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AI 技術が飛躍的に進歩したことで，AI 技術を活
用できる産業領域は広がり続け，社会的価値は年々

事をコンピュータやロボットが行えるようになり，

増加している．AI 技術は大きく社会を動かす原動

仕事のありようも変化してきている．それに従い教

力として力を発揮し始めた．産業構造を根本から変

育内容も変化が必要だ．

え，イノベーションをもたらし，農業，医療，介

AI 技術の進歩により，我々はその恩恵を受け人

護，防災，交通，教育，働き方などを今後大きく変

生を謳歌し，より良い生活を手に入れるべきである．

え，新しい価値を創造していくことが期待されてい

しかし，AI 技術が悪用されるとその逆もあり得る．

る．新型コロナウイルスにより社会構造が大きく変

何を選択し，何を排除するかにより今後の未来が変

化したが，顔認証で体温検知や密集度情報の開示な

わり得る．人が未来を作り，人を作るのが教育であ

ど AI 技術は社会を支える技術として利用されてい

る．日本の AI 戦略の柱として教育改革が設定され

る．この流れを加速させいかに短期間で山積してい

ているのはこのためだと思い，本特集では AI 人材

る社会問題を解決し，明るい未来へ導いていけるの

教育に焦点を当てた．

か？

待ったなしの高齢化問題．人口減により公共

日 本 の 進 む べ き 指 針 と し て 政 府 は「AI 戦 略

交通機関を維持できない地方都市における交通問題．

2019」を発表した．第 1 の記事では，AI 戦略実行

解決すべき問題は山積だ．

会議の座長であり，
「AI 戦略 2019」の原案作成者

21 世紀の労働者は，歴史，数学，科学などの伝
統的な領域の教育に加えチームワーク，思考，創造
性，社会的スキル，コンピュータリテラシー，情報

10

きることが増えるに従い，今まで人が行っていた仕

である安西祐一郎氏に「日本の AI 戦略」として発
表の経緯，理念，戦略，社会実装への取り組み，思
いなどを執筆いただいた．

分析などの新しい領域の教育が必要だと言われてい

第 2 の記事は，竹村彰通氏による「滋賀大学に

る．AI 技術が進み，コンピュータやロボットでで

おける AI 人材教育」である．滋賀大学は日本で初
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めてデータサイエンス学部を開設した大学として知

る技術の習得を目指している．また，本プログラム

られている．日本では統計学を基礎としたデータサ

の社会人教育への展開も始まっている．本記事では

イエンティストの不足によりビッグデータの活用

その詳細を紹介いただく．

が遅れていると言われている．そのため，「AI 戦略

第 5 の記事は，末永高志氏，山口瑶子氏による

2019」でも数理・データサイエンス・AI のリテラシー

「システム・インテグレーション企業における AI 人

教育を行うとされている．本記事では滋賀大学での

財・デジタル人財の育成の取り組み」である．日本

AI 人材教育の取り組みについて論じていただく．

企業にとって社員は宝であり，財産である．この思

第 3 の記事は，池田富士雄氏による「長岡高専

想の元「人材」ではなく「人財」を用いる企業が多

における AI 人材教育─ AI を自然に使いこなす AIR

い．この言葉が示す通り，変わりゆく技術に対応し

Tech エンジニアの育成─」である．長岡高専では

た人財育成を目的に企業内教育が多くの企業で行わ

次世代型人材の育成として，次世代人材育成の基礎

れている．本記事では NTT データで行われている

となる AI，モノのインターネット（IoT）
，および

企業内教育およびユーザ企業向け教育を紹介いただ

ロボット技術を全学科，全学年を対象に教育が行わ

く．また業務内容や役割に即した教育の在り方を議

れている．本記事では，カリキュラムの内容や授業

論いただく．

の様子，評価方法について説明いただく．

5 件の記事を読んでいただけると，明るい未来を

第 4 の記事は，松嶋敏泰氏による「早稲田大学

想像いただけるのではないかと思う．子供のころ夢

における AI 人材教育─学生から社会人まで─」で

中になったドラえもんのタケコプターで空を自由に

ある．早稲田大学では総合大学の強みを活かし，全

飛び，グルメテーブルかけで，食べたいものを大声

学部を対象としたデータサイエンス人材育成プログ

で注文すると，どんな料理でもすぐさま出現する夢

ラムを実施，専門性とデータサイエンス力を兼ね備

の世界が現実となり，いろんな場所に行きたい，お

えた学生の育成に取り組まれている．問題解決能力

いしいものを食べたいという私の人生目標もそう遠

の開発という観点からの教育システムで，データを

くない未来には簡単に実現できる世になるのかもし

用いて意思決定を行う考え方など単なるデータサイ

れない．AI 人材教育に期待しよう．

エンスの枠組みではなく，実社会で実際に活用でき

（2020 年 11 月 12 日）
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特集

Special Feature

AI 人材教育

概要

1 日本の AI 戦略
安西祐一郎

基応
専般

内閣府人工知能戦略実行会議／
（独）日本学術振興会／学術情報分析センター／
（公財）東京財団政策研究所
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宙
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部

海
洋
本
部

各
省
庁

統合イノベーション戦略推進会議
議長：官房長官，議長代理：科技大臣

2019 年 6 月に公表された日本の AI 戦略の概要について，教育

報告

提言

有識者会議
（AI戦略実行会議）

○チーム長：和泉総理大臣補佐官
○構成員：各司令塔・各省庁局長・審議官級
○事務局（イノベーション推進室）

○座長：安西祐一郎
○構成員 北野宏明，神成淳司

改革，研究開発，社会実装等の内容を含め，これまでの経緯とと

報告

もに解説する．同戦略に関連した政府事業として実施されている

承認

報告

人間中心の
AI社会原則会議

官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）
，戦略的イノベーショ

承認

数理・データサイエン
ス・AI教育プログラム
認定制度検討会議

○議長：須藤修
○副議長：北野宏明

○座長：永田恭介
○副座長：安宅和人

ン創造プログラム（SIP）についても概略を述べる．

指示

イノベーション政策強化推進チーム

報告

承認

報告

AI ステアリング
コミッティー
○座長：北野宏明
○副座長：安西祐一郎

人工知能研究開発
ネットワーク
○会長：北野宏明
○事務局：産総研

指示

AI戦略TF
関係司令塔・関係省庁の指定職／管理職
○関係司令塔
CSTI，IT，健康医療，知財，宇宙，海洋
○関係省庁
総務省，文科省，厚労省，農水省，経産省，
国交省，環境省，防衛省，個情委

2 滋賀大学における AI 人材教育
竹村彰通

基 応
専 般

滋賀大学データサイエンス学部

ビッグデータの時代が到来し，世界的にビッグデータを
収集・活用する企業が支配力を増している．日本ではデー
タを分析するデータサイエンティストの育成が遅れており，
多くの企業で蓄積されたデータを活用できていない状況が
続いており，日本の競争力の低下につながっている．本稿

スマート
フォン
SNS

ではこのような状況の背景について述べるとともに，滋賀

人工衛星

ポイントカード
交通カード

大学データサイエンス学部におけるデータサイエンティス

センサ

ト育成の方針について説明する．

基 応
専 般

3 長岡高専における AI 人材教育
─ AI を自然に使いこなす AIR Tech エンジニアの育成─

池田富士雄

長岡工業高等専門学校

長岡工業高等専門学校では，AI，IoT，RT（ロボッ
ト技術）
の次世代技術の頭文字を取り AIR Technology
と名付け，AIR（空気）のように当たり前の知識・技
術として使いこなせる次世代型エンジニアの育成に取

Step1
全学科共通

AIR Tech エンジニアの育成
1，2 年

AI/IoTリテラシー授業

Step2

3，4 年中心

プレラボ制度による

自主的実践活動

Step3

5 年・専攻科

分野横断型社会実装プロジェクト

AIR Tech ラボ

り組んでいる．本稿では特に，2018 年から本格実施
を開始した低学年の全学生に対する AI リテラシー授
業の実践内容について紹介する．
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◆ AI 専用 PC40 台導入
◆ IoT 実習教材 40 台導入

◆ ロールモデルとなるOBや卓越し
た学生たちを TA に起用

◆ センサの実装法など

◆ 複数学科の分野横断
◆ 異分野の教員＆学生チーム

4 早稲田大学における AI 人材教育

基応
専般

―学生から社会人まで―

松嶋敏泰

早稲田大学

早稲田大学では，専門性の上にデータを活用する能力を持った社会で有
用な人材の育成を目指して，データ科学センターを中心に全学共通データ科
将来の希望に合わせて，初級（データサイエンスの全体像を把握）
，中級（自

データ駆動型研究パラダイムの進化・深化

専門性＋データで実証する能力を身につける教育

学教育プログラムを展開している．どの学部，研究科の学生も自分の興味や，

インターネット
学外データベース

分野融合のグループ研究

教育効果

研究効果

データ科学センター

研究教育用データ活用
プラットフォーム
（WIRP）

（CDS）

身の専門にデータサイエンスを活用）
，上級（データサイエンスのスペシャリス

分析系の学生・研究者
人工知能

画像処理

情報通信

機械学習

データマイニング
言語処理

統計

教育機関関連ネットワーク

大学・高校

プライバシ保護
データベース

情報検索

専門領域の学生・研究者

コンソーシアム

産官学連携部会
社会人教育部会
キャリア教育部会

ト）レベルを目指して，
オーダメイドに教育が受けられる教育プログラムとなっ

複雑でグローバルな
社会問題の解決

総合知・新しい知の創造

データを活用してさまざまな分野で活躍できる有用な人材の育成

金融

経済

経営

政治

スポーツ

ものづくり

バイオ

医療

芸術

マーケティング

ている．統計学，機械学習，AI 等を合わせて教えてしまうまったく新しい
発想のカリキュラムはフルオンデマンド授業と LA（Learning Assistant）による常設の相談窓口により構成されている．上記
のような人材の育成は社会全体の危急の課題であるため，社会人に対してもセンターの教育プログラムを提供している．

基応
専般

5 システム・インテグレーション企業における
AI 人財・デジタル人財の育成の取り組み
末永高志

山口瑶子

（株）NTT データ技術開発本部 AI 技術センタ

AI を含むデジタル人財の育成に対するシステム・イ

トラディショナル人財

ンテグレーション企業の取り組みを紹介する．経済
産業省の試算では，既存の IT 人財をリスキルしても

2030 年時点で当該人財が 26.9 万人程度不足するこ
とが試算されている．これに対し，筆者の所属する

リスキルの観点

デジタル人財

営業・コンサル系人財

デジタル
技術の理解

デジタル技術の
活用法の理解

デジタル活用人財

開発・運用系人財

デジタル
技術の習得

仕様変更が前提の
開発プロセスの理解

デジタル専用人財

IT 技術専門家

テクノロジーの変遷に応じた
デジタル技術の見極め

デジタルコア人財

企業で実施する AI 人財育成の事例のほかに，デジ
タル人財へのリスキルや IT を専業としない民間企業向けの人財育成の取り組みをそれぞれ紹介する．

概要
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