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環境認知ロボット

■外界を認識する技術の発展
深層学習技術の発展により，画像認

識精度は年々向上しています．国際コ
ンテストILSVRCにおいて，画像に
映る物体の名前を言い当てる物体認識
精度は，２016年にその正解率が人間
を超える97.0%にまで到達しました．

音声認識も人間と同等の精度を実現
しつつあり，ロボットは目だけでなく
耳も手に入れつつあります．さらにロ
ボットは，もともと人間には認識でき
ない超音波や赤外線，磁気等も知覚で
きるため，その行動範囲をより拡大し

ていくでしょう（図 ₁ ）．
■自動運転車やドローンを中心と
するロボットの普及
周囲を確認しながら自律的に動作す

る自動運転車は，現在もっとも注目さ
れているロボットといえます．自動運
転車の実現に向け，各自動車メーカや
IT企業による合従連衡が激化してい
ます．自動運転バスの実証実験や，一
般道での自動運転タクシーの試験サー
ビスが始まり，試験走行ではあるもの
の，高速道路での自動運転トラックに
よる配送も実現されました．

ドローンは，測量，点検，防犯 ・ 警
備，配送，エンタテインメント利用な

ど，多くのビジネスに活用され始めて
います．これまでは困難だった場所で
の飛行が可能になりつつあり，さまざ
まな場所の空撮や空間情報取得を低コ
ストで行えるようになってきました．
ドローンはこれまでとは桁違いの効率
性や新しいサービスを可能とするポテ
ンシャルを秘めており，各産業に与え
る影響は計り知れません．

ロボットは商業 ・ 公共施設，家庭と
活躍の場を広げています．例えば，カ
メラとセンサを活用し，商品陳列棚を
巡回し，商品の品切れや配置間違い，
陳列の乱れなどを見つけ出すロボッ
トが登場しており，人手による作業を
大幅に削減することが期待されてい
ます．
■高度な作業やマスカスタマイ
ゼーションの実現
人間がこれまで行っていた単純作業

を自動化するだけでなく，より高度な
作業さえも実現しつつあります．例え
ば，農業においては，カメラやセンサ
を搭載したドローンを用いて，害虫の
発生個所だけに農薬を散布したり，場
所ごとの作物の生育状況に応じて肥料
の量を調整し散布したりと，人間以上
の精密さで行うことが可能となってき
ました．

空間認識 自動運転 遺伝子解析

図 1 　環境認知ロボット

技術トレンド「環境認知ロボット」「プレシジョン
ライフサイエンス」

AI（人工知能）の発展に伴い，人間以上の知覚能力を手に入れたロボッ
トは，自動運転車やドローンを中心に活躍の場を広げています．また，AI
は創薬や医療現場にも活用の場を広げ，データ駆動のライフサイエンスを
加速させています．本稿では，NTT DATA Technology Foresight 2017で取
り上げた 8つの技術トレンドから「環境認知ロボット」と「プレシジョン
ライフサイエンス」を紹介します．
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また，製品における多種多様な要望
にこたえる個別カスタマイズはコスト
の問題で実現困難でした．今後は，受
発注情報や材料調達情報に加え，工場
内の各センサから取得されたデータを
基に，ロボットが製造に必要な材料，
効率的な製造方法，ほかの機械との連
携方法を自律的に判断し，生産ライン
を自動的に変えていく自律工場が登場
するかもしれません．その結果，ユー
ザ個人に一品一品カスタマイズしなが
ら生産を行う，マスカスタマイゼー
ションが実現されるでしょう．
■ロボットの普及がもたらす経済
的インパクト
世界のロボット関連市場は，２0２0

年には現在の ２ 倍以上に拡大すると予
測されており（1），ロボットの機能や価
格の競争はますます激化するでしょ
う．特に，自動車産業は大きな変換点
を迎えると考えられます．自動運転技
術の発展途上段階では走行性能が重要
視されますが，完全自動運転車が実現
された世界では走行性能は当たり前と
なり，移動体験が重視されるようにな
ります．これは，これまでのモノを売
るかたちから体験やサービスを売るか
たちに，経済システムがシフトするこ
とを意味します．顧客が「自動車を所
有したい人」から「移動ニーズを持つ
すべての人」に変わり，高度な移動体
験を提供可能な企業，つまり幅広い大
量のデータを持ち，新しいサービスを
提供できる企業が新たな市場をつく
り，リードしていくでしょう．
■本格的な議論が始まった法制度
改革
高い期待が寄せられる高性能なロ

ボットですが，人間に危害を加える可
能性，プライバシ侵害の問題などがあ
り，法整備も含めてそれらを解決して

いくことが今後の発展に不可欠です．
さらに中長期的な将来を見据えて，ロ
ボットを電子人間とみなし，ロボット
の所有者に税金を払わせる，ロボット
税の導入についての議論がされ始めて
います．また，国民に一律に，最低限
の生活を送れる金額を給付する社会保
障制度である，ベーシックインカムの
導入についての議論も活発化し，フィ
ンランドやサンフランシスコでは試験
導入も始まっています．これらは，ロ
ボットやAIによって職を奪われるな
ど，社会構造が大きく変わることを見
込んだ議論ととらえることができま
す．税金や生活保障の制度面の対応に
加えて，人間が行うべき職やそれに必
要なスキルの変化に対応するための教
育も今後は重要となっていくでしょ
う．

プレシジョンライフサイエンス

■世界規模で取り組まれるゲノム
解析
米国は２016年 ２ 月にNational Can-

cer Moonshotと呼ばれる，がん撲滅
をめざす国家プロジェクトを立ち上げ
ました．10億ドルという膨大な予算が

計上されており，その中でも全遺伝子
情報であるゲノムデータの収集 ・ 活用
は特に重要なテーマと位置付けられて
います．このテーマはゲノムデータや
生活環境データ，EHR（Electronic 
Health Record：電子健康記録 ・ 生涯
医療記録）など，さまざまな個に関す
るデータに基づき，個人に最適な予防
や治療であるプレシジョン ・ メディ
シン（精密医療）の実現をめざすもの
です．

ゲノムデータの収集 ・ 解析によるプ
レシジョン ・ メディシンの発展 ・ 普及
をめざすのは米国だけでなく，世界各
国で国家プロジェクトが立ち上がって
います．英国では ３ 億ポンドを拠出し，
The 100,000 Genomes Projectと呼ば
れる国家プロジェクトを立ち上げまし
た．中国でも1₅年間で9２億ドルを投
じると発表しています（図 ₂ ）．
■遺伝子解析，生体センサの発展

ゲノム解析が世界中で行われるよう
になった背景には，遺伝子の塩基配列
を高速に読み出せる次世代シーケンサ
が高機能，かつ急激に安価になったこ
とがあります．現在は，人 1 人のゲノ
ムを1000ドル以下で読み込むことが

図 2 　プレシジョンライフサイエンス
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可能となり，個人で遺伝子分析が可能
なDIYキットが999ポンドで発売され
るまでになっています．

解析対象はヒトゲノムにとどまら
ず，人の体内や表面に存在する微生物
群「マイクロバイオーム」の遺伝子解
析も活発化しています．マイクロバイ
オームは，免疫機能や栄養摂取のしや
すさなど，身体に影響を及ぼすため，
健康状態を把握するための重要な要素
として考えられています．

また，遺伝子解析の目的は医療や健
康に限りません．ビールの主原料であ
るホップやコーヒー（コーヒーノキ）
の遺伝子を解析し，生産地で成長しや
すい，病原体に強い，苦味が強いといっ
た特徴を持つ品種への改良にすでに活
用されています．

遺伝子解析技術だけでなく，生体セ
ンサの発展によって，歩数や心拍数，
血圧，皮膚水分，呼吸などのさまざま
な健康データを収集 ・ 解析できるよ
うになってきています．皮膚の水分状
態から喉の乾きを推測し，熱中症予防
を行うセンサや，呼吸からストレス状
態を推定するウェアラブルデバイス
も登場しており，病院に行かずに手軽
に健康管理ができる時代が迫ってき
ています．
■AIによって加速するライフサイ
エンス
AIを活用した創薬が注目されてい

ます．一般的に，創薬には10年以上の
期間と1000億円以上の研究開発費が
必要とされており，薬価は高額になる
傾向にあります．新薬候補を見つけ出
すだけで ２ ，３ 年かかり，そのうち有
効なものは 1 ％程度しかないといわれ
ています．これに対し，既存の薬の分
子構造とその作用に関するデータを
AIに学習させることで，病気の原因

となるタンパク質に機能する新たな化
合物の候補を自動的に見つけ出す取り
組みが始まっています．AIにより新
薬候補を 1 日で発見した例も出てきて
おり，開発の大幅な短期間化と低コス
ト化が期待できます．

また，医療現場でもAIの活用は広
がりをみせています．蓄積された過去
の診療データを学習することで，問診
情報から症状を特定する鑑別診断を
AIで支援可能になってきました．確
率の高い順に病名を列挙し，必要な処
置内容まで提示してくれるため，医師
経験によらず見落としを回避できま
す．トップ棋士に勝る囲碁AIを開発
したことで知られるGoogleの子会社
であるDeepMindは，医療分野に特化
し たAIの 開 発 を 目 的 にDeepMind 
Healthを２016年 ２ 月に立ち上げまし
た．病院と連携し，過去の症例を学習
することで，患者の状態から緊急性を
要する急性腎障害を即座に判断可能と
するアプリをすでに開発しています．
今後は，すでに存在する医療データに
加え，生体センサやEHRの普及に伴っ
て個のデータが増加するため，AIを
活用した医療，ヘルスケアはより一層
広がっていくでしょう．
■個に適した医療，ヘルスケアの
拡大
遺伝子解析技術やAI技術の進歩は，

個に適した治療を着実に可能にしつつ
あります．例えば，乳がんや肺がんな
どの治療においては，遺伝子情報に応
じた治療薬を選択することがすでに可
能になっています．また，治療だけで
なく，遺伝子情報を分析することで，
がんになる可能性が高いといった個人
の身体の傾向を把握し，事前に対処し
ていくことも広まりつつあります．

このような取り組みが進むことに

よって，医療の中心は「症状に対する
治療」から「原因に対する予防」へと
本格的に変わっていくでしょう．個人
の遺伝子情報，バイタルセンサデー
タ，生活習慣などを複合的に分析する
ことで，病気になる可能性を高める要
因を予測し，症状が出る前に個人に適
した対策を打つことが可能になり，予
防につながる情報やモノを提供して
くれるサービスが増加すると考えら
れます．すでに，遺伝子検査と血液検
査の結果を基に，個人に最適な食品を
宅配してくれるサービスも登場して
います．個人がより自身の健康に向き
合い，予防による健康増進が実現され
れば，今後世界中で問題となる長寿化
に伴い高騰する医療費の大幅な削減
が期待できます．
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