
 
 

「デジタル技術（機械学習・深層学習） の基礎」 

 

 

講義内容 

AI の仕組みや、歴史から今後の発展既存 ICT 技術の違いなどの概論を学び、機械学習や深層学習の

代表的な手法やモデルの紹介、動作原理の概念を理解します。その上で実プロジェクトを立ち上げる上で

必要になるプロジェクトマネジメント方法を習得できる様になる事を目指します。 

講座カリキュラム： 

● AI概論(事前オンライン講座) 

● 機械学習の全体像 

● 機械学習の手法(教師あり学習) 

● 機械学習の手法(教師なし学習) 

● モデル検証方法とチューニング方法 

● ディープラーニング概論 

● ディープラーニングの手法 

● ディープラーニングの社会実装に向けて 

 

また、石油・天然ガス上流事業におけるデジタル技術の概念実証（Proof of Concept、以下 PoC）の事例

を紹介します。具体的には以下の 2つの PoCを含む JOGMECのデジタル技術に関する取組の紹介を通し

て、石油・天然ガス上流事業の技術分野において、機械学習や深層学習の手法が実際にどのように活用さ

れ、どの程度の精度の結果が得られるのか、その概要を理解することを目標とします。 

紹介する PoC： 

● 教師なし学習による地震探査データ解析手法 

● セマンティックセグメンテーション及び物体検出アルゴリズムを用いた炭酸塩岩の薄片写真自

動解析 

 
講義形式 

Cisco Webex (Meeting)を利用 (https://www.webex.com/ja/video-conferencing.html) 

受講にあたっては、インターネット回線接続のある PC 端末を保有しており、Cisco Webexの使用が可能であ

ることをご確認下さい。 

 

受講対象者 

石油・天然ガス上流事業などの資源開発事業に携わる技術者のうち、機械学習・ディープラーニングを中心

とする人工知能分野に関して今後取り組んでいこうと考えている方を対象とする。また、地質・物理探査に関

連した PoCの紹介を行うことから、受講者は地質・物理探鉱の専門性があることが望ましいが必須ではな

い。 

 

 

講義スケジュール 

事前オンライン講座 

月 日 視聴可能時間 (00:00-24:00) 視聴用オンラインサイト 

講座 1 

週間前

～前日

まで視

聴可能 

1. AI概論 

2. 機械学習とは-概論- 

3. Deep Learning とは-概論 

4. 先端研究動向 

5. AIプロジェクトの立ち上げ方 

6. 世界の状況とまとめ 

e-Learning システム Edulio、もしくは動画配信

サービス Vimeo を用いて視聴。 

 

https://www.webex.com/ja/video-conferencing.html


ライブ配信形式オンライン講座 (講義 全 2 日) 

月 日 午前(10:00-12:30) 午後(13:30～16:00) 午後(16:00～17:30) 

 

 

Day1 

12/6 

(月) 

 

 

 

機械学習の全体像 

1. 機械学習の全体像 

2. 機械学習とは 

3. 教師あり学習 

4. 教師なし学習 

5. 強化学習 

 

機械学習の手法  (教師あり

学習) 

6. 重回帰 

7. ロジスティック回帰、ラ

ッソ回帰、リッジ回帰 

 

機械学習の手法 (教師あり

学習) 

8. 決定木 

9. K近傍方 

10. サポートベクターマシ

ン 

 

機械学習の手法 (教師なし

学習) 

11. クラスタリング 

12. 主成分分析 

 

モデル検証方法とチューニ

ング方法 

13. モデルの評価と精度向

上方法 

14. パフォーマンスチュー

ニング 

15. モデルの評価指標 

16. アンサンブル学習 

17. 特徴量抽出 

 

デジタル技術の PoC事例紹介①：教

師なし学習による地震探査データ解

析手法 

1. 機械学習ができること・できない

こと 

 「モデル」としての機械学習 

 機械学習と地震探査データ

解析 

2. Case Study：地震探査データを

用いた教師なし学習による震探

相分類 

 教師なし学習によるデータ

解析手法 

 実践編 

3. まとめ 

月 日 午前(10:00-12:30) 午後(13:30～16:00) 午後(16:00～18:00) 

 

 

Day2 

12/7 

(火) 

 

 

ディープラーニング概論 

18. ニューラルネットワーク

とディープラーニング 

19. ディープラーニングの

アプローチ 

20. 活性化関数 

21. 学習の最適化 

22. 更なるテクニック 

 

ディープラーニングの手法

(前半) 

23. 畳み込みニューラルネ

ットワーク(CNN) 

24. 深層生成モデル 

 

ディープラーニングの手法

(後半) 

25. 画像認識分野 

26. モデルの解釈性とその

対応 

27. モデルの軽量化 

 

ディープラーニングの社会

実装に向けて 

28. AIプロジェクトの進め

方 

29. データの収集(データ

の収集方法および利

用条件の確認、学習

可能なデータの収集) 

30. データの加工・分析・

学習 

31. 開発・学習環境の準備 

 

デジタル技術の PoC事例紹介②：セ

マンティックセグメンテーション及び物

体検出アルゴリズムを用いた炭酸塩

岩の薄片写真自動解析 

1. 石油地質分野での深層学習導

入の可能性 

 石油地質分野における解

析作業の現状と課題 

 炭酸塩岩の薄片写真を自

動記載することの意義と目

的 

2. 深層学習アルゴリズムの紹介 

 セマンティックセグメンテー

ション 

 物体検出系アルゴリズム 

3. 結果と今後の課題 

 プロジェクトの結果及び考

察 

 本プロジェクトでの学びと石

油地質分野に深層学習を

導入するときの課題 

 まとめ 

 

JOGMECのデジタル技術に関する取

組の紹介 

1. デジタル技術活用の目的 

2. DXビジョン 

 デジタル知的基盤の構築 

 外部知見の取り込み 

3. 主要な活動紹介 



 我が国企業の課題解決の

ためのデジタル技術適用 

(PoC) 

 デジタル技術活用のための

人材育成 

 外部連携・情報収集発信 

 JOGMEC業務効率化のた

めのデジタル技術導入 

4. 実施中 PoCの紹介 

5. JOGMEC Digital Online Session 

2021の紹介 

 

*昼食休憩（12:30 to 13:30）の他に適宜休憩が入ります。 

**講義の進行によって、若干変更になる可能性が有ります。 

 
担当講師（予定） 

NABLAS 株式会社 

中山 浩太郎 代表取締役所長 

JOGMEC 

加藤 隆明 デジタル推進グループ グループリーダー 

南條 貴志 デジタル推進グループ サブリーダー Geologist 

石鍋 祥平 デジタル推進グループ Geophysicist 

 


