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2017-2018年度 大宮ロータリークラブ会長

江本  尚浩

客様、大宮ロータリークラブの皆
さま、こんにちは。

　本日は大変お暑い中、例会にご出席頂き
ありがとうございます。
　皆さまのおかげをもちまして、当年度の
大きなイベントの一つであるトレントン交
換学生のプログラムも無事終了し、先週の
土曜日遠藤会員と花俣会員のお二人に成
田までお送り頂きました。

　また、先週のフェアウエルパーティーでは
90人を超える参加を頂き、あらためて大宮
RCの好意と友情に感謝致します。
　昨日は、石井部長のもと今年度第一回の
千日会が瀧会員のお店で行われました。今
年は新入会員の方も多くいらっしゃること
から、本来の入会3年未満の会員がベテラ
ン会員からロータリーについて学ぶスタイ
ルに戻りました。第一回目は田村パスト会

お 長に大宮RCの歴史についてお話頂き、20
人近くの出席者が大変熱心に聞き入ってい
ました。
　本日もたくさんの内容となっております
が、お付き合いのほどどうぞよろしくお願い
いたします。

「Let’s Begin!」今年度のテ
ーマ

　今日はAI（人口知能）についての話をさせていた
だきます。
　よくあるのはビッグデータを使用し、そこから導
き出された行動をというものがあります。

　弊社でもそろそろ故障しそうな機械のリスト、入れ替えを検討しそうな
お客様。あるいは新たな商談がありそうなお客様というのはある一定期間
をもとにリストが出てくるようになっています。それを元に営業活動をやっ
ているのですが、これはまだAIと呼べるようなものではありません。
　もうひとつIBMのWatsonというのがAIの中にあるのですが、電子ボー

ドにこのAIを取り込み、たとえば
会議の議事録作成ですとか様々
な進行の指示・支援、あるいは翻
訳などをこの電子ボードでできる
ような事業を進めております。

「AI（人口知能）」

高山 利弘 会員

リコージャパン株式会社 販売事業本部
埼玉支社 支社長

白水 左知 様
ソフトバンク株式会社 法人事業統括 法人事業戦略本部
戦略事業統括部 AI事業推進部 パートナー推進課

卓  話

　AIの研究開発が進んでいる分野として画像・自然
言語・数値データの3つがあげられます。
　その中の数値データについてはIoTとAIの組み合
わせによるもので、ビッグデータを活用し、生産ライ
ンの効率化を図るというようなことに活用されてい
ます。
　最近では画像系のAIが巷では人気になってきて

いますが、主に画像に写っている状態や状況を認識するようなAIです。
　私たちソフトバンクが主に取り扱っているのが言語系のAIです。
　IBMのWatsonを協同で開発・推進をしております。
　これは私が今話している自然言語を理解して意図を推察するものなので
すが、たとえば「ソフトバンク」でイメージできるのは携帯電話のキャリア
と球団となると思います。
　今までは「ソフトバンク」というキーワード検索ではそのどちらのことを
意味するのかわからなかったところが、「ソフトバンク今年は優勝できるか
な」というような文章の文脈で「球団」を意図していることを判断できる。
これが言語形AIの強みになります。

　人口知能は完全ではありません。
　大きなデータの仕分けを任せて緻密な確認は人間が行うという使い方

が好ましいでしょう。
　人口知能を活用することによって業務改善というのはもちろん統一され
た評価軸で人の主観が入らず公平な選考が可能になります。
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ご協力ありがとうございました。

今日は72回目の長崎原爆の日。そし
て今年一番の猛暑日ですが、皆さん
ご自愛ください。

〈渋木理俊〉
氷川神社の献灯、よろしくお願い致し
ます。

〈平田　繁〉
戸井田さん、おいしい梨をありがとう
ございます。

〈小坂良二〉
関口さん、お誕生日おめでとうござい
ます。でも頑張っても年はとります。

〈平田　繁〉
73歳になりました。よろしくお願いし
ます。

〈関口　茂〉
本日もよろしくお願いします。

〈新井貴之・大河原繁泰〉
誕生日おめでとうございます。

〈中川高志〉
夜間例会楽しかったです。ありがとう
ございました。

〈内藤考三〉
トレントン受入れ、ご協力ありがとう
ございました！ 次回もぜひアクティビ
ティ参加して下さい。

〈花俣秀幸〉
花俣さん、トレントンの対応でご苦労
様でした。

〈遠藤省吾〉

皆様、トレントンチーム来日の際には
お世話になりました。花俣委員長
Good Job!!

〈岩﨑　彰〉
昨日の千日会お疲れ様でした。

〈小川武士〉
千日会石井部長、昨日は大変お世話
になりました。

〈田中康之〉
石井さん千日会ありがとうございます。

〈齋藤守毅〉
千日会石井さんご苦労様でした。

〈遠藤省吾〉
石井1000日会部長。昨晩は大変お
世話様です。

〈田村　眞〉
千日会お世話になりました。石井部長
ありがとうございました。

〈竹内裕司〉
石井さん、昨日千日会ありがとうござ
いました。田村パスト会長のお話勉強
になりました。

〈江本尚浩〉
野口誠様。大宮ロータリー是非ご入
会下さい。

〈江本尚浩〉
仮入会候補者野口誠さんです。宜し
くお願いします。

〈遠藤省吾〉

永嶋さん米山功労15回目ありがとう
ございます。

〈江本尚浩〉
岩瀬さん司会ありがとうございます。

〈齋藤守毅・櫻井義久・永嶋良一・江本尚
浩〉
岩瀬さん名司会ご苦労様です。

〈平田　繁〉
本日は卓話の機会をいただきありが
とうございます。

〈高山利弘〉
卓話ありがとうございます。

〈本多　隆〉
白水様卓話ありがとうございます。

〈齋藤守毅〉
高山さん、卓話ありがとうございました。

〈石井宣子・川島利雄・大瀧榮壽〉
高山さん白水さん卓話ありがとうご
ざいます。

〈浅野　仁〉
高山会員、白水様、村上様卓話ありが
とうございます。

〈山本和保・進藤博司・櫻井義久・江本尚浩〉

矢崎直良様入会おめでとうございます。
〈櫻井義久・進藤博司・岸　聡・田村　眞・
小川和信・岩井良彦・大瀧榮壽・永嶋良
一・江本尚浩〉
入会しましたので、よろしくお願い致
します。

〈矢崎直良〉
矢崎さん、よろしくお願いします。

〈齋藤守毅〉
矢崎さん入会おめでとう。よろしくお
願いします。

〈兼杉涼二〉
お客様ようこそ。

〈櫻井義久・橋本和久・岩瀬雄一・徳山義
行・鈴木俊一・中川高志・永嶋良一・齋藤
守毅〉
お客様、大宮ロータリーへようこそ。

〈小林憲樹〉
しもだて紫水ロータリークラブの皆
様、ようこそ大宮RCへお越し下さいま
した。

〈江本尚浩〉

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆

88.73%
修正出席率

40名（55.56%）
出席者数（出席率）

13名
メークアップ

73名（72名）
会員数（出席者算定者数）

第3055例会
例　会

第3057例会
例　会

7月26日
前々回

8月9日
当　日 次回例会案内

2017年8月30日（水）12：30点鐘  パレスホテル大宮

株式会社クレスクック　あいろん亭
代表取締役　瀧　隆幸 会員

SMBC日興証券株式会社　大宮支店
理事　大宮支店長　日向　宏昭 会員

【卓　話】  新入会員自己紹介

左から…ソフトバンク 白水様、村上様／ Noguchi ビジネスサポートバンク 野口　誠様／遠藤省吾会員
前列…しもだて紫水ロータリークラブ　笠倉様

本日の司会［岩瀬会員］ 点鐘［江本会長］

エレクトーン演奏［田中睦美さん］ しもだて紫水ロータリークラブ倉持様、百目鬼様

感謝状の贈呈［永嶋会員・江本会員］

委員会報告［遠藤会員］

誕生日祝［左・関口会員、右・小林会員］ 幹事報告［齋藤幹事］ 委員会報告［花俣会員］

氷川神社献灯のお願い［平田会員］

委員会報告［小坂会員］

お客様ご紹介

一週間ぶりの再会の握手 入会おめでとうございます［矢崎会員］
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