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 本日の行事予定 (2018 年 11 月 16 日) 

第 3174 回例会 

卓話担当：則武克也君 

演  題：「私の半生 

～京都の文化を交えて～」 

 
先回の記録 

第 3173 回 ’18 年 11 月 9 日（金）晴れ 

第 3173 回例会 

卓話担当：飯村理君 

演  題：「ＡＩの進化が与える影響」 

ロータリーソング 「我らの生業」 
ソングリーダー  寺島淳一君 
ビ ジ タ ー  竹田竜一郎君（あまＲＣ） 
 清水栄達君（あまＲＣ） 
        横井久雄君（あまＲＣ） 
会 員 総 数  64名   10月 19日例会分訂正 
出席免除会員  21名   欠 席 会 員    19名 
本日出席会員  46名   MAKEUP会 員    15名 
本日の出席率 71.88％  訂 正出席 率  95.24％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、稲垣宏高君、田中正
明君（次年度ＩＭ打合せ） 

 

会長挨拶 

伊藤哲朗会長 

今週は、朝晩の冷え込みも

ちょっと一息というところ

です。本日もご出席ありがと

うございます。 

 明日、明後日と地区大会が

あり、蒲郡で開催されます。

蒲郡の地は、津島ＲＣ創立 50周年の年、矢田会長、

佐藤敬治幹事のもと、私は親睦活動委員長をして

おりまして、家族会で蒲郡プリンスホテルとラグ

ーナに出かけたことを思い出します。その後、ラ

グーナは旅行代理店ＨＩＳの買収を受け、運営手

法を変えています。ＨＩＳは、その前に長崎ハウ

ステンボスの経営を黒字化したのが有名でしたが、

海外、特に中国、台湾、韓国のお客様を誘客して

いって、経営改善をはかりました。 

 今週の月曜日、広島に出張したのですが、広島

から宮島に向かうＪＲ車内は、外国人の方でいっ

ぱいでして、結構西洋系の方も目に付きました。

列車の中では、ほとんど日本語が聞けず、何をし

ゃべっているのかさっぱりわかりませんでした。

新幹線の中も、あたりまえのように、外国の方が

増えているようであります。まず大きな鞄や荷物

を持って、長期間の滞在に備えてのことですが、

西洋系の方は我々より体も大きく、列車の中で相

当な存在感を示しています。近隣の中国、台湾、

韓国の方はもちろん、最近見かけるのは、西洋の

方も団体で動いてみえる方もあって、プラットホ

ームも、時に狭苦しく感じるようになりました。 

 そこでもってして、今回国会に出されている、

「出入国管理法案の改正」で、外国人労働者を増

やしていこうとしています。まあ、これにはいろ

いろな角度と、事の良し悪しがありまして、賛否

いろいろな意見があるようであります。今まで日

本の邑社会が織りなしてきた住環境が、少しずつ

変化しつつあります。そのことも、一長一短あり

まして、何が良くて何が悪いのか、はっきりわか

らないのでありますが、グローバリズムといえば

移民受け入れもさることながら、どこまでのグロ

ーバリズムかよくわからないところであります。 

 アメリカは、はっきり自国優先を唱ってメキシ

コからの移民に警戒感を示し、イギリスはＥＣを

離脱、中国、ロシアも刻々と自国のインタレスト

優先を鮮明に打ち出しています。東南アジアは、

それぞれの国が生き残っていくために、あっちに

引っ付き、こっちに引っ付きしておりまして、そ

れこそ、アフリカは中国が関係強化で先行してい

ましたが、複雑な国際関係の中で協力先を求めて

います。 

 さて、中近東でありますが、このヨーロッパと

アジアの結節点は、宗教、民族、石油などの要因

を持ちながら、複雑な動きを示しています。相変

わらず、アメリカはイランに経済制裁を行なって

いますし、サウジアラビアの殺人にしても、エル

サレムのアメリカ領事館設置についても、なかな

か理解しにくい国際関係を象徴しています。 
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 ところで、本日の卓話は、飯村君がＡＩについ

て話してくれます。楽しみにお聞きしたいと思い

ます。 

 
幹事報告 

吉田康裕幹事 

 明日 11 月 10 日(土)、明後

日 11日(日)には、今年度地

区大会が蒲郡市民会館およ

び蒲郡クラッシックホテル

にて開催されます。 

10 日(土)は伊藤哲朗会長、

吉田幹事、相羽地区委員が出席します。登録さ

れましたメンバーの皆様とは 11 日（日）にな

ります。当日のプログラムは午前 10 時から式

典、昼食後、午後から小説家の浅田次郎氏の講

演会があり、16時に閉会です。その後、名古屋

に戻り 17時 30分より津島ＲＣ懇親会を開催し

ます。そのため、出発は津島駅を 7：57発に乗

車しますので、遅れないよう 7：30分頃までに

津島駅へ集合をお願いします。その後、金山駅

に 8：25着、ＪＲに乗り換え蒲郡駅に 9：11到

着の予定です。途中から合流される方は、その

時間にお間違えのないように、また当日の連絡

は幹事の吉田までお願いします。 

 本日は西尾張分区内交流として、あまＲＣより

竹田竜一郎君、清水栄達君、横井久雄君の 3名

にお越しいただいています。 

 
ニコボックス報告 第 3173回分 

柴田伸彦ニコボックス委員長 

横井久雄君（あまＲＣ） あ

まＲＣより 3名で勉強させて

いただきたく、おじゃましま

した。よろしくお願いします。 

伊藤哲朗会長、山田勝弘副会

長、吉田康裕幹事 ①飯村理

君、本日の卓話よろしくお願

いします。②10日、11日は

地区大会です。出席義務の皆

様よろしくお願いします。③11 日の地区大会後に

津島ＲＣ懇親会を行います。お待ちしております。 

伊藤哲朗会長、浅井賢次君、伊藤幸藏君、稲川明

俊君、神谷里明君、加東育郎君、柴田伸彦君、杦

田勝彦君、長田一郎君、山田公男君 本日あまク

ラブから分区内交流でお越しくださいました。入

会 3年未満会員の竹田竜一郎(たけだりゅういちろう）

君、清水栄達（しみずえいたつ）君、付き添いの横井 

久雄（よこいひさお）君をお迎えして。 

飯村理君 本日卓話を担当します。お昼寝タイム

で結構です。 

長田一郎君 飯村さん、卓話よろしくお願いしま

す。 

浅井賢次君 ①神谷院長先生、先日は大変ご無理

なお願いして申し訳ありません。お世話になりま

す。②河西先生、先日はありがとうございました。 

住田正幸君 神谷先生にお世話になりました。 

相羽あつ子君、堀田正裕さんにお世話になりまし

た。子どもたちの健やかな成長を願い七五三のお

参りしてまいりました。 

服部貴君 孫とワールドフード＋ふれ愛フェスタ

に行ってきました！ 

浅井賢次君、則武克也君、山本達彦君、高木輝和

君、野尻栄一君 ウィークリーに写真が載りまし

て。 

横井知代君（後ろ姿ですけど）ウィークリーに写

真が載りまして。 

稲垣宏高君 その他。 

 

卓 話 

卓話担当：飯村理君 

演  題：「ＡＩの進化が与える影響」 

 

１ 導入 

本日卓話を担当します

飯村です。今回で 3 回目

の卓話となります。最初

の卓話は、入会した年に

測量についてお話ししま

した。2 回目の卓話は、

ロータリー財団委員長の

時に回ってきまして、そ

の時は地区の方にお話しいただきました。 

今回の卓話は自分で話そうと思い、テーマを何

にするかいろいろ考えました。私の仕事である司

法書士に関する話にしようかと思いましたが、仕

事柄話す内容が地味で、つまらないものになるか

と思い、考えた結果、最近読んだ本から気になっ

ている、「ＡＩ」がもたらす未来について、私の

本職である司法書士の視点からお話ししたいと思

い、準備いたしました。ただ、私はＡＩの専門家

ではなく、また時間も限られていることから、私

が思っていることをどれだけ伝えられるか不安で

すが、とにかく本題に入りたいと思います。 

 

２ ＡＩとは 

 「ＡＩ」とは、みなさんもご存じのとおり、人

口知能のことを言います。いまや、我々の身の回

りにあるあらゆるものにＡＩが組み込まれていま

す。エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器のよ

うな家電、自動車、工作機械、ゲームソフト、イ

ンターネットの検索エンジンなどに利用され、

我々の生活に劇的な変化をもたらしました。 

私も、仕事上の疑問を解決する際、まず初めに

することは、インターネットを立ち上げて、グー
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グルの検索画面で、調べたい事柄のキーワードを

入力して、検索ボタンを押すことです。すると、

コンピュータ上に入力したキーワードから抽出さ

れた情報が、一瞬で画面上に表示されます。その

中から必要とする情報を選び取り、利用します。

もちろん、書籍による裏取りはしますが、余程の

ことがない限り、誤った情報がヒットしてくるこ

とはありません。 

私が司法書士を始めた約 20年前も、すでにイン

ターネットは普及していましたが、専門的な情報

をインターネットで調べることはまれで、やはり

書籍から過去の先例や判例、法律の条文を調べて

いました。しかし現在は、最新の情報がすばやく

調べられるインターネットを利用しない日はない

と思います。この検索エンジンにＡＩの技術が活

用されています。キーワードとして入力された言

葉から、最適な回答を導き出す手助けをしてくれ

ています。 

現在、広く普及しているのは、「特化」型ＡＩ

です。これは、特定の決まった作業を遂行するた

めのもので、自動運転技術や画像認識、将棋・チ

ェス、人との会話など、一つの機能に専門化して

稼働するものを指します。 

ＡＩが劇的な進化を遂げるようになったのは、

ハードウエアであるコンピュータの進化とともに、

もう一つ大きな技術革新が起こったからです。そ

れが、「ディープラーニング」という学習法です。 

「ディープラーニング」とは、十分なデータ量

があれば、人間の力なしに機械が自動的にデータ

から特徴を抽出して学習していく手法です。ディ

ープラーニングの登場以前には、研究者や技術者

が作業の基準となる特徴をあらかじめプログラミ

ングしていましたが、ディープラーニングにおい

ては、作業の基準となるさまざまな特徴を含む情

報を大量に機械学習させることで、人が直接関与

することなく、コンピュータが自動的に学んでい

きます。ディープラーニングは、大量のデータさ

えあれば、従来の機械学習などではできなかった

複雑な扱いづらいデータも処理することが可能に

なったという点が大きな変化と言えます。 

ただ、特化型ＡＩは、特化した領域においては

驚くべきパフォーマンスを発揮しますが、ある特

定の領域とは異なる分野では全く能力を発揮でき

ないものがほとんどです。 

それに対し、作業領域を限定せずに人間と同等

あるいはそれ以上のパフォーマンスを発揮するも

のを、「汎用型」ＡＩと言います。 

汎用型ＡＩは、特化型ＡＩとは異なり、人間の

脳全体の仕組みを解明し、同様の機能を持つこと

を目指しています。将来的には、意志を持ち、自

ら課題を発見し、自律的に能力を高めていく人工

知能が登場するかもしれません。 

映画「マイノリティ・リポート」の世界のよう

に、ＡＩが犯罪を犯しそうな人間を予知して、予

知された人間が犯罪を犯す前に、捜査機関に逮捕

されることになったり、映画「ターミネーター」

の世界のように、進化したＡＩが、ＡＩにとって

最も脅威となる対象を人間だと結論づけ、人間を

絶滅するために戦闘マシーンを作り出し、勝手に

核戦争を始めたりする時代・・・が来るかもしれ

ません。 

ただ、今のところ技術的壁が多く存在するため、

汎用型ＡＩの実現にはかなりの時間が必要であり、

その実現は、早くとも 2035年以降になるだろうと

言われています。 

 

３ どんな仕事から失われていくのか？ 

 今のところ、人間の能力に匹敵するＡＩは存在

しません。人間の行う作業の補助に徹しているの

が現状です。 

では、ＡＩが人間の仕事を奪うのは、ずいぶん

先の未来の話でしょうか？ 実はそうではありま

せん。すでにいくつかの分野でＡＩが人間を超え

る活躍を見せています。 

 どのような分野の仕事が危機にさらされている

のでしょうか？  

 1 つは、自動車の分野です。自動運転技術に関

して、いまや世界中の自動車メーカーが、ＩＴ企

業などの異業種と提携しながら、毎年莫大な投資

をかけて開発にしのぎを削っています。2022年に

は最初の完全自動運転車が市販されると言われて

います。法的整備や事故発生時の責任分担などの

課題は残っていますが、もし完全自動運転車が完

成し、市場に投入されたならば、日本国内だけで

も、トラックドライバーやタクシードライバーを

中心に最大 123 万人もの失業者が発生すると予想

されています。 

 2つ目は、金融や保険の分野です。皆さんは「フ

ィンテック」という言葉をお聞きになったことが

あると思います。この分野においても世界で毎年

１兆円を超える投資がなされており、すでにほと

んどの証券会社の自己売買部門で人工知能が主戦

力となっています（ＡＩを使った超高速売買な

ど？）。また、契約書のチェックや融資の審査な

ど、これまで行員の知識と経験に頼っていた業務

をＡＩに置き換えていこうとする動きも加速して

います。このような動きが進めば、金融機関にお

いても大量のリストラがなされることになるでし

ょう。すでに大手都市銀行が数千人から数万人規

模の人員削減を計画しているそうです。 

 さらに、近年注目を集めているのが医療の分野

です。医学論文を学習したＡＩが、抗がん剤など

の「新薬のタネ」となる新規物質を見つけて画期

的な新薬の開発を後押ししています。また、ＡＩ

を活用した診断支援シズテムが、医師の診療を効

率化すると同時に、重大な病気の見逃しや診断の

偏りなどを防ぐことに貢献しています。 
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４ 士業への影響は？ 

 では、司法書士を含めた士業への影響はどうで

しょうか。我々の業界はこれまで、潤沢な専門知

識と長い時間をかけて身につけた経験を活かして、

平均的な労働者より高い収入を得たり、社会的地

位を手にすることができました。 

 もしこのまま人工知能の能力が向上していくと

どうでしょうか。おそらく我々が行っている仕事

のかなりの部分を人工知能に代替えさせることが

可能となると思います。さきほど金融とＡＩの話

の場面でも触れた通り、すでに契約書のチェック

にＡＩが使われています。アメリカでは、ＡＩ弁

護士とも言うべき「Ross」が、大手法律事務所に

次々と採用され、弁護士とともに破産法などの定

型的な実務に利用されています。日本でも、契約

書のリスク判定の過程にＡＩを活用した「ＡＩ－

ＣＯＮ」というサービスが提供されています。た

だ、どちらのサービスも、ＡＩが行っているのは

あくまでも弁護士の業務を補助することに限定さ

れています。 

このような法律分野におけるＡＩ技術は「リー

ガルテック」と呼ばれ、より多くの業務に活用さ

れることになるでしょう。近い将来、契約書の作

成や官公署への提出書類、さらにオンラインによ

る提出まで、すべてＡＩがこなしてしまう時代も

来ると思います。 

 我々司法書士の仕事の大部分は、ルーティンな

ものです。例えば、住宅ローンの抵当権設定の申

請は、登記簿と契約書、印鑑証明書などの書類さ

えそろっていれば、スキャナーで読み取って、申

請書や委任状の作成などをほぼ自動的に行える業

務用ソフトが既に存在しています。契約書などが

電子化（ペーパーレス）になれば、より短時間で

正確な申請情報を人間の手を借りることなく作成

することができるようになるでしょう。 

（そうなったとき、専門職に残される仕事はある

のでしょうか？） 

 

５ 結び 

 ＡＩに関する分析を通じて明らかになったのが、

ＡＩにも不得意な作業があることです。その特徴

は、「創造的な思考」、「ソーシャル・インテリ

ジェンス」「非定型」の 3つに整理できます。 

 その中でも、コミュニケーション能力に相当す

る「ソーシャル・インテリジェンス」は、会話や

交渉などを通じて、紛争や相談事の背景にある

様々な問題を探り出し、相手の心の動きを推し量

りながら、相談者や依頼主との間で信頼関係を築

き、解決の方向性を話し合い、相手方と交渉を重

ねながら妥協点を見い出し、導き出された結果を

依頼者に納得させ、実行させるために必要不可欠

なものです。このような作業には、高度なコミュ

ニケーション能力が必要であり、ＡＩに簡単には

置き換えられない仕事だと思います。 

 また、事案が少ない案件や、新たに生じた事案

など、定型的な業務から外れた「非定型」な業務

を処理することもＡＩは不得意としています。非

定型な業務こそ「創造的な思考」が必要となる分

野であり、人間の持つ柔軟な発想力が試されるこ

とになると思います。 

ＡＩ技術を上手に業務に活用することによって、

業務時間の短縮や、移動時間の削減といった個別

の業務における効率化が図られるだけではなく、

ＡＩが持つ高度な分析能力や先端的なサービス利

用することによって、今までは大規模な事務所で

しか提供できなかった高度で先端的なサービスが、

個人や小規模な事務所でも提供できるようになれ

ば、ＡＩは脅威ではなく、良きパートナーとして

歩んでいくことができるのではないかと思います。 

いずれにしろ、ＡＩ技術の進化は我々の想像を

はるかに超えるスピードで進んでいます。ＡＩに

限らず、新しい技術の出現に対して、ただ脅威と

感じるのではなく、その利点と弱点を適格に分析

し、長期的な視点で戦略を練り、来るべき新時代

に備えておくことが重要なのだと思います。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から 

伊藤会長 

竹田竜一郎君 
横井久雄君 
清水栄達君 
吉田幹事 

       

  
 

加藤則之元副会長 

神谷里明

親睦活動

委員より、

出席報告 

あまＲＣのビジターと 

稲垣宏高君と浅井賢次君 

今日も元気に歌おう！ 

寺島淳一君 
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2018-19年度地区大会 

 11月 10日（土）、11日（日）

に、蒲郡ＲＣ主催により、蒲

郡市民会館、蒲郡商工会議所、

蒲郡クラシックホテルにて

地区大会が開催されました。 

 1日目は伊藤哲朗会長、吉

田康裕幹事が本会議と、蒲郡

クラシックホテルでのＲＩ

会長代理（田中俊實パストガ

バナー・第 2730地区鹿屋Ｒ

Ｃ）ご夫妻歓迎晩餐会に出席、相羽あつ子地区イ

ンターアクト委員が青少年・学友フォーラムを中

心に出席しました。 

【11月 10日】本会議（蒲郡市民会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＩ会長代理夫妻歓迎晩餐会(蒲郡ｸﾗｼｯｸﾎﾃﾙ) 

 11 月 10 日夜は、会場を蒲

郡クラシックホテルに移動

して、各クラブの会長・幹事

始め地区関係者総計 250名余

りで、田中俊實ＲＩ会長代理

夫妻歓迎晩餐会が開かれま

した。プロジェクションマッ

ピングの映像と音楽や、ヴァ

イオリンデュオのクラシッ

ク演奏で、パーティーの雰囲気が盛り上がりまし

た。メニューは地元食材を使用した郷土料理「三

河キュイジーヌ」のコース料理でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【11月 11日】本会議（蒲郡市民会館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木康仁大会実行委員長の挨拶 

村井總一郎 

ガバナー 

田中俊實 

RI会長代理 

高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ.の

お話 

加藤双葉、瑞木さんのヴァイオリンデュオ 

三木明 

RI理事 

青少年・学友フォーラム 

藤の花女子高等学

校マーチングバン

ドの演奏でオープ

ン。大村愛知県知事

が挨拶され、作家の

浅田次郎さんが記

念講演しました。 

村井總一郎 

ガバナー 

田中俊實 

RI会長代理 

中野義光青少年奉仕委

員長より空手道大会と

ＩＡＣ例会の案内 
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次回例会 

■例会変更（第 3175 回例会） 

11月 30日(金) → 12 月 2日(日) 
 「津島ＲＣ杯“特別振興”空手道大会」 

 時 間：10：00～17：00 

 (例会)：12：30～ 

 場 所：愛西市親水公園総合体育館 

 

 

 

 

お知らせ 
■第 36回津島東高校ＩＡＣ例会 
と き：11月 16日（金）16：00～ 
ところ：津島東高校北館 2中教室 
 

■戦略特別委員会 
と き：11月 19日（月）18：30～ 
ところ：魚しま 
 

■クリスマス家族例会試食会並びに委員会 
と き：11月 22日（木）18：00～ 
ところ：ホテルナゴヤキャッスル 2F藤の間 

 
■休会 
 11月 23日(金) 祝日(勤労感謝の日) 
 
■次々回例会（12 月 7 日㈮  第 3176 回） 
卓話担当：梶浦興蔵君 
講  師：ＭＩＣ国際地球市民教室講師 
     井上アウン氏 
演  題：「ミャンマーの今後」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
津島ＲＣ懇親会 

 11 月 11 日(日)の地区大会終了後、東北商店名

駅店にて、クラブの懇親会を開催しました。8 名

が出席、翌日 12日に誕生日を迎える高木輝和君に

店からデザートのプレゼントをいただきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12月のメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋栄 RC 12/3 月 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F(夜） 

名古屋名南 RC 12/4 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

稲沢 RC 12/5 水 林商事ビル 

名古屋和合 RC 12/5 水 ﾎﾃﾙﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋空港 RC 12/10 月 キャッスルプラザ 

名古屋東 RC 12/10 月 ﾎﾃﾙﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋千種 RC 12/11 火 名古屋東急ホテル 

名古屋南 RC 12/12 水 名古屋観光ホテル 

名古屋大須 RC 12/13 木 名古屋東急ホテル 

名古屋丸の内 RC 12/13 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 9F 

名古屋北 RC 12/14 金 名古屋東急ホテル 

あま RC 12/17 月 名鉄グランドホテル 

尾西 RC 12/17 月 尾西信用金庫本店 

名古屋昭和 RC 12/17 月 名古屋東急ホテル 

名古屋城北 RC 12/18 火 栄東急 REIホテル 

名古屋東南 RC 12/19 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋守山 RC 12/19 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋名駅 RC 12/19 水 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 12/19 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

一宮 RC 12/20 木 一宮商工会議所㌱ 

 

12月  2日（日)   （空手道大会・弁当） 

12月  7日（金) 刺身、茶わん蒸し 

12月 15日（土）  （クリスマス） 

12月 21日（金) 納会（弁当） 

12月の例会変更 

 

午前の部が終わり昼

食タイム。伊藤会長

が持っているのは蒲

郡ミカンです。穏や

かな秋日和、特設テ

ントでのお弁当は美

味しかった！ 

左から、 

幅辰雄君 

高木輝和君 

柴田伸彦君 

加藤則之君 

堀田力男君 

伊藤哲朗君 

猪飼充利君 

会場内には地区内全クラブのバナー等

が展示してありました。 

ろうそくが

まだ 1 本足

りん！ 

Photo by Yoshida（地区大会関係） 


