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ソフトバンク最新技術
～ 情報革命で人々を幸せに ～
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ソフトバンク最新技術の紹介

農業IoT/畜産IoT
ヘルスケア
オフィス環境

IoT

AIロボット

MaaS

人流データ
 （ビッグデータ）

人工知能（AI）
センチメートル級
位置測位

位置測位サービス
「ichimill」

自動運転
国内外 グループ企業

1,552社
（2018年3月時点）

高速/大容量 /低遅延
2020年3月
5Gサービス開始

5G

MONET
コンソーシアム 569社
（2020/6/8時点）

ドローンサービス
「SoraSolution」

インフラ点検
農地監視

Pepper

クラウド

通信分野だけでなく幅広い分野の最新技術で課題解決をサポート

旧社名  SBドライブ㈱

混雑予測、画像判定

観光/防災/まちづくり

デジタルトランス
　フォーメーション（ DX）

教育ロボット、掃除ロボット

On-Campus only



人工知能（AI）の概要
～ AIは人類の敵か味方か ～
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AIは人類の敵か味方か ～①職場へのAI導入賛否～

総務省（H28情報通信白書）
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc143320.html

自分の職場への人工知能（AI）導入についての賛否

総務省H28 情報通信白書

総務省の分析
　日本 ☞ 細かく厳しい査定が下される可能性があり、疎ましい存在として敬遠する傾向
　米国 ☞ 能力・実力主義が浸透しキャリアアップから取り残される不安と隣り合わせで不安を増長

肯定的 否定的
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AIは人類の敵か味方か ～②AIに対するイメージ～

消費者庁 第1回消費者意識調査
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/assets/consumer_policy_cms101_20316_03.pdf

第1回消費者意識調査結果（AIに対するイメージについて）

内閣府 消費者庁 R2調査 

AIで生活が便利になることへの期待が膨らむ反面、うまくコントロールできるか 不安も抱いている
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AIの歴史と第1次AIブーム

AIの歴史（成長期と衰退期）

引用元：松尾豊「人工知能は人間を超えるのか　ディープラーニングの先にあるもの」

「ブームの時代」と「冬の時代」

1956年に米東部ダートマスで開催された会議で初めて
人工知能（Artificial Intelligence）という言葉が登場

10人の研究者が集まり「学習・知能」の機能を解明し
それを機械がシミュレートできる基礎研究を進める

AI

出典：https://kenyu-life.com/2019/02/19/tansaku_suiron/

第1次AIブーム（1960年代）

冬の時代

いくつものパターンを探る 「推論・探索」
　　推論：人間の思考過程を記号で表現する試み
　　探索：解き方のパターンを場合分け→答えを探す

＜現代において使われている事例＞
・ボードゲーム（チェス、将棋、囲碁）のAI搭載
・目的地までのナビ・乗り換え案内

トイ・プロブレムしか解けない 
（＝現実的な問題が解けない）
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第2次AIブームと第3次AIブーム

　

　　　　

第2次AIブーム（1980-90年代） 第3次AIブーム（2010年代）

（例）Mycin（Stanford Univ.）
　　　→伝染性の血液疾患を診断し抗生物質を推奨
　診断のための対話（500個のルール）
　（例）defrule 52
　　　Q1：培地はどこ？　　 A1：血液
　　　Q2：グラム染色は？　 A2：ネガティブ
　　　Q3：細菌の形は？　　 A3：棒状
　　　Q4：患者の痛みは？　 A4：ひどい
　　☞細菌は緑膿菌と判定する

　Mycinの診断結果の正解は 65％
　（非専門医よりは良かったが、専門医 80％には劣る）

冬の時代

人間の脳を模した「ディープラーニング」
コンピューター：性能向上で高速演算が可能

インターネット：学習データの入手が容易　

2012年 Tronto Univ.がErr率約15％
ディープラーニングで圧倒的勝利
(従来手法の他チームと比べ約 10％の差)

2015年 MicrosoftがErr率3.5％
（人間の目の精度約 4％を初めて超えた）

いまココ

ILSVRC ※ImageNet large scale visual recognition challenge  (2010-2017)

 画像認識・画像分類の技術を定量的に測るコンテスト
　
（例）2017年
　（1）Object localization for 1000 categories.
　　　（画像内で物体がどこにあるのかを推測する）
　（2）Object detection for 200 fully labeled categories.
　　　（画像内で指定された 200カテゴリーの物体を検出する）
　（3）Object detection from video for 30 fully labeled categories.
　　　（動画内で指定された 20カテゴリーの物体を検出する）

知識の詰め込み「エキスパートシステム」
　　専門家のように膨大な知識で問題解決にあたる

cycプロジェクト（1984～）
　　 一般常識をデータベース化し人間と同等の
　　 推論システムの構築を目指す ☞ まだ終わらない

膨大な知識を管理するには限界
AI利用の拡大に繋がる
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AIの分類

Level-4 深層学習（Deep learning）

Level-3 機械学習（Machine learing）

Level-2 ルールベース

規定のルールに従い 実行
（AI搭載家電など）

Level-1 単純制御

機械学習
（Machine learning）

人工知能
（Artificial Intelligence）

予め用意されたルールに基づき学習・推論 し
自ら考えて実行する（自動お掃除 Robotなど）

人間が予めルールを規定しなくても、コンピューターが
自ら大量データを分析（ 学習の着眼点は人間が設計 ）　

学習の着眼点を人間が設計せずとも コンピューターが自分で
着眼点や特徴量を見つけ出し 予測や実行を行う　

深層学習
（Deep learning）

・人間の思考プロセスに似た形 で動作するプログラム
・人間が知的と感じる 情報処理や技術

・人間の学習に相当する仕組みを
　コンピューター等で実現するもの
・人間が設計した着眼点に基づき
　パターンやルールを発見 し、
　それをもとに識別や予測を行う

・ニューラルネットワークを用いて
　パターンやルールを 自ら発見し
　識別や予測を行なう

1950～1980年代

1980～2010年代

2010年代～

AIの三大分類 AIの4レベル

「AI」はいくつかに分類される（三大分類 / 4レベル）

1

2

3

4

人工知能

機械学習

深層学習
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ニューラルネットワークとは（ディープラーニング基礎）

脳神経系のニューロンを模したイメージ
Neural Network Playground

TELESCOPE Magazine
https://www.tel.co.jp/museum/magazine/communication/160229_report01_02/03.html

脳神経系のニューロンを模したアルゴリズム
1954年に提唱されてから本格研究開始

（１）単純パーセプトロン
（２）多層パーセプトロン
　　（ディープニューラルネットワーク）

京都大学 「運動学習の新メカニズム解明に成功」より
https://www.kyoto-u.ac.jp/static/ja/news_data/h/h1/news6/2013_1/131023_1.htm

東洋大学
https://www.toyo.ac.jp/link-toyo/life/synapticplasticity/

ニューラルネットワークは「人間の脳」を電気的に置き換えたもの

ニューロン
モデル化

多層パーセプトロン モデル

単純パーセプトロン

http://playground.tensorflow.org/#activation=tanh&batchSize=10&dataset=circle&regDataset=reg-plane&learningRate=0.03&regularizationRate=0&noise=0&networkShape=4,2&seed=0.77284&showTestData=false&discretize=false&percTrainData=50&x=true&y=true&xTimesY=false&xSquared=false&ySquared=false&cosX=false&sinX=false&cosY=false&sinY=false&collectStats=false&problem=classification&initZero=false&hideText=false
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ディープラーニングができることの一例

膨大なデータとそれを処理するCPU/GPUの性能向上 ☞ AI性能の精度向上

需要予測（重回帰分析） 画像分類 画像解析 音声解析

その他できる解析

「ディープラーニング（深層学習）」が注目されている

例：来場者数を予測する 例：犬か猫を判定

例：対象物を判定 例：音声の文字起こし

　　人間の脳機能（神経細胞のニューロンが多層型に繋がる）の特性に類似した学習手法
　    パターンやルールの発見、特徴量設定、学習をコンピューターが自動的に行う

今回紹介 今回紹介



支笏湖AIプロジェクト
～AIを活用した観光の活性化～
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最新技術の人工知能（AI）を活用し効率的/効果的に千歳の観光をPR

人工知能（AI）を活用した支笏湖観光促進案（例）

観光

On-Campus only

支笏湖温泉街入り込み予測 支笏湖面の鏡面発生検知

過去駐車場の入り込みデータと
気象データから今後の来客数を予測

鏡面になる自然現象を見逃さない
AIによるSNS自動投稿で自然美をPR

観光客回帰を見据え先端技術を取り入れた新しい観光の在り方が必要
（人口減少・労働力不足が見えている将来に対して 持続可能な観光実現に備える）

重回帰分析 画像分類



重回帰分析例
～支笏湖温泉エリアの入場者予測～
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支笏湖温泉エリア流動人口のAI予測方法（概要）

駐車場利用データ
（環境省ビジターセンター提供）

☑車両台数と入場者数の仮定
　二輪車（定員2名）
　乗用車（定員4名）
　マイクロバス（定員26名）
　大型バス（定員40名）

乗車率
   0.5

※12月～3月はバス台数のみデータ有り

AI予測に必要な予測因子（変数:パラメーター）は予測精度に重要収集

支笏湖観光データのAI予測で利用した変数

☑気象データ
　平均気温、天気、降水量
　日照時間、風速など

☑カレンダー
　月・日・曜日、祝日
　イベント日、学校の休暇など

☑地区
　支笏湖、札幌、千歳、苫小牧　

「学習➡予測➡評価」を試行錯誤しながら最適な「学習モデル」を創り上げる

予測手順
例えると 本番試験模擬試験受験勉強過去問

気象データ
駐車場データ

学習モデル生成
（傾向と対策）

学習モデル検証
（答え合わせ）

AI予測（本番）

（3年分） （3年分）
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ディープラーニング学習の模式図（重回帰分析）

「予測したいデータ」と「過去データ」の 誤差が小さくなるよう重み wを調整 ☞ 膨大な計算量

入力層説明変数
（原因となる変数）

目的変数
（予測したい値）

出力層隠れ層（中間層）

気温℃
（●月●日）

日照量
（●月●日）

降雨量
（●月●日）

曜　日
（●月●日）

w1

重み調整
（=各線の太さ変更）

w2

w3

w4

w5

学習データ
（過去データ）

入場者予測

x（人）

過去実績

y（人）

誤差：y-x

重みw（=線の太さ）

≠

・
・
・

イベント
（●月●日）

誤差逆伝播法（Back Propagation）
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支笏湖温泉エリアの流動人口の可視化①【観光】

「気象データ（平均気温）」と「支笏湖温泉エリア入場者数」の相関特性

☑駐車場利用データ：
【学習データ】2017/4/1～2020/3/31
【AI予測値】2020/4/1～8/27

☑AI学習に利用した予測因子
　①時系列系
　　⇒曜日/休日/イベント/学校長期休暇
　②気象データ系
　　⇒平均気温/降水量/日照時間
　　⇒天気（天気をScoreing）
　※相関性がある要素は予測因子
       として有効な場合が多い

駐車場利用データ：環境省  支笏湖ビジターセンター提供

気温0.0～5.0℃
 ①3～4月
 ②10月中～1月

実績データ（学習データ）

AI予測データ

事例4

平均気温と入場者数の間には
一定の相関性がある

1℃上昇する毎に約40名の
入場者数増が見込まれる

AI予測でも特性を捉えている
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来場者数の予測 ⇒ 「予測因子」と「データ量」が予測精度のカギ

駐車場利用データ：環境省  支笏湖ビジターセンター提供

☑駐車場利用データ：
【学習データ】2017/4/1～2020/3/31
【AI予測値】2020/4/1～8/27

☑AI学習に利用した予測因子
　前頁と同じ条件

☑AI予測結果の特徴
　・過去3年分データの傾向と類似
　（4月から8月にかけて上昇傾向）

　・過去GW期間中の急上昇傾向も
　　AI予測では反映されている

事例5

支笏湖温泉エリアの流動人口の可視化②【観光】

AI予測でも特性を捉えている

遠い将来のAI予測は気象データが
不確定のため予測精度は厳しいが
直近1週間程度の気象予報で予測
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予測データを活用することによる効果（例）

フードロス削減
売上機会損失防止

スタッフ配置の最適化

来客予測ができれば、
・飲食店におけるフードロス防止
・食材不足による機会損失防止

利益率の改善

来客予測ができれば、
・人員確保の計画を立てやすい
・スタッフの効率的なシフト編成

人手不足の解消

「地場産業活性化」や「社会的課題の解決（SDGs）」の可能性効果

SDGs

自治体･企業に求められる社会的責任

08：働きがいも経済成長も
12：つくる責任つかう責任



画像分類例
～支笏湖鏡面の発生判定～
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実現したいイメージ（支笏湖の魅力アピール）

支笏湖の魅力を
全世界へ発信

支笏湖温泉
監視カメラ

SNSへ自動発信 観光客が支笏湖の魅力を発信
（SNS映えシーンは大きなチャンス）

画像データ

インターネット自然研究所
https://www.sizenken.biodic.go.jp/view_new.php?no=89

観光客支笏湖

AI自動判定
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学習モデルの作成

鏡面（mirror）画像 150枚 非鏡面（non）画像 300枚

･･･

･･･

【課題】支笏湖だけでは鏡面画像が不足（学習に十分な量の教師データが揃わない）
【対策】世界各地の鏡面画像も学習に加えた（データを確保するため世界各地の鏡面画像を入手）

AIに学習させるためのデータ収集が重要（AI判定精度に大きな影響を与える）

学習データが不足する際の一般的な対処法
  ①拡大・縮小・回転等で増やす、②転移学習（他モデルやデータセット活用）

休暇村支笏湖モラップキャンプ場カメラ（インターネット自然研究所）
https://www.sizenken.biodic.go.jp/view_new.php?no=89
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ディープラーニング学習の模式図（画像分類）

画像1枚を縦横pixel毎に分割し各画素の情報を調べる  ☞ 画像のどの辺に特徴があるか見えてくる

入力層画像データ
（pixel毎に分割）

label判定
（分類結果）

出力層隠れ層（中間層）

画像1_pixel1

画像1_pixel2

画像1_pixel3

画像1_pixel4

w1

重み調整
（=各線の太さ変更）

w2

w3

w4

w5

label判定

mirror

重みw（=線の太さ）

・
・
・

画像1_pixel5

label誤り

誤差逆伝播法（Back Propagation）

X pixel

Y pixel

mirror確率
0.99

non確率
0.01

mirrorで励起する
ニューロン

nonで励起する
ニューロン

mirror画像1
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テスト画像

テスト画像 20枚

学習データとは別のテスト用画像を準備（学習では使用しない）
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ディープラーニングの威力

正解率95％
（正解：19枚、不正解（微妙）：1枚）

学習データとは別のテスト用画像を準備（学習では使用しない）

（No7）Shikotsu-test-non+mirror-20190411-004.jpg

non

mirror

部分鏡面の場合、判定が微妙
（面積比で言えばmirrorと判定してほしかった）

　☞部分鏡面は学習データ少ないため止む無し
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ディープラーニングの威力

皆さんは、以下の画像はどちらだと思いますか？（鏡面？非鏡面？）
（No2）Shikotsu-test-non+mirror-20190220-011.jpg

2019/2/20 11:00 答え：非鏡面（non）

non non

2019/2/20 10:00 2019/2/20 12:00

ディープラーニングは 「人間の目（画像判定）」を上回るレベル にまで到達してきている
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既設監視カメラを活用した湖面判定（Slack通知）
2021/5/12 AM6:00non→AM7:00mirror 2021/5/12 AM7:00mirror→AM8:00non
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実証実験期間中のAI判定の正誤（5/13～5/27_15日間）

再現率：89％（17/19）
（Recall）mirrorを正しく検知できた割合

正解率：98％（237/240）
（Binary Accuracy）mirror/nonを正しく判定できた割合　

AI判定結果と実際の湖面画像との比較結果（枠内はLabel結果、〇✖記号は正誤）
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AIを活用したサービス案（ジャストアイデア）

支笏湖温泉
監視カメラ

SNSへ自動発信

観光客や市民が
支笏湖の魅力を

SNSで世界へ発信

画像データ

支笏湖

AI自動判定

鏡面発生中!!
（mirror）

「鏡面割！」〇％Off！
飲食店 おみやげ・売店 駐車場

好循環
ループ

12

3

4

5

6

鏡面が見られるし
割引も得られる
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現代社会で活用されるAIと将来の展望

既に現代社会に浸透しているAI（例） AIで世界が変わる

　　　　

　

　　　　

（参考）これからのディープラーニングビジネス　南野充則 /著　エムディエヌコーポレーション

負担軽減 嗜好特化

物流変化

画像認識の
技術が人を
補助する

（例）
　点検作業や
　監視業務の
　自動化

自動運転や荷物配送の効率化

Internetの
利用履歴を
基に広告

（例）
　Amazon購入
　おすすめ

（例）自動運転車の開発・販売
　　　大手陸運による最適配送ルート

ディープラーニング導入が進む分野？！

建設分野
・インフラ点検（画像診断）
・不具合発見したら自ら補修作業
・建設機械が自動で建設？！

医療/創薬分野
・手術支援→簡単な切除や縫合
・ゲノム解析→開発期間の短縮
・難しい薬剤調合を支援

エネルギー分野
・埋蔵資源の探索/採掘
・効率的なエネルギー利用支援

介護分野
・食事や健康管理をサポート
・自ら考えて動く介助ロボット
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AI / IoT / DXに関するご相談受付

【送付先アドレス】
   nobuhiro.okuno@g.softbank.co.jp

【メール件名】
　【問い合わせ】 AI/IoT/DXに関する問い合わせ（ 2021#3タウントーク）

※以下のQRコードからアクセスすると
　宛先とメール件名は自動でセットされます

AI / IoT Digital 
Transformation

お気軽にご相談ください　☞

AI / IoT / DXに関すること

mailto:nobuhiro.okuno@softbank.co.jp
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