Ｗｏｒｌｄ Ｐｏｐｕｌ
ａｔｉｏｎ Ｐｒｏｓｐｅ
ｃｔｓ ２０１９により、
8
世界総人口は２０２０年7
5億に増
億から２０３０年8
加すると予測されます。よ
0年後の人口激増は
って、1
途上国で起こり、先進国で
は少子高齢化も進みます。
少子化は晩婚化や不妊症が
原因の一部です。
一方、ＡＩ実用化の進化
により、例えば機械学習に
よる画像認識では健康な人
胚胎画像から学習した最適
化のモデルを生殖補助医療
技術ＡＲＴに応用すること
で、人工受精児の成功率の
増加が予想されています。
さらに予想に基づく対処に
より、ある種の病気の発病
率の低下も実現できるよう
になります。
ＡＩは様々な業界でも人
の代わりに仕事できるの
で、少子化による労働力不
足の問題も解決できると考
えます。しかし、失業、人
が怠惰になること、ＩｏＴ
の人対人、人対物、物対物
で世界全部の物がネットで
つながれるのでハッカーの
「仕事」も簡単になること、
武器進化による紛争爆発な
どの面もあります。
科学技術では６Ｇ通信、
完全自動運転、宇宙開発あ
るいは地球温暖化と人口激
増のせいで、地球以外の火
星や月に移住する発想も考
える必要があります。
0年後欧米
経済的には、1
の代わりにアジアはリーダ
ーになると考えます。
十年後の社会は、必要な
ものは必要、不要なものは
不要と明確と判別される社
会になると考えています。
というのも、最近のコロ
ナ騒動のせいで在宅勤務を
する人が非常に増えまし
た。これにより、わざわざ
会社に赴いて働く必要がな
いと気づかされるケースが
多くありました。実際、ツ
イッター社はこれを受け、
希望者に恒久的な在宅勤務
を認める方針にしました。
不要不急の外出、さらにつ
い先日からスーパーなどで
レジ袋が有料化と、不要な
ものをばっさりと切り捨て
るスタイルに移行しつつあ
ります。
これは今まで続いていた
終身雇用制度にも言えるこ
とです。会社が一従業員を
定年までずっと面倒を見て
くれる時代は終わりつつあ
り、不要な人間はばっさり
と首を切られる時代が目前
まで迫っています。
ただ惰性で生きている人
間は、いつの日か不要の烙
印を押されてしまうかもし
れません。『皆で協力して
・・・をしよう！』などと
いった謳い文句はこれまで
通りではありますが、『個』
のスキルを高めることも必

政治的には、アメリカの ービスができない。このよ
パワーが弱まり、未来の世 うな法や人権の問題はＥＵ
界各国は多国間主義になる とＧＡＦＡの間でも既に問
0年後まで
題となっており1
かもしれません。
はそのような問題の解決と
共に徐々に変わっていく程
度になるのではないかと予
想される。
まず今後の社会として
は、現在の革新的なテクノ
ロジーであるＡＩや５Ｇ、
ブロックチェーンといった
新技術が、他のサービスや
モノだけでなく農業など様
々な分野で応用され産業の
革新が起こっていくことが
予想でき、更なるＩＴの時
代になることは想像でき
る。例えば、サンフランシ
スコで展開されているＡＭ
ＡＺＯＮ Ｇｏは、店舗と
ＡＩ技術等が応用されて無
人でレジで会計もせず商品
を取ってゲートを通るだけ
で買い物ができることや自
動運転車などのように、様
々なサービスやモノがＩ
Ｔ、ＡＩと組み合わさるこ
とで進化していくと考えら
れる。特に農業においては
これまで重労働で大変な仕
事であったが、スマート農
業となることで無人で自動
的に適切な管理が行われる
ことでこれから成長してい
く産業であるとも言われて
いる。
しかしそのような社会変
化の中で障害になるのが法
律やプライバシー等の人権
について問題になるだろう
と考えられる。アメリカで
は配車サービスや日本でい
う白タクのように一般の人
がドライバーとなり人を運
べるサービスが普及する中
で、日本では白タクは法律
で認められていないためサ

のには、卒研発表会や、修
士論文発表会などのものを
載せています。その際は、
まず、写真をかなり大きな
もの（２段あるいは３段）
にして掲載しますが、ここ
では、ちょっと小さめの写
真で説明しましょう。
これをたたき台にして、
重要なポイントを押さえま
しょう。
発表者の顔が最重要
この写真ですと、発表者
の顔がわかりません。それ
に対して、２つ目の写真は
どうでしょう？しっかり顔
もわかり、また、発表して

要になってくると思われま 士の関わりの形が今とは違
す。そのためにも、自分が っているのではないかと思
何をやりたいのか、またそ う。現在コロナ禍により自
れをするためにどのような 宅で業務を行うリモートワ
スキルが必要なのかなどを ークが日本でも広がりつつ
取 捨 選 択 し た り と 、 日 々 ある。大学でもオンライン
『個』を高める人間こそが で授業が実施されるように
上へ這い上がる時代になる なり、学校に赴くことなく
講義を受講できたり課題に
でしょう。
取り組むことができる。人
に会わずともオンラインで
授業や仕事ができるとわか
った今、今後もこのような
形態を採用するところも出
0年後の社会では、人同 てくるのではないか。
1

卒業研究発表会、学会発
表などのときに、私は司会
だったりして、自らカメラ
を向けて写真を撮ることが
できない場合、学生に撮影
を依頼するのですが、思っ
ているような写真を撮って
くれることはほとんどあり
ません。
思えば、写真に対する思
い入れも私とはずいぶん異
なるわけですから、やむを
えないのですが、それでは、
新聞に載せる写真になりま
せん。
そこで、多面的に、写真
を撮る方法を解説したいと
思います。
左の写真は、卒研発表の
様子です。過去の田中研新
聞の、２月、３月発行のも

また最近では一部の店舗
でセルフレジを導入してい
たり、無人コンビニという
ものも登場し運営実験を行
っているところもある。１
０年後にはこういったもの
がさらに普及していて、こ
れまであった「人と人のや
り取り」が「人と機械のや
り取り」という風に変化し
ているのではないか。「昔
は切符を人が切っていた」
というように、「昔のコン
ビニやスーパーは人がレジ
を打っていた」というよう
になるかもしれない。
インフラ技術の発展や機
械化が進み、ネットさえあ
ればなんでもできるように
なってきた現代。対面で行
われていたことが機械を通
じてのやり取りになり、相

いるスライドの内容もわか
ります。
これを可能にするために
は、どうすればいいか？そ
れは、このような構図で撮
影可能な場所に座るという
ことです。
遠慮していては、
いい写真は撮れません。よ
く、報道写真を撮る現場で、
マスコミのカメラマンが、
大変厚かましく前に出てき
て、
写真を撮っていますが、
それがいい写真を撮るまず
第１歩といえるでしょう。
そのためには、カメラの担
当になったら、発表会が始
まるより前に会場に行き、
何枚か撮って、試しておく
ことが必要です。うちの学
生の発表が始まる直前に走
りこんでも、いい写真は撮
れるはずがありません。
これは、「構図」を考え
るということです。
顔だけの写真にするか、
全身を入れるか、さらには、
発表のスライドを含めるの
かということをまず決めま

手がそもそも人ではなくな
る。これまで当たり前だっ
た人と人との関わりのあり
方が変化していくと私は考
える。

0年後の生活は自動運転
1
等の様々な自動化技術の進
歩によって非常に快適にな
っていると思われる。しか
し技術が進歩してもそれを
盲目的に過信してはいけな
いということは覚えておき
たい。人工知能やＡＩにも
間違いがあるのだから。
良い例としてアメリカで
のロバート・ジュリアン・
ボルチャック・ウィリアム

しょう。
全身を入れるのであれ
ば、顔が小さすぎないか、
気を配りましょう。また、
服が乱れていないか、本人
が後から見て、あんな格好
は恥ずかしいと思うような
姿になっていないか、よく
見て撮影する必要がありま
す。
話しているときの姿勢に
も注意しましょう。猫背に
なっていないか、目をつぶ
っていないか、辛そうな顔
ではないか、など、カメラ
マンとしても多くのことに
配慮する必要があります。
スライドを入れる場合
は、明るさに要注意です。
スライドが明るいため、全
自動で撮影すると、顔が暗
く映ります（３つめの写真
参照）。これを避けるため
には、（許されるなら）フ
ラッシュをたく、あるいは
プラス補正して、スライド
が白飛びすることを覚悟で
全体を明るくするなどが必

ズ氏の事件が挙げられる。
彼は身に覚えが全く無かっ
たにも関わらず顔認証技術
で判定された為、デトロイ
ト市警によって逮捕され
た。この時に用いられてい
た顔認証技術の精度が低か
ったのとそれを過信した警
察の行動の早計さ故に、ア
メリカの複数の州で顔認証
技術を禁止する条例が可決
されている。
このようにシステムが判
別したという根拠だけ（被
害者側でも確認を取ってい
たが誤った判断がなされて
いた）で行動を起こすので
はなくシステムに不備はな
いか、または他の根拠はな
いかなどの精査する知識が
今後人間には必要になって
くると思われる。
技術の進歩によって我々
の生活が豊かになるのは素
晴らしいことだと思うが、
扱いには注意したいと思う
（２頁に続く）

要です。フラッシュを焚く
際には、被写体に近くない
と、いけません。
スライドが右か左にある
ときはどちらから撮るのが
いいでしょうか？どうして
も避けるべき状況は、スラ
イドに顔が向いていて、顔
の様子がわからないことで
す。それを考えると、スラ
イドがあるほうに座って撮
影した方がいいかもしれま
せん。
撮り直しがききませんの
で、
条件をいろいろにして、
多めに撮影しましょう。た
だし、あまり多すぎて会場
の顰蹙を買ったり、発表者
が気分を害すことがないよ
うに、配慮が必要です。

0
1年後の社会を予測する
というのは案外難しいこと
だと思う。タイムスリップ
を扱った作品において未来
とされていた年をいざ迎え
てみると、作品と違って全
然発展していないなんてこ
とはよくあることである。
1世紀
某ネコ型ロボットも2
からやってきたと言ってい
1
たが、2
世
紀
に
な
っ
て
も姿
2世
のかけらもなく、今は2
紀から来たと言っている。
しかし、そんなことを言っ
ていると話が始まらないの
で予測していきたいと思
う。
近年、労働力不足が問題
になっているため自動化は
より一層進んでいると思わ
れる。現在でも受付が端末
になっていたりすることは
珍しくない。より一層自動
化が進みその範囲も広がっ
ていくと考える。警備員な
んかも監視カメラをモニタ
ーしつつたまに巡回といっ
た内容ならすべてＡＩとロ
ボットに置き換えることが
できるだろう。また、バス
についても巡回ルートが固
定ならば早い段階で自動運
転を導入することができる
だろう。また、自動化に加
えＩｏＴ化もより進んでい
ると思われる。現在５Ｇの
研究が進められているた
0年後であれば実用化
め、1
されているものと思われ
る。ただし、５Ｇ元来の欠
点である通信距離の短さか
ら幅広く普及させるにはコ
ストがかかるため、普及は
都市部に限定されると考え
る。
これらのように順当に現
在研究中の技術が世の中に
広まっていくと考えられ
る。しかし、いつスマート
フォンのように、人々の生
活から世の中の仕組みまで
を変えてしまう商品が出る

かわからないため、未来は
未知数だと私は思う。

私は、現在よりＡＩが進
歩し、より一層人々の生活
の中に当たり前の存在とし
て利用されていると思う。
それに伴って、ＡＩによっ
て職を失う人も出ているだ
ろう。「ＡＩが職を奪う」、
この言葉は現在もよく使わ
れており、ＡＩの進歩に対
してネガティブな印象を持
っている人も沢山いる。も
0年後の社会
しかしたら、1
では、人々の生活をより豊
かにするために開発されて
いるＡＩが、人々の生活を
脅かす物になってしまって
いるかもしれない。
ＡＩの進歩で、企業はど
んどん人員を削減し、代わ
りにＡＩ導入を強く推し進
めていくようになるだろ
う。世界的に貧富の差が今
以上に広がってしまう恐れ
がある。
しかし、私は、ＡＩの進
歩に対してネガティブな印
象は持っていない。
むしろ、
より一層進歩していく事が
人々の生活にとってより良
いことだと考えている。日
々の生活がより便利で、安
全になる可能性があるから
である。もちろん、ＡＩに
よって職を失う人も出てく
るだろう。しかし、それに
伴って新しい職が生まれる
のではないかと感じてい
る。
時代の変遷によって、様
々なものが無くなっては生
0年後の
まれを繰り返す。1
社会が今よりも人々にとっ
て良い社会になっているこ
とを願っている。

３５年問題にもあげられて
いる日本の高齢化率高くな
ると言われています。
将来、
5歳
全人口の３人に１人が6
0
1年後の社会はどのよう 以上であると予想されてい
に変化しているだろうか。 ます。
最近は介護業界が人手不
初めてｉＰｈｏｎｅが発売
0年後に
3年が経った 足と言われていて1
されてから、1
現在、スマートフォンの普 なるともっと高齢者が増え
及率は８割近くまで増加し て問題が更に深刻化するん
た。それに伴い、ネットサ じゃないかと思います。そ
ービスが普及したり、オン こで介護ロボットが普及す
ライン化が進んだりして、 れば介護職員の負担が減ら
人の暮らしのあり方を大き すことが出来ます。良い点
く変えた。一方で、授業や もありますが要介護者にと
会議などのように、オンラ っては機械化することでコ
イン化があまり進んでいな ミュニケーションをとる機
いものも多くあったが、コ 会が減ってしまうのでさみ
ロナウイルスの影響でオン しい思いをするかもしれま
ラインの実現可能性が見直 せん。
また独居老人の方が食料
されたことにより、これか
らはオンラインとオフライ を買うためにスーパーなど
ンのハイブリット化が進む に行って今まで会計をする
ときに軽い会話をしてたの
のではないだろうか。
また、ＡＩの成長により がレジが機械化してしまう
画像認識、音声認識、自然 とそういった会話も一切な
言語処理、レコメンデーシ くなってしまうのもさみし
ョンなどの技術が、教育現 く感じられます。
ＡＩ化や機械化によって
場や商業施設など、より多
くの場面で応用されるだろ 生活が楽になるもいいです
が高齢者にとっても生活し
う。
このように、技術的な面 やすい社会になってほしい
においては期待できること と思います。
0年後には不安
が多いが、1
要素も多い。例えば、人口
減少、少子高齢化といった
問題だ。この問題に付随し
て、労働力減少による生産
0年後は２０３０年。人
性の低下、社会保障制度の
1
崩壊、伝統的な品や文化の 間は、今までのように、人
を愛し、
子孫を残そうとし、
衰退などが懸念される。
ここまで述べたことは、 百年後の人類の存在を当然
過去の傾向から予測できる と思っているだろうか。
人類、他の動物同様、楽
ものだが、コロナ禍のよう
に、予測していないことが な時代はほぼなかった。唯
起き得ることも留意してお 一の例外は、世界大戦も終
0世紀後半。
く必要がある。
わった2
人類は、
何でも思い通りになると勘
違いした。目先の快楽、安
全、便利を追究しようとし
て、世界を壊してきたこと
に気づかなかった。
0年後はＡＩ化や機械化
世界が昔と同じだとはだ
1
が進んでいろいろな職が奪 れも思わないだろう。進化
われて職に就けない人が現 は一方的。老化と同じ。昔
れると思います。また２０ には戻れない。
３年前に購入した、ＵＮ
ＩＶのディープラーニング
マシンは、Ｕｂｕｎｔｕ１
６．０４ＬＴＳで動いてお
り、ＧＰＵは、Ｎｖｉｄｉ
ａのＧｅＦｏｒｃｅ ＧＴ
Ｘ１０８０Ｔｉが２個であ
る。
１年前に購入した、ＨＰ
のディープラーニングマシ
ンは、Ｕｂｕｎｔｕ１８．
０４ＬＴＳで動いており、
ＧＰＵはＮｖｉｄｉａ Ｔ
ＩＴＡＮ ＲＴＸを２つ装
備している。
現在、基本的に在宅で授
業をしているため、教員も
学生も、ほとんど研究室に
は行けていない。
そのため、
ＶＰＮを使って外部からＳ
ＳＨ接続で使っている。
用途としては、ＹＯＬＯ
による人の検知、ＬＳＴＭ
によるタブレット筆記者の
識別、ＲＧＢ＋ＤＥＰＴＨ
画像による屋内の動作認識
などにおける学習に使って
いる。主に使っているフレ
ームワークは、ＰｙＴｏｒ
ｃｈとＣｈａｉｎｅｒであ
る。
ファイルサーバーを置
き、どのマシンからでも同
じファイルに触れるように
してはあるが、作業を全部
自分ですることになるとい
やなのと、何らかのマシン
トラブルがあったときに、
設定をやり直すのが大変な
ので、それを学生にアナウ
ンスするのをためらってい
る。本学部のマンパワーだ

と、自分でやりくりしても
らう方がいいだろう。誰か
に頼んでやってもらうこと
はできるかもしれないが、
卒業した後の引継ぎを考え
たとき、私ができるように
しておかなければ全部ごみ
になるのを避けることは必
須と考えられる。
今週、ソフトのアップデ
ートをついつい行ってしま
い、そのあと、ＧＰＵを認
識しなくなるというトラブ
ルが行った。その後、サイ
トを見ながら、原因を追究
し、ＧＰＵのドライバーが
変わったためと思ったの
で、ドライバーを入れなお
したら、認識した。危ない、
危ない。
もう１台、Ｗｉｎｄｏｗ
ｓのＧＰＵマシンがある
が、もう動きが悪く実用に
供しない。

２台あって、両方とも田
中が使用している。そのう
ち１台は、ゲーム用のＰＣ
で、Ｗｉｎｄｏｗｓが入っ
ていたマシンｈｐのＯＭＥ
Ｎであるが、ＧＰＵはＧｅ
ｆｏｒｃｅ ＧＴＭ９６５
Ｍが入っており、Ｕｂｕｎ
ｔｕ２０．０４ＬＴＳを入
れて使用している。Ｕｂｕ
ｎｔｕのＧＰＵマシンを自
宅で試すためには、ラップ
トップが必要である。その
ため、ゲーム用のマシンを
買って、Ｕｂｕｎｔｕに乗
せ換えたのである。
何の苦労もなく日本語入
力までできるところが素晴

らしい。昔は、Ｌｉｎｕｘ
を自分のパソコンに入れる
には、覚悟が必要だった。
入れてみたら、画面の半分
しか表示しなかったり、解
像度がとんでもなく小さい
など、画面周りに苦労した。
あと１台は、ＥＰＳＯＮ
のＥｎｄｅａｖｏｒで、Ｇ
ｅＦｏｒｃｅ ＲＴＸ２０
６０のＧＰＵが入っている
Ｗｉｎｄｏｗｓマシンであ
る。このＷｉｎｄｏｗｓマ
シンは非常にさくさく動く
快適なマシンなので、日ご
ろから愛用している。メモ
4ＧＢ積んでおり、大
リも6
変快適に動くが、いうまで
もなく、とてつもなく高い
ノートパソコンである。起
動するときにキーボードの
バックライトが緑・赤・青
に光るのがカッコよい！ま
るでレインボーブリッジの
ようだ。
そういえば、東京コロナ
は１日に１００人越えが定
着している。いったいいつ
になったら夜の街を規制す
るのだろうか。こんな状況
でも夜の街に行くような人
と心中したくない。コロナ
を性病といえば、少しは行
く人が少なくなるか。
いや、
それ以外で罹った人には当
てはまらないか。難しい問
題である。

Ｊｅｔｓｏｎは、Ｎｖｉ
ｄｉａから出ている小型の
ＧＰＵの入ったコンピュー
タである。最も小さいのが
Ｎａｎｏで、ちょうどＲａ
ｓｐｂｅｒｒｙ ＰＩにＧ
ＰＵを載せたという感じで
ある。金額も、１万２千円
程度で、非常に安い。
ただ、注意すべきは、無
線ＬＡＮが付いていない点
である。もともとモバイル
用に作ったようなコンピュ
ータなのに、これにＬＡＮ
ケーブルをつないで使えと
は、どういう神経をしてい
るのか、疑問に思う。
逆に、最も高性能なのは、
Ｘａｖｉｅｒ（ザビエル）
で、Ｓｗｉｔｃｈ Ｓｃｉ
ｅｎｃｅで９万円程度で購
入できる。これも、無線Ｌ
ＡＮが付いていない。当研
究室では、モバイル用途の
研究を行っている、張君と
荻野君に使ってもらってい
る。
Ｘａｖｉｅｒでは、屋外
でＳｅｍａｎｔｉｃ Ｓｅ
ｇｍｅｎｔａｔｉｏｎを行
うことを目指している。そ
のために、高性能なＧＰＵ
マシンとして、Ｘａｖｉｅ
ｒを使っている。ただし、
屋外に持ち出すには電源の
問題があり、歩行者にこれ
を装着するという想定は困
難だろう。
これら以外に、ＴＸ２も
ある。ただし、裏の基板が
丸出しになっており、感電
しそうで容易に使えない。

ケースが必要である。

0
８月７日（金）～８月3
日（日）夏季Ｗｅｂオープ
ンキャンパスにて、模擬講
義「ＡＩの時代」
0
1月頃 神戸市シルバー
カレッジにて、講義（オン
デマンド）

コロナは、再び拡大して
いるように見えます。
いや、
むしろ、今回の方が広がり
が速いような感じがしま
す。なぜ４月頃のように、
自粛を叫ばないのか？も
う、感染爆発することはな
いのか？
自粛を要請すれば、保障
を求められることを恐れて
何も言えないとしたら、寂
しい限りです。「常に備え
よ」。甲南生ならだれでも
知っている、平生釟三郎先
生の言葉です。何も起こら
ない時を基準にして、ちょ
っと何かがあったらもうや
っていけないという危険な
橋を渡っている人がこんな
にたくさんいるとは。何事
も、想定外にしてはなりま
せん。ゲーム理論では、自
分が選ぶ手の中で、それぞ
れ最悪のケースがもっとも
ましなものを選ぶ、マクス
ミニ戦略が常識とされてい
ます。
給料が多いからと、リス
クのある仕事を選ぶ人があ
ります。しかし、それには、
リスクに対する補償がない
ことを覚悟すべきなので
す。原発も安いからと言っ
て推進されました。しかし、
一旦事故が起こると、とて
つもなく高いものだという
ことが分かったのです。わ
かっていたのに、あえてそ
こに目をつぶっていた、つ
ぶらされていたのです。
安物買いの銭失い。この
言葉は心すべきです。

