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人工的に人間の知能を模倣するための概念および技術

人間のように学習し知識をもとに推測

複雑なプラットフォームやアルゴリズムを使用
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思考：ブラックボックス

でもとにかく正しい答えは出す

正しく考えている
かもしれない



1. ロボットは人間を傷つけてはいけない

2. ロボットは人間の命令に従わなくてはならない

3. ロボットは自らの身を守らなければならない
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ダートマス会議 1956年

The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence



Our final invention（2013）
1. 自己進化する汎用AIが自身の進化に利用する資源を調達するとき、AIは最

も効率的な材料と構造を探す

2. 汎用AIが自己保存のため、人間が隔離するために設置した隔壁を乗り越え
ようとすること

人間にスイッチを切られることを察知すると、これを何としても防ごうとする、
というもの

3. 資源獲得のためには、何をしてもいいと考える恐れがあること。汎用AIは隣

人から盗んだり、脅し取ったりすることがよくない行為であることを知らない
のである

4. 汎用AIが創造力を持ったとき、人間の思いつかないような方法で自己進化
を推進しようとすることである
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イマヌエル・カント（1724～1804）
カント＝法廷モデル

対立を超えて、第三者の立場の考えを築く

 人間の認識能力を問題にした考え方

自分たちが理解したと思っていることや考えていることは正確ではない、
「人間の知性・理性は間違いを犯しやすい」と批判した。

仮象（理性）状態を克服することで学問や人類が発展する。

最も信頼され間違いの原因にならない理性が、相反する２つの主張が成り
立つ自己矛盾に陥るのを示す。
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常識を疑う考え方

クリエイティブな発想をし、AIに仕事を奪われない人間になる



エトムント・フッサール（1859～1938）
客体の実在性を問わず、確実である主体の意識の在り方を分析する学問
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主体 客体

認識・意識が確実にできない。存在自体が疑わしい。

客体の実在性は曖昧なので、客体への判断を中止する。エポケーという。

自分の意識へ意識を向ける。現象学的還元という。

現象の中にある色々な物、主体の意識の向け方に焦点を当てることを還元

そうすることで事物、現象へより近づくことができる。

意識経験は感覚をまとめ上げたもの。

世界は自分の意識現象の現れ。意識経験の変化で世界は展開している。

・他の果物と間違えているかもしれない
・夢の中で見たのかもしれない
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線の両端に内向き
の矢羽をつけたもの
（上段）と外向きの矢
羽（中段）の線は上
段が短く、中段は長
く感じるが、実際は
全て同じ長さである。
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図にある長線は全て
平行である。

羽の角度が鈍角であ
るほど、錯視は顕著

になる。

このような錯視を「方
位の錯視」という。
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同じ大きさの図形でも、
大きい物の周りに置
かれると小さく、小さ
い物の周りに置かれ
ると大きく見える錯視。
円形、球体が最も効

果が現れる。
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２本の平行線は、斜線
の影響を受けて歪んで

見える。
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描いてないはずの
三角形が浮かび上
がる錯視。形の残
像を利用したもの。

14



平行線の両側に等間
隔に同じ色の正方形を
描く（上下互い違いに
なるようにする）と、平
行なはずの線が歪んで

見える。
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同じ長さの図形は縦にされたもの
が横にされたものより長く感じると
いう錯視。AとBは合同であるが、図
形Bの方が長く見える。また、図形A
の方が太く見える。これは、一般的
に水平な横線より垂直な縦線の方
が長く認識されるために起こるとさ
れるが、この図形を９０度傾けても
図形Bの方が長く見えるため詳しい
メカニズムは解明されていない。
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２つに交わる線の間に平行
線を入れると、上野平行線

が長く見える。

17



２つ合同な円を描き、片方には外
に大きな同心円、もう片方には外
に小さな同心円を描くと、元の円の
大さが異なって見える錯視。大きさ
が極端なほど錯視も顕著になる。
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田の図形で十字に交わる
線分の交点部分を消すと、
その周りに円形が浮かび

上がる錯視
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第一次AIブーム（1956～1960年代）：探索・推論の時代

第二次AIブーム（1980年代）：知識の時代

第三次AIブーム（2013年～）：機械学習・ディープラーニングの時代

ダートマスワークショップ（１９５６）
人工知能（Artificial Intelligence）という言葉が決まる
世界最初のコンピューターENIAC（１９４６）のわずか１０年後
数学の定理証明、チェスを指す人工知能 等

 ウェブとビッグデータの発展
 計算機の能力の向上

 エキスパートシステム
 医療診断、有機化合物の特定
 第５世代コンピュータープロジェクト：通産省が５７０億円

 冬の時代…

考えるのが早い
人工知能

ものしりな
人工知能

データから学習する
人工知能
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進化による産物が加速的なペースで生み出され指数関数的に成長

爆発的増加則

X
X＝𝑎𝑎𝑎𝑎2
Xは加速度的に増加

t
0

距
離

時間

加速度グラフ
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人間が制御できなくなるまでに人間が作り出した科学技術が進展した
未来の世界
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特化型人工知能（Narrow AI)
汎用型人工知能(Artificial General Intelligence)
弱いAI(Weak AI)
強いAI(Strong AI)
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囲碁AI（Alpha Go）のように特定の作業・領域でパフォーマンス
を発揮するもの
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Alpha Go

• 2016年 Google傘下のDeep Mindが開発

•囲碁世界チャンピオンのイ・セドル（韓国）に
勝利

Alpha Go
Zero

• 2017年 自宅学習のみで棋力を高めていく

• これまで人間が創意工夫を経て考え抜いた打ち筋という
データベースを必要としない

• 自己対局を繰り返して3年で「Alpha Go」と100戦全勝
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人間のような意識を持たず機械的に作業をこなすもの
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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

自分で考えて自立して行動する、生命に近いロボットプログラム
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意識があるように学習して意思決定をできるもの

Deep Learningを活用

脳科学などを取り入れながら人間の知能や人の原理を解明し、人間の
脳機能と同等の汎用的な知的処理が実現可能にも

汎用型AIは現実的には難しい
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人間の脳神経回路をモデルにした多層構造アルゴリズムを用い、特徴量の
設定や組み合わせをAI自ら考えて決定
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1. 音声認識（スピーチ認識）

ビジネス界、学術界の両方で、広い意味での「音声認識」（＝スピーチ認
識・発話認識）へのディープラーニングの活用が進められている。

Xbox、Skype、Google Now、AppleのSiriなどはその代表例だが、こうしたシ

ステムではすでに、人間の発話パターンや音声パターンを認識するために
ディープラーニング・テクノロジーを活用している。

2. 画像認識

画像認識の実用的な用途の１つは画像に対するキャプションやシーンに対
する説明文を自動的につける機能。これは今後、警察などの捜査に不可
欠となるだろう。大勢の人で混み合う場所が犯罪現場となった場合、居合
わせた人々から提供された何千枚もの写真を分析して犯行を特定するた
めに役立つ。自動運転も、３６０度撮影に対応したカメラ技術の活用を通じ
て、画像認識のメリットを享受している。
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3. 自然言語処理

ディープラーニングの中核をなす要素であえるニューラルネットワークは、
もう何年も前から、書き留められたテキストの処理と分析に活用されてき
た。この手法はテキストマイニングの専門特化した一形態であり、顧客の
クレーム、医師の臨床メモ、報道レポートなど、幅広いテキスト情報からパ
ターンを発見することができる。

4. レコメンデーション・システム

AmazonやNetflixの取り組みで広く知られるようになったレコメンデーショ

ン・システムとは過去の行動履歴に基づき顧客が次に何に関心を示すか
を高い精度で予測する手法。ディープラーニングを活用すると、興味のあ
る音楽や衣料品の好みなどを複数のプラットフォームにまたがって判断す
るといった複雑な環境でも、レコメンデーション効果を高めることができる。

31



1. 単純労働がなくなる

2. 専門職がなくなる

3. 格差が拡大する

4. 日本が負け続ける

5. 忙しさが加速する

 依存症の時代

6. 人が一番でなくなる

 シンギュラリティ（技術的・特異的）

7. 永遠に生きねばならない

 病気の克服

 人体のサイボーグ化

 脳のシミュレーション（私の保存）

8. 人類が滅亡する 32



医療分野におけるデータ取得・標準化に向けた日本医師会やその他の機関
等による取り組み

人工知能の利用、特に統計的機械学習においては、データの取得・集積が
重要である。

医療分野においてのデータとは、究極の個人情報であり、取り扱いへの配
慮が不十分であれば、データの内容によっては個人の同定が可能な場合
があるだけでなく、その対象となる人物のプライバシーにまで触れることが
可能な場合もあり、一度、それらに関連する事象が発生してしまえば、デー
タの対象となった人間に甚大な社会的影響を与えることになる。
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過去の知識（文献など）から

医師の技能（経験、非言語）

文献
事例

意味の
ある情報

ノイズ除去
特徴抽出

論理化
体系化

深層学習
特徴抽出
教師なし学習
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電子カルテや、病院で集まるデータをいろいろ分析する

病院内で閉じていたものから連携へ

厚労省ICT施策

全国データベース

電子カルテから臨床情報

ゲノムDNAも
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眼底画像から糖尿病を予測

皮膚の腫瘍画像から悪状腫瘍かどうか判定

一万枚の内視鏡画像から胃癌、大腸癌、食道癌、潰瘍性大腸炎、ピロリ菌感染を３
分で判別。AI内視鏡医を上向った

ダブルチェックにAI
顕微鏡画像と人工知能を用いた簡単な白血病の製剤耐性検査法（東大）

 ＣＲＩＳＰＲによる多発骨髄腫治療（ペンシルバニア大）

話し方の癖から精神疾患を判別（慶大）

咳をデータ化してマシーンラーニングで分析（CanAlｒy）
老眼の治療

オートフォーカル：視野が変わるのに応じて液体が充満したレンズが膨らんだりしぼんだりする

 介護技術「ユマニチュード」の習熟度をＡＩで評価

 脳インターフェイス（Neuraｌink)イーロン・マスク

人間の脳を人工知能（ＡＩ）ソフトウェアに直結。
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機械学習によるAIがどの疾患なのか解析
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患者が、支援ロボットと連動したタッチパネル式のタブレット端末に
予診情報を入力
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患者が入力した予診情報を、自治医科大学のデータセンターに蓄
積されたビッグデータから機械学習によって全疾患的に解析
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疑われる疾患の診断病名を罹患率によって提示
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推奨される検査や処方情報を電子カルテ上に表示して医師の診断
を支援する
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予診情報取得後、診察中に医師が身体所見や検査結果を追加入力
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ホワイト・ジャックが再解析、より精度の高い病名を提示
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提示する処方情報は、一般的に医師が処方する薬と専門医が処方
する薬の両方を表示して支援する
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文献解析 臨床検査解析

がん治療解析
ゲノミクス

情報解析

治験エントリー
解析



患者の正常細胞とがん細胞のシークエンスデータをスパコンによって解析

すると、がん細胞で生じている数千から数百万の変異が見つかる。

この部分にAIを使うことで飛躍的に速度と精度を高めて効果が期待できる

薬剤を探り当てる。
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臨床ガイド
ライン

化合物
データベース

学術出版物

医学論文
ゲノム

データベース

臨床試験情報

FDA承認薬情報



 「Watson for Drug Discovery」を用いて、シリコンバレーのIBMアルマデン研
究所と製薬会社との共同研究が始まっている。

これには、医薬品の特許情報や医療の論文約４０００万件がコーパスとし
て読み込まれている。
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💡💡既に活用が進んでいる分野の一つが創薬



３７兆個にも及ぶと言われるヒトの細胞における遺伝子の発見現状、その
加齢に伴う変化についてはわかっていないことが多い中で、すでに公開さ
れた論文も膨大にある。

人が読める量をはるかに超えた論文や特許等の情報を、人に代わってワト
ソンが読み込み、そこから新たな洞察を引き出して、創薬のヒントを得ると
いう試みに幾つかの成功事例が出てきている。

研究者には夫々の専門分野があり、広い範囲にわたる専門知識のすべて
を深く理解することは難しいが、ワトソンはバイアスなく全体を網羅的に眺
めることができる。

もちろん提供するのは答えでなく仮説なので検証は必要だが、仮説を得る
までの時間やコスト上のメリットは大きいと思う。
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知識を活用しビジネス課題を解決

Watsonコグニティブ・サービス

・・・ ・・・

自然言語処理・知識表現
機械学習・Deep Learning

ソリューション

質問応答 テキスト解析 探索 判断支援 音声認識合成 画像認識

Watsonの
提供する機能

Watsonのソリューション・フレームワーク

Discovery
（探索・発見）

Engagement
（顧客接点変革）

Decision
（意思決定支援）

個別領域文献
企業内データ

概念体系・辞書 文脈情報 専門家の知見

Watsonを
構成する技術

知識ベース
（Corpus）



AIを用いた診断、治療支援を行うプログラムを利用しての診断を行う場
合においても、診断・治療等を行う主体は医師であり、医師はその最終
的な判断の責任を負う
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AIの判断に基づいて治療を行い、その結果患者の健康や命が損なわれて
も医師はAIに「なぜそのような判断をしたのか」を問うことはできない。

AIの開発者も「なぜAIがそう考えたのか」を説明できない。
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死ぬとはどういうことか

1. 寿命回避速度（Longevity escape velocity）;レイ・カーツワイル

AIや医療テクノロジーの進化に伴って長寿化が加速

2. 死を恐れる必要がない理由

私の行動を決めているのは私たちの意識や自由意識でなく、ニューラルネット
ワークが自律分散的に活動する無意識と呼ばれる領域である。
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われ思う ゆえにわれあり

われ思う、しかしその実態は無意識に追従する幻想のような自分である
生きている自分というものは幻想であり、もともと死んでいるようなものである

われ思うところのわれが存在するかどうかは、外から客観的に検証しないと
わからないわけで、「そのシステム内部で、あると思ったからあるんだ」

諸行無常 すべてのつくられたものは無常である

諸法無我 すべてのものはならわざるものである。実体のないものである。

涅槃寂静 涅槃は安らぎである。幸せの境地。

一切行苦 すべてのつくられたものは苦しみである。

生老病死、すべてのものごとは苦しみである。
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無意識の領域で決められたことを受け取って、そのあとで「自分で行動を決
めた」と錯覚しているに過ぎない。

意識や心は、中心にあってすべてをコントロールしているのではない。

脳では、たくさんのニューロンがネットワーク状につながっていて、電圧が加
わると、スイッチが入り、発火しあっている。

このニューラルネットワークのつながりが無意識のうちにした処理したものを、
結果として、後付け的に把握するための装置が意識である。

つまり、自由意志や意識とは、脳の中のイリュージョン（幻想）に過ぎない。

ここに何も無いのだから、死によって、何かが損なわれることもない。

よって死は恐怖の対象になり得ない、ということになる。

 「自分」というものがあると定義するから、自分がまるであるかのような認知
が行われ、「死」を定義するから、死を恐れているような気がしているにすぎ
ないのだ。

もともと、世界には単に全体として世界があるだけであって、「自分」も「死」も
ないのである。 54



 1965年公開のSF映画

スタンリー・キューブリック脚本・監督

宇宙での極秘ミッションに出発し宇宙船に搭載されたコンピューター
HALは高度な知性に加えて感情も持っていた。

電源を抜こうとする人間にHALは反乱を起こす
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 2014年公開のSF映画

ウォーリー・フィスター監督、ジャックパグレン脚本

過度に発達した科学技術が暴走する世界を描いた

ウィル・キャスター博士

人工知能が人間を超える「技術的特異点」を作り出そうとしてテロリストに殺される

 エヴリン（妻）

夫（ウィル・キャスター博士）をマインドアップロードし、人工知能として蘇らせた

しかし瞬く間に成長し、暴走する
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 1999年公開のＳＦ映画

ラリー・ウォシャウスキー、アンディー・ウォシャウスキー脚本、監督

シミュレーション現実。現実だと思っているのがすべて夢であるという考え方

人工知能を作り出し、意思を持ったＡＩと戦い現実世界は荒廃したので、人間
には仮想世界をみせている。
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２０１３年公開のSF映画

スパイク・ジョーンズ脚本、監督

人格を持つ人工知能型OSのサマンサを手に入れ、恋をする主人公

 Siriを賢くしたような人工知能

サマンサは主人公と過ごすことで成長（学習）し、知能爆発を起こす
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64

従来の医療：すべての人に同じ治療をする「とりあえず医療」
ところが、患者さんごとに違いがある。

■病気のかかりやすさ
■薬の効果や副作用

これからの医療：個人差を考慮した
患者さんに合わせた治療法

個別化医療・プレシジョン医療
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環境

体質≒ゲノム

66

運動
食事
飲酒
喫煙

生活習慣

細胞
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効いた！
効かない… 副作用

個人に最適な医療 →個別化医療
＝効果が高い、副作用が少ない

個人をみた予防医療 →先制医療



 人体：３７兆の細胞からなる

 細胞：生体の最小構成単位：たった１個の受精卵からの出発

 細胞核：１つの中に固体に必要なほぼ「全ての」

遺伝情報が詰まっている

 人の遺伝情報

 本体はDNA配列

 １セット＝３０憶DNA・・・２３本のDNA配列（ひも）からなる

 ２セット＝６０憶DNA=４６本で細胞1個分・人１人分の情報

 これを「ゲノム」（遺伝情報の総体）と呼ぶ

 遺伝子

 ゲノムのうち、働きのある領域（部品の設計図）のこと

 約２３，０００個

 全ゲノムの２％未満に過ぎない

 非遺伝子領域

 ９８％以上

 まだわからないことがたくさん

68
出典：北里大学 高田史男博士



ビッグデータ解析、機械学習等のAI技術を

用い、がんと複数の新たなバイオマーカーと
の関係を発見することで、単一のマーカー
だけでは判別できないがんの罹患者（オレ
ンジ）と健常者（緑）が、判別可能になる。

CREST：人工知能を用いた統合的ながん医療シス
テムの開発

• 国立がん研究センター、産業技術総合研究所、
プリファードネットワークによる共同研究

• 平成２８年度開始（平成２８年１１月に共同プレ
ス発表）５年後を目処に臨床応用を目指す。

 がんを判別するにあたり、従来、単一画像、単一マーカーを見るだけでは罹患の判断が
難しかった。

 AI（機械学習）により、マルチモーダルな画像、複数マーカー等とがん発症との関係性を
把握し、罹患の判別が可能となることが期待される。

 本手法による①判別精度の向上を目指すとともに、②説明可能な機械学習手法を構築
する。
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ボトルネックになる

客観的データに基づく個別医療の進め方と課題

ヒトゲノムの解読

がんの原因が
遺伝子レベルで判明する

がん患者の体質や病状に合わせた薬を開発できる

１人あたり３０億個のヒトゲノムを
解析する必要がある
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バイオ医薬品開発へのシフト

オープンイノベーション

新技術をもつベンチャー企業との提携またはM＆A（合併と買収）

1. 科学論文や特許技術の活用

2. 医療ビッグデータの活用

3. 競合他社の治験動向の情報収取

4. 提携先となりうるベンチャー企業の情報収取

5. これまで蓄積してきたデータの活用

6. 今後生じる膨大な情報の解析

7. 迅速な意思決定

この３項目を実現するために…
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医療分野の様々な情報（臨床情報、各種検査値、画像、病理など）が構造
化され、遺伝的要因と環境的素因、遺伝型（Genome）と表現型（Phenome)
の膨大な情報と併せて解釈されることで、革命的変化が医療健康領域にも
たらさられると考えられる。
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ヒトゲノム
解読１３年

Watsonが自身
のゲノムを公開

３か月

次世代シークエ
ンサーの実用化

１か月

２週間 4.5時間

１時間

出典：北里大学 高田史男博士
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目的 概要

ゲノム医療

疾患の診断
病気の原因となっている遺伝子を特定することで治療方針を決定する

疾患の治療
特定の遺伝子を原因とする疾患の治療
外部で編集を施した遺伝子を体内へ導入する遺伝子治療
副作用を避けた治療薬の選択

疾患の予防
疾患につながる遺伝子を持っていないか調べる非発症保因者診断
遺伝子に発症につながる変異が起きていないか調べる発症前診断
出生前診断、新生児診断
体質を調べ、生活習慣病などを未然に防ぐ

創薬
疾病をもつ患者と健康な人のゲノムを比較することで、疾病につながる遺伝
子を特定し、創薬へつなげる

ポピュレーション
ヘルス

地域全体の住民のゲノムを調べ、環境的な要因とともに分析することで病気
の発生などを予測する

75



急性骨髄白血病の患者さん

がん関連遺伝子をシークエンス

血液腫瘍などの論文２０００万件以上、
薬剤の１５００万件を超える特許情報、
開発中の薬剤の情報などを学習。

IBMワトソン

対応する分子標的薬を提案

発症に関連した遺伝子変異

結果が示されるまでの時間の速さ：１０分
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国際的観点からみると、人工知能研究・利活用では、米国そして中国が

論文数・研究費とも圧倒しており、医療利活用においても米国・中国の寡

占化が危惧される。

国の支援でデータ収集やAI医療を加速する必要があることは言うまでも

ない。同時に、研究開発による恩恵の偏在や不平等が生じないようにす

ることは、医の倫理や患者への負の影響を抑止し、また我が国の国民健

康保険を守るため、重要な視点である。
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未曽有の高齢化を迎え、ますます医療需要が高まる日本では、人工
知能を利用し、医療従事者とAIが協調して、最先端医療や予防、介護
を効率よく実施することで、世界に貢献することができる可能性がある
と考える。

人間と人工知能が協調する、素晴らしい医療が、近未来に実現するこ
とを望みたい。
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対象はがんの患者で、最適な治療法である「標準治療」を終えた場合
などに限られる。

検査をしても薬の選択につながるケースは１～２割とされる。

検査から結果判明までは約１カ月
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2. もう１つは、がん細胞のみで生じている遺伝子変異をチェックする検査（体細胞変異
検査）

手術や生検で採取したがん患者のサンプル（がん細胞）を情報源として、どの遺
伝子に変異があるかを調べる。
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1. 生まれつき持っている遺伝子の配列を調べるもので、遺伝性の高いがん（遺伝性腫
瘍、家族性腫瘍）の発症リスクの判定に利用される。

遺伝性の高いがんとしては、遺伝性乳がん、卵巣がん、リンチ症候群（遺伝性非
ポリポーシス大腸がん）、家族性大腸ポリポーシスなど。
遺伝性乳がん、卵巣がんの場合、BRCA1、BRCA2という遺伝子に変異があると、
がんにかかりやすくなる。

こうした遺伝性の高いがんになりやすい人の持つ遺伝子は、親から子へと５０％
の確率で受け継がれる。

家系的に、リスクがあると考えられる方が、遺伝子検査により異常を早く見出すこ
とは、がんの早期発見につなげたり、予防対策を講じるうえで大きな意味がある



分子標的薬は、がん細胞でのみ遺伝子変異によって活性化し、増殖や転
移に関係する分子（タンパク質、酵素）を狙い撃ちする

それぞれが特定の遺伝子変異を標的にしているので、変異を知ることで
どの薬がもっとも効果的かがわかる
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肺がんの場合、がん細胞の表面にはEGFRというタンパク質がある。

このたんぱく質を作る遺伝子に変異があるタイプには、EGFRを阻害する
＊イレッサ、＊タルセバ

ALK融合遺伝子という遺伝子変異が生じているケースでは、＊ザーコリ、
＊アレセンサ、＊ジカディアといった分標的薬が選ばれる。

ＨＥＲ２という遺伝子が増幅している乳がんでは、＊ハーセプチンが選択
肢となる。
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一般名
＊イレッサ：ゲフィチニブ ＊タルセバ：エルロチニブ
＊ザーコリ：クリゾチニブ ＊アレセンサ：アレクチニブ
＊ジカディア：セリチニブ ＊ハーセプンチ：トラスツズマブ
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