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国立大学法人滋賀大学 連載企画「データアナリティクスの最前線」

第1回

人工知能のもたらす世界：
会計人として生き抜くために

滋賀大学 データサイエンス学部
教授

齋藤 邦彦

はじめに
「第4次産業革命」
という言葉とともにAI
（人工知能）
やIoT、
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AIブームとは

ビッグデータ、ロボティクス といった技術が注目を集めてい
ビッグデータ活用の広がりとともに、第 3 次 AIブームが到

ます。囲碁ソフトが現役棋士に勝利し、AIが特殊な白血病を
検知し患者の命を救うといったニュースが話題となり、自動

来しています。プロ囲碁界のトップ棋士に「囲碁 AI」が勝利

運転をめぐるトピックスがニュースを賑わせています。シン

（2016 年 3月と2017 年 5月）
したことでブームに火がつきま

ギュラリティという言葉で象徴されるように、AIが人の能力を

した。従来の「囲碁 AI」は、シミュレーション技法で打つ手を

超える時 が やがて来るかもしれません。A I の 普 及により、

探索していましたが、囲碁 AIはプロ棋士の棋譜から学習し、

ルーティンワークや定型的な職業は AIに取って代わられま

自分同士で対戦を繰り返すこと
（強化学習）で成長しました。

す。一方で、先進的な企業は AI技術を導入することで競争

医学の領域でも成果を挙げています。AIを搭載したコグニ

力を高めようと考えています。

ティブシステムが大量の医学論文を学習し、特殊な白血病を

本稿では、現在の AIブームを牽引しているディープラーニ

見抜いて患者の命を救いました
（2016年8月）。また、国立が

ングと機械学習を簡単に紹介し、AIによる不正検知の手法

ん研究センターは大手電機機器メーカーと連携しては大腸が

を取り上げます。会計の不正検出では、企業内仕訳データな

んのリアルタイム診断（2017年 7月）
を実現しています。大腸

どの会計データから特徴量をより出し、新規の会計データか

の内視鏡検査時に撮影される画像から、ディープラーニング

ら不正の有無を検出します。画像処理、音声処理、Web解

により患者の症状をリアルタイムに検査できるシステムです。

析技術を応用することで、より効果的に不正検出を行うこと

自動運転の取り組みも話題になっています。自動車メー

ができます。会計業務に携わる人たちがこのような AIの応用

カーをはじめとする多くの企業が、カメラやミリ波センサな

技術を学ぶことで、来るべき
「AIの時代」
を生き抜くことがで

どで捉えた信号や道路標識、障害物といったデータを用い

きると考えます。

て、アクセルやブレーキ、ステアリングの操作を自動化する
研究を進めています。さまざまな外部情報を正確に認識し、
適切な運転をするために AI技術は欠かせないものです。例
えば、AIを搭載した、人とクルマをつなぐモビリティ社会の
未来をイメージした AI時代にマッチしたコンセプトカーが発
表されています。同時に自動車メーカーと半導体メーカーと
の連携の動きも活発になっています。
現在の AI 技術を牽引するのは「機械学習」
と「深層学習」
です。AI研究の歴史を簡単に振り返ってみます。
●

第1世代
1960年代

●

第2世代
1980年代

●
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第3世代
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36

推論と探索アルゴリズム、パーセプトロン

機械学習や確率・統計理論

ソリューション

第 1 世代の AI は、特定のゲームに勝つアルゴリズムや、

AIに取って代わられる可能性が大きいといえます。

定理を自動的に証明する手法などが考察されました。また

一方で、先進的な企業は AI技術を導入することで競争力

自然言語処理の研究も始まっています。日本では第 2 世代

を高めるという姿勢を持っています。AI技術の導入が遅れ、

AIの開発に国を挙げて取り組み、そののち冬の時代を迎え

1 度、同業他社に差をつけられると、その差は広がり続け、

ました。その反動で、日本では AIの開発者が大幅に不足し

やがて追い付くことが不可能になると考えるからです。機械

ています。第 3 世代ではベイズモデル、サポートベクトルマ

が人間を置き換わることを心配するより、仕事が効率化さ

シンなどの機械学習や確率・統計理論が基礎となり、ディー

れ、より創造的な仕事に時間を使う可能性に目を向けたほ

プラーニングの普及で最盛期を迎えています。

うが良いでしょう。

2

シンギュラリティ

4

ディープラーニング

近い将来、AI が人の能力を超える時 ＝シンギュラリティ

ディープラーニングとは、機械学習の一種であるニューラ

が来るといわれています。それは AIが人類全ての知能を超

ルネットワークの階層を深めたアルゴリズムです。ニューラ

える段階を指します。シンギュラリティを肯定する人々、例

ルネットワークは、生物の脳の神経をモデルとしたアルゴリ

えばスペース X 社（宇宙開発）
とテスラ社（電気自動車）の

ズムであり、1940 年代から研究が始まっています。
「入力

CEOであるイーロン・マスク氏は「シンギュラリティは来る」

層」、
「隠れ層」、
「出力層」の層を持ち、各層は複数のノード

という立場です。シンギュラリティをもたらす技術的ブレーク

がエッジで結ばれる構造となっています。隠れ層は複数の

スルー、例えば脳と AIを直接つなぐ技術が開発されると主

層を持つことができ、特に深い隠れ層を持つものをディープ

張し、実際、3 番目のベンチャー企業としてニューラルリンク

ラーニングと呼んでいます。この隠れ層を深くして何十層か

社を立ち上げ、人間の脳とコンピュータを小型の埋め込み

らなるニューラルネットワークも実用化されています。

式電極で接続する手法の研究に取りかかっています。

代表的なディープラーニングには、画像処理を得意とす

しかし、今の AIは問題解決や推論を行うソフトウェアの域

る CNN（Convolution Neural Network：畳み込みニューラ

を出ておらず、物事の意味を理解して動いているわけでは

ルネットワーク）、時系列データ、テキストデータを処理する

ありません。多くの識者はシンギュラリティに批判的な立場

のに優れた RNN（Recurrent Neural Network：再帰型

を取っています。例えば自動翻訳 AIは言語間でデータの変

ニューラルネットワーク）などがあります。CNNは自動運転

換を行っているだけで、言葉の意味を理解できないという

や顔認識などで用いられます。RNNは SPAMメール検知や

論調です。

SNS分析ですでに利用されています。CNNでは、隠れ層は
「畳み込み層」
と「プーリング層」で構成されます。畳み込み

3

AIへの期待と不安

層は、前の層で近接ノード群にフィルタ処理して「特徴マッ
プ」を得ます（図表 1）。プーリング層は、畳み込み層から出
力された特徴マップから、さらに縮小された特徴マップを生

AIは IoTやロボット、フィンテックという言葉とともに超ス

成します。

マート社会の実現のための基幹技術とされます（内閣府白書

ディープラーニングを活用するためには大量のデータ、高

「日本経済 2016 － 2017」他）。そして、さまざまな業種・業

性能のコンピュータが必要です。データがあればあるほど

界で AIを導入しようとする試みが始まっています。フィン

「過学習」を回避しつつ複雑なニューラルネットワークを構成

テックという言葉で表現されるように、銀行や証券、保険と
いった業界、そして会計業界でもその潮流は顕著です。金
融サービスでは決済、資産運用、不動産取引など、さまざま

図表1

畳み込み層：特徴マップの生成

な 側 面で、ユ ー ザ ー にとってより使 い や すく、安 価 なソ
リューションの提供が進んでいます。
AIの普及により多くの仕事がなくなるといわれています。
「今後数十年でコンピュータに取って代わられる職業」
として
弁護士、会計士、税理士といった職業が挙がっています。そ
のなかでも、電話オペレータや銀行の窓口業務などルー
ティンワークや定型的なチェック作業を業務とする職業は、
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でき、性能が良くなります。そのためデータの収集が仕事で

図表3：企業業績と会計不正有無
（2000～2017年）
のt-SNE法によるクラスタリング

ある巨大IT企業が AI技術を先導するようになっています。

AIによる不正検知の手法：
会計監査を対象に

5

AIこそ会計分析や不正検出に能力を発揮できるといえま
す。従来の経理業務は、現金での支払いと、伝票処理のプ
ロセスから構成されていました。完全にキャッシュレス化が
達成され、レシートや領収書などが電子化される世界では、
これらのプロセスは不要となります。処理が電子化されれ
ば、例えば、売上高や費用を分類する会計仕訳プロセスで、
不正につながるような異常な資金の動きがないか、伝票に
偽造がないかなどの判断を自動化できます。
不適切会計が相次ぎ、監査の信頼性の向上が課題になる
なか、AIの導入で不正を発見しやすくしようとする試みに、

2）。他のモデルも分類や予測に用いられます。
最近では、複数の手法を組み合わせるアンサンブル学習

大手の監査法人が一斉に取り組み始めています。PwCあら

が広く利用されています。世界中の統計家やデータ分析家

た有限責任監査法人でも、
「AI監査研究所」の設置や当大学

が競い合う分析手法プラットフォームである「Kaggle」では、

との共同研究「不正会計予測モデルの基礎研究」などを通し

カードの不正利用データなどを用いたデータ分析コンペティ

て会計監査における AI の活用に関する研究を進めていま

ションが行われ、参加者が分析性能を競っています。そこで

す。実際に利用される技術は機械学習とディープラーニング

はAdaBoostなどのアンサンブル学習が用いられています。

であり、不正パターンを検出するために統計的手法を用い

ここで、ディープラーニングの手法である CNNを用いた会

て異常値や外れ値の検知を行います。

計の不正検出の仕組みを簡単に紹介しましょう。財務諸表

機械学習にはさまざまな手法があります。大きく
「教師あ

や株価、企業内仕訳データなどの会計データを数値データ

り」学習と
「教師なし」学習に分けられます。
「教師あり」学習

化し、欠損値処理やスケーリング、主成分分析による特徴量

には線形回帰やロジスティック回帰、サポートベクターマシン

の選定などを行います。処理済みのデータを入力して CNN

（SVM）
といった回帰モデル、決定木、単純ベイズ、k近傍法

に計算させ、多様な特徴量に対応する分類器を作ります（図

といった手法があります。
「教師なし」学習の代表的なものは

表 3）。そこに新たな会計データを入れると不正の有無を検

クラスタリングです。ニューラルネットワーク、ディープラー

出することができます。カード会社ではカード不正利用検知

ニングにも
「教師あり」学習と
「教師なし」学習があります。

に、銀行では債権貸し倒れ予測に、このような機械学習や

回帰モデルでは「線形回帰」
と
「分類」
という利用方法が考
えられます。
「線形回帰」は、データ群から線（直線や二次曲
線など）を求め、予測などに用います。株価などの経済指標

ディープラーニング の手法が活用されるようになっていま
す。
画像処理、音声処理、Web解析といった技術を組み合わ

や気温の変異など自然現象の予測に用いられます。
「分類」

せて不正を検知する試みも行われています。例えば会計関

はデータを直線や平面などによりクラス分けします（図表

連文書や議事録、会議の音声データをテキスト化し、テキス
トマイニングで分析して異常な動きを察知します。また、手

図表2：直線による分類

書き伝票の数値偽造を画像分析で検出したり、SNSを分析
することで企業内の何らかの異常を感知したりとさまざまな
応用研究が行われています。
AIや IoT、ビッグデータのシステム開発では最新のテクノ
ロジーが使われます。しかし
「エコシステム」
という言葉に代
表されるように、オープンソースやオープンデータを用い
た、効率的で協働的なシステム開発が可能となっています。
プログラミング言語「Python」
と機械学習ライブラリ
「scikitlearn」やディープラーニング開発ライブラリ
「Keras」を用い
れば、初学者でも簡単にAIに触れることができます。
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AIを社会に普及させる任を担うのは、AI技術の担い手で
ある統計学や AIの研究者、データサイエンティストだけで
はありません。会計監査や会計業務の世界を考えれば、会
計業務に携わる人たちが AI 技術を学び、AI 利用のエキス
パートとなることが、AIによる「スマート社会」を実現し、ま
た彼らが AIの時代を生き抜く一つの道であると考えられま
す。
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