
■天使と悪魔■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 113 号 

 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. トピックス： 天使と悪魔 

 

14歳の若者が将棋界の歴史を書き換えようとしている･･･そんな話題で持ちきりの将棋界だが、僕は昨夜のNHK

スペシャル「人工知能 天使か悪魔か 2017」を見て、人間対 AI の将棋対決にすっかり魅了されてしまった。今

年春、将棋界の最高位・佐藤天彦名人と最強の人工知能「POTENZA」が激突する電王戦２番勝負が行われたの

だが、人工知能の前に、まさにもがき苦しみのたうち回る佐藤名人の姿に「神にもてあそばれる人間」を見てし

まった。この AI が 700 万回の棋譜を学び記憶しているということは、1 日 10 回の対戦で年 3650 回分の経験を

する人間に例えれば、2000 年分の経験を学んだことになる。これはどんなに優秀な人間だろうと到底対抗でき

る数字ではない。しかも AI の方はまだほんの序の口で、今後さらに自己対戦しながら学習し成長していくとい

う。 

 

 人間の知性を越える人工知能は、すでに現実社会への進出を果たしている。名古屋のタクシー会社では、携帯

通話の GPS 位置情報と顧客の乗降履歴情報を解析して客がいる場所を指示する人工知能を導入し、乗車客数を

大きく伸ばしているし、株式の取引は今やその大部分を AI が担い、人間はそれを眺めているだけだ。人工知能

が、人間を評価するという事態も起きており、シンガポールのバス会社では、事故を起こす危険性の高い運転手

を人工知能が見つけ出し、アメリカでは、過去の膨大な裁判記録を学んだ人工知能が、被告の再犯リスクを予測

し、刑期の決定などに関わっているという。日本のある企業でも、退職の予兆がある人を、人工知能が事前に察

知し、重点的にケアすることで退職率を下げているという。AI が人間の仕事を奪うというが、だとすれば、それ

はかなり知的な業域で、経験や勘によるところが多い目利きや職人の分野だといえよう。 

 

この番組の見どころは、羽生善治氏が取材に同行し様々な解説を加えてくれるところだ。彼自身、今回の対局を



見て、AI に対する見方が一変したという。これまで囲碁やチェスなど様々なゲームにおいて人間は AI に敗北を

続け、将棋が最後に残されたのは「取られた駒が生き返る」という特殊性だと言われてきたが、AI の進化はすで

にそれを乗り越えている。それでも「棋譜の美しさや意外性は人間が優れている」というこれまでの自論を、今

回羽生氏は「すべての点において AI が上回ると言わざるを得ない」と言う。まず、いきなり「金」を動かす初

手で度肝を抜かれたという。映像でも、対局する佐藤名人が、身もだえしながら悩んでいる。そして勝負を決め

た終盤の一手は、一見相手に有利な上「歩」を献上するような「凡手」に見えるのだが、ペースを乱された佐藤

名人が瓦解し投了に至る様はちょっとした地獄絵だ。 

 

だが一方で、こうした AI の差し手を見て「学ぶべきところが多い」と語る羽生氏にも驚かされる。完膚なきま

でに叩きのめされた佐藤名人もまた、「またやってみたい」と言っている。海外では「AI に仕事を奪われる」と

いう議論が深刻化しているのに、日本ではそうした機運が高まらないのは、興味深い。先ほども述べたように、

何事も人間離れした領域にまで極めていくと、その人は神格化されていくことがしばしば起きる。ストイックな

イチローの姿を神格化するアメリカのファンたちがその一例だ。だからこそ、その神が堕落すると、人々の失望

も大きい。しかし、日本では「神」の概念が少し違うように思える。「神＝自然」であり、「神が正しいのは、そ

れが当然の結果だから」という感覚だ。だから、神がすごいのは当たり前で、それで人間が失望する必要はない。

人工知能がどんなに優秀でも、それに感嘆するのは初めの一瞬だけであり、いつも心に響くのは、それに立ち向

かう人間の姿だと僕は感じる。 

 

いよいよスタートした都議選では「安倍一強」という言葉がよく聞かれるが、実は「安倍」が強いのではなく、

もっと強い何か「神」を、安倍氏は上手に操っているように思える。戦争、福祉、女性、経済･･･これほど多岐に

わたる論点で一人を選ぶこと自体、民主主義などすでに幻想にも思える。「小池指示」「反小池」「是々非々」の 3

択･･･つまり「是々非々」が選択肢であること自体まるでおかしい。こんなことこそ、まさに AI の意見を聞いて

みたい。政治の神様、行政の神様が登場してもいいはずだと、僕は思う。神の力が、祈祷師のようなリーダーに

利用されるのは恐ろしいことだ。確かに AI は人間の仕事を奪っていくかもしれないが、もしもそれらが当然の

答えに導かれてのことならば、構わないと僕は思う。 

 

だが、羽生氏は AI の問題点も指摘する。それは、AI が答えを出すだけの「ブラックボックス」であること。将

棋の勝敗や、タクシーの乗客など結果が明確ならば AI の評価も簡単だが、評価の難しい複雑な課題や、失敗時

の影響を考えた時に、誰も説明できず責任も取れない。AI 将棋の開発者も「なぜ強いのか説明できない」と言っ

ており、これも「神」と言われる所以である。まさに「天使か悪魔か」の名の通り、恵みであると同時に災害も

もたらす「自然」もまた同じような顔を持つ。人間はまた一つ、怪物を生み出してしまったのかもしれない。で

も、これこそが人間が他の動物と違う点だと思う。この怪物と付き合うことにより、人間はまた次の進化を遂げ

るのかもしれない。 

 

 

http://nanoni.co.jp/20170625-2/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. 今週のお知らせ：房総・鉄道の旅 

 

先月から房総の御宿町にたびたびお邪魔していますが、今回はぶらり鉄道の旅をしたいと思います。 



行程は・・・・ 

▽06:42 発 

【長津田】|東急田園都市線急行|５・６番ホーム 押上[スカイツリー前]行| 

《直通》 

【渋谷】|東京メトロ半蔵門線|２番ホーム 押上[スカイツリー前]行|前から 3 両目| 

▼07:31 着【九段下】 

乗り換え① 

▽07:34 発|東京メトロ東西線|１番ホーム 津田沼行| 

《直通》【西船橋】|ＪＲ中央総武線地下鉄直通|５番ホーム 津田沼行|中方車両| 

▼08:21 着【津田沼】 

乗り換え② 

▽08:30 発|ＪＲ総武本線快速|君津行| 

《直通》【千葉】|ＪＲ内房線快速|４番ホーム 君津行| 

▼09:01 着【五井】 

乗り換え③ 

▽09:09 発|小湊鉄道|３・４番ホーム 上総中野行|(当駅始発)| 

▼10:20 着【上総中野】 

乗り換え④ 

▽10:43 発【上総中野】|いすみ鉄道|大原（千葉県）行|(当駅始発)| 

▼11:36 着【大原】 

乗り換え⑤ 

▽12:23 発|ＪＲ外房線|安房鴨川行| 

▼12:31 着【御宿】 

 

というわけで、同行希望の方、一緒に行きませんか？ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. まつむら塾 

 

■開催予定 講義＋演習 

・日程 7/13,27（第 2,4 木金曜日）19-21 時 笑恵館 

・その他会場募集 

まつむら塾を開催させてくださる会場を募集しています。会場提供者は、受講料免除といたします。 

 

■自習室 http://nanoni.co.jp/juku/ 

まつむら塾の講義内容を、自由に閲覧できるサイトです。 

 

■オンラインまつむら塾：まつむら塾の演習をオンラインで体験できます。 

・事業目的の作り方(公開中) 

 https://synapse.am/contents/monthly/m-juku01 

現在：RAM 会員 3 名、ROM 会員 0 名 (定員 30 名) 



・倒産覚悟の経営のススメ(公開中) 

https://synapse.am/contents/monthly/matsumuratakuya 

現在：会員 8 名 (定員 30 名) 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. 今後の予定：今週・来週以降 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）6/26 ○なのに作業日 青葉台で面談可 

（火）6/27 ○作業日 午後から笑恵館で面談可 

 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議 

（水）6/28 ●御宿訪問 

（木）6/29 ○作業日 都心方面で面談可 

（金）6/30 ○作業日 世田谷方面で面談可 

（土）7/01 ○作業日 午後から世田谷方面で面談可 

（日）7/02 ○作業日 

 

■その後のイベント 

7/05 10-13 時 ★御宿ネットワーク 総会（御宿） 

7/07 19-21 時 ★第 20 回 解決しゃべり会 

7/08 10-15 時 ★ニッチ大学③（さくまさんち） 

7/11 15-17 時 ★日本土地資源協会 経営会議 

7/11 17-19 時 ★笑恵館クラブ理事会 

7/13 18-21 時 ★まつむら塾（笑恵館） 

7/14 19-21 時 ★カプラー起業交流会(三茶) 

7/18 16-18 時 ★笑恵館を学ぼう 

7/18 18-20 時 ★笑恵館・持ち寄り食事会 

7/23 10-15 時 ★名栗の森オーナーシップクラブ 7 月例会 

7/25 17-19 時 ★笑恵館クラブ運営会議 

7/27 18-21 時 ★まつむら塾（笑恵館） 

 

相談のある人、一杯やりたい人、歓迎です。 

松村の予定はこちらで公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

5. アクセスポイント：問い合わせ先 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 



携 帯 090-9830-3669 taku8823@ezweb.ne.jp 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

    http://shokeikan.com/ 

 

 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe?u=800df08672d8b31689226516d&id=df33ae0ce9 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe?u=800df08672d8b31689226516d&id=df33ae0ce9

