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第 96 回 小塩篤史先生インタビュー
「データサイエンスと未来学：今までとこれからについて」
今回の学生フォーラムでは，事業構想大学院大学客員
教授の小塩篤史先生にお話をうかがった．小塩先生は
データサイエンスと未来学を専門とされており，博士課
程のときからご自身でベンチャーを立ち上げ，現在も教
員として大学に勤めながら株式会社 IF の代表取締役と
して会社を経営されている．インタビューを通じて，ア
カデミアとビジネスの両方で活躍されてきた小塩先生に
学生時代から現在に至るまでの経緯とこれからの技術
発展に伴い起こり得る未来 についてお話をうかがった．
──学生時代の研究活動について教えてください．

図 1 小塩篤史先生（中央）との記念撮影（西村優佑（左）
，松嶋
達也（右））

もともとはデータサイエンスの研究をしていました．
データサイエンスの中でもアルゴリズムの研究というよ

もありますね．日本の工学部で医療やヘルスケアの研究

りは実社会への応用がメインで「既存のアルゴリズムを

をする人は比較的少数派だと思いますが，アメリカでは

実社会のデータ分析に当てはめると何が起こるのか？」

工学部で医療やヘルスケアについて研究するのは，ある

を考えるのが私の学生時代の研究領域でした．

意味主流派でもあり，人が集まる研究分野でした．エキ

応用領域はいろいろと変わっていて，
「災害時の避難

スパートシステムが流行っていたときには，アメリカの

経路の最適化や救援物資の適正配分」といった防災関連

病院施設で膨大な研究費が投下され，
「病院で行われて

や「人同士のコミュニケーションを良くするためのデー

いる医療者の意思決定プロセスをどうやって機械化する

タの可視化」といった取組みもしてきましたが，途中か

か？」といったことに情報工学系の人材がチャレンジし

らは医療分野をメインフィールドとしてやっています．

ていました．まあ，当時の挑戦は，多額な予算が投下さ
れたけれど，なかなかうまくいきませんでしたが．

──なぜ，途中から医療分野をメインフィールドにした
──なぜ，当時のエキスパートシステムは失敗したので

のですか？
外の人はあまり意識していないのですが，医療って実

すか？

はものすごく情報産業なんですよ．片や医療知識をもっ

一つは実応用に耐え得る精度を出せなかったというこ

ている医者ともっていない患者の間で知識の差があっ

とですね．精度を出すための複雑な組合せ演算や大量の

て，こういった情報の非対称性によって医療者側の価値

データを処理できる計算リソースがなかったというのも

が形成されています．医療分野の人には情報産業という

背景の一つですが，複雑な医療というプロセスを機械的

意識は直接的にはあまりないのですが，実践上必要なの

に精度を出すのは難しかったのだと思います．病気の予

で，情報をストックするという文化が昔からあります．

測までならある程度できていたかもしれませんが，そこ

健康診断の記録やカルテのように測って記録するという

から「どういう治療が必要か？」というところで，医師

ことに対して意識があるので，医療分野は他の分野より

のレベルには近づけませんでした．

も情報が豊富なんです．加えて，命に関わる領域でもあ
り，
「ここはやりがいのあるフィールドだな」と思って，
医療×データサイエンス

の領域で研究をしていまし

た．

例えば，A という薬と B という薬があって，
「A のほ
うが B よりも効果は高いけれど飲み忘れると副作用が
強い」という場合に，患者さんへどちらの薬を処方する
かという問題があったとします．単に数値を見て機械的
に判断すると A を処方したほうが良いとわかっていて

──“医療×データサイエンス”を対象とした研究は昔

も，医者の場合は問診を通して「この人は家族関係も悪

からあったのですか？

いし物忘れが激しそうで飲み忘れが多そうだから B を

ありますよ．例えば，AI 研究のブームの中で扱われ

処方しよう」という判断をしています．医療行為という

たエキスパートシステムのターゲットの一つはまさしく

閉じた系

のルールは定式化できても，日常生活とい

医療でしたからね．研究領域としては結構 AI 研究の初

う

期からあって，AI の研究を医療分野が下支えした部分

すると変数が多すぎて，難しくなります．当時は木構造

開かれた系

を含んだ意思決定もルール化しようと
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で意思決定を捉えようとするのが主流でしたが，医者の

には「研究」が重要です．研究は技術的な研究に留まら

意思決定は単純なディシジョンツリーで表現できるほど

ず，人間やデザインの研究でもよいのですが，大きなイ

簡単ではなかったという話ですね．

ノベーションの核にはやはり技術革新があります．イノ
ベーションをつくり出すためにはやはり技術的な研究開

──ベンチャーを立ち上げようと思ったきっかけについ

発が大勢ですが，データサイエンスや AI に関していえ

て教えてください．

ば，テストデータの中でいくら推論がうまくいっても，

結局データは「現場」にあるという点かと思います．

実社会のデータで本当に思いどおりの結果が出るかは

これは間違いなく今の AI の研究室も同じ課題を抱えて

やってみないとわかりません．
「実践」をしないと「研究」

いると思います．今まで医療とデータサイエンスでやっ

の良さは評価できないんですよね．研究成果を社会へ実

てきて，現場に入らないと本当の意味での質の高いデー

装する段階で，理論的にはうまくいくことがわかってい

タが取れないと感じました．博士課程の途中から会社を

ても，実践で稼働するってことが続かないと社会には普

つくってビジネスの世界に入り，
「実社会のリアルデー

及していかない．一方で「教育」がないと「実践」が生

タを使ってデータサイエンスを社会実装して，社会を良

まれない．だから，
「実践」を生むためには「研究」か

くしたい」という思いが強くなったことが始まりです．

ら出てきたものを使いこなせる人を増やすためにちゃん

最初は患者さんの状態や伸びている診療科を可視化す

と「教育」をしないといけない．結局全部整わないと前

るような院長の経営の意思決定をサポートする仕組みを

には進んでいかないのです．だから，三つの領域の間で

つくっていました．その後は電子カルテをつくっている

循環をつくることが大事だと思っています．私は一応全

会社と合流しました．それはなぜかというと，分析手法

領域の経験があるので，この循環をプロデュースする存

やアルゴリズムを進化させても，データのクオリティが

在として今後もいろいろなプロジェクトをやっていきた

上がらないと，大した結果が出なかったからです．低い

いと思います．

クオリティのデータで，どんなに精緻な解析をしても，
社会的なインパクトが増えていかない．だから，
「デー

──先生が専門とされている未来学について教えてくだ

タのクオリティを高めることもしないといけないな」と

さい．

思って，それからは電子カルテをつくる会社の支援をし

未来学はすごくシンプルにいうと，大きく分けて二つ

ました．

の軸があります．1）未来がこうなるだろうという予測，

研究としてはずっとデータサイエンスをやってきまし

2）未来のあるべき姿を考える，この二つについて既存

たが，社会的なインパクトを最大化しようと思ったら，

のさまざまな学術知を活用しながら体系だった議論をす

データを集める，さらに言うと情報システムそのものを

るための学際的な融合分野が未来学だと捉えています．

デザインするということも合わせてやっていく必要があ

日本では， 日本未来学会

ると思い，組織のディジタル化の課題にも実践的に取り

は 50 年前の

組んできました．

います．当時，小松左京
を考える会

──大学ではどういった講義をされているのですか？
大学では「新しい事業をどうやってつくるか」という

という学会があって，実

万国博を考える会
＊1

がその前進になって

や梅棹忠夫＊2 らが

万国博

をつくって，世界的に万博はテクノロジー

を尊ぶ場所という意識があったのに対して，彼らは違う
意識をもっていた．

ことを学生さんに考えてもらっています．近年は事業環

当時は公害による健康被害や環境汚染が問題になって

境も激変しており，事業ができたら，それをうまく回す

いた時代で，そういった問題はテクノロジーが引き起こ

ためのオペレーションシステムとしての情報システムが

した社会問題なので，「テクノロジーを賞賛するだけで

あって，さらに付加価値を出すための AI のことも捉え

はダメだ」という意識を彼らはもっていたのですよ．だ

ておかないといけません．今までのやり方が通用しなく

から，もしかしたら技術進歩によって未来がダメになる

なってきていて，そういう構造全体をちゃんとデザイン

かもしれないという可能性，テクノロジーの負の側面

しないと企業がもたなくなってきています．構想・ビジ

も一緒に見せることが彼らの大きなテーマだった．そ

ネスモデルの設計から情報システムのデザインまでを

ういったことを考えるために， 万国博を考える会

トータルで考えられる人材を育てていきたいと思ってい

彼らは人間の未来とあるべき姿を議論して，その後の

ます．

1968 年に

──アカデミアとビジネス，両方の領域で活動されてい

としてあって，特にアメリカはビジネス戦略に未来予測

日本未来学会

で

として学会化しました．

欧米では， Futures studies

という名前で専門分野

るのは何か理由があるのですか？
自分の中では「研究」
，
「教育」
，
「実践」という三つの
領域で活動することを基本にしています．これは医学部
的なモデルなのですが，イノベーションを生み出すため

＊1 SF 作家．著作「日本沈没」講談社（1973）など．
＊2 国立民族学博物館初代館長．著作『知的生産の技術』岩波新
書（1969）など．
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を組み込むことが盛んに行われていますね．例えば，あ

断は難しいが，事実として，ここ数年は利便性に振った

る石油会社は昔から未来学専門家による部署をもってい

企業が勝ち残っています．例えば，
高利便性・ローセキュ

て，リスクマネジメントのために「とある国と国交が断

リティな例としては

絶した場合にどうやって石油を調達するか？」といった

部の情報を提供する代わりに高い利便性を享受できてい

信用スコア

があって，自分の全

未来予測を結構丁寧にやっています．だから，アメリカ

ます．私はあれはまねするものではないと思っていま

は 1）に関しては体系的に資金を投下しながらやってき

す．やはり，個人の情報セキュリティをある程度のレベ

ています．ただ，私は未来予測のために未来学があるの

ルで担保してほしいと感じるし，テクノロジーは人が死

ではなくて，1）と 2）の両方が大事で，それらを同じ

ななくなるか，人を自由にするかの仕組みであってほし

主体がやることが大事だと思っています．

いと思っています．

──データサイエンスと未来学を専門とされている先生

キュリティと利便性の両方を追求すべきで，情報系を

に，これから起こり得る未来に関してご意見をうかが

専門としている人は高利便性・ハイセキュリティなソ

いたいと思います．近年，AI と呼ばれているものは

リューションを見つけていく必要があると思いますね．

テクノロジーが自由に貢献するものだと考えると，セ

今後どういった形で人間と協創するのが理想的なので

ま た， 利 便 性 と い う の も 自 由 の 一 形 態 で し かな く

しょうか？

て，ある面では自由の抑制になっています．例えば，

究極，人間の都合の良いように使えばよいと思います

Amazon のレコメンドエンジンも履歴というプライバ

よ．ただ，
「都合の良さとは何か？」
が問題になりますね．

シーを放棄して利便性を享受していますが，個人が本

都合の良さは人によってそれぞれ違う．例えば，片付け

当に利便性を享受しているかは疑問で，もしかしたら，

が嫌いな人もいれば，片付けが好きな人もいる．そうい

Amazon の利益を最大化しているかもしれません．同

うふうに，単純作業から完全に解放されることが本当に

じようなものを読んでいる人は同じようなものしか読ま

人間にとって幸せかどうかは難しい問題．昔の貴族は自

なくなるといった現象が起きて，ある種のサイバーカ

分のことを他人に全部やってもらっていたわけで，自分

スケード＊3 がレコメンドエンジンにも起こっています．

がそうなりたいかという話ですね．そういう意味では，

そうすると，違うコミュニティ間のコミュニケーション

個人ごとに違う生きる目的や意思に寄り添ってサポート

が失われていく可能性があります．こういう時代だから

できる AI が重要だと思います．

こそアイデンティティがより大事になってくるのではな
いだろうか．

──定性的に「セキュリティと利便性はトレードオフで
ある」とよくいわれていると思います．ネットワーク

──最後に，本インタビューをご覧になる学生の皆様へ

サービスの充実や IoT の普及によって，個人の情報が

向けてアドバイスやメッセージをお願いします．

ますます世界中に広まりやすくなり，プライバシーや

異なる環境に対して臆せず飛び込んでいくマインド

アイデンティティの意識が薄まっていく可能性がある

セットが大事かな．降ってきたチャンスに対して「はい」

と考えているのですが，このことについてご意見をお

が言えるマインドセットが大事です．あと，自分がやり

聞かせください．

たいことを明確化してほしい．これはそのつど変わって

セキュリティというのは長期的な良さで，利便性とい

も良い．なかなか，難しいですが，やりたいことを明確

うのは短期的な良さ．個人の意思決定では，みんな短期

化して夢を口に出す習慣付けをしておくと，自分の中で

的な良さを選んでしまうので，よほど俯瞰的な人でない

クリアになっていくし，それを起点としてチャンスが広

とセキュリティと利便性はトレードオフになり得ない．

がったりするんじゃないでしょうか．

ただ，企業ではトレードオフになり得る．良し悪しの判

〔西村 優佑（大阪大学）
，松嶋 達也（東京大学）
〕

＊3 コミュニケーションコストが下がることで，コミュニティの
内輪感が高まるという現象．

