
プロローグ

新時代のヒーローになるために

みなさんこんにちは．サイエンス作家の竹内薫です．私の専門は理論物理学と科学史・科学哲学で
すが，いまは YES International Schoolという先進教育の学校の校長を務めています．30代のころは
バリバリのプログラマーでした．未来を見据えて，どんどんプログラミングを学ばないと，社会に出
てから生き残れないというのが，私の持論です．
持論といっても，勝手な意見というわけではなく，世界中の科学者や社会学者や経済学者が同じよ

うな予測をしています．いったいなぜでしょう？
実はいま，世界中で産業構造が大きく変化しています．一言でいうと，産業のプログラム化が進ん

でいるのです．なかでも，人間の脳の学習を真似た“AI（人工知能）”や，極小のセンサーをあらゆる
モノに組み込んでインターネットとつなぐ“IoT（モノのインターネット）”は，人々の暮らしを根本か
ら変えるといわれています．
スーパーのレジでもセルフが増えてきましたが，一部では，お客さんが持参した袋にどんな商品が

入っているかを AIが解析し，レジそのものが消えてしまったお店も出てきました．セルフレジも AI

も，背後でプログラムが動いています．あるいは，インターネットで何かを買うときだって，すべて
プログラムが動いているわけです．電車に乗るときだって，運行スケジュールがプログラム化されて
いますし，一部の学校では，時間割そのものをプログラム（ソフト）で作ることもあります．エンタ
テイメントに目を向けても，当然のことながらゲーム機で好きな RPGに興じたり，マインクラフト
をやっているときだって，すべてプログラムが動いています．マインクラフトで自らプログラムを組
むこともできます．人類の文化も経済もすべて，プログラムなしでは立ち行かないのです．
というわけで，みなさんの周囲でも，プログラミング塾に通ったり，イベントに参加したりしてい

る人が多いのではないでしょうか．みなさんが社会に出て，仕事を探すとき，あるいは起業するとき，
プログラミングができるとできないとでは，大きな差がついてしまいます．プログラミング技能があっ
たほうが，社会で生きていくうえで有利なことはまちがいありません．
日本でも，2020年度から小学校でプログラミングの授業が始まるはずでした（新型コロナの影響

でほとんど実施できなかったようですが……）．イギリスでは 2014年から学校でのプログラミングが
義務化されています．これからの社会では，プログラミングは必須の技能だとみなされています．で
も，そこには大きな“落とし穴”があることをご存じでしょうか？

第四次産業革命

さて，その落とし穴については，徐々に書くことにして，まずは，すべての前提である第四次産業
革命についておさらいをしてみましょう．
現在，“第四次産業革命”がものすごい勢いで進行中です．え？　何のこと？　学校で教わったイ

ギリス発祥の蒸気機関とかの話？　ジェイムズ・ワットとか？　いえいえ，あれは第一次産業革命の
お話．第二次産業革命は，さらに機械化が進んで，ドイツなどでは鉄鋼業に支えられた重工業も発達
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ついてお話ししましょう．そう，もうおわかりのように，それはプログラミングなのです！
残る仕事についても，学校の先生だって，生徒の学習進行を AIに診断させて，適切なアドバイス

をもらうようになるでしょうし，お医者さんだって，むずかしい病気の場合，AIの助けを借りて診
断するようになるのです（すでに一部，実用化されています）．
これまでの産業革命でも，人間の仕事の多くを機械が代替してきましたが，第四次産業革命は，“あ

る程度，人間のパターン化された事務仕事までできてしまう機械”，すなわち AIが主役といっていい
でしょう．でも，その AIはいったい誰が設計するのでしょう？
それは，この本を読んでいるあなたです．
第四次産業革命が情報革命である以上，誰かが膨大なプログラムを書かなくてはなりません．もち

ろん，プログラミングにも AIは入ってくるでしょう．パターン化された部分は自動化してしまえば
いいからです．でもそれは，学校の学習支援 AIや医療アドバイス AIのような立ち位置になるはずで
す．プログラミングは，単に過去のプログラムの焼き直しではなく，常にクリエイティブな作業であ
り，どうしても AIでは無理な領域があります．想像力と創造力を兼ね備えた人間でないとできない
仕事なのです．
いずれにせよ，第四次産業革命においては，プログラマーという職業は，引く手あまたになります．

ただし，そこには，ちょっとした“条件”がつくと私は考えています．それが冒頭で述べた“落とし穴”
の話につながります．その条件とは，自分の頭で考えて書く，クリエイティブなプログラマーです．
もう何度もヒントを書いてきたつもりですが，AIは，過去データをもとに人間のパターン化され

た仕事を高速かつ正確にこなしてくれます．ですから，いくら第四次産業革命の根底にプログラムが
あるといっても，パターン化されたプログラムであれば，わざわざ人間が書く必要はなく，AIにま
かせればいいわけです（あるいは，そもそも AIすら必要なく，単に自動化すればいいのかもしれま
せん）．将来，みなさんが仕事にあぶれないためには，まずはプログラマーになることを私はオスス
メします（でなければ，人の心とかかわる仕事や決断を迫られる経営者，あるいは，ひたすら創造性
が求められる芸術家，そしてスポーツ選手など）．
でも，現在でもそうですが，プログラマーにもピンからキリまであります．上はメジャーリーガー

より高給取りのプログラマーがいると思えば，下請けのブラックな仕事で寿命が縮まってしまうプロ
グラマーもいます．いったい，その差はどこにあるのでしょう？
そう，もうおわかりのように，優れたプログラマーは，他人にはない独自性，創造性をもっている

のです．いまでさえ，プログラマーの世界には格差があるのですから，今後，もっと AIがあらゆる
分野に進出してきたら，人まねでパターン化されたプログラムしか書けない人は，淘汰されてしまい
ます．AIプログラマーから退場宣告を受けてしまうのです．

クリエイティブなプログラマーを目指せ！

冒頭の落とし穴の意味がおわかりになったでしょうか．そうです，単にプログラミング技能を身に
つけて就職に活かそうと思っても，長期的な視点から見れば，生き残りはむずかしいのです．誰もが
プログラミングをやり，簡単なプログラムは AIが書いてしまう時代が到来するからです．
社会から必要とされるのは，クリエイティブなプログラマーです．
パターン化されたプログラムを書くのではなく，自分で考えた，独創的なプログラムを書かなくて

はいけません．そうすれば，あなたは，おそらく一生，食いっぱぐれることがないでしょう．人々か
ら愛され，必要とされるプログラマー生活を送ることができるはず．

しました．そして，電気が普及し，ベルトコンベヤーによる大量生産も始まりました．第三次産業革
命は，コンピュータやエレクトロニクス製品が登場し，ちょうど私（竹内薫）の世代は，その真っ只中
を生きてきました．私が中学から高校のときには，プログラム電卓なるものが流行り，機械語，アセ
ンブリー言語といった，いまからは想像できないほどわかりにくい（笑），まさにコンピュータの内部
処理そのものといった言語でプログラムを組んでいました．
当時の理科系の大学生は，科学技術計算に特化した FORTRAN言語を使っていましたが．紙のカー

ドに穴をあけてコンピュータにプログラムを流し込んでいたのです．私が大学の物理学科に入ったこ
ろは，そろそろパンチカードは廃れてきて，ようやくキーボードでコードを打込むようになりました
が，それでも，コンピュータの画面に，“ウィンドウ”は存在しませんでした．グラフィカル・ユー
ザー・インタフェーイス（GUI）なんて，ゼロックス社が開発するまでは，この世になかったのです．
まあ，いまでも Pythonのコードは，黒地の画面に白文字（あるいは黒白が逆）で打込みますよね？
テキストだけの世界です．昔は，なぜか，黒地に緑のテキストだったような記憶があります．
で，少し話が脱線しかかっていますが，いまは第四次産業革命が進行中なんです．その特徴は，す

でに触れた AI，IoT（＝あらゆるモノがインターネットにつながること），そして，5G，量子暗号，
量子コンピュータといった，いわば情報科学の最先端技術のオンパレードです．そして，当然のこと
ながら，このすべてのキーワードの基礎にあるのがプログラミングなわけです．
つまり，第四次産業革命は，プログラミング抜きでは，基礎（土台）のない高層ビルのようなもの

で，すぐに崩壊してしまうのです．

消える仕事 VS 増える仕事

私が講演会などでよく聴衆に披露するのが，今後，十数年でなくなる仕事と残る仕事のおおまかな
一覧表です．

10年後に残る仕事＊

人工知能に代わられる仕事 生き残る仕事

タクシー運転手
レジ係
銀行窓口業務
保険営業員
コールセンター業務

ソーシャルワーカー
小学校の先生
SE
外科医・内科医
経営者

 ＊ C. B. Frey and M. A. Osborne, “THE FUTURE OF EMPLOYMENT（雇用の未来）”, Oxford Martin Programme
on Technology and Employment（2013）の付表より抜粋・作成した．

世界中のシンクタンクや学者が，ほぼ同じような予測を立てています．なくなるといっても，世の
中からその職種が消えるというわけではなく，人間がやらなくなる，という意味です．では，誰がや
るのかといえば，AIやロボット，インターネットの自動サービスということになります．
講演会では，この表のなくなる側の話をした後に，“残るほうは，人間の心がかかわったり，機転

を利かせたり，臨機応変さが求められる仕事だ”と締めくくります．なにしろ，現在の AIには心（も
しくは意識）のモジュールは組込まれていませんし，組込もうにも，脳科学者たちは，人間の心のメ
カニズムを解明しきっていないのです．ようするに AIは心をもっていません．
それはさておき，ここでは，さらに突っ込んで絶対になくならない
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あるいはどんどん増える仕事
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とはいうものの，“そんなこと言われたって，いきなりクリエーターになんかなれない！”そんな
悲鳴が聞こえてきそうです．
まず私がみなさんに言っておきたいのは，最初から無理だと決めつけたら，実現は不可能だいうこ

と．特に若いころは，諦めが早くていいことなど，ほとんどありません．私みたいに還暦を過ぎてく
ると，たまに，“これは諦めよう”ということも出てきますが，少なくとも 10代 20代の間に諦めて
はいけません．たしかに頑張ってダメなこともありますが，そこは進む方向を修正すればいいだけの
話です．
まずは，“クリエイティブなプログラマーになってやる！”と決意表明してください．目標が明ら

かだと，達成しやすくなりますし，万が一，自分が考えていたようなところまでプログラミングが上
手にならなくても，他の選択肢が見えてきます．
そのうえで，私はクリエイティブなプログラマーになるためのコツがいくつかあると考えていま

す．まず第一に，“楽しむ”こと．好きこそ物の上手なれ，という言葉がありますが，どんなことでも，
好きでやっている人が一番です．才能があっても，嫌々やっていては大成しません．仮に才能がほど
ほどでも，好きで続けていれば，芽が出ることは多いのです．ですから，みなさんがこの本を読み進
め，楽しむことができれば，クリエイティブなプログラマーになるための第一関門は突破してしまっ
たことになります．逆説的ですが，世の中，楽しく遊んだ者の勝ちなのです．苦しみながら勉強して
もよいことはありません．
前置きが長くなりました．実は，クリエイティブなプログラマーになるための，もうひとつの秘密

があるのですが，それについては，エピローグで書きたいと思います．

この章のまとめ

• 世界はどんどん情報化が進んでいて，その根底には必ずプログラムが存在しています．
• プログラムによって動いているさまざまなサービスや AI は，どんどん人間の仕事を代替していき
ます．でも，誰かがプログラムを書かなくてはいけないのですから，今後，プログラマーの需要は，
飛躍的に高まるでしょう．ですから，若いのうちにプログラミングを身につけておけば，将来，食
いっぱぐれる可能性がきわめて低くなるのです．
• ただし，AIが書けるようなパターン化されたプログラムしか書けないようではダメです．世界で
あなただけしか書けないプログラム．それが書ければ“鬼に金棒”です．
• AIに代替されないプログラマーになれるためには，クリエイティブになればいいのです．クリエ
イティブになるには，楽しむこと，遊ぶこと，がポイントになります．
• クリエイティブなプログラマーになるためにはどうすればいいのか自問自答しながら，大いに楽し
んで，この本を読み進めてください．
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