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【要旨】医療AIが目覚ましい発達を続けている。AIに関する明確な定義はないため、今回、医療従事者等に対してAIに関
する意識調査を行った結果、AIであるかどうかの境界線は、機械学習の有無にありそうだということがわかった。機械学
習は帰納法に基づく考え方であり、あらかじめ多数のデータを学習させておくことで、明示的にルールを与えずとも未知の
事例を正しく判断させる手法である。画像分類においては明示的ルールを与えることが困難であるため、機械学習が威力を
発揮する。第3次AIブームの現在、AIといえば機械学習に基づくAIのことを指すことが多い。これに対して、第1次、第
2次AIブームでは推論、探索、エキスパートシステムといった演繹法に基づくAIが盛んに研究されたが成功せず、冬の時
代を経験した。我々は、帰納法のみのAIではいずれ限界に到達する可能性があり、演繹法の手法をいかに組み合わせてい
くかが今後の課題になっていくと考えている。
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【Abstract】Artificial intelligence（AI）for medicine is making remarkable progress. Since there is no clear definition of AI, we 
conducted a survey on the opinions of medical professionals, and found that the boundary between what is AI and what is 
not seems to lie in the presence or absence of machine learning. Machine learning is a method based on induction, in which 
a large amount of data is learned in advance to make correct decisions in unknown cases without explicit rules. In image 
classification, as it is difficult to give explicit rules, machine learning is very effective. In the current third AI boom, the term 
AI often refers to AI based on machine learning. In contrast, during the first and second AI booms, deduction-based AI such 
as inference, search, and expert systems were actively researched but did not succeed and experienced a winter period. We 
believe that AI based on current machine learning methods alone may eventually reach its limits, and that how to combine 
deductive methods will become a challenge in the future.
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【背景】
2012年に開催された画像分類に関する国際コンペティショ
ン（ILSVRC）で深層学習（deep learning）を用いたモデルが2位
に大差をつけて優勝して以来、人工知能（AI）の進歩はきわめ
て急速であり、様々な分野でAIが研究段階から実用段階へと
移行しつつある1, 2。近年の医学・医療においても同様であり、
AIに関する論文は増加の一途である。論文数の目安として、
PubMedデータベースを用いて調査し、AIに関する論文数を
CTに関する論文数と経時的に比較したものを図1に示す。検
索は2021年12月31日に実施し、クエリー式として、「AI」につ
いては「（artificial intelligence）OR（machine learning）OR（deep 
learning）OR（neural network）」を、「CT」については「computed 
tomography」を与えた（したがって、「AI」には画像関連以外の
ものも含まれる）。CTに関する論文数も伸びている（10％ /年
以下）が、それを遥かに上回る速度（32 ～ 38％ /年）でAIに関
する論文数が増加している。著者らも、これまでにポジトロ
ン断層像（PET）における生理的集積・異常集積の検出3や、頭
頸部腫瘍の予後予測4、読影レポートに記載されたSUVmaxを
病変部位特定に利用する研究5などを行ってきた。
本稿は、AIの初学者を対象に、近年のAIはほぼすべてが帰
納法に基づく推論モデルであることを広く理解していただく
ために執筆した。この目的のため、帰納法と演繹法とを対比
し、実例を挙げながら議論を進めていく。そして今後のAI研
究開発が目指すべき方向性を探りたい。

【アンケート調査】
AIにははっきりとした定義がなく、研究者ごとに少し
ずつ異なる定義を提唱している（厚生労働省ウェブサイト　
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/17/backdata/
column2-03.html、2021/12/31閲覧）。蛇足ながら、定義すなわ
ちルールがはっきりしないカテゴリーに分類するタスクをAI
は得意としているが、これは偶然であろう。さて、定義の明
確・不明確に関わらず、人間がある概念を理解しようとする
ときには、具体例で考えるとわかりやすい。
そこで、放射線科医や医療AI研究開発に関わる人々がAIを
どのように捉えているか、以下のようなアンケートを実施し
た。回答期間は12月27日から31日、Googleフォームを使用し
てインターネット上で行った。対象は北海道大学大学院医学
研究院画像診断学教室の教室員（放射線科医）および北海道大
学医療AI開発者養成プログラム受講者（大学院生、医療従事
者等）である。
アンケート問題を以下に示す。

次のうちAIであると思うものをすべて選んでください。

（　）紙とえんぴつ
（　）そろばん
（　）電卓
（　）炊飯器
（　）スマートフォン
（　）運転手がハンドルを持たなくても目的地に到達する自動車
（　）ドラえもん

結果を述べる前に、著者らがこのような選択肢を用意した
理由を説明する。AIすなわち人工知能と呼ぶからには、脳機
能の少なくとも一部を模倣あるいは代替するようなものをAI
と呼ぶべきであり、上記のそれぞれの選択肢が、人間の脳の
もつどのような機能を代替しているかに注目していく。
「紙とえんぴつ」があれば、文字、数字、その組み合わせで
ある単語、さらに高次の組み合わせである文章、図などを
書いておくことができる。それによって、記憶という脳機能
を紙とえんぴつに代替させ、脳は別なことを考えたり記憶し
たりすることに使える。また、書かれたものは、書いた本人
だけでなく他人が読んで理解することもできるので、発声や
ジェスチャーなどのコミュニケーションを代替していると考
えることもできる。
「そろばん」「電卓」は、どちらも計算という脳機能を補助あ
るいは代替することができる。両者の違いは、そろばんが担
当しているのは一時記憶（計算途中の数字を一時的に記憶す
る）であり計算自体は脳が行うのに対して、電卓は計算アルゴ

図1　PubMed検索にてヒットした論文数を図示した。横軸は出版
年。AIは（artificial intelligence）OR（machine learning）OR（deep 
learning）OR（neural network）、CTはcomputed tomography
を与えた。2021年12月31日に検索実行。2020年まではずっと
CTがAIを上回っていた。2020年の論文数は、AIが36,622件、CT
が40,011件。2021年に初めて逆転した（AIが48,809件、CTが
36,469件）
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リズムを内在しており、計算式さえ与えれば正しい答えを出
力してくれるところが大きく違う。別の言い方をすると、そ
ろばんは、人間が計算するのを助け、電卓は自ら計算ができ
る。画像診断支援AIも、そろばん型（診断補助）と電卓型（自
動診断）とに分けられるように思われる。
「炊飯器」は、最近市販されているものは米と水を入れてボ
タンを押せば、プログラムされたとおりに温度、水量等を測
定しながら調節し、最良のご飯が炊きあがるように作られて
いる。ユーザーは、硬め・やわらかめという希望を、プログ
ラムに対するパラメーターとして与えることができる。基本
的に、炊飯器はプログラムされた通りに動く「機械学習を行わ
ない」装置である。余談ながら、最近では、炊きあがったご
飯に対して、ユーザーが「硬かった」「粘り気が強かった」等の
フィードバックを与えると炊飯器が次回のプログラムに反映
させる機能も現れているようであり、徐々に機械学習の要素
を取り入れているようである。
「スマートフォン」はきわめて高機能な計算機であり、イン
ターネットに接続できる点やカメラを持つ点からも、実行
可能なタスクは電卓に比べて圧倒的に多い。ここでは、ユー
ザーの過去の操作に基づいて振る舞いを変化させる点に注目
したい。例えば日本語変換機能では、過去に使用した語句を
上位の候補として表示し、文章作成の効率を高める。音声認
識においても、ユーザーの声を学習することによって認識効
率を高める。すなわち、スマートフォンは「機械学習を行う」
装置である。
「運転手がハンドルを持たなくても目的地に到達する自動
車」（以下、自動運転車）は、基本的な原理はスマートフォンに
エンジンを付け足したものと考えられるが、スマートフォン
に求められるよりも遥かに多くの情報を処理して、信号機や
標識、対向車や歩行者を画像内で捉えて安全に走行する。ス
マートフォンが人間社会に簡単に導入された一方で、自動運
転車の導入に時間がかかっているのは、予想外の動作により
事故が生じ、人命が失われる可能性があることだろう。その
責任を誰が取るのかという問題も残っている。これらの視点
は医療AIを考察する際にも重要なポイントとなる。
最後の「ドラえもん」は、フィクションの世界のキャラク
ターではあるが、22世紀から来たネコ型ロボットであり、人
間と同じように喜怒哀楽を持つ。あくまで著者らの私見には
なるが、ドラえもんの内部に埋め込まれた装置は脳機能を完
全に代替している。ただし、現時点では開発の目処が立って
いないため、今回の議論はこのくらいに留める。

【アンケート結果】
アンケートには42人から回答が得られた。結果を表1にま
とめる。

アンケート結果を見ると、おおむね著者らが提示した選択
肢の順に、「AIである」と回答した割合が増加した。とくに、
炊飯器からスマートフォンにかけて24％から64％と大きく上
昇している。前述したように、「紙とえんぴつ」から「炊飯器」
までは機械学習を行わない。一方、「スマートフォン」以降は
機械学習を有効に使って、複雑な処理を実現している。
機械学習の有無が、「AIであること」と深く関係しているよ
うである。そこで、以後、本稿では機械学習に注目して議論
を進める。

【演繹法と帰納法】
機械学習の有無は、演繹法と帰納法の対立構図で表すこと
ができる。演繹法と帰納法は、自然科学における相反する2
つの立場（学派）である。演繹法の科学者として代表的な者は、
フランスのルネ・デカルト（1596-1650）である。当時は大陸合
理論と呼ばれた。一方、帰納法の代表格はイギリスのフラン
シス・ベーコン（1561-1626）である。こちらは当時、イギリス
経験論と呼ばれた。フランスとイギリスが、ドーバー海峡を
挟んで自然科学において異なる考え方を持っていたというこ
とになる。
演繹法と帰納法の明確な定義は哲学書に譲るとして、ごく
簡単に特徴を表すならば、演繹法は理論の積み重ねで結論に
至る方法、帰納法は経験に基づいて結論に至る方法である。
ここでは「明日、太陽はどの方向から昇るか」という問いに対
して、演繹法と帰納法の立場でアプローチしてみる。
演繹法の学者は、次のように答えるであろう。
「地球は太陽のまわりを公転および自転している。ケプラー
の法則やニュートンの法則を使って、時刻tにおける地球の
位置と向きを求めれば、明朝も太陽が東から昇ることを示せ
る。」
一方、帰納法の学者は、次のように答えるであろう。
「古今東西あらゆる記録を調べても、太陽が東以外の方向か
ら昇ったという記述はない。したがって、明日も太陽は東か
ら昇る。」

表1　アンケート結果
項目 「AIである」と回答した人数（割合）
紙とえんぴつ 2（4.8％）
そろばん 2（4.8％）
電卓   7（16.7％）
炊飯器 10（23.8％）
スマートフォン 27（64.3％）
運転手がハンドルを持たなくて
も目的地に到達する自動車 40（95.2％）

ドラえもん 37（88.1％）
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読者の皆様はどのような印象を持つであろうか。このよう
な簡単な問題に対して、演繹法を持ち出すのは明らかに過剰
（オーバースペック）であろう。しかし、地球ではなく月面で
の日の出の方向を問われたら、演繹法でなければ解けない。
この点において、演繹法は応用範囲が広い。しかし、演繹法
で導く上記の結論が成立するためには、地動説やニュートン
力学が正しいという前提が必要である。一方、帰納法の立場
からは、天動説と地動説のどちらが正しくてもかまわない。
これは帰納法の大きな利点である。
他に、いくつかの問題を演繹法と帰納法のそれぞれの立場
で解く場合の例を表2にまとめた。日常生活で我々は演繹法
と帰納法をたくみに使い分けているが、未経験の事柄には演
繹法、慣れてくると帰納法を使うことが多いだろう。

一般に、2010年頃に始まるAI研究の盛り上がりを第3次AI
ブームと呼ぶ。すなわち、過去に2度のAIブームと、下火の
時期とがあった6。第1次と第2次のブームは、推論、探索、
エキスパートシステムといったキーワードで語られ、基本的
には知識を覚えさせる手法がとられた。あらかじめ「発熱と白
血球上昇と胸部写真の陰影があれば肺炎」といった文を多数列
挙しておき、これに基づいて各事例を判断するアルゴリズム
である。しかし、人間の知識というものがあまりにも膨大で
あったため、すべてを含んだアルゴリズムを作ることは不可
能であった。一方、第3次AIブームでは、ビッグデータと高
速化したコンピューターを利用し、データすなわち事例から

ルールを学ぶ手法をとった結果、今日の大成功を見ている。

【課題1：割り算装置】
演繹法と帰納法について、理解を深めるためにさらに2つの
課題を考える。1つ目の課題として、電卓をつくりたい。ここ
では機能を限定し、xとyを与えると、割り算をしてx÷y = z
を返す装置を作りたい。演繹法で割り算装置を作るときには、
我々が筆算で割り算を行うときに従うのと同じルールを記載

表2　演繹法と帰納法による課題解決法の例
課題 演繹法 帰納法
8時までに学校に到着する 駅まで徒歩 10分、電車で 10分、駅から学校まで

徒歩 10分かかるから、7時 30分に家を出る
昨日も一昨日も7時30分に出たらちょうど良かっ
たので、今日も 7時 30分に家を出る

裁判において判事が判決を下す 法律の条文に基づいて判決を下す 過去の判例に基づいて判決を下す
言語学習者が単語の意味を学習する 辞書を引いて単語の意味を調べる 単語が使われている例文からその単語の意味を推

測する
科学論文を執筆する 数学の定理を証明するときと同じ手順で結論を導

出する
実験結果と P<0.05 に基づいて結論を導出する

表3　帰納法で作成した割り算装置（AI）の性能
x y 真の答え AI の予測値
1 1 1.000 1.224
1 5 0.200 0.253
2 7 0.285 0.295
2 8 0.250 0.253
3 3 1.000 0.981
3 4 0.750 0.742
4 6 0.666 0.667
5 8 0.625 0.642
6 1 6.000 6.046
6 4 1.500 1.493
6 7 0.857 0.859
7 1 7.000 7.033
7 10 0.700 0.725
8 3 2.666 2.660
8 5 1.600 1.594
8 7 1.142 1.165
9 1 9.000 8.971
9 9 1.000 1.008
10 1 10.000 9.909
10 7 1.428 1.476
20 1 20.000 19.415
60 30 2.000 5.438
500 100 5.000 116.238
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㻤 㻜㻚㻝㻟 㻜㻚㻟㻤 㻜㻚㻡 㻜㻚㻣㻡 㻜㻚㻤㻤 㻝 㻝㻚㻝㻟 㻝㻚㻞㻡

㻥 㻜㻚㻝㻝 㻜㻚㻞㻞 㻜㻚㻟㻟 㻜㻚㻠㻠 㻜㻚㻡㻡 㻜㻚㻢㻢 㻜㻚㻣㻣 㻜㻚㻤㻤 㻝㻚㻝㻝

㻝㻜 㻜㻚㻝 㻜㻚㻞 㻜㻚㻟 㻜㻚㻠 㻜㻚㻡 㻜㻚㻢 㻜㻚㻤 㻜㻚㻥 㻝

㼥

㼤

ᅗ㻞

図2　割り算の表。x,yを1から10までの整数とし、x÷yの値をマス
目に記載した。100箇所のマス目のうち、20箇所を空欄とした。残
る80箇所を教師データとして機械学習に用いた。
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すれば良い。実際の電卓では内部は2進法で処理するが、原理
的には筆算と大きくは変わらない。
一方、帰納法で割り算装置を作るときには、あらかじめ問
題と正解を多数用意しておく。図2には100箇所のマス目があ
り、100通りの割り算を表せるが、このうちランダムに20箇
所を空欄にした。2層の隠れ層がReLU関数を介して全結合し
ているごく簡単なニューラル・ネットワークを用意し、80個
のデータを用いて機械学習を行った（SonyのNeural Network 
Consoleを使用）。結果を表3に示す。

xもyも1から10の範囲に収まっている限りは、真の答えと
AIの予測値はかなりよく一致した。もちろん、完全に一致し
なければ電卓としての実用性はない。しかし、ニューラル・
ネットワークの数式には足し算と掛け算とReLU関数（正の値
が与えられるとそのまま返し、負の値が与えられるとゼロを
返す）しか含まれておらず、割り算の意味も原理もまったく教
えられていないAIがここまでの精度を出すことは驚きに値す
るのではないか。
一方で、xやyが10を超えたとき、AIの予測値はかなり不
正確になる（特に表3の下2行）。学習時のデータと大きく異な

るデータを処理するとき、AIの精度が悪化することを表して
いる。これは医療AIを開発もしくは利用する者が知っておく
べき重要な性質である。A社のCT装置の画像で機械学習した
AIがB社の装置を判定しなければならないときなどがこれに
相当する。
以上のように、割り算装置を作るときは演繹法で作るべき
である。

【課題2：画像分類】
2つ目の課題は画像分類である。コンピューターはどのよう
に画像を分類するのであろうか。コンピューター内では画像
は図3のような数字の並びとして格納され、必要なときに画
面に表示される。1個1個の数字が画素と呼ばれる。演繹法の
立場で、図3aが犬、図3bが猫であることを導くには、ここ
に現れる多数の数字に四則演算などの処理を行い、犬らしさ、
猫らしさを数値スコアーで表すような数式を考案することが
必要である。それはきわめて複雑な数式になるであろう。そ
のような数式を果たして人間が考案してコンピューターに与
えることができるであろうか？
一方、帰納法の立場では、あらかじめ未知の係数で書かれ

ᅗ㻟
㼍 㼎

図3　犬（a）と猫（b）の画像を画素値で表した。小さい数字が黒、大きい数字が白を表す。
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た数式を作っておく。図3aの数値データを与えたときに犬ス
コアーが高くなるように、図3bの数値データを与えたときに
猫スコアーが高くなるように、係数を調節していく。この調
節作業が機械学習にほかならない。何千枚、何万枚と学習し
ていくうちに、見たことのない犬や猫の画像を与えても正し
く予測することができるようになる。
したがって、演繹法では到底実現できないことを多数の
データで実現してしまうのが帰納法であり、現在の第3次AI
ブームでさかんに研究・開発されているAIはすべて帰納法に
基づくAIであるといっても過言ではない。

【演繹法と帰納法の融合の必要性】
帰納法に基づくAIが、画像認識、画像生成、自然言語処
理、音声認識、遺伝子解析などにおいて目覚ましい成功をお
さめているため、今後のAI開発は帰納法のみで十分という意
見があるかもしれない。しかし、著者らは異なる意見を持っ
ている。画像診断を例にして説明したい。
腹部大動脈瘤は、画像診断の初学者が最初期に経験し学習
する異常所見である。腹部大動脈瘤のCT画像を多数学習させ
れば、現在のAIモデルなら高い精度で腹部大動脈瘤を診断で
きるようになるだろう。さて、教師データには含まれていな
かった、総腸骨動脈瘤の画像をAIに与えたら、AIは何と答
えるであろうか。教師データに含まれていない診断名を出力
することは、現在のAIアルゴリズムでは不可能である。しか
し、人間の研修医であればどうだろうか。医学部で「腹部大動
脈」と「総腸骨動脈」と「動脈瘤」という概念を別々に学んで理解
している者であれば、総腸骨動脈が拡張している画像を見て、
これに出会うのが初めてだとしても、総腸骨動脈瘤という診
断名にたどり着けるであろう。著者らが考える、AIに必要な
ブレイクスルーは、まさにこの研修医の思考プロセス、すな
わち演繹法である。帰納法がリードしてきた現在のAIに、第
2次ブームまでに失敗してきた演繹法をどのように組み合わせ
ていくか。情報科学領域の今後の研究が待たれる。
最後に、今回のアンケート調査のlimitationを明記してお
く。アンケートは前述のとおり限定された集団に対して行っ
たものであるため、広く一般の意識を調査したものではない。
また、回答率を高めるために複雑な問題を用意しなかったた
め、AIに関するより深い意識調査や画像診断支援AIに特化し
たアンケートは今後行われなければならない。

【結語】
現在のAIの根幹にある帰納法について、演繹法と対比しな
がら概説した。アンケート調査においても、機械学習の有無
が、AIであると感じるかどうかによく一致した。次世代のAI
の課題は、現在の帰納法中心のアルゴリズムに演繹法の概念
をいかに組み合わせていくかであろう。
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