


まえがき

2017年5月、米国グーグル社の傘下にある人工知能（AI）開発会社が開発した「アルファ碁」が、当

時世界最強と言われた中国のトップ棋士と対戦し、AIの持つ圧倒的な力の差を見せつけた。

まるでこれを追うかのように、2017年7月、中国政府は「次世代AI発展計画」を発表。中国が2030年

までに世界のAI業界のリーダー的存在となることを目指すことを宣言した。

本計画では、中国がAIに関する全分野で世界トップ水準を目指し、AI産業の規模を1兆元（約16兆円）

以上、波及産業を含めると10兆元（約160兆円）規模へと発展することを目指している。続いて2017年

12月には、同計画を具体化するための新たな行動計画も発表した。

一方で、中国の民間企業に目を移せば、大手ICT企業が次々と次世代AI産業への布石を打っている。

自動運転技術に照準を定める百度（バイドゥ）、電子商取引からスマートシティまで幅広くAI投資を行

うアリババ、メッセージアプリ「WeChat」の実績を発展させて決済事業や医療事業に至るまで海外展開

も含めて展開するテンセントがいる。

最近では、これらに加えて、中国で大きく注目されているのが、音声認識技術で高い精度を誇るアイ

フライテック（科大訊飛）など、AI関連のスタートアップ企業たちである。近い将来巨大ビジネスにな

ることが予想されている各分野において、多くの若い企業が着実に育ち始めている。政府による制度面

での支援と、民間企業を主体したAI産業の創出。中国における人工知能産業の発展は、官民一体となっ

て推し進められているものである。

本書「中国における人工知能研究開発の現状と動向」では、人工知能分野で目覚ましい発展がみられ

る中国を対象として、今までの発展の歩み、政府制度や市場構造、個別技術の最新動向、応用される市

場やサービスについて章ごとに解説を試みた上で、今後の趨勢について大胆な予想を立てている。本書

が中国における人工知能産業を取り巻くダイナミクスを理解するための一助となれば幸いである。

中国総合研究・さくらサイエンスセンター





目  次

第1章　人工知能発展の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
1.1 発展の歩み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

1.1.1・第一次ブーム（1956〜1980）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

1.1.2・第二次ブーム（1981〜2000）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

1.1.3・第三次ブーム（2001〜現在）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

1.2 研究分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

1.3 産業生態系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

1.4 テクノロジー大手による研究開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

第2章　中国における人工知能技術の開発の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
2.1 研究の歴史・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

2.1.1・深い霧の中を進む（1950〜1980）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

2.1.2・厳しいスタート（1981〜1985）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

2.1.3・夜明けの光（1986〜2000）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

2.1.4・力強い発展（2001年〜現在）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

2.2 研究の成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

2.2.1・基礎研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

2.2.2・専用人工知能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

2.2.3・計算知能と進化的計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

2.3 論文・特許の分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

2.3.1・論文発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

2.3.2・特許登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

2.3.3・論文と特許の産出傾向の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

2.4 重点研究機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

2.5 国内外の研究開発の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

第3章　中国における人工知能発展の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
3.1 政策的環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

3.1.1・国家政策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

3.1.2・地方政策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

3.2 市場の現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

3.2.1・製品構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

3.2.2・地域構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30



3.2.3・業界構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

3.3 投融資の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

3.4 業界の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

3.5 重点企業の紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

3.5.1・百度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

3.5.2・科大訊飛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

3.5.3・曠視科技・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

3.5.4・第四範式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

3.5.5・碳雲智能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

3.5.6・図森互聯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

3.6 存在する問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

第4章　中国における人工知能の細分化された分野の発展状況・・・・・・・・・・・・・38
4.1 スマートチップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

4.1.1・技術的特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

4.1.2・製品の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

4.1.3・産業生態系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

4.1.4・応用分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

4.2 スマートセンサー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

4.2.1・技術的特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

4.2.2・製品の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

4.2.3・産業生態系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

4.2.4・応用分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

4.3 アルゴリズムモデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

4.3.1・モデルのタイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

4.3.2・発展の生態系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50

4.4 クラウドコンピューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

4.4.1・技術的特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

4.4.2・産業の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

4.4.3・産業生態系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

4.5 ビッグデータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

4.5.1・主な技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

4.5.2・産業の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

4.5.3・産業生態系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

4.5.4・応用分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

4.6 テキスト認識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

4.6.1・技術と製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

4.6.2・発展の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65



4.7 音声認識・意味理解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65

4.7.1・技術の進展・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

4.7.2・産業の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66

4.7.3・応用分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

4.8 コンピュータビジョン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

4.8.1・主な技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

4.8.2・発展の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

4.8.3・応用分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

4.9 機械学習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

4.9.1・研究分野・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

4.9.2・ディープラーニング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

4.9.3・主な技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

4.9.4・発展の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

第5章　中国における人工知能の応用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79
5.1 スマート金融・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79

5.1.1・中核技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79

5.1.2・スマート投資顧問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79

5.1.3・代表的な企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80

5.2 スマート医療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81

5.2.1・中核技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81

5.2.2・主な製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82

5.2.3・代表的な企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82

5.3 スマートセキュリティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83

5.3.1・中核技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83

5.3.2・主な製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83

5.3.3・代表的な企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 83

5.4 スマートドライビング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

5.4.1・中核技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

5.4.2・主な製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 84

5.4.3・代表的な企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85

5.5 スマート検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

5.5.1・中核技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

5.5.2・主な製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

5.5.3・代表的な企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

5.6 スマート教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

5.6.1・中核技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86



5.6.2・主な製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

5.6.3・代表的な企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87

5.7 スマートホーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88

5.7.1・中核技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88

5.7.2・主な製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88

5.7.3・代表的な企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90

5.8 スマートロボット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

5.8.1・中核技術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

5.8.2・主な製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91

5.8.3・代表的な企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93

5.9 スマートビジネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94

5.9.1・エキスパートシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94

5.9.2・スマートレコメンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95

第6章　人工知能の発展趨勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96
6.1 技術の趨勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96

6.1.1・AIチップが非カスタムからカスタムへ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96

6.1.2・人工知能が特化型人工知能から汎用人工知能にアップグレード・・・・・・・・・・ 97

6.1.3・大手企業が軒並みスーパーエコシステムを構築・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

6.2 産業の趨勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

6.2.1・人工知能市場は、爆発的な成長の勢いを維持・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

6.2.2・中国が世界の人工知能発展の推進者に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98

6.2.3・チップ/ロボット/スマートドライビングなどの分野が焦点に・ ・・・・・・・・・ 98

6.2.4・「プラットフォーム＋シーン応用」の新モデルが登場へ・ ・・・・・・・・・・・・ 98

6.2.5・テクノロジー大手は引き続きスタートアップ企業からの挑戦を受け続ける・・・・・ 98



1中国における人工知能研究開発の現状と動向

第
１
章

第１章　人工知能発展の概況

近代科学技術の重要な進展の多くは、人類の知
恵と思考、夢、そして奮闘の成果である。人類の
歴史上、今日ほど大きな思想の解放が訪れた時期
はない。宇宙、天体、生命、人類、時空、進化、
知能などに関する思想や作品が雨後の筍のように
次々と出現しており、まるで春を迎えて美しさを
競うように一斉に咲きこぼれる花たちのようだ。
中でも、人工知能（Artificial Intelligent、AI）は
特に注目を集めている。人工知能は20世紀以降
に人類社会という母胎の中で育まれ始め、1930
〜40年代に極めて重要な２つの事柄が発生した。
それは、数理論理学の形式化と「知能は計算でき
る（機械は思考できる）」という思想の誕生であり、
計算と知能の関係の概念が打ち立てられた。「人
工知能の父」とされるチューリングは、1936年
に「計算可能数とその決定問題への応用」という
論文を発表し、その中で理論上のコンピュータ・
モデルを提起、電子コンピュータ設計の基礎を打
ち立て、人工知能、特に思考機械の研究を促進し
た。チューリングが1950年の論文の中で提起し
た「機械は思考できるか？」という問いは、当時
間もなく誕生しようとしていた人工知能に向け、

科学的且つ画期的な構想を提供した。
人工知能の研究は、人の思考プロセスや知的行

為（学習、推理、思考、計画など）の一部を、コ
ンピュータを使ってシミュレーションすることを
目指す研究であり、主にコンピュータインテリ
ジェンスの原理研究、人の脳に似た知能を持つコ
ンピュータの製造などが含まれ、コンピュータの
より高度な応用を実現できる。人工知能はコン
ピュータサイエンス、心理学、哲学、言語学など
の学科に関わり、自然科学と社会科学が融合した
学科とも言え、その範囲はコンピュータサイエン
スの範疇を大きく上回っている。人工知能と純粋
知性科学の関係は実践と理論の関係であり、人工
知能は純粋知性科学の技術的応用のレベルに位置
し、応用の分岐の一つである。

1.1 発展の歩み
1956年、米国ダートマス・カレッジで行われ

た「ダートマス会議」にて、はじめて人工知能と
いう用語が使われ、学術研究分野が確立された。
人工知能は誕生から現在にいたるまでの60年余
りの発展の中で、大きく分けて３回のブームを経

人工知能発展の概況第１章

図 1-1　人工知能発展の歴史
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かったためである。アルゴリズムとコンピュー
ティング能力の限界が訪れたことにより、人工知
能に対する研究熱は急激に冷め、研究資金もそれ
に応じて削減、あるいは取り消しとなり、人工知
能の研究は初めての低迷期を迎えた。

1.1.2・第二次ブーム（1981〜2000）
1980年代になると、関連する数学モデルの一

連の大きな飛躍に伴い、人工知能が再び大衆の視
野に入るようになった。1980年、カーネギーメ
ロン大学が DEC 社のために開発したエキスパー
トシステムは、価値ある意思決定情報を提供する
ことができ、DEC 社はこれにより毎年約4,000万
ドル前後の費用を節約することが可能となった。
1986年には多層ニューラルネットワークと BP

（バックプロパゲーション）アルゴリズムの誕生
により、人とチェスを打つことができる高度な知
能マシンが生まれたほか、構築された人工知能
ネットワークが自動的に封筒上の郵便番号を識別
できるようになった。その精度は99％以上と、
一般人のレベルを上回った。これに後押しされる
形で、日本や米国などの国が再び巨額を投じてい
わゆる第５世代コンピュータ（当時は AI コン
ピュータと呼ばれていた）を開発し始めた。

人工知能の発展を推進するべく、研究者は
LISP 言語を開発し、この言語のために LISP コ
ンピュータを開発した。しかしこのコンピュータ
は、命令実行効率は汎用型コンピュータより高い
ものの、価格が非常に高価なうえにメンテナンス
が難しかったため、大規模な普及には至らなかっ
た。これと同時期、1987年から1993年にかけて、
アップルと IBM が第一世代となるデスクトップ
コンピュータを発売した。これらのコンピュータ
は、性能の向上と販売価格の低下に伴い、市場に
おいて徐々に優位を獲得し、ますます多くのコン
ピュータが一般家庭に設置されるようになった。
高価な LISP コンピュータは時代遅れになり、メ
ンテナンスの難しさも手伝って徐々に淘汰され、
エキスパートシステムも徐々に人々の視界から消
えていった。人工知能ハードウェア市場は大きく
縮小した。これと同時に政府からの経費も削減さ
れ始め、人工知能は再度の低迷に陥った。

1.1.3・第三次ブーム（2001〜現在）
モバイルインターネット、モノのインターネッ

ト（IoT）、クラウドコンピューティング、ビッ
グデータといった次世代情報技術（IT）の発展

験している。第一次ブームは1950年代末から
1980年代初めにかけて、第二次ブームは1980年
代初めから20世紀末にかけて、第三次ブームは
21世紀初めから現在にかけてである。第一次と
第二次ブームでは、技術に飛躍的な進展が得られ
なかったため、応用によって予期した効果を上げ
ることが難しく、大規模な商業化は実現できな
かった。最終的に、２回のブームを経た後、人工
知能の研究は下火になってしまった。

その後、2006年に提起されたディープラーニ
ング（深層学習）・アルゴリズムは、人工知能の
発展史における重要な一里塚となった。これを境
に、データが急速に蓄積されるようになり、演算
能力が大幅に向上し、アルゴリズムモデルが引き
続き進化し、産業への応用が急速に広まり、人工
知能の発展環境には大きな変化がもたらされた。
クロスメディアインテリジェンス、グループイン
テリジェンス、自律的インテリジェントシステム、
ハイブリッドインテリジェンスなどが新たな発展
の方向性となり、人工知能は３度目となる科学技
術発展のブームを迎えた。

1.1.1・第一次ブーム（1956〜1980）
1956年から1974年にかけては、人工知能発展

の第一の黄金期である。統計的方法に記号的方法
を取り入れた意味処理が研究され、知識ベースの
アプローチが誕生、人間とコンピュータのインタ
ラクションが可能になり始めた。科学者はこの時
期、ディープラーニングモデルの原形となるベル
マン方程式など、大きな影響力を持つ多くのアル
ゴリズムを発明した。アルゴリズムや方法論の面
で新たな進展が得られただけでなく、応用問題を
証明できる「STUDENT（1964）」や、簡単なマ
ンマシン対話が可能な「ELIZA（1966）」のように、
初歩的な知能をもつ機械も制作された。人工知能
の勢いある発展を受け、研究者の間では人工知能
が人類に取って代わるのは時間の問題であろうと
いう考え方が多数を占めるようになった。

ところが、1974年から1980年にかけて、人工
知能発展のボトルネックが徐々に現れ始めた。論
理証明機やパーセプトロン、強化学習は指定され
たタスクをこなすだけであり、範囲外のタスクに
は対応できない。当時、人工知能の発展に限界が
訪れた原因は主に２つある。１つは、人工知能の
数学モデルと方法に不備があったため。もう１つ
は、多くの計算の複雑度が指数的増加を見せ、当
時のアルゴリズムでは計算タスクを完了できな
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GPU（グラフィックスプロセッサ）である。
GPU は元々はパーソナルコンピュータ、ワーク
ステーション、ゲーム機やモバイルデバイス上で
作図・計算を行うマイクロプロセッサであり、画
像上のそれぞれのピクセルを迅速に処理すること
ができる。その膨大なデータの並列コンピュー
ティング能力は、ディープラーニングのニーズに
非常に適していた。現在主流の CPU はクアッド
コアあるいはオクタコアのみで、12スレッド処
理が可能だ。しかし、GPU ならばごく普通のレ
ベルのものでも100〜1,000以上の、ハイエンド
の製品ならば、それ以上の処理ユニットを含んで
おり、これはマルチプロセス計算における大量の
繰り返し処理に非常に有利である。グーグル・ブ
レインの研究によれば、NVIDIA 社の GPU12基
は、CPU2,000基に相当するディープラーニング
性能を提供することができるという。ゆえに、世
界の各主流ディープラーニング研究機関はいずれ
も GPU を採用している。
第二に、アルゴリズムのみによる駆動から、デー
タ、演算力、アルゴリズムによる複合駆動への転
換を遂げた。ディープラーニングの概念とシャ
ローラーニングのアルゴリズムは何年も前から提
起されていたが、なかなか進展することができな
かった。その原因は、膨大なデータの蓄積と、そ
れに対応できるハイレベルなコンピューティング
能力が不足していたためである。このため、アル
ゴリズムモデルを持続的に改良・最適化すること
ができず、理論研究の段階にとどまるしかなく、
実際の応用とは大きくかけ離れていた。現在、人
工知能はデータ、演算力、アルゴリズムが互いに
融合し、長所を補い合うという特徴を見せている。
データの面では、IT の急速な普及により、各デー
タ資源が絶えず蓄積されるようになり、人工知能
のトレーニングと学習に向け良好な基盤が築かれ
た。演算力の面では、ムーアの法則に支配される
計算システムのハードウェア性能が年々向上し、
クラウドコンピューティング、並列計算、グリッ
ド計算など新たな計算方式の出現により、現代コ
ンピュータの性能が拡張された。アルゴリズムの
面では、ディープラーニング技術の成熟に伴い、
演算モデルが日増しに最適化され、インテリジェ
ントアルゴリズムが絶えず更新され、モデルの識
別・解析の精度が向上した。
第三に、クローズされたスタンドアロンシステ

に伴い、データ・アルゴリズム・演算力の３つが、
人工知能の発展をけん引するトロイカ（３頭立て
の馬車）となった。2012年以降、データ量の増
加と新しい機械学習アルゴリズム（ディープラー
ニング）の出現、および演算力の向上により、人
工知能は爆発的な発展を開始した。

データの爆発的な増加は、人工知能に十分な「栄
養分」を提供した。IT 専門調査会社の IDC は、
2020年までに世界のデータ総量が40ZB（ゼタバ
イト）に達し、うち中国のデータ量は8.6ZB に達
して世界の21％前後を占めるようになると予想
している１）。アルゴリズムの面では、ディープラー
ニングの出現により、これまでの機械学習分野で
使われていたシャローラーニング（浅層学習）の
アルゴリズムの限界が打開され、音声認識、意味
理解、コンピュータビジョンなど基礎応用分野の
アルゴリズム設計の考え方が大きく覆された。演
算力の面では、GPU、NPU、FPGA などの専用チッ
プの出現により、データ処理スピードが人工知能
発展のボトルネックにならなくなった。

人工知能は今、ハードウェア・ソフトウェアか
らシステム・応用にいたるまでの全方位的な進化・
転換の過程をたどっている。
第一に、既存の CPU アーキテクチャから、
GPU並列コンピューティングアーキテクチャへ
の転換を遂げた。X86や ARM を代表とする従来
型の CPU アーキテクチャは往々にして、１つの
ニューロンの処理を行うのに数百から千以上の命
令が必要であり、プログラムの命令は少ないが
データ演算量が大きいディープラーニングの要求
には適していなかった。そんな時に誕生したのが

１）2020 年、世界のデータ総量が 40ZB 超に　ビッグデータの応用が焦点　2013 年８月 29 日
　　http：//net.chinabyte.com/139/12703139.shtml。

図 1-2　人工知能発展のトロイカ
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ハードウェアと結びついて様々な応用シーンにお
ける人工知能・システムとソリューションを生み
出すことができる。
第四に、学術研究・模索志向型から、急速に変
化する実践・応用志向型への転換を遂げた。初期
の人工知能研究からは、象徴主義、結合主義、進
化主義、ベイズ主義、アナロジー主義など様々な
学術流派が生まれ、人工知能の理論と技術の発展
をある程度推進した。現在は、業界における応用
で生まれる膨大なデータにより、人工知能のアル
ゴリズムモデル、画像認識、自然言語処理などの
面で大量の技術的飛躍が出現し、「データ―技術
―製品―ユーザー」というポジティブなサイクル
が形成され、学術駆動から応用駆動への転換が実
現した。

1.2 研究分野
人工知能は様々な研究分野から構成され、その

内容は機械学習、自然言語処理、音声認識、コン
ピュータビジョン、計画と推理など多岐にわたる。
図１-３の区分に基づくと、人工知能の研究分野
は、人間の知能が持つ様々な能力と一つ一つ対応
させることができる。

ムから、スピーディーでフレキシブルなオープン
ソース・フレームワークへの転換を遂げた。これ
までのエキスパートシステムは、ナレッジベース
と推論機構（推論エンジン）を中心として開発さ
れたもので、異なる応用環境に基づき、推論機構
のモデル関数と演算メカニズムを個々に設定する
必要があったため、システムは通常、汎用性を持
たなかった。このほか、ナレッジベースはエキス
パート分析モデルとケースの集合であり、スタン
ドアロンシステム下でしか使用できず、アップグ
レードや更新が比較的不便であった。その後、人
工知能・システム開発ツールが日増しに成熟する
に伴い、グーグルの TensorFlow、フェイスブッ
ク の Torchnet、 百 度（Baidu） の PaddlePaddle
など、汎用性が比較的高く、異なる特色を持つオー
プンソース・フレームワークが出現し始めた。こ
れらのオープンソース・フレームワークはいずれ
も Linux エコシステムをベースとするもので、分
散型ディープラーニング・データベースと商用レ
ベルのプラグ・アンド・プレイ機能を持ち、GPU
上で Hadoop と Spark アーキテクチャを比較的上
手く継承することができ、Python、Java、Scala、
R など良く使われる開発言語にも幅広く対応し、

図 1-3　人工知能の研究分野
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れたという。このほか、スタートアップ企業向け
のベンチャーキャピタル（VC）とプライベート
エクイティ（PE）投資も急速に成長しており、
総計60億から90億ドルに達し、３年間の外部投
資年間成長率は約40％に達している。大手51社
による M&A ／投資のうち、32社は機械学習の
基礎技術の開発会社であった。このことからもわ
かるように、大手企業、特に国外のテクノロジー
大手が AI スタートアップ会社に対して行ってい
るのは多くが人材目的の買収であり、特に重視し
ているのはこれらの研究チームが掌握している基
礎・中核技術なのである。

今後５〜10年で、大手企業による人工知能の
研究開発はより一層広く深くなるとみられ、中核
技術と人材の争奪戦もますます激しくなるだろ
う。投資と買収は、中核技術と人材面において重
要なポジションをとるための重要な手段である。
「知能＋」の時代、テクノロジー大手が競争の

中で重視する点は、ユーザーの継続的データと、
ソフト・ハードウェアサービスの入り口を争奪す
ることである。その手段として、１つには、この
分野の開発者に向けて AI 学習ツール（プラット
フォーム）を次々と公開し、製品モデルとユーザー
エクスペリエンスを最適化するという方法があ
り、もう１つには、自らの優位性をうまく活用し、
一つの場所での成功をもとに、他の場所での事業
を次々と展開し、様々な垂直方向のシーンに浸透
させていくという方法がある。大手企業が現在注
目しているのは、スマートホーム、自動運転、ス
マート医療などの分野である。

1.3 産業生態系
理論と技術が日増しに成熟するにつれ、人工知

能は生態系の保護、経済管理、金融リスク、工業
生産、医療衛生、交通・外出、エネルギー利用と
いった分野に徐々に応用されるようになった。人
工知能産業がだんだんと形成され、その内容が豊
かになりつつあり、これに対応するビジネスモデ
ルも絶えず進化し、完備されつつある。

人工知能の産業生態系は通常、基礎層、技術層、
応用層の３つにわけることができる。このうち、
基礎層にはビッグデータ、クラウドコンピュー
ティング、オープンソース・フレームワーク、チッ
プ、センサー、オペレーティングシステムなどの
基礎技術が含まれている。技術層には人工知能の
中核技術（機械学習、音声認識 / 意味理解、コン
ピュータビジョンなど）が含まれている。応用層
は、人工知能と垂直方向の細分化分野の融合発展
で、スマート医療、スマートセキュリティ、スマー
ト教育、スマートホームなどが含まれる。

1.4 テクノロジー大手による研究開発
国内外のテクノロジー大手企業は近年、人工知

能技術の発展を高く重視しており、開発投資、製
品の生態系、戦略的な配置などの面で大きく力を
入れている。

マッキンゼーの統計によると２）、グーグル、アッ
プル、フェイスブックなどのテクノロジー大手に
よる人工知能への関連投資額は、2016年の時点
ですでに200億から300億ドルに達しており、う
ち90％が技術開発と導入に、10％が買収に使わ

２）マッキンゼー（2017）：「人工知能、デジタルの次なる最先端」。

図 1-4　人工知能の産業生態系
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表 1-1　世界のテクノロジー大手 5 社の人工知能研究機関

企業 研究機関 成立時期 責任者 研究分野

グーグル

Deepmind 2010
Demis Hassabis、

Shane Legg、
Mustafa Suleyman

AlphaGo の開発を手掛けた。ディープラーニングと AI 研究
を行う世界の研究機関の中でもずば抜けて優秀である。研究
部門は基礎研究（深層強化学習、転移学習、音声合成、記憶、
推理など）に従事しており、応用部門は医療とエネルギー
方面の研究を重点としている。

グーグル X 2010 Jeff Dean

主な研究成果はグーグル・ブレイン、自動運転車事業
「Waymo」、オープンソースディープラーニング・フレーム
ワーク「TensorFlow」など。また、Inbox やグーグル・ナウ、
グーグル・フォトなど多くのグーグルのサービスに AI 技術
を導入。

マイクロソフト

マイクロソフト
リサーチ

1991 Eric Horvitz

AI アシスタントの「小氷」や「Cortana」を開発。1,000人
以上の研究者を有し、機械学習アルゴリズムと理論、意味
理解、コンピュータビジョンなど多くの研究分野をカバー
する。ディープラーニング研究など多くの分野で世界トッ
プレベルを誇る。Windows、Azure など様々な製品に AI 技
術を導入。

アレン人工知能
研究所

2014
Paul Allen、

Dr.Oren Etzioni

マシンリーディング・推理プログラム「Aristo」、意味理解・
検索プログラム「Semantic Scholan」、自然言語理解プログ
ラム「Eucld」、コンピュータビジョンプログラム「Plato」
などを開発。

フェイスブック

AML 2012
Joaquin Qulanero

Candela

機械学習の応用の研究を重点とし、AI 技術を製品に応用、
AI を通じて全く新しいプロダクトエクスペリエンスを生み
出した。

FAIR 2013 Yann LeCun
音声翻訳、ビデオ分析など、機械学習や人工知能の基礎科
学研究を重点としている。

Connectivity Lab 2014 Jay Parikh
レーザービームやインターネット接続用ドローン「Aquila」、
新たな人工知能ソフトウェアなどを使ったネット接続サー
ビスなど、新たなネット接続技術を模索している。

百度

深度学習研究院
（Institute of Deep 

Learning）
2013 陸奇

百度大脳（Baidu Brain）を開発。主な研究分野は画像認識、
画像検索、音声認識、自然言語処理、パーソナライズド広告、
ディープラーニングシステム、機械翻訳など。ディープラー
ニング・プラットフォーム「PaddlePaddle」を打ち立て、オー
プンソース化した。

SVAIL（Sil icon 
Valley AILab）

2014 陸奇
主な研究分野は中国語・英語の音声認識、ディープラーニ
ングなど。

テンセント

AI Lab —— 張潼

微信（WeChat）と香港科技大学が共同で創立。コンテン
ツ、ソーシャルネットワーキング、ゲーム、そしてプラッ
トフォームツール型 AI という4方面の研究を行う。AI 技術
の実際のシーンへの応用をできるだけ早く実現できるよう
努力している。研究分野はコンピュータビジョン、音声認識、
自然言語処理、機械学習・機械応用。

優図実験室 2012 劉威
機械学習の研究開発チームで、画像処理、パターン認識、
ディープラーニング分野を重点的に研究している。最も得
意とする技術は顔認識。

シアトル AILab 2017 兪棟 音声認識と自然言語処理の研究の一部を担当。
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表 1-2　テクノロジー大手 10 社による M&A/ 投資

企業 実施時期 スタートアップ企業 製品 / サービス内容 M&A/ 投資の目的

アップル

2015.1 Perceptio
スマートフォン端末における AI 画像
分類システムを開発

ユーザーデータの利用を最小化し、ま
たできるだけ多くの技術を携帯端末に
搭載するため

2015.10 VocallQ
ディープラーニング技術を駆使し、言
語環境（コンテクスト）からユーザー
の命令を理解

Siri を最適化し、マンマシン対話をよ
り自然にするため

2016.1 Emotient
AI 技術を駆使し、人の表情を分析し
て感情を判定

ユーザーにとってより良いアプリを選
択するため、ユーザーのショッピング
エクスペリエンスを評価するため、よ
りパーソナライズされた広告を配信す
るため

2016.8 Turi

機械学習プラットフォーム「Turi」、
「Graph Lab Create」および予測サー
ビスなどを開発。レコメンド、詐欺行
為の監視、感情分析など多方面への応
用が可能

Siri、App Store など複数のサービス
のプロダクトエクスペリエンスを向上
するため

2017.3 RealFace
顔認識技術を専門とし、複数のプラッ
トフォームの中からユーザーの最も良
い写真を選び出すことができる

iPhone の指紋認証センサー Touch ID 
の認証システムの補助とするため

2017.5 Lattice Data
AI 技術を駆使して非構造化データを
使用可能な構造化データに転換する

Siri がより多くの情報を理解できるよ
うにし、より多くのユーザーの命令を
処理できるようにするため

グーグル

2013.3 DNNresearch

ディープラーニングとニューラルネッ
トワーク研究を専門とする。ディー
プラーニングのパイオニアとされる
Geoffrey Hinton が創立

同社は従業員がわずか3人で、実際の
製品やサービスもまだない。人材目的
の買収と言える

2014.1 Nest
スマートホームを手掛ける。製品は自
動温度調整期（サーモスタット）や煙・
一酸化炭素探知機など

スマートホーム分野を強化し、グーグ
ルアシスタントと Nest の設備をリン
クするため

2014.1 Deep Mind
AlphaGO を開発、ディープラーニン
グと神経科学研究を専門とする

汎用人工知能の研究を強化し、AI 関
連の優秀な人材を集めるため

2014.8 Emu

ユーザーのチャット情報を分析し、モ
バイルアシスタントのタスクを自動的
に実行する。例えば、スケジュールを
自動的に作成したり、レストランを予
約するなど

自社のメッセージ・通信サービス強化
のため

2014.8 Jetpac

AI 技術により Instagram にアップさ
れた画像を分析し、都市の特徴に基づ
いて旅行者のためのシティガイドを提
供

画像認識技術を強化するため

2014.10 Firebase
リアルタイムアプリの構築をサポート
するバックエンドデータ会社

グーグルのパブリッククラウド能力を
より一層最適化するため

2014.10 Dark Blue Labs
オックスフォード大学のチームが創
設。コンピュータ・ディープラーニン
グおよび自然言語処理を専門とする

汎用人工知能の研究を強化し、AI の
優秀な人材を集めるため

2014.10 Vision Factory
オックスフォード大学のチームが創
設。コンピュータ・ディープラーニン
グおよび視覚的認識を専門とする

汎用人工知能の研究を強化し、AI の
優秀な人材を集めるため
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企業 実施時期 スタートアップ企業 製品 / サービス内容 M&A/ 投資の目的

グーグル

2015.1 Granata
マーケティングリソース管理を手掛け
る AI 企業。広範囲のデータ駆動型マー
ケティングに関する問題を解決

2016.7 Moodstock

画像検索企業。機械学習をベースとす
る携帯画像認識技術により、写真から
書籍、CD、ポスターなどを認識する
ことができる

画像認識技術を強化するため

2016.9 Api.ai
チャットロボットのフレームワークを
開発、音声認識、意図認識、コンテク
スト管理などの機能を開発業者に提供

グーグルアシスタントの音声認識機能
を強化するため

2017.3 Kaggle

データマイニングとデータ解析コンペ
のオンラインプラットフォーム。デー
タサイエンティスト、機械学習開発者
のコミュニティ

AI 技術のシェアと普及を加速するた
め

マイクロソフト

2015.1 Equivio
テキスト分析ソフトウェアを手掛け
る。機械学習を使った、より便利なデー
タ管理を可能とする

同社のアルゴリズムを Office365の
サービスに導入し、ユーザーによりス
マートなメールおよびドキュメント管
理機能を提供するため

2016.2 SwiftKey
AI 技術を駆使してユーザーの入力内
容を予測する入力ソフトを開発

SwiftKey の優秀な AI チームを獲得す
るため

2016.6 Wand Labs

チャット bot 技術の開発を手掛ける。
サードパーティー開発者との統合サー
ビスやチャットインターフェイスを提
供

マイクロソフトの音声アシスタントと
BING のマンマシンインタラクション
機能を強化するため

2016.6 LinkedIn
世界最大のビジネス特化型 SNS。月
あたりのアクティブユーザー数は1億
600万人に達する

大量の従業員および雇用主のデータを
取得し、AI 技術を通じたディープマ
イニングで製品サービスを改善するた
め

2016.8 Genee
AI アルゴリズムに基づくミーティン
グのスケジュール調整サービスを提供

同社の技術を Office365とアシスタン
ト機能に搭載するため

2017.1 Maluuba

質問応答および意思決定による系統的
なディープラーニングと強化学習を得
意とする。記憶能力、常識推理能力、
好奇心と意思決定能力など、言語理解
に関するいくつかの根本的な問題の解
決に取り組む

同社の持つ演算力を手に入れ、AI 分
野の人材を集めるため

フェイスブック

2015.1 Wit.ai
開発者向けに構文やトレーニングデー
タを共有し、音声認識技術のアプリ
ケーションへの導入をサポート

Messenger の音声入力モデル作成を
サポートし、フェイスブックの意味理
解レベルを高めるため

2016.3 Masquerade
大人気の顔交換アプリ MSQRD を開
発

動画分野で革新を果たすため

2016.11 Zurich Eye

ロボットのための室内外ナビゲーショ
ンシステムを開発。そのポジショント
ラッキングのソリューションはバー
チャルリアリティー業界にとって非常
に重要な技術である

同社のチームは Oculus 社の一員とな
り、製品改良に取り組む

阿里巴巴
（アリババ）

2014.2 高徳地図

オンライン地図サービスのほか、カー
ナビ、政府・企業向けアプリを得意と
し、地図作成能力、測量・製図分野で
豊富な経験を持つ

高徳による地図サービスをインター
ネットフードデリバリーサービスの

「淘点点」に導入し、付加価値サービ
スを提供。産業チェーンの基本的な閉
ループを構成するため

2015.6 SBRH
ソフトバンク傘下のロボット企業。感
情を認識できるヒューマノイドロボッ
トを開発

ロボット業務を強化し、スマートホー
ム方面の基礎技術を蓄積するため
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企業 実施時期 スタートアップ企業 製品 / サービス内容 M&A/ 投資の目的

百度

2016.7 Zest Finance
機械学習とビッグデータを結び付け、
個人への貸し付けを巡る信用評価をよ
り正確に行う

消費者金融業務を発展させるため

2016.8 Velodyne LiDAR
レーザーレーダーメーカーで、百度が
開発している自動運転車のセンサーサ
プライヤー

両社は今後、自動運転分野での協力を
深め、百度の自動運転車の商業化を推
進していく

2017.2 渡鴉科技

対話と快適なインターフェイスで、ス
マートデバイスと人をより密接に結
びつける。主な製品は Music Flow、
Raven H-1など

スマートハードウェアの弱点を補い、
より人に優しいサービスを実現するた
め

2017.4 Xperception

コンピュータビジョンのソフト・ハー
ドウェアソリューションを提供。ロ
ボット、AR/VR などの業界に向けコ
ンピュータビジョンのソフト・ハード
ウェア製品を提供

視覚・感知分野のソフト・ハードウェ
ア能力を強化するため

騰訊
（テンセント）

2013.9 捜狗
主な製品は、捜狗検索、捜狗入力ソフ
ト、捜狗高速ブラウザなど

捜狗は今、検索・入力ソフトの企業か
ら音声認識とビッグデータの企業へと
徐々に転換を果たしつつある

2014.7 Scaled Inference

グーグル内部で使用されているような
機械学習と AI 技術の開発に取り組ん
でいる。最終的には、それを誰もが使
用できるクラウドコンピューティング
サービスにすることを目指す

投資額は少なく、AI の中核技術に関
わる分野への慎重な取り組みが伺える

2015.5 CloudMedx
オリジナルの患者データを基に、機械
学習を通じて臨床治療と初期の診断に
参考データを提供

テンセントによる医療・健康投資の一
部である

2016.2 Diffbot

視覚ロボットによってウェブサイトを
スキャン・分析し、その中の重要な内
容を抜き出す。さらに、ソフトウェア
が直接認識できる構造化データの形で
それを出力できる

投資額は少なく、AI の中核技術に関
わる分野への慎重な取り組みが伺える

2016.4 iCarbonX
健康情報のビッグデータ、インター
ネット、人工知能を駆使し、デジタル・
ライフ・エコシステムの研究を行う

テンセントによる医療・健康投資の一
部である

2016.9 Skymind

オープンソース・ディープラーニング
企業。DeepLearning4j を使用する企
業にサポートサービスを提供すると同
時に、ディープラーニングを Hadoop
システムに統合する

投資額は少なく、AI の中核技術に関
わる分野への慎重な取り組みが伺える

アマゾン

2015.12 Orbeus

人工ニューラルネットワークに基づく
画像認識技術を開発。そのアプリケー
ションソフトウェアは、画像の内容を
自動的に分類し識別することができる

傘下のクラウドコンピューティングお
よびモノのインターネットサービスの
ソフトウェア機能を拡大するため

2016.9 Angel.ai

自然言語によるクエリから操作可能な
意図をくみ取り、ユーザーが現在検索
している商品のサイトに直接アクセス
できるようにする

自社の検索技術を最適化し、インタラ
クティブな商取引における AI の応用
を拡大するため

2017.1 Harvest.ai

機械学習によって、企業のキー IP ア
ドレスに忍び寄るユーザーの言動を分
析し、重要な顧客データが書き換えら
れる前に標的型の攻撃を認識し、停止
させることができる

AI 技術によって自社のセキュリティ
サービス能力を向上させるため
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企業 実施時期 スタートアップ企業 製品 / サービス内容 M&A/ 投資の目的

インテル

2013.9 Indisys

自然言語認識技術の開発を専門とす
る。同社が開発した対話に基づくシス
テムは、web などを含む複数のバー
ジョンを有する

自主開発と音声認識技術の把握のため

2015.10 Saffron
人の脳の働きをまねたアルゴリズムを
通じて、膨大なデータセットから役に
立つ情報を抜き取ることを可能にする

一般的な電子製品に人工知能の技術を
導入するため

2016.5 ITSeeZ
コンピュータビジョンを専門とし、ド
ライバー支援システムのソフトウェ
ア・サービスを提供

自動車やビデオなどの、モノのイン
ターネット細分化市場への投資を強化
するため

2016.8 Nervana

ディープラーニング向けのクラウドコ
ンピューティングプラットフォームを
提供。開発者は同プラットフォームを
利用してよりインテリジェントなアプ
リケーションを開発することができる

ディープラーニング IP と具体的な製
品を獲得するため

2016.9 Movidius
視覚アルゴリズムチップ企業。低消費
電力のコンピュータビジョンチップ
セット Myriad シリーズなどを開発

インテルのドローン、ロボット、VR
ヘッドマウントディスプレイなどの市
場開拓をサポートするため

2017.3 Mobileye

自動運転アルゴリズムとチップのサプ
ライヤー。コンピュータビジョンア
ルゴリズムと先進運転支援システム

（ADAS）のチップの開発を専門とす
る

自動運転分野の強化のため

クアルコム

2011.7 Gesture Tek
動作・ジェスチャーを認識するソフト
ウェアを開発

クアルコムのスナップドラゴン・プロ
セッサに技術を統合するため

2014.1 Kooaba
人工知能による画像認識を手掛ける。
主に出版や電子商取引などの分野の製
品認識に用いられる

Kooaba の技術はすでにクアルコムの
ビジョンベースの AR プラットフォー
ムである Vuforia に統合されている

2014.9 Euvision

人工知能による画像認識を手掛ける。
携帯画像認識と管理アプリの Impala 
は、画像中の人の顔などを認識できる
ほか、画像を自動的に分類し、タグ付
けできる

同社の画像認識技術を自社の製品・
サービスに統合するため

2015.9
Capsule

Technologie

医療機関のデータ収集と処理をサポー
トすると同時に、それらをデジタル情
報に変換し、さらにデータをバックエ
ンド管理システムに転送する

クアルコムの医療系子会社の2Net
（ツーネット）プラットフォームをサ
ポートし、患者の健康状態を追跡す
る総合的なプラットフォームを立ち上
げ、インテリジェントな病後のケアを
提供するため

2016.10 NXP
世界最大の自動車用チップサプライ
ヤー。主な製品は車載用時計の各種
チップやセンサー

自動車チップ市場への進出を拡大する
ため。SoC スナップドラゴンと結び
つけることによって、ADAS、車載イ
ンフォテイメントシステム、セキュリ
ティシステム、ネットワーク設備、動
力システムを含む自動車半導体市場に
おいて優位に立つため
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表 1-3　テクノロジー大手による AI の応用分野一覧表

企業

パ
ー
ソ
ナ
ル
ア
シ
ス
タ
ン
ト

検
索

自
動
運
転

医
療

ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス

ゲ
ー
ム

ス
マ
ー
ト
ホ
ー
ム

電
子
商
取
引

金
融

車
載

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス

Ｓ
Ｎ
Ｓ

そ
の
他

差別化に向けた取り組み

グーグル 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 全面的な攻勢

マイクロソフト 〇 〇 〇
一般的技術を重視。AI 技術を駆使し、マイク
ロソフトの各製品のユーザーエクスペリエン
スを向上

アップル 〇 〇 〇 〇 〇
AI 技術を駆使し、アップルの各製品のユー
ザーエクスペリエンスを向上

アマゾン 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
スマートホーム、クラウドサービス、電子商
取引および伝統的な小売業の改造を重視

フェイスブック 〇 〇 〇
AI 技術を駆使し、フェイスブックの各アプリ
ケーションのユーザーエクスペリエンスを向
上

百度 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 全面的な攻勢

テンセント 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ユーザーシステムに基づくソフト・ハード
ウェアサービス型 AI 生態系を打ち立てる。
SNS、スマートホーム、ゲーム、医療などの
分野を重視

アリババ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
愛麗クラウドを基礎とする AI の青写真を描
く。電子商取引、金融およびその他の業界を
重視
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中国では現在、研究者および大学教授・大学生
など10万人余りが人工知能関連分野の研究、学習、
開発と応用に様々なレベルで取り組んでおり、多
くの成果を上げている。統計によれば、2006年
から2016年までの10年間、世界トップクラスの
人工知能関係の論文約2万件のうち、中国人が執
筆した論文の数と被引用回数はそれぞれ全体の
29.2％と31.8％を占めた３）。2014年以降、中国人
の研究の実力は人工知能界において世界の約半分
を占めるほどになった。これらの理論的成果は将
来、中国の人工知能発展の栄養分と原動力になり、
より多くのユニコーン企業が誕生することだろ
う。

2.1 研究の歴史
世界各国の人工知能の発展と比べると、中国国

内の人工知能研究はスタートが遅れただけでな
く、発展の道は紆余曲折に満ち、各方面から疑問
や批判、さらには抑圧を受けるといった非常に苦
しい発展の歴史をたどってきた。中国の人工知能
が徐々に発展の道を歩めるようになったのは、改
革開放の後になってからである。

2.1.1・深い霧の中を進む（1950〜1980）
人工知能は1950〜60年代にかけて西側諸国で

重視され、発展したが、ソ連では「資産階級によ
る反動的な疑似科学」であるとして批判を受けた。
当時、ソ連のサイバネティックス（Cybernetics）
および人工知能に対する批判の影響を受けて、中
国では1950年代、人工知能の研究がほぼ行われ
なかった。1960年代後半から70年代になると、
ソ連ではサイバネティックスと人工知能の研究が
解禁されたものの、中ソ関係が悪化したため、中
国の学術界はソ連のこうした研究解禁を「修正主
義」として排斥する立場をとり、人工知能の研究
は引き続き停滞した。当時、人工知能は中国で疑
問視されるか、あるいは「超能力」と一緒に扱わ
れて批判され、疑似科学・修正主義であるとみな
されていた。月刊「抄訳外国自然科学哲学」の

1976年第３期には、このような内容が書かれて
いる。「『画像認識』と『人工知能』研究分野の様々
な反動的思潮に対する批判闘争の中で、自らの道
を歩む」。ここからも、中国の人工知能研究がま
るで深い霧の中を進むような苦しい立場に置かれ
ていたことがわかる。

1978年３月に全国科学大会が北京で開催され
た。華国鋒が司会した同大会の開幕式で、鄧小平
が「科学技術は生産力である」とする重要講話を
発表した。大会では、「科学技術の現代化に向け
て進軍」するとする戦略的意思決定が下された。
これが思想解放の先駆けとなり、中国科学事業の
発展が促進され、中国の科学技術事業は春を迎え
ることとなった。これは中国の改革開放の前兆で
あり、多くの研究者が思想の大解放を実現し、人
工知能の研究もさらなる解禁に向け、着々と準備
が進んでいた。呉文俊が提起した、機械による幾
何学定理の証明と発見の新手法―幾何学定理機械
証明が、1978年の全国科学大会重大科学技術成
果賞を受賞したことは、良い兆しの一つであった。

1980年代初期になると、銭学森らが人工知能
の研究を主張しはじめ、中国の人工知能研究はよ
り一層活発化した。しかし、当時の中国社会では、
まだ「人工知能」と「超能力」が一緒くたに扱わ
れていたため、中国における人工知能研究は長い
長い回り道を歩まなければならなかった。まず、
人工知能学者を含む多くの研究者が人工知能と超
能力を一緒に「研究」していた上に、社会的にも

「超能力」と「人工知能」が同時に批判されやすく、
両者が共に「疑似科学」とされ排斥されたのだっ
た。

2.1.2・厳しいスタート（1981〜1985）
1970年代末から80年代にかけ、欧米の先進国

では知識工学とエキスパートシステムが急速に発
展し、大きな経済効果をあげた。一方当時の中国
では、関連の研究が厳しいスタートの段階にあっ
たが、一部の基礎的な取り組みが始まっていた。
第一に、人工知能研究のため留学生を海外に派

中国における人工知能技術の開発の現状第２章

３）米国はもはや世界一ではない ? 人工知能で中国が「追い越し」をかける ! 2016 年 11 月４日
　　http：//www.sohu.com/a/118125149_157348。
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めるようになった。
中華人民共和国国防科学技術工業委員会は

1984年に全国インテリジェント・コンピュータ
およびそのシステム学術討論会を開催、1985年
にはさらに、第１回全国第五世代コンピュータ学
術セミナーを開催した。1986年からはインテリ
ジェント・コンピュータシステム、スマートロボッ
ト、インテリジェント情報処理などの重大プロ
ジェクトが国家ハイテク研究発展計画（863計画）
に組み込まれるようになった。1987年７月には
中国国内初となる独自の知的財産権を有する人工
知能の専門書「人工知能およびその応用」が清華
大学出版社より出版された。これに続いて、中国
初の人工知能、ロボティクス、インテリジェント
制御に関する著作がそれぞれ1987年、1988年、
1990年に出版された。1987年には雑誌「パター
ン認識と人工知能」が創刊。1989年には第１回
中国人工知能聯合会議（CJCAI）が開かれ、2004
年までに計８回開催された。1993年以降には、
インテリジェント制御やインテリジェント・オー
トメーションなどのプロジェクトが国家科学技術
攀登計画に組み込まれた。

2.1.4・力強い発展（2001年〜現在）
21世紀に入ると、より多くの人工知能とイン

テリジェントシステムの研究課題が国家自然科学
基金重点・重大プロジェクト、国家ハイテク研究
発展計画（863計画）および国家重点基礎研究発
展計画（973計画）プロジェクト、科学技術部の
科学技術難関攻略プロジェクト、工業情報化部の
重大プロジェクトなどの各種国家基金計画からの
支持を得ると同時に、中国の国民経済と科学技術
の発展という大きなニーズが互いに結び付き、国
家のためより多くの貢献を果たせるよう努力する
ようになった。着手された研究プロジェクトは多
く、代表的なものとしては、視覚と聴覚のコグニ
ティブ・コンピューティング、Agent 向けのイ
ンテリジェント・コンピュータシステム、中国語
のスマート検索エンジンのキーテクノロジー、イ
ンテリジェントな農業エキスパートシステム、虹
彩認識、音声認識、機械心理と機械感情、ヒュー
マノイド・ロボットのマンマシンインタラクショ
ンと協力、プロジェクト建設においてスマートア
シストを行う意思決定システム、未知の環境にお
けるモバイルロボットナビゲーション・コント
ロールなどが挙げられる。

2006年に「インテリジェントシステム学報」

遣した。中国は改革開放後の1980年より、先進
的な科学技術について研究し、科学技術の新しい
成果を学ぶために大量の留学生を西側先進国に派
遣するようになった。これには、人工知能やパター
ン認識などの学科も含まれていた。こうした「海
外留学から帰国した」人工知能のエキスパートら
は、中国の人工知能研究と開発・応用の学術リー
ダー、中核的な力となり、中国の人工知能の発展
のため非常に大きな貢献を果たした。
第二に、中国人工知能学会が設立された。1981

年９月、中国人工知能学会（CAAI）が長沙で設
立され、秦元勛が初代理事長に選ばれた。于光遠
は大会期間中に大型座談会を開き、人工知能に関
する認識の問題について討論した。于光遠はこの
時、「人工知能は新興の科学であり、我々は積極
的にこれを支持すべきである。一方、いわゆる『超
能力』の研究は疑似科学であり、支持するべきで
はなく、断固として反対すべきだ」と指摘してい
る。1982年には、中国人工知能学会の刊行物「人
工知能学報」が長沙で創刊され、中国初の人工知
能関係の学術刊行物となった。
第三に、人工知能の関連プロジェクトの研究が
始まった。1970年代末から80年代前半にかけ、
いくつかの人工知能関連プロジェクトが国家研究
計画に組み込まれた。例えば、1978年に開かれ
た中国自動化学会の年次総会では、光学文字認識
システム、手書き数字認識、バイオサイバネティ
クス、ファジィ集合などの研究成果が発表され、
バイオサイバネティクスやパターン認識などに関
する中国の人工知能の研究がスタートしたことが
明らかになった。このほか、1978年には「知的
シミュレーション」の研究が国家研究計画に組み
込まれた。しかし、当時はまだ「人工知能」の研
究が直接的に言及されることはなく、中国の人工
知能のタブーが解禁されるにはまだ時間が必要で
あった。

2.1.3・夜明けの光（1986〜2000）
1984年の１月と２月、鄧小平は深センと上海

をそれぞれ視察した際、子供がコンピュータと将
棋を指す様子を見て、「コンピュータの普及は子
供から着手しなければならない」と指示した。こ
れを受けて、中国における人工知能研究を取り巻
く環境はやや好転した。例えば、人民日報による
人工知能関連の報道も徐々に増えてきた。1980
年代中ごろになると、中国の人工知能研究はつい
に夜明けの光を迎え、比較的正常な発展の道を歩



14 中国における人工知能研究開発の現状と動向

第２章　中国における人工知能技術の開発の現状

の構造を模倣したディープラーニングは、より高
いモデリングと推理能力を持ち、複雑な知的問題
を効果的に解決することができる。ディープラー
ニングの研究においても中国は近年重要な進展を
果たし、いくつかの研究成果は世界先進レベルに
近づくか、あるいは到達している。

中国の学者は自動計画の分野でも画期的な成果
をあげている。1985年にはエキスパートシステ
ムに基づくロボット計画メカニズムと手法を提起
し、発展させ、人工知能エキスパートシステムと
ロボット技術の融合を実現、インテリジェントな
自動計画と高度な制御に向け、新たな方法を切り
開いた。これは、生産のインテリジェントレベル
を引き上げるうえで重要な意義を持つと同時に、
国内外のロボット計画研究の発展を推進した。こ
の成果は幅広く引用され、清華大学の呉麒らが編
集主幹を務めた全国的な大学教材「自動制御原理」
にも収録されている。1999年以降になると、今
度はロボット進化計画の分野で画期的な成果が得
られるようになった。

中国はこのほか、コグニティブ・コンピューティ
ング、感情計算、パターン認識、ニューラルネッ
トワーク、スマートドライビング、水中ロボット、
その他スマートロボットなどの分野でも世界先進
レベルの研究成果を上げ、優秀な学術リーダーを
多く育成した。

中国の研究者はまた、人工知能の基礎研究分野
でいくつかの国際的な賞を受賞している。例えば
1990年には張鈸が ICL 欧州人工知能賞を受賞、
さらに2015年には蔡自興の指導を受けた王勇博
士が IEEE CIS（計算知能部門）の優秀博士論文
賞を受賞した。

2.2.2・専用人工知能
中国は特定の目的を持つ専用人工知能の分野で

飛躍的な進展を果たし、すでに自然言語処理、音
声認識、画像認識、機械学習、バーチャルリアリ
ティー、インテリジェント・プロセッサ、コグニ
ティブ・コンピューティング、スマートドライビ
ング、スマートロボットなどの分野で、世界先進
レベルの多くの応用成果を獲得している。

インターネットとビッグデータの後押しによ
り、人工知能は新たな発展段階に入った。中国で
は現在、モバイルインターネット、コールセン
ター、スマートホーム、カーエレクトロニクスと
いった分野で音声認識技術の研究と応用が徐々に
進んでおり、音声認識産業の規模は急速に拡大し

を創刊した。これは「人工知能学報」と「パター
ン認識と人工知能」に続く、中国で３番目の人工
知能関係の定期刊行物である。これらの定期刊行
物は、国内の人工知能学者と大学の教授・大学生
らに向けた学術交流のプラットフォームを提供
し、中国の人工知能研究と応用を促進する役割を
果たした。

2.2 研究の成果
国は国家自然科学基金重大特別プロジェクト、

国家863計画プロジェクト、国家重大戦略プロジェ
クト、中国製造2025（メイド・ イン・チャイナ
2025）など、人工知能関連の研究課題を相次いで
立ち上げた。これら研究基金のサポートにより、
中国の人工知能の研究はこれまでに多くの目覚ま
しい成果をあげている。

2.2.1・基礎研究
国内の学者は問題の解決、不確実な推論、汎用

論理、トポロジー学、パターン認識、画像処理、
機械学習、エキスパートシステム、インテリジェ
ント・コンピューティング、インテリジェント制
御といった基礎研究分野で多くの功績を残し、世
界先進レベルの創造的な成果を挙げた。例えばパ
ターン認識の分野では、文字認識、音声認識、指
紋認識、顔認識、虹彩認識、歩行認識などの研究
を行い、その研究内容は生物医学、衛星リモート
センシング、ロボットビジョン、貨物検査、ター
ゲット・トラッキング、自律航法、保安、銀行、
交通、軍事、電子商取引、マルチメディアネット
ワーク通信などの応用分野に関わる。

機械学習は人工知能の核心となる研究分野の一
つだ。現在、機械学習のビッグデータは往々にし
て、マルチソースで異種混合、意味が複雑、規模
が大きい、動的で変化に富むといった特殊な性質
を持つことが多く、従来型の機械学習技術に新た
な課題が突き付けられている。こうした課題に対
応するため、中国のテクノロジー大手である華為

（ファーウェイ）や百度（バイドゥ）などの企業
は国外大手のグーグル、マイクロソフト、アマゾ
ンなどと競争を展開、機械学習技術を主に手掛け
る研究機関を相次いで立ち上げ、ビッグデータに
含まれる巨大な商業的価値・応用価値を十分に発
掘している。ディープラーニングは機械学習分野
の中でも新興のサブフィールド・研究分野であり、
複数の層の表現を通じてデータ間の複雑な関係性
のモデリングを行うアルゴリズムである。人の脳
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ポートなどのエキスパートシステムを打ち立て、
溶鉱炉での製鉄プロセスのインテリジェント化を
実現した。

2.2.3・計算知能と進化的計算
計算知能（Computational Intelligence, CI）は

人工知能の新分野で、ファジィコンピューティン
グ、ニューラルコンピューティング、進化的計算、
免疫計算などに関わる。中国はここ10年あまりで、
計算知能、特に進化的計算の研究で多くの世界的
な成果を上げている。中国科学技術大学、中南大
学、西安電子科技大学、中国科学院自動化研究所
などの研究機関はいずれもこの分野で大きな影響
力を持つ貢献を果たしている。蔡自興チームが進
化的計算の研究で獲得した成果は、一つの良い例
と言える。

蔡自興チームが提起した進化的計算アルゴリズ
ムは世界トップレベルに達しており、世界各国の
進化的計算学界から幅広く注目され、すでに関連
アルゴリズムの比較の基準となっている。このア
ルゴリズムは、アルゴリズムの設計に対する指導
的価値があるのみならず、国内外の30あまりの
分野での応用にも成功し、世界的なトップレベル
検索機関にも採用されるなど、国際的な計算知能
研究分野に対して重要な影響をもたらしている。
彼らの提起した単一ターゲット差分進化アルゴリ
ズム CoDE は、米カリフォルニア大学バークレー
校の Rickard O C 、Sitar N の両氏が設計したビ
ジネスソフトウェア bSLOP の中核技術に採用さ
れている。ちなみにこのソフトウェアは、アップ
ルの公式サイトでも販売されているものだ。この
ほか、Sahalos J N、Yao X、Najy W K A の各氏
は、CoDE アルゴリズムをモバイル通信システム
設計、製品欠陥予測ソフトウェア、送電網の保護・
調整に応用することに成功した。このようなアル
ゴリズムが、世界的にこれほどまで注目され、こ
れほど多くの最適化に応用されることは非常に稀
である。このほか、彼らが提起した世界的に幅広
く引用・応用されているアルゴリズムは「蔡王ア
ルゴリズム（CW Algorithm）」と呼ばれ、好評
を博している。

また、ここ10年余りで、計算知能の「中国海
外軍団」が新しい勢力を形成しており、目覚まし
い成績を上げている。金耀初らの研究成果は計算
知能と進化アルゴリズムの研究分野において世界
的に認められており、進化的計算分野の国際的な
学術リーダーとなり、中国の計算知能と進化的計

つつある。音声認識は今や、主流の対話モードの
一つに成長した。

ここ数年、多層ニューラルネットワークをベー
スに発展してきたディープラーニングとディープ
ニューラルネットワークも、中国ではすでに多く
のパターン認識分野での応用に成功している。中
国科学院自動化研究所で虹彩認識分野の研究を行
う譚鉄牛チームは、虹彩画像情報から取得した
ソースからシステムの革新を実現することを目指
し、虹彩認識分野のイメージング装置、画像処理、
特徴抽出、認識・検索、セキュリティ・偽造防止
など一連のキーテクノロジーで全面的な飛躍を果
たし、虹彩認識比較システムの計算理論と手法・
体系を確立した。また、現在世界最大規模の虹彩
共有画像ライブラリを立ち上げ、すでに炭鉱作業
員の識別や北京都市鉄道における監視・モニタリ
ングなどに幅広く応用されている。さらに、70
カ国・地域の3,000あまりの研究チームでも同技
術が使用されるなど、虹彩認識の発展を力強く推
進した。2010年に開催された、世界最高難度・
最大規模を誇る虹彩認識の専門的な計測コンテス
トにおいて、譚鉄牛チームが提出したアルゴリズ
ムは、25カ国・地域の41チームの中で群を抜い
て優れた成績を収め、性能テストの指標が第２位
のチームを41.3％上回るという絶対的優位で虹彩
認識アルゴリズムコンテストの連覇を果たした。
2008年に行われた国際虹彩認識アルゴリズムコ
ンテストでは、譚鉄牛チームは35カ国・地域か
ら参加した97チームの中で優勝を果たした。こ
のことは、中国が虹彩認識分野において世界を
リードする実力を持つことを十分に示している。

パターン認識分野では、石青雲を代表者とする
北大高科指紋技術有限公司が指紋認識分野で他を
リードする成果を上げ、国が推進する「科技強警

（科学技術による警察力強化）」を力強く後押しし
ている。

エキスパートシステムはすでに中国で幅広く応
用されており、応用分野は工業、農業など多岐に
わたり、その経済効果はかなりの規模に達してい
る。例えば、冶金エキスパートシステムは溶鉱炉
のモデリング、モニタリングと診断などに応用さ
れ、マルチコア学習に基づく溶鉱炉自動化フレー
ムワーク、Volterra 級数に基づく溶鉱炉システム
データ駆動モデリング、溶鉱炉熱風炉流量設定、
溶鉱炉温度予測、溶湯のシリコン含有量予測、デー
タ収集・処理、ファブリックステータス評価、炉
内の状況分析とモニタリング、診断と意思決定サ
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が第一著者または責任著者となった人工知能分野
の論文数が、中国の同分野の論文総数に占める割
合は92.7％に達し、米国の81.9％、英国の70.3％、
ドイツの74.4％を上回った。2005年から2009年
までのデータと比較すると、2010年から2014年
までに中国人が第一著者または責任著者となった
論文の占める割合はより一層増加しており、一方
で米国、英国、ドイツのシェアは減少している。
２、学術的影響力

2005年から2014年にかけての、中国の人工知
能分野の論文の被引用回数は米国に次ぐ世界２位
であり、３位の英国との差はわずかである。中国
の１編あたりの被引用回数は世界平均レベル、お
よび５大科学技術強国のレベルを下回った（2010
年から2014年にかけてのみ、同期の日本をわず
かに上回っている）。
３、高被引用論文を生み出す能力

2005年から2014年にかけ、人工知能分野にお
ける中国の高被引用論文（被引用数が上位１％に
入った論文）数の世界シェアは16.2％（309編）
に達し、英国と並ぶ世界２位となったものの、世
界１位の米国（53.2％）と比べると、３分の１に
も満たなかった。2010〜2014年と2005〜2009年
のデータを比べると、同分野における中国の高被
引用論文のシェアは14ポイント上昇し、21.6％に
まで達しており、世界ランクも４位から２位に上
昇した。一方の米国は、同分野における高被引用

算研究の発展を促進した。

2.3 論文・特許の分析４）

本節では、論文発表と特許登録という２つの角
度から中国の人工知能分野の研究の現状について
分析していきたい。論文発表データは、米トムソ
ン・ロイター社の論文データベース「SCI」に、
特許登録データは米国特許商標庁（USPTO）と
米トムソン・ロイター社のダウエント・イノベー
ション・インデックス（DII）にそれぞれ基づく
ものである。データ収集の期間は2005〜2014年。

2.3.1・論文発表
2005年から2014年にかけ、中国が人工知能分

野で発表した論文数は、同じ分野で発表された世
界の論文数の15.9％を占めた（世界２位）。ラン
キング１位の米国（25.8％）との差は約10ポイン
ト、ランキング３位の英国（7.6％）と比べると
約２倍となった。中国の人口１千万人あたりの論
文発表数は、2005年には14.32編だったが、2014
年には45.61編にまで増加し、世界平均レベルの
38.61編を上回った。しかしランキングは世界55
位から59位に下がっている。
１、学術的リーダーシップ

人工知能分野の論文における中国のリーダー
シップは米、英、独といった科学技術先進国を上
回っている。2005年から2014年にかけ、中国人

４）本節に掲載したすべてのデータ・図表は、清華大学出版社の書籍「スマート社会に向けた国家革新力評価（2017）」による。

図2-1　 2005〜2009年および2010〜2014年の人工知能分野の論文数上位20カ国・地域の世
界シェアおよびランキングの変化（2005〜2014年の論文総数に基づく）
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国家 / 地域

2005 〜 2014 年 2005 〜 2009 年 2010 〜 2014 年

論文数
第一著者または責任著者

論文数
第一著者または責任著者

論文数
第一著者または責任著者

論文数 シェア（％） 論文数 シェア（％） 論文数 シェア（％）

米国 47,576 38,968 81.9 19,116 16,103 84.2 28,460 22,865 80.3

中国 29,406 27,252 92.7 9,348 8,525 91.2 20,058 18,727 93.4

英国 13,999 9,841 70.3 5,749 4,263 74.2 8,250 5,578 67.6

ドイツ 10,926 8,134 74.4 4,303 3,330 77.4 6,623 4,804 72.5

スペイン 9,111 7,666 84.1 3,253 2,806 86.3 5,858 4,860 83.0

カナダ 8,778 6,445 73.4 3,660 2,797 76.4 5,118 3,648 71.3

日本 8,509 7,102 83.5 3,992 3,443 86.2 4,517 3,659 81.0

フランス 8,423 6,118 72.6 3,295 2,429 73.7 5,128 3,689 71.9

イタリア 8,393 6,654 79.3 3,211 2,693 83.9 5,182 3,961 76.4

韓国 8,250 7,419 89.9 3,229 2,945 91.2 5,021 4,474 89.1

中国台湾 7,319 6,934 94.7 3,083 2,927 94.9 4,236 4,007 94.6

オーストラリア 6,019 4,233 70.3 2,190 1,670 76.3 3,829 2,563 66.9

インド 5,960 5,389 90.4 2,066 1,883 91.1 3,894 3,506 90.0

イラン 5,384 5,079 94.3 1,124 1,065 94.8 4,260 4,014 94.2

トルコ 4,593 4,216 91.8 1,753 1,641 93.6 2,840 2,575 90.7

オランダ 3,589 2,441 68.0 1,304 959 73.5 2,285 1,482 64.9

中国香港 3,356 2,024 60.3 1,496 923 61.7 1,860 1,101 59.2

シンガポール 3,200 2,336 73.0 1,300 1,012 77.8 1,900 1,324 69.7

スイス 3,156 2,102 66.6 1,066 715 67.1 2,090 1,387 66.4

ブラジル 3,024 2,565 84.8 1,051 879 83.6 1,973 1,686 85.5

ギリシャ 2,578 2,159 83.7 1,164 1,009 86.7 1,414 1,150 81.3

図2-2　 2005〜2009年および2010〜2014年の人工知能分野の論文被引用回数上位20カ国・
地域の世界シェアおよびランキングの変化（2005〜2014年の論文被引用回数に基づく）

表2-1　人工知能分野における第一著者または責任著者論文数およびそのシェア
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2010〜2014年と2005〜2009年のデータを比べる
と、米国と日本は世界１位と２位の座を不動のも
のとしており、韓国と中国のシェア・ランキング
はいずれも上昇した。韓国のシェアの増加幅は最
大（3.1ポイント）であった。中国は、2010〜
2014年には10位だったが、2005〜2009年には６
位へと順位を上げ、上げ幅は最も大きかった。

人口１千万人あたりの特許数を見ると、中国の
ランキングは常に30位以下となっている。2014
年の中国の人口１千万人あたりの特許保有件数は
2005年よりもやや増加したが、世界ランクは48

論文のシェアを5.2ポイント落としているが、依
然として50％を超えるシェアを保ち、世界１位
の座を不動のものとしている。英国のシェアは1.2
ポイント増加したが、中国に追い越されて順位は
世界３位となった。

2.3.2・特許登録
2005年から2014年にかけ、中国の人工知能分

野における特許数が世界に占める割合はわずか
2.1％、世界順位は７位で、世界１位の米国（60.5％）
と２位の日本（15.0％）から大きく引き離された。

国家 2005〜2014年 2005〜2009年 2010〜2014年

世界平均レベル 12.4 20.2 7.4

中国 9.1 14.4 6.6

米国 19.2 31.5 10.9

日本 10.8 15.7 6.4

ドイツ 17.4 27.2 11.1

フランス 14.9 23.4 9.5

英国 18.3 28.2 11.4

国家
/ 地域

2005〜2014年 2005〜2009年 2010〜2014年 シェア
変化

（％）

ランキング
変化特許数

（件）
世界シェア

（％）
世界

ランキング
特許数
（件）

世界シェア
（％）

世界
ランキング

特許数
（件）

世界シェア
（％）

世界
ランキング

世界 33,457 ― ― 10,155 ― ― 23,302 ― ― ― ―
米国 20,253 60.5 1 6,286 61.9 1 13,967 59.9 1 −2.0 0
日本 5,014 15.0 2 1,727 17.0 2 3,287 14.1 2 −2.9 0
韓国 1,840 5.5 3 340 3.3 4 1,500 6.4 3 ＋3.1 ＋1

ドイツ 1,441 4.3 4 463 4.6 3 978 4.2 4 −0.4 −1
カナダ 1,103 3.3 5 280 2.8 5 823 3.5 5 0.7 0
英国 798 2.4 6 256 2.5 6 542 2.3 7 −0.2 −1
中国 716 2.1 7 133 1.3 10 583 2.5 6 ＋1.2 ＋4

中国台湾 659 2.0 8 181 1.8 8 478 2.1 8 ＋0.3 0
フランス 593 1.8 9 184 1.8 7 409 1.8 9 0.0 −2

イスラエル 492 1.5 10 153 1.5 9 339 1.5 11 0.0 −2
インド 432 1.3 11 72 0.7 13 360 1.5 10 ＋0.8 3

スウェーデン 327 1.0 12 98 1.0 11 229 1.0 12 0.0 −1
オランダ 256 0.8 13 95 0.9 12 161 0.7 14 −0.2 −2
スイス 254 0.8 14 63 0.6 16 191 0.8 13 ＋0.2 ＋3

オースト
ラリア

209 0.6 15 69 0.7 14 140 0.6 15 −0.1 −1

イタリア 201 0.6 16 64 0.6 15 137 0.6 16 0.0 −1
フィンランド 144 0.4 17 55 0.5 17 89 0.4 18 −0.1 −1

シンガ
ポール

129 0.4 18 29 0.3 18 100 0.4 17 ＋0.1 ＋1

スペイン 97 0.3 19 25 0.2 19 72 0.3 20 ＋0.1 −1
ベルギー 92 0.3 20 19 0.2 24 73 0.3 19 ＋0.1 ＋5

表2-2　 2005〜2014年の人工知能分野における6カ国の論文の1件あたり被引用回数
（単位：回 / 件）

表2-3　 人工知能分野における全ての発明者の特許数上位20カ国・地域の世界シェアおよびランキング（2005〜2014年の特許
数に基づく）
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の特許数はいずれも500件を超えている。
特許の技術テーマの分布を見ると、IBM、マイ

クロソフト、サムスンはいずれもソフトウェア製
品に関する特許が比較的多い。IBM とマイクロ
ソフトの特許の技術テーマはよく似ており、いず
れも音声認識 / 合成・入力・出力、コンピュータ
音声処理、データベース応用などについて研究し
ている。IBM はこのほか、検索関係の研究にも
注目しており、一方のマイクロソフトは手持ち式
の携帯電話分野も研究している。サムスンは手持
ち式の携帯電話、パーソナルデジタルアシスタン
ト、ソフトウェア製品、フィーチャーフォン、閾
値の調節が可能な MOS トランジスタメモリな
ど、携帯電話関連の特許が多い傾向にある。

中国における人工知能分野の特許登録件数ラン

位に下がってしまった。イスラエルの特許総数は
多くないが、人口１千万人あたりの特許保有件数
のランキングは2005年と2014年に世界１位となっ
ている。韓国も大きく躍進し、人口１千万人あた
りの特許保有件数の世界ランクは2005年には12
位だったが、2014年には一躍世界３位に躍り出た。
１、重点技術

人工知能分野における特許数の世界ランキング
で上位10位に入った特許権者のうち、６社は米
国企業で、日本企業と韓国企業がそれぞれ２社ず
つであった。ランキングのトップ３は上から順に
IBM、マイクロソフト、サムスンで、特許数はい
ずれも１千件を上回った。うち、IBM は2,174件
で他を大きくリードしている。またソニー、
AT&T、グーグル、本田技研工業、クアルコム

ランキング 特許数（件） 特許権者の日本語 / 英語名 国家 / 地域

１ 2,174 IBM/INT BUSINESS MACHINES CORP 米国

２ 1,508 マイクロソフト /MICROSOFT CORP 米国

３ 1,236 サムスン /SAMSUNG Group 韓国

４ 802 ソニー /SONY CORP 日本

５ 776 AT&T/AT&T CORP 米国

６ 743 グーグル /Google INC 米国

７ 552 本田技研工業 /HONDA GIKEN KOGYO KK 日本

８ 505 クアルコム /QUALCOMM INC 米国

９ 489 LG/LG LTD 韓国

10 463 インテル /INTEL CORP 米国

機関 ダウエントマニュアルコード 技術テーマ 特許数（件）

IBM

T01-S03 ソフトウェア製品 1,322

T01-C08A 音声認識 /合成・入力・出力 388

T01-J18 コンピュータ音声処理 307

T01-J05B4P データベース応用 245

T01-J05B3 検索 202

マイクロソフト

T01-S03 ソフトウェア製品 722

T01-C08A 音声認識 /合成・入力・出力 268

W01-C01D3C 手持ち式の携帯電話 230

T01-J18 コンピュータ音声処理 212

T01-J05B4P データベース応用 154

サムスン

W01-C01D3C 手持ち式の携帯電話 287

W01-C01P2 携帯情報端末 191

T01-S03 ソフトウェア製品 167

W01-C01G8 フィーチャーフォン 154

U14-A03B7
閾値の調節が可能な MOS
トランジスタメモリ

113

表2-4　人工知能分野における特許数ランキング上位10位の特許権者

表2-5　人工知能分野の特許数ランキング上位3位の機関の技術テーマ
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キングで上位３位の機関は上から順に深セン富士
康（フォックスコン）（99件）、ファーウェイ（16件）、
中興通訊（ZTE）（15件）で、４位は微星（11件）
となっている。その他の企業（飛天誠信科技、富
泰華、通領科技、日電など）はいずれも10件に
満たなかった。これらの企業のうち、深セン富士
康の特許は主に、ロボットシステム、マニピュレー
タ組立、おもちゃの目のシミュレーションといっ
た方面に集中している。ファーウェイの特許は主
に、データ伝送、インテリジェントネットワーク
などの方面に集中している。中興通訊の特許は主
に、スマートアンテナ、スマートカードのリモー
トコントロール、コール処理などの方面に集中し
ている。
２、技術的成果を生み出すリーダーシップ

全ての発明者の特許数に占める最先発明者の特
許数の割合から、その国の技術革新におけるリー
ダーシップの度合いを推し量ることができる。

2005年から2014年にかけ、人工知能分野におい
て米国人が最先発明者となった特許数が世界に占
める割合は58.5％で世界一だった。以下、日本

（14.6％）と韓国（5.4％）が続き、中国はわずか1.7％
で８位につけた。全ての発明者の特許数に占める
最先発明者の特許数の割合を見ると、中国はわず
か78.1％である。これはすなわち、中国の同分野
の特許のうち、１/ ５以上は他国のリーダーシッ
プの下、開発されたという意味であり、技術革新
におけるリーダーシップの度合いはやや低い。ち
なみに、米国、日本、韓国、中国台湾では、この
割合がいずれも95％以上となっている。
３、技術開発力

特許の相対力指数（RSI）は、一国におけるあ
る技術の開発力を反映している。中国は、人工知
能分野において比較的高い開発力を持つ。2005
年から2014年にかけ、人工知能分野の RSI が最
高だったのはインド（0.2）であった。以下、米

国家
/ 地域

2005〜2014年 2005〜2009年 2010〜2014年

特許数
（件）

世界シェア
（％）

世界
ランキング

全ての発
明者の特
許数に占
める最先
発明者の
特許数の
割合（％）

特許数
（件）

世界シェア
（％）

世界
ランキング

特許数
（件）

世界シェア
（％）

世界
ランキング

シェア変化
（％）

ランキング
変化

世界 33,457 ― ― ― 10,155 ― ― 23,302 ― ― ― ―

米国 19,582 58.5 1 96.7 6,120 60.3 1 13,462 57.8 1 −2.5 0

日本 4,892 14.6 2 97.6 1,683 16.6 2 3,209 13.8 2 −2.8 0

韓国 1,804 5.4 3 98.0 337 3.3 4 1,467 6.3 3 ＋3.0 ＋1

ドイツ 1,216 3.6 4 84.4 413 4.1 3 803 3.4 4 −0.7 −1

カナダ 919 2.7 5 83.3 225 2.2 5 694 3.0 5 ＋0.8 0

中国台湾 631 1.9 6 95.8 175 1.7 7 456 2.0 7 ＋0.3 0

英国 619 1.9 7 77.6 205 2.0 6 414 1.8 8 −0.2 −2

中国 559 1.7 8 78.1 100 1.0 10 459 2.0 6 ＋1.0 ＋4

フランス 494 1.5 9 83.3 152 1.5 8 342 1.5 9 0.0 −1

イスラエル 437 1.3 10 88.8 128 1.3 9 309 1.3 10 0.0 −1

インド 300 0.9 11 69.4 45 0.4 16 255 1.1 11 ＋0.7 ＋5

スウェーデン 282 0.8 12 86.2 87 0.9 11 195 0.8 12 −0.1 −1

オランダ 211 0.6 13 82.4 76 0.7 12 135 0.6 13 −0.1 −1

イタリア 178 0.5 14 70.1 58 0.6 14 120 0.5 15 −0.1 −1

オーストラリア 176 0.5 15 84.2 60 0.6 13 116 0.5 16 −0.1 −3

スイス 167 0.5 16 83.1 41 0.4 17 126 0.5 14 ＋0.1 ＋3

フィンランド 128 0.4 17 88.9 50 0.5 15 78 0.3 18 −0.2 −3

シンガポール 97 0.3 18 75.2 17 0.2 21 80 0.3 17 ＋0.1 ＋4

オーストリア 70 0.2 19 ― 19 0.2 20 51 0.2 19 0.0 ＋1

デンマーク 70 0.2 19 ― 21 0.2 18 49 0.2 21 0.0 −3

表2-6　 人工知能分野における特許数上位20カ国 / 地域の最先発明者の特許数、世界シェアおよびランキング（2005〜2014年
の最先発明者特許数に基づく）
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国（0.11）、カナダ（0.1）が続き、中国はその次（0.1）、
韓国は0.04となった。これら数カ国の RSI はい
ずれも0.1を上回った。すなわち、国の特許の全
体規模の影響を取り除くと、これらの国の人工知
能分野における特許数の世界シェアは相対的に見
て比較的高く、開発力も相対的に見て比較的高い
という事が分かる。一方、英国、オーストラリア、
日本、フランス、ドイツ、イタリアなどの国の
RSI はいずれもマイナスで、その開発力が相対的
に見て比較的低いという事が分かる。

2.3.3・論文と特許の産出傾向の比較
2005年から2014年にかけ、人工知能分野におけ

る世界の論文の産出規模は、発明特許登録件数の
約5.5倍に達しており、人工知能分野は全体的に見
てまだ基礎研究段階にあると言える。中国および
主な科学技術強国の論文数と特許数の差はいずれ
も近づいており、人工知能は現在、基礎研究から
応用研究分野へと発展していることが伺える。中
国の特許産出は論文の産出を大きく下回っている
が、2010年から2014年にかけて、論文産出規模と
発明特許登録件数の差は近づいた（70：1から
34：1）。ただし、世界平均レベル（5：1）や日本

（1：1）、米国（2：1）と比べると、依然としてそ
の差は大きい。

ギリス －０．０

イ

－0.30

カナダ ０．１０

－0.20 0.10－0.10 0.00 0.20 0.30
特許の相対力指数（RSI）

ンド ０．２０
米国 ０．１１

中国 ０．１０

イ
韓国 ０．０４

オーストラリア －０．０１

フ
日本 －０．

ランス －０．
ドイツ －０

イタリア －０．２１
．１６

１４
１３

図2-3　人工知能分野における特許の相対力指数（RSI）

国家 / 地域
論文数／特許数

2005〜2014年 2005〜2009年 2010〜2014年

世界 ６：１ ７：１ ５：１

中国 41：１ 70：１ 34：１

米国 ２：１ ３：１ ２：１

日本 ２：１ ２：１ １：１

ドイツ ８：１ ９：１ ７：１

フランス 14：１ 18：１ 13：１

英国 18：１ 22：１ 15：１

カナダ ８：１ 13：１ ６：１

イタリア 42：１ 50：１ 38：１

韓国 ４：１ 10：１ ３：１

オーストラリア 29：１ 32：１ 27：１

ブラジル ― ― ―

インド 14：１ 29：１ 11：１

ロシア ― ― ―

表2-7　人工知能分野における主要諸国の論文数と特許数の比
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2.4 重点研究機関
人工知能ブームの到来に伴い、インターネット

テクノロジー企業だけでなく、国内の多くの大学
や研究機関も人工知能の研究を行うようになり、
専門課程あるいは関連のカリキュラムを設置する
ようになった。

2.5 国内外の研究開発の比較
中国国内における現在の人工知能技術の開発を

国外と比較すると、いくつかの違いが存在する。
具体的には以下の４つの面が挙げられる。
一、先進国では基礎プラットフォームがすでに
完備されているが、中国は依然として独自の中核
技術が不足している。クラウドコンピューティン
グの分野を見ると、サーバ仮想化、ネットワーク
技術（SDN）、ストレージ技術、分散コンピュー
ティング、OS、開発言語とプラットフォームと
いった中核技術は、ほとんどが少数の国外企業の
手中に収められている。これらの企業は強大な革
新力および資本転換能力により、技術の進歩を絶
えず推進している。また同時に、国外企業は細分
化された各分野での取り組みを進めており、完備
された業務配置を形成し、各種システムソリュー
ションを提供することができ、様々なシーンでの
応用が可能である。ビッグデータの分野を見ると、
国外企業はビッグデータの各分野の分業がはっき

りしており、データマイニングを専門とするとこ
ろもあれば、データクリーニングを専門とすると
ころもある。データストレージと管理を専門とす
るところもある。国外でビッグデータ技術開発に
従事する企業には、従来型のデータ企業がモデル
チェンジを果たしたところが多い。例えば IBM
やオラクル（Oracle）、EMC（2015年10月にデ
ルによって買収）などで、これらの企業はデータ
科学分野で比較的高い開発力を誇る。このほか、
国外のデータ保護制度は比較的完備され、データ
開放の基準も成熟しており、ビッグデータ技術の
発展にとって良好な外部環境が整っている。

一方の中国は、クラウドコンピューティング分
野でアリババ、ファーウェイ、新華三、易華録な
ど多くのテクノロジー企業が存在するものの、中
核技術の蓄積は依然として不足しており、産業
チェーンの発展を主導するのは難しい。ビッグ
データ分野を見ると、中国企業は依然として「他
社に追随する」段階にあり、データサービスのコ
アなどの面で蓄積と経験が不足しており、IT 分
野から DT（データ技術）分野へのモデルチェン
ジを完全には果たせていない。また、国内のデー
タ応用環境は相対的に閉鎖的であり、政府の公共
データ開放のレベルも比較的低く、データの安全
保護水準も向上が待たれ、データの安全リスクア
セスメント制度と保障体系も完備されていない。

研究機関 所属研究機関 AI 関連の専門課程

中国科学院 自動化研究所パターン認識国家重点実験室
パターン認識とインテリジェントシステム、
コンピュータ応用技術

北京大学 情報科学技術学院 インテリジェントサイエンスと技術

清華大学 ―
情報とコミュニケーション工学、コンピュー
タサイエンスと技術、制御科学と工学

ハルビン工業大学 コンピュータサイエンス・技術学院 人工知能と情報処理

中国科学技術大学 コンピュータサイエンス・技術学院 コンピュータ応用技術

復旦大学 脳型知性科学・技術研究院 インテリジェントサイエンスと技術

華中科技大学 自動化学院
パターン認識とインテリジェントシステム、
生物学的情報処理

西安交通大学 人工知能・ロボット研究所 パターン認識とインテリジェントシステム

南開大学 コンピュータ・制御工程学院
インテリジェントサイエンスと技術、パター
ン認識とインテリジェント制御

中山大学 データ科学・コンピュータ学院
コンピュータサイエンスと技術、スーパー
コンピューティング

北京理工大学 パターン認識・インテリジェントシステム研究所 パターン認識とインテリジェントシステム

北京郵電大学 コンピュータ学院 インテリジェントサイエンスと技術

厦門大学 情報科学と技術学院 インテリジェントサイエンスと技術

表2-8　中国の主な人工知能研究機関
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これらの状況により、ビッグデータ技術のアップ
グレード・発展がある程度制限されている。
二、先進国は機械学習およびマンマシンインタ
ラクションの分野で先発優位性を持っている。こ
れらの国と比べると中国の企業は技術的に劣り、
また人材面にも課題がある。機械学習の分野を見
ると、現在比較的よく使われているオープンソー
ス フ レ ー ム ワ ー ク（TensorFlow、Torchnet、
Caffe、DMTK、SystemML など）はほとんどが
国外企業・機関によって独占されている。国外企
業はビッグデータ、クラウドコンピューティング
といった情報技術による機械学習の研究促進を重
視しており、その研究開発はすでに安定した段階
に入っている。マンマシンインタラクションの面
では、国外企業は現在、タッチ制御技術、ウェア
ラブルデバイス、モノのインターネット、クルマ
のインターネットの発展をベースとしつつ、より
コストパフォーマンスの高い次世代マンマシンイ
ンタラクションの新技術を積極的に開発してお
り、既存の製品のアップグレードとコスト引き下
げに取り組んでいる。

一方、中国の機械学習分野を見ると、データマ
イニングに関してはある程度の研究実績を上げた
研究者もいるが、機械学習の基礎技術、実現原理
および応用の方法に関しては十分に重視されてお
らず、このためキーテクノロジーが不足し、重要
分野において周縁化されてしまっている。マンマ
シンインタラクションの研究者は、数学、コン
ピュータ学、心理学などの背景が必要とされ、複
合型の特徴を持つ。国外の大学では単独のマンマ
シンインタラクション専攻が開設されているが、
中国の大学が開設している専攻は比較的伝統的
で、学際的・復合型人材の育成メカニズムに欠け

る。このため、マンマシンインタラクション分野
の技術人材育成に向けた良好な環境を急ぎ整える
必要がある。
三、国内外のパターン認識研究は基本的に同じ
スタートラインに立っている。重点は音声認識と
画像認識である。国内外の企業は現在、いずれも
パターン認識分野の基礎理論、画像処理、コン
ピュータビジョンおよび音声情報処理をめぐって
集中的に研究を行っており、応用・実践問題を解
決するキーテクノロジーを提供すべく、パターン
認識のメカニズムおよび効果的な計算方法を模索
している。国外の企業は、パターン認識の各分野
で長年の技術的蓄積を持ち、音声合成や生体認証
分析、コンピュータビジョンなどの最先端技術分
野において独創的な技術革新能力を持つ。一方の
中国企業は、パターン認識の最先端技術の開発面
では国外の同業他社と肩を並べており、百度や科
大訊飛など大手企業のほか、多くのスタートアッ
プ企業もパターン認識研究の技術・応用革新の列
に加わり、独創性あふれる新製品が続々と誕生し
ている。

国内外の企業は現在、音声認識と画像認識の精
度向上に注力している。グーグルとマイクロソフ
トが開発した音声認識技術のエラー率はすでに
8％と6.3％まで下がっているほか、マイクロソフ
トリサーチが開発した画像認識システムは、世界
的な画像認識コンテストである ImageNet におい
て複数のカテゴリーで１位を獲得し、次なる商業
化に向けて良好な基盤を築いた。中国企業は現在、
中国語の音声認識技術に重点的に取り組んでい
る。捜狗（Sogou）、百度、科大訊飛の３社が開
発した製品の中国語音声認識の精度はいずれも
97％に達しており、業界をリードしている。
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六十年あまりにわたる波乱万丈を経て、人工知
能は今や、新たな世界的競争に伴う発展体制が形
成されており、先進国は大脳の謎を解き明かし、
人工知能の重要ポイントを把握するべく、相次い
で取り組みを進めている。中国の人工知能産業も
また、世界的なブームによる推進と、国による力
強い支持の下で急速に発展している。

3.1 政策的環境
人工知能の発展が国家戦略に格上げされたこと

を背景として、中央政府の各部・委員会から地方
の各級政府にいたるまでが人工知能の発展を高く
重視するようになり、一連の支援政策を相次いで
打ち出した。

3.1.1・国家政策
習近平総書記は2014年6月9日に開かれた中国

科学院第17回院士大会と中国工程院第12回院士
大会の開幕式で発表した重要講話の中で、「ビッ
グデータ、クラウドコンピューティング、モバイ
ルインターネットなどの次世代情報技術は今、ロ
ボット技術との融合を加速している。また、３D
プリントや人工知能が勢いよく発展し、ロボット
製造のソフト・ハードウェア技術も日増しに成熟
し、コストは絶えず引き下げられ、性能は絶えず
向上している。軍用ドローン、自動運転車、家庭
用サービスロボットなどは、すでに現実のものと
なっている。人工知能・ロボットの一部はすでに
相当なレベルの自主思考・学習能力を有している。
……我々は時機を判断し情勢を推し量り、全面的
に考慮し、しっかりと計画をし、着実に推進して
いかなければならない」と強調した。党と国家の
最高指導者が、人工知能と関連技術に対して評価
を下したのはこれが初めてである。

2015年の第12期全国人民代表大会第3回会議
では、李克強総理が政府活動報告の中で次のよう
に述べている。「人工知能技術は、インターネッ
トやモバイルインターネットなどをベースとした
分野の革新と応用に向け、核心的な基礎を提供す
ることになるだろう。人工知能技術の分野は今後、
関連技術と新興技術、新興産業の深いレベルでの

融合がより一層進み、新たなIT革命が推進され、
将来的には中国経済の構造変革・アップグレード
の新たな支点となるであろう」。人工知能技術の
重要な役割を十分に肯定したこの言葉は、人工知
能の研究を力強く促進した。

国務院は2015年5月に「中国製造2025（メイ
ドインチャイナ2025）」を発表し、「製造強国」
を目指す戦略の全面的な推進と実施を手配した。
これは2025年までの10年間に中国が実施する製
造強国戦略の行動計画である。製造強国の実現に
向けた戦略目標をめぐり、「中国製造2025」は9
項目の戦略的任務と重点を明らかにしている。こ
れらの戦略的任務は、革新能力の向上から、情報
化と工業化の深いレベルでの融合、工業基礎能力
の強化、品質・ブランド構築の強化、重点分野の
飛躍的発展推進、全面的なグリーン製造の実施、
製造業の構造調整推進、サービス型製造業と生産
性サービス業の発展、製造業の国際化発展レベル
の向上にいたるまで、いずれも人工知能が不可欠
であり、人工知能の発展と密に関係している。人
工知能はスマート製造にとって不可欠な中核技術
なのだ。

2016年4月には工業情報化部、国家発展改革委
員会、財政部の3部・委員会が共同で「ロボット
産業発展計画（2016〜2020年）」を発表し、「第
13次五カ年計画（2016〜2020年）」期間における
中国ロボット産業発展の明確な青写真を描いた。
この発展計画で提起された大部分の任務（スマー
ト生産、スマート物流、産業用スマートロボット、
マンマシン協調ロボット、消防救援ロボット、手
術ロボット、インテリジェントな公共サービスロ
ボット、スマート看護ロボットなど）はいずれも、
様々な人工知能技術を必要としている。人工知能
は、スマートロボット産業発展の重要な中核技術
でもある。

2016年5月には、国家発展改革委員会や科学技
術部など4部門が共同で「『インターネット＋』
人工知能三年行動実施方策」を発表し、同年から
3年間にわたるスマート産業の発展の重点と具体
的な支援プロジェクトを明確にした。これにより、
人工知能がすでに国家戦略の高みにまで引き上げ

中国における人工知能発展の現状第３章
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の規模を10兆元以上に発展させるとの目標が掲
げられた。同「計画」の発表により、中国の人工
知能技術および産業発展のスピードと質が大きく
向上するとみられる。

人工知能に対する国家指導者からの高い評価と
重要指示の発表、そして「中国製造2025」や「ロ
ボット産業発展計画（2016〜2020年）」、「『インター
ネット＋』人工知能三年行動実施方策」の発表と
施行は、中国がすでに人工知能技術の発展を国家
戦略の高みに据えたことを意味している。人工知

られたことがより一層体現された。ソリューショ
ンの内容に基づき、3つの大カテゴリーと9つの
小カテゴリーに分けてスマート産業の発展が推進
されることとなった。

2017年7月8日には、国務院が「次世代人工知
能発展計画」を発表。2030年までに中国の人工
知能の理論・技術・応用の全ての分野を世界トッ
プ水準に引き上げ、中国を世界の主要な人工知能
イノベーションセンターとし、人工知能の核心産
業の規模を１兆元以上、波及効果が及ぶ関連産業

発表時期 政策 発表部門 主な内容

2015.5 「中国製造2025」 国務院

次世代情報技術と製造技術の融合発展を加速し、スマート製造
を、情報化と工業化の深いレベルでの融合に向けた重点的な方
向に位置付ける。スマート機器やスマート製品の発展に力を入
れ、生産プロセスのスマート化を推進する。

2015.7
「『インターネット＋』行動の
積極的推進に関する指導意見」

国務院

人工知能を11分野からなる重点行動方針の一つに位置づけた。
具体な行動の内容は以下の通り。▽人工知能の新興産業の育成
と発展▽重点分野におけるスマート製品の革新を推進▽最終製
品のスマート化のレベル向上――。主な目標は、人工知能の中
核技術の革新を加速し、スマートホームやスマート端末、スマー
トカー、ロボットなどの分野における人工知能の普及・応用を
促進すること。

2016.3
「中華人民共和国国民経済と社会

発展の第13次五カ年計画綱要」
—

情報ネットワーク新技術の開発と応用を加速し、ビッグデータ
やクラウドコンピューティングのキーテクノロジー、自主制御
可能なオペレーティングシステム、ハイエンド産業と大型管理
ソフトウェア、新興分野の人工知能技術の研究に重点的に取り
組む。

2016.4
「ロボット産業発展計画

（2016〜2020年）」

工業情報化部、
発展改革委員会、

財政部

人工知能、ロボット、ディープラーニングなど、基礎技術・最
先端技術の研究に重点的に取り組み、ロボットの汎用コント
ロールソフトウェア・プラットフォーム、マンマシン共存、セ
キュリティコントロール、高集積度一体化関節、高機能ハンド
などの中核技術の研究に重点的に取り組む。

2016.5
「『インターネット＋』

人工知能三年行動実施方策」

発展改革委員会、
科学技術部、

工業情報化部、
中央ネットワーク
安全・情報化指導

チーム弁公室

スマートホーム、スマートカーの開発と産業化、インテリジェ
ント無人システムの応用、スマートセキュリティ、スマートロ
ボット、スマート端末応用、スマートウェアラブルデバイスな
ど7つのプロジェクトを重点的に発展させる。

2016.7
「『第13次五カ年計画』
国家科学技術革新計画」

国務院
次世代情報技術を発展させる。ビッグデータ駆動の人間的AI
技術を重点的に発展させ、ビッグデータ分析に基づく人間的AI
の開発で重要なブレイクスルーを果たす。

2016.9
「スマートハードウェア産業の

革新的発展特別プロジェクト
行動（2016〜2018年）」

工業情報化部、
発展改革委員会

スマートウェアラブルデバイス、スマート車載設備、スマート
医療・健康設備、スマートサービスロボット、業務用スマート
ハードウェア設備などを重点的に発展させる。

2016.11
「『第13次五カ年計画』国家

戦略的新興産業発展計画」
国務院

人工知能を発展させ、人工知能の産業生態系を育成し、人工知
能技術を各業界に全面的に融合させ、浸透させる。具体的な内
容としては、▽人工知能のサポート体系の構築▽各分野での人
工知能技術の応用を推進し、各業界で人工知能との融合を奨励
し、徐々にスマート化を実現させていく――などが挙げられる。

2017.3 2017年政府活動報告 —

「人工知能」が初めて政府活動報告に盛り込まれた。新材料、
人工知能、集積回路、バイオ医薬品、第５世代移動体通信（5G）
など新興産業の育成を加速する一方で、ビッグデータ、クラウ
ドコンピューティング、モノのインターネットなどの技術を応
用することによって伝統産業の改造・アップグレードを加速す
る。スマート製造の発展を重点的な方向とする。

表3-1　中国の人工知能産業関連政策
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重点分野になるとみられる。科学技術部、工業情
報化部、民政部などの政府部門のほかにも、百度、
テンセント、聯想（レノボ）などの民間企業の代
表が人工知能＋産業、人工知能＋医療などに関す
る提案を提起している。

能の発展に向けて、かつてないほどの良好な環境
が整えられた。

2018年の両会（全国人民代表大会と全国政協
会議）における代表の発言の大まかな集計からも
分かるように、人工知能＋産業の融合は将来的に

発表時期 政策 発表部門 主な内容

2017.7 「次世代人工知能発展計画」 国務院

次世代人工知能の発展に向けた３段階の戦略目標が確定され、
人工知能が国家戦略レベルに格上げされた。その内容は以下の
通り。2020年までに、人工知能の技術と応用を世界先進レベ
ルと同等にまで引き上げ、人工知能の核心産業の規模を1,500
億元以上に、波及効果が及ぶ関連産業の規模を１兆元以上に発
展させる。2025年までに、人工知能の基礎理論で重大な飛躍
を果たし、一部の技術と応用を世界トップレベルに引き上げ、
核心産業の規模を4,000億元以上に、波及効果が及ぶ関連産業
の規模を５兆元以上に発展させる。2030年までに、人工知能
の理論・技術・応用の全ての分野を世界トップ水準に引き上げ、
核心産業の規模を１兆元以上に、波及効果が及ぶ関連産業の規
模を10兆元以上に発展させる。

2017.10
中国共産党第十九回
全国代表大会報告

—
インターネット、ビッグデータ、人工知能と実体経済の深いレ
ベルでの融合を推進する。

2017.12
「次世代人工知能産業発展三年
行動計画（2018〜2020年）」

工業情報化部
「次世代人工知能発展計画」の関連任務を細分化・確定した。
ITと製造技術の深いレベルでの融合を大筋とし、人工知能と実
体経済の深いレベルでの融合を推し進める。

2018.3 2018年政府活動報告 —
次世代人工知能の研究と応用を強化。医療、シルバー産業、教
育、文化、スポーツなどの多分野で「インターネット＋」を推
進する。スマート産業を発展させ、スマートライフを切り開く。

人工知能＋ 両会発言者

人工知能＋産業

工業情報化部部長 苗墟

科大訊飛董事長（会長） 劉慶峰

百度CEO 李彦宏

レノボCEO 楊元慶

浪潮集団董事長兼CEO 孫丕恕

人工知能＋医療

テンセント董事会主席兼CEO 馬化騰

科大訊飛董事長 劉慶峰

捜狗CEO 王小川

中国工程院院士 程京

江蘇省婦幼保健院院長 王水

人工知能＋交通

百度CEO 李彦宏

網易董事局主席兼CEO 丁磊

上海汽車集団董事長 陳虹

広州汽車集団董事長 曽慶洪

人工知能＋教育

網易董事局主席兼CEO 丁磊

南京大学校長 呂建

上海市教育委員会副主任 倪閩景

浙江大学副校長 羅衛東

人工知能＋スマートホーム 小米董事長 雷軍

人工知能＋シルバー産業 民政部部長 黄樹賢

人工知能＋小売り 蘇寧控股集団董事長 張近東

人工知能＋司法 最高人民法院元院長 周強

表3-2　2018年両会における「人工知能＋」関連発言の大まかな集計
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市が人工知能関連の計画を発表、うち、12省・
市は産業規模の発展目標を定めている。これら
12の省・市の2020年までの産業規模目標は計4,290
億元に達し、国が制定した目標値の1,500億元を
大きく上回っている。

3.1.2・地方政策
人工知能の国家戦略への格上げに伴い、各省・

市政府も人工知能関連産業の発展計画あるいは産
業支援政策を相次いで打ち出し始めた。2018年
３月の時点で、全国34省・市のうちすでに15省・

省市
2020年

備考
核心産業の規模

波及効果が及ぶ
関連産業の規模

全国 1,500 10,000

北京 500 / 中関村人工知能計画目標

河北 200 1,000

遼寧 60 400

吉林 50 400

黒竜江 50 400

上海 1,000 /

浙江 500 5,000 2022年までの計画目標

安徽 130 450

福建 200 1,000

湖北 100 500 武漢人工知能計画目標

広東 500 3,000

四川 1,000 5,000 2022年までの計画目標

省・市 発表時期 政策名 内容

安徽 2017.8
「安徽省人工知能産業

発展計画
（2017〜2025年）」

2018年までに、人工知能の核心産業の規模を80億元に、波及効果が及ぶ関連産業
の規模を300億元に引き上げる。2020年までに、人工知能の核心産業の規模を130
億元に、波及効果が及ぶ関連産業の規模を450億元に引き上げる。2025年までに、
人工知能の核心産業の規模を350億元に、波及効果が及ぶ関連産業の規模を2,200
億元に引き上げる。

北京

2017.9

「中関村国家自主革新
モデル区人工知能産業

育成行動計画
（2017〜2020年）」

2020年までに、中関村における人工知能分野の技術革新能力を大幅に向上し、世界
各地のイノベーションの要素が高度に結集し、イノベーションの主体が協力し合いな
がら発展するような革新の生態系を初歩的に形成する。人工知能関連企業の数を500
社以上に増やし、国際的な影響力を持つリーディングカンパニーを５社以上育成し、
細分化された分野における大手企業を50社以上育成する。産業規模を500億元以上
に、波及効果が及ぶ関連産業の規模を5,000億元以上に引き上げる。国際的競争力と
技術的主導権を持つ人工知能産業クラスタを初歩的に形成する。

2017.12
「北京市 科学技術革新
による人工知能産業の
育成加速の指導意見」

2020年までに、北京の次世代人工知能技術と応用のレベルを世界先進レベルに、一
部のキーテクノロジーを世界トップレベルにまで引き上げ、若干の重要なオリジナル
の基礎理論および最先端技術で重要な成果を上げる。

貴州

2016.2
「貴州省『インターネッ

ト＋』人工知能特別プ
ロジェクト行動計画」

インターネットとロボット、スマートホーム、スマート端末、スマートモニタリング、
スマート医療などの分野の融合を推進し、人工知能の中核技術の研究とブレークス
ルーを加速し、人工知能新興産業を育成し、発展させる。

2017.9
「知能貴州発展計画
（2017〜2020年）」

2020年までに「知能貴州（スマート貴州）」の発展で段階的な進展を果たし、知能
貴州発展のフレームワークを初歩的に確立し、スマート技術応用のインフラと人工知
能の産業チェーンを初歩的に形成し、全国スマート製造基地およびスマート技術応用
モデル区を打ち立てるという人工知能産業の発展目標。

江西 2017.10
「人工知能とスマート
製造の発展加速の若干
の措置に関する通知」

江西省の人工知能産業発展の重点を、人工知能製品、スマート製造設備、人工知能と
スマート機器の応用およびサービスという４分野と確定。これら４つの分野をめぐり、
産業発展をより一層推進するための11の措置を打ち出した。

表3-3　12省・市の2020年までの人工知能産業規模目標（単位：億元）

表3-4　全国各省・市の人工知能産業関連政策
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省・市 発表時期 政策名 内容

上海 2017.11
「本市における次世代
人工知能の発展推進に

関する実施意見」

2020年までに、人工知能応用の中身を絶えず深化させ、人工知能革新応用モデル区
を約６カ所建設し、人工知能の深いレベルでの応用を約60カ所で実現し、人工知能
応用モデルプロジェクトを100件以上建設する。最先端理論とキーテクノロジーの
研究能力を大幅に向上し、一部の重要分野を世界先進レベルにまで引き上げ、人工知
能革新プラットフォームを約10カ所建設する。人工知能特色産業クラスタを約５カ
所建設し、人工知能革新モデル企業を約10社育成し、人工知能重点産業の規模を
1,000億元以上に引き上げる。うち、スマートドライビング産業、スマートロボット
産業、スマートハードウェア産業、スマートソフトウェア産業、スマートコアチップ
産業の規模はいずれも200億元に到達させる。産業や家庭用電化製品に応用される
ハイエンドスマートセンサーの産業化でブレークスルーを実現し、国内の空白を埋め
る。2030年までに、人工知能の全体的な発展レベルで国際先進レベルの仲間入りを
果たし、世界的な影響力を持つ人工知能発展の重要拠点を初歩的に完成させる。

湖北 2017.11
「東湖ハイテク産業開発

区人工知能産業計画」
2020年までに、中国光谷（中国オプティカル・バレー）の人工知能産業の規模を
100億元に、波及効果が及ぶ関連産業の規模500億元以上に引き上げる。

重慶 2017.11
「人工知能重要特別
プロジェクト説明会」

人工知能重要特別プロジェクトを始動させ、３年内に全社会のイノベーションの実体
から1,000億元以上の投資を誘致し、人工知能の技術革新および応用モデルプロジェ
クトを進める。

浙江 2017.12
「浙江省次世代

人工知能発展計画」

2022年までに、浙江省における人工知能の基礎理論と最先端理論、中核技術、サポー
トプラットフォーム、革新的な応用、産業発展などの分野で重要な進展を果たし、人
工知能の全体的な技術と産業発展のレベルを全国トップレベルに引き上げると同時
に、国際先進レベルの仲間入りを果たす。人工知能の核心産業の規模を500億元以
上に、波及効果が及ぶ関連産業の規模を5,000億元以上に引き上げる。

吉林 2017.12
「次世代人工知能発展

計画の着実な実施に
関する意見」

2020年までに、人工知能の核心産業の規模を50億元に、波及効果が及ぶ関連産業
の規模を400億元に引き上げる。2025年までに、人工知能の核心産業の規模を200
億元以上に、波及効果が及ぶ関連産業の規模を2,000億元に引き上げる。2030年ま
でに、特色が鮮明で優位性が明確な次世代人工知能・科学技術革新体系と産業発展体
系を形成する。

天津 2018.1
「天津市人工知能・
科学技術革新特別

プロジェクト行動計画」

2020年までに、一連の重要な基礎ソフト・ハードウェア製品を開発し、重要な基盤
技術および「切り札」となる製品を100件開発し、国の手配・配置に組み込まれる
重要分野を３〜５分野に増やし、人工知能・科学技術のリーディングカンパニー10
社を育成し、国家級あるいは部・委員会級の革新プラットフォームを２〜３カ所建設
し、人工知能のソーシャル・イノベーション拠点と人工知能産業パークを１〜２カ所
設立する。2025年までに、基礎ソフト・ハードウェア、自然言語処理、クロスメディ
ア分析推理技術などのキーテクノロジーおよび一部の応用分野で世界トップレベルの
仲間入りを果たし、若干の国家級重大革新基地を建設し、開放的で協力し合う「大知
能」革新体系を初歩的に建設する。

遼寧 2018.1
「遼寧省次世代

人工知能発展計画」

2020年までに、人工知能技術と応用の一部の分野を国内トップレベルに引き上げ、
核心産業の規模を60億元以上に、波及効果が及ぶ関連産業の規模を400億元以上に
引き上げる。2025年までに、人工知能の一部の分野の基礎研究とキーテクノロジー
で重要な飛躍を果たし、核心産業の規模を160億元以上に、波及効果が及ぶ関連産
業の規模を2,000億元以上に引き上げる。2030年までに、人工知能の理論・技術・
応用の全ての分野を国内先進レベルに引き上げ、北東アジア人工知能イノベーション
センターを打ち立て、核心産業の規模を400億元以上に、波及効果が及ぶ関連産業
の規模を4,000億元以上に引き上げる。

河北 2018.2
「河北省戦略的新興産
業発展三年行動計画」

2020年までに、人工知能とスマート機器産業の主要営業収入を1,000億元に引き上
げる。省級以上の革新プラットフォームを新たに40カ所建設する。ロボット、ハイ
エンドNC工作機械、重要コア部品などの分野における一連のキーテクノロジーで飛
躍を果たす。省級の戦略的新興産業モデル基地３カ所の建設を手配し、「専精特新（専
業化、高精度化、特有化、イノベーション化）」の人工知能およびスマート機器大手
企業を育成する。

黒竜江 2018.2

「黒竜江省人工知能
産業三年特別

プロジェクト行動計画
（2018〜2020年）」

2020年までに、省全体の人工知能産業の規模を50億元に引き上げ、人工知能革新チー
ムを10以上育成し、人工知能革新プラットフォームを３〜５カ所設立する。
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タ計画の中で人工知能に言及しており、10省・
市は科学技術革新計画の中で人工知能の章を設け
ている。

このほか、26省・市は「インターネット＋」
計画の中で人工知能に言及しており、22省・市
は戦略的新興産業計画の中で「人工知能特別プロ
ジェクト」を設置している。19省・市はビッグデー

省・市 発表時期 政策名 内容

広東 2018.3
「次世代人工知能の発展
加速に関する実施意見」

2020年までに、人工知能産業の総合的な競争力を全国トップレベルに引き上げ、核
心産業の規模を500億元以上に、波及効果が及ぶ関連産業の規模を3,000億元以上
に引き上げる。2025年までに、国際的な競争力を持つ人工知能革新型産業クラスタ
をいくつか形成し、核心産業の規模を1,500億元以上に、波及効果が及ぶ関連産業の
規模を１兆８千億元以上に引き上げる。2030年までに、人工知能産業の発展を世界
のバリューチェーンの上流に位置づけ、世界の人工知能産業の技術革新の最先端に成
長させる。スマート経済とスマート社会の飛躍的な発展を実現する。

福建 2018.3
「次世代人工知能の発展
加速に関する実施意見」

2020年までに、国内で影響力を持つ人工知能の「双高（ハイテク・高成長）」企業
を50社以上育成し、波及効果が及ぶ関連産業の規模を1,000億元以上に引き上げる。

四川 2018.3

「四川省次世代人工知
能発展実施ソリュー

ション（2018〜
2022）」

2022年までに、国内で影響力を持つ人工知能企業を30社育成し、人工知能の核心
産業の規模を1,000億元以上に、波及効果が及ぶ関連産業の規模を5,000億元以上
に引き上げ、四川省の人工知能産業を全国先進レベルにまで引き上げる。

省・市 人工知能計画
「インターネット＋」

計画
戦略的新興
産業計画

ビッグデータ
計画

科学技術
革新計画

合計 15 26 22 19 10
北京 〇 〇 〇 〇
天津 〇 〇 〇 〇 〇
河北 〇 〇
山西 〇 〇

内モンゴル 〇
遼寧 〇 〇
吉林 〇 〇 〇

黒竜江 〇 〇 〇
上海 〇 〇 〇 〇 〇
江蘇 〇 〇 〇 〇
浙江 〇 〇 〇 〇 〇
安徽 〇 〇 〇 〇
福建 〇 〇 〇 〇
江西 〇 〇
山東 〇 〇 〇 〇
河南 〇 〇 〇
湖北 〇 〇 〇 〇
湖南 〇 〇 〇 〇
広東 〇 〇 〇 〇 〇
広西 〇
海南 〇 〇
重慶 〇 〇 〇 〇
四川 〇 〇 〇 〇 〇
貴州 〇 〇 〇
雲南 〇 〇
西藏 〇
陝西 〇 〇
甘粛 〇
青海 〇
寧夏 〇 〇 〇
新疆 〇
台湾
香港

マカオ

表3-5　人工知能について言及されている中国各省・市の関連計画
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3.2 市場の現況
2017年、中国の人工知能市場規模はすでに216

億9千万元に達し、前年同期比の成長率は52.9％
に達した。今後、絶え間ない技術の進歩とビジネ
スモデルの改善に伴い、人工知能市場の需要が急
速に解き放たれ、2020年までに中国の人工知能
市場規模は710億元５）に達するとみられる。

3.2.1・製品構造
人工知能製品は、スマートハードウェアプラッ

トフォームと応用ソフトウェアプラットフォーム
に大きく分けられる。スマートハードウェアプ
ラットフォームには、産業用スマートロボット、
サービスロボット、スマート無人設備などが含ま
れ、応用ソフトウェアプラットフォームには、コ
ンピュータビジョンや音声認識などが含まれる。
2017年のスマートハードウェアプラットフォー
ムと応用ソフトウェアプラットフォームの市場規
模はそれぞれ128億元と88億9千万元で、シェア
はそれぞれ59.0％と41.0％であった。減速機やサー
ボモーターといった分野におけるサービスロボッ

トに求められる技術的条件は産業用ロボットに比
べると低く、言語処理やコンピュータビジョンな
どのソフトウェア技術を組み合わせることによっ
て生活の各分野に急速に普及・応用することがで
き、市場規模も迅速に拡大している。

3.2.2・地域構造
中国では現在、華北・華東・華南市場が依然と

して市場の大部分のシェアを占めている。2017
年には人工知能の応用が深まるに伴い、より多く
の人工知能企業が北京、上海、広州、深センなど
の一線都市に集まるようになった。これと同時に、
これらの地域におけるスマート都市建設が加速し
たことも、人工知能製品市場の急速な成長を大き
く後押しした。

3.2.3・業界構造
業界構造を見ると、インターネット、金融、セ

キュリティ・交通、家庭用電化製品などが比較的
大きな割合を占めている。中でも人工知能の応用
が最も多いのはインターネット業界で、市場シェ

112.4 141.9
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図3-1　2015〜2020年の中国の人工知能市場規模および予測

図3-2　2017年の中国人工知能市場の製品構造

５）本節に掲載したすべてのデータ・図表は、中国情報通信研究院の「2017 年中国人工知能産業データ報告」による。
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アは20.4％に達している。金融分野がこれに続き、
18.5％となっている。セキュリティ・交通分野の
コンピュータビジョン製品に対するニーズも比較
的高く、シェアは15.3％に達している。

3.3 投融資の現状
モバイルインターネット、O2O（オンライン

ツーオフライン）などの技術やビジネスモデルに
後押しされ、ベンチャー投資市場は2015年に全
体的に高評価額選好となり、この年の中国国内に
おける人工知能関連投資総額は８億９千万ドルに
達した。しかし、ベンチャー投資市場が徐々に成
熟したことと、３年の爆発的な投資、そして高評
価額のプロジェクトへの人気が集中したことなど
から、国内のベンチャー投資は現在は融資のピー
クを過ぎ、徐々に正常な状態に戻りつつある。そ
の後、2016年の短期的な低迷期を経て、2017年
に中国国内の人工知能投資額は再び最高値を記
録、10億３千万ドルに達した６）。投資の蓄積に伴
い、人工知能技術は絶えず飛躍を果たし、ビジネ
スモデルも絶えず革新され、かなりの規模の製品
と応用を誇る優良企業やプロジェクトが徐々に育

成されるようになった。
「人工知能＋垂直方向の細分化された分野」の

商業化が現在投資家から人気を集めている。人工
知能の産業チェーンを基礎層（ビッグデータ、ク
ラウドコンピューティングなどの基礎技術とイン
フラ）、技術層（AIの中核技術）、応用層（人工
知能＋垂直方向の細分化された分野）という３種
類に分けるとすると、開発周期が長く、コストが
高く、リスクが大きい基礎層と技術層に比べ、応
用層のスマート投資顧問、スマート医療、スマー
ト教育などのほうが投資家の人気を集めやすいよ
うだ。自然言語処理によるニュース配信を手掛け
る「今日頭条」や、スマート検索を手掛ける「出
門問問」などの融資額はいずれも１億５千万ドル
を上回っている。

近年、コンピュータビジョンへの融資が頻繁に
行われている。2016年の融資規模ランキングで
上位20位に入った人工知能企業のうち、コン
ピュータビジョン関連企業は半数を占めた。画像
認識技術の成熟度は自然言語処理より低いため、
ソフトウェア技術を突破口とする新興企業にチャ
ンスがもたらされた。ソフトウェア画像認識分野

華東,  29. 3%

華北,  25. 7%華南,  19. 1%

華中,  12. 4%

南西,  4. 1%
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13.2%

教育, 10.0%

医療, 8.8%
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電信, 7.2%
その他, 1.4%

図3-3　2017年の中国人工知能市場の地域構造

図3-4　2017年の中国人工知能市場の業界構造

６）中国電子学会（2017）「次世代人工知能発展白書」。
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において代表的と言えるface＋＋と格霊深瞳
（DeepGlint）の２社は、優秀な開発人材を集める
ことによって、短期間のうちに急速に頭角を現す
ことに成功した。一方、自然言語処理は中国の人
工知能市場において技術が成熟し、激しい競争状
態にあると同時に、科大訊飛が国内音声認識分野
の70％以上の市場シェアを占めており、長年の
技術蓄積によって、意味分析などの分野である程
度の技術的障壁を築いている。また、技術的優位
性を持つ百度、アリババ、テンセントなどの企業
も音声市場を虎視眈々と狙っていることから、音
声認識分野への参入は比較的難しくなっている。

3.4 業界の動向
現在、中国における人工知能の発展環境にはプ

ラスの要素が比較的多く、産学官の各方面から重
視されている。中国では2015年以降、人工知能
が人気の投資先となり、中国企業の百度、アリバ
バ、テンセント、ファーウェイなども人工知能分
野に積極的に手をつけている。これら企業の人工
知能技術の応用能力はすでに世界トップクラスの
企業とも近づいており、中国の人工知能の飛躍的

発展に向けた基盤を固めた。
１、�オープンソース・プラットフォームがAIの
大規模な応用の基盤に

国内外の産業界と学術界は2012年以降、ディー
プラーニング・モデリング用のオープンソース
ツ ー ル と フ レ ー ム ワ ー ク（Caffe、Theano、
Torch、MXNet、TensorFlow、Chainer、CNTK
など）を相次いで打ち出した。これにより、産業
における人工知能技術実践の敷居が大幅に下が
り、業界におけるAIの革新的な応用が推進され
た。中国国内を見ると、百度が2016年９月に異
種 分 散 型 デ ィ ー プ ラ ー ニ ン グ シ ス テ ム

「PaddlePaddle」 を オ ー プ ン 化 す る と 発 表。
PaddlePaddleはデザインが簡潔かつシンプルで、
安定性が高く、処理スピードも比較的早く、グラ
フィックメモリの消費量が少なく、百度の複数の
主な製品とサービスにおいて大きな役割を発揮し
ている。アリババは、中国初となるAIコンピュー
ティングプラットフォーム「DTPAI」をオープ
ン化し、さらにアリババ・カスタマーサービスロ
ボットプラットフォームを打ち出した。テンセン
トは記事作成ロボット「Dreamwriter」を打ち出
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図3-5　2015〜2020年の中国人工知能市場の投融資額

図3-6　2010〜2017.05 中国の人工知能産業チェーンの投資分布（単位：億元）
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し、視覚的認識プラットフォームの「騰訊優図」
をオープン化したほか、インテリジェントコン
ピューティング・検索ラボを設立した。2015年
末の時点で、中国の人工知能分野のスタートアッ
プ企業は約100社に達し、うち約65社が投資を獲
得、その額は計29億１千万元に達した７）。中でも、
曠 視 科 技、UBTECH、 雲 知 声、 商 湯 科 技

（SenseTime）の４社はユニコーン企業のランキ
ングに名を連ねた。湯暁鴎の研究チームは世界で
初めて顔画像データセットLabeled Faces in the 
Wild （LFW）における認識率が99.15％に達した
チームとなった。
２、�人工知能がコンシューマー・インターネット
のアップグレードを推進

近年、モバイル端末の急速な普及と情報処理能
力の急速な向上により、コンシューマー・インター
ネット企業各社は電子商取引、ソーシャルネット
ワーク、検索エンジンなどの業界でそれぞれ安定
した生態系を築いている。コンシューマー・イン
ターネット産業は今、高度発展期を過ぎて、ゆっ
くりとした成長段階に入っている。しかし、人工
知能技術の応用が進み、情報の閲覧、旅行、ネッ
トショッピング、エンターテイメントなど多くの
分野のユーザーエクスペリエンスが向上し、人々
の生活の効率と質がアップしたことで、コン
シューマー・インターネットの発展に新たな活力
がもたらされた。
「今日頭条」や「天天快報」などの情報集約・

発信プラットフォームや、「快手」などのショー
トムービー・コミュニティに応用されているパー
ソナライズド・レコメンデーション技術とは、ユー
ザ ー の 閲 覧 履 歴 の 分 析 と、 ユ ー ザ ー の 微 博

（Weibo）、微信（WeChat）、QQといったソーシャ
ルアカウントとの関連づけを通じて、アルゴリズ
ムがデータを組み合わせ、ユーザーの興味のある
ものを推測するというものだ。

コンテンツ・プラットフォームのほかに、淘宝
（タオバオ）や京東商城（JD.com）などの電子商
取引プラットフォームもユーザーデータを組み合
わせることによって、そのユーザーの関心のあり
そうな商品をレコメンドしており、ユーザーの買
い物効率が高まると同時に、プラットフォーム上
における広告の成約率も向上している。QQ音楽、
蝦米音楽などの音楽アプリも、同様の技術を導入
することでユーザーに合った音楽をレコメンド

し、膨大な数の音楽ライブラリから聞きたい曲を
選択するのが困難という問題を解決した。

ソーシャルネットワークの分野を見ると、画像
加工ソフトやライブ配信プラットフォームなどで
はリアルタイムで美顔化したり、フレームをつけ
たり、背景を変更でき、独創性や面白さで顧客を
引き付け、ユーザーの人気を高めている。画像認
識技術はこのほか、90％以上の人の手による検査
に取って代わり、わいせつ物を取り除くことがで
き、ライブ配信プラットフォームの安定した運営
を保証している。

拡張現実（AR）は、人気ゲームを生み出した。
引きこもりだった人々がポケモンを捕まえるため
に街に出るようになっただけでなく、オフライン
でのマーケティングの手段にもなったのだ。バー
チャルリアリティーはバーチャルな立体的空間を
生み出し、遠く離れた友人とも顔を合わせて話す
ことができるようになり、全く新しいソーシャル
の形をもたらした。
「滴滴」などの配車アプリもAI技術を用いて価

格決定、オーダー割り当て、ルート計画などを行っ
ており、需要と供給のバランスを保障しつつ、絶
えずユーザーエクスペリエンスを高めている。「餓
了麼」や「百度デリバリー」などの出前サービス
も、AIのインテリジェントスケジューリング技
術により、注文がピークの時間帯でも配達員のタ
スクを効率的に割り当てるなど、余裕をもって対
応できるようにし、ユーザーが便利に、できるだ
け早く食事を受け取れるよう配慮している。
３、�消費者側のスマートホーム利用が市場の焦点に

2016年には京東商城や小米（シャオミ）が相
次いで音声認識機能を持つスピーカー製品を打ち
出した。中国企業は人工知能の応用において、音
声認識やサービスロボットによる家庭向けサービ
ス、教育、家庭用電化製品などの分野に主に焦点
を当てている。中でも科大訊飛は中国の音声認識
分野をリードしており、音声認識ソフトを通じて
教育の質を向上させている。また、家庭向けサー
ビス分野では、新松やUBTECHなどの企業が相
次いで幼児向けエンターテイメント、高齢者見守
り機能を持つサービスロボットを打ち出した。家
庭用電化製品の分野では、科大訊飛のスマートス
ピーカー、百度のスマート箸「百度筷捜」などの
製品がスマートホーム分野への進出を始めてい
る。全体的に見て、中国市場は現在、技術開発か

７）iResearch（2016）：「2015 中国人工知能応用市場研究報告」。
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ら製品応用への過渡期にあり、業界のカバー範囲
は大きいが、製品の受け入れ度に関しては今後の
市場における検証を待つ必要がある。
４、�脳型コンピューティングチップが将来的な企
業競争の焦点に

中国は2016年、ディープラーニング国家級実
験室と脳型国家級実験室を立ち上げた。人工知能
アルゴリズムに基づき設計された脳型チップは、
今後の重要な突破口になるとみられている。
NVIDIAのTesla P100やIBMのTrueNorth、グー
グルのTPU、中国科学院の寒武紀などはいずれ
も、非フォンノイマン型のアーキテクチャを採用
し、人の脳モデルに基づいた、より速くより適用
性の高い新たな体系を構築しようと試みている。

これは将来の人工知能のより良い発展に向け、
しっかりとした基礎を築くことになるだろう。

3.5 重点企業の紹介
力強い発展を見せる人工知能には、大量の資本

と知的リソースが投じられている。ゆえに、細分
化された各分野における企業間の競争も非常に熾
烈となっている。

3.5.1・百度
百度は2013年に人工知能分野への進出を始めた。

膨大な基礎データとコンピューティング能力を有
する百度は、すでに人工知能の多くの分野に手を
伸ばしており、複数の製品で成功を収めている。

重点企業 応用の種類 主な製品 分野

科大訊飛
ソフトウェアインテグレーション

音声対話プラットフォーム「AIUI」、
音声認識「暢言」 電気通信、家庭用電化製品、教育、金融、

セキュリティ
スマートハードウェア 訊飛スマートスピーカー

百度
ソフトウェアインテグレーション

仮想アシスタントロボット「百度度秘」、
人工知能技術のオンラインプラット
ホーム「百度大脳」、画像検索「智能読図」

インターネット、家庭用電化製品、
スマートホーム

スマートハードウェア 百度自動運転車、スマート箸「百度筷捜」

アリババ ソフトウェアインテグレーション
クラウドプラットフォーム「DTPAI」、
小蜜ロボット、人工知能プログラム「小
AI」

電子商取引

テンセント ソフトウェアインテグレーション
記事作成ロボット「Dreamwriter」、
騰訊優図

インターネット

UBTECH スマートハードウェア Alpha2ロボット、セキュリティロボット 家庭向けサービス、セキュリティ

Face＋＋ ソフトウェアインテグレーション 顔の検出と追跡、顔の分析・認識 インターネット、教育

新松 スマートハードウェア
配膳ロボット、解説ロボット、見守り
ロボット

家庭向けサービス、家庭用電化製品、
小売り

項目 詳細

各分野の能力

コンピューティング：GPG に基づく巨大なクラウドコンピューティング能力とリソース

データ：膨大な情報、リクエスト、ユーザーデータの蓄積

アルゴリズム：ニューラルネットワークに基づく機械学習アルゴリズムを研究

研究チーム 人工知能ラボ（SVAIL）とディープラーニング研究機関（IDL）

キーテクノロジー 機械学習、音声認識、クラウドコンピューティング、知的認識、画像認識、自然言語処理

人工知能製品

総合的製品

百度大脳：スーパーコンピュータとディープラーニング技術に基づき開発された総合的な応用プラットフォー
ム。言語および自然言語処理、コンピュータビジョン、機械学習、AR などの中核技術が含まれる

オープンプラットフォーム：機械学習プラットフォーム（BML）とディープラーニングプラットフォーム
（PaddlePaddle——並列分散ディープラーニング）は百度がオープン化した 2 つのプラットフォームで、百度
大脳の基礎技術を基にしている

表3-6　中国国内の人工知能重点企業

表3-7　百度の人工知能技術と製品
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3.5.2・科大訊飛
1999年創立の科大訊飛は、音声認識、自然言語

処理、音声合成などの技術を手掛け、多くの製品
とソリューションを打ち出している。中国国内に
おける音声認識と人工知能分野のトップ企業であ
る。科大訊飛は2014年に「超脳計画」を立ち上げ、
人を模倣したニューラルネットワークの認知知能
システムの研究に取り組み、音声と言語技術に基
づいた総合的な人工知能エンジンを創り出した。

同計画を通じて多くの人工知能技術製品が生み出
されており、これらの製品は訊飛オープンプラッ
トフォームを通じて開発者に共有されている。

3.5.3・曠視科技
2011年創立の曠視科技（Face＋＋）は、コン

ピュータビジョンを主に手掛ける人工知能企業で
ある。法人ユーザーと開発者のために全方位的な
スマートソリューションとスマートデータサービ

項目 詳細

キーテクノロジー 音声認識、音声合成、声紋認識、オープンプラットフォーム

応用製品 音声評価、音声認識、音声合成、手書き認識、自然言語、音波認識

ソリューション 家電、教育、公安、建築、裁判所、カスタマーサービス、認識、合成

超脳計画製品

IoE 入力ソフト：QCR、体感、音声を融合した新しいインタラクティブな入力ソフト

アシスタント「飛魚」：複数のインタラクティブ技術を持つスマート車載システム

翻訳機「暁訳」：多言語の双方向翻訳に対応したインスタント翻訳機

ロボット「暁曼」：幅広い応用シーンで活躍するスマートロボット

超脳魔盒：音声対話が可能な多機能スマートホーム製品

訊飛聴見：多言語翻訳音声転写システム

その他：スマート答案採点、訊飛快聴、配音閣など

項目 詳細

技術製品

音声認識：DeepSpeech2 は、SVAIL が開発したディープラーニングに基づく音声認識システムで、複雑な中国
語音声に対する認識精度がすでに 97％に達している。現在、百度の業務や製品において幅広く応用されている

画像認識：百度の画像認識技術はディープラーニングアルゴリズムに基づくもので、画像の内容・特徴・意図
などを識別する。検索に応用されるほか、顔認識に基づくソリューション、スマートドライビングおよび医療
などの分野にも応用されている

応用製品

度秘（パーソナルアシスタント）：度秘は百度が開発した機械学習、自然言語処理などの技術に基づくパーソナ
ル秘書サービスである

自動運転車（スマートドライビング）：百度の自動運転車は地図、コンピュータビジョン、百度大脳などの技術
に基づいており、現在すでに試運転を始めている

DuerOS（オペレーティングシステム）：オープンな音声対話システムで、多くのハードウェア分野で応用できる

翻訳（自然言語）：翻訳は成熟した製品であり、ディープラーニング技術に基づいている

スマートハードウェア、AR：百度はこれまでに Light、Eye、Bike、Life など複数のスマートハードウェア製品
を発表しているほか、AR ラボを設立した

表3-8　科大訊飛の人工知能技術と製品

項目 詳細

キーテクノロジー ディープラーニング、画像認識、顔認識

ソリューション
顔認識と画像認識技術に基づき、出退勤、訪問客、ゲストの出迎え、モニタリング、認証などのサー
ビスを各業界に提供

クラウドサービス

Face ＋＋：顔検出と認識に基づく人工知能オープンプラットフォーム

FaceID：顔検出、QCR などに基づくオーセンティケーションサービスプラットフォーム

Image ＋＋：ディープラーニングに基づく画像認識クラウドサービスプラットフォーム

スマートハードウェア
Megvii C1：顔の検出、追跡、比較対照などの機能を持つスマート顔分析監視カメラ

KoalaCam：顔認識に基づくウェルカムロボット

表3-9　曠視科技の人工知能技術と製品
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スを提供している。2016年12月に建銀国際と富
士康集団からの融資を獲得した。

3.5.4・第四範式
第四範式は機械学習を主に手掛ける企業で、企

業向けに人工知能に基づくアプリケーションを提
供している。金融ソリューションおよびオープン
プラットフォーム面で豊富な経験を持ち、2016
年５月に創新工場（Sinovation Ventures）から
数百万ドルの融資を獲得した。

3.5.5・碳雲智能
碳雲智能（Icarbonx）は、2015年10月に深セ

ンで設立された人工知能企業である。その創始者
は中国の生命科学分野をリードする華大基因の元
CEO。消費者のバイオビッグデータ、インター
ネット、人工知能などを活かしたデジタル・ ラ
イフ・エコシステムの創出を目指している。2016
年４月に騰訊領投から10億元の融資を獲得した、
人工知能ユニコーン企業の一つである。

3.5.6・図森互聯
図森互聯は2015年８月に設立された、自動運

転技術の開発と応用を専門とする人工知能企業で
ある。米サンディエゴにアルゴリズム研究機関を

有する。図森互聯はディープラーニングとコン
ピュータビジョン技術を専門とし、主に消費者向
けの製品とソリューションを手がける。新浪から
シリーズAラウンドの融資5,000万元を獲得して
いる。

3.6 存在する問題
中国の人工知能の発展レベルは国家発展戦略の

要求と大きくかけ離れており、世界先進レベルと
の差も比較的大きい。総括すると以下のいくつか
の問題が挙げられる。
一、経済効率至上主義で、遠大なビジョンに欠
ける。多くの人工知能企業と一部の地方政府は遠
大なビジョンを持っておらず、短期的な経済効率
ばかりを追求し、１〜２年あるいは２〜３年内に
大きな経済的リターンを獲得することを望んでい
る。このため、大部分の人工知能スタートアップ
企業は目前の利益ばかりを求め、底力が足りず、
発展が力不足である。しかし、人工知能のような
ハイテク産業、あるいは人工知能技術をその他の
産業のモデルチェンジ・アップグレードに用いる
産業の発展は、一定の規律に基づくものでなけれ
ばならず、一定の時間とプロセスが必要であり、
功を焦ったり、経済効率ばかりを追い求めていて
はならない。

項目 詳細

キーテクノロジー ディープラーニング、強化学習、転移学習

オープンプラットフォーム
範式：アルゴリズム開発、応用者開発、ソリューション開発を一体化した人工知能総合オープンプラッ
トフォーム。分散型アーキテクチャと転移学習技術により、機械学習コストの最適化をある程度実現
した

金融ソリューション

マーケティング：機械学習モデルに基づき、レスポンス・レコメンド・数値化などの手段を組み合わ
せてプレジションマーケティングを実現

リスクマネジメント：破産予測、資産予測、リスクの識別・損失の警告などを組み合わせたリスクマ
ネジメントソリューションを提供

運営：機械学習と自然言語処理に基づいたテキストチェック、スマートカスタマーサービス、チャネ
ル分配などを通じて運営を行う

項目 詳細

キーテクノロジー 生命科学、機械学習、データマイニング

製品

ライフファイル：遺伝子データ、健康診断データ、日常の健康データなどを保存することで、消費者
向けにパーソナルなデジタルライフファイルサービスを提供

ソリューション：機械学習とデータマイニング技術を駆使し、研究機関、製薬工場、病院などのパー
トナー向けに人工知能スマートソリューションを提供

投資：保険ビッグデータ企業の深セン般若に 3,000 万を投資。イスラエルのコンピュータビジョン企
業 Imagu を買収し、iCarbonX-Israel 人工知能開発センターを設立

表3-10　第四範式の人工知能技術と製品

表3-11　碳雲智能の人工知能技術と製品
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二、人工知能の全体的なレベルの向上が待たれ
る。中国は人工知能のスタートがやや遅れたため、
国際的な人工知能の技術、特許および標準の制定
に早くから参与することができなかった。このた
め、かなりの額の「学費」を支払うことになって
しまった。国内の人工知能分野では、多くの研究
機関と企業が技術開発に参与しており、一部の分
野は国外とほぼ同じか、国外をリードするレベル
にまで達している。これは、中国が将来的に人工
知能分野の技術や標準に関する発言権を強め、ま
た市場における主導権を握るためにきわめて重要
である。しかし、中国の人工知能の全体的な能力
とレベルは汎用的なインテリジェント化のレベル
には程遠く、人工知能の基礎研究の全体的なレベ
ルは、世界先進レベルとまだ大きな隔たりがある。
世界先進レベルに追いつくには道は遠く、時間が
必要だろう。
三、国家資金による支援の向上が待たれる。中

国はすでに多くの国家級科学研究や科学技術発展
プロジェクトにおいて人工知能およびその関連科学
技術プロジェクトの研究をサポートしており、絶え
ず支援の力を強めている。しかし、欧米の一部先
進国の関連プロジェクトへの投入と比較すると、
人工知能研究と産業発展に対する中国の財政的支
援はまだまだ足りない。しかも、その他のプロジェ
クトと比べ、人工知能が研究しなければならない
問題は多く、関連する分野も幅広く、難度も高い
ため、国からのより力強い支援が必要となる。

四、社会が人工知能の発展に対し、懸念を抱え
ている。人工知能が人類社会の中で育まれるよう
になってからというもの、社会に対する人工知能
の影響が社会から幅広く注目を集めるようになっ
た。一部の人々は、人工知能やスマートロボット
の出現・発展に懸念を示しており、人工知能やス
マート機器がいつの日か人類の生存や発展に脅威
を及ぼすのではないかと心配している。その代表
的な人物として、スティーブン・ホーキンス氏が
挙げられる。世界的に極めて大きな影響力を持つ
物理学者である氏は、人工知能技術を駆使して独
立した思考を持つ機器を製造できるようになれ
ば、最終的に人類の生存が脅かされるだろうと危
惧している。ホーキンス氏は、「完全なAI（人工
知能）の開発は、人類の終焉をもたらす可能性が
ある」とも語っている。氏の観点は、多くの人々
と一部の技術者からの共感を呼んだ。もちろん、
これとは異なる観点を持つ人もおり、彼らは人工
知能は60年間の発展ですでに大きな進歩を遂げ
たが、目に見える未来において人工知能の全体的
なレベルが人類の知能を上回ることはまだ難し
く、人類の生存を脅かすレベルには達していない
と考えている。彼らはまた、人工知能の人類社会
に対する影響を重視する必要があり、タイミング
を逃さずに研究と対策を行い、大衆の懸念を払
しょくし、人類の安全を確保する必要があると主
張する。

項目 詳細

キーテクノロジー ディープラーニング、コンピュータビジョン、SLAM

製品

画像認識：新浪からのサポートを受け、図森互聯はコンピュータビジョン技術を基礎とし、ディープ
ラーニングアルゴリズムを組み合わせ、画像認識やユーザー画像などの具体的なアプリケーションを
通じて微博（Weibo）の広告分析・配信関連サービスを提供している

ADAS（先進運転支援システム）：ディープラーニングアルゴリズムを核心とし、最適化された ADAS
製品を発売している

ソリューション：大型車両のスマートドライビングソリューションを専門とする。貨物輸送および軍
用の 2 つの分野が含まれ、物流企業と共同で開発を行っている。また、北京ベンツ、北京理工大学と
共同で軍用トラックのスマートドライビングの開発も行っている

表3-12　図森互聯の人工知能技術と製品
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人工知能産業の生態系で区分けすると、人工知
能技術は基礎技術と中核技術の２種類に分けられ
る。うち、基礎技術には主に、スマートチップ、ス
マートセンサー、アルゴリズムモデル、クラウドコン
ピューティング、ビッグデータなどが含まれ、中核
技術には主に、テキスト認識、音声認識・意味理
解、コンピュータビジョン、機械学習などが含まれ
る。本章では、中国におけるこれらの細分化され
た分野の発展状況と動向について紹介する。

4.1 スマートチップ
スマートチップとは、人工知能のアルゴリズム

に合わせて特別に設計されたチップである。従来
型のチップと比べ、スマートチップは人工知能の
アルゴリズムに必要な膨大な計算量をより良く処
理することができる。人工知能アルゴリズムの
オープンソース化の発展趨勢を見るに、基礎層の
チップとデータが将来の競争においてますます重
要な地位を占めるようになるとみられる。スマー
トチップは、まさに人工知能発展の支柱になるだ
ろう。

4.1.1・技術的特徴
今や、人工知能の主流アルゴリズムとなった

ディープラーニングは、これまでにも音声認識、
画像認識、検索 / レコメンドエンジン、計算広告
などの分野でその画期的な価値が証明されている
だけでなく、人工知能の生態系全体をより大きな
分野に向けて拡張させるための起爆剤ともなっ
た。一つのディープラーニングプロジェクトは、
トレーニング（training）と推論（inference）と
いう２つの段階に分けられる。トレーニングと推
論の段階において良く使われるチップおよびその

特徴を以下の表に示す。
トレーニングにおいては通常、大量のデータ入

力あるいは、強化学習などの教師なし学習を採用
することによって、複雑なディープニューラル
ネットワークモデルをトレーニングする。トレー
ニングの過程では、膨大なトレーニングデータ

（ビッグデータ）と複雑なディープニューラルネッ
トワーク構造が関わるため、必要とされる計算量
は非常に膨大であり、通常は GPU クラスタによ
るトレーニングに数日間から数週間かかる。ト
レーニングにおいて、GPU は今のところ、簡単に
は取って代わることができない役割を担っている。

推論（inference）とは、トレーニングが完了
したモデルに、新たなデータを使って様々な「推
論」を出させるというものだ。例えばビデオ監視
システムの場合、バックグラウンドのディープ
ニューラルネットワークモデルを通じて、キャプ
チャされた顔がブラックリストに入っているかど
うかを判断する。推論における計算量はトレーニ
ングと比べて少ないが、大量の行列演算が関わっ
てくる。推論の段階では、CPU あるいは GPU の
ほか、FPGA や ASIC も重要な役割を発揮するこ
とができる。

4.1.2・製品の種類
人工知能に必要なディープラーニングには、高

い内在的な並列度と大量の浮動小数点演算能力、
そして行列演算が必要とされるため、CPU に基
づく伝統的なコンピューティングアーキテクチャ
では、人工知能の高性能計算（HPC）のニーズ
を満たすことができない。ゆえに、人工知能アー
キテクチャに適した専用チップが必要となった。
人工知能の専用チップで代表的なものには GPU、

中国における人工知能の細分化された
分野の発展状況

第４章

人工知能

トレーニング 推論

ハードウェア GPU、TPU2.0
CPU、GPU、FPGA、ASIC

（TPU1.0/2.0、DianNao…）

必要なデータ量 多 少

演算量 大 小

表4-1　人工知能によく使われるチップおよびその特徴
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GPU が性能面で FPGA を大きく上回るが、小さ
な計算タスクを大量に処理する場合、実際の計算
における性能は FPGA が GPU を上回るという。
このほか FPGA は低レイテンシという特徴をも
つため、推論の段階で、ユーザーからの膨大なリ
アルタイム計算の要求に対応するのに非常に適し
ている（クラウド型音声認識など）。

ASIC（特定用途向け集積回路、Application 
Specific Integrated Circuit）は、設定が不可能な、
特定用途にカスタマイズされた専用チップであ
る。研究開発に大規模な投資が必要という特徴を
持ち、出荷量が保証できなければ、１個あたりの
コストを下げるのは難しい。しかも、一度テープ
アウトしてしまった後は、チップの機能を変更す
ることは不可能であるため、市場におけるディー
プラーニングの方向性が変われば、ASIC への投
資を回収することはできなくなる。このため、
ASIC は比較的大きな市場リスクを抱えていると
言える。しかし、ASIC は専用チップとしての性
能が FPGA を上回るため、大量出荷を実現でき
れば、１個あたりのコストは FPGA を大幅に下
回ることも可能だ。

4.1.3・産業生態系
市場の視点から見ると、AI チップのニーズは

大きく以下の３種類に分けられる。まず、大手人
工知能企業や実験室での開発におけるトレーニン
グ向け。次に、データセンター推論（inference 
on cloud）向け。アマゾンのスマートスピーカー・

FPGA、ASIC（TPU、NPU など）があり、CPU
制御によって人工知能関連の各種演算を専門的に
こなすことができる。

GPU（Graphics Processing Unit）はグラフィッ
クスプロセッサとも言われ、かつては画像演算を
専門に行うマイクロプロセッサだった。CPU と
比べて、GPU は複雑な数学・幾何学計算（特に
並列計算）の実行に適していたため、大量の並列
計算が含まれる人工知能のディープラーニングア
ルゴリズムにマッチし、人工知能ハードウェアの
第一候補となり、クラウドと端末の各シーンに
真っ先に導入された。現在、クラウドでは AI「ト
レーニング」の主力チップとなっている。端末の
面ではセキュリティ・自動車などの分野で GPU
が率先的に導入された。現在最も応用の範囲が広
く、柔軟性が最も高い AI ハードウェアである。

FPGA（フィールド・プログラマブルゲートア
レイ、Field Programmable Gate Array）は、大
量の基本回路およびメモリが集積されたチップ
で、FPGA コンフィギュレーションファイルを
書き込むことで、これらの回路およびメモリ間の
接続を定義し、特定の機能を実現する。しかも書
き込んだ内容は設定が可能であり、特定のファイ
ルを設定することで、FPGA を全く異なるプロ
セッサに変えることもできる。まるで、何度も書
き直しが可能なホワイトボードのようだ。このた
め、FPGA はディープラーニングの様々な計算
タスクをフレキシブルにサポートできる。百度の
ある研究によると、大量の行列演算を行う場合は

デバイス推論
（Inference 
On Device） AR

クラウド推論
（Inference
On Cloud）

ロボット

トレーニング
（Training）

FPGA+クラウドコンピューティング

+

ASIC

GPU

モバイルデバイス ADAS

音声インタラクション設備

CV

図4-1　スマートチップの生態系 
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ションにも対応している。ただ、グーグルは現在
TPU チップの商業化を急いではいないようだ。
グーグルの TPU チップの全体計画は、同社のオー
プンソースの機械学習ライブラリで、現在ディー
プラーニング・フレームワーク分野でランキング
一位の TensorFlow に基づき、グーグルクラウド
サービスと結びつけた TensorFlow Cloud を打ち
出し、TensorFlow を通じて TPU クラウドアク
セラレーションのモデルを追加し、AI 開発者に
サービスを提供するというものだ。グーグルは、
TPU チップの直接販売は考慮していないかもし
れない。もしグーグルが将来、AI 開発者向けに
GPU を購入するよりも低価格で TPU クラウド・
アクセラレーションサービスを提供するとなれ
ば、TensorFlow の力を借りて、NVIDIA にとっ
て大きな脅威となることは間違いない。

もちろん、TPU は ASIC の一種であり、巨大
な開発投資が必要で、市場リスクも存在するが、
その背後にある潜在的市場の規模（トレーニング
とクラウド推論にまたがる巨大なクラウドサービ
ス）は大きい。しかし、現時点で ASIC チップを
使ってこのような局面を構築するという大きな決
心と資源面の条件を備えているのはグーグルのみ
である。もし将来的に TPU クラウドサービスが
巨大な市場シェアを獲得できず、１個あたりの
TPU のコストが下がれば、グーグルはこの市場
で利益を獲得することが難しくなる。しかし、市
場の育成はチップそのものだけでは足りず、GPU
アクセラレーションに詳しい研究者 / 開発者を
TPU クラウドコンピューティングプラット
フォームに誘致するためのコストも必要だ。これ
は、グーグルが生態系を育成するために多くの作
業を行わなければならないことを意味する。

グーグルの他、かつて GPU の王者であった
AMD も巻き返しに奮起している。同社は GPU
ディープラーニングアクセラレーション市場で
シェアを取り戻すことを目指し、Radeon Instinct
に基づくディープラーニングアクセラレータを３
種類発表した。もちろん、AMD が NVIDIA の
同タイプの製品と比較して優位性を勝ち取れるか
どうかはまだ未知数である。

NVIDIA にとって現在急務と言えるのは、市
場シェアを守るための「堀を築く」ことだろう。
総括すると、以下の３つの措置が挙げられる。ま
ず１つ目に、製品開発においては、NVIDIA は
すでに30億ドルを投じて、100TFlops を上回る
性能を持つ Volta ベースのプロセッサ Tesla を開

アレクサや、出門問問などの主な人工知能アプリ
ケ―ションはいずれもクラウドを通じてサービス
を提供している。すなわち、推論の段階をユーザー
のデバイスではなくクラウド上で行っているの
だ。３つ目は、スマートフォン、スマートセキュ
リティカメラ、ドローン、自動運転、VR、ロボッ
トなどのデバイス推論（inference on device）向
け。デバイス推論市場は、高度にカスタマイズさ
れた低消費電力の AI チップ製品を必要としてい
る。例えばファーウェイは、同社が開発した AI
チップ「麒麟970」に専用の AI ハードウェア処
理ユニット NPU（Neural Network Processing 
Unit、ニューラルネットワーク処理ユニット）を
搭載した。これは、携帯端末でディープラーニン
グの比較的高いローカルコンピューティング能力
を実現し、これまではクラウド上で計算する必要
があった人工知能アプリケーションをサポートす
るためである。

上述の分類に従い、市場およびチップの特徴と
いう２つの方向性から、AI チップの生態系を描
き出すことができる。生態系全体はトレーニング
層、クラウド推論層とデバイス推論層に分けるこ
とができる。
１、トレーニング層のチップ

ディープラーニングのトレーニング段階におい
て、GPU は現時点で事実上の標準ツールとなっ
ている。2017年以来、汎用計算および生態圏の
構築分野で AMD が長期的に不在であるため、
ディープラーニングの GPU アクセラレーション
市場は NVIDIA の一社独占となりつつある。
NVIDIA の 2017年第２四半期の報告書によると、
同期の収入は22億３千万ドルに達し、粗利益率
はなんと58.4％に達した。うち、データセンター

（主にディープラーニング向けの Tesla アクセラ
レーションサーバ）の同期の收入は４億1,600万
ドルと、前年同期比175.5％増となった。

このように、ディープラーニングのトレーニン
グチップ市場は NVIDIA に独占されているが、
多くの大手企業がこの状況に戦いを挑んでいる。
グーグルは2017年５月にディープラーニング・
アクセラレーション向けの ASIC チップ TPU 2.0
を発表した。TPU 1.0は推論にしか使えない（ト
レーニングモデルには使えない）が、コンピュー
タ囲碁プログラム AlphaGo によるプロ囲碁棋士
との対局において、力強い計算力のサポートを提
供した。TPU 2.0は推論だけでなく、トレーニン
グ段階のディープネットワーク・アクセラレー
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う。第二に、グーグルが使い勝手の良い生態系を
構築し、多くの AI 研究者 / 開発者が CUDA ＋
GPU からグーグルへ転向し、NVIDIA に対する
業界の依存が打開されること。これこそが、本当
の意味で難しい道となる。
２、クラウド推論層のチップ

１つのディープラーニングアプリケーション、
例えばディープニューラルネットワークに基づく
機械翻訳サービスは、数週間、さらには数カ月間
にわたる GPU クラスタ並列トレーニングを経て、
初めて十分な性能を獲得し、次にエンドユーザー
向けの消費者レベルのサービスが開始される。ト
レーニングされたディープニューラルネットワー
クモデルは往々にして非常に複雑であるため、そ
の推論（Inference）も計算集約型・ストレージ
集約型になる。このため、資源が限られたエンド
ユーザー設備（スマートフォンなど）に配置する
ことが難しい。この時、クラウド推論（Inference 
On Cloud）が、人工知能のアプリケーションを
アーキテクチャ上に配置するために必要となる。

１回の推論の計算量は、トレーニングと比べら
れないほど少ないが、もし1,000万人のユーザー
が同時にこの機械翻訳サービスを使うとすると、
その推論の計算量の総和はクラウドサーバに大き
な圧力をもたらす。人工知能アプリケーションの
普及が進むにつれ、これが常態化し、業界の新た
な悩みの種になることは間違いない。膨大な推論
リクエストは依然として計算集約型のタスクであ
り、CPU は推論の段階において再びボトルネッ
クとなった。しかし、クラウド推論において、
GPU は今や最適の選択ではなくなっている。現
在、3A（アリババクラウド、Amazon、マイク
ロソフト Azure）が相次いで従来型の CPU に取っ
て代わるクラウドサーバ＋ FPGA チップモデル
を模索し、推論のクラウド上における技術集約型
タスクをサポートしようとしている。

アマゾン AWS は昨年、FPGA ベースのクラウ
ドサーバ「EC2 F1」を打ち出した。マイクロソ
フトは2015年にカタパルトプロジェクトを通じ
てデータセンターで CPU ＋ FPGA ソリューショ
ンの実験を行っている。百度は FPGA 大手のザ
イリンクスと協力し、百度クラウドサーバに
KintexFPGA を配置し、ディープラーニング推
論に利用している。アリババクラウド、テンセン
トクラウドも、FPGA 分野に取り組む姿勢を見

発した８）。これは主に産業用の超大規模ディープ
ネットワークのアクセラレーションに使われる。
次に、人工知能ソフトウェア・スタックシステム
の生態系育成の強化。つまり、使いやすく完備さ
れた GPU ディープラーニングプラットフォーム
を提供し、CUDA、cuDNN などの周辺環境およ
びディープラーニングフレームワーク、ディープ
ラーニングライブラリを絶えず改善し続けること
で、NVIDIA の GPU アクセラレーションに対す
るスティッキネスを高めていくということであ
る。３つ目は、クラウドコンピューティングプラッ
トフォーム「NVIDIA GPU Cloud」の発表だ。
GPU クラウドアクセラレーションサービスを提
供するだけでなく、NVIDIA は NVDocker とい
う形で全面的に集積・最適化されたディープラー
ニングフレームワーク・ライブラリを提供し、そ
の利便性によって中小規模の AI 開発者を引き付
けている。

ディープラーニングトレーニングという人工知
能の生態系にとって最も重要な部分において、競
争の核心はすでに単純なチップそのものではな
く、チップアクセラレーションの背後にある生態
圏全てになっている。ユーザーフレンドリーで使
いやすいツール環境を提供し、開発者が迅速に
ディープラーニングアクセラレーションの計算力
を獲得できるようにし、ディープラーニングモデ
ルの開発＋トレーニングアクセラレーションの全
体的な TCO（総保有コスト）を引き下げ、開発
周期を短縮する。要するに、この分野は大手企業
という「プレーヤー」たちの戦場であり、一般的
なスタートアップ企業がこの分野に参入するチャ
ンスはほとんどない。次なる見どころは、グーグ
ルが TensorFlow ＋グーグルクラウド＋ TPU 2.0
の生態系を活かして NVIDIA に対する優位性を
獲得し、市場シェアの量的変化から質的変化を起
こ せ る か ど う か だ。 汎 用 計 算 を 主 力 と す る
NVIDIA GPU と比べ、ASIC チップの TPU は出
荷量が一定の閾値を突破した後の１個あたりの価
格・消費電力比でいずれも大きな競争の優位性を
持つ。もちろん、これには２つの前提条件がある。
第一に、ディープラーニングの主流フレームワー
クに、今後数年間にわたって大きな変化が起きな
いこと（例えばディープラーニングが行列演算に
依存しなくなるなど）。大きな変化が起きれば、
変更が効かない ASIC は一切の価値を失ってしま

８）GPU がディープラーニング・トレーニングの事実上の標準ツールに　2018 年１月２日
　　http：//www.sohu.com/a/214153765_99947626。



42 中国における人工知能研究開発の現状と動向

第４章　中国における人工知能の細分化された分野の発展状況

Altera が長年積み重ねてきた FPGA 技術とイン
テルの生産ラインを統合し、CPU ＋ FPGA 異種
コンピューティング製品を発表、ディープラーニ
ングのクラウド推論市場に攻撃をかけた。このほ
か、2016年には買収を通じてディープラーニン
グ最適化に向けたハードウェアとソフトウェアス
タックを手掛ける Nervana を保有、ディープラー
ニング分野のソフトウェアサービス能力を整備し
た。インテルは他にも ADAS サービスプロバイ
ダの Mobileye およびコンピュータビジョン処理
チップメーカーの Movidius を買収、AI チップに
伸ばした触覚をデバイス市場にまで拡大した。

トレーニング市場では NVIDIA が独占状態で
あるのとは異なり、クラウド推論チップ分野はす
さまじい勢いで様々な変化が起きている。インテ
ルは CPU ＋ FPGA ソリューションを掘り下げる
ことで、クラウド推論分野の NVIDIA になろう
としている。一方、クラウド推論市場のニーズは
まだ真の意味での爆発期に入っていないため、多
くの人工知能アプリケーションはまだ試験段階に
あり、まだ消費者市場で大きなニーズが形成され
ておらず、各クラウドコンピューティングサービ
スプロバイダはいずれも爆発が起きる前にクラウ
ド FPGA アプリケーションの生態系を作り上げ、

「我田引水」を目指している（インテル）。このほ
か、グーグルの TPU もクラウド推論市場に対し
て同様に野心を持っており、これも徹頭徹尾の混
戦になるとみられる。
３、デバイス推論層のチップ

人工知能アプリケーション生態系の爆発的な成
長に伴い、単純にクラウド推論に依存できない設
備がますます多く出現するとみられる。例えば、

せている。ここで特筆すべきは、FPGAチップメー
カーにも中国企業が登場したことだ。清華大学系
の企業で、ディープラーニング FPGA ソリュー
ションを手掛ける深鑑科技である。同社はすでに
ザイリンクスの戦略性投資を獲得している９）。

クラウドコンピューティングの大手は相次いで
クラウドコンピューティング＋ FPGA チップ分
野に進出している。第一に、プログラマブルチッ
プである FPGA は、仮想化サービスを提供する
クラウドコンピューティング・プラットフォーム
上に配置するのに非常に適している。FPGA は
柔軟性を持つため、クラウドサービスプロバイダ
は市場のニーズに基づき、FPGA アクセラレー
ションサービス供給の能力を調節することができ
る。例えば、ディープラーニングアクセラレーショ
ンの FPGA では、市場のニーズに基づきチップ
の内容を変更することで、暗号化と復号化などそ
の他のアプリケーションに変更し、データセン
ターにおける FPGA の巨額の投資が市場の風向
きの変化によってリスクに陥るという状況を防ぐ
ことができる。このほか、FPGA はその構造上
の特徴から、低レイテンシのストリームコン
ピューティング集約型タスクの処理に非常に適し
ている。つまり、FPGA チップは膨大なユーザー
による、同時発生するクラウド推論を行う場合、
GPU よりもより低い計算レイテンシという優位
性を持ち、より良いユーザーエクスペリエンスを
提供できるのだ。

クラウド推論チップ界において、インテルは巨
額の M&A を繰り返して人工知能時代の核心的
な資源力を急速に補充した。まず、FPGA 界ラ
ン キ ン グ ２ 位 の Altera を167億 ド ル で 買 収、

９）ザイリンクスが機械学習企業の深鑑科技への投資を発表 2017 年５月 22 日
　　http：//china.xilinx.com/news/press/2017/xilinx-invests-in-machine-learning-pioneer-deephi-tech.html。

時期 企業 内容

2015.6.10 IBM
IBM POWER ベースのシステム上でザイリンクスの FPGA 対応ワークロードアクセ
ラレーションを使用

2016.3.23 フェイスブック CPU ＋ FPGA 搭載サーバを採用

2016.9.30 マイクロソフト FPGA を採用して Bing 検索と Azure クラウドコンピューティングを加速

2016.11.30 アマゾン AWS FPGA クラウドサービス「EC2 F1」を発表

2017.1.20 テンセントクラウド
中国初となる高性能異種コンピューティングインフラ——FPGA クラウドサーバを
発表

2017.1.21 アリババクラウド
異種コンピューティングソリューションを発表。柔軟な GPU インスタンスと FPGA
ソリューション

2017.5.25 百度クラウド FPGA サーバを発表

表4-2　各大企業の FPGA 製品
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る ADAS チップ市場の主なメーカーとしては、
2017年にインテルに買収された Mobileye、2016
年にクアルコムが470億ドルで買収した NXP、
カーエレクトロニクスリーディングカンパニーの
インフィニオンなどが挙げられる。NVIDIA が
GPU に基づく ADAS ソリューション Drive PX2
を打ち出したことにより、NVIDIA も戦線に加
わった。
CV（コンピュータビジョン、Computer�Vision）

設備分野：コンピュータビジョン分野で世界トッ
プクラスのチッププロバイダは Movidius であり、
現在すでにインテルに買収されている。DJI の無
人機、海康威視と大華股フェンのスマートモニタ
リングカメラはいずれも Movidius の Myriad シ
リーズチップを使用している。高度なレベルのコ
ンピュータビジョン技術が必要なデバイス（上述
のスマートカメラ、ドローンのほか、ドライビン
グレコーダー、顔認識機能を持つウェルカムロ
ボット、スマートタブレットなど）は往々にして
ローカル推論を必要としている。これらの設備が
もしネットワークに接続しないと作業できないの
であれば、ユーザーエクスペリエンスは非常に悪
いものとなる。コンピュータビジョン技術は、人
工知能アプリケーションの肥沃な土地になるとみ
られ、コンピュータビジョンチップ市場は大きな
将来性を持つ。現在、中国でコンピュータビジョ
ン技術を手掛ける企業はスタートアップ企業が中
心だ（商湯科技、曠視科技、騰訊優図、雲従、依
図など）。今後コンピュータビジョン技術が徐々
に蓄積されるに伴い、これらのスタートアップ企
業は自然と CV チップの開発に転じることになる
だろう。Movidius 社も、コンピュータビジョン
技術を手掛ける企業からチップベンダーへと発展
を遂げた。
VRデバイス分野：VR チップの代表は、マイ

クロソフトが自社の VR デバイス Hololens 向け
に開発した HPU チップである。台湾の TSMC
が OEM 生産するこのチップは、５つのカメラ、
１つの深度センサーおよび運動センサーのデータ
を同時に処理することができるほか、コンピュー
タビジョンの行列演算と CNN 演算を加速する機
能を持つ。
音声対話デバイス分野：啓英泰倫および雲知声

という２社の中国企業が音声対話デバイスのチッ
プを手掛けている。これらの企業が提供するチッ
プソリューションにはいずれも音声認識のために
最適化されたディープニューラルネットワークの

自動運転車の推論はクラウドで行うことはできな
い。もしネットワーク遅延などが生じれば、悲惨
な結果が招かれるからだ。大都市では、ややもす
れば百万以上の HD 監視カメラが作動している
が、その顔認識の推論を全てクラウドで行えば、
HD 録画のネットワーク伝送帯域幅が都市全体の
モバイルネットワークに重い負担をもたらしてし
まう。このように、将来的にはかなりの部分の人
工知能アプリケーションで、端末そのものが十分
な推論コンピューティング能力を備えていること
が求められるようになるだろう。しかし、現在の
ARM などのアーキテクチャチップのコンピュー
ティング能力では、これらの端末のディープ
ニューラルネットワーク推論の要求を満たすこと
はできない。業界は将来ますます増えるであろう
人工知能の応用シーンに対応すべく、デバイスに
十分な計算力をもたらす全く新しい低消費電力の
異種チップを必要としている。

デバイス推論層チップの主な応用シーンには、
スマートフォン、ADAS、CV デバイス、VR デ
バイス、音声対話デバイスおよびロボットなどが
含まれる。
スマートフォン分野：スマートフォンにディー

プニューラルネットワークアクセラレーション
チップを組み込むことが、業界の新たなトレンド
となるかもしれない。もちろん、このトレンドは、
ディープラーニングをベースとするキラーアプリ
が出現してからでないとわからない。ファーウェ
イは麒麟970に専用のAIハードウェア処理ユニッ
ト・NPU を搭載し、Mate 10に比較的高いディー
プラーニングローカル推論能力を持たせ、ディー
プニューラルネットワークに基づく撮影 / 画像処
理アプリのユーザーエクスペリエンスを高めた。
このほかクアルコムも同様に、将来的にチップに
スナップドラゴンエンジンを組み込み、ローカル
推論に用いるとしている。ARM もディープラー
ニング最適化に焦点を当てた DynamIQ 技術を打
ち出している。クアルコムなどの SoC メーカー
にとって、その成熟したチップソリューションに
ディープラーニングアクセラレータ IP を加える
ことは難しくなく、将来のスマートフォン分野に
おけるスマートチップは依然として伝統的な SoC
メーカーの手中に握られている。
ADAS（先進運転支援システム）分野：ADAS

はレーザーレーダー、ミリ波レーダー、カメラな
どのセンサーが集めた膨大なリアルタイムデータ
を処理する必要がある。ADAS の中枢とも言え
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げつつあり、このため豊富なチップソリューショ
ンが生まれている。これと同時に、NVIDIA や
インテルなどの業界大手も徐々にデバイス推論分
野へと手を伸ばしつつあり、端末機器同士をつな
ぐ人工知能の総合的なソリューションを形成し、
各レベルのリソースを連携させようとしている。

4.1.4・応用分野
NVIDIA、AMD、ザイリンクス、グーグルな

ど関連企業のデータによると、2017年の世界の
AI チップ市場規模は48億ドルに達し、前年同期
比100.9％増となった。2020年までに、AI チップ
の市場規模は146億２千万ドルに達し、世界の人
工知能市場規模の12.2％を占めるとみられてい
る。AI チップの市場空間は極めて広大である。
１、スマートセキュリティ
「AI ＋セキュリティ」には２種類のソリュー

加速ソリューションが内蔵されており、オフライ
ン音声認識を実現した。
ロボット分野：家庭用ロボットや商用サービス

ロボットはいずれも専用ソフトウェア＋チップの
人工知能ソリューションを必要としている。この
分野で代表的な企業には、百度ディープラーニン
グラボの元責任者である余凱氏が設立した地平線
機器人（Horizon Robotics）がある。地平線機器
人はこのほか、ADAS やスマートホームなどそ
の他の組み込み式人工知能ソリューションも提供
している。

ADAS も、CV や VR といったデバイスの分野
においても、人工知能の応用はまだまだ成熟して
いない。各人工知能技術サービスプロバイダは、
各々の分野を深く掘り下げる一方で、徐々に人工
知能ソフトウェアプロバイダからソフトウェア＋
チップ・ソリューションプロバイダへと深化を遂

企業 製品 機能

紫光展鋭 スマートチップ「DuerOS」
対話型人工知能オペレーティングシステム「DuerOS」を搭載、デバイスに
対話能力を付与する

寒武紀

寒武紀 1 号（DianNao） ニューラルネットワーク向けのプロトタイププロセッサアーキテクチャ

寒武紀 2 号（DaDianNao） 大規模なニューラルネットワーク向け

寒武紀 3 号（PuDianNao） 複数の機械学習アルゴリズム向け

地平線
征程 1.0 スマートドライビング向け

旭日 1.0 顔認識向け

中星微電子
NPU（ニューラルネットワーク・プ
ロセッサ・ユニット）「星光知能一号」

顔認識向け

深鑑科技
DPU（ディープラーニング・プロセッサ・

ユニット）
音声処理、画像処理向け

深セン耐能 Kneron NPU 画像認識、ディープラーニング向け

杭州国芯 GX8010 音声処理、画像処理向け

西井科技 Deep South 音声認識向け

啓英泰倫 CI1006 視覚的認識とビッグデータ分析向け

比特大陸 Sophon BM 1680 ディープニューラルネットワーク推理予測とトレーニング向け

表4-3　中国の主なスマートチッププロバイダおよび製品
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図4-2　2016〜2020年の世界のスマートチップ市場規模
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〜４本のビデオストリームに対応できるが、１本
あたりのコストは比較的高い。関連の調査研究に
よると、海康威視はすでに NVIDIA　TX1の
GPU チップ供給で独占契約を結んだという。そ
の他のセキュリティメーカーは NVIDIA の TX1
モジュール（チップ、ストレージが含まれた
GPU ボード）しか購入することができず、調達
コストがさらに高くなる。GPU ベースのスマー
トセキュリティ・ソリューションは比較的高額な
ため、スマートセキュリティの普及率の急速な向
上が妨げられている。

FPGA は、スマートセキュリティのコスト削
減を可能とするソリューションである。現在、深
鑑科技はすでに大華股フェン、東方網力などのセ
キュリティメーカーと協力し、ザイリンクスの
FPGA をベースとする DPU を打ち出した。これ
は、GPU と比べて１桁のエネルギー効率向上を
実現でき、同時に消費電力を80％削減できる。
このソリューションなら１本あたりのコストを
20ドル以内に抑えることができ、GPU ソリュー
ションと比べて安い11）。このほか、もう一つの中
国企業である地平線機器人も FPGA ソリュー
ションをセキュリティと車載分野に応用しようと
試みている。専用の ASIC 製品が出現するまでは、
FPGA が一部のセキュリティにおいてコスト削
減の有効な手段になるとみられる。

ASIC は、将来的にセキュリティチップの主流
となるであろう。ASIC チップソリューションは、
低コスト、低消費電力、高計算力という長所を備
えている。チップは大規模な限界利益の減少が起
きるため、専用チップが量産された後、スマート
モジュールがもたらすチップ１個あたりのコス
ト、および関連ストレージコストの増加は２ドル
以下となり、ASIC ソリューションを採用した AI

ションがある。現在主流となっているのはミドル・
バックエンドのソリューションだが、将来トレン
ドになるとみられるのはフロントエンドのソ
リューションだ。フロントエンドのソリューショ
ンはスマートカメラソリューションで、スマート
チップをカメラに集積し、ビデオキャプチャのイ
ンテリジェント化を実現するというものだ。ミド
ル・バックエンドのソリューションは、一般的な
カメラでビデオを撮った後、ミドル・バックエン
ドにそのデータを伝送し、データストレージ前に
GPU カードなどを装着したスマートサーバで分
析を行うというものだ。ミドル・バックエンドの
ソリューションは、カメラを交換する必要がなく、
同時に多くのデータを処理でき、設置コストも比
較的安く抑えられるので、アルゴリズムのアップ
グレードや維持管理が便利である。ゆえに、短期
的には、ミドル・バックエンドソリューションの
普及スピードの方が速い。長期的に見ると、海思
などのカメラ制御チップメーカーは今後、チップ
内部に人工知能・コンピューティング向けの専用
ハードウェアモジュールを集積するとみられる。
大規模な応用が実現すればコストが急激に下がる
ため、フロントエンドの（スマートカメラ）ソ
リューションが将来のスマートセキュリティの主
流になっていくと考えられる。現在は、海康や大
華といった企業のフロントエンドあるいはミド
ル・バックエンドソリューションはいずれも
NVIDIA GPU（Jetson TX1）の製品を採用して
いる。

現在、GPU ベースのスマートセキュリティの
コストは比較的高く、NVIDIA Jetson TX1 GPU
チップのコストは１個あたり70〜150ドル、モ
ジュールコストは200〜300ドルとなっている10）。
スペックの違いに基づき、それぞれのチップは２

ソリューション 製品 特徴 長所

フロントエンドの
ソリューション

カメラ
AI カメラが撮影したビデオ・画像を
直接分析し、さらに分析結果をバック
エンドサーバに一括して送る

コンピューティングリソースが集中してお
り、遅延の問題や情報伝達におけるデータ
紛失問題を解決できる。将来の発展趨勢と
言える

ミドル・バックエンド
のソリューション

NVR、中心制御端末、
サーバ

普通のカメラでビデオを撮影した後、
その情報をミドル・バックエンドに伝
送し、ミドル・バックエンドのスマー
トサーバによって分析を行う

同時に多くのデータを処理でき、設置コス
トが比較的安く、アルゴリズムのアップグ
レードや維持管理も便利で、短期的には普
及スピードが速い

表4-4　スマートセキュリティ製品の2種類のソリューション

10）AI チップの三銃士　クラウドと端末の２つのシーンでそれぞれが力を発揮（下）2017 年 12 月８日
　　http：//www.sohu.com/a/209181637_99935473。
11）AI ＋セキュリティ：GPU と FPGA が先に実用化、将来的には ASIC を搭載へ　2017 年 12 月５日
　　http：//news.hqew.com/info-316288。
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カーチップ・スナップドラゴン820A を発表した。
このプロセッサは CPU ＋ GPU モデルを採用し、
データ情報を迅速に処理すると同時に地図のレン
ダリング効果を高め、さらにプロセッサのエネル
ギー消費を引き下げた。プロセッサには、64ビッ
トの Kryo CPU と、Adreno530 GPU が含まれる。
地平線：2016年３月に行われた奇点自動車発

表会で、地平線は初めて同社の先進運転支援シス
テム（ADAS）のプロトタイプである雨果プラッ
トフォームを発表した。同システムはリアルタイ
ムで車両、車線、歩行者を感知することができ、
その効果は NVDIA が2016年初旬に CES で行っ
たデモンストレーション時を上回っている。2017
年１月、地平線が今度はインテルと共同で BPU
アーキテクチャに基づく先進運転支援システムを
発表した。ハードウェアの面では、地平線は
BPU アーキテクチャを ASIC 上で実現し、それ
を雨果プラットフォームに集積している。地平線
は４大自動車市場（米国、ドイツ、日本、中国）
の全てでトップクラスの OEM 企業や Tier 1（一
次サプライヤー）と重要な取引関係を築いた唯一
の中国スタートアップ企業である。

専用 ASIC チップは、将来のスマートカー市場
における主流になるとみられる。ASIC は高い性
能を持ち、カスタムチップは車載情報のデータ処
理速度を向上させることができると同時に、エネ
ルギー消費を比較的低いレベルに抑えることが可
能だ。最も重要なのは、ASIC は車載における応
用で大きな関心を集める「ワーストケース処理」
の遅延問題にうまく対応できる点だ。しかし、開
発周期が長く、コストが高いため、現時点では主
流メーカーは依然として GPU をソリューション
に採用することを考えている。ADAS のカスタ
マイズのニーズが高まるにつれ、将来的には専用
チップが主流になるとみられる。
３、家庭用電化製品

ASIC は今後、家庭用電化製品分野のスマート
デバイスにとって必然的な選択となるであろう。
過去20年間で、主な家庭用電化製品の端末アプ
リケーションは PC からスマートフォンへと切り
替わったが、現在、世界のスマートフォンの普及
率はすでに飽和に近づいている。このため、業界
は家庭用電化製品業界の次なる突破口を探し始め
ており、ドローンや AR/VR、スマートスピー

カメラはコストが大幅に下がると予想される。携
帯チップに AI 専用モジュールを集積した時と同
じように、華為海思などのカメラ制御チップメー
カーは将来、セキュリティ用に適した専用スマー
トモジュールをマスターチップに集積するとみら
れる。同様に、海康を代表とするセキュリティメー
カーも、自社のソリューションを最適化するため、
人工知能専用チップを自己開発するか、関連チッ
プメーカーと協力して開発するとみられる。ス
マートセキュリティ能力に対する社会のニーズが
高まるにつれ、将来的には ASIC チップがセキュ
リティチップの主流になる可能性がある。
２、スマートドライビング

スマートドライビングは、ナビゲーション、環
境知覚、コントロールと意思決定、インタラクティ
ブなど様々な機能が一体化した総合的な自動車イ
ンテリジェント・システムで、人工知能の重要分
野の一つである。2016年、世界のスマートドラ
イビング車の市場規模は40億ドルだった。2021
年にはこれが70億３千万ドルに増加し、年間の
復合成長率は11.8％に達する見通し12）。スマート
ドライビングの核心は先進運転支援システム

（ADAS）であり、ADAS システムの核心はアル
ゴリズムとチップである。IHS の予測によれば、
2020年には世界の ADAS チップ市場空間が248
億元に達するとみられている13）。
NVIDIA：NVIDIA は2016年９月、自動運転

技術と自動車製品向けのチップ Xavier を発表し
た。カスタムの８コア CPU で、自動運転車のコ
ンピュータビジョン・アクセラレータとして最新
の Volta GPU を 搭 載 し て い る。 ま た、16nm 
FinFET プロセス技術を採用し、性能を向上させ
ると同時に消費電力を引き下げた。Xavier の演
算性能は20TOPS に達するが、消費電力はわず
か20W である。NVIDIA のスマートカー分野の
取引先には自動車メーカー21社が含まれ、しか
もそのうち16社の接続ソリューションの第一層
サプライヤーとなっている。この分野で NVIDIA
にとって最も重要な取引先はテスラである。
NVIDIA の DRIVEPX 2プラットフォームは、
Model 3を 含 む テ ス ラ の す べ て の 車 両 の
AutoPilot システムに応用されている。
クアルコム：モバイル端末プロセッサの大手企

業であるクアルコムは、GMIC 2016でスマート

12）iiMedia Research（2016）：「2016 年中国自動運転車市場研究報告」。
13）AI ＋自動車：GPU が主導的な地位を占める　将来的なすう勢は ASIC　2017 年 12 月７日
　　http：//news.hqew.com/info-316347。
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ドバック回路を通じてセンサーと信号変調回路の
調整を行い、測量過程の調整とコントロールを実
現する。これと同時に、処理した結果を出力イン
ターフェイスに発信し、インターフェイス回路処
理を行う。さらに、出力フォーマット・インター
フェイスに合わせて、デジタル化された測量結果
をカスタム出力する。マイクロプロセッサはス
マートセンサーの核心である。マイクロプロセッ
サは各種ソフトウェアの機能を十分に発揮させ、
センサーをスマート化することによって、セン
サーの性能を大きく引き上げた。

スマートセンサーは、以下のような特徴を持つ。
一、精度が高い。スマートセンサーは自動ゼロ

校正でゼロ点を校正し、標準参考基準とリアルタ
イムで対比し、システム全体の校正や非線形など
システム誤差を自動的に校正する。また、リアル
タイムで収集した大量のデータを分析・処理し、
偶然の誤差による影響を取り除き、センサーの精
度を保証している。

二、信頼性と安定性が高い。スマートセンサー
は、使用条件と環境パラメータの変化によって引
き起こされたシステム特性の変化（環境温度、シ
ステムへの電力供給の電圧変動によって生じるゼ
ロ点と感度の変化など）を自動補正することがで
きる。測定されたパラメータが変化した場合は、
自動的に測定範囲を変え、リアルタイムでシステ
ムの自己検査・分析を行い、収集したデータの合
理性を判断して自動的に異常の応急処置を行うこ
とができる。

三、信号対雑音比と分解能が高い。スマートセ
ンサーはデータストレージ、記憶、情報処理機能
を持つため、デジタルフィルタリングなどの分析
処理を通じて、入力データ中のノイズを取り除き、
有用なデータを自動的に抽出することができる。
また、データの融合とニューラルネットワーク技
術を通じて、マルチパラメータ状態における交差
感度の影響を取り除くことができる。

四、自己適応性が高い。スマートセンサーは判
断・分析・処理の機能を持つため、システムの作
動状況に基づき、各部分の電力供給状況や高／上

カー、ロボットなどの分野に相次いで注目してい
る。これらのスマートハードウェアはどれも人工
知能と結合することができる。スマートチップが
加わることで、これらの家庭用電化製品分野での
発展が加速されるだろう。携帯電話は現在、電子
業界で最強のスティッキネスを誇る端末の一つで
あり、業界発展を駆動する最も重要なダウンスト
リーム製品である。スマートチップが加わること
で、携帯電話の進化が早まり、フィーチャーフォ
ンからスマートフォンへの変革に続いて、さらに
スマート化された携帯電話へと進化し、新たな携
帯買い替えの波が訪れる可能性がある。

4.2 スマートセンサー
スマートセンサーという概念は、NASA が宇

宙船を開発中に初めて提起したものであり、1979
年に製品化された。宇宙船の大量のセンサーは、
地上あるいは宇宙船上のプロセッサに向けて、温
度、位置、速度、姿勢などのデータ情報を絶えず
発信しなければならず、大型コンピュータを使っ
たとしても同時にこれほどの膨大なデータを処理
するのは難しい。しかも、宇宙船に搭載できるコ
ンピュータの体積と重さは限られているため、セ
ンサーそのものが情報処理の機能を備えているこ
とが望ましいということになった。そこで、セン
サーとマイクロプロセッサを組み合わせ、スマー
トセンサーが誕生した。スマートセンサーは情報
処理機能を持つセンサーであり、その最大の価値
は、センサーの信号検出機能とマイクロプロセッ
サの信号処理機能を有機的に融合した点である。

4.2.1・技術的特徴
スマートセンサーシステムは主に、センサー、

マイクロプロセッサおよび関連の電気回路から構
成される。センサーは測量される物理量と化学量
を相応の電気信号に転換し、信号変調回路に発信
する。信号はその後、フィルタリング、増幅、
A/D 変換を経て、マイクロプロセッサに到達す
る。マイクロプロセッサは受信した信号を計算し、
ストレージし、データ分析処理した後に、フィー

測量される
もの

センサー 前処理と
インターフェース マイコン 出力

インターフェース アクチュエータ

表示と記録
従来型センサー

図4-3　スマートセンサーと従来型センサーのアーキテクチャの違い
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算することで製品の品質を推定することができる
（液位計、エネルギー消費、速度などのセンサー）。
スマートセキュリティ、スマートホーム、スマー
ト医療など人々の生活と密接に関連する分野で
も、スマートセンサーは各スマートデバイスに搭
載されている（光センサー、距離センサー、重力
センサー、ジャイロスコープ、心拍センサーなど）。

4.2.3・産業生態系
現在、中国のスマートセンサー市場は国外メー

カーによって市場シェアの87％を占められてお
り14）、集中度も比較的高い。厚い技術基盤を持つ
国外メーカーは様々な分野を手掛けており、製品
の種類も豊富である。中でも典型的と言えるのが
ハネウェル、PCB Piezotronics、ST マイクロエ
レクトロニクス、フリースケールなどだ。ハネウェ
ルの製品には、圧力センサー、温度センサー、湿
度センサーなど複数のタイプが含まれ、航空宇宙、
交通運輸、医療など多くの分野に関わる。PCB 
Piezotronics の製品には、加速度センサー、圧力
センサー、トルクセンサーなどが含まれ、原子力
産業、石油化学、水力、電力、車両など様々な分
野に関わる。これに比べ、中国メーカーの経営内
容は依然として比較的単一である。例えば高徳紅
外は主に赤外線熱イメージャを生産し、華潤半導
体は主に感光性半導体を生産している。しかし一
方で、華工科技、中航電測などいくつかの中国企
業は、業務範囲を拡大しようと試みている。

位コンピュータへのデータ伝送速度などに関する
意思決定を下し、システムを最適な低消費電力の
状態で作動させると同時に、伝送効率を最適化す
ることができる。

五、コストパフォーマンスが比較的高い。スマー
トセンサーは高性能であるが、従来型のセンサー
技術のように、センサーそのものの完全性を追求
し、センサーの各部分を入念に設計・調節し、ま
るで「手工芸品」のような精密さによって作られ
たものではなく、マイクロプロセッサ / マイクロ
コンピュータと組み合わせ、廉価な集積回路技術
とチップ、そして強大なソフトウェアを採用する
ことによって実現したものであるため、コストパ
フォーマンスは比較的高い。

4.2.2・製品の種類
スマートセンサーはすでに、スマートロボット、

スマート製造システム、スマートセキュリティ、
スマートホーム、スマート医療などの分野に幅広
く応用されている。スマートロボット分野では、
ロボットはスマートセンサーによって視覚・聴覚・
触覚を持ち、周辺環境を感知できるようになり、
様々な動作を行うと同時に人とコミュニケーショ
ンをとれるようになる（触覚センサー、視覚セン
サー、超音波センサーなど）。スマート製造シス
テム分野では、スマートセンサーを利用して製品
の質に関係する温度・圧力・流量などの指標を直
接測量し、ディープラーニングなどのモデルで計

製品の種類 国外企業 国内企業

運動センサー

ボッシュ、ハネウェル、村田製作所、センシリオン、イン
ベンセンス、エプソン、ソニー、旭化成エレクトロニクス、
パナソニック、ST、NXP、ADI、TE、Coilbrys、SignalQuest、
Silicon Designs、mCube、Maxim、Allegro、TDK、Amotech

美泰科技、美新半導体、明皜伝感、矽叡科
技、敏芯微、高徳紅外、深迪半導体、矽創
電子、水木智芯、多維科技

圧力センサー ボッシュ、インフィニオン、ST、NXP、ADI、TE、Melexis
美泰科技、納微電子、康森斯克、芯敏微系
統、敏芯微電子

CMOS 画像センサー
サムスン、インフィニオン、ソニー、オン・セミコンダクター、
キヤノン、東芝、ST、LG、AMS

豪威科技、格科微電子、思比科、瑞芯微電
子、長光辰芯

指紋センサー AuthenTec、FPC、IDEX、Synopsys 
匯頂科技、神盾、邁瑞微、思立微、敦泰、
芯啓航、費恩格爾、信煒科技、貝特莱、集
創北方

環境センサー
ボッシュ、シティテクノロジー、センシリオン、オムロン、
SI、TI、AMS、Nenvitech、MEMS Vision、IDT、TDK

烤盛科技、戴維莱伝感、漢威電子、能斯達、
四方光電

マイク
ノ ウ ル ズ・ エ レ ク ト ロ ニ ク ス、 オ ム ロ ン、 ホ シ デ ン、
Akustica、ADI、ST、Sonion

歌爾声学、瑞声科技、芯奥微、共達電声、
敏芯微電子

表4-5　主なスマートセンサー製品および生産メーカー

14）全網羅！世界のスマートセンサー産業チェーン企業目録　2017 年９月 28 日
　　http：//www.sohu.com/a/195173858_655347。
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レクトロニクスなど、CMOS 画像センサーの大
手はソニーなど、といった具合だ。家庭用電化製
品用のスマートセンサー市場は発展が著しいた
め、近年、多くの中国企業も激しい追撃を見せて
いる。しかし、スタートの遅れや技術の蓄積不足
といった要素により、企業の規模が全体的に小さ
く、製品ラインが単一的で、ソリューションの供
給能力に欠けるなどの問題を抱えている。

カーエレクトロニクスの分野では、世界の自動
車センサーの市場シェアの90％以上がボッシュ、
デルファイ、センサータ、ハネウェルなど国際的
な部品大手によって占められている16）。中国の自
動車センサー製品を国外の同タイプの製品と比べ
ると、技術レベルの差は比較的大きく、ハイエン
ド自動車センサーは輸入への依存が大きい。中国
企業の美泰科技、美芯半導体、昆山双橋などはい

4.2.4・応用分野
2016年、世界のスマートセンサー市場規模は

258億ドルに達した。2019年には378億５千万ド
ルに達する見込みで、年間復合成長率は10％を上
回る見込みだ15）。応用シーン別に見ると、家庭用
電化製品はスマートセンサーの応用が最も幅広い
分野であり、2016年の市場シェアは約70％に達し
た。製品のタイプを見ると、CMOS 画像センサー
が依然として最も価値の高い製品であり、市場
シェアは45％に達する。以下、指紋センサー、圧
力センサー、加速度計などが続いている。

家庭用電化製品分野では、スマートセンサー市
場は主に国外の大手企業に掌握されている。例え
ば、慣性センサーの大手はボッシュ、ST マイク
ロエレクトロニクス、NXP セミコンダクターズ
など、オーディオセンサーの大手はノウルズ・エ

分野 国外機関 国内機関

開発

AT&T Bell Laboratories、IBM、IMEC、マイクロエ
レクトロニクス研究所、バージニア大学、メリーラ
ンド大学、ミシガン大学、カリフォルニア大学バー
クレー校、MIT、シンガポール国立大学、南洋理工大
学

上海マイクロシステム・IT 研究所、中国電子科技集
団公司、工業技術研究院（台）、北京大学、東南大学、
中国兵器工業集団 214 研究所、天津大学、中国科学
院微電子所、中国科学院電子所、清華大学、華中科
技大学、ハルビン工業大学

設計

インベンセンス、ノウルズ・エレクトロニクス、
Maradin、MicroVision、Qualtre、Maxim、Cirrus 
Logic、村田製作所、ST、ソニー、ボッシュ、ブロー
ドコム、クアルコム、オムロン、旭化成エレクトロ
ニクス、ADI、NXP、インフィニオン、エプコス、ハ
ネウェル

美新半導体、深迪半導体、歌爾声学、明皜伝感、瑞
声科技、芯奥微、敏芯微電子、康森斯克、多維科技、
豪威科技、格科微電子、思比科、匯頂科技、美泰科技、
士蘭微、高徳紅外

製造

グローバルファウンドリーズ、Teledyne DALSA、エ
プソン、Semefab、Silex、ソニー、Fraunhofer ISIT、
Tronics、ボッシュ、ST、旭化成エレクトロニクス、
ADI、NXP、インフィニオン、エプコス、ハネウェル

TSMC（台）、中芯国際、聯華電子（台）、華潤上華、
上海先進半導体、華虹集団、美納科技、士蘭微、罕
王微電子、中航微電子、国高微系統、離徳紅外

パッケージ
Amkor、カシオ、Hana Microelectronics、ホシデン、
Unisen、UTAC、Boschman、ノウルズ・エレクトロ
ニクス、UBOTIC

日月光（台）、瑞声科技、長電科技、萎生公司（台）、
同欣電子（台）、矽品科技、華天科技、晶方科技、南
通富士通、力成科技（台）、南茂科技（台）、欣邦科
技（台）、歌爾声学、固鍀電子、紅光股フェン

テスト
Acutronic、ADI、エプコス、NXP、インベンセンス、
MaXim、村田製作所、ST、ソニー、ノウルズ・エレ
クトロニクス、ボッシュ、オムロン

京元電子（台）、上海華嶺、歌爾声学、美新半導体、
瑞声科技、深迪半導体、美泰科技、芯奥微、共達電声、
矽叡科技

ソフトウェア
旭化成エレクトロニクス、インベンセンス、ボッシュ、
NXP、Kionix、Hillcrest Labs、ノウルズ・エレクト
ロニクス、PNI Sensor、ST

諾亦騰、鼎億数碼科技、飛智、速位科技、愛盛科技、
敏芯微電子、明皜伝感、深迪半導体、矽叡科技

チップ
クアルコム、ブロードコム、NVIDIA、インテル、
Marvell、アップル、サムスン

展訊、聯発科技（台）、聯芯科技、鋭迪科微電子、海思、
紫光国芯、珠海炬力、小米

システム /
アプリケーション

アップル、サムスン、グーグル、LG、ノキア、ソニー、
フェイスブック、デル、マイクロソフト、GoPro、フィ
リップス

ファーウェイ、中興（ZTE）、OPPO、vivo、小米、
HTC（台）、レノボ、酷派、360、一加、TCL、金立、
楽視

表4-6　スマートセンサーの産業チェーンおよび各分野の機関紹介

15）中投顧問（2018）「2018 〜 2022 年スマートセンサー産業の調査研究および投資の見通し予測報告」。
16）全網羅！世界のスマートセンサー産業チェーン企業目録　2017 年９月 28 日
　　http：//www.sohu.com/a/195173858_655347。
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グル、マイクロソフト、IBM、フェイスブック、
百度などの企業が画像認識、機械翻訳、音声認識、
意思決定アシスタント、生体認証などの分野で
次々と革新・飛躍を実現している。

4.3.1・モデルのタイプ
ディープラーニング・アルゴリズムは今、人工

知能発展推進の焦点となっており、各大手企業は
相次いで独自のディープラーニング・フレームワー
クを打ち出している（グーグルの TensorFlow、
IBM の System ML、フェイスブックの Torchnet、
百度の PaddlePaddle など）。重要なのは、オープ
ンソース化がこの分野で不可逆的な趨勢となって
いる点だ。これらの大手企業は今、関連アルゴリ
ズムのオープンソース化に取り組んでおり、アル
ゴリズムの生態系をめぐる競争を始めている。ま
た、サービス化もアルゴリズム発展の重要な方向
性の一つであり、いくつかのアルゴリズムプロバ
イダは、アルゴリズム・パッケージングのサービ
スを打ち出し、顧客の具体的なニーズに基づき全
体的なソリューションを提供している。

4.3.2・発展の生態系
現在アルゴリズムモデル分野で優位性を持つ企

業はいずれも有名なテクノロジー大手である。こ
れらの企業は同盟関係を築き、戦略的ポジショニ
ングの拡大などを通じて人工知能事業を展開して
いる。2016年9月には、フェイスブック、アマゾ
ン、グーグルの親会社アルファベット、IBM、マ
イクロソフトが新たな人工知能研究パートナー
シップを締結することを発表した。グーグルは同
年10月に、戦略的方向性をモバイル優先から人
工知能優先へと転換している。中国のテクノロ

ずれも積極的にカーエレクトロニクス分野に進出
し、いくつかの成果を出しているが、中国の自動
車センサーの全体的な技術レベルは比較的低く、
精度が低く、分解能が劣り、信号精度が低く、干
渉防止性が弱いなどの問題を普遍的に抱えている。

産業用電子分野では、2016年の世界の産業用
センサーの市場規模は350億ドルに達したが、そ
のうちスマートセンサーの市場規模はわずか15
億ドルと、全体に占める割合は少なかった。しか
し、産業分野向けのモノのインターネット（イン
ダストリアル IoT）が発展すれば、産業用センサー
市場規模の急速な成長を促進するとみられる。中
国は圧力や温度などの基礎的な産業用センサーの
面である程度の基盤を持っており、石油化工など
プロセス産業の分野では、ほぼ国産化を実現でき
る。しかし産業用ハイエンドセンサーの分野では、
製品の90％を輸入に依存している。

医療用電子分野では、2015年の世界の医療セ
ンサーの市場規模は98億ドルに達し、2024年ま
でに約２倍の185億ドルになるとみられている。
医療用電子は高価値センサー分野に属し、この分
野で使用される高価値設備には、非常に高価な特
殊センサーも含まれる。中国は、医療用電子セン
サー分野がほぼ空白の常態であり、依然として輸
入に大きく依存している。

4.3 アルゴリズムモデル
アルゴリズムの革新は人工知能の大発展を推進

する重要な駆動力である。ディープラーニングや
強化学習などの技術の出現によって、機器の知能
レベルは大きく向上した。世界のテクノロジー大
手企業は相次いでディープラーニングを中心とし
たアルゴリズム分野に事業を展開しており、グー

製品のタイプ 国外企業 国内企業

家庭用電化製品
ボッシュ、ST、ローム、NXP、ADI、インフィニ
オン、mCube、ノウルズ・エレクトロニクス、ソニー

美新半導体、明皜伝感、歌爾声学、瑞声科技、敏芯
微電子、矽叡科技、水木智芯、矽創電子、士蘭微、
深迪半導体、豪威科技、格科微電子、匯頂科技、思
比科、敦泰、邁瑞微

カーエレクトロニクス
ボッシュ、ハネウェル、インフィニオン、センシ
リオン、ST、NXP、ADI、TE

美泰科技、美新半導体、比亜迪微電子、康森斯克、
思比科、高徳紅外、納微電子、水木智芯、矽創電子、
芯敏微系統、深迪半導体、明皜伝感

産業用電子
ハネウェル、オムロン、インフィニオン、センシ
リオン、ST、NXP、ADI、TE、SICK

美泰科技、四方光電、煒盛科技、昆山双橋、高徳紅外、
必創科技、戴維莱伝感、多維科技、漢威電子、矽創
電子、明皜伝感

医療用電子
ハネウェル、ローム、思比科、センシリオン、
ST、NXP、ADI、TE

高徳紅外、明皜伝感、三諾生物

表4-7　スマートセンサーの主な応用分野および関連企業



51中国における人工知能研究開発の現状と動向

第
４
章

第４章　中国における人工知能の細分化された分野の発展状況

る。現時点での人工知能オープンプラットフォー
ムの数のみから判断すると、百度やテンセントを
代表とするインターネット大手による「勝者総取
り」の状態になりつつあることがわかる。これら
の企業は人工知能分野の隅々にまで事業を展開し
ている。このほか、猟戸星空も人工知能分野の中
核的な勢力になりつつある。同社はこのほど、音
声・視覚・ロボットなどの多分野を含む一連の人
工知能プラットフォーム製品を打ち出し、音声
OS はすでに小米のデバイスに導入されている。

ジー企業も相次いで人工知能に着手しており、
2017年3月にはアリババが正式に「NASA」計画
を発表、テンセントは人工知能の研究室（AI 
Lab）を設立した。百度は同年５月、戦略的ポジ
ショニングをインターネット企業から人工知能企
業へと転換した。

中国の人工知能企業も、技術の実用化を積極的
に推進する一方で、独自技術と結び付けたオープ
ンプラットフォームを次々と打ち出し、より多く
のサービス・ハードウェアパートナーを引き付け、
より多くの端末やデータと接続しようとしてい

オープンソース
フレームワーク

主な特徴 主導機関

TensorFlow
複雑なデータ構造を人工知能のニューラルネットワークに伝送して分析と処理を行うことがで
きる。音声認識あるいは画像認識など、複数のマシンディープラーニング分野に応用される。

グーグル

System ML
Java を採用し、記述的分析・分類・クラスタリング・回帰・行列分解および生存分析などの
アルゴリズムに対応している。Hadoop と Spark に対応し、分散配置が可能。また、柔軟性、
適用性などの特徴を持つ。

IBM

Torchnet

Lua 言語によって記述されており、標準の X86 チップあるいは CPU 上で実行する。データ処
理、機械学習トレーニング / テストアルゴリズム、パフォーマンス監視などの資源を提供し、
大規模なディープラーニングシステムをトレーニングしたい機関にとっては、I/O コストを大
幅に節約できる。

フェイスブック

PaddlePaddle

使いやすい、柔軟性がある、効率的、拡張可能などの特徴を持ち、シーケンス入力、スパース
入力、大規模データのモデルトレーニングなどをサポートする。GPU 演算や、データ並列、
モデル並列に対応し、少ないコードでディープラーニングモデルをトレーニングすることがで
き、ユーザーのディープラーニング技術使用コストを大幅に引き下げることができる。

百度

Caffe2 製品志向で、スマートフォン上における大規模な機械学習システムの配置に取り組んでいる。 フェイスブック

Theano
多次元配列を効率的に使用する数式について定義・最適化・評価できる。計算の GPU へのロー
ドに対応。NumPy との整合性があり、GPU に対応しているため、ニューラルネットワークを
便利に設計でき、CUDA コードを直接記述する必要がない。

LISA lab

企業 オープンソースアルゴリズム 蓄積データ

グーグル TensorFlow ユーザーの検索によって生まれた膨大なデータ

マイクロソフト
CNTK ソフトウェアサービスのユーザーデータ、ユーザーの検索によって生まれた膨大

なデータDMNK

アップル ソフトウェアサービスのユーザーデータ

アマゾン DSSTNE 電子商取引データ

フェイスブック
Torch

ユーザーのソーシャル関係、ソーシャル情報データ
ParlAI

百度 PaddlePaddle ユーザーの検索によって生まれた膨大なデータ

テンセント Angel ユーザーのソーシャル関係、ソーシャル情報データ

アリババ 電子商取引データ、金融サービスデータ

表4-8　主なアルゴリズムモデルおよび関連機関

表4-9　８大テクノロジー企業のオープンソースアルゴリズム、蓄積データの一覧表
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クストレージ（Network Storage Technologies）、
仮想化（Virtualization）、負荷バランス（Load 
Balance）、高可用性（High Available）など、従
来のコンピュータ・ネットワーク技術が発展し融
合した産物である。

4.4.1・技術的特徴
クラウドコンピューティングは、リソースをス

ピーディに配置・取得できる、動的でスケーラブ
ルな拡張と供給ができる、膨大な情報を迅速かつ
秩序的に処理できる、信頼性が高い、フォールト
トレランスが高いなどの特徴を持ち、ディープ
ラーニングの発展に向けた強大なストレージと演
算体系のアーキテクチャを構築し、ニューラル
ネットワークモデルのトレーニング最適化を促進
し、音声や画像、テキストなどのオブジェクトの
認識率を大きく向上させた。

クラウドコンピューティングの基盤技術には主

4.4 クラウドコンピューティング
現段階で幅広く受け入れられているクラウドコ

ンピューティング（Cloud Computing）の定義は
アメリカ国立標準技術研究所（NIST）が提起し
たものだ。クラウドコンピューティングは、使用
した分だけの料金を支払うモデルの一種で、ユー
ザーの必要に応じて有用かつ便利なネットワーク
アクセスを提供する。設定可能なコンピューティ
ングリソースの共有プール（リソースにはネット
ワーク、サーバ、ストレージ、アプリケーション
ソフトウェア、サービスが含まれる）に入ると、
これらの資源がスピーディに提供される。管理に
必要な手間はほとんどなく、サービスサプライ
ヤーとのやりとりもほとんど必要ない。クラウド
コンピューティングは、分散コンピューティング

（Distributed Computing）、並列コンピューティン
グ（Parallel Computing）、ユーティリティコン
ピューティング（Utility Computing）、ネットワー

種類 プラットフォームの名称

総合 百度 AI オープンプラットフォーム、テンセント AI オープンプラットフォーム

音声
オープンプラットフォーム「DuerOS」、アリババ AliGenie システム、テンセント雲小微、訊飛オープンプラットフォーム、
猟戸音声 OS、思必馳 DUI、知音 OS（捜狗）、雲知声オープンプラットフォーム、問問 AI オープンプラットフォーム

視覚 騰訊優図オープンプラットフォーム、Face ＋＋人工知能オープンプラットフォーム、猟戸ナビゲーションシステム

ロボット 猟戸ロボットプラットフォーム、猟戸マニピュレータープラットフォーム、Turing OS（図霊）

特徴 紹介

超大規模

「クラウド」はかなりの規模を誇る。グーグルのクラウドコンピューティングはすでに 100 万台以上のサーバ
を有している。アマゾン、IBM、マイクロソフト、Yahoo などの「クラウド」はいずれも数十万台のサーバを
有する。各企業が有するクラウドは通常、数百から千台以上のサーバからなる。「クラウド」は、ユーザーに
かつてないコンピューティング能力を提供することができる。

仮想化

クラウドコンピューティングは、ユーザーがどこにいても、様々な端末からアプリケーションサービスを取得
することができる。リクエストするリソースは固定・有形の実体ではなく、「クラウド」上にある。アプリケー
ションは「クラウド」のどこかで実行されているが、ユーザーはその仕組みを理解する必要はなく、アプリが
実行される具体的な位置について心配する必要はない。ノートパソコンあるいはスマホさえあれば、ネットワー
クサービスを通じて必要なすべてを実現でき、スーパーコンピューティングのようなタスクまでも実現させる
ことができる。

高い信頼性
「クラウド」はデータマルチコピー・フォールトトレラント、コンピューティングノードの同型互換性などの
措置を講じてサービスの高信頼性を保障している。クラウドコンピューティングは、ローカルコンピュータを
使うよりも信頼性が高い。

汎用性
クラウドコンピューティングは特定のアプリケーションにのみ対応するのではなく、「クラウド」のサポート
によって様々なアプリケーションを構築することができ、一つの「クラウド」が同時に様々なアプリケーショ
ンの動作をサポートできる。

高い拡張性
「クラウド」の規模は動的・スケーラブルで、アプリケーションとユーザー規模が増加してもニーズを満たす
ことができる。

必要に応じた
サービス

「クラウド」は巨大なリソースプールであり、必要に応じて購入することができる。まるで水道水や電気・ガ
スのように使った分だけ費用を支払うことが可能だ。

表4-10　中国の主な人工知能オープンプラットフォーム

表4-11　クラウドコンピューティングの特徴
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ティ技術、補助技術が含まれる。に、仮想化技術、分散型技術、計算管理技術、ク
ラウドプラットフォーム技術、クラウドセキュリ

技術名 分類 定義 研究機関

仮想化技術

仮想分割
一台の物理マシンを複数の仮想マシンに分割し、物理的リソースの利
用率を高める。

マイクロソフト
Vmware
Redhat

仮想統合
標準的な性能を持つ複数のコンピュータを、高い性能を持つ一台のコ
ンピュータに統合する。

仮想移行
まるでローカルリソースを使用するのと同じように、別な場所にある
物理的リソースを使用できるようにする。

分散型技術

分散コンピューティング
大量の計算を行うプロジェクトデータを小分けに分割し、複数のコン
ピュータで個別に計算する。 百度

グーグル
Berkeley

分散型プログラミング 分散型コンピュータシステム上でプログラムの実行を調整する。

分散型ストレージ
高スループット率・高伝送率のストレージ技術。冗長ストレージ方式
でデータの信頼性を保証する。

計算管理技術

膨大なデータ管理 分散型の膨大なデータを効果的に処理・分析する。

グーグル
Aapche

スケジューリング管理
ネットワークオペレーティングシステムの指揮の下で、資源を効果的
に調整する。主に SaaS、PaaS、IssS という 3 つのサービスモデルが
ある。

プラットフォーム管理
プラットフォームに基づき大量のサーバを同時に動かし、業務の展開
や運用開始を便利にする。

クラウド
プラット

フォーム技術
——

「クラウド」に基づくサービスを提供し、ユーザーが SaaS などのアプ
リケーションを作成できるようにする。ユーザーはプログラミング・
テスト・リリースのための環境あるいは IT 基盤を構築する必要がない。

IBM
Inspur

クラウド
セキュリティ

技術

本人認証 コンピュータネットワークにおいてオペレーターの身分を確認する。

H3C
Science Sift
ファーウェイ

データセキュリティ データの機密性、利用可能性、可制御性、完全性について研究する。

ファイアウォール
外部の不安全な要素を遮断し、外部ネットワークユーザーによる無許
可アクセスを防止する。

セキュリティ監査 ユーザーが使用したリソースの情報を記録し、モニタリングする。

端末のセキュリティ 端末セキュリティソフトウェアがシステムの安全を保障する。

補助技術
Web Web アプリケーションの互換性を高める。 Sun

マイクロソフト省エネ技術 データセンターのエネルギー消費と運用コストを引き下げる。

特徴 紹介

極めて安価

「クラウド」は特殊なフォールトトレランス措置を講じているため、極めて安価なノードを利用してクラウドを
構成できる。「クラウド」は自動化された集中管理のため、多くの企業は日増しに高額になるデータセンターの
管理コストを負担する必要がない。「クラウド」は汎用性があるため、リソースの利用率が従来のシステムを大
幅に上回る。このため、ユーザーは「クラウド」の低コストの優位性を十分に享受することができる。わずか
数百ドル、数日の時間でかつては数万ドル、数カ月をかけて完成していたタスクを終わらせることができる。
クラウドコンピューティングは、人々の未来の生活を大きく変えることができるが、環境問題にも重視が必要だ。
環境を重視してこそ、単純な技術の向上だけでなく、人類の進歩に真の意味で貢献を果たしたといえる。

潜在的な危険性

クラウドコンピューティングサービスは、コンピューティングサービスを提供するだけでなく、必然的にスト
レージサービスも提供している。しかし、クラウドコンピューティングサービスは現在、民間機関（企業）が
ほぼ独占しており、これらの企業は商業的な信用を提供することしかできない。政府機関や商業機関（特に銀
行など重要データを取り扱う商業機関）は、クラウドコンピューティングサービスの選択において十分な警戒
が必要だ。商業機関が民間機関の提供するクラウドコンピューティングサービスを大規模に使用するようにな
れば、その技術的優位性がどれほど高くとも、これらの民間機関は「データ（情報）」の重要性を強みに社会
全体を服従させることが可能だ。情報社会において、「情報」は極めて重要である。また、クラウドコンピュー
ティングのデータは、データ所有者以外のその他のユーザーには秘密になっているが、クラウドコンピューティ
ングを提供する機関にとって、秘密とは全く言えない。これらの潜在的な危険性は、商業機関と政府機関がク
ラウドコンピューティングサービス、特に国外の機関が提供するクラウドコンピューティングサービスを選択
する際に、考慮しなければならない重要な前提である。

表4-12　クラウドコンピューティングの主な基盤技術
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2015年）」末の時点で、中国のクラウドコンピュー
ティング産業の規模は1,500億元に達している。

2017年、中国におけるパブリッククラウド
IaaS の市場規模は15億ドルを上回り、前年同
期比で約４割増加した。IDC が発表した2017年
上半期の中国パブリッククラウド IaaS 市場シェ
ア調査結果によると 18）、アリババクラウドの
2017年上半期の IaaS 売上高は５億ドルで、中
国市場におけるシェアは47.6％だった。２位は
テンセントクラウドで、売上高は約１億ドル、
シェアは9.6％だった。３位は金山クラウドで、
売上高は6,839万ドル、シェアは6.5％だった。
４位は中国電信（チャイナテレコム）で、売上
高は6,254万ドル、シェアは６％だった。５位
は Ucloud で、売上高は5,774万ドル、シェアは
5.5％だった。

クラウドコンピューティングとビッグデータ
は、情報経済発展の重要な基盤であり、推進力で
ある。2006年にアマゾンが AWS と Hadoop を発
表して以来、クラウドコンピューティング産業の
発展はすでに最初の十年間を終えた。クラウドコ
ンピューティング産業は今、発展の第二段階、す
なわち、安全性・信頼性・サービス力を代表とし、
製品の質とユーザーエクスペリエンスを核心とす
るブランド時代に入った。

企業と消費者からの要求を前提とし、クラウド
サービスへのニーズはすでに「無から有へ」の段
階を過ぎ、精錬化とブランド化の段階に入ってい
る。スマートシティを例とすると、国家質量監督
検験検疫総局と国家標準委員会は2016年11月末、

4.4.2・産業の現状
ガ ー ト ナ ー の 統 計 に よ る と、IaaS、PaaS、

SaaS を代表とする典型的なクラウドサービスの
市場規模は2017年に817億８千万ドルに達した。
2020年には1,435億３千万ドルに達し、年間復合
成長率は22％に達する見込みである17）。うち、
IaaS 企業の2020年の市場空間は615億ドルに達
し、クラウドコンピューティング市場全体の
43％を占めるとみられる。クラウドコンピュー
ティング・ハードウェア市場の空間は非常に大き
い。クラウドコンピューティングは人工知能の各
加速アルゴリズムと密接に関係しており、未来の
クラウドコンピューティング・ハードウェアに
とって、スマートチップ・アクセラレーションは
欠かせない存在となるだろう。

工業情報化部は2017年４月10日に発表した「ク
ラウドコンピューティング発展三年行動計画

（2017〜2019年）」の中で、クラウドコンピューティ
ング企業が資本市場で資金調達し、M&A を行い、
市場を開拓し、発展の歩みを加速していくことを
支持すると表明した。近年中国ではクラウドコン
ピューティング、特にモノのインターネットなど
の新興産業が急速に発展し、多くの都市で試行と
モデルプロジェクトが行われている。その分野は
送電網、交通、物流、スマートホーム、省エネ・
環境保護、産業オートメーション、医療衛生、精
密農牧業、金融サービス業、公共安全など多岐に
わたる。試行ではすでに初歩的な成果を上げてお
り、今後は巨大な応用市場が生まれるとみられる。
データによると、「第12次五カ年計画（2011〜

図4-4　2014〜2020年の世界のクラウドコンピューティング市場規模（単位：億ドル）

17）智研諮詢（2017）：「2017〜2022年中国クラウドコンピューティング市場の動向と発展の見通し予測報告」。
18）IDC：2017年上半期の中国パブリッククラウド IaaS の市場シェア アリババクラウドのシェアが47.6％に拡大　2017年11月１日
　　http：//www.199it.com/archives/649118.html。
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-as-a-Service（Saas）の三層に分けられる。インフ
ラが最下層で、プラットフォームが中間層、ソフトウェ
アが最上層に位置する。IaaS 企業はオフサイトサー
バ、ストレージとネットワークハードウェアを提供す
る。ビッグデータは人工知能に情報源を提供し、ク
ラウドコンピューティングはプラットフォームを提供す
る。人工知能のキーテクノロジーは、クラウドコン
ピューティングとビッグデータの成熟化を背景として、
飛躍的な発展を遂げた。現在、各テクノロジー大手
は人工知能の発展が将来的にクラウドに向かってい
くと見ており、相次いで独自のクラウドプラットフォー
ム上に人工知能システムを搭載し、クラウドに蓄積
したビッグデータを利用して価値を掘り出そうとして
いる。

「新型スマートシティ評価指標」など292項目の
国家標準を発表し、生活サービス、精緻な管理、
エコ・住みやすさ、スマート施設、情報リソース、
ネットワークセキュリティ、改革革新、市民エク
スペリエンスなど８大指標を提起した。その中で、
市民エクスペリエンスは20％と、生活サービス
に続く割合を占め、その他の項目よりも優先され
ていることがわかる。国家質量監督検験検疫総局
の介入は明らかなシグナルと言え、情報サービス
の質向上に対する要求が議題に組み込まれた。

4.4.3・産業生態系
現在、各テクノロジー大手はクラウドプラットフォー

ムをベースとした人工知能業務に力を入れている。
クラウドコンピューティングは、Infrastructure（イン
フラ）-as-a-Service（IaaS）、Platform（プラットフォー
ム）-as-a-Service（Paas）、Software（ソフトウェア）

, 47.6%

, 9.6%
, 

6.5% 

Ucloud, 5.5%

, 6.0%

, 24.8%

ソフトウェアサービス
（SaaS）

クラウドの応用サービス

プラットフォームサービス
（PaaS）

クラウドのインフラ

クラウドのオペレーティング
システム

インフラサービス
（IaaS）

ワークフロー 提携 業界のアプリケーション CRM/ERP/HR

ミドルウェアデータベース 開発ツール Webアプリケーション サイト管理

サーバ ネットワーク デスクトップストレージ

図4-5　2017年上半期の中国パブリッククラウド市場シェア

図4-6　クラウドコンピューティングの生態
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クラウドプラットフォーム 紹介

IBM Watson

Watson は IBM が打ち出したコグニティブ・コンピューティング・システムであり、自然言語処理
と機械学習技術を駆使して、大量の非構造化データの中にある重要な価値をマイニングすることが
できる。Watson は今や、分析・発現・診断・教授・調査などの機能を備えた総合的なコグニティブ・
コンピューティング・システムとなった。その強大な計算・分析能力は、背後にある強大なプロセッ
サによるものだ。Watson システムに搭載されている IBM の POWER7 プロセッサは、データ量の
変化に基づき、コアの動作モードを調整すると同時に、異なるスレッドモードに切り替え、作業効
率を最大化することができる。IBM は現在、Watson の強大な理解・推理・学習能力をクラウドプラッ
トフォーム上で統合し、適用範囲を拡大し、顧客を増加させるために、Watson クラウドサービスの
開発に力を入れている。

マイクロソフト Azure

Azure はマイクロソフトが 2008 年に発表したクラウドプラットフォームで、主な目標は、開発者
にプラットフォームを提供し、クラウドサーバ・データセンター・PC 上におけるアプリケーション
開発を支援することである。Azure はインテルの CPU に対応、Tesla K80 GPU アクセラレータを
搭載している。Azure はプラットフォームを通じて世界各地の顧客にハイレベルなコンピュータパ
フォーマンスを提供し、より要求の厳しいデータセンターと高性能コンピューティングアプリケー
ションのニーズを満たしている。

アマゾン AWS

AWS は、アマゾンが 2006 年に発表したクラウドプラットフォームシステムで、クラウド上でのサー
ビスを通じて企業に IT インフラサービスを提供する。現在、AWS はインテル最新の Broadwell-EX　
Xeon プロセッサを採用し、プラットフォームの分析能力およびメモリデータ処理能力を向上させた。
また、2013 年には GPU インスタンスサービスを打ち出した。このサービスでは、NVIDIA Grid 
GPU の並列処理能力を用いて計算量の多いアプリケーションに対応している。さらに、AWS には
GPU クラスタが内蔵され、33.5 個の計算ユニットを提供しているほか、NVIDIA Tesla M2050 グ
ラフィックカードが２枚搭載され、サーバのコンピューティング能力が大きく引き上げられた。ア
マゾンは 2014 年４月、サーバチップを自主設計する計画を発表。さらに、サーバの計算ニーズを
満たすため、イスラエルの半導体スタートアップ企業を買収するとした。

アリババクラウド

アリババクラウドは、企業や政府などの組織向けに、最も安全で信頼できる計算・データ処理能力
を提供することを目的に、2009 年に創立された。アリババクラウドは、その強大なデータサポート・
コンピューティング能力を利用し、より多くの応用シーンを開拓しようとしている。2015 年４月、
中国石油化工（シノペック）とアリババクラウドは技術協力関係を結び、クラウドコンピューティ
ングとビッグデータの力によって従来型の石油化学工業の業務を変えていくとした。また、アリバ
バクラウドは量子情報に関する研究に力を入れているほか、インテル・華大基因などと協力し、医
療応用プラットフォームを共同で設立している。アリババクラウドは、チップにインテルの Xeon
シリーズを採用している。2016 年３月、アリババクラウドはディープラーニング、3D グラフィッ
ク画像レンダリングおよび科学的計算向けの次世代 HPC プラットフォームを発表した。このプラッ
トフォームは、NVIDIA Tesla M40 GPU 超大規模アクセラレータと第５世代インテルコア CPU を
搭載し、全体性能が大幅に向上した。

百度開放雲

百度開放雲（オープンクラウド）プラットフォームは、百度が 2015 年に開発した、企業や政府、
個人向けにビッグデータをベースとしたクラウドサービスを提供するクラウドコンピューティング・
プラットフォームである。プロセッサはインテルの Broadwell-EP アーキテクチャの XeonE5-2600 
v4 シリーズを採用、これはアマゾンの採用したプロセッサと同じものだ。百度開放雲はアリババク
ラウドよりも市場進出が６年遅れたが、そのプラットフォームの優位性は明らかである。ハードウェ
ア面では、百度すでに CPU ではなく GPU によって計算を行っており、また Altera 社と協力し、ク
ラウドデータセンターで FPGA クラスタを使用している。百度はサーバに最も早く FPGA クラスタ
を使用したテクノロジー大手の一つであり、データセンターの環境に求められる高性能・柔軟性な
どの要求を満たした。

グーグルクラウド
プラットフォーム

グーグルはクラウドコンピューティング市場への進出で後れを取ったが、現在は業務発展に力を入
れている。2015 年、グーグルは約 100 億ドルを投じて新たなデータセンターを建設した。グーグ
ルのクラウドコンピューティングは IBM の POWER8 チップを使用し、AlphaGo でも使用した TPU
を加速チップとして搭載、クラウドコンピューティングプラットフォームを人工知能の出力のチャ
ンネル、およびプラットフォームにすることを目的としている。

表4-13　世界の主流クラウドコンピューティングプラットフォーム
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つ膨大な量の構造化・半構造化・非構造化データ
を取得する。数多くのユーザーが同時にアクセス
と操作を行う可能性があるため、ビッグデータ専
用の収集手段を採用する必要がある。これは主に、
以下の３種類が挙げられる。
A. データベースからの収集。一部の企業は、

従来型のリレーショナルデータベースの MySQL
や Oracle を使ってデータをストレージしている。
比較的多く採用されているツールには、Sqoop や
データベースを構造化する ETL ツールなどが挙
げられる。もちろん現在は、オープンソースの
Kettle や Talend にもビッグデータのインテグ
レーションの内容が含まれており、hdfs、hbase
と主流の NoSQL データベース間のデータ同期と
インテグレーションが可能だ。
B.ネットワークからのデータ収集。ネットワー

クからのデータ収集は主に、WEB クローラある
いは Web API などを使って、サイト上からデー
タ情報を取得するというものだ。これらの手段を
使えば、ネットワーク上の非構造化データ、半構
造化データをウェブサイトから抽出できる。さら
に構造化することで、統一されたローカルデータ
ファイルの形でストレージすることができる。
C. ファイルからの収集。ファイルからの収集

で比較的利用されているのは、flume によるリア
ルタイムのファイル収集と処理である。ELK

（Elasticsearch、Logstash、Kibana）はログの処
理を行うツールであるが、これもテンプレート設
定に基づくインクリメンタルなリアルタイムファ
イル収集によって実現される。もしログの収集と
分析のみであれば、ELK ソリューションで十分
である。
２、ビッグデータの前処理

データの世界は膨大かつ複雑であり、中には不
完全なデータもあればダミーのデータもあり、古
くなったデータもある。質の高い分析・マイニン
グ結果を取得するためには、データの準備段階か
らデータの質を高めなければならない。ビッグ
データの前処理によって、収集したオリジナルの
データをクリーニング、補充、平滑化し、整理統
合し、正規化し、一貫性をチェックし、乱れてい
て秩序がないデータを、比較的単一で処理しやす
い構成に転化でき、後期のデータ分析に向けた基
盤を固めることができる。データの前処理は主に、
データクリーニング、データ統合、データ転換お
よびデータ整理の４つの部分に分けられる。
A. データクリーニング：データクリーニング

4.5 ビッグデータ
「ビッグデータ」とは、既存のデータ管理技術

では対応するのが難しい超大規模かつ複雑なデー
タセットを意味する。これは動的な定義であり、
業界によってその応用の違いに基づき異なる理解
があり、その判断基準も技術の進歩に伴って変化
してきた。広い意味では、ビッグデータには３つ
の内容が含まれる。一つ目は、データ量が巨大で、
情報源とタイプが多彩なデータセット。二つ目は、
新型のデータ処理と分析技術。三つ目は、データ
分析によって価値を形成すること。ウィキペディ
アはビッグデータを、一般的なデータ管理・処理
ソフトウエアで扱うことが困難なほど巨大で複雑
なデータの集合と定義している。ガートナー

（Gartner）社はビッグデータの特徴を３V、すな
わち「Volume（データ量が膨大）」、「Velocity（デー
タ更新・発信が速い）」、「Variety（データの種類
が多様）」と定義した。その後、４つ目の V とし
て「Value（データの価値）」が付け加えられた。
これにより、ビッグデータの重点は、データの価
値を発見することであり、企業経営の意思決定を
助けることであるということが強調された。

4.5.1・主な技術
近年、ビッグデータは勢いよく発展しており、

各業界に浸透し、天地を覆すほどの大きな変革を
もたらした。人々は、膨大なデータ情報を把握す
るよりも大切なのは、意義のあるデータに専門的
な処理を施す技術を把握することである、という
ことをますます認識するようになった。ビッグ
データを一つの産業に例えると、この産業が利益
を上げるために重要な点は、データの「加工能力」
を高めることである。「加工」によってデータの「価
値増殖」を実現すること、これこそが、ビッグデー
タのキーテクノロジーが発揮する能力である。

ビッグデータのキーテクノロジーには、データ
のストレージ・処理・応用など多方面の技術が含
まれるが、ビッグデータの処理プロセスに基づき、
これらをビッグデータの収集、ビッグデータの前
処理、ビッグデータのストレージおよび管理、ビッ
グデータの分析およびマイニングなどの段階に分
けることができる。
１、ビッグデータの収集

データ収集は、ビッグデータのライフサイクル
の最初の段階である。この段階では、RFID デー
タ、センサーデータ、SNS データ、モバイルイ
ンターネットデータなどを通じて、様々な種類か
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タを最大限簡素化することである。主に、データ
集約、次元削減、データ圧縮、数値削減と概念の
階層化などがある。データ整理技術を利用するこ
とでデータセットを小さくすることができるが、
同時に元のデータの完全性をほぼ保持することが
できる。つまり、整理後のデータセット上でマイ
ニングを行えば、元のデータセットを使うのとほ
ぼ同様の分析結果が得られるということだ。
３、ビッグデータストレージ

ビッグデータをストレージ・管理するには、収集
したデータをメモリによってストレージするほか、
管理と呼び出しのために対応するデータベースを
作る必要がある。ビッグデータストレージ技術と
して最も典型的なものには以下の３種類がある。
A.�MPP アーキテクチャの新データベースク
ラスタ：MPP アーキテクチャを採用した新デー
タベースクラスタは、主に産業ビッグデータ向
けである。シェアード・ナッシング・アーキテ
クチャを採用し、列格納、粗粒度インデックス
など複数のビッグデータ処理技術を駆使し、さ
らに MPP アーキテクチャの効率的な分散コン
ピューティングモデルと結びつけ、分析アプリ
ケーションをサポートする。運用環境は多くが
低コストの PC サーバーで、高性能と高拡張性と
いう特徴を持ち、企業の分析アプリケーション
の分野で極めて幅広く応用されている。MPP 製
品は PB（ペタバイト）レベルの構造化データ分
析を効果的にサポートできるが、これは伝統的
なデータベース技術では実現できない。MPP
データベースは、企業の次世代のデータウェア
ハウスと構造化データ分析にとって、現時点で
最良の選択肢といえる。
B.�Hadoop をベースとした技術拡張とパッ
ケージ：Hadoop をベースとした技術拡張とパッ
ケージは、Hadoop から派生したビッグデータ技
術を基に、伝統的なリレーショナルデータベー
スでは比較的処理が難しいデータやシーンに対
応することができる（非構造化データのストレー
ジと計算など）。Hadoop オープンソースの優位
性を十分に利用することで、関連技術の進歩に
伴い、その応用シーンも徐々に拡大していくと
みられる。現在最も典型的な応用シーンは、
Hadoop の拡張とパッケージによるインターネッ
ト・ビッグデータのストレージと分析のサポー
トである。これには数十種類の NoSQL 技術が関
わっており、より一層細分化されつつある。非
構造、半構造化データの処理、複雑な ETL プロ

には主に、省略値（関心のない属性）の処理、ノ
イズデータ（データ中のエラー、あるいは期待と
かけ離れたデータ）の処理、一貫性のないデータ
の 処 理 が 含 ま れ る。 主 な ツ ー ル は ETL 

（Extraction/Transformation/Loading） と
Potter’s Wheel である。省略値データは、グロー
バル定数・属性平均・可能値の充填、あるいはデー
タを直接無視するなどの手段によって処理でき
る。ノイズデータは、ビニング（オリジナルのデー
タをグループ分けし、それぞれのグループ内の
データを平滑化する）、クラスタリング、コン
ピュータ手動検査、回帰といった手段で、ノイズ
を除去することができる。一貫性のないデータに
関しては、手動による訂正が可能だ。
B. データ統合：データ統合は、複数のデータ

ソース中のデータを合併し、一貫性のあるデータ
リポジトリ中に保存することを指す。この過程で
は主に、パターンマッチング、データ冗長性、デー
タの矛盾検出と処理という３つの問題の解決を重
視している。複数のデータセットからのデータは、
命名の違いなどから、対応する実体の名称が異な
るため、実体を認識するにはメタデータによって
区分し、異なるリソースからの実体をマッチング
させる必要がある。データ冗長性は、データ属性
命名に一貫性がないことが原因と考えられる。解
決するには、データ属性に対してピアソンの積率
相関係数 Ra,b を利用することで判断できる。絶
対値が大きいほど、両者の間の関連性が高いこと
を示す。データの矛盾の問題は主に、異なるリソー
スの統一した実体が異なるデータ値を示すことで
ある。
C. データ転換：データの転換とは、抽出され

たデータ中に存在する一貫性のない部分を処理す
る過程を指す。データ転換は主に、⑴　データ名
およびフォーマットの統一、すなわち、データの
粒度の転換、ビジネスルールの計算および命名、
データフォーマット、計量単位などの統一、⑵　
データベースの中に、元のデータベース中には存
在しなかったであろうデータが含まれているため
に必要となる、フィールドの組み合わせ、分割あ
るいは計算――の２種類に分けられる。データ転
換にはこのほか、データクリーニングの作業も含
まれており、ルールに基づいて異常データをク
リーニングし、分析結果の正確性を保障する必要
がある。
D. データ整理：データ整理とは、データ本来

の姿をできるだけ保持するという前提の下、デー
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部に深く入り込み、データの価値を掘り出すこ
とができる。
C. 予測分析：ビッグデータ分析において最も

重要な応用分野の一つに、予測分析がある。予
測分析は、特別統計分析、予測モデリング、デー
タマイニング、テキスト分析、エンティティ分析、
最適化、リアルタイムスコアリング、機械学習
など多くの高度な分析機能を組み合わせること
で、未来あるいはその他の不確定な事件の予測
を行うというものだ。繁雑なデータ中からその
特徴を掘り出すことで、現在の状況を理解し、
次なる行動のソリューションを確定することが
でき、憶測による意思決定から、予測による意
思決定への転換を実現することができる。この
ほか、ユーザーの構造化・非構造化データ中の
趨勢、パターン、関係性を分析することができ、
これらの指標を運用することで将来起こるであ
ろう事件を予測し、対応する措置を講じること
ができる。
D. セマンティック・エンジン：セマンティック・

エンジンは既存のデータに意味（セマンティック）
を付与するもので、既存の構造化あるいは非構造
化データベース上の意味のオーバーレイとも言え
る。セマンティック技術の最も直接的な応用であ
り、ユーザーは煩わしい検索項目から解放され、
よりスピーディかつ正確に、全面的に必要な情報
を取得することができ、インターネットエクスペ
リエンスを向上することができる。
E. データ品質管理：データの計画から取得、

ストレージ、共有、保守、応用、そして消滅に至
るまでのライフサイクルのそれぞれの段階におい
て発生しうる各種のデータ品質問題を識別、測定、
モニタリングし、警告を発するといった一連の管
理活動を指す。また、組織の管理レベルを改善・
向上させることで、データ品質をより一層高める
ことができる。ビッグデータを効果的に分析する
には、データの品質を絶対に保証する必要がある。
高品質のデータと効果的なデータ管理は、学術研
究の場であれ、ビジネスの分野であれ極めて重要
であり、各分野で分析結果の真実性と価値を保証
する必要がある。

ビッグデータの主な基盤技術には、収集と前処
理、ストレージと管理、計算モデルとシステム、
分析とマイニング、視覚化計算とプライバシーお
よびセキュリティなどが含まれる。

セス、複雑なデータマイニングと計算モデルな
どは、Hadoop プラットフォームが得意とすると
ころだ。
C. ビッグデータマシン：ビッグデータの分析

処理のために特別に設計された、ソフト・ハード
ウェアが組み合わさった製品であり、統合サーバ、
ストレージ設備、オペレーティングシステム、デー
タベース管理システム、およびデータの照会・処
理・分析のために事前にインストール・最適化さ
れたソフトウェアから構成される。高性能ビッグ
データマシンは安定性が高く、垂直方向のスケー
ラビリティを持つ。
４、ビッグデータの分析・マイニング

データの分析とマイニングの主な目的は、一
見乱雑に見えるデータ中に隠された情報を集め、
抽出し、役に立つ情報と、研究対象の内在的な
法則を探し出すことである。主に、視覚的分析、
データマイニングアルゴリズム、予測分析、セ
マンティック・エンジン、データ品質とデータ
管理という５つの面から重点的に分析を行って
いく。
A. 視覚的分析：データの視覚化とは、データ

を図形化して表すことで、情報をはっきりと効果
的に伝え、意思疎通を行うことができる。主に膨
大なデータ関連付け・分析に応用される。これら
のデータは関わる情報が比較的分散しており、
データ構造にも一貫性がない可能性があるため、
高い機能を持つ視覚化データ分析プラットフォー
ムによって手動でのデータの関連づけ・分析を補
助し、完全な分析チャートを作成することができ
る。単純明快で、直感的で、受け入れやすい。
B. データマイニング・アルゴリズム：データ

マイニング・アルゴリズムは、データに基づき
データマイニングモデルを構築する探索的方法
と計算である。モデルを構築するために、アル
ゴリズムはまずユーザーが提供したデータを分
析し、特定のタイプのモデルと趨勢に基づき検
索を行う。さらに分析結果を使ってマイニング
モデルを作成するための最良のパラメータを定
義し、実現可能なモデルと詳細な統計情報を得
るために、これらのパラメータをデータセット
全体に応用する。ビッグデータ分析の理論的核
心は、データマイニング・アルゴリズムである。
データマイニングのアルゴリズムは多種多様で、
異なるアルゴリズム、データタイプ、フォーマッ
トにより、そのデータが持つ様々な特徴を表す
ことができる。それぞれの統計方法はデータ内



60 中国における人工知能研究開発の現状と動向

第４章　中国における人工知能の細分化された分野の発展状況

技術名 分類 定義 研究機関

収集と前処理 ——
管理情報システム、ネットワーク情報システム、物理情報システム、
科学実験システムを通じて、データの収集、クリーニング、品質コ
ントロールを行う。

IBM
グーグル

マイクロソフト

ストレージ
と管理

分散型
ファイルシステム

データを分散した設備あるいはノード上に保存し、保存した資源を
ネットワークで接続する。保存した資源と関連のアプリケーション
を最適化する。

FoundationDB
Cloudant

分散型データベース
データの規模とスループット量に基づき、標準的なリレーショナル
データベース管理システムの並列処理を行う。

アクセス
インターフェイス

とクエリ言語

システムのストレージモデルにより、サブグラフマッチング、パス
クエリなどの機能を実現。

計算モデル
とシステム

ビッグデータの
クエリ・分析・計算

ビッグデータのストレージ管理とクエリ・分析に向けた技術を提供
し、大規模データのリアルタイム性と精度の問題を解決。

フェイスブック
Apache

バッチ処理計算
大量の重複データ記録に統一された計算フレームワークを提供し、
複雑なシステムレベルの細かい処理は、フレームワークによって完
成させる。

ストリーム
コンピューティング

効率的なリアルタイム計算の一種で、一定時間内にアプリケーショ
ンシステムで生まれる新たなデータのリアルタイム計算を行う。

反復計算
MapReduce など既存のモデルが反復計算に対応していない点を改
善した新アルゴリズム。

グラフ計算 大量の複雑な関係性を持つグラフを分析・計算。

メモリ計算
システムアーキテクチャレベルのソリューションで、異なる計算モ
デルと組み合わせることができる。

分析とマイニング ——
データマイニングは、統合後にクリーニングを経た信頼できるデー
タに対し、記述的なクエリとマイニング分析を行う。拡張可能なマ
イニングアルゴリズムと計算環境が必要となる。

フェイスブック
グーグル

マイクロソフト

視覚化計算 ——
視覚化技術とは、データをソフトウェアプログラムを通じてユーザー
が観察・分析できる画像に転換し、ユーザーがそれぞれの背景知識
によって画像を認知できるようにすることである。

＋ ab｜eau
潘雲データ
Quantum

プライバシー
と安全

ファイル
アクセス制御

ファイルアクセス制御によってデータを操作し、データセキュリティ
問題をある程度解決する。

Signifyd　360　
FORTSCALE

基礎設備暗号化
ビッグデータのストレージ設備のセキュリティ保護を行うが、ビッ
グデータセキュリティが抱える本質的な問題を解決することはでき
ない。

匿名保護
各データと各アプリケーションに適用できる。アルゴリズムの汎用
性が高く、データの真実性を保証する。

暗号化保護
データの真実性、可逆性、無損失性を保証でき、プライバシー保護
のレベルは高い。

データの歪みに
基づく技術

相関ルールのマイニングや除去（ランダム干渉など）に応用。

可逆的な置換
アルゴリズム

効率的にデータの真実性を保証。データセンターの大規模なシステ
ムプライバシー保護に利用される。

表4-14　ビッグデータの主な基盤技術と研究機関
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面を呈している。
データリソース型企業は、先天的にデータを有

する、またはデータリソースの集約を目標とする
企業である。これらの企業はある程度の先発優位
性を持ち、手中のデータ資源を利用する、あるい
はデータマイニングを行うことによって企業の競
争力を高めるか、もしくはデータ取引プラット
フォームメカニズムの形成を主導している。自ら
の業界で豊富なデータリソースを蓄積した企業、
開放ネットワークデータの集約に取り組む企業お
よびインターネット企業などが代表的である。代
表企業は、数据堂、星図数据、優易数据、テンセ
ント、百度、アリババなど。

技術保有型企業は、技術開発を得意とする企業、
すなわちデータの収集・ストレージ・分析および
視覚化ツールを専門的に開発する企業である。ソ
フトウェア企業、ハードウェア企業、ソリューショ
ンプロバイダが含まれ、代表的な企業は、星環科
技、永洪科技、南大汎用、ファーウェイ、用友、
レノボ、浪潮、曙光など。

アプリケーションサービス型企業は、顧客の
ためにクラウドサービスとデータサービスを提
供する企業を指し、これらの企業は様々な業界
と幅広く繋がりをもち、製品の利便化と保守の
しやすさを重視すると同時に、異なる業界の顧
客のニーズに合わせて差別化されたサービスを
提供する。代表的な企業は百分点、明略数据、
TalkingData など。
２、地域分布

中国のビッグデータ産業クラスタは主に、経済
が比較的発達した地域に位置する。北京、上海、
広東は中心的な発展地域で、これらの地域には有
名なインターネット企業および技術企業、ハイエ
ンドな科学技術人材、国からの力強い政策面での

4.5.2・産業の現状
発展の段階から見ると、中国のビッグデータ産

業は今、急速な推進の時期にあると言える。中国
と米国はほぼ同じ時期にビッグデータ産業に注目
し始めたが、中国は米国に後れを取っている。そ
の原因は、米国は世界の IT 産業の先導者であり、
ハードウェアとソフトウェアの分野で超一流の実
力を持っているからである。ビッグデータの概念
が大きく注目されるようになる前から、米国の
IT 産業はビッグデータ分野で多くの技術的蓄積
を有していた。これにより米国の大手 IT 企業は
迅速にビッグデータ企業へと転換を果たし、米国
におけるビッグデータ産業全体の発展を推進する
ことができた。一方の中国ではデータの大部分が
政府の手中に収められており、データソースは米
国と比べて閉鎖的で、データ分析が制約を受ける
ため、ビッグデータの発展が影響を受けた。

中国のビッグデータ分野の発展は米国にやや遅
れている。しかし、ビッグデータ産業は世界的に
はすでに概念のブームのピークを過ぎているもの
の、中国におけるビッグデータ産業の市場規模は
依然として超高度成長を維持している。2017年、
中国のビッグデータ市場規模は234億元で、前年
同期比39.3％増となった。国のビッグデータに対
する政策面からの支援および、多くの業界におけ
るビッグデータの応用が徐々に成熟するにつれ、
ビッグデータ市場規模の高度成長の勢いは今後も
止まることがないと思われる。2020年には、中
国のビッグデータ市場規模は600億元に近づくと
予想されている。
１、市場構造

中国のビッグデータ企業の競争は、データリ
ソース型企業、技術保有型企業、アプリケーショ
ンサービス型企業が「天下を三分」するという局
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図4-7　2014〜2020年の中国のビッグデータ市場規模および予測
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くのビッグデータ企業を引き寄せ、産業の発展を
促進した。上海は「上海ビッグデータ研究と発展
推進の三年行動計画」を発表し、都市管理と民生
サービス分野におけるビッグデータの応用を推進
している。

大西南地域の代表的な都市は貴州と重慶であ
る。これらの都市は積極的に国内外の大手企業・
基幹企業を誘致することで、現地におけるビッグ
データ産業の急速な発展を実現した。貴州省は
2013年以降、ビッグデータ発展のチャンスを率
先してつかみ、ビッグデータ産業の発展に向けた
生態面の優位性、エネルギー面の優位性、立地面
の優位性および戦略的優位性という４つの優位性
を十分に発揮し、他に先駆けて初の国家ビッグ
データ総合実験区、国家ビッグデータ産業クラス
タ、国家ビッグデータ産業技術革新実験区を始動
させた。また、全国初となる省級の政府データ集
約・共有・開放の統一的なクラウドプラットフォー
ムを開設、ビッグデータ地方立法を行ったほか、

「貴州省ビッグデータ応用促進条例」を実施、さ
らに世界初のビッグデータ取引所を設立した。こ
のほか、貴陽国際ビッグデータ産業博覧会、雲上
貴州ビッグデータビジネスモデルコンテストなど
を積極的に開催している。

4.5.3・産業生態系
図４-９は、中国のビッグデータ産業生態系を

示す図である（統計は2015年末時点までのもの）。

支援など、IT 産業発展の良好な基盤が築かれて
おり、比較的完備された産業の業態が形成され、
しかも産業規模は今も絶えず拡大し続けている。

このほか、貴州と重慶を中心とするビッグデー
タ産業圏は、地域的には経済が比較的立ち遅れた
南西地域にあたるが、これらの都市は政府が制定
したビッグデータ産業の発展を後押しする政策に
より、積極的にビッグデータ関連企業および人材
を誘致し、ビッグデータ産業の「制高点」を奪取
し、地域経済の新たな発展をけん引しようとして
いる。

京津冀（北京・天津・河北）地域では、北京、
特に中関村の情報産業の優位性を背景に、大量の
ビッグデータ企業が誕生した。現在中国でビッグ
データ企業が最も多く集まっている地域である。
それだけでなく、一部のデータ企業は天津や河北
などへと拡散し、京津冀ビッグデータ回廊を形成
した。

広州や深センなどの電子情報産業で優位性を持
つ珠江デルタ地域は、広州と深センという２つの
国家スパコンセンターが集約作用を発揮してい
る。さらに、テンセントやファーウェイ、中興な
どの基幹企業の波及効果により、珠江デルタ地域
におけるビッグデータ発展の趨勢が徐々に形成さ
れた。

長江デルタ地域は上海、杭州、南京などにおけ
るビッグデータとスマートシティ、クラウドコン
ピューティングの発展が密接に組み合わさり、多

図4-8　中国のビッグデータ地域分布図
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盤を築き、グーグルの Big Table や Hadoop の 
HBase といった非リレーショナルデータベース

（NoSQL）は、ビッグデータに新たなデータ管理
技術を提供した。IBM やオラクルなどの国際大手
も、比較的完備されたビッグデータソリューショ
ンを提供できる。一方で、セキュリティ、モニタ
リング、アプリケーションソフト開発などの重要
な部分の中核技術も同様に、欧米の企業によって
主導されている。現在、中国のデータストレージ
と分析企業はまだ、データストレージと単純な管
理の段階にとどまっており、ビッグデータ向けの
計算とネットワークシステムが不十分である。中
国のビッグデータソリューションプロバイダの実
力はまだ弱く、一部の重要業界でブランドの影響
力を確立していない。このほか、中国にはビッグ
データ革新のトレンドであるリアルタイム化（リ
アルタイム処理）、インテリジェント化（機械学習、
人工知能）、専門化（データソース）、開放化（オー
プンソース）、非構造化データ処理などの技術を
手掛ける代表的な企業がほとんどない。
三、分析サービスに企業が密集している。生態

系を表す図の中の「分析」の部分は、ビジネスイ

ここから、中国のビッグデータ産業発展の主な特
徴を分析することができる。
一、産業生態系の育成が待たれる。近年、中国

ではデータ取得、データストレージ、データ分析、
データ応用、データセキュリティなどの分野でい
くつかの優秀な企業やスタートアップ企業が誕生
しており、ビッグデータ産業生態系の原型はすで
に見え始めている。しかし、中国のビッグデータ
産業は NoSQL データベース、NewSQL データ
ベース（NoSQL ＋ SQL 機能）などいくつかの基
礎的な部分や、機械学習、人工知能などの重要な
部分において、依然として弱小勢力となっている。
その他のいくつかの分野でも、進出した中国企業
の数は少ない。このほか、中国のビッグデータ産
業の発展には、データリソースが豊富ではない、
開放のレベルが比較的低いなどの問題が存在して
おり、産業生態系のさらなる発展が待たれる。
二、中核技術を国外に依存している。ビッグデー

タ業界の技術的ハードルは比較的高い。グーグル・
ファイルシステム（GFS）と Hadoop の分散型ファ
イルシステム HDFS（Hadoop Distributed File 
System）は、ビッグデータストレージ技術の基

図4-9　2015年の中国ビッグデータ産業生態系
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データ産業は政策面からの支援、市場空間などの
面では優位性があるが、オリジナルの革新、中核
技術、データソースの開放、産業生態系の完備な
どの面ではいずれも不足を抱えており、国による
早急な誘導と支援が必要である。

4.5.4・応用分野
ビッグデータの応用は、政府サービス類の応用

と、業界・ビジネス類の応用の２種類に分けられる。
政府サービス類のデータ応用は、政府の意思決

定に力強いサポートを提供する。例えば都市計画
では、都市の地理や気象などの自然情報と経済、
社会、文化、人口などの人文・社会情報のマイニ
ングを通じて、都市計画の意思決定をサポートし、
都市管理サービスの科学性と先見性を高めること
ができる。また、交通管理の分野では、道路交通
情報のリアルタイムマイニングにより、効果的に
交通渋滞を緩和すると同時に、突発的な状况に迅
速に対応し、都市交通のスムーズな運行に向け、
科学的な意思決定の根拠を提供できる。世論モニ
タリングの分野では、ネットを使ったキーワード
検索および意味のインテリジェントな分析によ
り、世論分析の適時性と全面性を向上し、全面的
に社会情勢と民意を把握し、公共サービス能力を
高めることができる。また、ネット上の突発的な
公共事件に対応し、違法犯罪を取り締まることが
できる。セキュリティ分野では、ビッグデータの
マイニングを通じて、人為的な災害あるいは自然
災害、テロ事件を適時発現し、緊急時対応能力と
安全防備能力を高めることができる。政府サービ
ス類のビッグデータは国民生活に密接に関連して
おり、その応用には、スマート交通、スマート医
療、スマートホーム、スマートセキュリティなど
が含まれる。これらのインテリジェントな応用は、
国民の生活空間を大きく拡張し、ビッグデータ時
代のスマートライフの到来を先導することになる
だろう。

業界・ビジネス類のビッグデータ応用は比較的
多く、主にビッグデータと従来型企業の結合によ
り、運営効率と構造効率を効率的に向上させ、伝
統産業のアップグレードとモデルチェンジを推進
している。ゆえに、各産業はビッグデータの価値
を掘り出し、ビッグデータの深いレベルでの応用
について研究している。各業界にビッグデータが
浸透することで、産業の構造改革が力強く推進さ
れ、中国経済の新たな急成長の原動力、および内
需拡大の新たなエンジンになっていると言える。

ンテリジェンス（BI）類、人工知能（AI）類、機
械学習類、リアルタイム処理類および視覚化類な
どに分けられる。中国のビッグデータ企業の多く
はこの「分析」の分野に集中している（データ処
理と分析を手掛ける拓爾思、美亜柏科などの企業
や、音声認識を手掛ける科大訊飛、動画認識を手
掛ける海康威視、大華股フェン、華平股フェン、
中威電子，国騰電子など）。これらの企業の業務は
ビジネスインテリジェンス、データ検索、視覚化
分野に集中している。分析プラットフォームなど
の分野に携わる中国企業は少なく、機械学習など
の分野にも、中国企業の姿はほとんど見られない。
四、データ応用にさらなる革新が待たれる。「応

用」の分野も中国のビッグデータ企業が重点的に
関わっている分野である。この分野において、中
国と米国が関心を寄せる部分は似通っており、い
ずれも広告の最適化やマーケティング、金融、産
業、政府、健康、教育、セキュリティなどの業界
で応用されている。ビッグデータ技術の台頭によ
り、企業のマーケティング技術が改善され、プレ
ジションマーケティングの能力が高まった。例え
ば、インターネットプラットフォームをベースと
するオンラインバンキングは、ビッグデータを駆
使して金融サービスを最適化し、これまでの繁雑
な金融機関のローン手続きや複雑な信用評価、リ
スクコントロールといった問題を解決した。しか
し、全体的に見ると、中国のビッグデータソリュー
ションプロバイダの実力は弱く、影響力のある製
品あるいはサービスがまだ開発されていない。
五、開発・共有のスピードアップが待たれる。

高品質のデータ資源はビッグデータ業界発展の基
礎である。近年、急速に発展する情報技術に後押
しされ、電子商取引やオンライン配車予約など、

「インターネット＋業界」の応用によって生み出
されたデータ資源の量が急速に増加している。し
かしこれらのストックデータ資源には、標準化・
正確性・完全性の度合いが低く、利用価値が高く
ないといった現象が見られる。しかも中国国内の
データソースは基本的に国家機関、公共サービス
機関およびインターネット大手企業によって掌握
されている。各業界の閉鎖的な環境が、参入企業
の固定化の問題をもたらし、同時にデータの非開
放・非共有によって情報の孤島化も引き起されて
いる。現在、安定的でオープンなデータソースの
不足は、中国のビッグデータ業界発展を制約する
最も大きな要素となっている。

上述の内容からわかるように、中国のビッグ
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入力された文字図形など、日増しに複雑化してい
る。同時に国を越える交流が徐々に増えるに伴い、
リアルタイム言語テキスト翻訳システムへのニー
ズも高まってきた。現在、テキスト認識技術をベー
スに開発されたファイルスキャン、名刺認識、身
分証情報の抽出、テキスト翻訳、オンライン答案
採点、公式認識などの製品が、金融、セキュリティ、
教育、外交などの分野で幅広く応用されている。
様々な権限レベルによって、法人ユーザー向けに
専門のドキュメント管理、モバイルオフィス、情
報入力インフラを設置すると同時に、個人ユー
ザー向けに個性化された人脈構築、情報相談、遠
隔教育サービスなどを提供している。

4.6.2・発展の現状
各分野におけるテキスト認識の応用が徐々に普

及するにつれ、国内外の企業も自社の業務内容と
地域発展の特色を積極的に結び付け、業務を展開
し始めている。グーグル、マイクロソフト、アマ
ゾンなどのグローバルテクノロジー大手は製品・
サービスにテキスト認識技術を導入し、製品のエ
クスペリエンスとユーザーのスティッキネスを高
めている。グーグルが打ち出したオンライン翻訳
システムは、80言語間のインスタント翻訳に対応
しており、さらに独自の音声認識技術とテキスト
認識を組み合わせ、翻訳効率を高めている。中国
企業も中国語テキスト認識分野では長年の蓄積が
あり、高い技術的優位性と良好な産業の背景を持
つ。漢王科技、百度、テンセントなどはいずれも
比較的成熟した製品を打ち出している。漢王は現
在、認識クラウドと設備クラウドを核心とするテ
キスト認識バージョン2.0システムを構築中である。

4.7 音声認識・意味理解
音声認識は人工知能の中で最も早く発展し、商

業化された技術である。ここ数年、ディープラー
ニング技術の飛躍に伴い、認識の精度が大幅に向
上し、産業のブームを巻き起こした。科大訊飛、

現在、多くの応用分野の中でも電子商取引や電
気通信分野の応用の成熟度が比較的高く、政府公
共サービスや金融などの分野で市場の吸引力が最
も大きく、発展の余地を持っている。

4.6 テキスト認識
テキスト認識（Text Recognition，TR）技術

とは、コンピュータを駆使して自動的に文字を認
識することを指す。これには、文字情報の収集、
情報の分析と処理、情報の分類・判別などの内容
が含まれる。テキスト認識は、信用調査や文献検
索、証明書認識といった業務の自動化レベルを高
め、業務手続きを簡素化し、仕事の効率を高める
ことができる。政府、金融、教育、科学技術など
の分野でニーズが高まるに伴い、テキスト認識は
産業オートメーションや個人消費の分野で迅速に
発展するとみられる。

4.6.1・技術と製品
テキスト認識技術は現在、ローカライゼーショ

ン処理からクラウドオンライン処理へと進化を果
たしつつある。これまでマウスとキーボードでテ
キスト情報を入力していたが、現在は主にカメラ、
マイクとタッチパネルによって情報を取得できる
ようになった。これを基礎に、これまでのテキス
ト認識中核技術（テンプレートマッチング技術、
文字分割技術、光学文字認識技術、論理構文判定
技術など）の需要が、アプリケーション・プログ
ラミング・インターフェイス技術、スマート端末
アルゴリズム技術、クラウドコンピューティング
技術などと結びつき、クラウドとモバイルイン
ターネット向けの新たなテキスト認識システムが
派生し、オープンなプラットフォームとサービス
が多くの企業および個人ユーザーに便利でスピー
ディーなサービスを提供している。

情報社会を背景として、テキスト情報は規模が
膨大になると同時に、表現形式も印刷体、手書き
および外部デバイスからコンピュータシステムに

製品名 主な機能 代表的企業

ファイルスキャン
スキャンしたファイル情報のフォーマットを自動的に転換し、文字を認識し、同
時にストレージとアップロードを行う。

グーグル、漢王

名刺認識 撮影した名刺を自動的に分類・認識し、名刺上の連絡先の情報を判断する。 雲脈、漢王

テキスト翻訳 入力したテキストの内容を認識し、リアルタイムで翻訳する機能。 グーグル、百度

オンライン答案採点
手書き認識技術とインテリジェントな評価技術を駆使し、紙と鉛筆を使った試験

（客観的問題および主観的問題）に対して答案の採点評価を行う。
百度、科大訊飛

表4-15　テキスト認識の主な製品および代表的な企業



66 中国における人工知能研究開発の現状と動向

第４章　中国における人工知能の細分化された分野の発展状況

技術と製品の２方面から最適化しなければならな
い。まず、音声強化、マイクアレイおよび話者の
音声分離など複数の技術分野への投資を引き続き
行うと同時に、バックエンドのセマンティクスと
結びつけ、コンテクストの理解を促進することで、
認識効果を向上する。一方で、製品の設計を最適
化する必要がある。例えば、さらなるインタラク
ティブ化により、音声認識をより一層正確にする
などだ。
２、意味分析は依然として浅層処理

NLP 技術には大きく分けてレキシカル分析、
構文分析、意味分析の３つの段階があり、これら
はそれぞれ漸進的な関係にあると同時に互いに包
含している。

語義の曖昧さ回避は NLP 技術の最大のボトル
ネックである。機械は単語分割、単語の性質のタ
グ付けと認識が終わった後、各語句を理解する必
要がある。言語には往々にして多義語が存在し、
人は既存の知識とコンテクスト環境に基づいて理
解することができるが、機器にはこれが難しい。
システムはセンテンスの構文分析を行い、ある程
度は語義の理解を助けることができるが、実際の
状況はまだ理想的とは言えない。

現在、機械によるセンテンスの理解はまだセマ
ンティック・ロールアノテーションのレベル、す
なわち文中のセンテンス成分と能動・受動関係な
どの情報を注釈として付与するというレベルにあ
り、比較的成熟した浅層意味分析技術である。将
来的に、機械に人類の言語をより良く理解させ、
自然な交流を実現させるには、やはりディープ
ラーニング技術が必要で、大規模なデータトレー
ニングを通じて機械に絶えず学習させなければな
らない。もちろん、実際の応用においても、製品
設計を通じて比較的曖昧な質疑応答の内容を減ら
し、ユーザーエクスペリエンスを向上させること
ができる。

人工知能技術はデータへの依存性が極めて高
い。このため、同分野の技術的進歩と産業化推進
は一種の相乗関係にあると言える（エンジニアリ
ングによって技術の効果とエクスペリエンスを向
上することで、産業化応用を促進し、さらに実際
の応用におけるデータとフィードバックに基づ
き、技術の飛躍を推進する）。

4.7.2・産業の現状
音声認識・意味理解は、人工知能において現在

実用化が最も成功している分野の一つである。技

捷通華声などの企業に続いて、業界内では思必馳、
雲知声、出門問問といった新しい企業が次々と現
れ、教育、カスタマーサービス、電気通信などの
伝統的業界の他に、車載、スマートホーム、医療、
スマートハードウェアなど、音声技術応用の新天
地を開拓した。

このほか、自然言語処理（NLP）もマンマシン
インタラクション技術の重要な一部分であり、力
強いサポートを提供している。Siri は音声対話の
先駆けとなり、これによって音声セマンティクス
のスタートアップ企業が多く誕生したほか、百度・
捜狗といった大手インターネット企業の音声セマ
ンティクス技術への投資を呼び起こした。NLP
と意味理解技術によって、機械に人の意図と要求
を理解させることができ、対応する内容をユー
ザーにフィードバックすることができるため、カ
スタマーサービス業界で幅広く応用されるように
なり、人件費が効果的に引き下げられ、企業の運
営効率が高まった。

4.7.1・技術の進展
音声認識・意味理解には、音声合成、音声認識、

自然言語処理（NLP）という３つの主要技術が含
まれる。このうち最も早く発展したのは音声合成
技術で、すでに普遍的に応用されている。依然と
して合成音に機械らしさが残る外は、基本的に大
きな技術的問題は存在しない。音声認識は2012年
に畳み込みニューラルネットワーク（CNN）が応
用されて以降、精度が大幅に向上し、消費者市場、
ビジネス市場で幅広く応用されるようになった。
しかし効果とエクスペリエンスはまだ理想的とは
言えない。NLP 技術は検索エンジンにおいて早
くから応用されてきたが、マンマシンインタラク
ションの分野では依然として浅層処理に属する。
１、音声認識の「ロバスト性」問題

音声認識のプロセスには、音声信号処理、ミュー
トカット、音響特性の抽出、パターンマッチング
など複数の段階が含まれる。音声信号は多様性と
複雑性を持つため、システムは一定の限られた条
件下でしか満足のいく効果を発揮することはでき
ない。実際の使用シーンでは、遠方場、方言、ノ
イズ、文章の句読点や区切りといった問題があり、
精度が大きく下がってしまう。現在業界内で一般
的に言われている認識精度97％というのは、多
くが人工的な評価結果であり、静かな室内の、近
傍での認識でしか実現できない。

音声認識のロバスト性の問題を解決するには、
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術の成熟化に伴い、音声対話は各スマートアシス
タント、ナビゲーションソフトウェア、スマート
カメラといったスマート製品の標準装備となりつ
つあり、その中で音声技術の商業化で大きな成功
を収めたインターネット大手やスタートアップ企
業も続々誕生している。

音声認識産業の成長は主に、普及率の向上とア
プリケーションの飛躍によるものだ。音声アシス
タント、音声入力、音声検索は音声認識の主なア
プリケーションであり、普及率は急速に上昇して
いる。現在、米国のスマホ用音声アシスタントの
使用率は2013年には30％前後だったのが、その
後急速に上昇し、2015年には60％以上と、倍以
上になっている 19）。グーグルの音声検索件数は
2008年と比べて35倍以上増加、2010年と比べて
７倍以上増加している。音声認識の飛躍的な進展
により、関連のビジネスアプリケーションも展開
している。2017年には、中国の音声認識市場規
模が100億元を越え、前年同期比69.8％増になる
とみられている。

現在、Nuance、アップル、サムスン、マイク
ロソフト、グーグル、科大訊飛、雲知声、百度、
アリババ、凌声芯、思必馳などの有名企業はいず
れも音声認識・意味理解技術を重点的に研究して
おり、大量の関連製品が発表された。2016年の
世界の音声認識市場では、Nuance、アップル、
マイクロソフトが大部分のシェアを占め、中国市
場では、科大訊飛と百度が約72％のシェアを占
めた。

Nuance はかつて、世界最大の音声認識技術プ
ロバイダであり、主にサービスプロバイダ向けに
基礎技術ソリューションを提供していたが、企業
の戦略目標およびビジネス環境の変化に伴い、現
在は顧客向けのソリューションプロバイダへと転
身を遂げている。アップルは音声アシスタント
Siri をプラットフォームとして、iOS システムの
アプリケーションとサービスに関連づけし、ス
マートフォンのユーザーエクスペリエンスを改善
し、ビジネスモデルを革新しようとしている。マ
イクロソフトは音声認識技術の精度向上に取り組
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図4-10　2013〜2017年の中国の音声認識市場規模

図4-11　2016年の世界の音声認識企業の市場シェア

19）2016年中国音声市場の現状分析および発展の趨勢予測　2016年10月19日
　　http：//www.chinaidr.com/tradenews/2016-10/105846.html。
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んでおり、英語の音声認識転のエラー率はわずか
5.9％と20）、プロの速記士のレベルに達している。
さらに、関連技術を自社の AI アシスタントの「小
氷」や「Cortana」に応用している。科大訊飛は
中国の音声認識と人工知能産業のリーダー的存在
であり、中国語の音声認識技術ではすでに世界
トップクラスで、現在は中国語の音声認識産業生
態系を構築しつつある。雲知声は機械学習プラッ
トフォーム、音声コグニティブ・コンピューティ
ング、ビッグデータ・インタラクティブ・インター
フェイスの３つが一体となったスマートプラット
フォームの構築に取り組んでおり、応用分野はス
マートホームと車載システムに集中している。ア
リババの AI ラボは、スマートスピーカー「天猫
精霊」を基に、音声認識に基づくインテリジェン
トなマンマシンインタラクションシステムを構築
し、サードパーティのアプリケーションをうまく
導入することで、生活・エンターテイメント機能
の拡大を実現している。

音声認識を手掛ける企業にとって、商業化の成
功は主に技術成熟度とユーザーの基盤という２つ
の要素にかかっている。音声技術の成熟度を見る

と、科大訊飛と思必馳がやや他をリードしている
が、全体的には各社の差はそれほど大きくない。
ユーザーの基盤という面では、科大訊飛はすでに
中国語音声認識分野で最大の市場シェアを誇る中
国企業ではあるが、世界的に見るとまだグーグル、
マイクロソフト、アップルなどに後れを取ってい
る。百度と捜狗は、中国の消費者市場において比
較的高い優位性を持つ。

しかし、実際の環境におけるマンマシンインタ
ラクションを考慮すると、音声認識企業が取り組
まなければならないことはまだたくさんあるだろ
う。例えば音声合成（Text to Speech，TTS）技
術、これは文字情報を音声信号に転換し、ロボッ
トが言葉を話せるようにする技術であるが、猟戸
星空の「智能女声」の場合、機械の音声は人間の
声にそっくりであり、男性、女性、子供など様々
な声に切り替えることができ、チャット、ニュー
ス放送、小説の音読、子供の付き添いなど、様々
なシーンで活用できる。現在すでに小雅AIスピー
カー、小米 AI スピーカー、小米スマホ、小米テ
レビ、美的（Midea）など多くの設備に搭載され
ている。

図4-12　2016年の中国の音声認識企業の市場シェア

企業 技術成熟度 製品普及率 企業の資金力

科大訊飛 ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★☆

百度 ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★★

捜狗 ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★☆☆

思必馳 ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★☆☆☆

雲知声 ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★☆☆☆

表4-16　中国の音声認識企業 TOP5

20）マイクロソフトの音声認識エラー率はわずか5.9％、人類を超える　2016年10月26日
　　http：//www.fromgeek.com/news/60150.html。
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4.7.3・応用分野
音声認識・意味理解による質問応答とチャット

のサービスは、複数の使用シーンと業界分野で幅
広く応用されている。
１、モバイルデバイス

スマートフォンとウェアラブルデバイスにおけ
る音声認識・意味理解の応用はそれぞれ異なる。
ウェアラブルデバイスにはディスプレイがないか、
あるいはディスプレイが比較的小さく、音声対話
に適している。しかしそのほとんど（スマート
ウォッチなど）は生活必需品ではなく、販売量が
もともと限られている。さらに一部のウェアラブ
ルデバイスは、インタラクティブのニーズがそれ
ほど多くないため、実際の応用量は比較的少ない。

スマートフォンの各種アプリの多くには、音声
機能がついている。しかしタッチ操作や文字によ
る操作に比べると、使用率は高くない。頻繁に音
声で操作する習慣がない、あるいはまだ音声で操
作しようという意識がない人がほとんどである。
その原因は主に、音声対話の効果と効率がいずれ
も理想的でないためだ。

効果という面から見ると、音声は開放的な場所
での認識精度が低い。ユーザーにとって、結果が
予測できず、エラーが発生した後の修正に手間が
かかるため、文字を入力したほうが良いというこ
とになる。効率という面では、スマートフォンと
各ソフトウェアにおいて音声は主に文字入力、検
索、アプリの起動などに使われており、入力する
情報量は少ない。しかもほとんどのアプリはタッ
チ・文字操作のために設計されており、予測候補
やキー選択などのユーザーフレンドリーな設定が
ある、すなわち既存のインタラクティブ方式がす
でに便利なのである。一方の音声対話はエラーが
出やすく、なかなか効率が上がらない。

現在、文字を頻繁に使用する作家や記者、編集
者などが音声入力とその文字変換に高い要求を
持っているのを除くと、その他の人が音声を使う
状況は、文字が打てない、あるいはタッチ操作が
不便なとき（外を歩いている時や自動車を運転し
ている時）である。しかし、今後音声認識とイン
タラクティブエクスペリエンスが絶えず向上すれ
ば、ますます多くの人がモバイル上で音声操作を
使用するようになるだろう。
２、自動車

運転中は両手と両目が自由に動かせないため、

ニーズは明白であることから、音声認識は車の運
転中に最も適したインタラクティブ方式と言え
る。車内における音声認識は主にカーナビで使わ
れ、補助的にではあるが、問い合わせや車の機能
の操作などにも応用されている。業界で注目を集
める「音声を入口として各種サービスにアクセス
し、クルマのインターネット（テレマティクス）
の生態系を構築する」という構想は、現時点では
実現にまだ長い時間がかかりそうだ。困難な点は、
業界がまだ車内におけるユーザーの必須なニー
ズ、利用頻度の高いニーズを見つけられていない
点だ。もしかすると、各種サービスを含む車内の
生態系を構築する条件がそろうのは、自動運転車
が普及し、人々の両手と両目、および脳が解放さ
れてからになるかもしれない。

自動車分野に参入する音声企業によって現在最
も重要なのは、ナビゲーションなど不可欠な需要
のユーザーエクスペリエンスを着実に保証するこ
とだ。その他のサービスについて考えるのはそれ
からになる。
３、スマートホーム

スマートホームの分野で、音声認識は主にス
マートテレビやスピーカー、家庭用ロボットなど
で応用されている。映画・番組の検索や楽曲の検
索・再生、リマインド、簡単な対話、アプリの起
動などが可能だ。アマゾンのスマートスピーカー
Echo が発表され、スマートホーム分野における
音声対話の応用ブームが到来した。2014年下半
期から現在までに、Alexa プラットフォームのア
プリ数は20数件から7,000件以上に増加した。ま
た、過去半年間は毎月約1,000件というスピード
で増加している。CIRP の報告によると、2016年
11月までに、Echo の累計販売量は510万台を超
えた。2016年の第１〜第３四半期には約200万台
が販売され、その前の３四半期と比べて18％増
となった21）。
４、カスタマーサービス

カスタマーサービスは労働集約型の業界であ
り、一部の大企業にとっては依然として高コスト
となっている。スマートロボットによるカスタ
マーサービスの出現により、簡単で重複した作業
のほとんどを解決できるようになったことで、企
業は人件費とスペースのコストを削減できるよう
になり、運営効率が向上した。カスタマーサービ
スが対応する問題は、主に特定の製品あるいは単

21）一文で中国の音声認識・意味理解産業の問題・構造・趨勢を読み解く　2017年11月16日
　　https：//baijia.baidu.com/s?id=1584235669031622997&wfr=pc&fr=new_lst。
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一の垂直方向の分野に集中しているため、企業は
完全に構造化されたナレッジベースを準備し、ロ
ボットが質問内容に合った答えをうまく見つけ出
せるようにしなければならない。現時点の業界平
均レベルでは、ロボットのカスタマーサービスが
解決できるのは約70％の問題で、その他は人間
が処理する必要がある。比較的早く開発された智
臻智能（小 i ロボット）や捷通華声から、後に開
発された図霊機器人（チューリングロボット）、
智歯科技、蓦然認知、およびクラウドカスタマー
サービスからスマートカスタマーサービスにモデ
ルチェンジした UDesk に至るまで、いずれもス
マートカスタマーサービス市場でシェアを得よう
と望んでいる。

金融、電気通信、航空会社などの大手企業はカ
スタマーサービスの業務量が多く、支払い能力が
高く、ナレッジベースが完備されていることから、
スマートカスタマーサービスの主な利用者となっ
た。これら顧客のニーズを満たすためには、各企
業はそれぞれの業界に合わせてアルゴリズムと技
術を改良・最適化し、実際の応用においてはより
多くのデータを使ってプロダクトエクスペリエン
スと効果を向上させる必要がある。
５、教育

教育分野において、音声認識・意味理解は主に
中国語・英語のスピーキング評価、および教育ロ
ボットのインタラクティブ機能などに使われてい
る。科大訊飛は全国試験の技術サポートを提供し
ており、すでに中国語・英語のスピーキングテス
トを行う主要企業となっている。2016年末、科
大訊飛と英語学習塾の新東方が共同で東方訊飛を
設立した。新東方のデータと訊飛の技術が融合す
ることで、教育、トレーニング、学習のインテリ
ジェント化が推進され、その中で音声認識・評価
技術は重要な役割を発揮するとみられる。馳声科
技は2B2C モデルによるトレーニング、出版、試
験サービス、教育用ソフト・ハードウェアなどの
分野に力を注いでおり、高校受験や大学受験のス
ピーキングテストソリューション、マンマシン英
語対話シミュレーションによる補習システムで学
校市場に参入することを目指している。

音声認識の教育分野における価値は、一つは教
師の業務効率を高められること、もう一つは、学
生の学習効果を高められることである。大量の音
声データの蓄積と、バックエンドのビッグデータ
分析、機械学習の融合により、音声認識は機械に
よる補助学習と適応学習の面で重要な役割を発揮

し、教育業界に大きな変革をもたらすであろう。
６、医療

医療分野では、主に電子カルテ入力に利用され
ている。医師は臨床診断時に専用のマイクを使い、
診断情報をリアルタイムで文字に転換し、病院の
HIS（Hospital Information System）システムに
入力することができる。後の照会と問答も便利で、
作業効率をアップさせることができる。

これらの作業は専門性が強く、認識の難度が高
いため、国外の音声大手 Nuance の製品は、初期
は主にバックグラウンドで手動による入力を必要
としていた。しかし、その後、音声認識技術が飛
躍的に進化したことで、国内の音声認識の国内医
療分野での応用もスタートした。訊飛と雲知声は
この分野の代表的な企業といえる。

訊飛は現在、安徽省立病院、上海交通大学附属
第六病院南院および北京大学歯科病院などと協力
している。医師が指向性やノイズリダクションな
どの条件をカスタマイズしたマイクを使って話す
と、音声が文字に転換され、さらに NLP 技術に
よって文字の構造化処理（セグメンテーションな
ど）が実行される。後は簡単な修正を行うだけで
医師は電子カルテを作成できる。訊飛はこのほか、
医療用画像翻訳、医療用ビッグデータ分析などに
も進出しており、AI 技術をスマート医療の分野
で幅広く応用することを目指している。

雲知声のスマート医療音声入力システムもすで
に、協和病院、西京病院系列の全病院で全面的に
導入され、現在全国の約70病院ですでにシステ
ムテストが完了している。また、同社の医療音声
技術はオンライン医療プラットフォーム「平安好
医生」の20以上の診療科に導入されており、医
師は音声によって患者とオンラインでの意思疎通
ができる。

現時点では、音声の医療分野での応用はまだ音
声の文字転換の初級段階にあり、実際の使用にお
ける認識エラーは、医師が手動で修正する必要が
ある。しかし、音声認識を入口として蓄積された
大量の医療データは将来的に巨大な価値を生み出
すだろう。このほか、医療技術と音声分析技術の
進歩に伴い、声による病気の診断も可能になるか
もしれない。南カリフォルニア大学で開発された
新たな機械学習ツールは、患者の特定の音声学的
特徴により、うつ病などの精神的疾患の診断を助
けることができる。
７、金融

金融業界は顧客向けのサービスという属性が明



71中国における人工知能研究開発の現状と動向

第
４
章

第４章　中国における人工知能の細分化された分野の発展状況

確であり、完備された膨大な業務およびデータの
蓄積を有するため、音声認識・意味理解の重要な
応用分野となっている。一部の商業銀行はすでに
音声認識技術を導入し、音声ナビゲーション、音
声取引、業務手続きなどの基本的なサービスを実
現している。

オンラインカスタマーサービスとコールセン
ターのほかにも、音声認識技術は音声 / 意味分析、
ビッグデータマイニング、本人認証などの分野で
利用されている。捷通華声の音声認識分析システ
ムは、音声データをテキストに転換し、用語イン
デックスを作成し、自動的に特徴キーワードを抽
出し、さらにテキストデータを自動的に分類し、
構造化されたカスタマーサービスビッグデータを
構築し、銀行などの金融機関にカスタマーサービ
スの品質検査、ビッグデータマイニング・分析サー
ビスを提供している。

このほか、声紋認識技術の進歩に伴い、音声認
識は金融分野の本人認証にも利用されるようにな
るとみられる。さらに、音声認証によって業務手
続きや支払いなどの機能が実現できるようになれ
ば、将来的に指紋、虹彩、顔などその他の生体認
証と共に使用されるようになると予想される。

4.8 コンピュータビジョン
コンピュータビジョンとは、コンピュータを

使って人の視覚をシミュレーションし、画像中か
ら物体やシーン・活動を認識する能力であり、人
工知能の技術の中でも商業化に比較的成功してい
る分野の一つでもある。顔認識、ビデオ監視、イ
ンターネット画像の内容審査は今や、コンピュー
タビジョン技術の産業の入口となった。中でも顔
認識はコンピュータビジョンの最も人気の応用分
野であり、すでに大規模な商用化の条件を備えて
いる。今後は金融やセキュリティなどの分野で爆
発的に普及するとみられる。

マシンビジョンはコンピュータビジョンの関連

学科であり、一般的に産業オートメーション分野
における視覚の応用を指す。この分野では、コン
ピュータは常に管理された工場の環境条件下で、
生産部品などの１種類の物体のみを識別すればよ
い。ゆえに、全く制限を受けない環境で操作され
るコンピュータビジョンと比べると、目標は簡単
になる。コンピュータビジョンは、現在研究が進
められている分野であるが、マシンビジョンは「す
でに解決された問題」であり、その課題は研究レ
ベルのものではなく、システムエンジニアリング
レベルのものだ。

4.8.1・主な技術
コンピュータビジョンは前処理、ローレベルビ

ジョン、ミドルレベルビジョン、ハイレベルビジョ
ンの４つのレベルに分けられ、うち、ローレベル
ビジョンのタスクは画像間の整合性を見つけるこ
と、ハイレベルビジョンの目標は画像理解である。
現在コンピュータビジョンの研究はまだ初級段階
にある。

工業生産や生活消費分野で使われる映像設備が
日増しに普及するにつれ、価値と情報を豊富に含
む画像および動画が毎日膨大に産出されるように
なった。人の力だけでは仕分け処理が追いつかな
いため、コンピュータビジョン技術の力を借りて
集中的かつ急速な取得と解析を行う必要が出てき
た。現在、スマート画像検索、顔認識、指紋認識、
スキャンによる支払、産業用視覚ロボット、運転
支援などのコンピュータビジョン製品は、従来型
の業界を大きく変えつつある。様々な種類と形態
を持つ応用シーンと図形データに対応し、システ
ム統合ハードウェアアーキテクチャと基礎アルゴリズ
ムソフトウェアプラットフォームに基づき総合的なソ
リューションを定め、ニーズに合わせて画像・動
画のモデル構築と行動識別プロセスを作成し、
ユーザーに豊富なシーン分析機能と環境知覚イン
タラクティブエクスペリエンスを提供している。

画像の前処理
エッジ検出
角度検出

フィルタリング

ローレベルビジョン
画像の比較

オプティカルフローの計算
動作解析

ミドルレベルビジョン
幾何学的推論
モーション推論

基本的特徴を抽出し、

ハイレベルビジョン
画像理解
ビデオ理解

さらなる処理に向け
て準備する

画像間の整合性
を見つける

画像の意味を推定オブジェクトの形
状と軌道を推定

図4-13　コンピュータビジョンの4つのレベル
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4.8.2・発展の現状
近年、グーグル、フェイスブック、マイクロソ

フト、曠視科技、図普科技、格霊深瞳などの企業
が顔認識やスマートセキュリティ、スマートドラ
イビングといった分野に巨額を投じて技術開発と
製品設計を行っている。国外の企業の多くは基礎
技術の開発を進めると同時に、包括的なソリュー
ションを打ち出すことに重点を置き、積極的に
オープンソースコードエコシステムを構築してい
る。例えばグーグルが開発したグーグルレンズは、
スマートフォンで撮影した物をリアルタイムで認
識し、その物に関する情報を表示することができ
る。フェイスブックが提供するオープンソースの
スマート画像認識ソフトウェア３種類は、開発者
らが同社の画像・動画認識技術フレームワークに
向け、様々な機能を持つアプリケーションの開発
を支援している。一方の中国企業は、細分化され
た分野に直接対応していることから、商業化の発
展の道は比較的明確である。例えば曠視科技は顔

検出・認識技術の開発を重点的に行っており、入
場ゲートなどでの総合的なセキュリティチェッ
ク、重点的な場所での取り締まり、居住区での取
り締まり、軍営のスマート化などの分野を強化し
ている。図普科技は、アリババクラウド市場でポ
ルノ画像や暴力・テロ画像を掲載する製品やサー
ビスを識別するサービスを提供している。その確
定精度は99.5％を上回り 22）、クラウド上のユー
ザーの安全に対する要求を満たしている。

コンピュータビジョン分野の大手企業をまとめ
てみると分かるように、現在大多数の企業が提供
する顔認識や文字認識などの技術はいずれも初期
レベルの視覚である。しかしながら、コンピュー
タビジョン技術の製品化の歩みが減速しているわ
けではない。これは主に、利用シーンが豊富なた
めである。例えば商湯科技はすでにインテリジェ
ント・ビデオ監視、オーセンティケーション、モ
バイルインターネットなど４大製品を打ち出して
おり、スマートフォン、金融、交通、エンターテ

製品名 主な機能 代表的企業

スマート画像検索
入力した画像の内容を分析し、インターネットで画像と関係のある情報
を検索する。

グーグル、フェイスブック、百度

顔認識
画像の中で自動的に顔を検出・追跡し、人の顔の特徴情報に基づき個体
識別を行う。

グーグル、マイクロソフト、百度、
曠視、格霊深瞳、フェイスブック

指紋認識 異なる指紋の細部を比較することで、特徴の鑑別を行う。 アップル、Synaptics、BIOSEC

スキャンによる支払
二次元コードをスキャン・認識することによって、モバイルデバイスを
使ったオンライン振替・支付を実現。

アリババ、京東、テンセント

産業用ロボット
コンピュータビジョン技術を利用し、産業用ロボットが加工品やその周
囲の環境の情報を取得できるようにし、さらに産業用ロボットを誘導し
て加工品をつかむ、置くなどの動作を行う。

Rethink robotics、ABB

運転支援
車載カメラおよびビデオ認識機能によって、車線維持支援、パーキング
アシスト、ブレーキアシスト、バックアシスト、運転支援機能を実現する。

テスラ、グーグル、百度、馭勢

企業 総融資額（億元） 技術 / 製品

商湯科技 13.65 ディープラーニングフレームワークによる画像および動画編集、文字認識、画像認識、顔認識

曠視科技 9.56
動的な顔認識、オンライン / オフラインの生体検出、超大規模な人物リアルタイム検索、証明書
の認識、通行人の検査、軌道分析

猟戸星空 —— リアルタイム顔検索、生体検出、通行人の検査と追跡

深醒科技 3.00
静的な顔・履歴モニタリング・ビデオチェック用のサーバ / 応用プラットフォーム、動的な顔
チェック用サーバ / 応用プラットフォームサーバなど

依図科技 2.18 文字認識、画像認識、顔認識、ビデオ監視

図譜科技 2.15 画像内容の審査、物体 & シーン認識、文字認識、顔認識、スタイル転換

格霊深瞳 1.98 深瞳人眼カメラ、威目車両ビッグデータシステム、威目顔認識システム、皓目行動アナライザ

雲天励飛 1.95 顔認識、データマイニング応用ユニット、顔検証ユニットなど

縦目科技 1.4 パノラマ映像システム ADAS、自動運転

表4-17　コンピュータビジョンの主な技術および代表的企業

表4-18　中国の主なコンピュータビジョン企業

22）図普科技、アリババ市場でポルノ・暴力画像を認識する製品をリリース　2017年１月３日
　　http：//mo.techweb.com.cn/phone/2014-06-17/2465553.shtml。
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イメントなどの分野で幅広く応用されている。ま
た猟戸星空が開発した顔認識技術はすでに、ドア
コントロールやスマホなど様々な生活のシーンに
応用されている。企業のドアコントロール・セキュ
リティシステム、顔認証による支払いシステム、
会議室管理システムなどはいずれも、同社が自主
開発した顔認識技術によって実現しており、認識
精度は99％に達している。つまり、コンピュー
タビジョンは今まさに、水平方向に拡張するボー
ナス期にあると言えるが、遅かれ早かれ垂直方向
への発展による、より高いレベルの技術競争が必
要になるだろう。

4.8.3・応用分野
コンピュータビジョンの応用分野は非常に幅広

く、主なものとして、以下の９分野を紹介する。
１、顔認識

顔認識はコンピュータビジョンの中で最も人気
のある応用分野であり、すでに金融、司法、軍隊、
公安、出入国検査、政府、宇宙、電力、工場、教
育、医療など幅広い業界で応用されている。現在、
顔認識技術はすでに大規模な商用化の条件を備え
ており、今後３〜５年間で高度成長するとみられ
る。顔認識市場には旺盛なニーズがあるため、多
くの企業が相次いで同分野への投資を行ってい
る。統計によると、現在、中国の人工知能企業の
約３分の１が顔認識製品あるいはサービスを提供
している。代表的な企業は Face ＋＋曠視科技、
依図科技、商湯科技、深醒科技、雲従科技など。
２、ビデオ /監視分析

人工知能技術を使えば構造化された人間、車、
物などのビデオコンテンツ情報を迅速に検索し、
照会することができる。これにより、公安のシス
テムは監視ビデオの雑多な映像の中から犯罪者を
見つけ出すことが可能となった。多くの人が行き
交う交通ハブでも、人混み分析、事件事故の予防・
コントロール・警報などにこの技術が幅広く応用
されている。

ビデオ / 監視分析は、コンピュータビジョンの
技術の中で２番目に人気のある分野であり、採算
性が高く、ビジネスモデルも多種多様で、業界の
包括的なソリューションを提供することもできる
し、統合されたハードウェア設備を販売すること
も可能だ。ビデオおよび監視の分野に技術を応用
することが、人工知能企業の中で一種のトレンド
となりつつあり、この応用はセキュリティ、交通、
さらには小売りなどの業界で真っ先にブームを迎

えるだろう。同分野の代表的な企業は商湯科技、
格霊深瞳、依図科技、雲天励飛、深網視界など。
３、静的な画像認識

静的な画像認識はコンピュータビジョン技術の
３番目に人気の応用分野である。人工知能技術を
単純に画像認識分析に応用する企業の数は思った
ほど多くはない。その理由として、以下の４点が
挙げられる。⑴現在、ビデオ監視分野の採算性が
高く、多くの企業は注意力をビデオ監視分野に注
いでいるため。⑵顔認識は画像認識の一つの応用
シーンであり、顔認識を手掛ける企業のほとんど
は、画像認識サービスも同時に提供している。し
かし売上が芳しくなく、主な利益点はやはり顔認
識となっている。⑶画像認識のビジネスシーンで
の応用のほとんどは未開拓の市場（ブルーオー
シャン）であり、その潜在力は開発が待たれる。
⑷画像データのほとんどは大手インターネット企
業によって掌握されており、スタートアップ企業
はデータ資源が少ない。静的な画像認識分野の代
表的な企業は、曠視科技、図普科技、碼隆科技、
酒咔嚓、陌上花科技など。
４、運転支援 /スマートドライビング

自動車は今や、人工知能技術にとって非常に重
要な応用分野となっている。しかし現時点ではま
だ完全な自動運転 / 無人運転の実現は不可能だ。
ただ、運転支援機能およびアプリケーションはま
すます増えてきており、これらの多くはコン
ピュータビジョンと画像処理技術によって実現し
ている。イスラエルのコンピュータビジョン企業
Mobileye は、世界一流の運転支援技術企業であ
る。 イ ン テ ル は2017年 ３ 月 に153億 ド ル で
Mobileye を買収し、自動運転分野に参入した。
この一件は、イスラエル史上もっとも高額なテク
ノロジー企業の買収となり、市場でも大いに注目
を集めた。Mobileye の他に、この分野の代表的
企業には、縦目科技、TuSimple、図森科技、馭
勢科技、MINIEYE、佑駕革新、中天安馳などが
ある。
５、３D画像視覚

３D 画像視覚とは主に３D 物体の認識で、３D
ビジュアルモデリングや３D 測量・製図などの分
野に応用されている。代表的な企業は格霊深瞳、
拓視覚、非白三維科技、図漾科技など。
６、産業用視覚検査

コンピュータビジョンを使えば大量の情報を迅
速に取得し、自動的に処理することができる。自
動生産の現場では、コンピュータビジョンシステ
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ムが稼働状況監視、完成品検査、品質コントロー
ルなどの分野で幅広く応用されている。コン
ピュータビジョンシステムは、生産の柔軟性およ
び自動化レベルを高めるという特徴を持ち、人間
にとっては危険な作業環境、あるいは人間の視覚
では要求を満たすのが難しい場合などで利用され
ている。コンピュータビジョンによる検査はこの
ほか、工業での大量生産においても生産効率と生
産の自動化レベルを大幅に引き上げてくれる。同
分野の代表的な企業は創想智控、凱視佳、拓視覚、
帆声図像、華叡科技など。
７、医療画像診断

医療分野のデータの90％以上は医療画像によ
るものだ。医療画像分野には、ディープラーニン
グを生み出す膨大なデータが存在しており、医療
画像診断によって医師をサポートし、医師の診断
効率を高めることができる。IBM は2015年4月
に医療関連のクラウドベースプラットフォーム
Watson Health を立ち上げ、医療業界に進出した。
同社はさらに2015年8月6日、医療用画像解析を
行う Merge Healthcare 社を10億ドルで買収し、
Watson Health に加える計画を発表した。同社は
2016年2月にも医療データ企業の Truven Health 
Analyticsを26億ドルで買収している。2017年2月、
Watson Health は IBM にとって初の医療用画像
認識製品 Watson Clinical Imaging Review を発
表した。この製品は、画像を含む医療データを検
査し、医療サービスの提供者が注目すべき最も重
大な状況を認識するのを手助けすることができ
る。医療画像診断分野の代表的な企業は、推想科
技、雅森科技、匯医慧影、12Sigma、図瑪深維、
DeepCare など。
８、文字認識

コンピュータによる文字認識（光学文字認識）
は、光学技術とコンピュータ技術により、紙に印
刷された、あるいは書かれた文字を読み取り、コ
ンピュータが受け入れられ、人間も理解できるよ
うなフォーマットに転換するという技術である。
これは、文字の高速入力を実現するキーテクノロ
ジーだ。海康威視研究院の先行研究チームが開発
したディープラーニング技術に基づく OCR

（Optical Character Recognition、光学文字認識）
技術は、2017年3月に行われた ICDAR Robust 
Reading Competition（認識正確性コンペ）で世
界最高の成績を収めたほか、「インターネット画
像の文字」「ピントが合った情景画像内の文字」「ラ
ンダムに撮影された情景画像内の文字」という3

種類の文字認識（Word Recognition）タスクで1
位を獲得した。このコンペティションには82カ国
の2,367チームが参加しており、中にはグーグル、
マイクロソフト、百度、サムスン、曠視などのチー
ムも含まれていた。この分野の代表的企業は海康
威視、合合信息、鼎識科技、易道博識など。
９、画像および動画編集

グーグルは2016年に「人工知能作家」による
絵画展を開いた。「DeepDream」という名の画像
生成AIにより、グーグルはニューラルネットワー
クを内部から外部へ伝送させ、画像を認識するの
ではなく、「創作」することを可能とした。AI が
創り出したこれらの絵画を「人工知能の悪夢」と
呼ぶ人もいる。世界的なデジタルメディア編集ソ
フトサプライヤーの Adobe は、初となるディー
プラーニングと機械学習の基礎技術開発プラット
フォーム——Adobe Sensei を発表した。機械学
習アルゴリズムを駆使して画像を処理するアプリ
ケーションは市場にも多く出回っており、画像の
自動的な修復、美化、効果変更などの操作が可能
で、ますます多くのユーザーを集めている。この
分野の代表的企業は美図秀秀、潑辣熊、商湯科技、
微禾迅科技など。

4.9 機械学習
広い意味では、機械学習は機械に学習能力を付

与することによって、直接プログラミングだけで
完成できないことを完成させる方法である。しか
し、実践的な意味においては、機械学習とはデー
タを利用し、モデルをトレーニングし、そのモデ
ルによって予測を行う方法の一種である。機械学
習はこれまでずっと、人工知能研究の核心的な領
域であった。

1980年代に始まった機械学習ブームで、決定
木の学習、論理ルールの導出、クラスタリング、
強化学習、ベイジアンネットワークなどを含む非
常に多くの機械学習アルゴリズムが誕生した。こ
れらのアルゴリズムは今、ネットワーク検索、ス
パムメールのフィルタリング、レコメンダシステ
ム、ウェブ検索の並べ替え、広告配信、信用評価、
詐欺検出などの分野で幅広く応用されている。こ
こ数年、飛躍的な進展によって注目を集めるよう
になったディープラーニングは、機械学習を実現
する技術手段の一種に過ぎない。

4.9.1・研究分野
研究分野という観点から見ると、機械学習とパ
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ターン認識、統計学習、データマイニングは類似
している。また、機械学習とその他の分野の処理
技術を結び付けることによって、コンピュータビ
ジョン、音声認識、自然言語処理などの学際的な
学科が形成された。ゆえに、一般的にデータマイ
ニングと言う場合、機械学習と同一視することが
できる。機械学習の応用は構造化データに限られ
ているわけではなく、画像や音声などの分野でも
応用されている。
１、パターン認識

パターン認識＝機械学習。両者の主な違いは、
前者は産業界から発展してきた概念であり、後者
は主にコンピュータサイエンスを起源としている
点 だ。「Pattern Recognition And Machine 
Learning」という書籍によると、「パターン認識
は産業界から生まれ、機械学習はコンピュータサ
イエンスから生まれた。しかし、両者の活動は、
同一分野の中の異なる２つの面であると言える。
また、過去10年間で、両者はいずれも大きな発
展を遂げた」とされている。
２、データマイニング

データマイニング＝機械学習＋データベース。

データマイニングはデータベースからの知識発見
のステップの一つであり、一般的には、大量のデー
タの中からアルゴリズムを使ってその中に隠され
た情報を検索するプロセスを指す。データマイニ
ングは通常コンピュータサイエンスと関わりがあ
り、さらに統計、オンライン分析処理、情報検索、
機械学習、（経験則に基づく）エキスパートシス
テム、パターン認識など様々な手段によって上述
の目標を実現している。大部分のデータマイニン
グにおけるアルゴリズムは、機械学習のアルゴリ
ズムをデータベース中で最適化したものである。
３、統計学習

統計学習≒機械学習。統計学習は機械学習に類
似しており、両者は高度に重複する学科である。
これは、機械学習におけるほとんどの手法が統計
学によるものであるためで、統計学の発展が機械
学習の発展を促進しているとも言える。例えば有
名なサポートベクターマシンアルゴリズムも統計
学科からきている。ただし、両者には以下のよう
な違いもある。まず、統計学習者が重視している
のは統計モデルの発展と最適化であり、数学重視
型である。一方の機械学習者が注目するのは問題

過去データ

モデル新たな
データ

未知の
属性

予測

トレーニング

入力

経験

法則

帰納

予測新たな入力

問題 未来

人工知能

機械学習

ディープラー
ニング

機械学習

コンピュータ
ビジョン

音声
認識

自然言
語処理

統計
学習

データ
マイニ
ング

パターン
認識

図4-14　機械学習と人類の思考の類比

図4-15　人工知能、機械学習、ディープラーニング間の関係 図4-16　機械学習と関連学科
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が解決できるかどうかであり、実践重視型である。
ゆえに機械学習の研究者は、コンピュータ上での
アルゴリズムの実行効率や精度向上について重点
的に研究している。
４、コンピュータビジョン

コンピュータビジョン＝画像処理＋機械学習。
画像処理技術を使えば、画像を機械学習モデルに
入力できる形に変換できる。機械学習は、画像中
から関連のパターンを認識できる。コンピュータ
ビジョンの応用は非常に人気があり、注目を集め
る研究分野でもある。ディープラーニング技術の
発展により、コンピュータによる画像認識の効果
が大きく引き上げられたため、コンピュータビ
ジョン業界における今後の発展の見通しは計り知
れない。
５、音声認識

音声認識＝音声処理＋機械学習。音声認識は、
音声処理技術と機械学習が結合したものと言え
る。音声認識技術は一般的に単独で使用されるこ
とはなく、自然言語処理の関連技術と同時に使用
される。現時点で存在するアプリケーションには、
アップルの音声アシスタント siri などがある。
６、自然言語処理

自然言語処理＝テキスト処理＋機械学習。自然
言語処理は、機械に人間の言葉を理解させる事を
目的とした研究である。自然言語処理技術の中に
は、レキシカル分析、文法分析などコンパイラ原
理に関連する技術が多く用いられている。このほ
か、理解の分野においては、意味理解・機械学習
などの技術が用いられている。人類自身が創造し
た自然言語の処理は、機械学習界で絶えず研究が
進められてきた分野である。機械学習技術を使っ
て、いかに自然言語の深いレベルの理解を実現す
るかは、産業・学術界の注目の的となっている。

4.9.2・ディープラーニング
ディープラーニングは機械学習の一種であり、

近年かつてないほどの飛躍的発展を遂げ、人工知
能の新たな発展ブームを巻き起こした。ディープ
ラーニングの本質は、ディープニューラルネット
ワークを使った膨大なデータの処理である。
ディープニューラルネットワークは、畳み込み
ニューラルネットワーク（CNN）と、再帰型ニュー
ラルネットワーク（RNN）という２つの典型的
な構造を持つ。ディープラーニングのブームが今
後も継続するに伴い、より多くの構造が誕生する
ことだろう。

ニューラルネットワークは1940年代に開発さ
れた。その構想は人の脳についての理解に端を発
しており、人の脳のニューロン間の伝達による情
報処理を模倣している。初期の浅層ニューラル
ネットワークでは、データ間の複雑な関係性を描
き出すことが難しかった。1980年代に台頭した
ディープニューラルネットワークも、初期は様々
な原因により、データに対して効果的なトレーニ
ングを行うことができなかった。

ところが2006年、Geottrey Hinton らがディー
プニューラルネットワークトレーニングの新たな
構想を提起したことがきっかけとなり、その後わ
ずか数年間で、ディープラーニングは音声認識、
画像認識、テキスト理解など多くの分野における
従来のアルゴリズム設計方法を覆した。さらに、
ニューラルネットワークのトレーニングに用いら
れるチップの性能が大きく向上したことや、イン
ターネット時代のデータ量が膨大になったことな
ども手伝って、深層ニューラルネットワークのト
レーニング効果が大きく向上した。これにより、
ディープラーニング技術の大規模な商業化の可能
性が出てきた。

機械学習

ディープラーニング

入力 特徴抽出 分類 出力

入力 出力特徴抽出+分類

図4-17　機械学習とディープラーニングの違い
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従来の機械学習では、まずデータの前処理で各
特徴を抽出し、その後特徴を分類していた。特徴
抽出の良し悪しで分類の効果が決まるため、適し
た特徴を探すことにほとんどの時間が費やされて
いた。一方、ディープラーニングは非常に複雑な
モデルに大量のデータを入力した後、モデル自身
が意義のある中間表現を見つけ出す。ニューラル
ネットワークそのものに、特徴をいかに見つける
かを学習させるところがディープラーニングの優
位性であり、このため特徴学習器と呼ぶこともで
きる。ここで注意すべきは、ディープラーニング
には膨大な量のデータを与える必要があるという
点だ。もしトレーニングデータが少ないならば、
ディープラーニングの性能は必ずしも従来の機械
学習を上回るとは言えない。

4.9.3・主な技術
現在、機械学習の方法は少なくとも15種類存

在し、それぞれ異なるアルゴリズム構造を用いて
おり、得られたデータに基づき予測の最適化を実
現している。機械学習の方法の一種であるディー
プラーニングのブレークスルーポイントは、世界
ではなく人の脳を模倣した点である。ソフトウェ
アをベースとした計算機（ニューロン）をつなぎ
合わせて「ニューラルネットワーク」を構築し、
入力データを受け取って分析し、判断する。もし
判断が正しければ通知し、もし出力にエラーがあ
れば、アルゴリズムがニューロン間の関係を調節
し、以後の予測を変えていく。最初はネットワー
クに多くのエラーが出現するが、何百万もの例を
入力するうちに、ニューロン間の関係が調節され、

最終的にはほぼすべての状況において、ニューラ
ルネットワークが正しい判断を下せるようにな
る。つまり、「何事も経験を積むことによって上
達する」という事だ。

機械学習の応用範囲は非常に幅広く、特に膨大
なデータを生み出す活動に対しては、全ての性能
を向上させるほどの潜在力を持っている。これら
の活動には、不正監視や売上予測、在庫管理、石
油・天然ガス探査、公共衛生などが含まれる。機
械学習技術は、ほかの認識技術においても重要な
役割を担っている。例えばコンピュータビジョン
の分野では、膨大な画像を使った継続的なトレー
ニングとビジュアルモデルの改善によって、対象
認識の能力を高めることができる。現在、機械学
習はすでに認識技術において最も勢いのある研究
分野の一つとなり、大量のベンチャーキャピタル
を引き付けている。グーグルも2014年に機械学習
技術を手掛ける Deepmind 社を４億ドルで買収し
た。

4.9.4・発展の現状
2015年から2016年にかけ、グーグル、マイク

ロソフト、アマゾン、IBM を中心とする米国の
インターネット大手が人工知能オープンソース
のブームを引き起こした。2016年下半期になる
と、中国のインターネット大手もこれに追随し
はじめ、百度、アリババ、テンセントが相次い
で人工知能のオープンソースプラットフォーム
を打ち出した。中国の機械学習オープンソース
プロジェクトは全体的に米国より一歩遅れては
いるが、どちらにせよ機械学習の発展はまだ初

技術 分類 定義 研究機構

教師あり
学習

線形回帰
予測モデルの学習の際に第一候補となる技術の一つ。独立変数は連続または
離散変数が可能であり、回帰線の本質は線形である。

グーグル
IBM
百度

ロジスティック回帰
「イベント =Success」と「イベント =Failure」の確率の計算に用いられる。
変数型がバイナリ変数に属する場合に用いられる。

ニューラル
ネットワーク

大量のニューロン間の相互接続によって構成された計算モデルで、高い知能
特性を持つ。

ベクトルマシン
関連する学習アルゴリズムに関する教師あり学習モデルで、データと認識モ
デルを分析できる。

教師なし
学習

Ｋ平均計算
クラスタ分析のアルゴリズムの一種で、主にデータの集約度を計算し、点群
の中心を見つけるのに用いられる。 グーグル

フェイスブック
テンセント

異常検出アルゴリズム システムの非ランダム偏差を効果的により分けることができる。

主成分分析 次元削減を利用し、多くの指標を少数の包括的な指標（主成分）に転換する。

表4-19　機械学習の主な基盤技術
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歩的な段階にあるため、すでに幅広く応用され
ている TensorFlow のようなディープラーニング
フレームワークですら、人工知能界の「Android
システム」になれるかどうかは断言できない。ま
た、TensorFlow、Spark といった国外の主流機

械学習オープンソースプロジェクトと比べて、中
国企業が打ち出した機械学習オープンソースプ
ラットフォームはいずれも使用のハードルが低い
ことを重視しており、効率も向上している。

機構
オープンソース

プラットフォーム
特徴

百度
異種分散型

ディープラーニングシステム
「PaddlePaddle」

・ Spark をベースに様々なディープラーニングモデル、DNN（ディープ
ニューラルネットワーク）、CNN（畳み込みニューラルネットワーク）、
RNN（再帰型ニューラルネットワーク）、NTM（ニューラルチューリング
マシン）に対応

・ 分散コンピューティングに対応

アリババ
データマイニング
プラットフォーム

「DTPAI」

・ フィーチャ工学、大規模機械学習、ディープラーニングなどアリババの核
心的アルゴリズムを統合

・ MapReduce、Spark、DMLC、R などオープンソース技術に幅広く対応
・ ドラッグ＆ドロップによるビジュアルプログラミングに対応

テンセント

機械学習向けの
分散コンピューティング

フレームワーク
「Angel」

・ 10億単位の次元のモデルトレーニングに対応
・ Caffe、TensorFlow、Torch など良く使われるディープラーニングフレー

ムワークと互換性を持つ

機械学習基礎
プラットフォーム

「TDinsight」

・ Spark、Python、R、XGBoost といった良く使われるオープンソース機械
学習フレームワークに対応

・ フィーチャ工学、分類、クラスタリング、回帰、関連ルール、時系列など
従来の機械学習アルゴリズムをカバー、グラフアルゴリズム、ディープラー
ニングなどの豊富なアルゴリズムライブラリに対応

・ ドラッグ＆ドロップによるビジュアルプログラミングにより、各種データ
ソース、コンポーネント、アルゴリズム、モデルと評価モジュールを組み
合わせることが可能

表4-20　中国の主な機械学習オープンソースプラットフォーム
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理論と技術の成熟化に伴い、人工知能は生態系
保護、経済管理、金融リスクの対応、工業生産、
医療衛生、交通・旅行、エネルギー利用などの分
野で徐々に利用されるようになり、対応するビジ
ネスモデルも絶えず進化し、改善されている。現
在の人工知能の主な応用分野には、スマート金融、
スマート医療、スマートセキュリティ、スマート
ドライビング、スマート検索、スマート教育、ス
マート製造システムおよびスマートホームなどが
ある。中でもスマート金融、スマートドライビン
グ、スマート教育に対するニーズは明確であり、
市場も急成長しつつある。スマートセキュリティ
は業界での応用と政府による調達が主で、市場の
集中度が比較的高い。しかし、スマート検索、ス
マートホームの関連製品はまだ完備されておら
ず、現在、市場が徐々に育成されつつある段階だ。
一方、スマート医療は審査・認可のプロセスに関
わることから、市場がまだ開放されていない。

5.1 スマート金融
人工知能技術と金融業界が融合することによ

り、フロントオフィスではユーザーの便利性・安
全性の向上、ミドルオフィスでは与信、金融取引、
分析・意思決定の支援、バックオフィスではリス
クの予防と管理、監督が可能となる。これにより、
金融業界における既存の構造を大きく変え、銀行、
保険、資産運用、貸借、投資など金融の各サービ
スの差別化、カスタマイズ、インテリジェント化
が実現できる。

5.1.1・中核技術
金融機関のアプリが普及し、ユーザーの金融

データが徐々に豊富になるにつれ、オンライン取
引に伴うプライバシーの漏えいおよび金融詐欺事
件が頻発するようになった。金融機関のオンライ
ンサービスの能力、ユーザーのプライバシー保護、
そしてリスクマネジメントが極めて重要となって
いる。音声認識と自然音声処理技術によって、フ
ロントエンドの顧客サービスが、カスタマイズさ

れた人間本位のサービスに変化した。コンピュー
タビジョンと生体認証技術は、支払い時の認証に
保障を提供した。機械学習技術は、膨大な金融取
引データを取り入れることで、クレジットカード
のデータを分析し、不正取引を識別し、取引のト
レンドを事前に予測するほか、金融知識マップを
構築して出所が異なる構造化・非構造化のデータ
を統合し、ビッグデータベースの完備された信用
調査・与信システムを構築した。

5.1.2・スマート投資顧問
現時点で、比較的成熟している製品には、スマー

トカスタマーサービス、金融検索エンジン、オー
センティケーションなどがある。ユーザーの消費
と与信能力の向上に伴い、信用調査とリスクコン
トロールに関する製品も登場した。しかし、デー
タベースの規模とデータソース取得の難度に制限
され、現在の信用調査とリスクマネジメント製品
の大部分は企業間、業界間の情報次元の関連を客
観的に示すものとなっている。このほか、金融あ
るいは資産管理企業は顧客の資産の維持・増加の
ためにスマート投資顧問製品を打ち出している。
これは、履歴データやリアルタイムの市場情報に
基づき、金融資産の価格変動を予測し、リスクと
リターンが見合った投資の組み合わせを作り上げ
るというものだ。

この「スマート投資顧問ブーム」は国外から国
内へと流れ込み、銀行、証券会社、ファンド会社、
インターネット金融企業らが相次いで同分野に参
入した。発展の背景を見ると、中国の資産管理業
界は今なお発展の初期にあるが、スマート投資顧
問は大きな可能性を秘めている。招商証券の統計
によると、金融資産配分を行っている米国人の割
合は約60％〜70％であるのに対し、中国人の割
合は5％前後となっている23）。今後、インターネッ
ト技術の急速な発展に伴い、ファイナンシャル・
インクルージョンの概念も幅広く普及するように
なり、中国の資産管理市場に対するニーズがより
一層拡大し、スマート投資顧問のサービスも重要

中国における人工知能の応用第５章

23）スマート投資顧問がバージョン 2.0 の時代へ　2017 年 11 月 13 日
　　http：//epaper.stcn.com/paper/zgjjb/html/epaper/index/content_1063407.htm。
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能ではないため、アクセスのうちどれくらいがス
マート投資顧問に属するのかはわからない。一方、
盈利宝（霊犀智投）のような、スマート投資顧問
を売りとする資産運用プラットフォームは、ラン
キング外となっている。ここからわかるように、
スマート投資顧問はかなりの投資成績を上げてい
るものの、まだ投資家に幅広く受け入れられては
いないようだ。

5.1.3・代表的な企業
スマートカスタマーサービス、オーセンティ

ケーション、金融検索エンジン分野の革新的な新
興企業は比較的多く、顧客拡大に重点的に取り組
んでいる。智歯科技、網易七魚、米DigitalGenius
などはいずれも、ユーザーエクスペリエンスの向
上による顧客の増加を目指している。曠世科技、
商湯科技、依図は、顔認識の中核技術によって金
融分野に進出した。融360、好貸網、資信客は、
垂直分野に焦点を当てた金融サービスを創出して

な役割を発揮するようになるとみられる。
サービス形式の違いに基づき、中国のスマート

投資顧問製品は大きく２段階に分けられる。第一
段階は、リスクアセスメントの結果に基づき資産
運用商品（組み合わせ）を推薦するというもの。
最終的に投資を行うかどうかの意思決定を下すの
は投資家本人である。典型的なサービスとしては、
アント・フィナンシャル（螞蟻金服）傘下の螞蟻
財富がある。第二段階は、ワンストップ式の資産
運用で、投資家は資産運用商品をどれにするか具
体的に選ぶ必要がなく、評価の結果に基づき、ス
マート投資顧問が推薦する資産運用ソリューショ
ンを受け入れるかどうかを選択するだけで良い。
典型的なサービスとしては、招商銀行の摩羯智投、
金融業界の霊犀智投などが挙げられる。

スマート投資顧問のランキングを見ると、従来
型の金融機関やインターネット企業が、アクセス
数などで優位性を持っている。しかしこれらのア
プリそのものは、スマート投資顧問が核心的な機

マシン中心

人
間
と
マ
シ
ン

人
間
中
心

優量網 微礦

投米RA 弥財金融 藍海智投

資配易 勝券在握 藍海智投

7分鐘理財

財智機器人

摩羯智投

銭景私人理財

大規模な資産配分

投資戦略

投資アドバイス

平安一 通

既存のリソース拡張

O2O

雪球網 金貝塔 股票雷達

ソーシャル・共同投資

図5-1　スマート投資顧問のモデルと関連企業

ランキング アプリ
週間アクティブ
ユーザー浸透率

利用者一人当たりの
週間平均起動回数

１ 摩羯智投 0.3635% 21.3

２ 螞蟻財富 0.0462% 61.3

３ 懶財網 0.0087% 33.0

４ 牛股王 0.0065% 66.8

５ 儲蓄罐 0.0038% 30.2
データ説明： 週間アクティブユーザー浸透率=アプリの週間アクティブユーザー数/中国市場全体の週間アクティブユーザー数
データ統計期間：2018.2.16〜2018.3.5

表5-1　スマート投資顧問アプリ TOP524）

24）Android アプリデータに基づく。
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ことができる。これが、スマート医療の目標であ
る。また、人工知能を使ったガイドと制約により、
患者が自覚的に自己検査を行い、予防を強化する
よう促すことができ、潜在的な疾患をより早期に
発現し、管理することができる。これも、スマー
ト医療の重要な発展方向である。

5.2.1・中核技術
医療の情報化が徐々に普及するにつれ、爆発的

に増加する医療情報をいかに管理・利用するかは
各医療機関が直面する重要な課題となった。画像
認識、音声認識・意味理解、ディープラーニング
などの技術は、こうした難題を解決する重要な手
段となった。画像認識、音声認識・意味理解技術
は、医師が患者の食事習慣、服薬習慣などの個人
情報を取得する手助けとなり、症状に応じた投薬
を実現できる。ディープラーニング技術はコン
ピュータによって薬品の活性、安全性と副作用を
シミュレーション・予測することで、薬品の開発
周期を短くできるほか、正確な診断と治療ができ
るよう医師をサポートすることができる。

いる。信用調査およびリスクマネジメント分野の
企業はビッグデータを砦に、業界大手企業が徐々
に発展してきている。啓信宝と米ZestFinanceは
データベースを絶えず拡張し、「プラットフォー
ムブラックホール」の優位性を形成。啓信宝は
100あまりの公式サイトデータを抽出することが
でき、客観的データの統合を重視している。
ZestFinanceはグーグルのビッグデータモデルを
用いて信用スコアリングシステムを構築した。ス
マート投資顧問分野を見ると、米Wealthfrontや、
弥財、財鯨などはETFの組み合わせに投資する
ことで資産配分を行う。理財魔方や銭景私人理財
はファンドをカバーしており、雪球や金貝塔など
は定量的戦略、有名投資家の株式ポートフォリオ
への共同投資といった内容で、情報の伝達と交流
を行っている。

5.2 スマート医療
人工知能技術を駆使して医療例と経験データの

ディープラーニングと意思決定の判断を行うこと
で、医療機関とスタッフの業務効率を大きく向上
させると同時に、医療コストを大幅に引き下げる

アプリ 月平均収益率
月平均最大

リトレースメント
2017年の
平均収益率

2017年の平均最大
リトレースメント

2017年の
平均カルマー比

摩羯智投 0.88% 0.96% 9.93% 3.98% 2.49

霊犀智投 0.14% 0.53% 10.59% 1.84% 5.75

理財魔方 0.82% 0.85% 6.80% 2.22% 3.07

蛋巻基金 0.29% 1.33% 10.07% 4.58% 2.20

上証指数 −0.30% 1.69% 5.46% 7.18% 0.76

投米RA
（人民元）

0.83% 0.76% — — —

注：投米RAのファンドポートフォリオは2017年5月末に打ち出されたため、通年のデータは存在しない

表5-2　スマート投資顧問アプリ TOP525）

25）金融界ファンドデータに基づく。

商品名 主な機能 代表的な企業

スマートカスタマー
サービス

膨大な数のユーザーと、自然言語をベースとするスピー
ディーで効率的なコミュニケーションを行う。

網易七魚、智歯客服、geniusdigital

オーセンティケーション 何らかの手段を通じて、ユーザーの身分を確認する。 商湯科技、依図、曠視

金融検索エンジン
資産運用商品を発表・検索する金融電子商取引と情報
プラットフォーム。

好貸、融360

信用調査および
リスクマネジメント

データの形で全方位的な関連情報およびリスクアセス
メントを表す。

啓信宝、ZestFinance

スマート投資顧問
顧客自身の資産運用のニーズに基づき、アルゴリズム
と商品を通じてこれまではスタッフが提供していた資
産運用顧問サービスを提供する。

銭 景、 理 財 魔 方、 金 貝 塔、 雪 球、
wealthfront

表5-3　スマート金融の主な商品および代表的な企業
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論上全ての病気に対応することが可能だが、実際
の使用の際は、患者による症状の説明が専門的で
はなく、時には全くかけ離れていることもある。
人工知能はまだ、その中から役に立つ情報を抜き
取り判断することができない。

監督管理部門の要求によれば、仮想アシスタン
トは軽度の疾患に対していくつかの情報やアドバ
イスを提供するのみで、診断を下してはならない。
また、重症の場合は、直ちに病院に行くよう勧め
るか、あるいは患者に代わって病院に緊急電話を
かけることしかできない。ここからも分かるよう
に、現在の技術レベルでは、人工知能の医療分野
における応用は非常に慎重にならざるを得ない。

5.2.3・代表的な企業
スマート健康管理の多くは消費者向けであり、

この分野では多くの革新的な企業が誕生し、多く
は米国に集中している。例えばNext IT、Sense.
ly、AiCureなどはいずれも日常的な健康管理を
ベースとしたモバイル医療に参入した。Welltok
はウェアラブルデバイスを通じた健康への介入を
行っている。スマート診療の分野では、IBM 
Watsonががん治療を重点に、慢性疾患の管理、
精密医療、体外検査など９つの分野で飛躍を実現
した。米国のMedWhat、英国のBabylon Health
および中国の拍医拍、康夫子などは、スマート診
療の個別の応用分野に焦点を当てている。スマー

5.2.2・主な製品
スマート医療の商業化は他の分野よりも慎重に

進められている。BAT（百度・アリババ・テンセ
ント）や科大訊飛を代表とするテクノロジー企業
はスマート医療の主力である。例えばテンセント
と科大訊飛は主に、病院と共同で「スマート病院」
を構築することによって自社商品を実用化してい
る。アリババクラウドは主に、スタートアップ企
業向けに技術プラットフォームを提供している。
その他のスタートアップ企業の多くは、単独の商
品によって病院の各診療科に進出している。位置
づけは様々だが、共通点としてあげられるのは、
人工知能は主に補助としての役割を発揮している

（百度は2017年に医療事業部を廃止したが、「百度
医療大脳」は残された。今後百度によるAI医療
製品が発表されるかどうかは明らかではない）。

ある特定のタスク、例えば医学画像を基に病気
のスクリーニングを行うといった場合には、人工
知能の能力は人間を上回る日が来るだろう。しか
し、現在の技術レベルで、人工知能が完全に人間
に取って代わろうとするのはまだ時期尚早だ。こ
れはスマートアシスタントの発展からも見てとる
ことができる。現在、非常に多くの種類のパーソ
ナルアシスタント製品が出回っているが、医療系
のパーソナルアシスタントは少ない。その原因は、
医療系のパーソナルアシスタントは専門性が高
く、監督管理リスクが高いためだ。人工知能は理

企業 製品 機能 実用化の状況

テンセント 覓影

１．病気のスクリーニング
２．カルテの構造化・診断
３．リスクモニタリング
４．医師による臨床診断をサポート

提携する医療機関は90軒あまり（西部眼科連盟
の病院69軒を含む）に達し、それぞれ四川、広西、
河北、陝西、浙江、上海、重慶、甘粛などの地域
に分布している。

アリババ
アリババクラウドET

医療大脳

１．医療の品質管理
２．精密な運営分析
３．人工知能の接続
４．インテリジェントリソースの配置

未知

科大訊飛
音声電子カルテ、

画像診断補助システム、
智医アシスタント

１．音声によるカルテ入力
２．診断の補助

安徽、北京、上海、広州、山西、武漢、吉林など
の地域の、20軒余りの病院で応用されている

製品 主な機能 代表的な企業

スマート健康管理 データによって個人の生活習慣をガイド。
Welltok、SENSELY、next IT、百度、
テンセント、アリババ、科大訊飛

スマート診療
患者の関連データを最大限に取り込むことで、患者の医療記録を
整理し、診療を補助する。

IBM、medwhat、拍医療単、康夫子、
テンセント、アリババ、科大訊飛

スマートイメージ 複雑な数学ツールを使用し、医療画像の再構成、分析、処理を行う。 推想科技、DeepCare、enlitic、科大訊飛

表5-4　中国の主なAI医療製品

表5-5　スマート医療の主な製品および代表的な企業
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スク予測・評価を行う。

5.3.2・主な製品
スマート公安管理システムは膨大な都市情報を

とりまとめ、容疑者の情報をリアルタイムで分析
し、従来は数日間かかっていた容疑者の居場所特
定にかかる時間を、数分間にまで短縮することが
できる。また、高いインタラクティブ能力を持つ
ため、事件を扱う警察と自然言語による意思疎通
が可能であり、真の意味で捜査員の「エキスパー
トアシスタント」になることができる。スマート
交通管理システムは、都市の道路上における車両
の走行軌跡や、駐車場の車両情報および居住区の
駐車情報をリアルタイムで把握し、交通量の変化
や駐車場の空きスペース数の変化を予測し、合理
的に資源を割り当て、車を誘導し、都市全体の運
行効率を向上させることができる。スマートビル
管理システムは、建物のセキュリティ、エネルギー
消費を総合的に制御し、ビルを出入りする人や車、
物に対するリアルタイムの追跡・ポジショニング
を実現すると同時に、ビルのエネルギー消費をモ
ニタリングし、ビルが常に最も効率の良い状態を
保てるようにする。

5.3.3・代表的な企業
スマートセキュリティ分野の企業は主にスマー

トチップ、ハードウェアとシステム、ソフトウェ
アアルゴリズムの３種類に分けられる。チップの
分野では、米国のNVIDIAやインテルのような
グローバル大手企業が独占的な地位を占めてい
る。ハードウェアとシステムの分野では、各国は
主に本国の製品を調達しており、中国の主なサプ
ライヤーは海康威視、大華集団となっている。海
康威視は豊富な技術蓄積と大規模な開発チームを
有し、大華集団は幅広いマーケティングネット
ワークを有する。米国のADT、DSC、OPTEX
などのブランドは、セキュリティ市場において比
較的大きなシェアを占めている。ソフトウェアア
ルゴリズム分野では、米グーグル、フェイスブッ

トイメージの分野は革新的な企業が中心で、米国
のButterfly Networkと中国の推想科技はイメー
ジング装置の開発に重点を置いている。米国の
Enliticはがんのモニタリングに注目しており、中
国のDeepcareはSaaSモデルによって業界向けに

「アルゴリズム＋有効データ」サービスを提供し
ている。

5.3 スマートセキュリティ
HDビデオ、スマート分析、クラウドコンピュー

ティング、ビッグデータなどの技術の発展に伴い、
従来のパッシブディフェンス型のセキュリティシ
ステムは今や、能動的に判断して警報を発するス
マートセキュリティシステムへと進化した。セ
キュリティ業界も単一的なセキュリティ分野から
複数の業界での応用、生産効率の向上、生活のス
マート化の向上といった方向へと発展し、より多
くの業界と人々のためにインテリジェントなソ
リューションを提供している。

5.3.1・中核技術
スマートセキュリティは今や、事前の予防から、

事中の防止・対応、事後の追跡調査に至るまでの
全ライフサイクルをカバーするようになった。
ターゲットの検出、ターゲット・トラッキング、
ターゲット属性の抽出などのビデオ構造化技術お
よび膨大なデータ管理、大規模な分散コンピュー
ティング、データマイニングといったビッグデー
タ技術が伝統的な人海戦術に取って代わり、リア
ルタイムでビデオ内容を分析し、異常情報を検出
し、リスク予測を行っている。ビデオ構造化技術
により、ターゲットを認識し、トラッキングを継
続しながら画像結果を生成し、目標の属性を視覚
化された特徴にまとめることができる。ビッグ
データ技術は、データ資源を収集・ストレージす
るのに用いられ、時間軸に基づいてデータを蓄積
し、特徴マッチングとモデルシミュレーションを
行い、セキュリティ部門がより早く、より精確に
有効なリソースを見つけ出すのをサポートし、リ

製品 主な機能 代表的な企業

チップ
ディープラーニングアルゴリズムを組み込んだ
コンピューティングチップ。

NVIDIA、インテル

ハードウェアとシステム 各セキュリティ装置およびリンケージシステム。 大華集団、海康威視、DSC

ソフトウェアアルゴリズム
ビデオの概要、ビデオの分析および大規模な分
散型アルゴリズム。

曠視、グーグル、マイクロソフト、
フェイスブック、雲従科技、商湯科技

表5-6　スマートセキュリティの主な製品および代表的な企業
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リア内で走らせることに成功した。

5.4.1・中核技術
自動車の応用と普及に伴い、都市の交通渋滞も

ますます深刻化し、自動車の排ガスによる環境汚
染もまた人々の生活に大きな影響をもたらしてい
る。コンピュータビジョン、ディープラーニング、
ナレッジグラフ技術をベースにしたスマートドラ
イビングシステムは、この問題を解決する重要な
技術手段の一つとなる。コンピュータビジョン技
術の応用により、周囲の交通環境を認識すること
ができる。ディープラーニング技術とナレッジグ
ラフ構築によって、自動車運転行為の理解、計画、
意思決定が可能となり、車両の使用効率を高め、
二酸化炭素排出量を効果的に削減することができ
る。また、機械学習を駆使することで、ハンドル
の方向が正しいかどうかを判断するなど、自動車
をうまく操作することができる。

5.4.2・主な製品
車載レーダー、センサー、運転支援システム、

高精度マップを上手に利用することにより、自動
車と道路のインタラクティブ・融合が実現できる。
車載レーダーは車両や通行人などの方向、距離お
よび移動する速度を測定できる。視覚センサーは
車線、停止線、信号、交通標識、通行人および車
両などの情報を認識できる。ポジションセンサー
は緯度・経度の座標、速度、加速度、進行方向な
どの高精度な位置情報をリアルタイムで取得す
る。車体センサーは車のネットワークインター
フェイスを通じて速度、車輪速、ギアポジション
など車両そのものの情報を取得する。先進運転支
援システム（ADAS）は、車両内外の環境データ
をリアルタイムで収集し、潜在的な危険を速やか
に察知する。高精度マップはマップマッチング、
環境感知の補助、ルート計画などの役割を果たす。

国内外、自動運転プロジェクトのほとんどは試
行段階にあり、本格的な商用化までにはまだ時間
が必要だ。自動運転に比べると、スマートナビゲー
ションの実用化は一歩先を進んでいると言える。
現在、中国国内のモバイルナビゲーション市場は
ほぼ百度と高徳の２社によってカバーされている
が、スマートナビゲーションは両社にとって次な
る競争の場となるかもしれない。

この技術の具体的な応用としては、主に以下の
分野が挙げられる。一、音声技術と結びつけ、音
声対話による操作でドライバーの両手を解放し、

ク、マイクロソフトがオープンソースコードを公
開し、総合的なソリューションを提供している。
中国の曠視科技、商湯科技、雲従科技などの企業
は、イノベーション・開発に重点を置いている。

5.4 スマートドライビング
スマートドライビングとは、車に搭載された各

種センサーを通じて周囲の環境を感知し、車の電
子制御ユニットを補助する、あるいはドライバー
の意思決定を直接サポートすることで、自動車運
転の安全性と快適性を高めるというものである。
SAEの評価基準では、スマートドライビングは
ドライバー支援、部分的な自動化、条件付き自動
化、高度な自動化、完全な自動化という５つのレ
ベルに分けることができる。

スマートドライビングは人工知能の重要な応用
分野であり、市場の見通しは非常に明るい。「中
国製造2025（メイド・ イン・チャイナ2025）」の
重点分野の技術ロードマップによれば、スマート
ネットワークカーは「DA（運転支援システム）」、

「PA（部分的な自動運転システム）」、「HA（高度
な自動運転システム）」、「FA（完全な自主運転シ
ステム）」に分類されている。ロードマップでは、
2020年までにDA、PA車の市場シェアが約50％
に達するほか、2025年までにDA、PA車のシェ
アは安定を維持しつつ、HA車のシェアが10％〜
20％に達し、2030年までには完全な自主運転が可
能なFA車のシェアが10％に近づくとしている。

オンライン配車プラットフォーム大手の滴滴は
2017年３月９日、米シリコンバレーに研究機関
を設立し、ビッグデータ・セキュリティとスマー
トドライビングという２つの核心分野に重点を置
いて開発を進めていくことを明らかにした。2017
年３月28日の米証券取引所のデータによると、
テンセントは17億８千万ドルを出資して米国の
電気自動車（EV）メーカー・テスラの株式を約５％
取得し、新エネルギー車やスマートドライビング
分野に向けた戦略をはっきりと示した。百度は
2017年４月19日に新計画「Apollo」を発表し、
自動車業界および自動運転分野の協力パートナー
向けに、開放的で完備された、安全なソフトウェ
アプラットフォームを提供し、車両とハードウェ
アシステムの結合、完備された独自の自動運転シ
ステムの迅速な構築をサポートするとした。この
ほか、馭勢科技などのスタートアップ企業は、半
閉鎖されたエリア内における低速の自動運転を突
破口とし、2017年に50、60台の自動運転車をエ
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の改善に焦点を当てており、さらに完成車の製造
分野にも手を伸ばしている。先進運転支援システ
ムの層では、サプライヤーはほぼグローバル大手
によって独占されている。ドイツのボッシュはセ
ンサー、自動運転、制御、ソフトウェアなどの分
野で約450件の特許を有しており、米デルファイ
は投資によって各産業チェーンに進出している。
イスラエルのMobileyeはカメラビジョンシステ
ムの分野で世界をリードしている。最下層の部品
サプライヤー層では、中国メーカーが各部品の技
術革新に取り組んでおり、細分化された市場にお
いて規模を拡大している。このような企業の例と
しては、四維図新の車載チップ、拓普集団のイン
テリジェントブレーキシステム（IBS）、索菱股
フェンの車載インテリジェント・システム（CID）、
寧波高発のCANバス制御システム、興民智通の
スマートカーシステム「駕宝盒子」、盛路通信の
夜間運転支援システム、車線逸脱警告システム、
ブラインドスポット検知システムおよび万安科技
の電子ブレーキ製品などが挙げられる。

運転に集中できるようにする。二、ディープラー
ニングモデルを通じて、都市の道路状況を予測し、
最も良いルートを計画する。このほか、コンピュー
タビジョン技術の応用によってマップデータの収
集を簡易化することができる。例えば衛星のリ
モートセンシング影像やドローンによる航空撮影
影像から車道・標識・道路沿いの店舗の名前といっ
た道路情報を認識することが可能だ。

5.4.3・代表的な企業
スマートドライビングは３層のピラミッド型の

サプライチェーンに分かれており、最上層には完
成車および包括的ソリューションが、中間層には
先進運転支援システムが、最下層には部品サプラ
イヤーがそれぞれ位置する。完成車および包括的
ソリューションの層では、人工知能やマンマシン
インタラクションの分野で優位性を持つテクノロ
ジー企業が市場シェアを拡大している。テスラは
成熟したハードウェアと機械学習により、スマー
トドライビングの商用化モデルを打ち出した。
グーグルはスマートドライビングソリューション

図5-2　百度地図と高徳地図の週間アクティブユーザー浸透率26）

26）Android アプリの統計に基づく。

製品 主な機能 代表的な企業

完成車ソリューション 完成車の組立およびスマートドライビングソリューション。 テスラ、グーグル

先進運転支援システム
車に搭載された各種センサーを通じて周囲の環境を感知し、データを
集めることで静的・動的な物体の識別・探知・追跡を行い、ナビの地
図データと組み合わせることでシステムの演算と分析を行う。

Mobileye、Delphi、ボッシュ

部品 インテリジェントな部品およびそれに対応するソリューション。 四維図新、拓普、索菱、盛路

表5-7　スマートドライビングの主な製品および代表的な企業
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声検索、ロケーション検索、天気予報などの情報
マッチングとプッシュメッセージを提供する。出門
問問、呱呱財経などのサービスは、垂直方向のス
マート検索分野に焦点を当て、ある具体的な分野
に対する情報ニーズのスクリーニングを実現する。

5.5.3・代表的な企業
スマート検索企業のうち、アリババ、百度はテ

キスト検索から画像検索へとサービス範囲を拡大
した。英国のShazam、中国の酷狗、網易、猟曲
奇兵は音声検索の精度を向上しており、百度と高
徳はいずれもロケーション検索に基づく高精度
マップを打ち出した。墨迹風雲は天気情報を専門
としている。スマート検索アルゴリズム企業のう
ち、米国のグーグル、Wolfram Alpha、中国の百
度、雅虎（ヤフー）、捜狐などのテクノロジー大
手は技術駆動型であり、斉聚科技などの革新的企
業はサービス駆動型である。

5.6 スマート教育
人工知能＋教育は、人工知能の垂直方向の応用

分野の中でも非常に注目を集める分野の一つであ
る。スマート教育は、学生個人の成長に注目し、
学生と保護者は学習成果をリアルタイムで取得で
き、教師も豊富な教学資源を便利に手に入れるこ
とができる。また、政府はより均等に、より効率
的に教育資源を配分することができるようにな
る。

5.6.1・中核技術
スマート教育は、学生と十分な交流を行い、デー

タを取得したうえで実施され、膨大な教育データ
の中からユーザーの学習ニーズにマッチしたもの
を選び、最終的に教育のサポートと評価・フィー
ドバックを行う。音声認識・意味理解、画像認識
により、大規模な自動添削と個別のフィードバッ
クが可能になった。また、ナレッジグラフとディー

5.5 スマート検索
スマート検索は、人工知能技術と結びついた次

世代型の検索で、従来と同じスピーディな検索や
関連性による並べ替えが可能なほか、ユーザーの
キャラクター登録、興味のある内容の自動認識、
コンテンツの意味理解、インテリジェントな情報
フィルタリング、プッシュなどの機能を持ち、情
報サービスのインテリジェント化、ヒューマニ
ゼーション化を実現した。自然言語による情報の
検索も可能で、より便利で効率的な検索サービス
をユーザーに提供する。

5.5.1・中核技術
情報時代の今、ユーザーは、短時間内に最も価

値ある情報を探し出す必要がある。ユーザーのこ
うしたニーズを満たし、ネットワーク資源のス
ピーディな検索を実現するため、音声認識、画像
認識、テキスト認識を代表とするスマート検索技
術、および発見的探索アルゴリズム、インテリジェ
ントエージェント技術、自然言語クエリを代表と
するスマート検索アルゴリズム技術により、従来
型の検索に変革がもたらされた。スマート検索技
術は、全方位的に検索情報の入力属性を認識し、
検索のスピードと精度を向上することができる。
スマート検索アルゴリズムは、ユーザーの興味と
マッチングする情報を選択し、自動的に関連情報
をユーザーにプッシュし、ユーザーからのフィー
ドバックを通じて検索メカニズムを改善していく
ことができる。

5.5.2・主な製品
従来型の検索エンジン技術は、日増しに増え続

ける情報量を目の前に、やや力不足になりつつあ
る。こうした背景から、多様化した検索方式とよ
り正確な検索アルゴリズムが誕生した。淘淘捜、
百度捜図、聴歌識曲、高徳地図、百度地図、墨迹
天気などのサービスは、ユーザーに画像検索、音

製品 主な機能 代表的な企業

検索方式

画像検索 類似した図形・画像の検索サービスを提供する検索エンジンシステム。 アリババ、百度

音声検索 音声による操作でスピーディに検索を行う。 網易、Shazam

ロケーション検索 LBSに基づくロケーションの確認。 百度、高徳地図

天気情報検索 天気情報の検索および天気予報の提供。位置情報に基づくプッシュ通知。 墨迹天気

検索アルゴリズム 検索エンジン
基本的な検索のニーズを満たすだけでなく、ユーザーのキャラクター
登録、興味のある内容の自動認識、コンテンツの意味理解、インテ
リジェントな情報フィルタリング、プッシュなどの機能を提供。

グーグル、雅虎、百度、
捜狐、斉聚科技

表5-8　スマート検索の主な製品および代表的な企業
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のアクティブ率は高い。
スマート教育が成功を収めた理由として、人工

知能が教育系アプリユーザーの悩みの種を上手く
解消した点が挙げられる。スマホで写真を撮るだ
けで、同じ問題と回答を検索できたり、スマート
採点が可能なスマート宿題サポート機能は、宿題
をする時に誰にも質問できない、フィードバック
が足りないといった学生の悩みを解決した。この
ほか、言語学習分野における音声認識/自然言語
処理の応用も大いに期待できる。英語流利説を代
表とする語学系アプリは、音声対話とスマート採
点・評価により、「英語が話せない」ジレンマを
打開してくれる。

5.6.3・代表的な企業
自動チュータリングやパーソナライズドラーニ

ングを手掛ける企業はいずれも、機能が単一的な
商品を打ち出しており、現在は主にキャンペーン
などを通じてユーザー数を増やし、ユーザーのス
ティッキネスを高めている。米国のVolleyと中
国の猿題庫、作業幇、学霸君、阿凡題はK12（幼
稚園から高等学校を卒業するまでの13年間の教
育期間）向けの学習指導と質疑応答に焦点を当て
ており、いずれもスマホ撮影による問題検索、質
疑応答あるいは教師への質問などに対応してい
る。中国郎播網、英語流利説、Duolingoなどは

プラーニング技術により、自動的な生徒指導や質
疑応答が可能になり、最も適した学習内容を推薦
することで、より効率的に学習効果を上げること
ができる。

5.6.2・主な製品
現在、比較的成熟したスマート教育製品には、

自動チュータリング、スマート評価、パーソナラ
イズドラーニング（学習の個別化）などがある。
自動チュータリングは、答案に迅速にフィード
バックし、問題解説をすることができる。手書き
答案の認識精度もすでに70％以上に達しており、
学生の学習効率を大きく引き上げることが可能
だ。スマート評価は、ユーザーの音読（スピーキ
ング）に対して評価と指導を行うほか、手書き文
字認識、機械翻訳、作文の自動採点技術によって
大規模な答案採点・宿題採点を実現できる。パー
ソナライズドラーニングは学習行為に基づくデー
タ分析により、学生のレベルに合った学習内容を
推薦する。

現在、人工知能関連技術と結びついた教育系ア
プリはいずれもユーザーのスティッキネスが高
く、作業幇（宿題補助アプリ）と英語流利説（英
会話アプリ）の利用者一人当たりの週間平均起動
回数はいずれも40回以上に達している。その他
の垂直分野と比較しても、スマート教育系アプリ

製品 主な機能 代表的な企業

自動チュータリング
質問内容をアップロードすると、データベー
スを通じて迅速に答案と問題解説がフィー
ドバックされる。

Volley、Duolingo、猿題庫、
学霸君、阿凡題

スマート採点・評価
教師の答案採点と統計をサポートし、学習
効果を速やかにフィードバックする。

批改網、科大訊飛、Lightside

パーソナライズドラーニング
学習行為に基づくデータ分析により、学生
のレベルに合った学習内容を推薦する。

Newsela、LightSail

ランキング アプリ
週間アクティブユーザー

浸透率
利用者一人当たりの
週間平均起動回数

１ 作業幇 3.4570% 49.1

２ 小猿捜題 0.7039% 39.8

３ 英語流利説 0.1345% 41.6

４ 学霸君 0.1144% 16.7

５ 阿凡題 0.0905% 38.5
データ説明：週間アクティブユーザー浸透率 = アプリの週間アクティブユーザー数 / 中国市場全体の週間アクティブユーザー数
データ統計期間：2018.2.16 〜 2018.3.5

表5-10　スマート教育の主な製品および代表的な企業

表5-9　スマート教育アプリ TOP527）

27）Android アプリの統計に基づく。
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5.7.2・主な製品
通信機能を持つ家庭用スマートハードウェア

は、ビッグデータとクラウドコンピューティング
技術を通じて、リモートコントロール、ネットワー
ク通信、盗難防止アラームなど比較的複雑なタス
クを実現できる。スマートホーム管理システムは
大量のモバイルインターネットアプリケーション
を搭載し、住居環境をインテリジェント化する。
例えばファッションコーディネートサービスは、
天気データ、所有している服のデータに基づき、
TPOやスタイルに合わせて自動的にコーディ
ネートを生成してくれるほか、音声認識、意味分
析などの技術により、日常生活中の様々なニーズ
に応えてくれる。
１、スマートスピーカー

音声認識、自然言語処理技術を駆使したAIア
シスタントはここ数年、人工知能の最も人気の応
用分野となっている。中でも、各テクノロジー大
手が競うように打ち出しているのがスマートス
ピーカーだ。アマゾンエコー、グーグルホームに
続き、中国の多くのインターネット企業も相次い
でスマートスピーカー製品を打ち出した。

スマートスピーカーは、音声アシスタントが一
歩進んだものと言える。もしSiriのようにスマー
トフォンを媒体とする音声アシスタントをバー
ジョン1.0とするならば、近頃テクノロジー大手
が相次いで打ち出しているスマートスピーカーは
バージョン2.0だ。バージョン1.0の音声アシスタ
ントには、様々な疑問の声がついて回った。これ
は、スマホ上では、音声対話は指を使った操作と
比べて効率的とは言えず、使用するシーンにも問
題があったためだ。例えばスマホはほとんど公共
の場で使用するため、音声アシスタントを使うの
は気まずい。スマートスピーカーは、公共の場か

言語教育に重点を置いている。米国のNewsela、
LightSailなどは読書データベースを構築し、パー
ソナライズされた読書資料を提供する。スマート
採点・評価を手掛ける企業は主に英語教育分野に
集中している。例えば、中国の科大訊飛は音声認
識技術を中心としたスマート答案採点システムを
打 ち 出 し て お り、 中 国 の 批 改 網 と 米 国 の
LightSideは、データベースマッチングにより作
文の採点評価を行っている。

5.7 スマートホーム
スマートホームは、モノのインターネットとク

ラウドコンピューティングプラットフォームを
ベースにインテリジェントな生活空間を構築する
というもので、スマート冷蔵庫・スマートテレビ・
スマートエアコンといったスマート家電のほか、
スマートスピーカー・スマートウォッチ・スマー
トカーテン・スマートワードローブ・スマートバ
スルームといったスマートハードウェアが含まれ
る。スマートホームはデバイスのリモートコント
ロール、デバイス間の相互接続、デバイスの自己
学習などの機能を持ち、ユーザーの行動データを
收集・分析することで、よりパーソナライズされ
たサービスを提供し、生活をより安全で快適に、
省エネで効率的かつ便利にすることができる。

5.7.1・中核技術
人工知能技術の発展により、住居環境のインテ

リジェントな管理、サポート、通信、サービスが
可能となった。センサー技術、ワイヤレスおよび
近接通信デバイス、ディープラーニング、ビッグ
データ、クラウドコンピューティング技術などが
幅広く応用されている。

図5-3　小米のAIスピーカー「小愛同学」
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ことで、車庫のドアを自動的に開けることができ
る。ペットの異常な行動を認識すれば、ペットが
家の中で物にいたずらをしようとしたとき、すぐ
にアラームを鳴らして止めさせることができる。
一部のスマートカメラは音声アシスタントとして
のいくつかの機能も備えている。これらの機能は
家庭、商業施設、学校などで大きな役割を発揮す
ることができる。

このため、スマートカメラはインターネット企
業と伝統的なセキュリティ企業の両者にとっての
ブルーオーシャンマーケットとなった。スマート
カメラアプリのランキングで１位、４位、５位に
つけた蛍石雲ビデオ、楽橙、愛耳目家庭カメラは
それぞれ、伝統的なセキュリティ企業である海康
威視、大華股フェンおよび愛耳目科技（東方網力
が投資）が開発したものだ。一方、360スマート
カメラ、小蟻カメラおよび米家小白スマートカメ
ラはインターネット企業が開発した。このことは、
スマートカメラ分野においてインターネット企業
と伝統的なセキュリティ企業の両方の力が拮抗し
ていることを示している。インターネット企業は
アクセス数の面では優位性を持っていても、伝統
的企業のハード面の実力を完全に圧倒したという
わけではないのだ。

らプライベートの場へと、パーソナルアシスタン
トを移動させる試みとも言える。

 全体的に見て、現時点におけるスマートスピー
カーの普及率は高くはない。しかしその中でも、
小米のAIスピーカーと天猫精霊の２製品は他を
一歩リードしている（出門問問のスピーカー
Tichomeは出門問問アプリで管理するが、この
アプリはその他の機能も含んでいる）。猟豹のビッ
グデータに基づく週間アクティブユーザー浸透率
の動きからもわかるように、天猫精霊は双11（11
月11日。ネット通販などが軒並み割引セールを
行う）の購買熱を利用して機先を制したが、その
後２製品の人気は甲乙つけがたい状態が続いてい
る。現在は小米AIがややリードしているが、天
猫精霊も激しい追い上げを見せている。
２、スマートカメラ

コンピュータビジョン技術の発展は、家庭用セ
キュリティ製品にも新たな発展のチャンスをもた
らした。従来型のセキュリティカメラと比較する
と、スマートカメラは画面の認識がより一層細か
くなり、より多くの的を絞った対応をすることが
できる。例えば見知らぬ人の顔を識別すれば、部
外者が住宅内に立ち入った時、すぐ自動的に通報
することができる。ナンバープレートを認識する

ランキング アプリ
週間アクティブユーザー

浸透率
利用者一人当たりの週間平均

起動回数

１ 小米 AI −小愛同学 0.0064% 40.5

２ 天猫精霊 0.0056% 29.9

３ 出門問問−問問スピーカー 0.0004% 19.4

データ説明：週間アクティブユーザー浸透率 = アプリの週間アクティブユーザー数 / 中国市場全体の週間アクティブユーザー数
データ統計期間：2018.2.16 〜 2018.3.5

ランキング アプリ 週間アクティブユーザー浸透率

１ 蛍石雲ビデオ 0.2403%

２ 360 スマートカメラ 0.0416%

３ 小蟻カメラ 0.0363%

４ 楽橙 0.0284%

５ 愛耳目家庭カメラ 0.0008%

― 米家（小米） 0.9183%
データ説明：週間アクティブユーザー浸透率 = アプリの週間アクティブユーザー数 / 中国市場全体の週間アクティブユーザー数
データ統計期間：2018.2.16 〜 2018.3.5
小米の米家アプリには、小米傘下のその他のスマートハードウェア管理および電子商取引といった機能も含まれているため、ラ
ンクはつけられていない。

表5-11　音声アシスタント/スマートスピーカーアプリ TOP328）

表5-12　スマートカメラアプリ TOP529）

28）Android アプリの統計に基づく。
29）Android アプリの統計に基づく。
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３、スマートホームプラットフォーム
上述した２種類のスマートホーム製品の他にも、

スマートセットトップボックス、スマートルータ、
スマート空気清浄機といった商品が売り出されて
いる。これに対応する形で、インターネット企業
も伝統的な家電メーカーも、それぞれ独自のスマー
トホームプラットフォームを打ち出している。

スマートホームプラットフォームアプリのラン
キングから見ると、インターネット企業が今のと
ころはリードしているようだ。中でも米家は、そ
の他のアプリと比べても優位性がはっきりとして
いる。伝統的な家電メーカー陣営において、目立っ
た業績を収めているのは美的（Midea）と海爾（ハ
イアール）だ。現在、美的傘下の美居アプリは第
５位、ハイアール傘下のハイアール好空気とハイ
アール優家はそれぞれ６位、９位につけている。
しかし、インターネット企業と伝統的家電メーカー
にとって、スマートホームの戦いの核心は、機先
を制して入り口をつかむことであり、一部が中核
技術を自社開発しているのを除いては、人工知能
技術（特に音声技術）の研究を専門とする科大訊
飛や思必馳といった企業が、各種スマートホーム

製品向けに技術面のサポートを提供している。

5.7.3・代表的な企業
スマートホームソリューションのプロバイダは

非常に多く、伝統的家電メーカー、スマートハー
ドウェアメーカー、インターネット電子商取引企
業および革新的企業などに分けることができる。
これらの企業の事業展開はそれぞれ異なる。ハイ
アールや美的はスマートホーム端末に重点を置い
ており、小米は開発者向けにオープンなハード
ウェアインターフェイスを提供することを重視し
ている。ファーウェイはソフト・ハードウェアが
一体化したビル用のソリューションの提供に取り
組んでおり、京東はアセットライト、インターネッ
ト化の運営モデルを通じて、同社のオンラインプ
ラットフォームとサプライチェーンに協力パート
ナーを誘致している。国安瑞はデータマイニング
を通じて、操作端末のハードウェア、システムス
マートクラウドプラットフォーム、建築スマート
デバイスをカバーする閉ループソリューションを
提供している。

ランキング アプリ 週間アクティブユーザー浸透率

１ 米家 0.9183%

２ 360 智能管家 0.0135%

３ ファーウェイスマートホーム・スマホ版 0.0117%

４ 阿里（アリババ）智能 0.0075%

５ 美居（美的） 0.0048%

６ ハイアール好空気 0.0037%

７ 智能場景（レノボ） 0.0025%

８ 京東微聯 0.0020%

９ ハイアール優家 0.0016%

10 小 K 智能 0.0010%

データ説明： 週間アクティブユーザー浸透率 = アプリの週間アクティブユーザー数 / 中国市場全体の週間アクティブユーザー数
データ統計期間：2018.2.16 〜 2018.3.5

製品 主な機能 代表的な企業

スマートホーム
リモートコントロール、ネットワーク通信、盗難防止アラームなどの
通信機能を実現する家庭用スマートハードウェアとデバイス。

小米、ハイアール、美的

スマートホーム管理
大量のモバイルインターネットアプリケーションを搭載し、住居環境
をインテリジェント化する。

ファーウェイ、京東、国安瑞

表5-13　スマートホームプラットフォームアプリ TOP1030）

表5-14　スマートホームの主な製品および代表的な企業

30）Android アプリの統計に基づく。
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5.8 スマートロボット
スマートロボットとは、様々なレベルの人間に

似た知能を持ち，「感知-意思決定-行動-フィー
ドバック」という閉ループの作業を行うことがで
き、人間の生産活動に協力し、生活サービスを提
供し、自動的に作業を実行できる各種の機器・装
置を指し、主に産業用スマートロボット、スマー
トサービスロボット、スマート特種ロボットに分
けられる。

5.8.1・中核技術
スマートロボットの中核技術の重点は、スマー

トな感知、スマートな認知、そしてマルチモーダ
ル・マンマシンインタラクション分野にある。ま
た、応用分野の違いによって、スマートロボット
には各業界の典型的な特徴を持つキーテクノロ
ジーが搭載されている。産業用スマートロボット
は、センシング技術とコンピュータビジョン技術
を駆使し、触覚と簡単な視覚システムを持つ。さ
らにマンマシン協力、マルチモードネットワーク
インタラクション、自主プログラミングなどの技
術を用いることで、自己適応、自己学習の機能を
付加し、産業用ロボットにポジショニング、検査、
認識といったより複雑な仕事を任せることができ
るようになる。人間にとっては危険な作業環境、
あるいは人間の視覚では要求を満たすのが難しい
場合、ロボットが人に代わって作業を行うことが
可能だ。スマート家庭用サービスロボットは、モ
バイル測位技術とスマートインタラクティブ技術
を駆使し、サービス範囲の全面的なカバー、家庭
向けの見守り機能を実現した。スマート医療サー
ビスロボットは、介入知覚モデリング、マイクロ
ナノ技術、バイオメカトロニクスの研究に重点を
置き、手術の精度を向上し、患者の回復を早める
ことを目標としている。スマート公共サービスロ
ボットは、知的感知・認知技術、マルチモーダル・
マンマシンインタラクション技術、機械制御とモ
バイル測位技術などを重点的に活用し、応用シー
ンの標準化機能を実現している。スマート特種ロ
ボットはバイオニック材料・構造、複雑な環境に
おける動的制御、マイクロナノシステムといった
最先端技術を駆使し、ハイリスクな環境や特種な
状況における作業を人間に代わって行う。

5.8.2・主な製品
産業用スマートロボット分野では、柔軟な生産

モデルへのモデルチェンジに伴い、感知・計画・

学習能力を持つスマート位置決めロボットとス
マート検査ロボットが出現した。スマート位置決
めロボットは、コンピュータビジョンを通じてマ
ニピュレータを誘導し、正確な位置決めとモー
ションコントロールを行う。これにより、加工品
をつかみ取ったり、配置したりという操作を行う
と同時に、溶接、研磨、スプレー、シェル形成と
いった複数の作業を行うことができる。スマート
検査ロボットは、生産効率と生産の自動化レベル
を大きく引き上げることが可能だ。一方、スマー
トサービスロボットの分野では、家庭用の様々な
家電のスマート化ニーズの高まりに伴い、掃除ロ
ボット、窓ふきロボットなどのスマート家事ロ
ボットが大量に出現した。世界的な高齢化に伴い、
見守り系ロボットへのニーズも徐々に成熟しつつ
ある。スマート医療サービスロボットは、医療ソ
リューションの効率化と正確性を促進した。ス
マート特種ロボット分野では、人間の作業環境お
よび探索環境の限界は絶えず更新されており、危
険性が高い環境や不確定要素のある環境での作業
難度を下げるため、スマート軍事用ロボット、緊
急救助ロボット、消防ロボットなどが徐々に人間
に代わって危険な環境や特殊な状況での仕事を
行っている。ドローンは、警察、都市管理、農業、
地質、気象、電力、レスキュー・災害救援、ビデ
オ撮影などの分野で幅広く応用されており、リア
ルタイムの監視や調査評価などを行っている。

人工知能ロボットがますます多くのシーンで応
用されるようになるにつれ、同分野の製品も日増
しに豊富になりつつある。中でも、子供向けの教
育/見守りロボットやレストラン、ホテル、銀行
などで使われるロボットは今、ちょっとしたブー
ムになりつつある。この分野の企業としては、ロ
ボット関係のスタートアップ企業、伝統的なロ
ボットメーカー、ITインターネット企業の３種
類が挙げられ、それぞれ異なる分野を重点として
いる。ロボット系スタートアップ企業は主に、パー
ソナルロボット（スマートスピーカー、掃除ロボッ
ト、子供用の教育/見守りロボットなど）に重点
を置いており、消費者市場ユーザーをターゲット
としている。伝統的なロボットメーカーは、人工
知能による自社の既存製品/技術の改造に重点を
置いており、その応用シーンも多くがビジネス向
けおよび工業生産向けだ。ITインターネット企
業（主に電子商取引企業）は、人工知能ロボット
を通して自社の業務効率を高めることを目指して
いる。
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図5-4　ロボットの分類

産業
チェーン

段階

細分化
された
段階

国外企業 国内企業 世界における発展の現状
中国における発展の現状と、

世界との差

コア
部品

減速機

RV減速機：ナブテ
スコ
高調波減速機：ハー
モニック
その他：Spinea、住
友 重 機 械 工 業、ZF
フリードリヒスハー
フェンなど

RV減速機：南通振康、
浙江恒豊泰、秦川機床
高調波減速機：蘇州绿

的、中技克美、北京伝動
その他：華恒焊接、山
東帥客など

価格が非常に高い。産業用ロ
ボットのコストに占める割合が
最も高く、34%に達する。
市場は日本企業2社によって独
占されている。世界の減速機市
場 の75%が ナ ブ テ ス コ（ 約
60%） と ハ ー モ ニ ッ ク（ 約
15%）によって占められている。

技術：減速機のギア材料の熱
処理技術がまだ把握できてい
ない
RV減速機：寿命、精度が比較
的劣る
高調波減速機：製品の入力回
転速度、トルクの高さ、駆動
精度、効率、使用寿命などが
比較的劣る

サーボ
モーター

ボッシュ・レックスロス、
安川電機、パナソニッ
ク、B&R、KEABA、
ベッコフ、ファナック、
三洋、三菱、シーメン
スなど

匯川技術、広州数控、
南京埃斯頓、華中数控、
新時達、英威騰、清能
徳創など

欧米の製品：過負荷能力に優
れ、動的応答が良く、駆動装
置の開放性が高い。バスイン
ターフェイスを持つ。一方で
価格が高い。
日本製品：品質が比較的信頼
でき、相対的に見ると価格も
安い。しかし、動的応答能力
と開放性は劣る。

国内製品の動的性能、開放性、
信頼性については、今後の検
証が待たれる

コント
ローラー

ファナック、パナソ
ニック、三菱、ナチ
不二越、安川電機、
B&R、KEABA、クー
カ、ABBなど

深セン固高、南京埃斯
頓、広州数控、衆為星、
華中数控、瀋陽新松、
慈星股フェン、新時達
など

価格が相対的に安い。産業用
ロボットのコストに占める割
合は比較的少ない。

モーションコントロールカード：深
セン固高はすでに比較成熟し
た製品を開発しているが、産
業化されたケースは比較的少
ない
PLCコントロールカード：ま
だ成熟した製品が開発されて
いない

表5-15　ロボット産業チェーンの各段階における発展の現状を国内外で比較
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5.8.3・代表的な企業
産業用スマートロボット分野では、日本のファ

ナックと安川電機、ドイツのクーカ、スイスの
ABB、イタリアのCOMAUが仕分けと組立能力
を持つ産業用スマートロボットに重点を置いてい
る。英国のMeta、ドイツのScansonic、日本の安
川電機は、レーザービジョン溶接シームトラッキ
ングシステムに焦点を当てている。中国企業の新
松は、自動組立と生産ライン検査、物流と倉庫保
管自動化設備を提供している。雲南昆船はタバコ
産業向けサービスに重点を置いており、北京機科

は主に紙幣印刷・貨幣製造、タイヤおよび軍需産
業分野での応用が多い。スマートサービスロボッ
ト分野では、米国のiRobot、中国の科沃斯、米国
のIntuitiveSurgica、イスラエルのRewalk、オラ
ンダのHot-Cheersがそれぞれ掃除、手術、リハ
ビリ、仕分けなど細分化された分野に取り組んで
いる。スマート特種ロボットの分野では、ボスト
ンダイナミクスが油圧駆動のコア技術を持つ４足
歩行ロボット「ビッグドッグ」の開発により、技
術的障壁を築き上げている。中国では、DJIの国
内における消費級ドローン分野のシェアが70％

製品 主な機能 代表的な企業

産業用
ロボット

位置決め
ロボット

コンピュータビジョンシステムによって双眼カメ
ラを結び付け、マニピュレータを誘導して正確な
位置決めとモーションコントロールを行う。

ABB、安川電機、ファナック、クーカ、新松、
COMAU、ボッシュ

検査ロボット
生産ライン上の製品に品質問題がないかどうか検
査する。

新松、昆船

サービス
ロボット

家庭用ロボット
家事のサポート、家庭における特定のニーズに応
える。

科沃斯、美的、ハイアール、小魚在家、エレク
トロラックス、フィリップス

子供向け教育 /
見守りロボット

児童を見守り、年齢に合わせた教育コンテンツを
提供する。

UBTECH、 猟 豹、 能 力 風 暴、 金 剛 蟻、
ROBOO、康力優藍、寒武紀、Gowild、巴巴騰、
阿凡達

エンターテイメント
ロボット

エンターテイメント関連のコンテンツを提供。 UBTECH、Gowild、巴巴騰

障がい者援助
ロボット

障がい者の活動を援助。 達闊科技、Fourier Intelligence

表5-16　スマートロボットの主な製品および代表的な企業

産業
チェーン

段階

細分化
された
段階

国外企業 国内企業 世界における発展の現状
中国における発展の現状と、

世界との差

産業用ロボット

ファナック、クーカ、
ABB、 安 川 電 機、
OTC、パナソニック、
川崎重工、ナチ不二
越、韓国ヒュンダイ、
ラ イ ス、COMAU、
DURR、GLOOS、
IGM、DEMATIC、
アイゼンマンなど

瀋陽新松、広州数控、
南京埃斯頓、安徽埃夫
特、蘇州鉑電、上海沃迪、
東莞啓帆、広東拓斯達、
巨輪股フェン、遠控股
フェン、新時達、博実
自動化など

四大家族が世界市場を主導
革新能力：自主革新
製品販売台数：大手企業の年
販売台数は約4,000台
製品の信頼性：平均故障間隔
は50,000〜80,000時間
製品精度：溶接の重複精度は
0.01mm
最大負荷：2トン

革新能力：他社の追跡、模仿　
製品販売台数：大手企業の年
販売台数は約500台
製品の信頼性：平均故障間隔
はわずか8,000時間
製品精度：溶接の重複精度は
0.15mm
最大負荷：400キログラム

サービスロボット
i-ROBOT、EndoVia
など

蘇州科沃斯、深セン銀
星科技、天津納恩博、
北京利而浦電器、深セ
ン楽行天下など

家庭用掃除機ロボットはすで
に産業化
革新能力：自主革新
製品販売台数：i-ROBOTの年
販売台数は50万台

革新能力：他社の追跡、模仿
製品販売台数：一部の分野で
は国内企業が優位に立ってい
る。科沃斯、銀星の年販売台
数は約100万台
製品の不足点：ブランド、外見、
質感などの面で国外製品と差
がある

特種ロボット

イン テュイティヴ・
サージカル、Aesop、
ComputerMotion、
グーグル（ボストンダイ
ナミクス）、アマゾン

深センDJI、北京博創興
盛、北京天智航など

医療用外科ロボットは既に商
用化されている
革新能力：自主革新

革新能力：優位性を持つ分野
は自主革新
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に達し、推定価格約百億ドルのユニコーン企業と
なった31）。米国のHoweand Howe Techonologies
は消防ロボットを主に生産しており、緊急時の救
援に応用されている。

5.9 スマートビジネス
機械学習、計画の最適化、ゲーム理論など複数

の学科の技術・知識を総合的に運用することで、
ビジネスインテリジェンスはデータから徐々に意
思決定の実現に至り、業務中の様々な問題をス
マートかつ自動的に解決し、企業の経営コスト削
減、運営効率向上、利益の増加を実現している。
プレジションマーケティングは、データ分析に基
づく定量化プロセスで、ユーザーの行為と嗜好を
正確に判断・分析することによって、顧客向けに
カスタマイズされたマーケティングを提供する
サービスである。本物の顧客志向によって、マー
ケティングのコンバージョン率を引き上げ、売上
規模を拡大することができる。杉数科技などのビ
ジネス・インテリジェンス企業は、営業およびマー
ケティングのビジネスニーズや商品のこれまでの
売上データなどを総合的に考慮し、またユーザー
行為のデータ分析を組み合わせることによって、
共同価格設定を行う製品群を構築する。その後、
共同価格設定を行う製品群に基づき、同業者の状
況や季節性、イベント、代替品や補完品の有無と
いった要素の影響を総合的に考慮して、需要関数
モデルを割り出す。さらに、この関数形式の下で、
複数のSKU共同価格設定ソリューションを打ち
出し、電子商取引の全面的な売上利益の最大化を
実現する。明略数据、第四範式などの企業はいず
れも自社の得意とする技術を駆使して銀行、保険、
証券会社、ファンドといった金融機関向けにビッ
グデータ管理プラットフォームの計画・構築をサ

ポートしているほか、AI技術を組み合わせて、
顧客のためにより更効率的なリアルタイムのリス
ク分析、詐欺防止・管理システムを構築している。

5.9.1・エキスパートシステム
エキスパートシステムは1980年代以降、工業、

農業、商業、金融、科学技術、教育、サービス業
などの分野で幅広く応用されてきた。農業のエキ
スパートシステムを例にとると、中国では様々な
種類の農業エキスパートシステムの研究、開発お
よび普及が進められてきた。例えば、作物の害虫
予測エキスパートシステム、農作業制度エキス
パートシステム、トウモロコシの冷害防止エキス
パートシステム、カイコの品種改良エキスパート
システム、小麦エキスパートシステムなどである。

1990年代以降、中国の農業エキスパートシス
テムは急速に発展し、今や農業情報技術の突破口
となった。国家自然科学基金委員会、科学技術部、
農業部のほか、多くの省級部門が関連の難関に向
けた課題を設定した。863計画（国家ハイテク研
究発展計画）のプロジェクトでは、農業エキスパー
トシステムを含むインテリジェントな農業情報技
術が国家重点課題に指定され、中国の農業エキス
パートシステムの研究開発に向けた戦略プラット
フォームが打ち立てられ、農業エキスパートシス
テムのさらなる開発を積極的に促進した。21世
紀に入ると、農業エキスパートシステムの開発ス
ピードは日増しに加速していき、数が増えただけ
でなく、関連する分野もより全面的になり、より
深く、幅広い開発が行われるようになり、農業エ
キスパートシステムの広範囲な普及・応用に向け
た道が整えられた。小麦栽培・管理の農業エキス
パートシステム、高収穫量のイネ栽培のエキス
パート意思決定システム、トマトの栽培管理エキ

製品 主な機能 代表的な企業

サービス
ロボット

医療
ロボット

正確な診断ツールおよび治療のサポート。 インテュイティヴ・サージカル、天智航、妙手

フィールド
ロボット

標準化された命令の実行。飲食 / ホテル業界にお
ける輸送ロボット、ガイド / ショッピング案内ロ
ボットなど。

アマゾン、新松、UBTECH、猟豹、康力優藍、
寒武紀、穿山甲機器人

特種
ロボット

ドローン 広面積の巡回検査、監視と調査評価を実施。
DJI、小米、HUBSAN、数字鷹、零度、昊翔、
基石

軍事用
ロボット

偵察・監視のサポートや特殊なタスクを実行。 ボストンダイナミクス、新松、迪馬股フェン

救援
ロボット

人間に代わって危険な環境におけるタスクを実行。 新松、華狮智能、魯班機械

31）ドローンの問題：爆発事故多発、DJI は市場と安全のバランスをいかにとるのか？　2016 年７月 17 日
　　http：//www.donews.com/it/201607/2934487.shtm。
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スパートシステム、温室トマトの害虫・要素欠損
の診断と防止システムといった、農業エキスパー
トシステムの開発は、農業科学技術成果の転化を
促し、高収穫量、高品質で、効率的な農業の発展
に向け大きな貢献を果たした。

5.9.2・スマートレコメンド
レコメンダシステムに対する人工知能の影響は

非常に大きい。「非スマート」の時代、レコメン
ドは主にプロの編集あるいは直感によって導き出
された簡単なモデルあるいはアルゴリズムに頼っ
ていた。ディープラーニングモデルの応用により、
いくつかの既知の問題における推薦効率が向上し
た。今や、情報系、エンターテイメント系、電子
商取引系などほぼすべてのインターネットアプリ
ケーションにとって人工知能のサポートが欠かせ
ないものとなっており、人工知能によるレコメン
ダシステムはすでにインターネットサービスに
とっての核心的な存在になっているとも言える。

中でも情報系アプリは近年、人工知能から最も
多くの利益を得たモバイルインターネットアプリ
と言えるだろう。今日頭条、天天快報、趣頭条な
ど、レコメンドアルゴリズムによってパーソナラ
イズされたニュース・情報を配信するアプリは、
編集者によって審査されるポータルニュースアプ
リの人気を急速に上回った。これにより、ポータ
ルサイト側も製品の見直しを迫られ、カスタマイ

ズ化に向けた改革を行った。ニュース・情報系ア
プリランキングを見ると、トップ５はすでにパー
ソナライズされた情報配信アプリによって占めら
れていることが分かる。

このほか、ショートムービーも近年、レコメン
ドアルゴリズムによって大きく発展した。快手、
今日頭条の傘下の西瓜ビデオ、Tik Tokなどの
ショームービーアプリは最近激しい競争を繰り広
げており、将来的にレコメンドアルゴリズムを熟
知する大手企業が、より一層激しい戦いを繰り広
げることになるかもしれない。

32）Android アプリの統計に基づく。

図5-5　各分野におけるレコメンダシステムの応用

ランキング アプリ
週間アクティブ
ユーザー浸透率

利用者一人当たりの
週間平均起動回数

１ 今日頭条 17.8068% 156.8

２ テンセント新聞 13.1465% 172.1

３ 今日頭条　極速版 7.1569% 157.2

４ 天天快報 4.9384% 201.4

５ 趣頭条 2.1393% 159.8

６ 新浪新聞 1.2589% 30.1

７ 鳳凰新聞 1.1605% 67.9

８ 網易新聞 1.0765% 32.4

９ 一点資訊 1.0526% 68.0

10 捜狐新聞 0.9883% 23.8
データ説明： 週間アクティブユーザー浸透率 = アプリの週間アクティブユーザー数 / 中国市場全体の週間アクティブユーザー数
データ統計期間：2018.2.16 〜 2018.3.5

表5-17　ニュース・情報系アプリ TOP1032）
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人工知能技術は現在、政策、資本面のサポート
を受けて日増しに成熟しつつあり、それぞれの垂
直分野における応用も全面的に進められている。
ロボットやスマートホームはインターネット企業
や伝統的な企業から大いに注目されており、モバ
イルインターネットサービスも人工知能アルゴリ
ズムの応用によって、ますます効率的になってい
る。各分野では、それぞれ中核的な企業が出現し
つつある。人工知能の各分野に全面的に進出して
いる BAT（百度、アリババ、テンセント）、音声
分野を手掛ける科大訊飛、視覚分野を手掛ける商
湯科技、ロボット分野を手掛ける UBTECH など
だ。アルゴリズムがますます進化し、インフラが
完備されるに伴い、さらに多くの分野で人工知能
が応用され、「スマート」な生活がますます近づ
いて来ると予想される。

6.1 技術の趨勢
人工知能の短期開発は、アプリケーション開発

に焦点を当て、長期開発は技術研究に力を入れて
いる。現段階で比較的成熟した技術に基づき、段
階的製品を開発すれば、開発周期が比較的短く、
技術革新も簡単になる。その他の分野に依存する
技術革新は、知力や資金などの長期的な資源投入
が必要だ。現在、視覚・音声認識の精度はすでに
95％を上回っており、インターネットの発展に
よって蓄積された膨大なデータは、今ある技術的
要件を満たすことが可能だ。クラウドコンピュー
ティングと大規模 GPU 並列計算を使ったソ
リューションは、すでに比較的成熟している。

6.1.1・AI チップが非カスタムからカスタムへ
人工知能が新たな計算革命を起こし、伝統的な

計算アーキテクチャでは、ディープラーニングの

人工知能の発展趨勢第６章

図6-1　人工知能の価値曲線
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トフォームをめぐる人工知能のスーパーエコシス
テムを構築し、技術とアプリケーションの更なる
統合を進めていくとみられる。人工知能のスー
パーエコシステムがあれば、テクノロジー企業は
各業界ユーザーの商用モデルをより便利に最適化
し、より良い計画とアドバイスを提起することが
できる。

6.2 産業の趨勢
人工知能は社会生産力を高めると同時に、各業

界の業務方式にも複雑な影響を及ぼしている。先
進的な生産ツールは、一部の職業により多くのサ
ポートをもたらしており、作業員が単位時間内に
より多くの作業を完成できるようサポートしてい
る。想像力にあふれる新しい仕事の形態が生まれ、
人類の潜在能力がより一層花開いた。一方で、人
工知能は今後、境界がはっきりした分野での実用
化が徐々に進み、人間により多くの余暇を与える
と同時に、人間に代わって昼夜を問わず働き続け
ることになる。国家レベルで人工知能の発展に有
利な産業政策を積極的に制定し、学校教育の方向
性を定め、失業者への福祉保障を提供する必要が
ある。国家、企業、学校などの公共機関は協力し
合い、技術の進歩に伴って社会資源分布のアンバ
ランスが拡大しないようにすべきだ。

6.2.1・人工知能市場は、爆発的な成長の勢いを維
持

世界は現在、科学技術と産業が強く結合し、
重ね合わさるという新たな変革を迎えている。
革新はすでに、単一分野における散発的な革新
から、分野の枠を超えた集団的な革新へと変化
し、また単一的な製品の革新から集大成のシス
テム革新へと変化し、情報、生命、材料、製造、
エネルギーなどの分野で重要な飛躍が相次いで
起きている。中でも人工知能は際立って優れた
業績を上げ、科学技術変革を推進する新たなエ
ンジンとなった。マイクロソフト、グーグル、フェ
イスブックおよび百度、アリババ、テンセント
などを代表とする国内外のテクノロジー大手は
相次いで人工知能業務を展開し、各種資本も競っ
て人工知能のスタートアップチームに投資した。
技術の進歩、資本の投入に後押しされ、中国の
人工知能市場は今後３年間は爆発的な成長を維
持するとみられ、2020年には市場規模が710億元
に達すると予想される。

大規模並列計算のニーズを満たせなくなった。現
在使用されている GPU、FPGA はいずれも AI
カスタムチップではなく、ある程度の限定性が存
在する。グーグルはすでに、より複雑で強大な機
械学習モデル向けの新型プロセッサ（TPU）を
開発した。インテルは FPGA メーカーの Altera
を167億ドルで買収した後、人工知能時代のカス
タマイズされた計算に適応するため、CPU ＋
FPGA の異種ソリューションを研究している。

6.1.2・人工知能が特化型人工知能から汎用人工知
能にアップグレード

汎用人工知能（Artificial General Intelligence，
AGI）は、一般的な知的行動の能力を持ち、人工
知能と意識、感性、知識、自覚といった人類の特
徴を結び付けることができ、タスク処理の適用性
の向上および機器の自己認識の矯正が可能といっ
た特徴をもつ。汎用人工知能は、様々な種類のタ
スクを処理したり、予想外の状況に適応する能力
を持つ。その実質的な進展は、インテリジェント
革命の真の意味での幕開けを意味し、既存の物理
および情報世界と深く融合し、社会経済発展の各
方面に深刻な影響を与えることになるだろう。

6.1.3・大手企業が軒並みスーパーエコシステムを
構築

人工知能スタートアップ企業の Open AI は
2015年12月、その研究成果である OpenAI Gym
をオープンソース化し、世界のテクノロジー大手
によるディープラーニング・プラットフォームの
オープン化の幕が開いた。これに続いて、グーグ
ルとフェイスブックがそれぞれディープラーニン
グプラットフォームの TensorFlow と Torchnet
を全面的にオープンソース化した。マイクロソフ
トは CNTK をオープンソース化した。DeepMind
はディープラーニングトレーニングプラット
フォームの Labyrinth をオープンソース化し、
DeepMind Lab と改名した。中国の百度は傘下の
デ ィ ー プ ラ ー ニ ン グ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム
PaddlePaddle を公開し、テンセントはワンストッ
プ式のディープラーニングプラットフォーム
DI-X などを公開した。ディープラーニングプラッ
トフォームのオープンソース化は、潜在的なユー
ザーをプラットフォームに引き寄せ、アプリケー
ションの可能性を高め、ディープラーニング分野
の革新を継続することができる。一方で、各テク
ノロジー企業は、将来的に、オープンソースプラッ



98 中国における人工知能研究開発の現状と動向

第６章　人工知能の発展趨勢

6.2.2・中国が世界の人工知能発展の推進者に
人工知能はすでに世界の各主要科学技術強国か

ら幅広く注目されるようになり、国家間の科学技
術競争の重要な焦点となった。EU の「ヒューマ
ン・ブレイン・プロジェクト」、日本の「AIP プ
ロジェクト（人工知能／ビッグデータ／ IoT ／
サイバーセキュリティ統合プロジェクト）」およ
び米国の「国家人工知能研究開発戦略計画」など
はいずれも、人工知能を国家戦略レベルに格上げ
したものだ。現在、実力ある数多くのテクノロジー
企業と、資源と人材が豊富な大学・研究機関を有
する米国は依然として、世界の人工知能の発展を
主導している。一方の中国では、2016年に人工
知能の発展を国家戦略に定めて以来、多くの企業、
大学および研究機構が絶えず人工知能技術および
アプリケーションの開発への投資を強めてきた。
また、世界の人工知能産業との協力・競争にも積
極的に参加し、大きな進歩を果たし、今や世界の
人工知能発展を推進する重要な力となっている。

6.2.3・チップ /ロボット /スマートドライビング
などの分野が焦点に

人工知能は今や、単純なデータ取得によって技
術向上と応用普及を実現する発展段階を過ぎた。
伝統的なアプリケーション・プログラミング・インターフェイ
ス（Application Programming Interface，API）の
開放と積木式の革新では人工知能の技術発展の
ニーズを満たせなくなったのだ。データとアプリ
ケーションの反復式上昇が、人工知能の飛躍的な
発展を推進するだろう。次なる段階では、スマー
トチップ、スマートロボット、スマートドライビ
ングなどの産業が他に先駆けて実用化されるとみ
られる。スマートチップは現在の CPU ＋ GPU お
よび CPU ＋ FPGA 異種モデルから、新型 AI 専用
チップおよび量子チップへと変化し、既存のチッ
プ産業の構造を覆すだろう。スマートロボットは
これから、ますます多くの特定シーンにおいて応
用されるようになり、複数のシーンに対応できる
汎用ロボットも使用されるようになるだろう。ス
マートドライビングはテクノロジー企業の競争の
中心となり、ほとんどの車両にレベル２〜３（一
部分の自動化と条件付き自動運転）、あるいは、レ
ベル４〜５（高度な自動化と完全な自動運転）の
運転能力が備わることだろう。

6.2.4・「プラットフォーム＋シーン応用」の新モ
デルが登場へ

既存の人工知能技術は主にサービスプロバイダ
向けにソリューションを提供することに焦点を当
てており、直接消費者を対象にした製品は比較的
少ない。今後、人工知能産業の発展および市場化
メカニズムの成熟化に伴い、プラットフォーム化
の趨勢がより一層際立ち、若干の主力プラット
フォーム＋幅広いシーン応用という競争構造が生
まれ、より多くの新たなビジネスモデルが誕生す
ると予想される。人工知能は今後、応用シーンを
インターフェイスとし、全産業チェーンをカバー
するビジネスモデルを構築し、複雑で変化に富む
ユーザーのニーズを満たしていく。一方で、新型
チップ、モバイルスマートデバイス、大型サーバ、
自動運転車、ロボットなどの分野の企業もアプリ
ケーション環境を結び付け、効率的で低コストな
システムソリューションを提供し、インフラプロ
バイダから応用サービスプロバイダへと転換する
事が可能だ。

6.2.5・テクノロジー大手は引き続きスタートアッ
プ企業からの挑戦を受け続ける

現在、世界の人工知能産業の発展は、実質的に
は少数のテクノロジー大手企業によって主導され
ている。中国の BAT（百度、アリババ、テンセ
ント）、および国外の FAMGA（フェイスブック、
アマゾン、マイクロソフト、グーグル、アップル）
などだ。強大な技術力と資本独占能力を持つこれ
らのテクノロジー大手は、現在の世界の人工知能
発展の最先端を代表している。全世界にはこのほ
か、千余りの人工知能スタートアップ企業が存在
し、半数以上が投資機関の支持を得ている。国別
にみると、数が多いのは米国と中国である。短期
的には、テクノロジー大手は人工知能分野に駒を
進めているが、ほとんどは自社の関連業務向けの
サービスである。スタートアップ企業は往々にし
て、より細分化された分野に目を向けているため、
比較優位性を持つ。大きな規模を持つ専門化・細
分化された市場においては、スタートアップ企業
はより簡単に頭角を現し、テクノロジー大手に大
きな挑戦を突きつけることになるだろう。
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