
はじめに
　2018年10月、当時の安倍晋三首相は国会所信
表明演説において、次のように述べている。
　「世界は、今、かつてないスピードで、変化
しています。この、わずか５年余りの間に、人
工知能は急速な進歩を遂げ、様々な分野で人間
の能力を凌駕しようとしています。膨大なデジ
タルデータが、世界を瞬時に駆け巡り、全く新
しい価値を生み出す時代となりました。」
　ビッグデータとAIを使って、人間を超えた
知識や、組織の業績を最大限に伸ばす最適な方
策を自動的に得る。このような夢が、機械学習
の進歩により、現実に近いところに来ている。
IBMワトソン応答システムのTVクイズ番組で
の勝利（2011）、深層学習による画像認識の破
壊的技術革新（2012）、囲碁のトッププロに完
勝したAlphaGo（2016）などは、多くの課題に
おいてAIが人間を超えたことを示し、世界の
常識を変えた。AIを使ったアプリも身近にあ
ふれている。将棋AIソフトの評価と予想を見
ながら、「藤井さんはAIと同じ手を指すだろう
か？」とドキドキしながら観るなど、「AIすごい、
わかりやすい、面白い」を多くの人が実感して
いると思う。
　経済的な面でも、データの活用が大きな価値
を 生 む こ と は、GAFA と 呼 ば れ る Google, 
Amazon, Facebook, Appleらの情報産業の席捲
を見れば、現実である。GoogleやFacebookは、
データの流通を促進し、データを解析して得る

情報の提供や活用で莫大な利益を上げている。
また中国のIT企業の参入への米国政府の強烈
な反発のように、データ利活用の価値は、政治
にまで大きな影響を及ぼす。
　これらのIT企業の資産は「人材」である。
GoogleもFacebookも、優れた若者がアイデア
と情報技術によって起業し、優秀な技術者や研
究者、プランナーを雇用して成長して、新しい
産業を推進している。今最重要なのが、「デー
タから価値を生む能力を持つ」人材、いわゆる
AI人材である。Googleやマイクロソフトなど
では、高度AI人材の囲い込みや育成を行うた
めに、AI Residencyというプログラムを走ら
せている。Googleの場合、学部卒以上の人材
を全世界から選抜して１年半研修生として雇用
し、Googleの研究者と共にAIの研究を行い、
成果は学術論文として出す。学生側から見ると
垂涎のキャリアで、超難関であるという。日本
でもPFN社などが似たような取り組みをして
いるが、大企業の取り組みは大きく立ち遅れて
いる。
　更に、AI人材の需要は全職種に及んでいる。
AIやデータサイエンスは若い学問であり、急速
に進歩している。学術動向については文末の参
考文献１及び２を見ていただきたいが、大学で
も管理職で研究の第一線から離れていると、「先
生、そんな４年前の技術は今では使い物になら
ないですよ」といわれる。上記のAlphaGoに感
動していると、翌年発表されたAlphaGo-Zeroに
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100戦全敗する２。一般社会でも、進歩におくれ
ないためには、最先端のAI技術を使いこなせる
若い人材を「獲ってくる」必要性に迫られてい
る状況にある。
　それに応じて、世界の多くの大学がAI・デ
ータサイエンス教育に重点を入れている。筆者
が東北大学データ科学国際共同大学院３（教育
内容については後述）のパートナー校として交
流した、米国のケースウエスタンリザーブ大学
では、学長のリーダーシップで、2014年からデ
ータサイエンスの副専攻を先駆けて設置し、理
工学、医学、経済、経営などの学生がこぞって
参加していた。多くの大学が追従し、今、世界
において、データサイエンスが、すべての学生
にとってキャリアパスに必須であるという意識
が浸透している。
　
AI人材の種別
　「AI人材」といっても、種別やレベルがある。
なじみ深いところから始めよう。
　「読み書きそろばん」は、日本の文化や産業
を支えてきた。文字データを読んで得た知識を
もとに、数量的なデータをそろばんで処理し、
そこから得た知見を活用する能力が「良い仕事」
につくための基本技能であり、この高い情報処
理能力は日本人の誇りである。
　これらの技能は、時代とともに変化する。「読
み書き」に関しては、英語能力が、良い仕事に
就くための条件になる。「そろばん」の代わり
にソフトウエアを用いて計算を行い、統計を用
いて資料を作成することは、様々な業務で必須
の要素になっている。
　それが21世紀に入ってさらに変わる。インタ
ーネット、検索エンジン、スマートフォンなど
が次々と開発され、皆がスマホで情報を「読む」
時代になった。「書き」に関しても、ブログ、

フェースブック、ツイッター、インスタグラム、
ユーチューブと、様々な媒体が登場している。「現
代のそろばん」はコンピュータであるが、ソフ
トやアプリが使えれば「良い職」にありつける
ほど甘くはない。今では、すべての学生がプロ
グラミングを経験する体制ができつつある。そ
して次世代では、機械学習などのAIシステム
を駆使してデータを利活用することが、一般業
務でも日常的に要求されると予想される。
　AIの重要性を実感する若者にとって、習得
への敷居は、本稿の題目にある数理、あるいは
数学である。特に「文系」の諸君にとっては避
けたい鬼門だろう。幸いなことに、上記のよう
な「読み書きそろばん」に対応するAI利用で
あれば、必要になる数学は初等的である。一方
で、Google AI Residentに採用されようとする
のなら、これは後述のように、世界のトップレ
ベルの数学能力を持つ若者たちと競うことにな
る。
　要はどのような立場でAIやデータ解析技術
を使うかで必要な技能や数理の質はかなり違う。
したがって、教育においても、それを意識しな
いといけない。
　そこで、いわゆるAI人材を種別してみよう。
産業界の現場でデータサイエンスを実践してい
る赤石雅典氏の著作「Pythonで儲かるAIをつ
くる」４では、機械学習を用いたAIプロジェク
トを実効的に進める（これを「儲かる」と標語
している）うえで必要な専門性（役割）を３つ
に大別している。
　①�業務専門家：AI化したい業務に関して深い

知識・経験を持っている人。具体的には対
象業務のリーダークラスの人。課題に対し
てどのようなタイプの機械学習を当てはめ
ると課題を解決しそうか、どのような入力
データ項目を使うとよさそうかというアイ
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デアを出す。
　②�データエンジニア：業務データの入手・加

工を行い、学習用データの準備をする。
　③�（狭義の）データサイエンティスト：データ

エンジニアが準備したデータを受け取り、モ
デルを作る。高い精度で予測や最適化を行
うモデルを作れる技能を持つ。

　世間でAI人材というと、この３つをひっく
るめて考えており、かなりの混同がある。人数
的に多いこともあり、広義のデータサイエンテ
ィストは①の業務専門家を指すことも多い。実
際、参考文献４は、業務専門家に向けた（高等
数学抜きの）機械学習実践の講座である。
　３つの役割すべてを兼ね備えているスーパー
人材は素晴らしいが、人材育成するにあたって
は、それはオーバースペックになる。したがっ
て、教育を行う枠組みやカリキュラムを決める
ときには、この３種類の人材の、どれに重点を
置くかを考えるべきである。
　
業務専門家にとってのAI技術
　業務専門家は、その裾野の広い育成が緊急の
課題とされている人材であり、多くの若者が目
指す未来像でもある。将来的には、管理職やプ
ロジェクトリーダとは、どんな職種であれ、こ
の「業務専門家の立場のAI人材」であり、そ
うでないと「主任以上になれません」という時
代が来る。実際米国では、「すべての人が良い
職に将来つけるため」というスローガンで、
CS for ALLというプログラム（CSはコンピュ
ータサイエンスの略）を2016年に発足し、小学
校からAI・データサイエンスにつながる教育
の強化を開始している。
　例えば、銀行がAIを導入して金融商品を開
発するとしよう。銀行の金融工学の担当部門に
AI人材がいないと、ITサービス企業にほぼ丸

投げで外注することになる。それに対して、社
内の業務専門家のポストでAI人材が活躍して
いれば、銀行の特徴や経済状況に応じて、精度
やリスクを限界まで最適化した設計を考えなが
ら、必要なデータを提供し、ITサービス企業
と技術協働できる。この差は歴然としたものに
なる。これは、行政や大学でも同じことであり、
権限のあるリーダーやブレインにAI人材の業
務専門家がいることが、AIの利活用には必須
になる。前述のケースウエスタンリザーブ大学
で医学生がデータサイエンスの副専攻を取るの
は、将来医療の分野で責任のあるポジションに
つくために不可欠であるという認識に基づいて
いる。

業務専門家の技能と、機械学習を「使う」た
めの数学
　業務専門家は、専門分野を別に持つので、AI
やデータサイエンスは必然的に副技能になる。
　業務専門家にとって重要なのは、自らの持つ
課題を明確にすることと共に、機械学習を使っ
て何ができるのか、何を準備しないといけない
のかということを熟知し、課題解決の大枠のプ
ランを考えることである。そのため、AIや機
械学習に関しては、基本的な知識を持ち、「一
通り使える」ことが要望される。したがって、
業務専門家を育成する教育では、まず「使う体
験」が先行し、教えるべき技能と数理は次のも
のになる。
　①データの理解と統計の基礎
　　 AIの実践を行う上で、基本的なデータの

取り扱いと構造の理解、初歩的なアルゴリ
ズムの知識は必要である。また、データ分
布、平均や偏差などの高校レベルの知識に
加えて、カーネル、エントロピー、回帰、
検定、正則化、ｐ値、ベイズ統計などの統
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計のキーワードの意味の実践的理解が要求
される。ただし、機械学習を使う範囲での
理解は難しくない。

　②プログラミング
　　 便利なツールをそろえたAIプラットホー

ムは日々改良されており、将来的には、表
に値を入れるだけで機械学習が使えるよう
になると予想される。現状ではプログラミ
ングを避けるわけにはいかないが、機械学
習で広く使われるプログラム言語である
Pythonでは、いろいろな道具立て（関数）
が用意してあるので、サンプルプログラム
をいくつか試してみて使い方に慣れてしま
えばよい。もちろん技能は高いほどいいの
だが、機械学習ツールにデータを入力し、
パラメタの制御など少し手を加える程度の
プログラミングなら、「習うより慣れろ」で、
良い指導員の下での実習で、誰でも習得で
きる。

　③機械学習の原理の理解
　　 業務専門家たちは、自らの持つ課題の解決

に対して作戦を練り、データエンジニアや
データサイエンティストを統括して問題解
決にあたる役割を担う。したがって、当然
持っている専門分野の能力に加えて、機械
学習に関する基礎的な原理を理解し、AI
ツールの特性や能力限界を知っておく必要
がある。どこまで深く知るかによって、そ
の業務専門家の能力は左右される。ある程
度深く知るには、数理として、ベクトル解
析を含む線形代数、関数空間の基礎理論と
使い方、数理計画法と最適化などを具体例
で理解すべきであるが、その場合でも、例
えば参考文献５にあるように、必要最小限
な部分は平易であり、数式はどうしても出
てくるが、特に難解な部分はない。

　上記のように見ていくと、業務専門家のAI人
材の育成は、大学レベルであれば、文理問わず、
すべての学生を対象に実施できるものである。

データエンジニアの持つべき技能と育成
　データエンジニアの仕事は、データの収集と
整備である。これは「縁の下の力持ち」であり、
困難で時間を要する仕事であることが多い。例
えば、ゲノムデータの収集には、膨大な労力が
費やされる。ツイッター情報の収集・整理では、
インターネットクロール、自然言語処理、イン
デックス作成やデータ管理などの技術がいる。
筆者自身のサイバー救助犬プロジェクト６での
経験でも、センサー情報から犬の情緒や行動を
推測するためには、機械学習を適用する前に、
犬に着装する軽量センサーの開発から始まり、
加速度センサーや装着ビデオ画像の補正と同期、
訓練時の定点カメラ画像への学生によるラベル
付け作業など、ほとんどの時間はデータ収集と
整備に費やしている。
　データエンジニアには、機械学習の知識に加
えて多様なIT技術が必要になり、情報関係の
学科での人材育成が主になる。この育成も重要
であり、Googleなどの巨大IT企業は、データ
の取集と整備にかけて、他の追従を許さない強
みを誇っている。

データサイエンティストの持つべき技能と育成
　データサイエンティストは、最先端の機械学
習に熟達し、業務専門家の提供する課題と目的
に応じて、AIによる問題解決を行う。適切な
機械学習のモデルを設計し、様々なパラメタの
調節を行い、必要なら新しいモデルを開発する。
　 機 械 学 習 の 進 歩 は 非 常 に 速 く、 前 述 の
AlphaGoとAlphaGo-Zeroのように、モデルの小
さな性能の差が結果に大きな影響を及ぼす。時
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代遅れにならないためには、最先端を追ってい
るコミュニティーに参画する、つまりは研究者
であることが望ましい。そのためには数理の理
解力が必要であり、統計学、線形代数、関数解
析、最適化などについて、業務専門家を大きく
超えた能力を有すべきで、数学の能力は高けれ
ば高いほどよい。しかしながら、純粋数学や理
論物理のような抽象的な難解さはないので、こ
れは訓練次第である。大学院の学生を指導して
きた経験では、理工学分野の学生であれば、指
導教員のガイドで、参考文献７のような教科書
で原理を学んで、最先端論文を読む力を付け、
研究者としてのスタートを切ることができる。
　データサイエンティストの仕事には、それに
加えて、業務専門家の領域を理解できる知識と、
かなり高度なプログラミング技能、さらに巨大
なデータを扱える情報処理技術も必要になる。
一人ですべての役割を持つということではなく、
例えば数学メインと情報メインの人材が集まっ
たチームを作ることが現実的である。現実に筆
者は数学メインのタイプで、情報メインの人材
と一緒でないとデータサイエンスの仕事はでき
ない。
　こう見ていくと、本稿の定義による狭義のデ
ータサイエンティストを育成するのは、かなり
高度な人材育成になる。

人材育成のための教育の現状
　AI・データサイエンスを含む情報学教育に
関して、日本学術会議では、「情報教育課程の
設計指針―初等教育から高等教育まで」という
報告８を作成している。その中で「情報の整理
や作成・データの理解や扱い」の領域では、下
記の４つのカテゴリについて、初等教育から大
学教養、専門へと学ぶべき内容が示されている。
　D1： データの保管や基本的な取り扱いに関

する知識・理解
　D2： データの構造や取り扱いに関する知識・

理解
　D3： データの統計的・人工知能技術による

扱いの知識・理解
　D4： 定性的／定量的なデータの取り扱い、

信頼性の担保や意思決定・問題解決に
生かす技能

　一部紹介すると、「平均・分散・中央値など
の基本的な統計量の理解」や、「ヒストグラム
や散布図などの視覚化とその理解」は高校の必
修で学ぶことが望ましい事項であり、「定性・
定量的なデータ収集や視覚化・分析」、「データ
マイニングの考え方や基本的な手順」は高校の
選択科目レベル、「定量的・定性的データに基
づく意思決定や問題解決の理解」は大学の教養
の一般科目、「機械学習などの人工知能技術に
より何ができるかの理解」は大学の教養の情報
系科目での習得が望ましい事項になっている。
　上記の指針通りに教育が進めば、大学の教養
教育までで、全学生に業務専門家になる準備を
与えられる。これに対して現状を述べると、東
北大学で２年前まで担当していた、文系の１年
生がほぼ全員必修である情報基礎科目では、プ
ログラミングでデータを処理する威力を実践・
体験する実習を行うところまでで、問題解決や
人工知能の理解はお話し程度であった。ただし、
情報基礎科目はデータサイエンス教育に転換中
であり、指針に近づいてきている。
　このような裾野教育を基盤に、文科省の「数
理・データサイエンス教育プログラム」のコン
ソーシアム９など、AI人材育成の取り組みや副
専攻の提供などが開始されている。筆者が所属
している関西学院大学でも、AI・データサイ
エンス教育プログラムが走っており、IBM社
の協力で、AI活用人材（業務専門家に相当）
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の育成を行っている。
　さらに高度なAI人材育成のためには、業務
専門家、データエンジニア、データサイエンテ
ィストの協業の場が重要になる。前述のデータ
科学国際共同大学院３はそのような場を目指し
た例であり、情報科学、工学、医学、生命科学、
経済学、理学の博士課程学生が参加する４年間
のプログラムである。情報科学の学生は主にデ
ータサイエンティストやデータエンジニア、他
の研究科の学生はAIの業務専門家を目指し、
連携する企業と協力しながら、プロジェクトベ
ースの教育で、実践的にAI人材として成長す
る仕組みである。初年次にデータサイエンスの
基礎の座学とスキルアップ演習を行い、データ
科学トレーニングキャンプと名付けた集中的な
特訓で機械学習の手法の使い方を実践する。こ
れらの教材の一部はe-learningでも提供されて
おり、自由に閲覧できる。必要な機械学習の技
能を身に付けた学生たちは、次に、数人のチー
ムで企業などと連携した実際の課題解決に挑戦
して競争する。機械学習の技能習得では、情報
科学の学生が苦闘する他学部学生を半ば指導し
ているが、実課題解決では、生命や経済の学生
が領域の知識を生かして独創的なアイデアを出
す。その後、海外の連携大学とのジョイントス
ーパービジョンを課してさらなる「場」を体験
する。自分も関与しているが、なかなか良い取
り組みだと思っており、第一期生が昨年修了し
たので、今後卒業生たちの活躍に期待している。
　即戦力になるAI人材として、企業にいる人
材のスキルアップ教育も重要なテーマである。
京都大学では、４日間の人工知能講座10を有料
で提供（運営は京大オリジナル株式会社）して
いる。公開されている参加者の声を読むと、先
端的な技法に加えて、基礎理論や原理からの説
明が好評で、座学の質の高さを評価する参加者

が多い。時間的余裕の乏しい企業の業務専門家
やデータサイエンティストに、最先端の状況を
効率的に伝えるには、このような取り組みは大
切であり、大学の役割も重要である。

数理のトップレベル能力とAI人材
　数学の賞といえば、国際数学者会議で４年に
一度授与されるフィールズ賞が有名だが、1982
年からは、ネヴァンリンナ賞という、コンピュ
ータ科学（CS）における顕著な数学的成果をあ
げた若手研究者への賞が同時に授与されている。
1986年の受賞者のValiantは機械学習の基盤理
論の提唱で有名であり、2006年のKleinbergは
Webや社会ネットワーク解析のパイオニア、直
近の2018年の受賞者のDaskalakisは、計算理論
がメインだが、AIでも優れた成果を挙げている。
これが示すように、数学はAI・データサイエン
スを含むCS分野で大きなインパクトを与え続
け、数学の学生や若手がCSに参入して大きな成
果を挙げる。
　日本でも、卑近な例だが、筆者は数学で博士
号を取得してから企業の研究所に入り、CSに
転向している。トップではないが、ハイレベル
の数学人材の流入といってもいいだろう。もう
一例挙げておくと、河原林健一氏（国立情報学
研究所副所長）も、Kirkmanメダルという数
学 の 国 際 若 手 賞 を 受 賞 後 に CS に 転 向 し、
ERATO総括やビッグデータ推進など大活躍し
ている。このような影響を考えると、高い数学
能力を持つ人材の育成は重要である。
　数学の人材育成には、若年教育が効果的である。
米国での育成の取り組み例として、PROMYS11

（Program in Mathematics for Young Scien-
tists）は、全米から選抜された80名ほどの高校
生が、最前線の数学者のメンターの下で共同研
究を体験する６週間の数学サマーキャンプであ
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る。ボストン大学を会場に、周辺の大学やクレ
イ数学研究所などの援助を受けて、30年を超え
る実績がある。筆者は、2014年にUma Royさん
という女子高校生から「あなたの論文をもとに
サマーキャンプで研究して、新しい成果12を得
ました。ありがとうございます」というメール
をもらい、このプログラムを知った。彼女はMIT
のPRIMESというプログラムにも参加しており、
こちらは１年間、MITにおいて放課後に数学の
研究指導を受ける。その後Royさんは、MITで
修士号を取り、現在GoogleのAI Residentに採
用されている。PROMYSの卒業生の半数以上が
数学やCS等のPhDに進み、数多くが大学教員
になるということだが、今後は、卒業生の多く
が高度なAI人材になっていくであろう。
　このような長期計画が、本当の高度人材育成
には必要である。我が国でも数学オリンピック
や情報オリンピックなどの経験者がAI人材に
なりつつあるが、よりスケールの大きい取り組
みが必要であると考えている。

おわりに
　冒頭の演説で安倍首相はさらに熱弁する。
　「私たち自身の手で、今こそ、新しい日本の
国創りをスタートする時であります。強い日本、
それを創るのは、他の誰でもありません、私た
ち自身です。激動する世界を、そのど真ん中で
リードする日本を創り上げる。（後略）」
　文脈からすると、「ど真ん中でリード」には
AI・データサイエンスが大きく関わる。この
主張の実現可能性に素直に同意するわけではな

いが、世界をリードするには、すべての若者に
AI人材の能力を持たせると共に、世界と渡り
合えるトップレベルの数理能力を持つAI人材
の育成が必要である。課題は山ほどあるが、人
材育成において世界を超えて、初めて世界をリ
ードする日本を創り上げることができると筆者
は考えている。
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