレーションを、実際に行える

と共同開発）
。
VR コンテンツである。客が来店したときの声掛け、お冷を準備し、注文を取り、丼ぶりが
セットされたトレーを出す、そうした一連の動作の流れを、ヘッドマウントディスプレイを

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000479903.pdf

https://corporate.gnavi.co.jp/release/2020/20200831-019356.html

ぐるなび公式サイト（2020）「
【ぐるなびリサーチ部】外食利用動向に関する調査」

ディップ総合研究所（2019）「アルバイト・パートスタッフの離職事情 ～早期離職防止・

https://www.baitoru.com/dipsouken/all/detail/id=261

長期定着に必要な対策とは～」

３．解答例と考え方

アルバイトの教育を行うのですか。このシステムの特徴をまとめましょう。

課題① 松屋フーズに提供されたこの接客トレーニングシステムは、どのように新人

そして、クリアできなければ前に進めない自動判定機能が搭載されている。ゲーム感覚で取

などの声掛けの大きさや速度、目線などに対し、定められた基準に達しているかを確認する。

客が身につく。仮想空間でも能動的なアクションができるようにナビゲーション

できたかどうかの判定機能があり、ゲーム感覚で取り組んでいくうちに正しい接

現されたリアルな店舗で接客を実践。正しい動き・感覚を効率よく体得できる。

フル CG を活用した VR。ヘッドマウントディスプレイを装着して、仮想空間に再

【解答例】

り組んでいるうちに自然と声をだせるようになり、気持ちの良い接客や正しい動作を無理

などが工夫されている。

最大の特徴は「判定」機能だという。一つひとつの動作はもちろん、
「いらっしゃいませ」

装着した仮想空間の中で実践しながら学ぶことができる。

なく促す仕組みである。また、ナレーションや各種ナビゲーションを付加することで、仮想

摘したうえで、従来の店舗で行う OJT にはなかった強みについて言及することが望まし

VR であること、判定機能があること、というこのシステムの最も重要な特徴について指

かを確認する問いである。スライド２・３頁「システムの概要①②」をまとめればよい。

課題①は、事例説明からこのトレーニングシステムの概要を的確に読み取ったかどう

【考え方】

空間の中でも迷いなく、かつ能動的なアクションを妨げないような工夫がなされている。
ヘッドマウントディスプレイを装着するだけで、店舗の事務所など狭いスペースでも座
ったまま実施できる。日本語のほか、ベトナム語、中国語にも対応している。
これまで各店舗のトレーナーが経験に基づいて判断していた部分を標準化することで、
実店舗の状況や人に左右されない、OJT の質の均一化を図る。

い。外国語への対応、質の均一化、狭いスペースで実施可能、などである。

デジタル・ナレッジは導入実績 1500 超を誇る e ラーニング専門ソリューション企業で、
e ラーニングのシステム構築・教材製作・運用までをトータルにサポートしている。

課題② この VR による接客トレーニングシステムは、従来の接客トレーニングのどの

【解答例】

解決するのですか。具体的に指摘しましょう。

ような問題を解決するために開発されましたか。また、どのようにその問題を

２．参考 URL
デジタル・ナレッジ（2019）「株式会社松屋フーズ【インタビューVR 編】国内初！飲食店
の接客トレーニングにフル CG を活用した VR 導入～能動的な学びを実現する 3 つのポイ
ント。前例なき VR 開発の裏側に迫る～」

当する人（トレーナー）の質によっても OJT の有効性に差が出ていた。

舗で行う接客トレーニングがスムーズに進まないケースがあった。また、研修を担

日本語に不慣れな外国人の場合など、研修を受ける人の属性によっては実際の店

PR TIMES（2019）
「国内初、飲食店の接客トレーニングにフル CG を活用した VR 導入

VR トレーニングシステムならば、皆が同じ接客トレーニングを受けることができ

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/20356/
～デジタル・ナレッジ、松屋フーズにアルバイト向け接客 VR ソリューションを提供、積木

ールが必要だった。

の流れは頭でわかっていても実践できるものではなく、実践を体感できる研修ツ

知識を習得するためのトレーニングシステムは既に開発されていた。しかし、接客

る。外国語にも対応しているので、日本語に不慣れな人でも理解することができる。

製作と共同開発～」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000415.000012383.html
起業 TV（2017）
「OJT とは？4 つの手順と 3 つの原則を学んで、改善点を探してみよう。
」
https://kigyotv.jp/news/ojt/
厚生労働省ホームページ「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」
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VR によって仮想空間にリアルな店舗を再現できる。実際に接客することで、動き
や感覚を効率よく体得できる。
課題②は、店舗で実施される従来型接客トレーニングの問題点と、同システムによる改

【考え方】
善の流れを認識しているかを問うものである。スライド４頁「商品開発の背景」をまとめ

課題④ 松屋フーズによれば、今後は調理や社員教育などにも VR 教育を取り入れてい

く方針だといいます。VR 教育の普及は、飲食業界全体にどのような変化をもた

らすと考えられますか。メリットとデメリットの両面から考え、グループで話し
合ってみましょう。

問題点の改善にまで言及する者もいるかもしれない。課題②では「従来の接客トレーニン

より深く考察し、スライド６～９頁「アルバイト教育をめぐる問題①～④」で示された

OJT を通して構築されていた信頼関係が失われてしまうのではないか。

ば、アルバイトの離職も減るのではないか。

に行うことができる。また、「きちんと教えてもらえない」という問題が解決すれ

OJT をするのは大変。いつでもどこでも疑似体験できる VR 研修ならば隙間時間

トレイナー・トレイニー双方にとって負担が軽くなる。忙しい日々の業務の合間に

【解答例】

グに存在していた問題点」を指摘してほしいので、言及してもよいが「接客」から離れて

VR 教育システムを導入するのはお金がかかる。個人経営の飲食店はさらに不利な

たうえで、このシステムの特徴と結び付ければ、改善の流れは自然と明らかになる。

しまわないよう注意したい。VR 教育のその他の分野への応用については、課題③で改め

課題④は VR 教育によってもたらされる飲食店業界の変革について考察させる問いで

【考え方】

ルバイト人材の使い捨てにつながる？

いや、むしろ転職しやすくなる？ あるいは「替えはいくらでも効く」となってア

研修が効率化されれば研修の負担が減って、アルバイト離職が減るのではないか。

立場に置かれるようになるのではないか。

て考察する。
課題③ VR による新人アルバイト教育は、接客の他に、どのような分野に応用できる
と考えられますか。具体的に発想し、グループで話し合ってみましょう。
【解答例】
衛生関係の研修。お客様と直接触れ合う業務の多いアルバイトにこそ教育が必要

ある。スライド６～９頁「アルバイト教育をめぐる問題①～④」が参考になるが、これら

な分野だと思う。正しい手の洗い方とか、トイレ掃除の仕方とか。頭でわかってい
ても上手くできないことがある。VR ならば実践しながら身に着けることができる。

にこだわらず、自由に発想してほしい。

やすいのではないか。

える研修が必要。文章や二次元の映像よりも、VR で体験する方が具体的に認識し

育の普及は、単に「アルバイト教育」を変えるだけでなく、業界の有り様やスタッフの働

国人アルバイトの活用による人手不足解消にも期待が集まっている。したがって、VR 教

は、アルバイトをいかに教育し、いかに活用するか、ということは重要な課題である。外

スライド６頁にもあるように、外食産業はアルバイト比率が高い。特に飲食店にとって

いわゆる「バイトテロ」の防止。こういうことをやってしまう人は「不適切な行動」

セルフ型のカフェなど、レジで対応するメニュー数の多い飲食店では、簡単な調理

き方を劇的に変化させる可能性を含んでいる。そのようなダイナミックな変革であるこ

が具体的にわかっていないのではないか。不適切な行動とは何か、ということを教

の方法を VR で研修できたら便利だろう。疑似空間で実践できるし、失敗による食

とに考えが及んでいるとよい。

課題③は VR 教育の接客以外の分野への応用について考察させる問いである。スライド

いうデメリットともとらえられる。このように、変革が複雑な要素をはらんでおり、丁寧

る。
「修行期間の短縮」という面から見ればメリットだが、
「熟練労働者の価値の低下」と

けられる状況は、専門的な教育を受けた熟練スタッフの価値を相対的に下げることにな

個々の変化の事例には、良い面も悪い面もある。例えば、短期間で高度な技術を身に着

材の無駄も出ない。

６～９頁「アルバイト教育をめぐる問題①～④」が参考になるが、これらにこだわらず、

な対応が求められていることにも気づいていくことが望ましい。

【考え方】

具体的に自由に発想してほしい。疑似体験できる、という VR の特性にもとづけば、新人

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しましょう。

ら、自分たちとは異なる視点があることに気づかせることが重要である。

課題③④に取り組んだ結果をグループごとに発表させる。この際、他のグループの発表か

発表

アルバイト教育の様々な分野に応用できる。課題④の問題文にもあるように、松屋では調
理などの分野での教育にも VR トレーニングシステムを導入する予定だという。
VR での効率的なアルバイト教育は一見「いいことづくめ」のように見えるかもしれな
い。しかし、応用可能なシーンを具体的にイメージしていくうちに、デメリットや導入ハ
ードルの高さも意識するようになるはずである。そういった気づきを課題④の考察につ
なげてほしい。
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バーチャルメイク機能を
アマゾンに提供
ロレアル社、モディフェイス社の事例

システム・サービス概要②
ユーザーが特定商品のページで「試す」ボタンを押すと、スマートフォン
のカメラや写真アルバムと連携。「カメラをライブモードで利用した動
画」「撮影してアップロードした写真」「既存のモデルの写真」のいずれ
かの方法を選び、実際にメイクしたかのような仕上がりが画面上に投影さ
れ、使用感を確認することができる。

点以上のアイテムを試すことができる。（

年 月時

画面に顔が表示された後は好みに合わせて色の濃さを調節したり、他のカ
ラーを選択したりできる。画像を保存することもできる。気に入った商品
は、そのままアマゾンで購入可能。
ブランド、
点）

システム・サービス概要①

年、仏ロレアルグループ傘下の
（モディフェイス）社が、
・ 技術を利用したバーチャルメイク（バーチャルトライオン）機能
をアマゾンに提供。

を活用し、製品の色や人間の顔を瞬時に分析して読み取る。カメラで
捉えた人間の顔や髪の動きをリアルタイムに追いながら、画面上で任意
イクを施したり色を変えたりできる技術はモディフェイスが特許を取得
している技術。

商品開発の背景

化粧品購入の際の問題

【店舗での試用】
面倒くさい。
店舗にわざわざ出かけ、今している化粧を落として…、と手間。
また、時間がかかるので少しの商品しか試せない。
【eコマースでの購入】
商品を試すことができず、不安。
口コミを参考にするしかなく、似合わないものを買ってしまうリスク。

→より手軽に、不安なく、化粧品を購入する方法がバーチャルトライオン

世界最大の化粧品会社である仏ロレアル社は、2018年、カナダの
ビューティー系AR企業モディフェイス社を買収。

モディフェイス社は顔や肌の分析に特化した企業として2007年に創業。
技術者を中心に約70人の社員を抱え、100あまりのブランドへの技術提
供実績があった。
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ユーザー等からの評価①
超簡単だからバンバン試しちゃお。画面に顔が表示されたら、あとは思
うがままに色を試すだけ！ 色の濃さを調整したり他のカラーを選択し
たりできるほか、気に入ったらそのまま購入できるようになっています。
実は化粧品の色見本とパッケージの色が少し違ったりするのでやっぱり
試してみないとって思ってしまうんですが、バーチャルで試せるとすご
く嬉しいです。（中略）
とか見るとまだ信じていいのか不安な声も
ありますが、こうやってトライして購入までいくことを体験すれば、そ
この障害はなくなりそうです。そして、購入したメイベリンの
のリップはクチコミ通り最高の
でした（感涙）
いくつかの商品をバーチャルメイクのみで試しました。バーチャルメイ
クではどんな商品もマットな質感になり発色も悪くなるので、再現度は
決して高くないというのが結論です。

収益構造
巨大プラットフォームへの技術提供による収益。
グループ企業の商品をEコマースによりグローバルに販売拡大。

ユーザー等からの評価②

購入前の口コミチェックに加えて、新たなチェック手段がユーザーに提供
された。https://ledge.ai/amazon-virtual-makeup/

「バーチャルメイク」では、保存した写真に商品名が表示されるため、後
から写真を比較して似合う色をゆっくり選ぶことができます。
https://blog.aboutamazon.jp/innovation_vto201907

「バーチャルメイク」の活用法は、自分の
リップ選びだけに限りません。家族や友人
の写真データさえあれば、ちょっとしたギ
フトや誕生日のプレゼントに、その人に似
合う色のリップを見立てて贈るということ
もできます。
https://blog.aboutamazon.jp/
innovation_vto201907

参考情報

BeautyTech.jp（2018）「ロレアルによるModiFace買収の衝撃、AR分野
を制するのは？」
https://beautytech.jp/n/n8496710aa075

BeautyTech.jp（2019）「AmazonがARバーチャルメイク導入、ライブ
モードも。美容に注力する理由を聞く」
https://beautytech.jp/n/nf92a572f12b4

PR Times（2019）「ロレアルグループ傘下のモディフェイス(ModiFace)、
AIを活用したバーチャルメイク機能を初めてAmazonへ提供」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000004813.html

東洋経済（2019）「アマゾン『バーチャルメイク』に勝算はあるか」
https://toyokeizai.net/articles/-/289095

アマゾンブログ（2019）「AIを活用、Amazonの『バーチャルメイク』」
https://blog.aboutamazon.jp/innovation_vto201907
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すか。ロレアルの事業の目的についてグループで話し合ってみましょう。

親会社であるロレアルはなぜモディフェイス社を買収したのだと思いま

ましょう。

社（ロレアル）の立場で具体的に複数指摘し、グループで話しあってみ

どのようなものですか。また、欠点はどのようなものですか。化粧品会

実在する店舗での販売と比べた時、バーチャルメイク機能を使う利点は

の立場で具体的に複数指摘し、グループで話しあってみましょう。

どのようなものですか。また、欠点はどのようなものですか。ユーザー

実在する店舗での試用と比べた時、バーチャルメイク機能を使う利点は

きるのですか。このサービスの機能をまとめてみましょう。

このサービスにおいて、ユーザーはどのように化粧品を試すことがで

グループワーク
課題①

課題②

課題③

課題④

発表

課題②～④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表し
ましょう。

１．バーチャルメイク機能の利用に関するユーザーにとっての利点と欠点（グループワーク②）

２．バーチャルメイク機能の利用に関する化粧品会社にとっての利点と欠点（グループワーク③）

３．ロレアルの事業（モディフェイス社買収とアマゾンへのサービス提供）の目的（グループ
ワーク④）

317

グループワーク
以下の設問について、グループで話し合ってください。
① このサービスにおいて、ユーザーはどのように化粧品を試すことができるのですか。このサービス
の機能をまとめてみましょう。
このサービスの機能（商品の試し方）

② 実在する店舗での試用と比べた時、バーチャルメイク機能を使う利点はどのようなものですか。ま
た、欠点はどのようなものですか。ユーザーの立場で具体的に複数指摘し、グループで話しあって
みましょう。
ユーザーの利点

ユーザーの欠点

③ 実在する店舗での販売と比べた時、バーチャルメイク機能を使う利点はどのようなものですか。ま
た、欠点はどのようなものですか。化粧品会社(ロレアル)の立場で具体的に複数指摘してください。
化粧品会社の利点

化粧品会社の欠点

④ 親会社であるロレアルはなぜモディフェイス社を買収したのだと思いますか。ロレアルの事業の目
的についてグループで話し合ってみましょう。
ロレアルの事業の目的
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指導ガイド

１．事例の要点
世界最大の化粧品会社であるロレアル社がビューティー系 AR 企業モディフェイスを買
収。翌年、モディフェイス社が AI・AR 技術を用いたバーチャルメイク機能をプラットフォ
ーム（アマゾン）に提供した。
ユーザーは化粧品購入の際、AR によって実際にメイクしたような仕上がりを確認できる
ようになった。ロレアル社の製品を中心に 18 ブランドの商品を試すことができる。
ユーザーは無料で簡便に機能を使うことができる。色の濃さを調節したり、他のカラーを
気に入った商品はそのままアマゾンで購入可能である。

選択したりすることもワンタッチでできる。表示された画像は保存することもできる。

２．参考 URL
BeautyTech.jp（2018）
「ロレアルによる ModiFace 買収の衝撃、AR 分野を制するのは？」

さまざまなメーカーのさまざまな色のメイクアップアイテムをバーチャルに試す

ことができる。濃さなどもワンタッチで調節できる。

画像を保存しておくことができる。

その場ですぐに購入できる。アマゾンだからすぐに届く。

①の課題は、事例からシステム・サービスの概要を的確に読み取ったかどうかを確認す

【考え方】

る問いである。まず、実際にメイクしたかのような仕上がりを画面上の顔に投影し、再現

することができるという点がおさえられていることが重要である。また、ユーザーの視点

うなものですか。また、欠点はどのようなものですか。ユーザーの立場で具体的

実在する店舗での試用と比べた時、バーチャルメイク機能を使う利点はどのよ

から簡便さや選択肢の多さについて具体的に読み取れていることが望ましい。
課題②

に複数指摘してください。

簡単。便利。効率的。リアルな店舗で試すときのように、出かけて、自分のメイ

【解答例】
利点

クを落として、メイクしてもらって（テスターを試して）という手間がかからな

https://beautytech.jp/n/n8496710aa075
BeautyTech.jp（2019）
「Amazon が AR バーチャルメイク導入、ライブモードも。美容に注

い。時間もかからない。

に相談してしまうと、何も買わずに帰ることに罪悪感を持ってしまうが、それが

無料で気軽。気に入らなければ買わなくてもよい。リアルな店舗で美容部員さん
ない。

い。付け心地などもわからない。技術的な課題はまだありそう。

やはり実際につけてみる方が正確。イメージと違う、ということが起こりかねな

プレゼントの購入もしやすい。相手に似合う化粧品を見立てることができる。

画像を保存できるので、SNS に活用したりできる。

応してもらえる。

ったが今は買わない（後日買う）や、セールの時に買いたい、などの希望にも対

気に入ればすぐに購入できる。試用と購入がワンストップで可能。また、気に入

定されてしまうことも多い。

複数のメーカーの商品を同時に試せる。リアルな店舗では一つのメーカーに限

PR Times（2019）
「ロレアルグループ傘下のモディフェイス（ModiFace）
、AI を活用した

https://beautytech.jp/n/nf92a572f12b4

力する理由を聞く」

欠点

バーチャルメイク機能を初めて Amazon へ提供」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000004813.html
東洋経済（2019）
「アマゾン『バーチャルメイク』に勝算はあるか」
https://toyokeizai.net/articles/-/289095
アマゾンブログ（2019）
「AI を活用、Amazon の『バーチャルメイク』
」
https://blog.aboutamazon.jp/innovation_vto201907

３．解答例と考え方

店頭に行ったり、美容部員と話したりすることで得られるものが得られない。流

このサービスにおいて、ユーザーはどのように化粧品を試すことができるので

課題①

問いである。従来の実在する店舗での購入との違いに着目していなければならない。

②の課題は、ユーザーの立場に立って、事例から機能の利点と欠点について考察させる

【考え方】

行についての情報、おすすめ商品の情報、自分を客観的に見る視点、など。

すか。このサービスの機能をまとめてみましょう。
「試す」ボタンを押すだけで、実際にメイクしたかのような仕上がりを画面上の顔

【解答例】
に投影し、再現することができる。
スマートフォンのカメラを利用したライブ動画、自撮り写真、モデル画像を用いて、
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読み取れる。例えば、「色の濃さを調整したり他のカラーを選択したりできるほか、気に

５・６頁「ユーザー等からの評価①②」を見ると、
「簡単さ」
「便利さ」の具体的内容が

製品も対象としている点にまで考えを及ばせていることが望ましい。

との説明としては不十分である。④の課題にもつながってくることだが、他社ブランドの

う答えはすぐに出るだろう。しかし、それだけではプラットフォームに技術を提供したこ

親会社であるロレアルはなぜモディフェイス社を買収したのだと思いますか。

ロレアルの事業の目的についてグループで話し合ってみましょう。

e コマースは発展し続けている。化粧品の分野でも全売上高に占める e コマースの

【解答例】

課題④

散への不安、などである。

ような意味を持つのか、という点も考えてほしい。たとえば広告効果への期待、デマの拡

また、
「画像の保存ができる」等の、従来の化粧品購入ではあり得なかった機能がどの

入ったらそのまま購入できるようになっています」から、
「出かけなくても試せて商品が
届く」
「色の濃さ、他のカラーをいくらでも試せる」等の便利さにと気づくことができる。
「バーチャルメイクではどんな商品もマットな質感になり発色も悪くなるので、再現
度は決して高くないというのが結論です。
」という評価からは、現時点での AR の限界と、
それに伴う購買上の問題点に考えをめぐらせることができる。
自らが購買者の立場に立ち、これらの情報から具体的に利点と欠点を想像していくと
考察が深まる。
「画像の保存ができる」
「プレゼント用途の購入」などについても、自分だ
ったらそれによって何ができるか、どのように便利さを感じるか、というように考えてい

実在する店舗での販売と比べた時、バーチャルメイク機能を使う利点はどのよ

効率的でより良い購買体験をスピーディーに提案していくための体制づくりが美

あった。

最新技術によってこの点を改善し、化粧品販売業界全体の活性化をはかる必要が

割合は高まっているだろうが、
「試せない」ということがネックになっているはず。
うなものですか。また、欠点はどのようなものですか。化粧品会社(ロレアル)の

ぜ AR 技術企業を買収までしたのか」「なぜプラットフォームへの技術提供という形で他

考察させる問いである。事例説明には直接的な情報はないので、難しい課題である。
「な

④の課題は、世界最大の化粧品メーカーであるロレアル社の大きな事業目的について

【考え方】

を保ちながら試行錯誤を繰り返すことが大切だと考えたのではないか。

買体験を提供する必要がある。そのためには、美容企業と技術開発者が緊密な関係

容企業に求められているのではないか。他企業との競争の中で付加価値の高い購

立場で具体的に複数指摘してください。

くことが望ましい。
課題③

利点

【解答例】
自社の商品をたくさん売ることができる。
リアルな店舗を減らして、経費を削減することができる。人件費も削減できる。
への販売の可能性が生まれるかもしれない。

社ブランドをも対象にしたのか」といった点について疑問を持ち、ロレアルの大企業とし

店舗に行く勇気・気力がない層、例えばメイクに興味を失っている人、男性、など
リアルな店舗や販売網のない地域のユーザーにも販売を促進することができる。

くか、という問題である」
、
「美容を専門とする視点と技術を専門とする視点を融合させて

コマースが発展している流れの中で、試着・試用が必要な商品の販売をどう位置付けてい

例えば、社会全体の変化に関する指摘などがあれば理想的である。
「購買行為全体で e

ての大きな意図についても想像をめぐらせてほしい。

SNS などを通して、インフルエンサーによる広告効果が期待できる。
欠点
くなる可能性も。

長期的な技術開発が必要」
、などである。

いろいろと試して、他の商品のほうがよかったら、むしろロレアルの商品が売れな
お客様との対話が少なくなり、ユーザーのニーズがつかみにくくなる。商品開発な

課題②～④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しましょう。

表から、自分たちとは異なる視点があることに気づかせることが重要である。

②～④の課題に取り組んだ結果をグループごとに発表させる。この際、他のグループの発

発表

どの長期的な部分でデメリットがあるかもしれない。
SNS などで、企業にとって不利な情報を拡散されるかもしれない。
【考え方】
③の課題は、化粧品会社の立場に立って、事例から機能の利点と欠点について考察させ
②の課題に比べて考えの根拠となる情報が少ないので、より深い考察が求められる。①

る問いである。従来の実在する店舗での購入との違いに着目していなければならない。
②の課題で確認した特徴が、メーカーにどのような利益を生むのか、具体的に想像する必
要がある。バーチャルメイクアップ機能が販売形態の変革であることに気づけば、
「自社
製品をたくさん、いろいろな地域で売ることができる」や「店舗削減・人件費削減」とい
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VRを活用した
美容師向け教育サービス

サービスの概要②
脳はVR映像を単なる「視聴」ではなく、自身が「体験」していると錯覚する
といわれている。同じ出来事に対しても「視聴」で得られる記憶定着率が
20%なのに対し、「体験」することにより75%にまで向上するという。
全７方向からの視点が見られる機能はマジックビジョンという。首から上を
左右に動かすとスマートフォンがそれを感知してマジックビジョンに視点を
合わせてくれるので、簡単に切り替えができる。6つの視点は以下のように統
一されており、必要に応じて見たい角度から施術を学ぶことができる。

【サブディスプレイ】
左右に 枚ずつサブディスプレイを設置。美容師の周りから左、右、左前、右前、正面、カメラマンの 視点
の映像を確認できる。画面の中心を見たいサブディスプレイに合わせることで拡大表示ができる仕組み。

サービスの概要①

2020年、 Tres Innovation株式売社がVR（Virtual reality）を活用した美
容師向け教育サービスを発表した。

美容業界でトップを走る有名カリスマ美容師が出演するVR動画を配信。

利用者がゴーグルをかけると、自分の動きとVR映像を連動させることがで
きる。

美容師目線、美容師の周り６視点、の計７視点の好きな位置から技術を学
ぶことができる。施術者自身の視点から見ることができるので、あたかも
自分が施術しているかのような臨場感と没入感を味わうことができる。

映像は月額5900円（現在キャン
ペーン価格3900円）で見放題。

毎月新規の動画を３本追加予定。

YouTubeでサンプル動画の配信
も行っている。

【メイン映像】
正面には美容師目線のVR映像を表示。

サービスの概要③

スマートフォン、VRゴーグル、Wi-fi環境、の３つを用意する。

これらが用意できたら、PanomirU（パノミル）というスマホアプリをダウ
ンロードする。（hairVR公式ページからダウンロード可能。）

次にスマートフォンのウェブブラウザからhairVRの公式サイトへアクセスし
てログインする。

ログインしたら動画の選択画面に変わるので、見たい施術を選んで再生ボタ
ンを押す。

「“パノミル”で開きますか？」という
メッセージが出るので「開く」をタッ
プすると、自動的にパノミルのアプリ
に移る。スマートフォンをVRゴーグル
にセットするよう指示が出るので、そ
れに従ってスマートフォンを横向きに
挟み込む。
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商品開発の背景
美容師の技術向上には様々な課題や改善すべき点があった。
美容師本人の立場では、例えばこんな課題が…
【現役美容師】忙しくてなかなかセミナーに参加できない。
勤務先での指導では、先輩に何度も聞きにくい。
【地方の美容師】良質のセミナーにアクセスしにくい（セミナーの開催
は圧倒的に都市部が多い。移動に時間もお金もかかる。）
【ブランクがある美容師】復職前に感覚を取り戻したくても学ぶ場所がない。
経営者の立場からは、例えばこんな希望が…
・空き時間を有効活用してスタッフの技術教育の時間としたい。
・働き方改革を進めたい（アシスタントは従来スタイリストから直接技術指
導を受けているが、指導のためには双方の時間を確保しなければならない。）
・スタッフの離職を防ぎたい。キャリア形成支援のためにも技術教育は必要。

利用者などからの評価②
色んな部分を顔を動かすだけで見られるのは実際に見ているような感覚
になります。また、繰り返し巻き戻しなどもできるというのは、 を
使った動画でしか学べないことかなと思います。
かなり分かりやすく、実際に自分が施術者のように動画を見られるので、
飲み込みも早く記憶定着率も高いと思います。自分がお客様に入った時
に同じ感覚でできるので、再現率も高いと思います。

初めて見た時は衝撃的でした。今まで気になっていた部分が になって
身近に見られるようになったのがとても良いと思いました。今後、各サ
ロンの教育ツールとなることで、育成力の強化はとても図れると思って
います。日本だけじゃなく、世界に向けてもとても面白いコンテンツに
なっているのではないでしょうか。

利用者などからの評価①

操作方法は頭を動かすだけなので、VR初心者の私でも簡単に操作できま
した。始めはいくつも視点があって切り替えが大変かと思っていました
が、左右で対になるようにして分かれているので把握しやすかったです。

推奨ゴーグルであるFirstVRは思っていた以上に軽く、私は2時間程度続
けて使用していましたが首が疲れることはありませんでした。ただ、長
時間ゴーグルをつけていると若干ですが顔にゴーグルの跡がつきますの
でVRゴーグルのベルト調整は事前にした方が良いです。ちなみに
FirstVRは眼鏡をかけて使うことはできませんが近視でも裸眼で十分視聴
できました。

映像に関して何よりも良かったのが施術者の視点から見ることができる
点です。手元がよく見えるうえにまるで自分が施術しているかのように
感じられるため、リアルタイムでサロンにいるかのように見入ってしま
いました。

円）

https://www.beautypark-college.jp/study/study-18/

収益構造
円

推奨ゴーグルの販売（現在は割引価格

月額料金プラン

想定するユーザー
・ブランクのある美容師・技術向上を目指す若手など（個人）
・最新のトレンドを追い続けたいトップスタイリスト（個人）
・スタッフの技術強化を効率的に行いたい経営者
など
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参考情報
hairVR公式ページ
https://hair-vr.jp/
Beauty Park College（2020）「憧れの美容師の技術を学べる！スタッフ教
育に取り入れたいhairVRとは」
https://www.beautypark-college.jp/study/study-15/
Beauty Park Collage（2020）「hairVRを体験！使い方・操作方法と実際に
使ってみた感想レポート」
https://www.beautypark-college.jp/study/study-18/
PR TIMES（2020）「VRを活用した美容師向け教育サービス『hairVR』が
本日正式リリース！」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000052782.html

課題②～④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しま
しょう。

ZD Net Japan（2020）「美容師教育サービス『hairVR』提供へ--学習の質
と効率向上で離職率の低下目指す」
https://japan.zdnet.com/article/35149832/

発表

１．VR教育サービスの、利用者にとっての利点（グループワーク課題②）

２．ユーザーが利用をためらう要因と、それへの対策（グループワーク課題③）

１

３．このサービスの普及による美容業界の変化（グループワーク課題④）

課題③

課題②

課題①

利用者がこのサービスを利用するにあたり、どのようなハードルがあると
思いますか。利用をためらう要因となりうる事柄を具体的に複数指摘しま
しょう。また、それらの要因に対してTres Innovation社はどのような対
策をしていますか。グループで話し合ってみましょう。

このサービスによる学習は、従来の対面セミナーやオンラインセミナー、
職場での技術学習と、どのような点で異なっているのですか。利用者の立
場に立って、このサービスの利点について具体的にグループで話し合って
みましょう。

利用者はどのようにしてサービスを利用し、技術を学ぶのですか。
このサービスの利用手順と内容についてまとめてみましょう。

グループワーク

課題④

このサービスが普及することにより、美容師をめぐる環境はどのように変
わると考えられますか。美容業界そのものの変化についてグループで話し
合ってみましょう。
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グループワーク
以下の設問について、グループで話し合ってください。
① 利用者はどのようにしてサービスを利用し、技術を学ぶのですか。このサービスの利用手順と内容
についてまとめてみましょう。
サービスの利用手順と内容

② このサービスによる学習は、従来の対面セミナーやオンラインセミナー、 職場での技術学習と、
どのような点で異なっているのですか。利用者の立場に立って、このサービスの利点について具体
的にグループで話し合ってみましょう。
利用者にとっての利点

③ 利用者がこのサービスを利用するにあたり、どのようなハードルがあると思いますか。利用をため
らう要因となりうる事柄を具体的に複数指摘しましょう。また、それらの要因に対して Tres
Innovation 社はどのような対策をしていますか。グループで話し合ってみましょう。
利用をためらう要因

対策

④ このサービスが普及することにより、美容師をめぐる環境はどのように変わると考えられますか。
美容業界そのものの変化についてグループで話し合ってみましょう。
美容業界に起きる変化

324

指導ガイド

１．事例の要点

率の低下目指す」

https://japan.zdnet.com/article/35149832/
３．解答例と考え方

課題① 利用者はどのようにしてサービスを利用し、技術を学ぶのですか。このサービス

2020 年、 Tres Innovation 株式売社が VR（Virtual reality）を活用した美容師向け教育サ
ービスを発表した。サイトで見たい VR 映像を選び、ゴーグルをかけると、自分の動きと映

の利用手順と内容についてまとめてみましょう。

美容師目線、美容師の周り６視点、の計７視点の好きな位置から技術を学ぶことが

有名カリスマ美容師の施術を VR 映像で見る。

【解答例】

像を連動させることができる。映像には有名カリスマ美容師が出演している。
美容師目線、美容師の周り６視点、の計７視点から技術を学ぶことができる。施術者自身

できる。自分が施術しているかのような臨場感と没入感を味わうことができる。

の視点から見ることができるので、あたかも自分が施術しているかのような臨場感と没入
感を味わえる。脳は VR 映像を単なる「視聴」ではなく、自身が「体験」していると錯覚す

PanomirU（パノミル）というスマホアプリをダウンロード。次に公式サイトへア

まずサービス登録する。スマートフォン、ゴーグル、Wi－Fi 環境を用意できたら、

クセスしてログインする。見たい施術の動画を選んで再生ボタンを押す。自動的に

るといわれている。同じ出来事に対しても「視聴」で得られる記憶定着率が 20%なのに対
この全７方向からの視点が見られる機能はマジックビジョンという。首から上を左右に

パノミルのアプリに移るので、指示に従ってスマートフォンを横向きに挟み込む。

し、
「体験」することにより 75%にまで向上するという。
動かすとスマートフォンが感知してマジックビジョンに視点を合わせてくれるので、簡単

である。まず、この教育サービスが VR 映像によるものであるという点を大前提として押

課題①は、事例説明からサービスの概要を的確に読み取ったかどうかを確認する問い

【考え方】

に視点切り替えができる。
利用にあたって用意するのはスマートフォン、ゴーグル、Wi－Fi 環境の３つである。

さえる必要がある。そして、VR ならではの没入感や、そのことによって記憶の定着率が

PanomirU（パノミル）というスマホアプリをダウンロードし、次にスマートフォンのウェ
ブブラウザから hairVR の公式サイトへアクセスしてログインする。ログインしたら動画の

あがること、視点の多さなど、このサービスのセールスポイントについて理解しなければ

ならない。また、利用手順について詳細に読み取れていることが望ましい。

選択画面に変わるので、見たい施術を選んで再生ボタンを押す。自動的にパノミルのアプリ
映像は月額 5900 円（現在はキャンペーン価格で 3900 円）で見放題となっている。毎月

に移るので、指示に従ってスマートフォンを横向きに挟み込む。

の技術学習と、どのような点で異なっているのですか。利用者の立場に立って、

課題② このサービスによる学習は、従来の対面セミナーやオンラインセミナー、職場で

このサービスの利点について具体的に指摘しましょう。

新規の動画を３本追加する予定だという。
２．参考 URL

時間に必要な技術を磨ける。また、お店での技術指導での準備の手間（マネキンを

好きな時に好きな場所で興味のある動画を何度でも見られる点。忙しくても隙間

【解答例】

hairVR 公式ページ
https://hair-vr.jp/
Beauty Park College（2020）「憧れの美容師の技術を学べる！スタッフ教育に取り入れたい
hairVR とは」

タッフの技術教育ができたら、とても助かるはず。

用意したり）もかからない。経営者の立場からしても、職場の時間調整をせずにス

時間や距離の制約がなく、良質のセミナーをうけられる点。地方の美容師や現在離

https://www.beautypark-college.jp/study/study-15/
Beauty Park Collage（2020）
「hairVR を体験！使い方・操作方法と実際に使ってみた感想レ

発の背景」からは、従来の技術教育サービスの問題点が読み取れる。そして、２～４頁「サ

課題②は、利用者にとってのメリットを考えさせる問いである。スライド５頁「商品開

【考え方】

VR ならではの臨場感・没入感がある点。しっかり技術が定着していくだろう。

職している美容師でも、一流の技術を学ぶことができる。手元もよく見える。

ポート」
https://www.beautypark-college.jp/study/study-18/
PR TIMES（2020）
「VR を活用した美容師向け教育サービス『hairVR』が本日正式リリー
ス！」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000052782.html
ZD Net Japan（2020）
「美容師教育サービス『hairVR』提供へ--学習の質と効率向上で離職
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ービスの概要①～③」や６・７頁「利用者などからの評価①②」を見れば、これらの問題
点を改善するために hairVR が開発されたととらえることができるだろう。好きな時に、
好きな場所で、時間と距離の制約がなく、何度でも、まるで自分が施術しているかのよう
な臨場感でトップスタイリストの技術が見られること、などがこのサービスの特長であ

利用者がこのサービスを利用するにあたり、どのようなハードルがあると思い

ると言える。
課題③

ゴーグルの販売は、ユーザーへのサービスともとらえられる。必要な機材をワンストッ

プで提供しているのである。PanomirU もこのサイトからダウンロードできる。

と考えられますか。美容業界そのものの変化についてグループで話し合ってみ

課題④ このサービスが普及することにより、美容師をめぐる環境はどのように変わる
ましょう。

働き方改革になる。学ぶ時間が効率化されることによって、長時間労働が改善さ

美容業界全体で美容師の技術力が高まる。

【解答例】

れるかもしれない。

ますか。利用をためらう要因となりうる点を具体的に複数指摘しましょう。また、
それらの要因に対して Tres Innovation 社はどのような対策をしていますか、考

ブランクのある美容師も復職しやすくなるだろう。また、先ほど述べた働き方改

えてみましょう。

金額が高い。学習する余裕のない月もあるはず。利用するか否かに関わらず毎月

がかかっていて、その間は「修行」という感じで大変そう。効率的に技術教育が

修行期間が短くなる。美容師はアシスタントからスタイリストになるまで時間

美容師としての仕事を続けたり、復職しやすくなったりするかもしれない。

革との相乗効果で、家庭責任のある人（子育て中、介護を担っている、など）も

固定で 5,900 円かかるなら、利用をためらう個人ユーザーもいるのではないか。

受けられれば、離職も減るだろう。

体からわかるだろう。６・７頁「利用者などからの評価①②」からは直接的に教育効果の

美容業界全体の技術力を向上させ、業界を活性化する可能性のあることが、事例説明全

望まれる。

ある。教育の効率化・高度化が業界をどう変えるのか、多角的な視点から考察することが

課題④は、このサービスが美容業界そのものに及ぼす影響について考えさせる問いで

【考え方】

VR ゴーグルの購入や、Wi－Fi の整備など、環境を整えるのに手間がかかる。

ない、VR で本当に美容技術は向上するのか、自分に使いこなせるか、など。

VR 技術への懐疑があるのではないか。映像に酔って気持ちが悪くなるかもしれ

試しに見てみないと、自分が望むような教育サービスかどうか判断できない。

ハードル

【解答例】

対策
現在はサービス開始から間もないので、キャンペーン価格で月額 3900 円。

高さを理解することができる。
「かなり分かりやすく、実際に自分が施術者のように動画

ゴーグルを自社で販売し、環境整備のサポートをしている。
YouTube でサンプル動画の配信を行い、映像を体験できるようにしている。

ある事柄への回答が述べられている。
「操作方法は頭を動かすだけなので、VR 初心者の

うだ。そのことを理解した上で、このサービスがどのように美容師の働く環境を変えるの

つとして、技術教育の非効率性による長時間労働やキャリア教育支援の脆弱さもあるよ

関わっていることがわかるだろう。離職率の高さが美容業界の課題であり、その原因の一

また、５頁「商品開発の背景」を見れば、美容師の技術教育が働く環境や条件と密接に

ることで、育成力の強化はとても図れると思っています。
」などである。

に同じ感覚でできるので、再現率も高いと思います。」
「今後、各サロンの教育ツールとな

を見られるので、飲み込みも早く記憶定着率も高いと思います。自分がお客様に入った時

そのほか諸々の不安を解消できるよう、様々な媒体でＰＲ活動を行っている。
課題③は、利用者の立場に立って、サービス利用までのハードルや、デメリットを考察

【考え方】
させる問いである。また、
同時に Tres Innovation 社が既に行っている対策を考えさせる。

私でも簡単に操作できました。始めはいくつも視点があって切り替えが大変かと思って

か、具体的に考えを巡らせてほしい。

スライド６・７頁「利用者などからの評価①②」には、利用前に不安を覚える可能性の

いましたが、左右で対になるようにして分かれているので把握しやすかったです。
」や「推

課題②～④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しましょう。

表から、自分たちとは異なる視点があることに気づかせることが重要である。

②～④の課題に取り組んだ結果をグループごとに発表させる。この際、他のグループの発

発表

奨ゴーグルである FirstVR は思っていた以上に軽く」などである。これらは、ユーザーの
声という形をとった Tres Innovation 社のマーケティングの一環であるとも考えられる。
YouTube チャンネルでのサンプル動画配信も、不安解消のための手段の一つと判断で

また、本サービスの教育の効果については、さまざまな媒体で PR を行っている。
きるだろう。一度公式ページを訪れれば、無料登録でサンプル動画が見られることもすぐ
にわかるはずである。
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カメラや センサーで
入居者の状況を遠隔把握する
介護業務支援サービス
ライフレンズ

システム・サービスの概要②
シート型センサーはベッドに装着し、入居者のベッド上の動きや、拍動・呼
吸によって微細体動を検知する。安否の確認やベッドからの離床、睡眠など
の生活リズムを把握する。
Vieurekaカメラは、本体にAIによるデータ処理機能を搭載しており、画像を
分析して入居者の状態を把握する。
入居者が無断で離室するなどの異常が発生した場合は、自動的に通知される。
また、注意が必要な入居者の部屋はVieurekaカメラが撮影した映像を見て安
否が確認できるので、直接訪室する手間が省ける。

シート型センサーをベッドに設置した様子（左）
遠隔で各部屋の様子を知ることができる（右）

システム・サービスの概要①

年、パナソニックがシート型センサーと 機能搭載の「
（ビューレカ）カメラ」（以下、
カメラ）を活用し、介護業務支援
サービス「ライフレンズ」の提供を始めた。

入居者の状況を自動的に遠隔で把握し、介護施設における夜間見守りなどの
業務効率化を目指す。

シート型センサー

訪室回数削減による介護職員の負担軽減に加え、不要な訪室による入居者の
覚醒を減らすことができる。また、必要な場合のみ訪室することで、より充
実したケア提供の時間を増やすことができる。

カメラ

システム・サービスの概要③

入居者の状態はアイコンで一目で確認できる。また、睡眠リズムの把握や、パ
ナソニック社製のエアコンと連動させて熱中症リスク対策なども行える。
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商品開発の背景
慢性的な人材不足で介護業界は疲弊しており、人材の定着率を伸ばすことが
事業者の課題となっている。夜間巡視業務は心身の負担が重く、離職原因の
１つとなってきた。職員が１人で多数の入居者の部屋を回らなければならな
い上、認知症ケアや体調異常などの突発的な業務が発生しやすいためだ。確
認ミスを未然に防ぐ注意力も求められ、体力的・精神的に負荷が大きい。
仕事の負担が大きいと、つい利用者への対応が事務的になってしまいがちで
ある。生産性を向上し、職員一人ひとりが利用者の
向上の活動につなげ
ていく必要があった。
夜間巡視の大きな問題の一つとして、入居者の覚醒により生活リズムの狂い
が生じてしまうということがあり、改善が求められていた。
また、睡眠データや生活リズムのデータから、いつもとの違いを捉えること
で、病気の発症や重症化を未然に発見する期待もあった。

導入事例②

萌福祉サービス「課題解決型施設運営支援システム」で
業務の可視化および介護現場の生産性向上
株式会社萌福祉サービスは、北海道で総合介護事業を運営している企業。
介護をめぐる環境を改善するには業務の可視化が重要と判断。ライフレンズ、
他社の記録システム、ナースコール等の介護機器の一環運用による効果を検
証する実験に参加。
ライフレンズによって夜間巡回業務の効率化をはかった上で、これにカメラ
付きナースコールを連携させ、ナースコールが鳴らされた際、職員のスマホ
からカメラ画像で入居者の状態を把握できるようにした。
４週間の初期実証では、 時間に及んでい
た夜間巡回業務が 分にまで短縮。
ナースコールの履歴やバイタル測定の結果
が自動記録されるなど、職員はスマホ１つ
で情報の把握から記録までできるように。
情報の一元的な収集・管理により介護業界
全体の生産性向上につながるものと期待さ
れている。

導入事例①

の介護施設「イリーゼ練馬中村橋（居室数
巡視オペレーション改革

HITOWAケアサービス株式会社はパ
ナソニックと共同でライフレンズ
システムを開発してきた企業。有
料老人ホーム「イリーゼ」等を国
内で約140施設運営する。

本システムを活用した夜間巡視の
実証実験を実施。

導入前と比較して夜間巡視にかか
る業務時間を約 ％削減。

効率化を実現したことで、入居者、
スタッフお互いのストレスがなく
なった。

収益構造

室）」で

一室につき月額利用料3,000円（税別）
（センサーなどの必要機材、工事費、初期費用設定費用は含まれない）

専用機器の販売による収益

一括メンテナンスなど、サポートでの収益
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参考情報
ライフレンズ公式サイト
https://tech.panasonic.com/jp/lifelens/service.html
HITOWAホールディングス公式サイト（2020）「『イリーゼ練馬中村橋』
での実証実験を経てパナソニックと共同開発しました介護現場の厳しい要望
に応え業務負担を軽減する新見守りシステム『ライフレンズ』の販売開始」
https://www.hitowa.com/info/id843.html
週刊高齢者介護新聞online（2020.09.03）「HITOWA袴田社長とパナソ
ニック特別対談 見守りシステムについて語る」
https://www.koureishajutaku.com/newspaper/synthesis/pr_hitowa202008/
Panasonic Newsroom Japan（2020）「介護施設向け介護業務支援の新
サービス「ライフレンズ」を提供開始」
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2020/07/jn2007131/jn200713-1.html

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しま
しょう。

ZD Net Japan（2020）「パナソニック、IoTカメラやAI技術の応用で介護
向け新サービスを展開」
https://japan.zdnet.com/article/35156705/

発表

１．システム導入のハードル（グループワーク課題③）

１
２．夜間巡視以外の問題点の改善可能性、改悪となる可能性（グループワーク課題④）

課題③

課題②

課題①

このシステムを導入するにあたってどのようなハードルがあると思いま
すか。具体的にグループで話し合ってみましょう。

事例説明によると、従来の夜間巡視にはどのような問題点があったと考
えられますか。また、その問題点をこのシステムはどのように改善する
のですか。さまざまな立場から、具体的に複数指摘してみましょう。

このシステムによって、職員はどのように入居者の状況を把握するので
すか。システムの特徴をまとめてみましょう。

グループワーク

課題④

このシステムは、夜間巡視業務の削減以外に、どのような介護の問題点
を改善する可能性があると考えられますか。また、介護環境の何かを悪
化させる可能性も考えられますか。具体的にグループで話し合ってみま
しょう。
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グループワーク
以下の設問について、グループで話し合ってください。
① このシステムによって、職員はどのように入居者の状況を把握するのですか。システムの特徴をま
とめてみましょう。
入居者の状況の把握方法

② 事例説明によると、従来の夜間巡視にはどのような問題点があったと考えられますか。また、その
問題点をこのシステムはどのように改善するのですか。さまざまな立場から、具体的に複数指摘し
てみましょう。
従来の夜間巡視の問題点と改善方法

③ このシステムを導入するにあたってどのようなハードルがあると思いますか。具体的にグループで
話し合ってみましょう。
システム導入のハードル

④ このシステムは、夜間巡視業務の削減以外に、どのような介護の問題点を改善する可能性があると
考えられますか。また、介護環境の何かを悪化させる可能性も考えられますか。具体的にグループ
で話し合ってみましょう。
夜間巡視以外の問題点の改善可能性

改悪となる可能性
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指導ガイド

2020 年、パナソニックが、シート型センサーと AI 機能搭載の「Vieureka（ビューレカ）

１．事例の要点
カメラ」
（以下、Vieureka カメラ）を活用し、遠隔からの見守り機能を進化させた介護業務
支援サービス「ライフレンズ」の提供をはじめた。入居者の状況を自動的に遠隔で把握する
システムによって、介護施設における夜間見守りなどの業務効率化を目指すものである。訪
室回数削減による介護職員の負担軽減に加え、不要な訪室による入居者様の覚醒を減らす
ことができる。また、必要な場合のみ訪室することで、より充実したケア提供の時間を増や

ZD Net Japan（2020）
「パナソニック、IoT カメラや AI 技術の応用で介護向け新サービス

https://japan.zdnet.com/article/35156705/

を展開」

３．解答例と考え方

ステムの特徴をまとめてみましょう。

課題① このシステムによって、職員はどのように入居者の状況を把握するのですか。シ

シート型センサーと AI 機能搭載カメラ（Vieureka カメラ）を活用して、自動的に

【解答例】

遠隔で把握する。例えば、入居者が無断で離室した場合などは、異常の発生が職員

って微細体動を検知する。安否の確認や離床、睡眠などの生活リズムを把握する。

シート型センサーはベッドに装着し、入居者のベッド上の動きや、拍動・呼吸によ

の端末に自動的に通知される。

シート型センサーはベッドに装着し、入居者のベッド上の動きや拍動、呼吸による微細体動

Vieureka カメラは、画像を分析して入居者の状態を把握する。

入居者の居室に設置される主な機器は、シート型センサーと、Vieureka カメラである。

すことが可能になり、入居者の QOL 向上にもつなげることができる。

を検知、安否の確認やベッドからの離床、睡眠などの生活リズムを把握する。Vieureka カ

入居者の状態はアイコンで一目で確認できるようになっている。映像そのものが

入居者にとっての問題点と改善

→安否の確認が必要か否か表示され、確認のために払う注意力が削減できる。

など）
。注意力が必要で、精神的にも負担が思い。

確認ミスが深刻な事態を招くことも（たとえば吐血していたのに気づかなかった、

→直接訪室の回数を減らせる。夜間巡視にかかる時間が削減できる。

少ない人数で多くの入居者の対応を何度もしなければならない。時間がかかる。

職員にとっての問題点と改善

【解答例】

ざまな立場から、具体的に複数指摘してみましょう。

ますか。また、その問題点をこのシステムはどのように改善するのですか。さま

課題② 事例説明によると、従来の夜間巡視にはどのような問題点があったと考えられ

なければならない。

とカメラのそれぞれの役割と使用方法、職員の情報把握方法などについても理解してい

者の状況を把握するシステムである点を押さえる必要がある。そして、シート型センサー

である。まず、シート型センサーと AI 機能搭載カメラを活用して、自動的に遠隔で入居

課題①は、事例説明からサービスの概要を的確に読み取ったかどうかを確認する問い

【考え方】

場合は、カメラが撮影した実際の映像を見て安否を確認する。

常に表示されるわけではないので、異常を認識しやすい。また、異常が検知された

メラは、本体に AI によるデータ処理機能を搭載しており、画像を分析して入居者の状態を
入居者の状態は、職員のパソコンに表示され、アイコンで一目で確認できる。システム利

把握する。
用時のマウス操作回数などを極力減らして使えるようにする工夫もなされた。睡眠リズム
の把握や、パナソニック社製のエアコンと連動しての熱中症リスク対策など、関連サービス
も充実している。
共同開発者である HITOWA ケアサービス株式会社の実証実験では、導入前と比較して
夜間巡視にかかる業務時間が約 91％削減された。
２．参考 URL
ライフレンズ公式サイト
https://tech.panasonic.com/jp/lifelens/service.html
HITOWA ホールディングス公式サイト（2020）
「『イリーゼ練馬中村橋』での実証実験を経
てパナソニックと共同開発しました介護現場の厳しい要望に応え業務負担を軽減する新見
守りシステム『ライフレンズ』の販売開始」
https://www.hitowa.com/info/id843.html
週刊高齢者介護新聞 online（2020.09.03）
「HITOWA 袴田社長とパナソニック特別対談 見
守りシステムについて語る」
https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/pr_hitowa202008/
Panasonic Newsroom Japan（2020）
「介護施設向け介護業務支援の新サービス「ライフレン
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2020/07/jn200713-1/jn200713-1.html

ズ」を提供開始」
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物音で起きてしまう。生活リズムの悪化や QOL の低下につながる。
→直接訪室が減るので、入居者は睡眠を妨げられることが少なくなる。
事業者にとっての問題点と改善
夜間業務の負担によって職員が離職してしまうこともある。
→夜間業務全体の負担軽減につながり、職員の離職を防ぐ可能性が高まる。
【考え方】
課題②は、システム開発の背景となった従来の夜間巡視の問題点と、同システムによる
問題点の改善の流れを認識しているかを問うものである。

他にも、機械を置くスペースの確保、入居者の機械への抵抗感など、物理的・心理的両

面からの多角的な考察が望まれる。

性があると考えられますか。また、介護環境の何かを悪化させる可能性も考えら

課題④ このシステムは、夜間巡視業務以外に、どのような介護の問題点を改善する可能

れますか。具体的にグループで話し合ってみましょう。
【解答例】

離床が瞬時に確認できれば、かけつけて、転倒を防ぐことができる。

らば楽だろう。介護記録の自動化は、申し送りの時間も大幅に短縮するだろう。

バイタル測定の結果が自動記録され、スマホ一つで情報から記録ができあがるな

夜間巡視業務以外の改善の可能性

ていることが望ましい。また、夜間巡視の困りごとは職員だけではなく、入居者や事業者

例えばケガをして医療を受けなくてはならなくなった場合、けがをした状況が映

このシステムによって改善されるのはどの問題点なのかを、明確に言語化して理解し
の立場にもあることに留意している必要がある。スライド５頁「商品開発の背景」を見れ

常時カメラで見守られることで、プライバシーがなくなってしまうのでは。居室に

改悪の可能性

情報が一元的に収集・管理できるようになって、重症化リスクを早期発見できる。

像で残っていれば、客観的な根拠に基づいて適格な治療をしてもらえる。

ば、それぞれの立場における問題点が読み取れるはずである。
スライドの２～３頁「システム・サービスの概要①～③」
、６・７頁「導入事例①②」
からは、これらの問題点をライフレンズは直接的に改善しようと開発されたことがわか
るだろう。その上で、自分が現場にいることを想定して、具体的にメリットを指摘できて

がる入居者もいるかもしれない。

入居者と職員の接触が減ることで、信頼関係が薄れてしまうかもしれない。さびし

カメラがあることを嫌がる入居者もいるだろう。
このシステムを導入するにあたってどのようなハードルがあると思いますか。

は情報はないが、夜間巡視の機能がトラブルの発見や対応だけでないことを考慮し、便利

また同時に、デメリットの可能性についても考察させたい。これについても事例説明に

リスクの早期発見」といった具体的な改善可能性に思い至るであろう。

の問題点を思い浮かべれば、おのずと「介護記録作成の負担軽減」「データの解析による

者が今後どのような展開を想定しているかがわかる。それをふまえて、日常の介護現場で

事例説明には直接的な情報はないが、スライド７頁「導入事例②」などを見れば、開発

す更なるメリットについて考えさせる問いである。

課題④は、夜間巡回業務負担軽減のために開発された同システムが、介護現場にもたら

【考え方】

具体的にグループで話し合ってみましょう。

いることが重要である。
課題③
【解答例】
コストの問題。月額利用料は高くないが、導入の際や修理にお金がかかるのでは。
技術を学ぶのが大変そう。職場に指導係のような機械にくわしい人がいないと、実
際には回らないのでは。
夜中に故障したらどうするのか。夜勤の人数はますます減っているだろうし、機械
トラブルがあったら入居者の安全を守れない。
【考え方】
課題③は、同システムの導入の現実的なハードルを考えさせる問題である。

さの陰で失われてしまう事柄について考えてほしい。

介護の機械化が進まない背景として、価格の問題がかねてから指摘されている。８頁
「収益構造」からは実際にかかるお金は月額利用料だけでないことがわかり、また最新 IT
３頁「システム・サービスの概要②」の写真などから、パソコンを使う時間が増えるこ

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しましょう。

ら、自分たちとは異なる視点があることに気づかせることが重要である。

課題③④に取り組んだ結果をグループごとに発表させる。この際、他のグループの発表か

発表

技術を用いた機材の購入やメンテナンスには高額な費用がかかることが予想される。
とが推測される。また、６頁「導入事例②」では介護機器を組み合わせて運用しており、
かなり高度な技術が要求されるようだ。職員はいつ・どうやってその技術を学ぶのか、誰
が指導するのか、などの疑問が浮かぶであろう。機械トラブルへの対応も現場では負担に
なると考えられる。この他、技術面でのハードルについては、さまざまな観点から考える
必要がある。
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（ソワン）

自動駆け付け
介護ロボット
高山商事・テムザック、

システム・サービスの概要②
自動巡回
自動車の自動運転にも用いられている最新の「LiDAR」（360度全方位セン
サー）と「SLAM」技術により、定められた時間に、定められた場所から、
障害物を回避しながら静かに巡回する。
※LiDAR＝Light Detection and Ranging（光による検知と測距）の略
SLAM＝Simultaneous Localization and Mappingの略 自己位置推定
と地図作成を同時に行うこと
活動量計と連動しバイタルデータの見守り
利用者の腕に装着した活動量計（ウェアラブルデバイス）から、脈拍の情
報をサーバへ送信して継続的に見守りを行う。活動量情報は、居室のタブ
レット端末と管理者用端末で確認できる。

システム・サービスの概要①

2019年、高山商事とテムザックは、介護施設内での巡回見守り・異常時の
駆けつけ・情報通知等を行うことができる自動駆けつけ介護ロボット
「SOWAN（ソワン）」を共同で開発。

活動量計と連動し、利用者のバイタルデータを見守りながら建物内を自動
巡回。機器からの指示で部屋まで駆けつけ、その状況を映像で職員へ伝え
るとともに記録を残す。また巡回中にひとり歩きする施設の利用者を発見
すると、個人を認識して声掛けを行う。

システム・サービスの概要②

アラートが鳴ったら自動駆けつけ開始
脈拍数値が設定値を超えると、ソワンはサーバからの出動指示を受けて自
動で居室まで駆けつけ、入室と同時に映像の録画を開始する。職員はその
映像を遠隔で確認でき、ソワンを通じて利用者と会話することも可能。自
動引き戸開閉装置「ポルテア」を付ければ、自動で扉が開閉する。

登録者の顔認識と声掛け（オプション）
認知症によるひとり歩き行動がある人など、事前に登録した施設の利用者
を巡回中に発見した場合は、個人を認識してお部屋に戻ってもらうよう声
かけを行う。文言は時間帯に合わせて変えることができる。

転倒者検知・通報（オプション）
転倒者を発見すると警報を発してスタッフにお知しらせ。
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商品開発の背景
介護業界の人手不足は深刻。特に夜間帯になると少ない人員で多様な業務
に追われることも多くなり、職員への大きな負担となっている。中でも夜
間巡視には多くの時間がかかっており、改善の必要がある。
「巡視」業務は重要でありながら限界もある。介護現場では夜間巡視の時
点では元気だった利用者が朝には亡くなっている、ということも。また、
ナースコールが鳴っても、訪室してみたら「間違えた」とか「ただ押した
だけ」というケースがかなりあり、スタッフに精神的な負担がかかってい
る。ずっと見守り続ければ問題は解決するが、マンパワーには限界がある。
ロボットと仕事をシェアすることで、スタッフのストレスを低減すること
ができる。

収益構造
リース料は月額

円（税抜き）

下記の基本プランは一例。希望に応じてオプションを追加することも可能。

その他の見守りシステムの紹介②

また、入居者 人に対し 人の介護職員または看護職員を配置しなくてはな
らない人員配置基準がネックとなり、介護職員一人ひとりの収入が伸び悩
んでいるという問題も。テクノロジーとのワークシェアリングをすすめる
ことで、この要件を乗り越える取り組みが進んでいる。

その他の見守りシステムの紹介①

合同会社アシスティブ「パペロくん」

顔認証によって入居者を認識すると、
ロボットから「よく眠れた？」「薬、
飲み忘れていない？」などと入居者
に話しかける。

音声リクエストによって「運動ビデ
オ」を流し、認知機能維持に貢献。
YouTube連携で、好きな歌手や歌の
動画を再生することもできる。

高齢者がロボットに話しかけると天気予報やニュースが聞ける。

入居者と家族・職員の間で音声メッセージ・写真のやりとりができる。

1日数回、設定された時間に高齢者の写真を撮影して、室内の温湿度と共に
家族や職員へ送信。

1対1、または1対多数でコミュニケーションをとることを目的に設計した、
コミュニケーションロボット。

パナソニック「ライフレンズ」

カメラ（上）、センサー（下）

シート型センサーと 機能搭載カメラを活用し、入居者の状況を自動的に
遠隔で把握し、介護施設における夜間見守りなどの業務効率化を目指す。
シート型センサーはベッドに装着し、入居者の
ベッド上の動きや、拍動・呼吸によって微細体
動を検知する。安否の確認やベッドからの離床、
睡眠などの生活リズムを把握する。
カメラは画像を分析して入居者の状態を把握す
る。

シート型センサーをベッドに設置した様子（左）
遠隔で各部屋の様子を知ることができる（右）。
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多様な介護ロボットの例①
装着型移乗介助
装着者の思い通りの動きをアシストする。
ベッドから車いすへの移乗のような介護動作
において、腰部にかかる負荷を低減すること
で、腰痛を引き起こすリスクを減らす。
HAL公式ページより引用
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B074SFCFMP

非装着型移乗介助
離床アシスト介護ロボット。ベッドの半分が
分離して車いすになる、電動リクライニング
ベッド。

リショーネplus公式ページより引用
https://sumai.panasonic.jp/agefree/products/resyoneplus/

参考情報
ソワン公式ホームページ
https://takayama-co.com/
ロボスタ(2019)「“時給88円”の介護ロボット『SOWAN(ソワン)』介護施設内での
自動巡回見守りや異常時の駆けつけ、情報通知などを行う」
https://robotstart.info/2019/11/18/sowan.html
Beyond Health(2020)「介護の未来は『働くロボット』が変える」
https://project.nikkeibp.co.jp/behealth/atcl/feature/00003/031300084/
PC Watch(2019)「高山商事、安価な自動駆けつけ介護ロボット『SOWAN』」
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1219215.html
介護のコミミ（2019）「介護ロボットは6種類！それぞれ導入効果も解説します」
https://comimi.jp/archives/column/kaigorobot-type
合同会社アシスティブ公式ページ
https://assistive-llc.com/news
ライフレンズ公式ページ
https://tech.panasonic.com/jp/lifelens/service.html

多様な介護ロボットの例②
排泄介助

膀胱の膨らみを超音波で完治し、排尿のタイ
ミングを知らせてくれる。

Dfree公式ページより引用
URL：https://dfree.biz/guide.html

セキュリティー

認知症外出通報システム 。認証キーを持たない
人が外へ出ようとすると音と光で知らせる。

おでかけキャッチ公式レンタルページより引用
https://healthrent.duskin.jp/products/slopelift/A-7-19/index.html

課題③

課題②

課題①

介護ロボットSOWANを中核とする見守りシステムには、他の見守り
システムと比べてどのような長所がありますか。また、どのような短
所がありますか。導入や運用の場面を具体的にイメージし、それぞれ
複数指摘しましょう。

介護ロボットSOWANを中核とする見守りシステムは、介護施設にお
けるどのような問題を改善するために開発されましたか。また、その
問題点をどのように改善するのですか。具体的に複数指摘しましょう。

介護ロボットSOWANを中核とする見守りシステムはどのように入居
者を守るのですか。システムの特徴をまとめましょう。

グループワーク

課題④

のような人型ロボットは今後も登場すると予想されます。介護
現場において人型ロボットが活躍する場面には、見守り以外にどのよ
うなシーンが考えられますか。グループで話し合ってみましょう。
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発表

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しま
しょう。

１．システムの長所と短所（グループワーク課題③）

１
２．人型ロボットが介護現場で活躍するシーン（グループワーク課題④）
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グループワーク
以下の設問について、グループで話し合ってください。
① 介護ロボット SOWAN を中核とする見守りシステムはどのように入居者を守るのですか。システム
の特徴をまとめましょう。
入居者の守り方

② 介護ロボット SOWAN を中核とする見守りシステムは、介護施設におけるどのような問題を改善す
るために開発されましたか。また、その問題点をどのように改善するのですか。具体的に複数指摘し
ましょう。
介護施設での問題点と改善方法

③ 介護ロボット SOWAN を中核とする見守りシステムには、他の見守りシステムと比べてどのような
長所がありますか。また、どのような短所がありますか。導入や運用の場面を具体的にイメージし、
それぞれ複数指摘しましょう。
このシステムの長所と短所

④ SOWAN のような人型ロボットは今後も登場すると予想されます。介護現場において人型ロボット
が活躍する場面には、見守り以外にどのようなシーンが考えられますか。グループで話し合ってみ
ましょう。
人型ロボットが介護現場で活躍するシーン
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指導ガイド

１．事例の要点
2019 年 11 月、高山商事とテムザックは、介護施設内での巡回見守り・異常時の駆けつ
け・情報通知等を行うことができる自動駆けつけ介護ロボット「SOWAN（ソワン）
」を共
同で開発、受注受付を開始した。部品点数をなるべく少なくし、台湾の子会社と協力して海
ソワンは次のような機能を有する。

外生産するなど、製造コストの削減に努め、低価格（月額リース料 66,000 円）を実現した。
【自動巡回】自動車の自動運転にも用いられている最新の「LiDAR」
（360 度全方位セ

合同会社アシスティブ公式ページ
https://assistive-llc.com/news

https://tech.panasonic.com/jp/lifelens/service.html

ライフレンズ公式ページ

３．解答例と考え方

のですか。システムの特徴をまとめましょう。

課題① 介護ロボット SOWAN を中核とする見守りシステムはどのように入居者を守る

【活動量計と連動しバイタルデータの見守り】利用者の腕に装着した活動量計（ウェア

図作成を同時に行うこと）により、静かで高精度な自動巡回を実現。

自動で巡回する。個人を認識して、事前に登録した施設の利用者に声掛けを行う。

会話することもできる。

はその映像を遠隔で確認することができる。ソワンを通じて入居者とスタッフが

められたら居室にかけつける。到着と同時に居室の様子を録画しはじめ、スタッフ

利用者が腕に装着した活動量計からバイタルデータがソワンに送られ、異常が認

【解答例】

ラブルデバイス）から、脈拍の情報をサーバへ送信して継続的に見守りを行う。活動量

転倒者を検知したら、職員に通報する。

ンサー）と、自己位置推定と地図作成を同時に行う「SLAM」技術（自己位置推定と地

情報は、居室のタブレット端末と管理者用端末で確認できる。

職員はその映像を遠隔で確認でき、ソワンを通じて利用者と会話することも可能。自動

を読み取ればよい。その際、このシステムの特徴である「自動巡回」と「駆け付け」に着

である。スライド２～４頁「システム・サービスの概要①～③」から、入居者の見守り方

課題①は、事例説明からサービスの概要を的確に読み取ったかどうかを確認する問い

【考え方】

【アラートがなったら自動駆けつけ】脈拍数値が設定値を超えると、ソワンはサーバか

引き戸開閉装置「ポルテア」を付ければ、ソワンとの通信によって自動で扉が開閉する。

目してほしい。また、システムを支える最新技術についても理解していることが望ましい。

らの出動指示を受けて自動で居室まで駆けつけ、入室と同時に映像の録画を開始する。

【登録者の顔認識と声掛け（op）
】認知症によるひとり歩き行動がある人など、事前に

介護業界は人手不足で、特に夜間業務の負担は離職につながることも多かった。こ

【解答例】

改善するのですか。具体的に複数指摘しましょう。

ような問題を改善するために開発されましたか。また、その問題点をどのように

課題② 介護ロボット SOWAN を中核とする見守りシステムは、介護施設におけるどの

登録した入居者を巡回中に発見した場合は、個人を認識して部屋に戻ってもらうよう
声かけを行う。
【転倒者検知・通報（op）
】転倒者を発見すると警報を発してスタッフに知らせる。
２．参考 URL
ソワン公式ホームページ

のシステムが自動巡回してくれることで、夜間巡視かかる時間を減らし、職員の時

https://takayama-co.com/
ロボスタ（2019）
「“時給 88 円”の介護ロボット『SOWAN(ソワン)』介護施設内での自動巡

間的な負担を軽減する。

課題②は、システム開発の背景となった介護現場での問題点を理解しているかを問う

【考え方】

員配置基準が緩和され、職員一人一人の収入を増やすことを目指す。

職員の収入が伸び悩んでいる。将来的にはロボットと仕事をシェアすることで人

担を軽減する。

な負担につながりやすい。ロボットと仕事を分担することで夜間業務の精神的負

夜間巡視は、入居者のナースコールの押し間違いなど、スタッフの徒労感や精神的

回見守りや異常時の駆けつけ、情報通知などを行う」
https://robotstart.info/2019/11/18/sowan.html
Beyond Health（2020）「介護の未来は『働くロボット』が変える」
https://project.nikkeibp.co.jp/behealth/atcl/feature/00003/031300084/
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1219215.html

PC Watch（2019）
「高山商事、安価な自動駆けつけ介護ロボット『SOWAN』

https://comimi.jp/archives/column/kaigorobot-type

介護のコミミ（2019）「介護ロボットは 6 種類！それぞれ導入効果も解説します」
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ものである。スライド５頁「商品開発の背景」を中心に、このシステムが改善しようとし

せる」という発想は全くない。

ある。見守り機能としては写真撮影・送付と、室内環境データの通知、話しかけ、くらい

「パペロくん」はコンパクトでかわいらしいフォルムのコミュニケーションロボットで

しかない。異常時の対応はなく、自動巡視や駆け付けの機能も全く備えていない。しかし、

ている問題点を読み取ればよい。
他の見守りシステム同様、夜間巡視の負担を減らすことがこのシステムの開発の主要

見守りサービスとしてパペロくんを導入した例は少なくなく、期待される機能が「高度な

しいだろう。入所施設に面会に来た家族の応対や、不審者の侵入防止にも活用でき

デイサービスの出迎えをする。個人を認識して名前を呼んで出迎えてくれたら嬉

【解答例】

れますか。グループで話し合ってみましょう。

いて人型ロボットが活躍する場面には、見守り以外にどのようなシーンが考えら

課題④ SOWAN のような人型ロボットは今後も登場すると予想されます。介護現場にお

ーズ、応えられないニーズ、について実態に即して考察してほしい。

もし知識があればこの２例以外の見守りシステムとも比較し、ソワンが応えられるニ

異常検知」だけでないことがわかる。

な目的の一つである。ここに挙げたこと以外にも「負担軽減」という観点から様々な指摘
一方、ユニークなのは職員の収入の向上を目指している点である。収入の伸び悩みの原

をしてほしい。
因の一つは人員配置基準であるが、業務の一部をロボットが担うことで人員配置基準が
緩和される可能性を探っている。業務の分担は、人手不足の解消等さまざまな介護現場の
環境改善につながる可能性がある。
「テクノロジーとのワークシェアリング」という遠大
な開発意図に着目してほしい。
課題③ 介護ロボット SOWAN を中核とする見守りシステムには他の見守りシステムと
比べてどのような長所がありますか。また、どのような短所がありますか。導入や
運用の場面を具体的にイメージし、複数指摘しましょう。

居室内を見られることになるので、嫌悪感をおぼえる入居者もいるのではないか。

しっかり体調を見守りつつ、
「監視」になっていない。カメラによる見守りは常に

タッフの負担は大幅に減少する。

人型ロボットによる移乗介助。人間を抱き上げられる人型ロボットがあったら、ス

ら真似をしやすい。

ロボットによるレクリエーションや体操指導。人型のロボットが実演してくれた

るかもしれない。

あたたかみのある人型ロボットなので、駆け付けることで入居者の安心につなが

【考え方】

るかもしれない。

【解答例】
長所

短所

スライド９・10 頁「多様な介護ロボットの例①②」にあるように、介護現場にはすで

課題④は、人型ロボットの更なる活躍の可能性について推考させる問いである。

に、さまざまな目的で、さまざまな形のロボットが導入されている。人型ロボットは従来、

見守りは実質的に活動量計によるバイタルデータのみ。これだけでは異常の確認

コミュニケーション機能に特化したものが多かった。親しみやすいフォルムで高齢者を

として不十分。
ある程度 IT の知識があるスタッフが現場にいないと、うまく使いこなせないので

課題③は、他の見守りシステムとの比較から、
「人型ロボット」が「駆け付ける」とい

い。自由な発想で具体的に介護ロボット活躍のシーンを想像してみてほしい。なお、上に

きるようになったら、ロボットがスタッフの一員として稼働する時代が来るかもしれな

とができるのではないか。また、もっと技術が進んで人間の動きを人型ロボットが再現で

楽しませ、元気づけることができたからだ。しかし、この特性を他のシーンでも生かすこ

は。また、レンタル料がかかり続ける点も、導入のハードルになる可能性がある。

うこのシステムの特徴について認識させる問いである。スライド７・８頁「その他の見守

挙げた３つの解答例は既に実用化や開発が進められている。

【考え方】

りシステムの紹介①②」の例と本システムを照らし合わせ、その違いを読み取らなければ

課題③④について、グループとしての結論を整理してまとめ、発表しましょう。

ら、自分たちとは異なる視点があることに気づかせることが重要である。

課題③④に取り組んだ結果をグループごとに発表させる。この際、他のグループの発表か

発表

ならない。また、その違いが現場で導入・運用された場合にどのような利点と難点をもた
らすか、具体的に考察する必要がある。
「ライフレンズ」との基本的な違いの一つは、
「常時見守り」か「駆け付け」か、とい
うところにある。シート型センサーとカメラによって２４時間見守るライフレンズはよ
り正確に異常を検知することができるが、入居者のプライバシーが侵される可能性があ
る。一方、ソワンは「駆け付ける」というところに本来的な機能があり、見守り機能とし
てはライフレンズに劣る面がある。また、ライフレンズのシステムには「人のかたちに似
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5-4 PBL 教材
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みまもりステーション
導入検討シート

２.みまもりステーションの特徴

解決方法

１．現状の課題と解決方法の検討
現状の課題

３.みまもりステーションの導入メリット
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４.導入フロー・導入にあたっての課題

•

1.現状の課題
•

4.導入フロー・導入にあたっての課題
•

•

2.課題解決の方法
•

導入提案書

3.導入メリット
•

•

みまもりシステム

•

みまもりステーション
導入提案書
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みまもりステーション
追加機能

(2)追加機能の概要

１. みまもりステーション追加機能
(1)機能追加の背景

・クライアントである、こころのしろ様との打ち合わせにより
①排泄検知
②ビデオ通話機能

の2点の機能の追加が要望としてあげられた。

インタープロ社では、これらの機能をみまもりステーションへ追加することを検
討した。

②カメラ機能

利用者の映像を家族が確認する

・端末として利用するタブレットのカメラで、
ビデオ通話をする

①排泄検知「Dfree」との連携

ことができるようにする。

通常月額費用+400円（みまもりステーション1台）

・センサーを付けた利用者の膀胱のデータを、リアルタイムにグラフ化する

• 月額

・排尿後に膀胱が空になることで排泄を把握する。
・https://dfree.biz/
・Dfreeのデータをみまもりステーションを通して管理画面へ表示させる。

通常月額費用+10,000円（みまもりステーション1台当たり）

・利用者の膀胱が空になったタイミングがわかるので、トイレ、簡易トイレ、おむ
つにかかわらず、利用者の排泄タイミングを把握できる。
・月額利用料

・3年契約の場合
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みまもりステーション
導入検討シート
【回答例】

２.みまもりステーションの特徴
• タブレット端末を専用クレドールに差し込み、インターネットを通じて入居者側
の情報を介護者に送信する、工事不要の見守り機器。
• 入居者の動き、外出検知、居室の明るさ、室温、湿度、気圧検知、血圧といった
情報を送ることができる。
• AIによりライフリズムの傾向を解析し、異変を予測することができる。
• 低価格
• 設置工事が不要
• 排泄タイミングを知ることができる
• ビデオ通話機能がある

１．現状の課題と解決方法の検討

消灯の確認に部屋を回らないとならない

部屋のエアコン設定を勝手に変更し、適
温になっていない。

居室あるいは施設から徘徊してしまう。
鍵をかけても外してしまう。

夜間、食事準備時間などの繁忙期に居室
に目が届かない

排泄を知らせてくれる仕組み

部屋の明るさ検知による消灯管理

室温の自動モニタリング

居室及び施設からの外出検知

入居者の在室検知

解決方法

排泄を部屋を回って確認しなければなら
ない。

利用者ごとのビデオ通話機器の設置

現状の課題

ご家族と入居者のビデオ通話機器の予約
が埋まっている。

３.みまもりステーションの導入メリット
• 作業の軽減、ストレス軽減
• 科学的介護の実現
• コミュニケーション活性化
• 生産性の向上
• 離職率の低下
• 若手人材の確保
• ケアの質の向上
• 介護職の魅力の向上
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４.導入フロー・導入にあたっての課題
①見守り機器導入方法の検討
②導入プロセスの検討
• クレドールの導入と管理ソフトのインストール
③それぞれのプロセスで必要な事項の検討
• 無線LANの設置が必要
④コスト、リスク等の検討
• 初期費用 31900円（1台）

導入提案書

• 月額1100円（1台）+排泄管理+10,000円+ビデオ通話+300円
⑤課題
• スタッフの教育
• 情報漏洩リスク

★
•
•
•
•

4.導入フロー・導入にあたっての課題
• クレドールの導入と管理ソフトのイ
ンストール
• 無線LANの設置が必要
• コスト
初期費用 31900円（1台）
月額1100円（1台）

居室及び施設からの外出検知
室温の自動モニタリング
部屋の明るさ検知による消灯管理
その他

みまもり機器導入

2.課題解決の方法

みまもりシステム
1.現状の課題
• 夜間、食事準備時間などの繁忙期に
居室に目が届かない
• 居室あるいは施設から徘徊してしま
う。鍵をかけても外してしまう。
• 部屋のエアコン設定を勝手に変更し、
適温になっていない。
• その他
3.導入メリット
• 外出タグにより、徘徊を自動検知で
きるため、職員の見守りの手間が減
少する。
• ライフリズムをAIが分析するので、
いつもと違った生活パターンになっ
た際に注意を喚起できる。

みまもりステーション
導入提案書
【回答例】
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美容VR PBL
VR美容教材システム開発

教材の概要
（１）学習目標
美容業界の課題を見つけ出せる。
仮想的にプロジェクトチームを組み、課題解決に向けた実践力を身に付ける。
美容VR教材システムにおける企画立案のプロセスを理解できる。
美容VR教材システムにおける情報分析力/企画提案力/交渉調整力/チーム活動を身に付け向上させる。
制作した教材をプレゼンテーションすることができる。
VRビジネスに関わる知識を身に付ける。

学習を通じて、VRを用いた美容教材システムの企画立案書を作成できるようにする。

（２）学習テーマ
（３）学習設定
あなた方は、美容系のITベンチャー企業「株式会社YBC」の社員である。
YBCの経営理念は、「美容業界の課題をITで改善すること」である。
近年のVRデバイスの関心の高さから新規事業として「beauty × VR」を立ち上げた。
そこで若手社員に対して、美容業界の課題の整理や、VRコンテンツの調査を実施し、企画提案書を作成するよ
う指示された。学習者たちは、２～３人程度の同僚とグループを組み、企画提案書作成のプロジェクトに取り組む。

全22.5時間(1.5時間×15コマ）

（４）学習時間

教材の概要

学習の内訳

• 教材課題整理シート

• 課題整理シート

3.0時間

1.5時間

3.0時間

時間配分

• 事例調査シート

6.0時間

アウトプット

STEP2 VR事例調査

• コンテンツ要件

3.0時間

学習内容

STEP3 コンテンツ要件の検討

• ハードウェア要件

6.0時間

STEP1 課題の整理

STEP4 ハードウェアの検討

• 企画提案書

22.5時間

STEP5 企画提案書の作成

合計
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（１）概要
（２）講義資料

STEP1 課題の整理

①演習の概要

アウトプット

事前情報

演習内容

演習課題

演習場面

• 上司

• 課題整理シート
• 教材課題整理シート

なし

① 美容業界の課題整理
② 美容業界の教材課題整理

美容とＶＲをテーマとしたコンテンツの企画立案するにあたり、業
界の課題を調査して整理し、美容業界におけるニーズや課題を
把握する。

STEP1 課題の整理

内容

講師の役割

4.5時間（1.5時間×3コマ）

項目

所要時間

（１）概要

①演習の概要
②演習の目標
③進行計画例

②演習の目標

① 美容業界における課題を調査し整理することができる。

② 美容に関わる教材における課題を調査し整理することができる。

③ チーム内でそれぞれの調査結果をもとに、協力して資料としてまと
めることができる。

④ 調査結果をもとに、プロジェクト関係者に周知するために、簡潔か

つわかりやすく整理し報告することができる。
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③進行計画例

プレゼンテーション

課題整理シート作成

課題、作業内容・流れの把握

10分

40分

80分

20分

時間数

課題、作業内容・流れの把握
80分

実施項目

教材課題整理シート
40分
270分

プレゼンテーション
合計

（１/２）

（２）講義資料

（２/２）

①演習課題（１）
②課題整理シート
③演習課題（２）
④教材課題整理シート

①演習課題（１）
作業手順

①演習課題（１）
状況説明

手順１ 美容業界の課題について調査を行いなさい。

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/ssrc /result/memoirs/kiyou23/23-05.pdf

• 「美容サービス業におけるサービス品質向上の課題」

参考URL

手順３ 作成した課題整理シートを用いてプレゼンテーションを行いなさい。

手順２ 調査結果を課題整理シートに整理しなさい。

あなた方は、美容系ITベンチャー企業の「株式会社ＹＢＣ」の社員である。
YBCの経営理念は「美容業界の課題をITで改善すること」である。
今までは、美容院などのWeb予約システムや、会計システム、電子カルテなどの開発、運用を
行ってきた。
しかし近年は多くの企業がこの分野に参入し、自社としての独自性が打ち出せずにいた。
そのため社長の中込氏は新規事業として、近年世間の関心が高いVRデバイスを利用した
「beauty × VR」システム開発プロジェクトチームを立ち上げた。

あなた方は、このプロジェクトに参加することとなった。
まず上司より、美容業界の課題について調査しまとめるよう指示された。

https://hygi.jp/blog/turnover-rate-hairdresser

• 「生活衛生関係営業経営実態について 美容業」

https://www.kenkou-job.com/beautician/oyakudachi/l0001.html

• 「美容師の仕事内容や一日の流れって？」
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②課題整理シート
【問題】

【課題】

②課題整理シート
【問題】

【課題】

【原因】

【原因】

（１/３）

（３/３）

②課題整理シート
【問題】

【課題】

③演習課題（２）
状況説明

【原因】

あなた方は、美容業界の課題について調査した結果を上司に報告した。

上司は中込社長と相談し、プロジェクトの指針を

・美容師の技術の向上を目的とした教材開発
と決めた。

（２/３）

（１/２）

そこで上司は、美容師の技術向上のための教材には、何を使用しているか調査し、まとめるよ
うあなた方に指示した。
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③演習課題（２）
作業手順
手順１ 美容教材とその課題について調査を行いなさい。
手順２ 調査結果を教材課題整理シートに整理しなさい。
手順３ 作成した資料を用いてプレゼンテーションを行いなさい。

参考URL
http://www.ribikyoiku.or.jp/kyouzai/

• 「公益社団法人日本理容美容教育センター」
• 「ヘアスタディ」
https://hairstudy.jp/

• Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCJm7f2aOCO30dckqtG8JXxw

④教材課題調査シート

（２/２）

④教材課題調査シート
教材１
種類（例：書籍など）
概要

メリット
デメリット
課題

参考URL

④教材課題調査シート

メリット

概要

種類（例：書籍など）

デメリット

メリット

概要

種類（例：書籍など）

（２/３）

デメリット

課題

教材３

課題

参考URL

教材２

参考URL

（１/３）

（３/３）
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（１）概要
（２）講義資料

STEP2
VR事例調査

①演習の概要

アウトプット

事前情報

演習内容

演習課題

演習場面

3.0時間（1.5時間×２コマ）

• 上司

• 事例調査シート

なし

① 「beauty × VR」事例調査
② プレゼンテーション

VRデバイスを利用した美容関連の事例を調査し、報告書として
まとめなさい。

STEP２ VR事例調査

内容

講師の役割

項目

所要時間

（１）概要

①演習の概要
②演習の目標
③進行計画例

②演習の目標

① VRデバイスの活用事例を調査し、把握することができる。

② VRデバイスと美容を紐づけて調査し、整理することができる。

③ チーム内でそれぞれの調査結果をもとに、協力して資料としてまと
めることができる。

④ 調査結果をもとに、プロジェクト関係者に周知するために、簡潔か

つわかりやすく整理し報告することができる。
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③進行計画例
10分

時間数

課題、作業内容・流れの把握
90分

実施項目
事例調査シート作成
80分
180分

プレゼンテーション
合計

（１/２）

（２）講義資料

①演習課題

①演習課題
②事例調査シート

（２/２）
作業手順

①演習課題
状況説明

手順１ 美容業界で活用しているVRデバイスの事例について調査を行いなさい。

• 「VRの基礎知識」

https://www.internetacademy.jp/it/programming/vr-ar.html

• 「VR(バーチャル・リアリティー)とは？ 」

参考URL

手順３ 作成した資料を用いてプレゼンテーションを行いなさい。

手順２ 調査結果を事例調査シートに整理しなさい。

あなた方は美容教材の調査結果を上司へ報告した。

上司から
「今までの報告書から美容業界における課題や教材における課題がわかってきた。
しかし、肝心のＶＲデバイスについてどのように活用してよいのかイメージがわかない。」
と指摘を受けた。

そこであなた方は、さらに現在美容業界でどのようにＶＲを活用しているか、具体的な事例を
調査することになった。

https://www.elecom.co.jp/pickup/column/vr_column/00001/

https://vr-contents.net/vr-contents/

• 「VR動画コンテンツの種類まとめ-CG編」
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②事例調査シート

（１/３）

概要

企画主体

ターゲット

概要

企画主体

（１）概要
（２）講義資料

（２/３）

STEP３
コンテンツ要件の検討

②事例調査シート

ターゲット

運用端末

事例２

運用端末

コンテンツ形式

事例１

コンテンツ形式

参考URL

（１/３）

参考URL

②事例調査シート
事例３
企画主体
概要

ターゲット
運用端末
コンテンツ形式
参考URL
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（１）概要

①演習の概要
②演習の目標
③進行計画例

②演習の目標
① 課題整理、教材課題整理やVR事例調査を基に、企画としてコ
ンテンツ要件を策定することができる。
② VRデバイスの特徴を理解し、その特徴を生かして美容教材の課
題が解消することを検討することができる。
③ チーム内でそれぞれの調査結果をもとに、協力して資料としてまと
めることができる。
④ 調査結果をもとに、プロジェクト関係者に周知するために、簡潔か
つわかりやすく整理し報告することができる。

①演習の概要

アウトプット

事前情報

演習内容

演習課題

演習場面

6.0時間（1.5時間×4コマ）

• 上司

• コンテンツ要件

• 課題整理シート
• 教材課題整理シート
• 事例調査シート

① コンテンツ要件の検討
② プレゼンテーション

STEP１ 課題の整理、STEP２ VR事例調査で得た情報を基
に、企画するコンテンツ要件の検討ができる。

STEP３ コンテンツ要件の検討

内容

講師の役割

項目

所要時間

③進行計画例

10分

時間数
課題、作業内容・流れの把握

270分

実施項目
コンテンツ要件シート作成

80分

360分

プレゼンテーション

合計

354

（２）講義資料

①演習課題
作業手順

（２/２）

①演習課題
②コンテンツ要件シート

手順１ コンテンツ要件をチームで検討し、作成しなさい。
手順２ 作成した資料を用いてプレゼンテーションを行いなさい。

①演習課題
状況説明

上司はあなた方の今までの調査内容を中込社長に報告した。

中込社長からは、

２週間後にVR業者との打ち合わせを予定しているので、

（１/２）

それまでにこの調査内容を踏まえた上で、美容教材のためのコンテンツ要件を検討してほしいと
言われた。

（１/２）

あなた方は上司に、美容教材の課題に対してVRを利用するコンテンツ要件を作成するよう指
示を受けた。

②コンテンツ要件
目的
コンセプト
ターゲット
概要

対象人数
解消したい課題

解消手段
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②コンテンツ要件
導入の課題

備考

（１）概要

①演習の概要
②演習の目標
③進行計画例

（２/２）

（１）概要
（２）講義資料

STEP４
ハードウェアの検討

①演習の概要

アウトプット

事前情報

演習内容

演習課題

演習場面

3.0時間（1.5時間×2コマ）

• 上司

• ハードウェア要件

• コンテンツ要件

① ハードウェアの検討
② プレゼンテーション

STEP3 コンテンツ要件を基に、企画するコンテンツのハードウェア
（運用形態）の検討ができる。

STEP４ ハードウェアの検討

内容

講師の役割

項目

所要時間
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②演習の目標
① 作成したコンテンツ要件を基に、ハードウェア要件を策定することが
できる。
② 実用化に向けて具体的なVRデバイスを検討することができる。
③ チーム内でそれぞれの調査結果をもとに、協力して資料としてまと
めることができる。
④ 調査結果をもとに、プロジェクト関係者に周知するために、簡潔か

①演習課題
②ハードウェア要件シート

つわかりやすく整理し報告することができる。

（２）講義資料

③進行計画例

10分

時間数

課題、作業内容・流れの把握

130分

実施項目
ハードウェア要件シート作成

（１/３）

180分

40分

合計

プレゼンテーション

①演習課題
状況説明

あなた方は、上司に作成したコンテンツ要件を報告した。

上司から、これでソフト面の要件は揃った。次にハード面の要件を検討してほしいと言われた。

そこで、あなた方は他のVRコンテンツで使用しているハードウエアを調査することにした。

その調査結果を元に、自分たちが企画するコンテンツのハードウエア要件を検討し、報告するこ
とにした。
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①演習課題
作業手順
手順１ VRコンテンツで使用しているハードウェアを調査しなさい。

（２/３）

手順２ 調査結果を基に、どのようなハードウェアを使用するか検討しなさい。
手順３ 検討結果をハードウェア要件として作成しなさい。

選んだ理由

選んだ理由

選んだ理由

手順４ 作成した資料を用いてプレゼンテーションを行いなさい。

②ハードウェア要件

その他
（コントローラや筐体
など）

HMD利用端末

体験させたい人数
再
生
機
材

操作説明

①演習課題
参考URL

https://www.nojima.co.jp/support/koneta/54342/

• 「初心者のためのVRゴーグル入門 基礎から学べる特徴と選び方」

（３/３）

https://www.dipross.co.jp/eng/2020/03/vrコンテンツで使用するコントローラー比較.html

• 「VRで使用するコントローラ」

https://vrtokyo.jp/news_vrsense_02

• 「VRで使用する筐体」
• 「CGについて」

https://www.watch.impress.co.jp/headline/docs/extra/vr/1049933.html

STEP５
企画提案書の作成

（１）概要
（２）講義資料
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（１）概要

①演習の概要
②演習の目標
③進行計画例

②演習の目標
① 作成したコンテンツ要件とハードウェア要件を基に、企画提案書を
策定することができる。
② チーム内でそれぞれの調査結果をもとに、協力して資料としてまと
めることができる。
③ 調査結果をもとに、プロジェクト関係者に周知するために、簡潔か
つわかりやすく整理し報告することができる。

①演習の概要

アウトプット

事前情報

演習内容

演習課題

演習場面

• 上司
• 社長

• 企画提案書

• コンテンツ要件
• ハードウェア要件

① 企画提案書作成
② プレゼンテーション

STEP3 コンテンツ要件、STEP4 ハードウェア要件を基に、企画
提案書を作成する。

STEP5 企画提案書の作成

内容

講師の役割

6.0時間（1.5時間×4コマ）

項目

所要時間

③進行計画例

10分

時間数
課題、作業内容・流れの把握

270分

実施項目
企画提案書作成

80分

360分

プレゼンテーション

合計

359

（２）講義資料

①演習課題
②企画提案書

〇〇の教材

①演習課題
状況説明

あなた方は、これまでの資料をもとに、VRを利用した美容教材の企画提案書を作成し、上司と社

長の中込氏にプレゼンテーションすることとなった。

作業手順

手順１ これまでの検討を基に、企画提案書を作成しなさい。

手順２ 作成した企画提案書を用いてプレゼンテーションを行いなさい。

０１

360

０２

０４

０３

０５
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②課題整理シート
【問題】
美容師の離職率が高い、１年目で50%。
３年目では80％と言われており、アシス
タントからスタイリストになるまでおおよ
そ３年かかるといわれているが、ほとんど
の人がスタイリストになる前に辞めてし
まっている。

【課題】

【原因】

回答例

（１/３）

美容師の技術習得するための下積み期間が
非常に長いことが、低賃金や勤務時間の長
時間の要因となり、そのため離職率が高く
なっている。

回答例

（３/３）

カット技術習得には、スタイリストから直
接指導を受けるため、指導してもらいたい
ときは、相手のスタイリストの空いている
時間と自分の空いてる時間を確保しないと
いけないため。

【原因】

・美容師で新人から一人前（スタイリスト）になるためには、非常に長い時間（おおよそ３年）かかる。
この期間を短縮することが課題。

②課題整理シート
【問題】
美容師の勤務時間が長い。
営業時間後に美容師としての技術を向上さ
せるため、夜遅くまで残って練習させらえ
る。

【課題】
・勤務時間外に技術習得の練習をしていることが課題。
営業時間やまたは学生のうちに技術習得が少しでもできることが課題。

②課題整理シート
【問題】

新人から一人前（スタイリスト）になるた
めには、非常に長い時間（おおよそ３年）
かかる。

【課題】

【原因】

回答例

（２/３）

美容師の技術向上は難しく、実践や練習な
どで先輩や上司にあたるスタイリストに直
接指導を受けて技術を磨くため。

デメリット

メリット

概要

種類（例：書籍など）

美容師の国家資格取得には向いているが、カットやシャンプーなどの施
術は、文章や絵では役に立ちにくい。

・荷物として荷物として重くかさばる
・手を動かして文字を書く分時間と手間がかかる
・復習管理や誤答問題管理がしにくいため、繰り返し学習管理にムラが
できやすい

・バッテリーがない状況や圏外でも、本1冊さえあれば学習できる
・多くのテストは紙ベースのため、紙で演習することでテスト慣れに繋
げられる
・メモや付箋は長い間残り、見た目も変化しない

・関係法規・制度（公衆衛生を担う理容師・美容師の社会的責任を学
ぶ）/衛生管理/保健/香粧品化学/理容技術理論などを勉強する美容師
の技術ではない教材。

書籍

（１/３）

課題

http://www.ribikyoiku.or.jp/kyouzai/

回答例

・技術習得は、先輩や上司のスタイリストの直接指導しているため、時間がかかる。
直接指導ではなく効率的に指導できるようになることが課題。

④教材課題調査シート

参考URL

教材１

362

④教材課題調査シート
DVD

（２/３）

種類（例：書籍など）
・デザインカット/ヘアセッティング/ヘアカラーリング/シャンプーイ
ング＆リンシング/理容マッサージなどを動画で紹介。

回答例

概要
・文章や図表だけではなく、鮮明なイメージを利用して学習を行うこと
ができる。
・何度も利用でき，保管などの取り扱いが容易

教材２

メリット
・コミュニケーション不足の発生
・視点が一か所のため、自分の見たい場所がみれない。
・教材の目的が伝わりにくい
・一度に視聴する時間を調整しなければならない。
・教材の意味を理解せず、ただ受動的に眺めているだけになることがあ
る。
・学習者に疑問点や不明点があったとしても途中で聞けないため、その
前後に十分な余裕を持たせる必要がある。

デメリット

課題

http://www.ribikyoiku.or.jp/kyouzai/shoseki_01.html#a01

企画主体

日本初の美容師教育サービス
・業界トップの技術力を持つ美容師目線で分かりやすく技術を解説
・VR動画での美容師目線+美容師の周り6視点の計7視点の好きな位置
から技術を学べる
・常にセミナーの特等席で学べる
・動画で見放題なので、繰り返し気になる箇所を何度でも見られる
・自分の好きな時に好きな場所で好きなだけ学べる

hairVR

（１/３）

概要

サロン経営者、美容師

回答例

参考URL

②事例調査シート

ターゲット

スマホ
iPhone

事例１

運用端末

体験動画

https://hair-vr.jp/

コンテンツ形式
参考URL

https://hairstudy.jp/

回答例

（３/３）

ロレアル メイクアップチュートリアルVR

（２/３）
企画主体

VRゴーグルを使ってメイクアップのチュートリアルをVRで見ることの
できるサービスである。
一流モデルが、店頭にある商品を使ってどのようにメイクしているのか
をVRで体験することができる。
また店頭だけでなく、美容師たちが講師によるスタイリングをVRのホロ
グラムの中で、360度任意の角度から確認することができる。

回答例

・１つの角度しか見れず、実際の技術的な部分を把握することが難しい
・教材の意味を理解せず、ただ受動的に眺めているだけになることがあ
る。
・学習者に疑問点や不明点があったとしても途中で聞けないため、その
前後に十分な余裕を持たせる必要がある。

・講師に質問ができない
・複製やバックアップはできない
・ネットワーク環境により再生できない場合がある

・隙間時間でスマホで気軽に学べる
・リピートしてもらえるノウハウが豊富
・様々な顧客に対応する引き出しを増やせる
・基礎から応用、センスやバランスを学べる
・スピードや単価を上げる技術を学べる

最も選ばれている美容師向け動画教育サービス
・動画本数：320本以上
・デザイナー数：130人以上
・会員数：8,000人以上

動画

④教材課題調査シート
教材３
種類（例：書籍など）
概要

メリット

デメリット

課題

参考URL

②事例調査シート

概要

顧客、美容師

事例２

ターゲット

スマホ
iPhone

https://beautytech.jp/n/n0da0ffd982c3

体験動画

運用端末
コンテンツ形式

参考URL
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②事例調査シート
資生堂 バーチャルストア

（１/３）

企画主体
VR空間上の店内を回遊することができ、さらにそのままECサイトに移
動し購入することも可能。
また、2階で体験できる美容レッスンのコンテンツでは、アプリを使用
してスキンケアやメイク、インナービューティの個別無料レッスンを非
接触型で受けることができる。

回答例

概要

化粧品購入者

事例３

ターゲット

（２/２）

PC
スマホ
視点固定

https://vgfs.shiseido.co.jp/

回答例

運用端末
コンテンツ形式
参考URL

•
•
•

ホログラム撮影の精度の向上
映像の品質によっては、教材として採用できない
実演講師のレベルの維持
実演する講師のレベルが教材の品質になるため
コストの問題
フルCGで０から作成するうより数百分の１のコストになるが、コストは
高い

②コンテンツ要件
導入の課題

備考

360度ホログラム撮影とは
撮影スタジオに360度に配置されたカメラを用いて対象物の位置情報及び色
彩情報を点群データとして、数億ピクセルのデータとして３次元CGとして表
示する技術。
秒間３０コマの撮影が可能
その撮影データを秒間９０コマでVRゴーグルで表示させる
日本には２０１９年に初めて導入された最新技術であり、現在も進化し続づ
けている技術。
その結果、VR上で実際に歩いて好きな角度から見ることができる。

ターゲット

コンセプト

目的

美容師の技術指導は、従来は実演して生徒たちに見せていた。
しかし生徒の見る位置によっては肝心な技術の部分が見えない。そのため、
VRを利用して、様々な角度で見せることができる実習用教材を開発する。

美容専門学校の生徒

３６０度どこからでも見れる実習教材

達人＆ベテランの美容師の技術習得時間を短縮する

（１/２）

概要

30人

回答例

対象人数

美容師の離職率の高さを解消したい。
美容師の離職率は、３年目で80％と言われており、そのほとんどのがスタイ
ルリストになる前に辞めてしまう。その大きな原因が、技術習得に時間がか
かることにある。

②コンテンツ要件

解消したい課題

VRを活用する教材によって、技術的な教育の質の向上と効率化をし、スタイ
リストになるまでの期間を短縮化し、離職率の低下に繋げる。

PCに接続して映像を共有ため

学校の１学級単位イメージ

回答例

解消手段

選んだ理由

選んだ理由

選んだ理由

講師がVRコントローラで動画の視点を
切り替え、出力モニターで生徒が確認で
きるようにするため

実演する講師がHMDを付け、360度ホログラムカメラで撮った動画を視点を切
替ながら出力モニターで出力し、生徒たちに技術を解説する。

VRコントローラ
VR用ノートPC
出力用モニター

PC

30人

②ハードウェア要件

その他

HMD利用端末

体験させたい人数
再
生
機
材

（コントローラや筐体
など）

操作説明
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回答例

confidential

いつでも・どの角度から・何度でも

３６０度どこからでも見れる実習教材で

confidential

達人＆ベテランの技術習得時間を短縮する為の教材

回答例

０３

なるほど！

少し良く見えない

この手元が・・・
こうだから

？

良く見えない

VRゴーグル

！

回答例

！

この手元が・・・
こうだから

回答例

！

confidential

０２

０４

モニター

confidential

！
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ワイヤレスVRゴーグル

回答例

VR用ノートパソコン

VRコントローラー

回答例

confidential

出力用モニター

０５

confidential

０７

ワイヤレス体験

回答例

回答例

confidential

客観アングル

施術者目線

任意に移動可能

０６

confidential

０８
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美容VR PBL
指導要項

VR美容教材システム開発

STEP1 課題の整理
1. 指導内容の概要

学習要項
（１）学習目標

仮想的にプロジェクトチームを組み、課題解決に向けた実践力を身に付ける。
美容VR教材システムにおける企画立案のプロセスを理解できる。
美容業界における課題の解決ができる。

学習を通じて、VRを用いた美容教材システムの調査、検討、提案

（２）学習テーマ

（３）学習設定

受講者たちは、美容系のITベンチャー企業「株式会社YBC」の社員である。
社長は近年のVRデバイスの関心の高さから新規事業として「beauty × VR」企画を立ち上げ、そ
の企画立案を受講者たちに依頼しいた。
受講者たちは企画に対して、必要な調査や検討を行い、企画提案書を立案していく。

美容技術者カリキュラム体系を中核とする学科に所属する専門学生

（４）前提知識

全22.5時間(1.5時間×15コマ）

（５）実施時間

指導目標

STEP1 課題の整理
2. 指導目標
コンピテンシー
チーム活動

内容
STEP１ 課題の整理

項目
学習ステップ

• 新たな事実が明らかになった場合や、講師・チームメンバからの本質的なコメントを受けた
場合には、再度検討・見直しを行うなど柔軟に対応することができる。
• 講師やチームメンバからの質問に対し、的を得た回答や助言を行うことができる。

① 美容VRPBL【美容教材開発】
② 美容業界の課題の参考URL
③ 教材の参考URL

学習者への課題

美容業界の課題を調査し、資料を作成する。
調査結果の資料をプレゼンテーションする
美容業界の教材について課題を調査し、資料を作成する。
調査結果の資料をプレゼンテーションする。

情報分析力

課題整理シート
教材課題整理シート

美容とVRをテーマとしたコンテンツの企画立案するにあたり、業界における課題の調査を
行い、課題整理シートを作成する。この整理によって美容業界におけるニーズや課題を把
握する。

①
②
③
④

上司

• 美容業界に関する業界情報や教材情報を収集し、それを分析して美容業界の課題や
ニーズを把握することができる。
• 必要な情報、不要な情報を正確に切り分けすることができる。
• 調査した情報をチームメンバと共有することができる。

学習者の提示する情報
または情報源

•
•

企画提案力

学習者が行う作業

•

• 調査の結果を整理し、その内容の本質となる課題や原因を考え、資料としてまとめること
ができる。
• 自身の意見や思考を文章や言葉で伝える力を身に着けさせる。

学習者の成果物

4.5時間（1.5時間×3コマ）

• チーム内で意見が対立した場合は、ノートに意見をまとめたり、他の人の意見を聞いてみ
たりして、対立を解消するようチームの橋渡し的な役割を果たすことができる。

講師の役割

交渉調整力

所要時間
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STEP1 課題の整理

③ 美容業界の教材について課
題を調査し、資料を作成

② 調査結果の資料を発表

① 美容業界の課題を調査し、
資料を作成

項目

整理した資料をチームで発表する。

美容に関わる教材を調査し、その情報から課題を分析
し、情報を整理して資料を作成する。

整理した資料をチームで発表する。

美容業界における課題を調査し、その情報を整理、分
析して資料を作成する。

内容

3. 提示する課題

④ 調査結果の資料を発表

成果物
• 課題整理シート

項目

内容

・教材課題整理シート

③ 美容業界の教材の課題を
調査し、資料を作成

• 「教材の課題」を調査する前に、どのような教材が現在使用されているのか調べ
るよう指導する。またその際に、同じ種類のものではなく、３つ違う種類のものを
選ぶよう指導する。
• 調査する前に指示されている内容を正確に把握して、調査するためのキーワード
の選び方、調査にかけられる時間などを相談するよう指導する。
• 思ったような調査結果が得られなそうな場合は、関連した情報を含めて調査する
ようアドバイスする。
• 調査した情報から適切な要点を掴み、結論を伝え、チーム内の情報共有が図
れるよう指導する。

STEP1 課題の整理

④ 調査結果の資料を発表

• グループディスカッションにおいては、チーム内の全員が参加できるように、発言の
少ないメンバーに対してはヒントなどを与え、発言を促す。
• プレゼンテーションの際には、誰がどのように発表するか事前にシミュレーションして
おくようアドバイスする。
• どのように考えたか、グループディスカッションで重視したことも発表させるようにする。

STEP1 課題の整理
① 美容業界の課題を調査し、
資料を作成

項目

• 調査する前に指示されている内容を正確に把握して、調査するためのキーワード
の選び方、調査にかけられる時間などを相談するよう指導する。
• キーワードについては、美容業界の課題だけでなく、「美容業界の特殊」「美容業
界の現状」であったり、「美容師 大変」などをキーワードとするとよいとアドバイスす
る。
• 思ったような調査結果が得られなそうな場合は、関連した情報を含めて調査する
ようアドバイスする。
• 調査した情報から適切な要点を掴み、結論を伝え、チーム内の情報共有が図
れるよう指導する。
• グループディスカッションにおいては、チーム内の全員が参加できるように、発言の
少ないメンバーに対してはヒントなどを与え、発言を促す。

内容

4. 指導の留意点

② 調査結果の資料を発表

• プレゼンテーションの際には、誰がどのように発表するか事前にシミュレーションして
おくようアドバイスする。
• どのように考えたか、グループディスカッションで重視したことも発表させるようにする。

STEP1 課題の整理
5. 評価のポイント

美容業界の課題について十分理解したことを見て取れるか
調査は十分にされているかどうか
「問題」を見つけ出し、その背景にある「原因」を考えることができるか
「問題」「原因」を踏まえて「課題」の検出をすることができるか
論理的な説明がされているかどうか

評価の方法・ポイント
① 課題整理シート

•
•
•
•
•

多様な教材（書籍やビデオ）などの事例が取り上げられているかどうか
調査は十分にされているかどうか
表面的な調査ではなく、教材の課題を見つけることができるかどうか
教材の特徴を取られているかどうか

成果物

② 教材課題整理シート

•
•
•
•
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STEP２ VR事例調査
1. 指導内容の概要

学習者が行う作業

学習者の提示する情報
または情報源

学習者への課題

学習ステップ

•

•
上司

事例調査シート

① 「beauty×VR」の事例を調査し、調査結果をまとめ、資料を作成する。
② 事例調査を発表する。

① 美容VRPBL【美容教材開発】
② VRの基礎情報としての参考URL

VRデバイスを利用した美容関連の事例を調査して、調査結果を作成する。

STEP２ VR事例調査

内容

学習者の成果物
3.0時間（1.5時間×2コマ）

項目

講師の役割

項目

VRについて正しく理解し、美容業界で活用しているVR
デバイスの事例について調査し、事例調査シートを作成
する。

内容

• 事例調査シート

成果物

所要時間

STEP２ VR事例調査
① 「beauty×VR」の事例調
査

事例調査シートを基に発表する。

3. 提示する課題

② 調査結果の資料を発表

STEP２ VR事例調査
2. 指導目標

情報分析力

チーム活動

• 調査の結果を整理し、その内容の本質となる課題や原因を考え、資料としてまとめること
ができる。
• 自身の意見や思考を文章や言葉で伝える力を身に着けさせる。

• VRと美容に関するコンテンツ情報を収集し、それを分析して美容業界のニーズを把握す
ることができる。
• VRコンテンツの市場動向、VRのポテンシャルに関する情報を分析することができる。
• 必要な情報、不要な情報を正確に切り分けすることができる。
• 調査した情報をチームメンバと共有することができる。

• 新たな事実が明らかになった場合や、講師・チームメンバからの本質的なコメントを受けた
場合には、再度検討・見直しを行うなど柔軟に対応することができる。
• 講師やチームメンバからの質問に対し、的を得た回答や助言を行うことができる。

指導目標

企画提案力

• チーム内で意見が対立した場合は、ノートに意見をまとめたり、他の人の意見を聞いてみ
たりして、対立を解消するようチームの橋渡し的な役割を果たすことができる。

コンピテンシー

交渉調整力

STEP２ VR事例調査
① 「beauty×VR」の事例調
査

項目

• 事前に「VRデバイス」について正しく理解するために参考URLなどを参考にするよ
う指導する。
• 美容教材のみではなく、美容業界においての活用事例であることを意識するよう
指導する。
• 調査する前に指示されている内容を正確に把握して、調査するためのキーワード
の選び方、調査にかけられる時間などを相談するよう指導する。
• 資料は必要な情報、不要な情報を整理し、チームで共有できるよう指導する。
• 思ったような調査結果が得られなそうな場合は、関連した情報を含めて調査す
るようアドバイスする。
• グループディスカッションにおいては、チーム内の全員が参加できるように、発言の
少ないメンバーに対してはヒントなどを与え、発言を促す。

内容

4. 指導の留意点

② 事例調査を発表

• プレゼンテーションの際には、誰がどのように発表するか事前にシミュレーションして
おくようアドバイスする。
• どのように考えたか、グループディスカッションで重視したことも発表させるようにする。
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評価の方法・ポイント

STEP２ VR事例調査
5. 評価のポイント
成果物
① 事例調査シート

• VRデバイスを正確に理解しているかどうか
• 事例情報を３つ以上見つけ出して、資料としてまとめられているかどうか
• 事例情報の各項目に十分な情報が記載されいてるかどうか。
• 資料は具体的でかつわかりやすい情報が記載されているかどうか
• 同じような事例ではなく、いろいろな種類の事例（美容師、エステなどの職
種や、ＶＲ種類など）がとりあげられているかどうか
• 調査結果が十分活用されているかどうか
• 目的をしっかり理解できているかどうか

STEP３ コンテンツ要件の検討
2. 指導目標

情報分析力

チーム活動

• 企画提案書につなげることを意識して、STEP1やSTEP2で調査したことを踏まえて、コン
テンツ要件をまとめることができる。
• 自身の意見や思考を文章や言葉で伝える力を身に着けさせる。

• コンテンツ要件を検討、作成にあたり、必要な情報（VRの機材情報など）を収集するこ
とができるかどうか。
• 必要な情報、不要な情報を正確に切り分けすることができる。
• 理解した業務知識をチームメンバと共有することができる。

• 新たな事実が明らかになった場合や、講師・チームメンバからの本質的なコメントを受けた
場合には、再度検討・見直しを行うなど柔軟に対応することができる。
• 講師やチームメンバからの質問に対し、的を得た回答や助言を行うことができる。

指導目標

企画提案力

• チーム内で意見が対立した場合は、ノートに意見をまとめたり、他の人の意見を聞いてみ
たりして、対立を解消するようチームの橋渡し的な役割を果たすことができる。

コンピテンシー

交渉調整力

STEP３ コンテンツ要件の検討
1. 指導内容の概要

学習者が行う作業

学習者の提示する情報
または情報源

学習者への課題

学習ステップ

•

•

上司

コンテンツ要件

① コンテンツ要件の検討
② コンテンツ要件作成
③ コンテンツ要件を発表

① 美容VRPBL【美容教材開発】

STEP1 課題の整理、STEP2 VR事例調査で得た情報をもとに、どのような教材開発
をするかコンテンツ要件をまとめる。

STEP３ コンテンツ要件の検討

内容

学習者の成果物

項目

講師の役割

6.0時間（1.5時間×4コマ）

STEP1課題の整理、STEP2VR事例調査を踏まえて、
どのような課題をVRを利用して解消するか意識してコン
テンツ要件の検討を行う。

・コンテンツ要件

成果物

所要時間

STEP３ コンテンツ要件の検討
3. 提示する課題
① コンテンツ要件の検討

検討を踏まえて、コンテンツ要件を策定する。

内容

② コンテンツ要件の作成

コンテンツ要件を発表する。

項目

③ コンテンツ要件の発表
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STEP３ コンテンツ要件の検討
4. 指導の留意点
① コンテンツ要件の検討

• VRを活用することによって、どのような美容教材の課題が解消するのか明確に
するよう指導する。
• VRの実用イメージが捉え切れない場合など、必要に応じて追加調査をするよ
うにアドバイスをする。
• 「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「なぜ」「どのように」利用するのか意識して検討
するように指導する。
• チーム内でどんな課題や要望を解消するかを明確にし、「目的」や「コンセプト」
を決定するよう指導する。

内容

② コンテンツ要件の作成

• 企画立案書の素材となることを意識させる。
• 必要に応じて、補足の資料など追加してよいことを伝える。
• 「解消したい課題」「解消手段」が論理的であることを指導する。
• より具体的なイメージを持つため、利用者の対象人数などを明確にするよう指
導する。
• 導入前や導入後に課題となる点をまとめるよう指導する。
• 備考には参考URLや画像など必要に応じて記載するよう指導する。

項目

③ コンテンツ要件の発表

• プレゼンテーションの際には、誰がどのように発表するか事前にシミュレーションし
ておくようアドバイスする。
• どのように考えたか、グループディスカッションで重視したことも発表させるようにす
る。

STEP４ ハードウェアの検討
1. 指導内容の概要

学習者への課題

学習ステップ

① 美容VRPBL【美容教材開発】
② VRデバイス、コントローラの種類などの参考URL

STEP３コンテンツ要件で作成したコンテンツ要件を基に、必要なハードウェアを調査して、
ハードウェア要件を作成する。

STEP４ ハードウェアの検討

内容

学習者の提示する情報
または情報源

① ハードウェアの要件検討
② 検討結果の資料を発表

項目

学習者が行う作業
•
•

ハードウェア要件

学習者の成果物
講師の役割

3.0時間（1.5時間×2コマ）

上司

所要時間

•
•

STEP1課題の整理、STEP2VR事例調査を充分活用できているかどうか
設定した目的、コンセプトに対して、ターゲットや対象人数などが適切に設定
されているかどうか
VRコンテンツを正確に理解して検討しているかどうか
チームの検討結果が十分に反映されているかどうか
コンテンツ要件の各項目について必要な情報量が記載されているかどうか
コンテンツ要件の各項目の文章について、読み手に伝えようとする姿勢がみ
てとれるかどうか
全体を通して内容の辻褄があっているかどうか
コンテンツ要件は、具体的かつわかりやすい文章が記載されているかどうか
論理的な説明がされているか
説得力があるかどうか

評価の方法・ポイント

STEP３ コンテンツ要件の検討
5. 評価のポイント
成果物
① コンテンツ要件

•
•
•
•
•
•
•
•

STEP４ ハードウェアの検討
2. 指導目標

情報分析力

チーム活動

• 提案する上で明確な理由をの提示ができる。

• インターネット上から自分たちと類似のコンテンツを調査し、必要なハードウェア情報を見つ
けることができる。
• 調査した情報をチームメンバと共有することができる。

• 新たな事実が明らかになった場合や、講師・チームメンバからの本質的なコメントを受けた
場合には、再度検討・見直しを行うなど柔軟に対応することができる。
• 講師やチームメンバからの質問に対し、的を得た回答や助言を行うことができる。
• 自身に足りない知識を補ったり、自分自身の意見を整理して発言できる。

指導目標

企画提案力

• チーム内で意見が対立した場合は、ノートに意見をまとめたり、他の人の意見を聞いてみ
たりして、対立を解消するようチームの橋渡し的な役割を果たすことができる。

コンピテンシー

交渉調整力
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STEP４ ハードウェアの検討
3. 提示する課題
① ハードウェア要件の検討

ハードウェア要件を発表する。

検討結果を整理して、ハードウェア要件を作成する。

STEP3コンテンツ要件の検討をもとに、必要なハードウェ
アを検討する。また必要に応じて調査を実施する。

内容

② ハードウェア要件作成

項目

③ ハードウェア要件を発表

成果物

・ハードウェア要件

STEP3コンテンツ要件に対して適切なハードウェアを選択しているかどうか
体験させたい人数や、場所など実現性を踏まえて必要なハードウェアを選択
しているかどうか
ハードウェア要件の各項目について必要な情報量が記載されているかどうか
ハードウェア要件の各項目の文章について、読み手に伝えようとする姿勢が
みてとれるかどうか
ハードウェアの選択は、明確な選択理由の提示がされているかどうか
全体を通して内容の辻褄があっているかどうか
コンテンツ要件は、具体的かつわかりやすい文章が記載されているかどうか
論理的な説明がされているか
説得力があるかどうか
コンテンツ形式は提示した内容と一致しているかどうか

評価の方法・ポイント

STEP４ ハードウェアの検討
5. 評価のポイント
成果物
① ハードウェア要件
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STEP４ ハードウェアの検討
4. 指導の留意点
① ハードウェア要件の検討

• STEP3コンテンツ要件の検討結果を踏まえて、必要なVRデバイスを検討す
るよう指導する。
• 自分たちだけの検討では足りない場合は、類似例を調査して検討する。
• 調査で思うような情報が見つけられない場合は、美容業界以外でも活用して
いる事例を調査するようアドバイスする。

内容

② ハードウェア要件作成

• 企画立案書の素材となることを意識させる。
• 必要に応じて、補足の資料など追加してよいことを伝える。
• 備考欄には文章だけでなく、参考URLや画像など必要に応じて記載するよう
指導する。

項目

③ ハードウェア要件を発表

• プレゼンテーションの際には、誰がどのように発表するか事前にシミュレーションし
ておくようアドバイスする。
• どのように考えたか、グループディスカッションで重視したことも発表させるようにす
る。

STEP５ 企画提案書の作成
1. 指導内容の概要

学習者の成果物

学習者が行う作業

学習者の提示する情報
または情報源

学習者への課題

学習ステップ

•
•

•

上司
社長

企画提案書

① 企画提案書を策定する。
② プレゼンテーション

① 美容VRPBL【美容教材開発】
② コンテンツ要件
③ ハードウェア要件

STEP3コンテンツ要件の検討、STEP4ハードウェア要件で検討した結果を踏まえて、VR
を利用した美容教材の企画提案書を策定する。

STEP５ 企画提案書の作成

内容

講師の役割

6.0時間（1.5時間×4コマ）

項目

所要時間
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STEP５ 企画提案書の作成
2. 指導目標
チーム活動

• これまでに収集、検討した各情報を基に、企画提案書の各項目の記述に必要な情報を
記載することができる。
• 必要に応じて調査した情報をチームメンバと共有することができる。

• 新たな事実が明らかになった場合や、講師・チームメンバからの本質的なコメントを受けた
場合には、再度検討・見直しを行うなど柔軟に対応することができる。
• 講師やチームメンバからの質問に対し、的を得た回答や助言を行うことができる。

指導目標

情報分析力

•
•
•
•

コンピテンシー

企画提案力

• チーム内で意見が対立した場合は、ノートに意見をまとめたり、他の人の意見を聞いてみ
たりして、対立を解消するようチームの橋渡し的な役割を果たすことができる。

自身の意見や思考を文章化させる力を身に付けることができる。
論理的な思考、厚生、ITスキルを身に着けさせる。
ビジネスの場面での発表における態度、話し方、説明の仕方などを身に着けさせる。
文章だけでなく、絵や写真を使った資料作りができる。

交渉調整力

STEP５ 企画提案書の作成
4. 指導の留意点
内容

① 企画提案書を作成

• STEP3コンテンツ要件、STEP4ハードウェア要件をもとに、課題や解決策を
具体的に伝えらるよう、チーム内で役割分担や時間配分などを相談するよう
指導する。
• 必要に応じて資料の追加をするようアドバイスする。
• ディスカッションの前に、相手の話を聞く姿勢や、円滑な議論を進めるための工
夫の仕方などを指導しておく。
• ディスカッション中には極力介入しないようにしつつも、議論が時間内に結論に
達しない可能性が見受けられた場合には、アドバイスして解決に導く。

項目

② 企画提案書を発表

• プレゼンテーションの際には、誰がどのように発表するか事前にシミュレーションし
ておくようアドバイスする。
• どのように考えたか、グループディスカッションで重視したことも発表させるようにす
る。
• 企画としてのアピールポイントも発表させる。
• 発表の際には、声量や、相手に伝わりやすい言葉を選ぶよう指導する。
• 発表グループ以外のチームは、発表後、質問を１つでもするよう指導する。

STEP５ 企画提案書の作成
3. 提示する課題

成果物

STEP3コンテンツ要件、STEP4ハードウェア要件を基に、 • 企画提案書
企画提案書を作成する。

内容

① 企画提案書を作成

企画提案書を発表する。

項目

② 企画提案書を発表

評価の方法・ポイント

STEP５ 企画提案書の作成
5. 評価のポイント
成果物
① 企画提案書

• これまでに作成した各種シートの結果を踏まえた企画書になっているか。
• これまでに収集・整理した各種情報を基に、企画書の各項目の記述に必
要な分析ができているか。
• 企画書の各項目について、必要十分な情報量が記載されているか。
• 企画書の各項目の文章について、読み手に伝えようとする姿勢が見て取れ
るか。
• 企画書の内容に独創的な内容が含まれているか。
• 企画書の内容に実現性に関する配慮がなされているか。
• チーム以外のメンバーでも要点が理解できるようになっているか
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https://www.mimamori.jp/
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令和 2 年度「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」
Society5.0 等対応カリキュラムの開発・実証
AI 等の最新技術を活用して新たな健康関連ビジネスを創出する人材の育成
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