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「人間らしい」
コンピュータを求めて
──現在のお仕事内容を教えてください。
古屋 主に３つあり、１つ目は、企業と
協力してＡＩサービスを創出する共同ソ
リューション開発です。私たちがＡＩの
アルゴリズムを作り、クライアントに売
って貰うレベニューシェアモデルで展開
しております。２つ目は、ＡＩをさらに
手軽に使えるようにするためのプラット
フォームの提供を行っています。３つ目
は、ＡＩの教育事業で、企業や大学など
で講義を行い、データサイエンティスト
育成にも力を入れています。
──共同ソリューション開発の具体例を
挙げていただけますか。
古屋 例えば医療分野では、ＭＲＩなど
の画像から冠動脈をＡＩに自動抽出させ
る、医療診断支援システムを開発しまし
た。他にも白血球の一種である好中球の
検査値から、抗がん剤投与の量やタイミ
ングをＡＩに予測させるシステムも開発
中です。現在、抗がん剤投与のタイミン
グは医師の経験によって判断されていま
す。そこでＡＩに、ベテラン医師の投与
に関する判断、つまり好中球の数値と抗
がん剤の投与量との組み合わせのデータ

を学習させ、経験の少ない医師に使って
いただくのが目的です。医療は、特定の
症状には特定の処置が対応しているよう
に、マニュアル化できる仕事が多く、Ａ
Ｉとの親和性が高いと感じます。
──ＡＩの研究に進まれた経緯を教えて
ください。
古屋 中学時代からプログラミングが好
きで、高校生になると、コンピュータが想
像 力を持てば人間のようなコンピュータ
ができるのではないかと考え始めました。
そこで進学先として、認 知心理学とコン
ピュータサイエンスの両方を学べる文理融
合系の学部を探したところ、まさに同志
社大学の文化情報学部が最適だったので
す。私たちは２期 生だったので、１年 次
から認知科学研究室に特別に入れていた
だき、脳内で考えていることを目の動き
から推論する仮想的描画の研究をさせて
いただきました。３年次では統計学の研
究室に入り、卒業研究では百貨店の協力
を得てＰＯＳデータ解析に取り組みまし
た。すると百貨店から、ビジネス現場で
の有効性に対して疑問の声をいただいた。
そこで技術をきちんと社会に役立てるた
めにはビジネス的視点が必要だと考え、
京都大学の経営管理大学院に進学したの
です。その後、ディープラーニングという

ではと考えています。自分仕様のＡＩを
用いることで、一日に診察できる患者数
は倍になるかもしれません。
──現在のお仕事を、将来どのように発
展させたいですか。
古屋 ＡＩが世の中にもっと利活用され
る世界を創っていきたいです。現時点で
ＡＩはまだ研究段階なので、いかに実際
のビジネスへとつなげていくかが課題で
す。それをちゃんと形にして、ＡＩがさ
らに世の中の役に立てればと願っていま
す。また、現在ＡＩ関連企業は関西にほ
とんどありませんが、優秀なエンジニア
は関西にも大勢います。そういう人たち
の受け皿にもなりたいですね。同志社大
学文化情報学部からも、うちの会社に来
てくれれば嬉しいです。
──新しい卒業生に向けてメッセージを
お願いします。
古屋 私は自分に向いていて、他の人に
なかなか出来ないことをずっとやってき
ました。それがたまたまデータ解析やデ
ータサイエンスで、これらを用いてどう
社会を良くしていくかを実践してきたつ
もりです。自分に向いていることを続け
つつ、足りない部分を改善していけば、
社会に役立つ貴重な人物になれると思い
ます。（２０１７年 月 日、京都市にて）
インタビュー
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AI企業取締役フェロー

古屋俊和

仲間と共に立ち上げたAIベンチャー企業と介護分野
のAIベンチャー企業が経営統合して、2017年10月に
「株式会社エクサウィザーズ」が誕生。AIを用いた医
療診断支援システムなどを手がける、気鋭の技術者
です。

で寄与できます。ネットショッピングを
技術に強い興味を持ちました。例えば猫
する際、高齢者にとって複雑なパソコン
の画 像をコンピュータに大量に読み取 ら
操作が妨げになることがあります。そこ
せ、ディープラーニングという 技 術で学
でＡＩを使えば、画面はもっとシンプル
習させると、猫の特徴を勝手に学び、Ａ
になっていく。例えばアマゾンのＡＩス
Ｉの考える、まさに
「猫」
の画 像 が作 ら れ
ピ ー カ ー「 エ コ ー」で は、 対 話 形 式 で 商
ます。コンピュータが想像力を持つという
品の購入ができます。ＡＩによって市場
のは、まさにこれだ。そう 考 えて、ディ
をもっと効率化すれば、高齢者サービス
ープラーニングの研 究を進めるために京
大の情報学研究科博士課程に進みました。 も進化しますし、日本の将来にとっても
良いことだと思います。
──その博士課程在学中に、「株式会社エ
──先ほど医療診断支援システムのお話
クサインテリジェンス」を起業されまし
がありました。現在、医療現場でＡＩは
た。
多用されているのですか。
古屋 ディープラーニングには大量のデ
古屋 そうではありません。もしも誤診
ータが必要ですが、大学の持つデータは
があれば法的問題として大きく取り上げ
多くありません。一方で企業は、毎日の
られてしまう可能性があるし、患者や医
業務で得られる大量のデータを持ってい
師の心理的課題もあるからです。でもＡ
ます。そこで企業からデータ提供の協力
Ｉによる診断の最終責任は、診断支援シ
が得られればディープラーニングの研究
ステムを使う医師にあります。
患者が「Ａ
もさらに進むと考えて、会社を作ったの
です。アカデミックとビジネスをつなぐ、 Ｉに診断されたくない」と感じる心理的
課題も、患者と対面しながら診断を下す
架け橋のような役割の会社です。
のはあくまでも医師であるという姿勢で
あれば良い。ＡＩが診断を行うことによ
人間とＡＩが協力して
って自尊心を傷つけられる医師もおられ
より良い世界を創りたい
るようですが、これは個々の医師のニー
ズや好みに応じて学習できる機能をＡＩ
に与えることで、その医師にとってより
使いやすく、親しみやすいＡＩになるの
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様々な企業と協力して
AI
（人工知能）
システムを
開発する

──その後は介護事業所も立ち上げてお
られますね。
古屋 介護事業にもＡＩはさまざまな形
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人工知能の普及でより良い世界に
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新聞記者

さん

川嶋かえ

しま
かわ

朝日新聞社に入社して２年目。千葉総局の事件
担当記者として、取材に駆け回る多忙な毎日を
送っています。記事を通じて
「社会に対して新し
いものの見方や考え方を伝えたい」
、静かに闘志
を燃やす新人記者の想いを紹介します。

幅広い関心を
自由な立場で掘り下げたい
──新聞記者を志した動機は何ですか。
川嶋 中学生の頃から漠然と、将来は社
会問題に関わる仕事をしたいと考えてい
ました。周囲に母子家庭が少なくなく、
貧困問題を見聞きすることがあったから
でしょうか。心身に不調をきたした人も
身近にいて、それは当事者の属人的な問
題ではなく、根底に学校や教育、社会制
度の問題があるのではと考える機会もあ
りました。大学に入ってからも、問題を
抱えた人たちが生きやすくなるためには
社会がどう変わればよいのだろうと考え
ていました。
──最初から新聞記者志望だったのです
か。
川嶋 最初は公務員志望でした。政策過
程などを勉強していたので、国の立場か
ら社会や生活を変える仕事をしたいと考
えていましたが、就活中に考えが変わり
ました。個人の思想や行動を仕事に反映
させたいと考えても、公務員という立場
では制約を受けることもあるでしょう。
一方で、記者の仕事は個人の裁量に任せ
られる部分が大きいと聞き、その方が私
のスタイルに合っていると考えました。

っていらっしゃる。まだまだ事件は続い
ていることを、ご遺族の言葉を通して伝
えていけたらと思います。特に今回は、
子どもを見守る大人が、見守る対象の子
どもを殺めたとされる事件でした。今後
の見守り活動のあり方についても、社会
で考えていく必要があるでしょう。その
ような要素も、記事を通して伝えられた
らと思います。
─ ─新聞記者というと正義感が原動力と
いうイメージがあります。取材でも、熱い
想いに衝き動かされる部分はありますか。
川嶋 取材中は常に必死なので、あまり
感情移入はしていないと思います。新し
い話をたくさん入手しないと記事にはな
らない。記事にならなければ、その事件
の全容や本質、問題点も読者にお伝えす
ることができません。まずは、そこです。
私の場合、正義感や悲しみは後からつい
てくるのだと思います。
──新聞記者という仕事の面白さを教え
てください。
川嶋 自分の興味に沿った取材ができ、
自分のやりたいテーマを勉強して、それ
を読者に伝えられることです。とても贅
沢な仕事だと思います。今後は新しいも
のの見方や考え方を、社会に対して訴え
るような記事を書ければと思っています。

自分の関心の幅が広いことも、記者を志
した理由の一つでした。
──入社後は、どんなことから鍛えられ
るのですか。
川嶋 警察取材や、読者に伝わりやすい
記事の書き方などでしょうか。私は現在、
事件担当なので、いわゆる夜討ち朝駆け
の生活リズムを作るのも大変でした。例
えば朝６時半に家を出て関係者の家へ行
き、最寄りの駅や勤務先まで同行しなが
ら話を聞く。朝回りを終えた後は取材や
裁判の傍聴。夜はまた関係者宅を回るな
どして、 時以降は警察署に行くことが
多いです。帰宅は早ければ 時頃。大き
な事件が起きると、現場周辺で「地取り」
という聞き込みも行います。
──初対面の人から、取材で話を聞き出
すコツは何ですか。
川嶋 元気よく、そして正直でいること
でしょうか。変に構えたり、格好をつけ
たりしないようにしています。自分をオ
ープンにすることによって、相手の心の
扉を開けられていればいいのですが。

──取材をされた中で、最も印象深かっ

被疑者逮捕後も
事件を追い続ける理由
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新聞がそういう媒体であってほしいとい
う願いからの、私の思いです。
──今の時点で、何か目標はありますか。
川嶋 ３年くらいを目処に、将来やりた
いテーマを決めることです。今は地域の
問題などを自分なりの問題意識や感覚で
掘り起こしていきたいと思いますし、学
生時代に学んだ安全保障分野にも興味が
あります。将来、政治部か社会部に入る
のも目標です。
──新しい卒業生に向けてメッセージを
お願いします。
川嶋 敬意をもって人に接することでし
ょうか。私はベテランの捜査関係者と話
す機会が多いのですが、敬意を忘れずに
いれば、最初は難しそうに思えた方でも
打ち解けていただけるようです。それか
ら社会で働くには、いろいろな場所に自
分の拠点や、参加できるコミュニティが
あるといいと思います。あるいは赴任先
で友人をつくる。それができれば、たと
え仕事がうまく行かなくても、失敗ばか
りにとらわれて自分のリズムを崩すこと
は少ないでしょうし、人とのつながりの
中で、さらに良い仕事ができるのだと思
います。（２０１７年 月 日、朝日新聞
社千葉総局にて）
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社会を見渡す広い視野で
新しい見方、考え方を
訴える

た事件は何ですか。
川嶋 やはり我孫子市の、女児殺害事件
です。この事件では被疑者逮捕の瞬間に
居合わせました。前日、一人で地取りを
していたところ、地元の方から学校関係
者である被疑者の自宅を教えてもらい訪
問したのですが、不在。夜の再訪で少し
だけ接触できましたが、「答える義務はあ
る の か 」と 頑 な に 取 材 を 拒 否 さ れ、 何 だ
か変な人だなと感じました。その後その
人物が被疑者らしいと知り、翌朝カメラ
マンと一緒に張り込んで、逮捕の瞬間を
車内から目撃しました。こういう話をす
ると心配する友人もいます。「一人で行っ
て 何 か あ っ た ら ど う す る の 」と。 す さ ま
じい瞬間に居合わせたのだなと思いまし
た。
──本当に痛ましい事件でした。
川嶋 事件後も、ご遺族にずっと取材を
させていただいています。最初は、事件
が社会に与えた影響を読者に伝えるのが
取材の目的でした。ただ最近思うのは、
被疑者が逮捕されれば事件は解決したと
いうのが一般的な考え方ですが、そうで
はないということです。被疑者が黙秘し
ており、事件の全容は明らかになってい
ません。ご遺族はまだ深い悲しみから抜
け出せず、事件を忘れられたくないと思
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夜 討 ち 朝 駆 けで奮闘中

