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本田賞 35回記念シンポジウム

角南　ご紹介にあずかりました政策研究大学院大学の

角南でございます。世界中からいろいろな分野の頭脳

が結集されたわけですから、これを一つの方向性にま

とめてやれというのは、到底無理な話です。きょうも先

ほどからずっといろいろな最先端の研究を踏まえた将

来のビジョンについて講演がされていましたが、一つの

結論は、これからはおそらく今までのような線形型のリ

ニアな発展ではなく、どこかで非線形型のダイナミック

な発展形態に変わっていくのだろうと思います。

　そういった意味では、このようにそれぞれ異なった分野

の頭脳が結集しているわけですから、このディスカッショ

ンもある意味で非線形型に、何が飛び出すか分からない

ようなダイナミックなパネルになればいいなと、私も非常

に楽しみにしていますので、よろしくお願いいたします。

　時間が限られていますが、実は今回のこのシンポジ

ウムにいらっしゃる予定であったハーケン博士から、

メッセージが届いていますので、まずそちらをご紹介さ

せていただきたいと思います。英語ですが、私のほうで

読み上げますので、たぶん通訳の方が日本語にしてい

ただけると思います。

パネルディスカッション

ヘルマン・ハーケン 博士
1927年ドイツ生まれ。1992年第13回本田賞受賞。シュトゥットガルト大学名誉教授。
元ドイツ科学財団顧問

35 回記念シンポジウムに際し、心からのお祝いと、皆様方への想いを送りたいと思います。
非常に大事なイベントと聞き、参加を楽しみにしていたが、病気になってしまい欠席します。
私はお話しようと思っていたサスティナビリティとシナジーに関して申し上げたいと思います。
政治の当事者として世論を形成することは不可欠です。シナジーシステムのたくさんの例から
もわかります。新しい発展の先駆者として、小さいが活動的なグループの影響力は決定的なも
のになり、地球上の生命の持続可能性を目指す政治において、大小合わせてすべての国家間
の協力につながります。これはまさに本田財団の活動の重要性を明白にしています。心から皆
様方、財団のさらなる成功をお祈りします。

[モデレーター]
角南 篤 教授

[パネリスト]
オーケ・E・アンダーソン 博士、ラジ・レディ 博士、
デニ・ルビアン 博士、ヘルムート・クレメンス 博士
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角南　それでは、ディスカッションに移りたいと思いま

す。このハーケン先生のメッセージも後ほどディスカッ

ションの中で取り上げていきたいと思いますが、このよ

うに進めたいと思います。いろいろな方々のプレゼン

テーションを、それぞれの先生方も聞いておりますの

で、そうしたことを踏まえて、さらにメッセージ、あるい

はいろいろな考えが出てきたと思いますので、それを

一人ずつご紹介いただいて、その後、われわれのほうで

少しディスカッションを進めていきたいと思います。

　後半には皆さま方からのQ＆Aということで、質問を

受けながらさらにディスカッションを進めていければ

と考えておりますので、ぜひ質問、あるいはコメントで

も結構ですから、今のうちに準備していただければと

思います。

角南　それでは、ディスカッションを始めたいと思いま

す。まず初めに、クレメンス博士のご感想をお聞かせ願

えますか？

クレメンス　会場の皆さん、講演の後にまで残ってい

ただいてありがとうございます。私の意見は今日のプ

ログラムについて、そして理事長のメッセージについて

のものです。持続可能性の探求こそ、地球環境問題と

対峙するために科学者や技術者が進むべき方向です。

私はこれが重要なポイントだと思います。

　今日は講演を行わなかったので皆さんは私のことを

よくご存じないかもしれませんが、私は二酸化炭素と

窒素酸化物の排出量および燃料消費量を削減すること

が可能な、新型航空機エンジンに使われている材料を

開発しました。

　私はこれこそ本当に持続可能な発明だと思います。

なぜなら現在の世界の抱えている問題は、私達が資源

を使いすぎるのに加えて二酸化炭素等の排出によって

資源を危険に晒しているからです。

　私は講演を聞きながらメモを取っていましたが、どの

お話も素晴らしい内容で、的を射たものでした。そこ

で、よろしければ講演についてコメントさせて頂くこと

から始めたいと思います。

　レディ氏は講演の中で、奴隷制度からの自由、信仰

の自由、そして差別からの自由についてお話されまし

た。これらの論点は、ずっと昔に考案されたものです。

しかし今の世界がどう動いているのかをよく見てみる

と、現実は大きく違っています。

　奴隷制からの自由についてや、非常に多くの人々が

奴隷労働の危機にさらされているインドの現状につ

いてのお話を聞いた時には驚きました。そして信仰の

自由という問題もあります。私の意見では、イスラム

戦争など現在の中東の状況を見ると、特にヨーロッ

パではいわゆる啓蒙時代に政治と宗教を切り離して

以来、我々は誠に幸せな時を過ごしてきたのだと思

います。

　このことはヨーロッパの発展にとって非常に重要

だったと思います。ヨーロッパでも宗教がらみの戦争

は数多くありましたが、政教分離が契機となりその

後の近年200年間においては、宗教戦争は起こって

いないからです。アイルランドは問題を抱えているか

も知れませんが。しかし政治と宗教を分離するのは

良いことだと思います。

　差別からの自由という問題も重要です。女性の社

会的役割について、また女性がいまだ社会で正当に

評価されていないという事実についてお話がありまし

た。女性の賃金はいまだに同じ仕事をしている男性よ

りも低く、質の高い教育を受ける機会も男性と同じで

はない、などといったことです。
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　二酸化炭素と水に関する講演についてもお話させ

て下さい。私は二酸化炭素と水には密接な関連があ

り、このことは私の研究にも繋がると思います。大気中

における二酸化炭素の量が多すぎれば、気候は変動し

ます。それが今世界のあちこちで、とくに現在のヨー

ロッパにおいて見られるのです。

　過去10年間の大幅な気候変動のために、私達は大

きな経済的損失を被りました。ヨーロッパでは豪雨や

洪水など、今まで決して起きたことがなかったようなこ

とが起こりました。

　これらの現象は二酸化炭素の増加と関係があり、私

の発明が関係している、またはこれまでに少しは役

立ってきた問題です。気候変動の3.5%を超える部分が

航空交通と少なからず関係があるということを、人々

は知っています。御参考までに数字をあげると、年間6

億トンを越える二酸化炭素が大気中に排出されていま

す。一般的な乗用車一台の排出量は年間4トンですが、

世界中の乗用車の数と掛け合わせてみると膨大な二

酸化炭素排出量になります。

　水分子の拡散は人体にとって非常に重要だとおっ

しゃいましたので、私の立場から一つだけお話したい

と思います。私の場合は材料科学者なので、拡散とい

う現象は全く好みません。高温環境において拡散が起

きれば、材料に非常に深刻な問題が発生するからで

す。ごく簡単に言いますと、回転中のローター・ブレー

ドには力が働いているため高温状態で成分が拡散する

と、ブレードは延びてしまいます。これは許されないこ

となのです。

　以上が最初の私の意見です。

角南　ありがとうございました。では、次はルビアン博

士にお願いしましょう。日本語で話していただいても構

いませんよ。

ルビアン　持続可能性について語らねばならないとす

れば、私としては心の持続可能性についてお話したい

と思います。人類を地球上の他の動物と比べて少しば

かり特別な存在にしているのは、表記システムを開発

したからだと思います。

　それは大昔の洞窟において始まり、ご存知のように

初期の人類は、コミュニケーションや世代を超えた情

報伝達のために絵を使い始めました。それから本当の

表記システムが生まれ、そして私達は本を持ちました。

世代を超えた知識伝達の手段として、本はまさに驚異

的な発明でした。

　今日では、ITがあります。フェイスブックやグーグル、

マイクロソフトがあり、そしてクラウド技術があり、大量

の情報を保存することができます。しかし私が指摘し

たいのは、伝達できるのは私達の気づいていることだ

けである、ということです。自分で意識していることの

み、伝達することが可能です。私達がコミュニケーショ

ンに使っているもので、どのように説明すればよいのか

判らないものも沢山あります。

　例えば私達はインターネットを通じてとても簡単にE

メールをやりとりすることができますが、相手が自分の

書いたものにどう反応して来るのか、はっきりとは判り

ません。例えばメールを送った後になってとても後悔し

たという経験は、誰でもあるのではないでしょうか。そ

れは簡単に説明できます。

　人間のコミュニケーションは主に、言語を使わずに

行われます。例えば私達は表情を使います。アイコンタ

クトという方法がありますが、自閉症の人は他人と目を

合わせられないことを考えると、アイコンタクトはとて

も重要です。このような知識の伝達方法は維持されな

ければなりません。
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　例えばロボットの数を増やすのなら、人間の心の働

きにより近いプログラムの作成が可能でなければなら

ないということを忘れてはなりません。

　私はMITで行われている実験を見たことがあるので

すが、そこには人間の行動を真似するロボットがあった

と思います。例えば、にこやかな表情をするとロボット

は親切にしてくれますが、不愉快な言葉をかけると、ロ

ボットのほうでも意地悪な反応をします。ロボットには

感情がないのにそういう行動をとるので、本物の人間

と話しているように人々が反応するのを見るのはとて

も愉快でした。

　ですから私達は、少なくとも人間の心の働きをよく

理解できるようになるまでは自分達のコミュニケー

ションの方法を失わないよう、大いに気をつけねばな

りません。まだ時間はかかりますが。

角南　ありがとうございました。それではレディ博士、

どうぞ。

レディ　たいへん興味深い話題ですね。話し合いたい

色々なアイデアを思いついたのですが、二つだけにさせ

て下さい。この二つに関連はありません。

　一つ目は、何が私達を人道的でなくしてしまうのか？

なぜ今日の社会は人道的でないのか？今日の私達は

500年前、1,000年前よりはずっと人道的だと思うの

で、この質問は公正ではないかもしれません。とは言っ

ても、私達は昔の人間が何をしたのか全て知っている

訳ではないのですが。

　具体的に見ていくと、たとえばテロリズムの問題が

あり、他人を殺して回っている人間達がいます。信仰の

問題だと思いましたが、イスラム教徒同士でさえシーア

派とスンニー派が爆破し合っています。9・11では同様

の事件が起こり、ISISとISILも同様の行為を行ってい

ます。ヨーロッパにおいて、過去10年から20年におい

て戦争や同じような事がまったくなかったとは思いま

せん。

　たとえばボスニア・ヘルツェゴビナがあります。未曾

有の大惨事と言えます。この時代の文明社会があのよ

うなことを行なうとは、信じられませんでした。あそこ

もヨーロッパの一部ですよね？ホロコーストや、さらに

第一次世界大戦における化学兵器の使用を思い返して

みると、人間は思慮深く分別のある人間ならやらない

ような行動を取るようです。そうですよね？

　しかしそういうことは、我々の脳の構造と関係があ

るように思われます。その意味で私は、ルビアン博士

のお話に戻りたいのです。人間は攻撃性を秘めていま

す。ある程度の攻撃性は誰の中にも潜んでいるように

思われますし、ある特定の条件下において我々は学習

したことを全て忘れてしまい、攻撃的になります。

　お聞きしたいのは、水分子を消し去って攻撃性を取

り除くような方法はあるのでしょうか？一つには、こう

いうことを考えました。

　もう一つは、よりポジティブで希望のもてるもので

す。500年、1,000年、2,000年前日本で起きたことを

振り返ってみると、あまり多くの資料は存在していな

かったのです。100年前のものでさえ、見つけるのはと

ても困難です。人々はそうしたものをほとんど保存して

こなかったからです。そして残っているものはアーカイ

ブ化されているため、私達のほとんどは見ることがで

きません。幾つかの資料は最終的には地下に保管さ

れ、あと数百年たてば結局は朽ち果て、失われてしまう

でしょう。

　そしてついに私達はテクノロジーによって、自らの文

化・遺産・知識、そして日々のあらゆる出来事を保存で

きるようになりました。かつては書物・音楽・動画を異
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なる媒体、異なる物として考えていました。もはやそう

ではなく、全てはビットであり、私達はそれらを取り込

み、永久に保存することができます。

　有名なミュージシャン、有名な映画に限らず、自分で

映画を作ることができ、YouTubeに保存すれば動画が

そこにアップロードされる。1,000年間保存できれば良

いなと思います。新聞は発行後2日もすれば不要にな

るので、とっておく人などいません。しかしデジタル化

されれば新聞を取り込むことができ、永久に保存する

ことができます。

　情報保存技術の素晴らしい点の一つをお話します。

私は1972年に40メガバイトのメモリを買ったとき、

200万ドルを払いました。今では100万倍の4テラバイ

トのメモリを100ドルで買うことができます。すなわち、

メモリのコストは下がってきています。ここで覚えてお

いて頂きたいのですが、毎年倍になっています。つまり

10年後には、磁気記憶媒体の容量は1,000倍に増加

し、20年後には100万倍の増加となり、この流れは今

後少なくとも10年から20年以上は続くでしょう。

　メモリのコストは下がり続けているため今や何でも

保存できるし、そして私達はそうするべきです。すなわ

ち全ての書物・音楽・新聞・動画を保存し、社会全体

で永久に無料で楽しめるようにするべきです。

　今の段階では、無料である必要はありません。カ

ルーソーの曲は今無料で聞けるはずです。しかし、利

益を生み出しているのなら著作権を担保すれば良いと

思います。しかし儲かっていないのであれば、パブリッ

クドメインにするべきでしょう。

　そうするための方法は幾つかありますが、これ以上

時間を取りたくはありません。重要なのは、より人間性

あふれる社会を作るためにできることは数多くあり、そ

して我々はそれを行うべきだということです。

角南　ありがとうございました。次はアンダーソン博士

にお願いしたいと思います。

アンダーソン　はい。私はコミュニケーションとその複

雑な本質についてルビアン教授が指摘されたことの一

つについてお話したいと思います。

　どうやらコミュニケーションに関する議論において

は共通して、情報と知識が混同されていると思いま

す。私達はみな教師であるわけですが、絶対に正しい

情報を数多くの学生にメールで送ったとしても、実際

にその情報が真の意味で彼らに伝わるとは考えられ

ないことを知っています。

　教えることと学ぶことは非常に複雑なプロセスであ

り、人間は今のITにできることよりもずっと高度な能力

を有するという意味で、熟練したコミュニケーターでな

ければなりません。教えることや学ぶことはある種、情

報を知識へと変換することであり、私にとっての知識と

は、モデルであり、理論であり、時として迷信でさえあ

りますが、基本的には教えや学びの根幹となる、モデル

と理論のことです。

　したがって私は情報革命あるいはコミュニケーショ

ン革命というものを、それほど深くは信頼していませ

ん。それには、人を説得するというような観点が含まれ

ています。あなたは説得しなければならない。実はジョ

ン・メイナード・ケインズは、他人を説得するということ

について数多くのエッセイを書いています。その中で彼

は、自分の理論を人々に理解させるための秘訣と、非

常に難解な本を出版することとは何の関係もなかった

と説明しています。

　彼は、人々を説得し、古い考えを捨てて新しい理論

やモデルについて学ぶ必要があることを納得してもら
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わねばならないと言いました。しかしそれには非常に

時間と労力がかかるし、集中的かつ人と人とのコミュニ

ケーションが必要となります。その為には両手の動きや

アイコンタクト、同じ情報を何度も繰り返し伝えるこ

と、また人々に自分の考えに賛同してもらうことが秘訣

のようなものになるのです。

　ですから情報およびコミュニケーション革命を、私

達の未来の基本的要素として学びを得るという問題へ

の解決策と見なすことには用心が必要です。それにも

増して、創造性とイノベーションが発展の重要な要素

です。

角南　ありがとうございます。レディ博士、何かご意見

はありますか？

レディ　では少しだけ。アンダーソン博士のお話には

同意しますが、教師がコミュニケーションを取るだろう

から本を読んだり授業に出席したりするべきではな

い、というご意見については納得しかねます。

　好むと好まざるとに関わらず情報の伝達プロセスと

は不正確なものです。誰かの言ったことが何度もくりか

えし言い伝えられるという実験がありました。最終的

には法律用語でいう伝聞証拠というものです。数多く

の人間によって言い直された言葉はもはや同じ言葉と

は言えないため、伝聞証拠は証拠として認められませ

ん。従って、このような問題があります。

　だがそれにも関わらず、私達は社会において教育を

おこない、コミュニケーションをとり、ともかく不正確

な知識がやり取りされ、場合によってはイノベーション

その他のことが起きることもあります。しかしコミュニ

ケーションは不正確なものだという問題を忘れてはい

けません。しかしそれは本を書くべきではない、という

ことではありません。

アンダーソン　私は本が大好きですが、まず初めに講

義したり個別指導を行ったりしたから、最初に読んで

おくべきだった嫌な本を生徒達になんとか読ませるこ

とができたのだと思います。それは読書・個別指導・講

義・セミナーといったものの相互作用であり、画面を眺

めていれば習熟する、というやり方はこのような相互作

用の代替案にはなりえません。

　特に音楽のような分野では、大成した一流の音楽家

で、情報から知識へ、知識から技能への進行の一環と

して集中的な個別指導を受けたことのない人は存在し

ていません。研究所にいる物理学者や化学者、病院に

いる医師にとっても同じことが言えます。彼らはこの非

常に重要なプロセスを経なければならず、学習の経験

全体のうちで本や画面等から得られる情報が占めてい

るのは、とても小さな部分です。私の申し上げたいこと

は以上です。

角南　今日の経済学者からモデリングよりも本を読む

ことの大切さについてお話を聞くことができ、とても嬉

しく思います。ルビアン博士、どうぞ。
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ルビアン　あなたの仰ることに同意しますし、私はそ

の考えをさらに発展させてみようと思います。今私達

は、脳が扱いきれないほどの膨大な情報が利用可能で

す。自分の欲しいものだけを得られるように、モデル化

しなければなりません。問題は、例えば記憶を保持し

たり内容を理解したりするためには、脳に沢山インプッ

トしてやる必要があるということが分かっています。

　いわゆる古き良き時代、教師は黒板に等式などを板

書したり喋ったりしていて、それを生徒は消されてしま

うかもしれないので素早く書き写さねばなりませんで

した。そうやって彼らは自分の脳に刻みつけていたの

です。

　今日では、PDFという厄介なものがあります。なぜな

ら沢山のことを参照できるような気がしてしまうから

で、試験の対策としては十分なのかも知れませんが、

私には分かりません。でも数ヶ月後、数年後に何を憶え

ているでしょうか？何も残りません。

　ITに関する問題とは、私達は膨大な情報に侵されて

いるので結局は何も知らないということだと思います。

一例をあげましょう。もちろん皆さんの中には戸建住宅

に住んでいる方がいらっしゃると思いますが、家の中

には階段があります。例えばその階段を想像してみてく

ださいと私が尋ねたら、皆さんは毎日見ているので、と

てもはっきりイメージすることができます。しかしあな

たの家の階段は何段ありますかと尋ねられたら、たと

えその階段を20年使っているとしても、普通は答えら

れません。脳は役に立つ情報については記憶している

のですが、階段の段数はそれほど重要な情報ではあり

ません。

　私達は情報を選別しているので、たとえ何百冊、何

千冊、何百万冊という本を持っていたとしても、自分の

望むものしか憶えていません。だから私達は互いにコ

ミュニケーションを取る必要があり、そうすれば共通の

知識を共有する事ができます。この点は大いに注意し

なければなりません。

角南　もう少し展開させてください。私は先週スコット

ランドにいました。長時間のフライトのときはいつもそ

うするのですが、帰りの飛行機の中で映画を観ました。

「トランセンデンス」という映画です。2045年における

シンギュラリティーの問題を描いたハリウッド映画なの

ですが、世界や我々が知っていることの全てを変容さ

せるビッグデータの膨張が描かれています。

　そしてヨーロッパでは、例えばビッグデータは我々

が新しいアイデアや知識を生み出す方法をどう変える

のか、といった壮大な議論が起こっています。いわゆる

サイエンス2.0ですね。なぜなら我々はネットワークに

よって繋がり、コミュニケーションをしているからです。

あなたの分野において、ビッグデータはどのようなイン

パクトを与えていると感じますか？あなたの分野を変

化・転換させることはあるでしょうか？どのような見解

をお持ちなのか、また今後どのような影響があるとお

考えですか？

ルビアン　私は肯定的な見解も、それほど肯定的では

ない見解も持っています。特に脳を理解する上でビッ

グデータは不可欠であり、ご存知かも知れませんが、

現在ヨーロッパにはヒューマン・ブレイン・プロジェクト

と呼ばれるものがあります。とても予算の潤沢なプロ

グラムで、その目的は、脳を理解するために膨大な数の

脳からできる限り沢山の情報を引き出そうというもの

です。素晴らしい試みであり、やらねばならない事だと

思います。理解を進めるための唯一の方法は、数多く

の情報を手に入れることだからです。

　しかし私が同僚にいつも言っているのは、情報その

ものによってモデルを創ることはできない、ということ
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です。私達にはとても賢いコンピュータと膨大なデータ

がありますが、モデルにはそれに対応するプログラムが

必要なのです。情報はモデル化されていなければ、見

ることができません。例えばダークマターのようなもの

です。見えも感じもしないので、そこに在ることさえ分

からないのですが、事実それは宇宙に存在している大

きなエネルギーなのです。

　ですから、同じことだと思います。ビッグデータの抱

える問題とは、情報の読み出しを確実にするためには

モデルが必要だという事です。少なくとも私の知る限

り、残念ながら今のコンピュータにそれはできません。

もちろんベクトルマシン等のように情報の確認や分類

をおこなうアルゴリズムや学習プロセスを用いること

は可能ですが、それは人間の頭脳によって創造された

物理学にあるようなモデルを作るのと同じではありま

せん。まだその準備はできていません。

角南　アンダーソン博士、どうぞ。

アンダーソン　そうですね、いわゆるニューラルネット

ワーク理論を用いて理論やモデルの内生的生産を確

立する事の試みはなされてきました。しかし残念なが

ら、詳しく見ていくと、根本的にはどうしても特定の

前提に依存せざるを得ないことが判りました。先に

進ませるためには、何らかのトリガーメカニズムを用

意しなければならないのです。ほとんど目立たないよ

うに見えますが、モデルはあるのです。一つにはそう

いった側面があります。

　しかし、株式市場はすでに膨大な情報の流れの影響

を受けている、と主張する金融経済学派があります。全

ての投資家のあらゆる希望・要求・予測などを集めて

相場が決まる株式市場は、「スーパーブレイン」と言わ

れています。残念ながら安定しているとは言えないた

め、もし機能するとしても、安定性の問題があります。

　私の考える巨大データに関する問題とは、たとえば

輸送交通システムの巨大データが、データフローやお

互いの行動に敏感に反応する人々に発信された場合、

実際大惨事を引き起こす可能性があります。彼らは一

斉に行動し、まさにその膨大な量のデータが解決する

はずだった問題を引き起こすかも知れないからです。

　私達が社会システムにおいて、もしお互いに完全に

独立していて、相互依存関係になければ機能するかも

知れませんが、幸か不幸か私達はお互いに真似しあ

い、反応しあう社会的な生き物であり、それによって実

にしばしば迅速処理における深刻な不安定性が発生し

ます。

角南　クレメンス博士、どうぞ。

クレメンス　記憶に関する話に戻りたいと思います。な

ぜかというと、私達は高齢者を特に大切にしなければ

ならない、彼らは沢山の情報を記憶しているからだ、と

いうあなたのプレゼンテーションでの発言に共感した

からです。私も義父に関する問題を抱えています。彼は

いま79歳で、記憶を失いはじめているのです。アルツハ

イマーのような病気です。

　彼の頭脳には沢山の情報が保存されていて、まだそ

こに残っていると私は思いますが、今後10年か15年の

うちに、脳からそうした情報を読み取れるようになると

思いますか？

ルビアン　それは難しい質問ですね。いつかは脳から

情報を読み出すことができるようになるかも知れませ

んが、10年20年では短すぎると思います。まだその準

備はできていません。問題は、たとえばテープに情報

を記録したときのようなことです。テープの内容を知る
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には再生機器が必要です。もし再生機器を失くしてし

まったら、または機器を持っていなければどうすれば

良いのか？

　ですから今日において脳から情報を読み出す唯一の

方法は、喋ることではないでしょうか？その他に私達

は、情報を取り出す方法をもっていません。記憶とは何

なのか、ということさえはっきりは解っていないのです。

　情報を読み出したければコミュニケーションをしな

ければならない。従って自分も何かを再生しなければ

ならない。ところがお話したように、例えばあなたの家

の階段を考えてみてください。自分の家の階段につい

て憶えているつもりでも、答えられない質問はある。つ

まりあなたは階段についてちゃんと記憶していなかっ

たことになります。

　記憶と呼ばれるものについて、私達は十分に注意し

なければならないと思います。なにか事故が発生して、

現場近くにいた十人の人間に目撃したことについて尋

ねたら、普通は十通りの答えが返ってきますよね？もし

全員の脳にカメラがついていたら、一人でも十分ですよ

ね？しかし一つの明確な答えを得るためには、異なる

十の答えの平均をとらねばならないのです。

　記憶とは何なのかという事については、はっきり解っ

ていないと思います。現在では、私達が記憶と呼んで

いるものの幾つかは、実際には再構築されたものであ

ることが分かっています。子供はよく三歳、四歳、ある

いは五歳の時に自分がやっていたことを憶えていると

主張しますが、その頃の記憶はそれほど鮮明ではない

ことを私達は知っています。実際には当時自分がやった

ことを、両親から聞いたのです。いつの間にかそれが「自

分が何をしたか憶えている」になったけれども、実際

にはそうではなく、両親から聞いたことだった訳です。

　ですから記憶を人工的に読み出せるようにする前

に、私達はまず記憶とは何なのか、どのように働いてい

るのかということを、本当の意味で理解しなければな

らないと思います。

角南　ご存知のように、いま認知症の問題について世

界的な取り組みがなされており、ヨーロッパ諸国・米

国・日本は、協力して答えを見つけ出そうとしていると

思います。この病気に関連したとても多くの経済的損

失や社会問題が存在していますよね？

ルビアン　ええ、しかしつまるところ、記憶を失くした

ら日常生活を送ることができない、ということだと思い

ます。例えば車の運転の仕方や自分がどこにいるのか

を忘れてしまったら、生活できません。ですから喫緊の

課題は、認知症の人々の記憶を失くさないようにする

ことだと思います。脳内に保存された情報を取り出して

他の人々に送ることではありません。

　あなたのご質問ですが、情報を吸い出して送信する

ということはいつか可能になるだろうと思いますが、そ

れがどんなルールに則り、どう機能するのかについて

はまだ解りません。

　しかし認知症は、とくに長寿に恵まれている日本にお

いては、非常に重要な問題です。フランスにおいても同

様に寿命が延びていますし、今や多くの先進国において

も同様です。しかし長生きしたとしても、記憶を失くして

しまったり重い認識機能障害のせいで人生を満喫でき

ないのなら、長生きをする意味はあるのでしょうか？

　私達は脳内レベルを維持することに本気で注力する

べきです。脳は年齢とともに衰えますが、きちんと考え

る事さえできれば問題ありません。

角南　レディ博士、ビッグデータのある世界について

は、どのようにお考えですか？つまり、あなたは文化遺
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産や多様性にまつわる数多くの問題に取り組んでおら

れますが、それらは「我々はこれまでビッグデータを制

御してきたし、運用も可能である」という考え方に由来

するものですよね？

レディ　基本的に私は皆さんのご意見の多くに賛成し

ますが、ひとつ付け加えさせてください。私達がデータ

の過剰という問題を抱えていることは明らかなようで

す。そのせいで処理しなければならない物事を処理す

ることさえできず、多くはそのままになっています。

　この問題は常に存在してきました。なぜなら、要する

に私達が過去に晒されたことのないような問題だから

です。かつては、それらの本は全て図書館の中にあっ

たので、私達が読むことはできなかったのです。今や全

てはPDFになって私のキンドルに入っていますが、いま

だに読めていません。

　とはいえ、細事にこだわり大事を逸してはならない、

ということには注意を促したいと思います。かつて私

達が憶えなければいけないことは沢山ありました。情

報から知識へ、そして習慣化した技能へというアンダー

ソン博士のお話になった技能の事です。しかしそれは

もはや必要ではありません。

　かけ算九九を憶えておく必要はありません。電話番

号を憶えておく必要もありません、コンタクトリストに

入っていますから。かつて憶えておく必要のあった多く

の事は、憶えなくても良くなったのです。

　さらに重要なのは、知っていたかもしれないが忘れ

てしまったこと、また時には知らないかもしれないが探

し出したいことは、数多く存在するということです。必

要なのはグーグル検索のみです。私は自分がかつて

知っていて、いま知っているべきと認識している情報に

ついて、検索をしない日はありません。

　私は、一日十回は憶えておくべきことを見つけます。

しかし私はもう憶える努力をしていませんが、それでい

いのです。もう九九を憶える必要はありません。電話番

号を憶える必要もありません。そこにあるからです。

　その意味において私達は、自分達がビッグデータを

持っていて、誰かが情報を検索してくれて、あなたに情

報の潜在的な使い道まで示してくれるという事実には

賛辞を表する必要があります。これは非常に重要なこ

とです。

　たとえば昨日、私は日本航空9便で日本に向かって

いました。昔はどんなにお金をかけても分らなかった

ことなのに、今では検索ボックスに「JL 9」と入力する

だけで、旅客機の正確な現在位置や到着時間といった

すべての情報を教えてくれます。

　これはデータの過剰の結果です。全ての旅客機の全

ての情報が存在しています。全てを知る必要はありま

せんが、それでも私達が自分の持っているツールを効

果的に使うことができるなら、ビッグデータは役立ちま

す。データ過剰の問題はありますが、私が取り組む必

要はありません。誰かが取り組んでいます。

角南　アンダーソン博士、どうぞ。
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アンダーソン　ツールボックスを持つのは良いというこ

とについては皆同意していますし、そのツールボックス

がとても簡単にアクセスでき、ツールボックスの中に情

報システムがあれば、以前よりずっと有効に機能すると

思います。

　ここで、進歩・発展に対して反発し、イラクやシリア

で戦ったり、フランス・スウェーデン・ノルウェー・デン

マークその他の民主的に非常にうまく機能している

国々における過激主義運動に参加したりする人々の数

が増加している、という問題に戻ってもよろしいでしょ

うか。

　この問題について幾つかの研究をおこなった結果、

これらの国々において極右運動が増加しているのは、

昔からの職業が立ち行かなくなって失業した者たち

が、新しい仕事で雇ってくれる雇用者を見つけることが

不可能だという事実が主な原動力になっている、とい

うことが判明しています。

　ヨーロッパ経済の変容につれてこの種の過激主義

運動が伸長することは避けられませんし、事実彼らの

一部はシリア・エジプト・イラク等からの移民であり、

将来どうすればよいのか、二重に戸惑っています。です

から過激派のISISの仕事でさえも、無職になるよりは

魅力的なものとして受け容れるかも知れません。

　このような変容過程における持続可能性に関する課

題の一つは、昔からやってきた仕事が社会で見棄てら

れてしまい職を失っている人々のために、新たな雇用を

生み出す組織や機関を作る、ということだと思います。

角南　それは非常に重要な点ですね。私がコロンビア

大学の博士課程にいたときの担当教授は、異なる部門

を横断するイノベーションについて、また他の部門より

革新的な部門はどれか、という研究をしていました。そ

れで判ったのは、教育部門はより革新性の低い部門で

あるということです。人々にものを教える方法は、長い

あいだ変わっていません。このような社会の変遷をよ

り持続可能なものにするために教育が非常に重要であ

るというような、極めて難しい状況に私達は置かれて

いるのです。

　ここで皆さんに、教育についてご意見をいただけま

すでしょうか。明日、本田財団では次世代のエンジニア

や科学者のためにY-E-Sの集まりを開催しますので。

　レディ博士、どうぞ。

レディ　それは非常に重要な質問です。前世紀におけ

る教育を考えてみると、基本的に教師が行っていたの

は、すべての既知の事実を教えることでした。近年では

そうした事実は、もはやインターネット上にあります。今

や教育の役割とは何か、ということが問われています。

　ルビアン博士のお話に戻って、簡単な例をあげま

しょう。あらゆるデータその他の情報が存在していま

す。しかし私がその情報を見つけられることを知らな

ければ、決して知ることはないかもしれません。この場

合、微積分を知っている必要がないのではなく、必要

な時に高度な原理をジャストインタイムの学習で使え

るように、微積分の基本原理は知っておく必要がある

わけです。

　課題となるのは、調べればわかるような事実を単純

に教えている教育方法をどうやったら再構築できるの

か、ということです。問題を解決するために必要で、ま

た問題解決の為に知識を利用するのに求められる論

理的思考法を教える必要があります。問題はどうやっ

てそれをやるのか？ということです。

　私はフライト情報の例をお話しました。私は問題を

抱えていて、これから何が起こるのか知る必要がありま

す。そして私はコンピュータに入力すれば情報を得られ
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ることを知っていた。これが問題解決のプロセスです。

ですから私達はあらゆる子供、あらゆる人々に対して、

21世紀を生き抜くための一連のスキルを教え始める必

要があります。それは全ての事実について学習するとい

うことではありません。事実はそこにあるからです。

ルビアン　私も発言してもよろしいでしょうか。私達が

学ぶことは二つあります。私達は学習の方法、つまりプ

ロセスについて学ばねばならず、また記憶の方法につ

いても学ぶ必要があります。少なくともフランスでは私

が子供で生徒だったころ、数学の得意な人についての

論争がありました。たとえば数学では、計算以外は考

え方を学ぶのであって、暗記するようなものはありませ

ん。新しい着想を得るために考えねばならない。一方、

歴史や地理を専攻している人々は、実に沢山のことを

暗記しなければなりません。

　しかし両方とも必要なのです。私達は記憶する必要

もあります。私は少し日本語を勉強していますが、例え

ば漢字を憶えるには書くことがとても重要です。漢字

をコンピュータ上で眺めているだけでは絶対に憶えら

れないし、意味するところも学べないでしょう。これが

私の問題なのです。

　私は全てが必要だと思います。そうやって脳は働い

ているのです。お話したように、入力を沢山して記憶を

強化する必要があります。よってグーグルで検索できる

ことを暗記するのも、記憶力の訓練になるので害には

なりません。また、たとえばアルツハイマー病になった

人々に対して、私達はありきたりな事を学習させてで

も、彼らの記憶を維持しようとします。それで十分なの

です。

　ですから私達は、見つけられるものの学び方と見つ

けられないものの学び方のバランスをとる必要がある

と思いますが、現在では全ての電話番号を入れておい

たスマートフォンを失くしてしまうと全てを失うことに

なり、致命傷になってしまいます。

レディ　ルビアン博士のお話に補足させてください。

三つのフレーズが使われています。「学ぶための学習」、

「考え、論じ、問題を解決するための学習」、そして三

つ目は「記憶することはアンダーソン博士の呼ぶところ

の技能に相当する」です。

　あなたが何かをする必要があって、練習を積むほか

に漢字を学習する術がないのなら、三つのスキルすべ

てが必要です。ただし、20世紀において必要と考えられ

ていたスキルは、21世紀ではもはや必要ありません。

　たとえば私はインド出身ですが、インドでは発音は

同じでも文字が異なるケースがあります。20の異なる

言語には、20の異なる文字があります。その点ヨー

ロッパでは、一種類の文字しか使われないので安全で

す。問題は、私は20の文字すべてを憶えたくないとい

う事です。そこで私は、自分の言語の文字に対応する

文字を音訳して、自分の言語の中に入れました。抑揚

のつけかた等の話し方はすべて知っているので、自分

の言語の中にあれば、何と言えばいいのか見当はつき

ます。

　このことで分るのは、技術に応じて、またどの時代に

いるかによって、私達は覚えるべきこととそうでないこ

とを判別できなければなりません。

　たとえば先ほどの漢字学習の問題は、次のような感

じで解決するかも知れません。スマートフォンだけあれ

ばよく、画像を撮影すると読み取られ、それが何なの

か教えてくれます。それなら私は実際に文字を憶える

必要はない。現在それは可能です。

　翻訳に関しても同じことが言えます。私は外国で会

議に参加している。外国語は話せない。でもスマート
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フォンさえあれば、送信したものを翻訳して再生してく

れます。この技術はこの3、4年のあいだに実証されま

した。今では音声翻訳が可能になっており、正規の翻

訳者が必要ない訳ではありませんが、いつかはどんな

言語で育っても他の言語は何も学ぶ必要のなくなる時

が来るでしょう。聞けるわけですから。

角南　アンダーソン博士、どうぞ。

アンダーソン　私はかつてスタンフォード大学教授で

あったポリアという有名な数学者について学んだこと

があるのですが、彼は教師として学んだ事のまとめの

ようなことを行いました。「いかにして問題を解くか

（How to solve it）」という著書で彼の主張しているこ

とは、あなたのお話を補完するためにとても役立つと

思います。

　初めに彼は、人々に理解してもらう上でもっとも大変

なのは、いかにして優雅に、かつ生産的に問題を作り

出すかということである、と言っています。問題の考案

です。どうすれば分析しやすい形で、今まで誰も考えた

ことのない問題を考案できるでしょうか？

　問題が完成できたら、仮にあなたが学生だとした

ら、それを創造力の基礎として学んだということです。

その次の質問は、問題はいかにして解けばよいのか？

というものです。どうやったらこの今まで知られていな

かった問題を解けるだろう、明らかにツールボックスに

は直接役立つものは何も入っていないのに？

　そこで彼は、類推を利用できると言っています。あな

たが全く馴染みのない知識分野のどこかに類似するも

のがあるかもしれません。あなたはどんな物理学者も

やったことがないことをやりたい物理学者かも知れま

せん。よってあなたは、類似するものや十分に類似して

いるものを発掘するために、数学あるいは化学の地下

世界へと奥深く入って行くべきなのかも知れません。

　私は、これは一部の生徒達の目を開かせるためのと

ても良い方法だと思いました。彼らが私の所にやってき

て何について論文を書けば良いだろうか、問題を考案

して欲しいと言うと、私は唯一重要な事は、私のやって

いることと全く違うことをすることだと教えます。する

と彼らはとても困った顔をします。

　しかし彼らのうち何人かは実際に自分で新しい問題

を考案して、２，３ヶ月後にまたやって来ます。そこで私

達は、この問題を解くためにどんな類似構造があるの

かについて議論を始めることができるのです。

ルビアン　事実、今日脳は大いに類推によって機能し

ていることが分っています。基本的に学習とは、すべき

事とすべきでない事についての経験を積むことです。た

とえば私が「猫」と言ったら、あなたは猫を見たことが

あるから、思い浮かべることができます。そうでなけれ

ば思い浮かべられませんよね？

　特に子供は、類推によって学習します。様々な異な

る状況を比較し、真似をしようとします。時にそれは正

しくなく、間違えたりしますが、それによって過ちを繰

り返さないことを学びます。これはとてもうまい方法

です。

　たとえば、アインシュタインの着想を得る方法がまさ

に類推によっていた、ということを明らかにした人々も

います。彼の相対性理論に関する二つの論文を見てみ

ると、1905年の論文ではE = mc²ではなくE/c²であ

り、Eはある種の質量を表します。アインシュタイン本

人も、自分の発見を理解していませんでした。そして二

年後の一般相対性理論に関する論文において彼は等

式をE = mc²に修正し、この質量こそが正しい質量に

違いない、と述べたのです。
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　私は現在読むことのできるものから当時彼の考えて

いたことが解るのですが、それはまさに異なる分野あ

るいは異なる見解を比較することにより、また知識を

一つの領域または分野から、別の領域または分野へ伝

えようとすることによって成し得たのです。私はこれこ

そ、人間の頭脳がいかに働くかを示していると思いま

す。私達はデジタルの脳ではなく、アナログ（類推）の

脳を持っているのです。

角南　それでは、会場からの質問をお受けしたいと思

います。

福永　私はアブダクション研究会の福永ですが、認知

科学学会（Cognitive Science Society）で発表をし

ています。かつてこういう話を聞いております。アン

ダーソン先生に関係しますが、アンダーソン先生は先

ほど複雑系は最短のアルゴリズムであるという重要な

発言をされたように思います。

　私がカオスの研究者から聞いた話ですが、脳の中に

もパイをこねるような、数学でパイこね変換と呼ばれ

る、カオスの出るような変換活動がある。複雑系が出

る。パイを遠くへやったり近くへやったりしてパイを練

るわけです。パイこね変換といいますが、そういう過程

が脳の中にある。そのような複雑系があって、脳はそ

れによって広域的な知識をスキャニングしている。その

カオスを生かして広域的な知識（broader knowledge）

を走査しているのではないか、スキャンしているのでは

ないかということを、研究者から聞きました。

　先ほどアンダーソン先生が言われた複雑系は最短の

アルゴリズムであるということと、見事に一致している

ように思いますが、先生のご見解と今の私の例の適合

性はいかがでしょうか。同じ例だと思われますか。

角南　アンダーソン博士、いかがでしょう。

アンダーソン　この質問にお答えするのには一つ問題

があって、私は脳についてほとんど知りません。ですか

らその部分については、ルビアン博士にお任せしま

しょう。

　複雑性とカオスについての基本的な考え、または両

者の基本的な関係というのは、数学者の間で現在進行

中の極めて複雑な議論です。なぜなら複雑なシステム

は、ゲーデルの定理の核心に当たるものだからです。こ

のことは、一つの命題が正しいと実際に証明することは

できないが、どういうわけか直感的には正しいと分るよ

うな特定の問題が存在するということを意味します。

　それは特に、ある数列がとても複雑なのでカオス的

な表現しかできない状況のことです。その状況におい

ては、たとえば問題を解くためにコンピュータがなくと

も、また正常に動作するアルゴリズムが存在するとし

ても、私達、あるいは脳がそこに何らかの構造がある

ことをどういうわけか捉えることができるのです。

　チューリングが既にこの問題と格闘して、汎用計算

に適合するゲーデルの不完全性定理の改造版を作り

ました。ですからこれは私にとっては、特に際立って複

雑な問題です。

ルビアン　あなたのご回答の脳に関する部分を補足さ

せていただけますか？

　脳が複雑であることは明らかですが、説明や定義は行

うべきです。今日、脳はまさに複雑性によって機能してい

ることが分っています。事実、ある意味で、根底の分子レ

ベルにまで降りていき、全ての分子を合計しても、分子

レベルより上位のレベルを作ることはできません。そこ

には分子レベルにおける個々の要素から生まれる何らか
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の新しいもの、何らかの相乗作用があるのです。

　次に細胞レベルを見てみます。ここでもまた全ての

ニューロンやあらゆるものを一同に集めたとしてもそ

れだけでは十分ではありません。他の何かが生じてお

り、ニューロンの集積から相乗作用が生まれているの

です。次に各部位のレベルを見てみるとまた同様のこ

とが起きている、というように、個々のレベルは単に下

位レベルの要素の合計から成るわけではありません。

これが複雑性です。

　また脳は、線形的に働いているのではないことも

分っています。きわめて非線形的です。量子力学に似て

いると考える人さえいます。たとえば脳内における変動

について言えば、このくらいのことが解っています。そ

こには変動があり、システムはいくぶんカオス的なもの

です。たとえば脳の生み出す電波を説明するために使

われてきた、いくつかのフラクタルがあります。

　しかし私達はその事に気づきません。覚醒状態の私

達が感じていることは、脳内で恒久的に活動している

メカニズム全体のごく一部でしかないからです。そして

皆さんもよくご存知のように、完全に眠りに落ちて夢を

見始めるとき、つまり第四段階の睡眠のとき、私達は完

全な無意識状態にあります。私達は夢を見ています

が、脳にとっては最も活動的な時なのです。大量の情

報がこのあいだに処理され、そしてこの情報処理が脳

を形作ります。これが記憶の作られる方法であり、私

達の学習する方法でもあります。ですから脳は、本当の

意味での複雑性のモデルなのです。

角南　では、鈴木先生。

鈴木　本田財団の評議員の鈴木増雄でございます。理

論物理学を研究していますので、先ほどの議論にはコ

メントがたくさんありますが、時間を節約するためにそ

れには触れずに、一般的な質問をさせていただきたい

と思います。

　きょうの主題である人間性あふれる文明を創るとい

うことに関して、現状から未来を議論しているだけで

は、視点が少し狭すぎるのではないか。歴史から学ん

で、歴史は繰り返すという言葉もありますが、将来のサ

ステーナブルな文明を考えるときに、例えば日本の文

化を取り上げると、平安時代は貴族的な文化、江戸時

代になると歌舞伎や、あるいは絵画でも非常に庶民的

な文化は発展しているけれども、もったいないという精

神で安定した文化があったと思います。

　歴史から学んで将来を議論するという視点に立った

場合に、ヨーロッパではそのように将来のサステーナ

ブルな社会を考えるときに参考になるような事例があ

るかどうか。ヨーロッパ、インド、各国の知恵あるパネリ

ストにお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

角南　最初にお話したい方はおられますか？

ルビアン　とても興味深い質問ですが、それは日本に

限ったことではないと思います。物事が安定している

時代というのはあります。たとえば中世を例にとると、

日本とフランスでは全く違いますが、比較的安定した

時代でした。日本では将軍中心の体制がありました

が、ある時点から混沌とし始めました。そうしてあるシ

ステムから別のシステムへ、中世から近代へと移行して

いきます。

　フランスでもまったく同じでした。中世における王と

人民からなるシステムは極めて安定しており、誰もが自

分の領地を持ち大変安定していました。ある時点にお

いて何らかの理由で人々の考えが変わり始め、システム

は変わらざるを得なくなりました。
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　歴史は繰り返しているのかどうか私にはよく分りませ

んが、私達はしばらくの間は社会として安定したものを

持っていて、それから別のシステムに転換してきた、とい

うことでしょう。そういうことがアジアとヨーロッパで

起こってきて、もちろん米国の歴史はずっと新しいので

すが、歴史は同じものを再生産している訳ではないと

思います。それは進化しているのですが、全てが安定し

て見える段階もあるのです。私にはそう感じられます。

角南　解りました。どなたかいらっしゃいますか？アン

ダーソン博士、どうぞ。

アンダーソン　歴史から学ぶべきことは存在するし、

まだ工業社会化を果たしていない国においては特にそ

うだと思います。日本が目覚ましい成長率を遂げたの

は、スウェーデンと同じように工業化に遅れて参入した

ため、英国の経験したあらゆる誤りや失敗から学ぶ事

ができたからだということを私達は知っています。

　スウェーデンでも日本でも、革新者たちが英国を（す

こし後にはドイツを）訪れて生産の組織化の方法、ま

たは労働の様子を視察するということを、実にあたり

まえに行っていました。

　そして今日、私達の国がかつて経験したような急速

な発展を遂げたことがある国々の歴史を見てみること

は、さらに有益です。私達の国は今はゆったりと成長し

ていますが、かつては急速に伸びていたのであり、それ

は模倣や学習を行ったからです。

　今日たとえばアフリカでは、工業化のプロセスを始

めたいくつかの国々はベンチマーキング、過去の事例の

参照、また有益な組織原理や便利な技術などの利用か

ら恩恵を受け、私達の国が成長したスピードよりもずっ

と速く成長します。

　とても体系的に歴史から学んだ国としては中国が

良い例ですが、あまり遡りすぎるべきではないと思い

ます。例えばヨーロッパにおいては、ネガティブな事

を除いて、中世にまで立ち戻って学ぼうとすることに

意味があるとは思えません。

　権力が少数集団に独占され、ヒエラルキーが定着し

開放的でなくなる等のことがあると、どうなるかが分

かります。その他にはずっと前の時代から学べる事は

多くありません。ですが、例えば100年前に戻ってみる

ことは開発国にとって非常に有益な歴史研究になりえ

ます。

角南　ありがとうございました。ほかにありますか。

質問者 A　本日はどうもありがとうございました。私も

「トランセンデンス」の映画を見て、シンギュラリティー

をここ 3 〜 4 カ月ずっと考えていますが、チェスでカ

スパロフとディープ・ブルーが 1996 年、1997 年で、

ディープ・ブルーが勝って、現在、チェスと人間の戦

いはチームを組んで、そのチーム同士の戦いをやって

います。日本では去年と今年、プロの棋士 5 人と 5 つ

のソフトで戦って、私の記憶では去年も今年もたぶん

1 勝しかできなかったと思います。人間が負けました。

　チェスと将棋の違いは、やはりチェスよりも将棋の

ほうが駒が多いし、取ったものをもう1回使えるという

ことで複雑ですが、やっとコンピュータが将棋の世界

でも追いついたと言われています。おもしろいのは、去

年コンピュータに負けた棋士が、そのコンピュータのソ

フトで勉強して一緒にやっているうちに、彼はスランプ

にいましたが、今年、非常に成績がよくなりました。今

年はコンピュータのソフトを棋士に貸して、それを一生

懸命に勉強して作戦を練って、うまくやった人は1人、

勝っていました。
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　それから考えて、人間とコンピュータの関係は、結局、

プロの棋士もコンピュータのソフトから思わぬ手を教え

られる。今まで自分が勉強してきたことと違う新しい発

想が得られるということで、コンピュータから学べるわ

けです。先ほどビッグデータという話がありましたが、

ビッグデータというのは結局、人間にとって見えない世

界がどんどん増えていくことになりますから、お医者さ

んが例えばコンピュータで出てきた結果で、分からない

けれどもこれで診断する、みたいなことになってくる。

　このように、人間とコンピュータの関係が劇的に変

わるのではないかと思いますが、この辺についてどな

たかご意見をいただければと思います。

角南　ではまず、レディ博士にお聞きしましょう。

レディ　あなたの仰ることは実に正しいと思います。

J.C.R.リックライダーが 1962 年に作った言葉がありま

す。彼はインターネットの生みの親といえる人物です。

実際にこの分野の研究を始めた草分け的存在であり、

「インターギャラクティックコンピュータネットワーク」

というような言葉を生み出しました。

　他に彼が生み出した言葉のひとつとして、「人間とコ

ンピュータの共生」があります。要するに、人間と機械

が協力し合いそれぞれの得意分野を理解し合えば、常

にコンピュータのみまたは人間のみに勝利できる、と

いうことです。なぜならば、ある意味で一方の得意な分

野を生かすことができるからです。

　特にあなたの話されたチェスや囲碁のようなゲーム

の殆どについては、テラバイトかペタバイトのデータを

用意できれば、これまでに行われた全てのチェスの試

合の、全ての状況における全ての手をコンピュータに

入力することが今や可能です。これは可能なあらゆる

手と同じではありませんが（それは宇宙に存在する原

子の数よりも多いのですが）、これまでに行われた全

てのゲームを取り込むことは可能です。

　そうすればあなたは、グーグル検索のように棋譜を

探したり検索したりして、その一手が勝利に導く一手か

どうかを確かめてから打てば良いだけです。

　今まで誰も見たことの無い新しい局面に遭遇した

ら、あなたはどうしますか？そんな時には、コンピュー

タの力が役に立つのです。事実それは無数の可能な差

し手を調べることができ、最も良い解決策を見つけ出

してくれます。一度コンピュータが最も良い解決策を見

つけるとそれは伝承の一部となり、あらゆるチェスのプ

レイヤーはその手を学び、こう言うでしょう。「自分が

この手を知っている場合、それならこう打つことができ

るな。」

　知っての通り、グランドマスターのチェスプレーヤー

は50,000通りのパターンを知っていますが、その他大

勢の私達が知っているのはたぶん1,000パターンぐら

いです。これだけの差があります。ずっと沢山の知識を

持っている彼ら名人が新しいやり方、新たな必勝法を

見つけたら、彼らの独壇場になります。

　要するに、認知科学や認知記憶についての議論に戻

りますと、いま証明されているのは、カスパロフとディー

プ・ブルーの対戦で起こった事が示しているのは、総
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当たり的なやり方でほぼ勝利が決まっているというこ

とです。少々の知識と、数多くの総当たり的な検索に

よって。

　少なくとも脳の研究を見る限り、いま証明されている

のは、脳の仕事内容の多くは総当たり的なものだとい

うことです。すなわち、脳内には異なる領域があること

が分かっています。10,000通りの顔を見分けることが

できます。それぞれが自分の母親・父親・兄弟その他の

人物を検出する独立したコンピュータをもっています。

それは完全に別個にローカライズされています。

　同時に、この概念が理解可能であることを教えてくれ

る複雑性モデルがあってはならないという訳ではなく、

それは単純なことです。この点において数学は役立ちま

す。脳がこのような特定の構造を用いるという訳ではあ

りませんが、それは理解しなければいけません。

　同様に、すべての物事をルビアン博士の話されてい

た数学的原理に当てはめることが可能なわけでもあり

ません。現在私達が知っている多くの物事は、すべて

純然たる統計モデルです。それは一つのモデルとして

正確に定式化できるものではありません。おそらくあ

なたは量子力学についてお話されていたと思います。

量子力学は主として確率的な力学であり、よって問題

は、脳は量子力学的な基盤に則って活動しているのか

も知れないということで、それも興味深い可能性かも

知れません。

ルビアン　私が70年代の終わりにITを学ぶ学生だっ

たころ、当時の先生が教えてくれたコンピュータの定

義のことを良く覚えています。「極めて優れた記憶力を

もつ、何だかばかげたもの」。そして私達の脳は実際の

ところ、その対極にあると思います。私達の記憶はコン

ピュータほど強力ではありませんが、自分で考えること

ができます。

　脳の長所は、高度な平行処理が行えることです。私

達は数えきれないほど多くの平行処理のできる細胞を

もっており、今のところ最も優れたコンピュータをもっ

てしても遥かに及びません。

　脳はベイズ理論を用いているという証拠もあります。

従ってとるべき最善の行動とは何かを判断するため

に、脳は完全に無意識下で異なる結果が出るのを待

ち、それらを学習済みのものと比較するということを

行っています。

　つまり私達は脳のことを、自分自身を守り、死ぬこと

を避けるための機械と見なすべきです。ですから脳は、

学習機械なのです。常に学習しています。高齢者の脳も

同じで常に学習し続け、自分にとって何が最善なのか

を判断しようとしています。もちろん時には間違いを犯

しますが、脳は私達を守り、私達の生命を維持してくれ

る存在なのです。

角南　時間が迫っていますので、もう一つ質問を受け

つけてもよろしいでしょうか。それからアンダーソン博

士にお話いただきたいと思います。

角南　そちらの女性の方、先ほど手が挙がっていまし

たが、質問はありますか。

質問者B　今、私は子供を育てています。今の子は生ま

れたときからITとかPCが周りにある状態ですが、先生

方は今のお年からするとそうではなかったと思います。

幼少期の体験の中で、例えば自然に触れ合うとか、そ

ういうことは重要だと言ってくださるとうれしいのです

が、コンピュータと触れ合うのは何歳ぐらいからのほう

がいいとか、そういうお考えはありますでしょうか。

角南　レディ博士。
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レディ　常に触れ合っているのが良いと思いますが、

自然の中に出かけてゆくべきでないという意味ではあ

りません。アンダーソン博士が言われたように、私達は

人生のたった7%、もしくは10%しか働いていないので

すから、子供には時間の10%をITに触れさせて、90%

は何でも好きなことをやらせてはいかがでしょうか。

ルビアン　そうですね、人生の全てがコンピュータの

中にあるわけではないということを、子供達には慎重に

教えなければならないと思います。現実の人生があり、

それはフェイスブックのような、いわゆるソーシャルネッ

トワークよりも大切です。私はこの言葉が嫌いでして、

なぜならそれらにソーシャル（社会的）な要素は何もな

いからです。私達は大いに気を付けねばなりません。

　他方、私は遺伝子と脳についてお話しました。子供に

スマートフォンを与えると、マニュアルさえ読めないの

に数分で使いかたを覚えます。よって遺伝子は、スマー

トフォンを使うこととは関係がありません。

　ですからそれらのデバイスを上手く使えば、子供達

の成長に役立てることができると私は思います。それ

が彼らにとっては今の私達にとっての鉛筆のようなも

のになるということを、私達は認識しなければなりませ

ん。千年前なら鉛筆は、とても奇妙な道具だったはず

ですよね？

　よって私達はこういうデバイスをタブー視せずに、単

なる生活の一部にするべきです。おっしゃるように、自

然やコミュニケーションの存在を忘れるべきではあり

ません。残念なことに、例えばインターネットゲームに

興じる十代の若者がおり、それが彼らにとっては社会

なのです。もちろん非常に危険なことで、私達は気をつ

けねばなりません。

角南　アンダーソン博士。

アンダーソン　脳のスペシャリストにちょっと質問させ

て下さい。私がずっと考えているのは、脳の働きを理

解する上で、ハーケン氏の高速・低速プロセッサとい

う概念は有用でないかもしれないと思ってきました。

なぜなら私達の脳が非線形的システムだとするなら

ば、脳はほとんど常にカオス状態にあるだろうという

理由からです。同時に私達は、自分がカオス状態であ

ることはほとんどないことを知っています。時々そうな

ることはありますが全体的には、人間の行動は予測し

やすいものです。

　かつて私はこのことについて、脳をモデル化したかっ

た有名な微分方程式の研究者と議論しました。実際彼

は数学的ツールによって脳をモデル化するには二つの

部分に分ける必要がある、と言いました。一つは低速の

部分、もう一つは高速の部分です。このように脳が実際

に二つの相互型プロセッサに分割可能で、片方が他方

を安定させるようなことを行っているのでしょうか？

ルビアン　そうですね、完全にその通りというわけでは

ありません。先ほどお話したように空間において異なる

尺度、つまり分子から細胞、ネットワークに至るまでの

尺度が存在しており、それは時間についても同様です。
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　分子レベル、細胞レベルにおいて、異なる時間的尺

度が存在します。それは例えば、脳が発生する電波に

よって確認することができます。異なる周波数がありま

す。二種類だけではありません。あるプロセスは低速

であったり、別のプロセスは高速であったりしつつも常

に相互作用しあっており、カオス状態が存在している時

でも、脳全体がカオス状態にあるという訳ではありま

せん。

　それは天気のようなものです。私達は天気には大い

に非線形性があることを知っていますが、何とか予測

することができます。そしてそれはあなたの言われたよ

うな時間的尺度によって決定されるのです。

角南　レディ博士、どうぞ。

レディ　ノーベル賞を受賞したカーネマン氏のスロー

シンキング、ファストシンキングという概念があります

が、これは認知科学について語るためのもう一つの方

法です。

　私達に分かっていることは、記憶することがあり、そ

れを記憶したら直ちに認識します。よってこれはファス

トシンキングだと言えます。あなたのよく知らないこ

と、論理的に考えねばならないこと、これは一種のス

ローシンキングです。なにも不思議なことはありませ

ん。すべて心理学や認知心理学の分野では何年も前か

ら分かっていることです。

角南　ありがとうございます。もうすぐ時間のようなの

でここで質問を締め切ろうと思いますが、終了する前

に、あなたの提起した重要な質問が一つあります。そし

て私も、ずっと考えている質問がいくつかあります。

　ある意味で、どうすれば私達はもっと人道的になれる

のでしょうか？エコテクノロジー分野のイノベーションが

解決策でしょうか？先ほどあなたは国家と宗教、あるい

は国家と信仰の分離について話され、それはある種の近

代科学の始まりであると思いますが、今の私達は宗教問

題も含めた実に多くの複雑な問題に直面しています。こ

のことについて、どなたかご意見をいただけますか？一

人ずつ順番に、簡単にお話していただきましょう。

　レディ博士。

レディ　私の知る唯一の解決策は、道徳規範について

の教育です。これについてはアンダーソン博士が言及

されていましたので、もっとお話して頂くべきかも知れ

ませんが、主として私達が次世代に何が正しくて何が

間違っているのかについて教育をし、そして彼らが実際

に極度の苦痛を強いられている人々の身になって共感

を高めるまで、人道的な社会にはならないでしょう。ほ

とんどの人々はそういう事を教わった事がないからで

す。彼らは、自分達は何でもできて罰せられることもな

いと思っています。

ルビアン　私はその問いに、質問をもってお応えしよ

うかと思います。「より人間らしい」というのなら、ま

ず「人間らしい」とはどういう事なのでしょうか？これ

は難しい問いだと思います。現代の研究者たち、私の

同僚は、例えば何が人間と他の動物を区別しているの

かを理解しようとしています。違いは存在するのか、

それともただ連続しているのか？

　特に脳に関しては、何が人間を人間以外から区別し

ているのかを理解する方法はあるのかという点が注目

されていて、私はこれは重要な問題だと思います。私

達はより人間らしくなりたければ、まず人間とは何かを

理解すべきだからです。そしてそれは簡単な事ではあり

ません。実際、非常に難しい問題です。

クレメンス　私は真の意味で人間性あふれる社会を実
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現するための解決策は、とてもシンプルなことではな

いかと思います。すべての人に将来の機会を与えたら、

すべての問題が解決されると思います。世界には人々

が、特に若者が未来に希望をもてない地域のあること

が問題だと私は思います。

　本当に必要なのは若者が十分な良い教育を受けら

れるようにすることだ、というあなたのご意見には完全

に同意します。それから、富の移動も必要です。なぜな

らヨーロッパ、あるいは日本では皆が高水準の生活を

しているからです。もし私達が高い生活水準のうちの

ほんの少しを他者に分け与えるなら、多くの問題を解

決することができると思います。

アンダーソン　私は「寛容」がキーワードになると思い

ます。兄弟愛についてのフランスの古いことわざをご存

知かと思いますが、破滅をもたらす考えだと私は思い

ます。なぜなら兄弟愛とは、自分の兄弟のことは大切

にしても兄弟姉妹でない人間のことは気にかけないと

いう事を意味するからです。寛容とは、どんな人でも受

け容れ、誰でも人間として尊重し、違いを受け容れる

ということです。まずそれが第一歩だと私は思います。

　その他には、あなたの言われたように、全ての人に

社会の中における居場所を提供することです。全ての

人は何らかの形で必要とされるべきです。あなたは雇

用されることで、あるいは他の方法によっても必要とさ

れる事ができますが、全ての人が自分は必要とされて

いるという感覚を持つべきです。そうしなければその人

は、犯罪組織でも何でも、自分を必要としてくれるなら

どんな世界にでも移り住むでしょう。

　三つ目は私には分らないことなのですが、一度講演

を聴講したことがあります。それは生物学者による講

演で、彼は動物学者だったと思いますが、彼は他の霊

長類と比べて人間を固有の存在たらしめているのは

（これは霊長類の中で人間だけしか持っていないので

すが）、教育する能力を生まれつき持っているという事

である、と言っていました。私達一人一人は、すでに赤

ん坊の頃から教育を始めています。自分の赤ん坊を教

育し始め、その後も模倣などによって簡単な問題を解

決することを、どんな時でも教え続けます。

　よって特に若い世代にとって寛容さ、社会における居

場所、そして人間に生得の互いに教え合う能力を適切

に用いること、この三つが人間性あふれる社会にとって

不可欠な要素だと思います。

角南　どうもありがとうございます。

角南　それでは時間になりましたので、この辺でパネ

ルディスカッションを終わりたいと思います。今一度、

パネリストの先生方に拍手をお願いいたします。

角南　どうもありがとうございました。




