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はじめに

本書を⼿にとっていただきありがとうございます。

本書は、AIを作りながらAIの基礎知識を習得するためのものです。読むだけではなく、ご⾃⾝で⼿を動かしていただ

くことによって、AIについてより深く理解できるようになっています。

「⼿を動かしてAIを作る」というとプログラミングの知識が必要だと思われるかもしれません。しかし、本書ではプ

ログラミングの知識を⼀切必要としません。プログラミングをする代わりに、AI構築アプリを使うことによって⼿軽

に学べるようになっています。もちろん、AIの基礎知識はしっかりと⾝につきますので、安⼼して取り組んでくださ

い。

本書で理解を深めたうえで、ご興味があればプログラミングを使った学習に進むのも良いでしょう。本書で専⾨的な

⽤語を理解できるようになった後に取り組めば、よりスムーズに学習できるはずです。

また、本書で得た知識をぜひ⽇頃の業務に役⽴てください。AIを業務にするヒントが得られるかもしれません。

本書で学習を終えると以下のことができるようになります。

�. 「AI」「機械学習」「深層学習」の違いを説明できるようになります。

�. 「特徴量」「⽬的変数」「モデル」などの⽤語の意味を説明できるようになります。

�. 「教師あり学習」「教師なし学習」「強化学習」について違いを説明できるようになります。

�. 「回帰」「分類」など、AIで解ける問題の種類について説明できるようになります。

�. AI構築アプリを利⽤して⾃分でAIモデルを作成できるようになります。

本書のゴールは、AIについての基本的な知識を習得し、業務にAIを活⽤する⽅法を考えられるようになることです。

学習を終えた後は、⽇頃の業務にAIを活⽤できないか、活⽤するとしたらどのような使い⽅ができるか、を考えてみ

ると良いでしょう。

本書の使い⽅

本書は、⾃由に配布していただいて構いません。本書を読み始める前に複数⼈で共有して、⼀緒に学習するとモチベ

ーションを維持しやすいでしょう。また、読み終わった後でも、ご友⼈やご家族にご紹介いただけますと幸いです。
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第1章 学習の準備

はじめに、AIについて本格的に学習する前に少し準備をしましょう。

本書では、オンラインで無償提供しているAI構築アプリ「AI-Plant Bamboo」を利⽤します。AI-Plant Bambooは、

以下のURLからご利⽤いただけます。

https://aiplant-bamboo.com

URLにアクセスできたら、次の⼿順で新規会員登録をしましょう。

1. 「新規登録はこちら」のボタンをクリック

以下の画⾯を参考に「新規登録はこちら」のボタンをクリックします。

新規会員登録には「2.メールアドレスで登録する⽅法」と「3.Googleアカウントで登録する⽅法」があります。

Googleアカウントをお持ちであれば「3.Googleアカウントで登録する⽅法」が便利です。ここでは、それぞれの⽅

法を順番にご紹介します。

https://aiplant-bamboo.com/
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2. メールアドレスで登録する⽅法

�. 「アカウントを作成」でメールアドレスを⼊⼒します。

�. 「利⽤規約に同意して送信する」をクリックします。
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�. ⼊⼒したメールアドレスにメールが届きます。

�. メールに記載されたURLをクリックして登録画⾯にアクセスします。
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�. 好きなユーザー名とパスワードを⼊⼒して「新規登録」のボタンをクリックすると登録が完了します。

3. Googleアカウントで登録する⽅法

�. 「アカウントを作成」の下部にある「Googleで新規登録」ボタンをクリックします。
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�. ログイン中のGoggleアカウントが複数ある場合は、利⽤するGoogleアカウントを選択します。

�. 会員登録が完了し⾃動的にトップページに移動します。

以上で学習の準備は完了です。それでは、AIについて学んでいきましょう。
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第2章 AIの基礎知識

1. 「AI」と「機械学習」「深層学習」の違い

まずは「AI」という⾔葉の定義について整理しましょう。AIは「Artificial Intelligence（⼈⼯知能）」の略称です。こ

れは「⼈間の知能を機械で再現しよう」という取り組みやそれに⽤いられる技術を指す⾔葉であり、明確な定義はあ

りません。そうした取り組みの1つとして「機械学習」があります。

「機械学習」とは総務省によれば「『データから規則性や判断基準を学習し、それに基づき未知のものを予測、判断

する技術』と⼈⼯知能に関わる分析技術」 (参考: https://www.soumu.go.jp/ict_skill/pdf/ict_skill_3_5.pdf)と定義されていま

す。

データからパターンを発⾒したり傾向を学習したりすることによって、まだ分からないことを予測する技術を機械学

習と呼んでいます。本書では、主に「機械学習」について学びます。

また、機械学習の⼀分野として「深層学習（ディープラーニング）」があります。深層学習とは、機械学習の中でも

特に「ディープニューラルネットワーク（DNN）」と呼ばれるアルゴリズムを⽤いるものです。⼈間の脳のニューロ

ンを模倣して作られており、画像認識や⾃然⾔語処理の分野で⽬覚ましい成果を上げています。注⽬の⾼さゆえに

「AI＝ディープラーニング」と思われている⽅も多いですが、深層学習も機械学習の⼀分野でしかありません。

「AI」と「機械学習」「深層学習（ディープラーニング）」の関係は、図のようになっています。この関係性につい

てはしっかり覚えておきましょう。
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2. データセットとモデル

機械学習では、データを使って未知のことを予測するために「モデル」と呼ばれるものを作成します。

たとえば、次のような例を考えてみましょう。

あなたはアイスクリーム店の店⻑です。「天気」「気温」「湿度」のデータを使って、今⽇のアイス

クリームの「売上」を予測したいと思っています。ここ数年間の「天気」「気温」「湿度」「売上」

のデータは既に集めてあります。このデータを使って今⽇の売上をコンピュータに予測させるにはど

うしたら良いでしょうか。 

この例では「天気」「気温」「湿度」から「売上」を予測します。このとき「天気」「気温」「湿度」のデータのこ

とを機械学習の⽤語で「特徴量」と呼びます。また「売上」を「⽬的変数」と呼びます。さらに「特徴量」と「⽬的

変数」をまとめて「データセット」と呼びます。

このデータセットを使って「天気」「気温」「湿度」と「売上」の関係をコンピュータに学習させます。コンピュー

タがきちんと学習すると、新しい「天気」「気温」「湿度」のデータが与えられたときに、それに対応する「売上」

を予測できるようになります。

このとき、コンピュータの中には特徴量から⽬的変数を予測する「推論プログラム」が作られています。このように

過去のデータから学習したパターンや傾向をもとに、新しいデータに対応する結果を予測・推論できるようなプログ

ラムのことを「モデル」と呼びます。

機械学習では、既存のデータセットを⼊⼒として⽬的変数を予測するモデルを構築し、それを⽤いて現実の問題に対

する答えを⾒つけます。
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3. 「教師あり学習」と「教師なし学習」

機械学習は「どのようなデータを使うか」によって以下のように分類されます。

教師あり学習

教師なし学習

強化学習

教師あり学習とは、問題の答え（教師）をコンピュータに与えて学習させる⼿法です。 先ほどの例では過去の「天

気」「気温」「湿度」「売上」を使って未来の「売上」を予測するモデルを作成しました。 予測したいもの（＝売

上）が、モデルの学習のデータセットに含まれており、それを答えとして学習します。

教師なし学習とは、モデルの学習にあたってコンピュータに答えを与えません。 先ほどの例の場合、過去の「天気」

「気温」「湿度」だけから将来の「売上」を予測するように学習させます。

強化学習は、ある環境の中でエージェントが⾃ら報酬を最⼤化するように学習する⼿法です。たとえば、ブロック崩

しのようなゲームを与えたときに、エージェントが⾃ら様々な動き⽅を試し、得点が最⼤になるように学習します。

本書では、教師あり学習を対象にしています。 ここでは、教師あり学習の他にも学習⼿法があるということを覚えて

おいてください。

4. 「回帰」と「分類」

教師あり学習で扱う問題は「回帰問題」と「分類問題」に分けられれます。回帰問題とは、具体的な数値を予測する

問題です。先ほどのアイスクリームの売上予測が回帰問題の例です。売上は10万円や100万円のように具体的な数値

です。このように具体的な数値を予測して求める問題が回帰問題です。

⼀⽅で分類問題とは、名前の通り、データを複数のクラスに分類する問題です。たとえば、以下のような場合を考え

てみましょう。

あなたはハンバーガーショップのオーナーです。近々、新しいハンバーガーショップをオープンしよ

うと考えています。あなたのハンバーガーショップでは最低10⼈の従業員を雇う必要があり、それぞ
れを「調理担当」「レジ担当」「清掃担当」に分けています。無事に10⼈の採⽤が決まったのです
が、それぞれをどの担当に割り当てるか迷っています。そこで、過去の採⽤データと⼈事評価データ

から、それぞれ最適な担当に割り当てることにしました。 

このように過去のデータに基づいて、新しいデータを適切に分類しようとする問題が分類問題です。機械学習では、

過去のデータから学習したモデルによって、新しいデータを分類できます。

実際に機械学習モデルを作成する場合には、解決したい問題の性質を考慮して回帰問題として解くか分類問題として

解くかを考え、学習の計画を⽴てます。⾝の回りで困っていることについて、回帰問題や分類問題に落とし込めるも

のがないか考えてみましょう。機械学習を現実の問題に応⽤するときに役に⽴つはずです。



10

作って学べるAI⼊⾨

第3章 機械学習モデルを作る

1. 機械学習モデル構築の流れ

ここからは、いよいよ機械学習モデルを作ります。

その前に、機械学習モデルの構築の流れを確認します。⼀般に、機械学習モデルは以下の流れで構築します。

�. データを準備する

�. データの前処理をする

�. モデルを作成する

�. モデルを評価する

まずは、データを準備します。アイスクリームの売上予測なら、売上と売上に影響しそうな特徴量（天気、気温、湿

度など）を⽤意します。

次に、データの前処理をします。⽣のデータにはデータの⽋損があったり、モデル構築に使えない形式の値が含まれ

ていたりします。前処理のフェーズでは、それらのデータをモデルの学習に使えるように変換します。前処理が完了

したらモデルを作成します。

モデルが完成したら、完成したモデルの性能を評価します。データの量や質に問題がある場合、新しいデータを与え

てもモデルが適切に予測できない場合があります。モデルの性能を評価し、実際の予測に使⽤するか否かを判断しま

す。性能が⼗分ではない場合は、前のフェーズに戻り、⼗分な性能になるまでこのプロセスを繰り返します。

それでは、実際に⼿を動かしながら、⼀連の流れを確認しましょう。
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2. AI-Plant Bambooにログインする

モデルを作成するために、AI-Plant Bamboo（https://aiplant-bamboo.com）にログインします。AI-Plant Bamboo

のトップページを開き「Bambooにログイン」からログインします。

メールアドレスで会員登録をした⽅は、メールアドレスとパスワードを⼊⼒して「ログイン」ボタンをクリックしま

す。Googleアカウントで会員登録をした⽅は「Googleでログイン」のボタンをクリックしてログインしましょう。

https://aiplant-bamboo.com/
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ログインすると画像のように「機械学習モデルを構築するためのデータを⽤意しましょう！」という画⾯が開きま

す。
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3. デモ⽤のデータセットを追加する

画⾯が開いたらデータを準備します。今回は、デモ⽤のデータセットを利⽤します。画⾯中央左側に表⽰されている

「データをお持ちでない⽅」のボタンをクリックします。
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「追加するデータセットを選択してください」というポップアップが表⽰されます。

今回は「アヤメの品種データ」を使⽤します。機械学習の勉強に使⽤するデータセットとしても有名なデータセット

です。花の「アヤメ」の品種を、花びらやがくの⼤きさをもとに分類するモデルを作成します。緑のボタン「アヤメ

の品種データを追加する」をクリックしましょう。
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クリックすると「アヤメの品種データ.csv」という名称でデータセットが追加され、ファイルの中⾝を確認できま

す。これでデータセットの準備ができました。
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4. データを確認する

「アヤメの品種データ.csvのデータを確認しましょう」という画⾯でデータの詳細を確認できます。
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「がく⽚の⻑さ」「がく⽚の幅」「花びらの⻑さ」「花びらの幅」のデータが含まれていることが分かります。ま

た、表の⼀番右側を確認すると「アヤメの品種」が含まれていることが分かります。「アヤメの品種データ」はデー

タの⽋損がなく、⽐較的きれいなデータセットです。

データを確認したら、画⾯右下にある緑のボタン「データの分析に進む...」をクリックします。
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「データに名前をつけてください」というポップアップが表⽰されます。このまま緑のボタン「保存して分析に進

む」をクリックしましょう。
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クリックするとデータが保存され「アヤメの品種データのデータ分析」という画⾯に移動します。

この画⾯ではデータを統計情報やグラフを⽤いて詳細に分析することができますが、今回は分析は⾏わず、このまま

モデルの作成に進みます。

画⾯右下の緑のボタン「モデルの作成に進む...」をクリックしましょう。



20

作って学べるAI⼊⾨

5. 特徴量と⽬的変数を選択してモデルを作成する

「モデルの作成に進む...」をクリックすると「モデルの学習」という画⾯に移動します。この画⾯でモデル学習の設

定をします。

はじめに「1.作成するモデルに名前を付けましょう。」のステップで、作成するモデルの名称を設定できます。今回

はこのまま「アヤメの品種データ」にします。次に「2.特徴量とラベル列を選択してください。」のステップで特徴

量と⽬的変数を設定します。AI-Plant Bambooでは、⽬的変数のことを「ラベル列」と呼んでいます。
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今回はアヤメのがく⽚や花びらの⼤きさからアヤメの品種を分類したいので、「がく⽚の⻑さ」「がく⽚の幅」「花

びらの⻑さ」「花びらの幅」を特徴量として、「アヤメの品種」をラベル列としてチェックします。
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AI-Plant Bambooでは、特徴量と⽬的変数を指定するだけで⽬的変数を予測するモデルを⾃動的に作成します。

ステップ3と4でデータの範囲の絞り込みや前処理の設定ができますが、今回使⽤する「アヤメの品種データ」は⽐較

的きれいなデータセットなので前処理をしなくても学習できます。そのためステップ3と4をスキップして「5.学習に

使⽤するアルゴリズムを選択してください。」に進みます。

今回はアヤメの品種の「分類」をしたいので「クラス分類」のボタンをクリックします。
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クリックするとモデルの学習に使⽤するアルゴリズムの⼀覧が表⽰されます。およそ10個程度のアルゴリズムが確認

できます。
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最後に画⾯の最下部にある緑のボタン「学習を開始する」をクリックして、モデルの作成を開始しましょう。

学習を開始するとAI-Plant Bambooが、⾃動的にモデルを作成します。画⾯に作成の進捗が表⽰されるのでしばらく

待ちます。数分〜数⼗分かかりますので⾟抱強く待ちましょう。いったん画⾯をこのままにして休憩しても構いませ

ん。
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しばらくすると学習が完了し、進捗率100%の表⽰になります。
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6. モデルを評価する

学習が完了すると、モデルの性能を評価した結果が表⽰されます。実際にモデルの性能を⾒てみましょう。学習が完

了した状態で「モデル分析」のタブをクリックします。 

「モデル アヤメの品種データ の分析」という画⾯が表⽰されます。 
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AI-Plant Bambooは、複数のアルゴリズムを使ってモデルを作成し、その中で性能の良いと思われるモデルを⾃動的

におすすめ表⽰します。 今回は「k近傍法」というアルゴリズムによって作成したモデルがおすすめ表⽰されていま

す。 
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1. ROC曲線

クラス分類の場合には「ROC曲線」と「AUC」というモデルの性能を⽰す指標が⾃動的に計算されて表⽰されます。

画像の左側の正⽅形になっているものが「ROC曲線」で、右側の棒グラフが「AUC」を⽰しています。 

「ROC曲線」とは「あるクラスに含まれるか否か」の閾値を複数設定し、閾値ごとに「真陽性率」と「偽陽性率」を

計算して、図のようにプロットして曲線を描いたものです。
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2. AUC

そして、ROC曲線の下部の⾯積がAUCです。AUCは「Area Under the Curve」の略称で0から1までの値を取りま

す。本書では詳しく説明しませんが、AUCが1に近いほどモデルによる分類の性能が良い、と考えられます。⼀⽅

で、AUCが0.5に近いほど分類の性能が低い（ランダムに分類したのと変わらない）といえます。

ちなみに、AUCが0.5未満の場合にはランダムに分類するよりも性能が悪い、すなわち、結果を反転した⽅が良いと

いうことになります。そのため、AUCは通常0.5以上の値を取ります。ここではひとまず、AUCが1に近いほど性能が

良く、0.5に近いほど性能が悪いという程度に覚えておきましょう。

今回は「アヤメの品種データ」という極めて単純なデータを使⽤したため、すべてのラベルで「AUC=1」という結果

になっています。現実のデータを利⽤すると「ちょうど1になる」ということはほとんどなく、1より低い値から1に近

づくように性能を⾼める努⼒をすることになります。
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3. 特徴量重要度

続いて、ROCとAUCより下に表⽰されている「特徴量重要度」という指標を⾒てみましょう。「特徴量重要度」と

は、その名前の通り「どの特徴量が重要か」を⽰したものです。ある特徴量が予測結果にどの程度の影響を与えてい

るかを表現しています。 

今回の例では「花びらの⻑さ」が最も重要で、ついで「花びらの幅」が結果に⼤きな影響を与えていることが分かり

ます。現実の問題では、たとえば「売上に影響を与える特徴量がどれか」や「従業員の適切な配属を考える際に重要

な特徴量は何か」などの判断に使うことができます。
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4. 混同⾏列

「混同⾏列」を使うと、モデルがテストデータをどのように分類したかについて、ラベルごとの正誤を「割合」と

「個数」で⾒ることができます。これによってモデルの分類のクセを知ることができます。

「モデル分析」タブの画⾯下部にある灰⾊のボタン「グラフを追加する」をクリックしてください。

クリックすると画⾯右側に「グラフを作成」と書かれたパネルが現れます。
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パネルに従って、

�. 「対象のモデル」を「決定⽊」

�. 「モデル分析の対象のデータを選択してください」を「テストデータを使⽤する（推奨）」

�. 「可視化したいものを選択してください」を「混同⾏列」

選択とします。選択したら「グラフを追加する」をクリックします。
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パネル内の「グラフを追加する」ボタンをクリックすると混同⾏列が描画されます。
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混同⾏列は、画像のように「モデルによる分類（予測値）」を横軸に「実際の値（真値）」を縦軸にとった⾏列とし

て表現されます。実際の値に対して、モデルがどのような予測をしたか、その「割合」と「個数」を⾏列の成分とし

て確認できます。初期状態では「割合表⽰」で表⽰されています。

今回の学習結果では、ラベル「Setosa」については成分が「1.000」となっており、真の値をすべて正確に予測でき

ていることが分かります。

⼀⽅、ラベル「Versicolor」と「Virginica」については、それぞれわずかながら混同しています。「Versicolor」を誤

って「Virginica」と予測した割合が「0.070」、「Virginica」を誤って「Versicolor」と予測した割合が「0.021」と
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なっています。 

このことから、Setosaについては正確に分類できるが、「Versicolor」と「Virginica」については、両者をわずかな

がら間違って分類する場合があることが分かります。このように、混合⾏列を使うことによってモデルの分類のクセ

を視覚的に捉えることができます。

5. モデル評価のまとめ

以上のように、モデルの性能を確認して性能が⼗分であると判断できたら、実際にモデルを使って予測をすることに

なります。本書では、実データを使った予測については扱いませんが、今後、予測の⽅法についてもご紹介する予定

です。ご興味があれば、次章「おわりに」でもご紹介するアンケートフォームよりメールアドレスをお教えいただけ

れば、次回の公開時にご連絡をいたします。

https://forms.gle/BRdDuLHDUN8AF51J6
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7. おわりに

本書では、まずAIの基礎知識についてご説明したうえで、実際にAI構築アプリを使ってモデルを構築し、その性能を

評価を体験しました。「特徴量」や「⽬的変数」「モデル」といったAI関連⽤語の意味がなんとなく理解できるよう

になったのではないでしょうか。

「はじめに」で申し上げたように、本書の⽬的は「AIについての基本的な知識を習得し、業務にAIを活⽤する⽅法を

考えられるようになること」です。本書で得た知識を会社の同僚やご家族に話したり、⽇々の業務にAIを活⽤できな

いか考えてみてください。

本書でAIについて少しでも「詳しくなれた」という実感を持てましたら、以下のリンクから本書をTwitterや

Facebookなどでご紹介いただけますと幸いです。

 Twitterでつぶやく   Facebookでシェアする

なお、今後、本書の続編として「モデルの構築から予測まで」をより詳しく扱った資料を展開する予定です。ご興味

がございましたら、下記URLのアンケートフォームより、ご連絡先をご⼊⼒のうえ、ご回答をお願いいたします。続

編の公開時に通知をさせていただきます。

アンケートフォーム: https://forms.gle/nrswZKmTiY6Y6qPj7

最後までお読みいただきありがとうございました。

http://twitter.com/share?url=education.aiplant-bamboo.com&text=%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8BAI%E5%85%A5%E9%96%80&via=abist_ai&related=abist_ai&hashtags=aiplant_bamboo
http://www.facebook.com/share.php?u=education.aiplant-bamboo.com
https://forms.gle/nrswZKmTiY6Y6qPj7

