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三谷 大暁

株式会社 VOST 最高技術責任者。１９８４年鳥取県倉吉市生まれ。
横浜国立大学出身。 3D CAD/CAM ソフトウェアの運用や IoT を通じ
た製造業向けの「設計から製造」までの効率化から、AI ・機械学習
を用いた経営問題の解決など、幅広い業種へ多数のコンサルティン
グの経験を持つ。株式会社 VOST の立ち上げメンバーで、最新の技
術を複合的に融合し、わかりやすく伝えることをモットーに活動し
ている。
https://vost.co.jp/



Company Profile 会社概要

商号 株式会社VOST

設立 平成27年3月

資本金 10,000,000円

代表者 別所 智広

従業員数 30名

所在地 本社

〒135-0064 東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル東棟14階

セミナーセンター

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-24-3 VORT内神田ビル6F

ビズロードサポートセンター

〒955-0844 新潟県三条市桜木町12-38 

主要取引銀行 みずほ銀行 新橋支店

無断転載・転用禁止



VOSTの目指す テクニカルジェネラリスト

基本技術

一つの技術に特化したスペシャリス

トではなく、時代の目覚ましい変化

に柔軟に対応できる多様な技術を身

につけたジェネラリスト、「テクニ

カルジェネラリスト（高次多能技術

者）」の育成を支援しています。

企業が持つコアテクノロジー

これからの時代に求められるスキルは、最新技術をいち早くキャッチアップし、既に身

につけている技術に複数の最先端の技術を融合できるスキルであると考えています。

このスキルを持っている技術者を、テクニカルジェネラリスト（高次多能技術者）と呼

んでいます。

無断転載・転用禁止



テクニカルジェネラリスト育成のためのトレーニングプログラム(一部)

テクニカルジェネラリストを育成するため、VOSTでは様々なトレーニングプログラムを用意しています。

ビジネス向けAIセミナー

ビジネス向けIoTセミナー土木・建築向けCADセミナー

AIエンジニア育成セミナー

E資格対策短期集中講座 DX完全攻略ハンズオンセミナー

製造業向け各種CADセミナー 製造業向けCAM・CNCセミナー

ジェネレーティブデザインセミナー

チャットボットセミナー 強化学習セミナー

G検定対策講座

AIトレーニングプログラム

無断転載・転用禁止



本日のテーマ

AI



さっそく聞かせてください！
AIってなんですか？



オススメは
これです！不審者発見！Hi!

売上予測

AI AI

AI

AI

AI = 人工知能の定義

人工的にコンピュータ上などで人間と同様の知能を実現したもの

無断転載・転用禁止



AIにもいくつかの種類があるんですか？



分野別AIの性能レベル

すべてのAIが万能なわけではなく、分野ごとでレベルは様々。

出典：日経コンピュータ2016年4月28日号

無断転載・転用禁止



人工知能と機械学習とディープラーニング

AI（人工知能）

・SVM ・k近傍法 ・決定木

・PCA ・ランダムフォレスト

・ロジスティック回帰

・k-means ・ベイジアンネットワーク

・Q学習 ・DQN

強いAI 弱いAI

機械学習
NN
DNN

CNN

RNN

ディープラーニング

無断転載・転用禁止



AIがよく画像から人や動物を
見分けたりしてますが、

あれはどういう仕組みなんでしょうか？



従来の機械学習

クレジットカード会社のAI クレジットカードの発行可/不可を予測

入力データ ラベル

無断転載・転用禁止



ディープラーニング

画像の特徴量自体を学習できる。

音声や言語など、活用の幅が広がっている。

畳み込み

畳み込み

プーリング

全結合

プーリング

無断転載・転用禁止



畳み込みニューラルネットワークとは？

画像認識に特化したDeep Learningの1つです。

Convolutional Neural Networkを略してCNNとも呼ばれます。

基本的には、「畳み込み層」＆「プーリング層」の組み合わせを複数回繰り返したあと、

最後に全結合層を繰り返して出力します。

畳み込み層 プーリング層 畳み込み層 プーリング層 全結合層

■畳み込み層：エッジなどの特徴を抽出する層

■プーリング層：画像サイズを小さくする層

無断転載・転用禁止



AIは何を基準にして、
良い悪いを判断しているのでしょうか？



教師データって何でしょうか？



畳み込みニューラルネットワークとは？

画像認識に特化したDeep Learningの1つです。

Convolutional Neural Networkを略してCNNとも呼ばれます。

基本的には、「畳み込み層」＆「プーリング層」の組み合わせを複数回繰り返したあと、

最後に全結合層を繰り返して出力します。

畳み込み層 プーリング層 畳み込み層 プーリング層 全結合層

■畳み込み層：エッジなどの特徴を抽出する層

■プーリング層：画像サイズを小さくする層

無断転載・転用禁止



無断転載・転用禁止



いま現在、製造業で実際に活用されている
AIを用いた効率化の事例を教えてください



ダイスポテトの原料検査装置(画像認識)

キユーピー株式会社が、ベビーフードの原料になるダイスポテトの原料検査にAIを活用。

変色などの｢不良品｣を見つける。

従来の手法だと、影の部分と黒ずんだ不良品の誤検知が多かったため、最終的には目視で

1つ1つ取り除く作業が必要だった。作業者の負担を減らすことができている。

出典：https://www.businessinsider.jp/post-108027 無断転載・転用禁止



きゅうりの仕分け機(画像認識)

静岡県のキュウリ栽培農家の小池誠さんは、実家のお母さんの仕分け作業を楽にするため

に、キュウリ仕分け機自作し、試作機を作っている。

オープンソースの機械学習ライブラリ、Raspberry Pi、3DCAD、3Dプリンターなどを活

用し、ひとりメイカーを実現。

無断転載・転用禁止



3Dプリントの試作見積もり

3Dプリンターによる試作品作成を請け負っている株式会社イナックさんでは、造形時間

と造形金額の見積りが属人化しており担当者の負荷が高い状態になっていました。

過去の見積りデータを利用してAIによる自動見積もりができる仕組みを作り、担当者の負

担軽減と、受注までのスピードの向上やコストを下げた提案にも繋がりました。

https://ai-kenkyujo.com/2019/05/29/ai_3dprint/

無断転載・転用禁止

https://ai-kenkyujo.com/2019/05/29/ai_3dprint/


ディープラーニングで画像を
処理する事例について教えていただきましたが、

他の目的のためにも
ディープラーニングは使えるのでしょうか？



WaveNetとText to Speech

既存の人工音声で用いられるTTS(text to speech)技術では、細切れされた大量の音声DB

を用意した上で、単語をつなぎ合わせる技術。

WaveNetでは、CNNを使ってサンプリングした人間の音声波形を細かく細分化して解析

し、自然な発話に近い声を生成するものになっている。

https://www.business2community.com/tech-gadgets/text-to-speech-a-brief-intro-02240397

無断転載・転用禁止

https://www.business2community.com/tech-gadgets/text-to-speech-a-brief-intro-02240397


BERT

2018年10月にGoogleが発表した自然言語処理モデルで、Bidirectional Encoder 

Representations from Transformers（Transformerによる双方向のエンコード表現）の略。

BERTは事前学習モデルであり、既存のモデルにくっつける(Fine-Tuning)ことで精度を向

上させる。文章理解や感情分析など様々なタスクに応用できる。

https://arxiv.org/pdf/1810.04805.pdf

無断転載・転用禁止

https://arxiv.org/pdf/1810.04805.pdf


AlfaGOはとても有名な話ですが
あれは全てのパターンを計算した上で

最善の手を導き出しているのでしょうか？



全ての音の組み合わせを導き出して、
これから生まれる可能性のある全ての音楽

を作成した話を聞きました



ジェネレーティブデザインなどは
今後のものづくりを変える可能性があると

オートデスクでは考えていますが、

例えばデザインや設計でもそんなことが
可能なのでしょうか？



先日自動運転の車が
次々と人では回避できないような
事故となりえたシチュエーション

を回避する動画を見ました

その意味では、AIやコンピューターは
一部ではすでに人を超えていると思います



AIが無いと判断できない！
人の仕事をAIが次々と奪ってしまう
そんな時代は来るでしょうか？



AIを使う側になる人材となるためには
今からどんなことに取り組んだり
勉強したらよいでしょうか？



ビジネス向けAI完全攻略セミナー セミナーの内容

「ビジネス向けAI完全攻略セミナー」はビジネスシーンで必要とされる知識に絞ったカリキュラム構成としています。

午前の部
＜10:00～12:00＞

午後の部
＜13:00～17:30（休憩30分）＞

AI基礎知識/AIの作成に必要となるデータや設定項目

を学習する

・人工知能の歴史

・人工知能の活用事例

・AIをビジネスで活用するためには

・「機械学習とは？」AIとプログラミングの違い

・ニューラルネットワークとパーセプトロンについて

・AIを作るために必要なデータについて

・機械学習の仕組みと設定項目について

・ディープラーニング理論と活用方法

など

AIの作成方法と様々な機械学習の実践的スキルを習得

する

・クレジットカード審査が可能な人工知能の作成方法

・高度な画像認識ができる人工知能の作成方法

・畳み込みニューラルネットワークを用いた機械学習

（ディープラーニング）

・プログラミング言語を使用した機械学習について

・作成したAIをサービスとして利用する方法

・ロジスティック回帰、SVMのクラス分類の特徴

・K-meansの手法と特徴について

・One Class SVMとPCAの特徴と使い分けについて など

無断転載・転用禁止



今すぐAIを設計やデザインに活かしたい
と思ったら何が手っ取り早いでしょうか？



3Dデータ×AI×3Dプリンター

ジェネレーティブデザイン

デザイナーやエンジニアが、機能、空間条件、材料、製造方法、コストの制約などのパラ

メーターを入力することで、可能性のあるソリューションをすべて見つけ出し、設計案を

すばやく生成します。

無断転載・転用禁止



今後のAIの展望について教えてください
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