
管外視察 報告書     
 

 

平成 29 年 7 月 6 日 

日時    平成 29 年 6 月 28 日（水）～30 日（金） 

場所  東京ビッグサイト、湘南ロボケアセンター、藤沢市役所 

担当署 リードエグジビジョン ジャパン(株)、CYBERDYNE 株式会社、藤沢市役所 

担当者 各日 記載 

 

＜視察目的＞ 

日本の AI・人工知能の技術における取り組み、将来展望を調査し、神戸市政に新しい

分野の IT技術等を取り入れるにあたり、有効な施策を考える。 

 

＜概要＞ 

基調講演、セミナーを受講、 

出展されている AI や IT 技術、社会への貢献内容等を見学し、説明を受けた。 

 

日時    平成 29 年 6 月 28 日（水） 

場所  東京ビッグサイト 

 

第１回 AI・人工知能 EXPO 基調講演 

１．人工知能の将来展望：国家政策・企業動向、研究開発戦略 

講師：（前）慶応義塾大学 塾長、（株）日本学術振興会 理事長 安西 祐一郎氏 

 

＜内容＞ 

600兆円経済の実現に向けて。 

日本の IT分野に関する投資は過去 5年で 20兆円。 

2030年のアメリカは、雇用の 47％が自動化されると言われている。 

消える業界と残る業界があり、 

Society5.0に進めるのは簡単ではない。 

理由の一つに、先端 IT人材不足が挙げられる。AI等の技術で進めていきたい。 

 

AI・IT技術普及に大切なのは、社会全般に ITを理解している人が増えていくことであ

る。⇒大学の改革が大切である。 

 

AI、IOT、ブームの原因は単に 2000年代半ばに深層学習が出現したからではなく、コン

ピューターサイエンスの総合的な発展、人材育成の蓄積、およびそれらの資産を活用し

た企業などの戦略によるものである。 
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大事なこと 

どうやって社会に貢献したいのか。 

そのために AIはどう活用（バックアップ）できるのか。 

 

２．人工知能とグランドチャレンジ：RoboCupから Nobel Turing Challenge まで 

講師：(株)ソニーコンピュータサイエンス研究所 代表取締役社長 北野 宏明氏 

 

＜内容＞ 

チェス 将棋 囲碁
1997 2014 2016

人工知能が人間に勝つ

 

 

RoboCup 

2050 年までに完全自立型ヒューマノイドロボットのチームで FIFA ワールドカップチ

ャレンジチームに勝利する。 

    ⇓ 

その研究過程で生み出された科学技術を世界に還元することを目標としている。 

ライト兄弟が空を飛んでから（1903 年）、人間が月に行く（1951 年）まで 60 年。 

完全自立型ヒューマノイドロボットの応用 
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自立分散型ロボット・・・箱詰めするロボットを開発 amazon robotics 

                        Amazon picking challenge 

                        2016 年 RoboCup にてデルフト大学が優勝 

                        

1997 年に開催されたロボットのサッカーゲームでは、ロボットがほとんど動かないと

いうような状況であった。研究が進み、現在ではフィールド全体を見渡すカメラと、ロ

ボットに載せたカメラを使って、ロボットは人間のサッカーを凌ぐ俊敏な動きをするよ

うにまでなった。またロボットの状況判断力もずば抜けている。 

 

囲碁 

3000 年ほどの囲碁は、人間が理解できる「碁」を一生懸命行っていた。人工知能は碁

盤の真ん中がよく見えるため、端から攻めていく人間にとって、見たことのない碁が展

開される。しかも強い。 

 

人工知能にビートルズの音楽を学習させると、音の使い方や特徴を分析しビートルズら

しい曲(ビートルズスタイル）を作曲する。 

 

人工知能は考える道具だけでなく、知識も生み出す道具である。 
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３．最新の人工知能技術とその応用～自動車、ロボット、バイオヘルスケア～ 

講師：(株)Preferred Networks 取締役副社長 岡野原 大輔氏 

 

＜内容＞ 

IOT（Internet of things）＋分散機械学習 

 

人工知能の仕組み 

 ・教師あり：入力（x）から出力（y）へ。y=f（x）を獲得する。 

学習データは正解のペア（x,y） 

 ・教師なし：データの隠れた構造を獲得する。 

       学習データはデータの集合（x） 

 ・強化学習：環境において将来期待報酬を最大化する行動を獲得する。 

       学習データは自分がとった状態とその時の報酬（x,yi） 

これらの行動と結果を結びつける。 

 

ディープラーニング（深層学習）が進み、20～30 本/日の研究論文が発表されている。 

優れている理由 

 ・データをどのように表現するのか（表現学習） 

 ・生モジュールを誤差逆伝播法で学習 

 

誤差逆伝播法（BP：バック・プロパゲーション）は 1986 年、米スタンフォード大学のラ

メルハート教授らが発表した多層階層型ニューラルネットワークの学習方法。入力層へ或

る情報が与えられたら、出力層はそれに対応した或る情報を出力しなければならない場合

の学習方法となる。 
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教師信号と誤差関数 

人工知能の学習（機械学習）は、正解を示す「教師あり学習」、示さない「教師なし学

習」、正解ではないが何らかの報酬等を与える「強化学習」の三つに大別される（強化

学習を教師なし学習とする場合もある）。誤差逆伝播法の学習は教師あり学習で、図は

上から 1,0,1 の入力があった場合、正解は上から 1,1,0 の出力の例となる。ネットワー

クの結合係数は最初はランダムに与えられるので上から 0.3,0.2,0.9 となり、誤差が発

生している。正解を教師信号とし、現在の出力との差の二乗の総和を誤差関数Ｅとして

定義する（必須ではないが慣例的に 1/2 する事が多い）。この誤差関数を小さくし、ゼ

ロになるように結合係数（例えば、中間層 h1 から出力層 o1 までの結合係数を wh1o1

とここでは表現する）を変えていく学習を行なう。 

参考文献：静岡理工科大学情報学部コンピュータシステム学科 

・知能インタラクション研究室    教員名：金久保 正明 

http://www.sist.ac.jp/~kanakubo/research/neuro/backpropagation.html 

 

４．自動運転技術の応用～ロボカーからドローンまで、展開事例と将来像～ 

講師：(株)ZMP 代表取締役社長 谷口 恒氏 

 

＜内容＞ 

 

2008 年から ADAS、自動運転 R＆D 用プラットフォームを開発・販売した。 

 

2013年夏 自動走行タクシー構想の原点 

氏が故郷である兵庫県姫路市香寺町中屋にある JR 西日本 播但線の「香呂駅」に降り

たとき、タクシー会社は廃業し、路線バスも年々廃線されている現状に愕然とした。 

 

wikipediaより抜粋 

http://www.sist.ac.jp/~kanakubo/research/neuro/backpropagation.html
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この地域は車がないと生活できない環境であり、80 歳を過ぎても運転は当たり前だっ

た。したがい、自動車事故は日常茶飯事で、メディアには取り上げられないが、多くの

車は衝撃によるへこみ等散見されていた。 

運転できない人が自動運転を求めていることに気づき、交通弱者を交通楽者にしたいと

の思いで開発に取り組んだ。2015 年 11 月 5 日の官民対話により規制を見直す方針が表

明され、自動運転車は 2020 年の東京五輪で選手村や騎乗がある東京臨海部と成田空港

の間を無人のバスやタクシーが走行できるようにする方針。2017 年までに公道での実

証を可能にすると発表された。（日本経済新聞 2015 年 11 月 6 日掲載） 

 

2014 年から公道実験開始し、2017 年 6 月 15 日、日の丸交通と ZMP で自動走行タク

シーの配車を見据えた配車アプリ開発で提携した。 

 

2013 年 物流支援ロボット構想 

配送業者スタッフが一人でカート２台を押している姿から、ロボット技術で解決できな

いか構想。光ビーコンを追いかける仕組み（かるがもモード）を導入したキャリロを開

発した。 

光ビーコン：光学式車両感知器。道路の真上約 5.5 メートルの高さに設置される。近赤

外線を照射して車両の有無を感知したり、VICS 対応車と双方向通信を行って交通情報

を提供したりする。 

セブンイレブンの倉庫で活用されている。 
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物流支援ロボット「キャリロ」 ZNP 

 

宅配ロボットで全国 700 万人の買い物弱者をサポートする構想はあるが、現在は道路

運送車両法による規制があるため実現にいたらない。海外では歩道を走る宅配ロボット

の実験が始まっている。 

2016.07.07 2017.06.18 2016.03.18
Starship Technologies 中国通販大手・京東 ドミノピザ

ヨーロッパ５都市の大手
宅配業者やスーパー
マーケットと組み、ピザ
の自動配達するテストの

開始を発表。

都市のオフィスビルや住
宅団地のコンビニで配達

を計画。

オーストラリア・クイーン
ズランド州の一部エリア
にてデリバリーの実験を
開始。

 

 Starship Technologies 

参考：https://robotstart.info/2017/03/30/starship-technologies-delivery-robot.html  

6 輪で歩道をゆっくり走り、半径約 5キロまでの範囲への配達が可能 
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参考：中国の通販大手、世界初の無人配達車で配送を実現―中国 

http://www.recordchina.co.jp/b181693-s12-c30-p0.html 

無人配達車は配達ステーションで商品を載せた後に、目的地の場所に応じて最も短いコ

ースを探したり、渋滞道路を避けるなどして最適な走行コースを選ぶことができる。走

行中、人やペットや車両などを避けて走行することができ、また信号を識別して運転す

ることができる。 自動運転して目的地に到着した後、京東の無人配達車は「京東商城」

のアプリや携帯メールなどを通して消費者に知らせる。消費者は引き取りコードを無人

車に入力して倉庫を開き、自分の小包を受け取る。 

 

日時    平成 29年 6月 29日（木） 

場所  湘南ロボケアセンター 

担当署 CYBERDYNE  湘南ロボケアセンター(株) 

担当者 営業統括部 部長 川﨑 大氏 

 

＜視察目的＞ 

国家戦略都市としての、ロボット・自動走行等における取り組みについて 

 

＜内容＞ 

湘南ロボケアセンターは、ロボットスーツ HALを用いた運動機能トレーニングの実運用

の場として 2014年に誕生した。「さがみロボット産業特区」を象徴する拠点として、ま

た、先進の医療福祉機器開発を産学連携で推進する拠点として、国内外から注目を集め

ている。全国から視察を受け入れ、最近では海外からの視察も多い。（中国、ハワイ大

学）また IT関連のメーカーさんの展示場としての役割も担っている。 

ロボットスーツ HALは、筑波大学大学院の山海教授が最先端テクノロジーを駆使して研

究開発した世界初のサイボーグ型ロボット。装着する人の立ちたい、歩きたいという「意

思」を感知して、その動作をアシストする。
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参考：湘南ロボケアセンターホームページより抜粋 

http://www.robocare.jp/shonan/subpage/%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%BC%E

3%83%84hal%E3%81%A8%E3%81%AF/ 

 

神奈川県の８市は国際戦略特区「さがみロボット産業特区」であり、生活支援ロボット

の実用化・普及を進めている。 

対象地域：相模原市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・厚木市・大和市・伊勢原市 

海老名市・座間市・綾瀬市・寒川町・愛川町 

 

世界でドイツのみ HALが労災保険の適用になっているため、医療分野に進出している。

日本は法整備が整っていないため、生活支援のフィットネス扱いになる。そのため、湘

南ロボケアセンターの４階に「HALFIT」というフィットネス設備を作り、リハビリを兼

ねたトレーニングを行っている。特区なので藤沢市民は助成金が適用される。 

辻堂駅まえは駅前開発が計画されていて、芝生化された広場やオープンデッキ、拡張さ

れた歩道など整備されていた。近隣には病院もあり医療設備も整っているので、辻堂駅

一帯を「ロボットタウン」にする構想もあるとのことだった。 

湘南ロボケアセンターの２階には保育所や学童があり、4階の共用テラスで子供たちが
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遊んでいるので、可動式リハビリマシンでテラスに移動しリハビリをすることもある。

屋外で子供たちのいる空間にいると、気分も晴れて精神的にも良い効果があるとのこと

だった。 

３階の展示場には、４階のフィットネスで評判の良かったものを置いている。IT・GPS

機能を備えたお買い物カートは、坂道の上りは電動アシストが自動的に働き楽に登るこ

とができる。また下り坂にさしかかると自動的にストッパーがかかり、自走を防いでく

れる。そのため自分の体重をかけながらゆっくり下ることができ安全である。GPS機能

が備わっているので、どこにいるのか家族が確認することができる。 

 

日時    平成 29年 6月 30日（金） 

場所  東京ビッグサイト 

 

１. Microsoft の AI ビジョンと最新動向～「みんなの AI」が実現する世界～ 

講師：日本マイクロソフト(株)執行役員 最高技術責任者 榊原 彰氏 

 

＜内容＞ 

 

「AIの民主化」 誰もが、AIをより身近に、よりリーズナブルなコストで恩恵を受け

られるような社会が必要である。 

 

AIは、 

１、 人の生産性を向上させるためのパーソナルアシスタント 

２、 会話を理解して反応する。 

３、 APIとして提供する。 

４、 統計系の機械学習 

５、 深層学習のフレーマー 

 

AIは、人の能力を補完するものであり、「代替」より「能力拡張」するものである。 

パートナーシップ on AIというコミュニケーションを作っている。 

AI技術の普及にあたり、ベストプラックティスの教養や認識について、社会貢献して

いきましょう。 

イノベーションを阻むパテント・トロールへの対応は、特許についてクレームが来たら

一緒に戦いますというスタンス。 
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１、 エージェント 

「声の時代」 

 アマゾンエコー 

 エコーに頼むと、音楽をダウンロードしてくれたり商品を注文してくれる。 

 Google home 

  Line wave 

  Apple Itomepia 

  Cortana(Microsoft) 

    →約５億のデバイスがある。 

  130億以上の質問に回答。  アルゴリズムで学習 

  100以上のアプリケーションをもっている。 

（経理生精算を音声でやってくれるアプリもある） 

  毎月 1億 4500万人のアクティブユーザー 

 

 Cortana＋Harman Kardon Speaker 

    スピーカーに向かって会議ができる。（スカイプが内蔵されているから） 

  ルノー日産と提携。運転中に Cortanaに指示してルートの確認やスケジュールの確

認が可能。 

女子高生人工知能アプリ「りんな」→チャットボット 

 500万人以上のユーザーが登録している。話しかけると女子高生の口調で返事が返っ

てくる、お仕事には役に立たないが、画像認識機能があるので今日の服装を写真で送る

とチェックしてくれる。 

 

AIと人間は感情を共有できるのか。大阪大学で研究中。 
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２、 アプリケーション 

マクドナルドの例 

・ドライブスルーに音声認識の機能を付けた。 

従来は、マイクで注文→中の店員さんが注文を書いて厨房に渡す→反対側に回っ

て車に渡す。聞き間違えや書き間違え等により、クレームが多かった。 

⇓ 
マイクロソフトは 29種類の APIを提供し、音声認識により会話終了後には注文票

と伝票ができているので、時間短縮、確実、レジ打ちの必要性がなくなった。 
 

コールセンターの例 

「ずっとつながらなかった」という言葉から怒りの感情を読み取り、「お待たせし

まして申し訳ございません」と、人の感情を読み取って適した返答をする。 

誤認識率 

2015年 人間 5.9（100枚見せたら約 6枚間違える） 

     AI    3.6（100枚見せたら約 4枚間違える）2014年は 6.7 

 

３、 サービス 

パーキンソン病を発症したデンマークのイラストレーター。 

手の震えにより、自分の名前もイラストも描けない状態だった。 

エンジニアの熱意により、手の震えを最小化する装置（腕時計ほどの大きさ）を

開発。センサーで腕の震えを認識し、字や絵が描けるようになる。 

 

 

２．IBM Watsonの現在～実用化への取り組みと最新活用事例の紹介～ 

講師：日本アイ・ビー・エム(株) ワトソン事業部 プラットフォームセールス部長 

宮坂 真弓氏 

 

＜内容＞ 

｛明日から変えるワトソン｝ 

 

AIは、Augmented Intelligence(支援する。人の生活を支えるものである) 

現在 40社 

ネット接続できるデバイスは、2017年時点で 84億台、今後は 86億台になり、また世

界中で 10憶人がワトソンユーザーになると予測されている。 
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ロハコ ワトソンが答えている。
ネスレチャット アシスタント

ヤフー知恵袋
1億6000万人の件の質
問、4億件の回答。  

世界 45か国、20業種以上で IBMワトソンが導入されている。 

API：プログラムする部品のようなもの。 

ヘルスケア、金融、セキュリティー等、ソリューション（問題解決）となって存在して

いる。 

 

ワトソンプラットフォーム提供のサービスは４つある。 

言語系・画像系・音声系・分析系 

 

導入事例 

・みずほ銀行 

コグニティブシステムを導入。 

従来は、コールセンターにかかってきた様々な質問に対し、都度オペレーターがマニュ

アルを見ながら応対していたため、顧客一人当たりにかかる案内業務の時間は非常に時

間を要していた。コグニティブシステムを導入後、音声認識システムによりオペレータ

ーが応対中に、マニュアル部分が自動的にコンピューターの画面上に表示されるため、

即答が可能になった。オペレーターがワトソンに教え込むことで正答率が上がっていっ

た。 

 

効果 

① 通話時間の短縮⇒お客様の満足度向上 

② オペレーターのサポートを通じて、オペレーター育成時間の短縮 

利便性の向上と、高品質なサービスの提供が可能になった。 

 

・ソフトバンク 

新卒採用に導入。 

従来は、面接に携わる社員がエントリーシートを全て読み込んでいた。（679時間） 

評価基準に統一性がなかった。 

導入後、全てのエントリーシートをワトソンに読み込ませ、今年のエントリーシートを

読ませて合格基準に満たない書類を削除した。 

 



管外視察 報告書     
 

 

効果 

① 採用に要していた時間の 75％削減。679時間⇒170時間 

② 評価基準の統一 

 

・H＆Rブロック 米国最大手税務サービス企業 

税務申告サービスにワトソンを導入。 

確定申告に要する時間の大幅短縮が可能になった。 

 

ワトソンとは、専門家の知見と、業界知識を学習するものである。 

 

３．ハウステンボスが世界最高の“未来のテーマパーク”になる理由 

          ～ロボット、VR/AR、AI が導く進化～ 

講師：ハウステンボス㈱ 取締役 CTO/㈱hapi-robo ST代表取締役社長 富田 直美氏 

 

＜内容＞ 

ロボットが接客・調理をする「変なホテル/レストラン」、世界中のロボットを集める「ロ

ボットの館」、日本最大級のヴァーチャル体験が可能な「VRの館」など、ハウステンボ

スは先端技術をいち早くどん欲に取り入れ続けている。 

 

ハウステンボスは前身のオランダ村が規模拡大をする時期に、長崎県から現在の場所を

勧められた。工場誘致の土地で 10年間使用されていなかったため、ヘドロだらけにな

っていた。長崎の恥になるのを解決すべく買い取られ、ヘドロだらけの土地一帯を浄化

するための多額の借金を背負い、ハウステンボスが誕生した。しかしながら収益がなか

なか上がらず、借金ばかりが膨らみ、破綻しかけた頃に現在の澤田社長が経営に携わり、

斬新な手法で V字回復した。現在は黒字。 

 

現在のハウステンボスは、ロボットの王国として展開している。 

私有地のため様々な実証実験ができ、IT関連のベンチャー企業から新技術のロボット

が持ち込まれる。セグウェイは道路交通法で規制があるため公道では使用できないが、

私有地のハウステンボス内では活用されている。 

 

変なホテル開業（2015年 7月） 

ギネス認定「世界で初めてロボットがマネージするホテル」 

世の中には完全なものなどなく、常に変化し続けるものである。変なホテルでは１年で

10種類 100台のロボットが増えた。 

開業当初の 30名の従業員は、現在 6名。人件費削減にも寄与している。 
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フロントでは４か国語対応でき、顧客満足にも寄与している。 

 

アナログ：切れ目がなくてスムーズ 

デジタル：迷いがなくてスムーズ 

    ⇓ 
テクノロジー：切れ目と迷いがなくてスムーズ 

 

 

４．世界最高峰の空間表現―モーメントファクトリーが日本上陸！ 

人々を結び付ける“マルチメディアエンターテイメント”の創り方 

講師：Moment Factory Tokyo Office Director  Marc-Andre Baril 

 

<内容> 

ビデオ、照明、建築、音響、特殊効果を組み合わせて体験型アートを創造するマルチメ

ディア・エンターテイメント・スタジオ、モーメントファクトリー。2001年の創設以

来、シルク・ド・ソレイユ、マドンナ、ミューズ、ソニー、ロサンゼルス国際空港など、

名だたるクライアントと世界中で 400以上のショートイベントを創ってきた。近年では、

日本初のプロジェクトとなる「食神さまの不思議なレストラン」展を開催した。 

 

何を人々は求めているのか 

 

モントリオール JACQUES CARTIER BRIDGE イルミネーション 

橋と人との繋がりを、より高次なものにするため、様々なテクノロジーを橋に搭載し 

た。色を使用して季節を表し、一年かけてゆっくり色を変えていく。 
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＜所感＞ 

AIは人からお仕事を奪うのではなく、補完・支援といったかたちでより生活しやすい

ように支えてくれる存在だと感じた。特に高齢者の免許返還に伴い、自動車がないと生

活できない地域では、自動走行タクシーや宅配ロボットの存在は重要になるだろう。 

神戸市は山と海が近く、坂道が多いわりに南北の交通網が発達していない。またスーパ

ーが近くにない地域では、運搬を補助してくれる宅配ロボットがあれば課題解決に近づ

くだろう。 

湘南ロボケアセンターでの、生活支援のための AIは、今の高齢福祉問題解決に大きく

寄与する可能性があると感じた。筋肉の動きを AIで補助することで脳細胞を刺激し復

活させていくサポートは、これまで車椅子等、援助を要していた方たちが自分で好きな

ように生活していくことを可能にしていく。まさに健康寿命を伸ばしていくのではない

だろうか。40種類以上のプログラムが入った TANOプログラムは、「脳トレ」「運動」「発

声」「ツール」の４つのジャンルに分かれ、どのプログラムも簡単操作で目的に合わせ

て気軽に楽しめるリハビリテーショントレーニングツールである。高齢者の未病対策に

活用できるレクリエーションシステムであり、臨床実験でも効果が実証されている。 

 

公募型「ロボット実証実験支援事業」重点プロジェクト 平成 27年度レポート 

file:///C:/Users/PCUser/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/B4IPCY6I/828439.pdf 

検証結果グラフ ロボット実証実験支援事業」より抜粋 

 

２年ほど前にカジノデイケア事業が一部で流行したが、TANOであれば様々な機能を刺

激し、エンターテイメント性も備えたリハビリが行える。神戸市内の図書館や体育館、

トレーニング施設等に設置すれば、日常の中で市民が楽しみながら健康増進に参加でき

るのではないだろうか。内蔵プログラムには観光案内等その地域に合わせたコンテンツ

を追加可能なので、ひとつのデバイスで様々な使用方法ができる。 

神戸市内には京コンピューターや神戸医療産業都市等、素晴らしい環境があるので、常

に新しい技術に着目し、IT技術をさらに活用し、健康で文化的な生活を誰もが送るこ

とができるような街創りをさらに進めてほしい。               以上 
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