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「一人称研究」という考え方は，人工

理学・社会学・哲学などを専門とする

ぼす影響に関する話題など，多岐にわ

知能学会誌『人工知能』2013 年 9 月号

研究者を対談相手に選び，一人称研究

たる重要な視点を提供してくださった．

の特集「一人称研究の勧め」で初めて

の考え方について議論する対談を，学

下條氏は 2 時間ほどほぼノンストップ

提唱された [諏訪 13]．諏訪正樹，堀 浩

会誌連載として寄稿することになった．

で語り続け，一人称視点研究にとって

一が編集し，両名を含めた 9 名の研究

対談相手は，必ずしも一人称研究の

示唆に富む対談となった．これは，そ

者（伊藤毅志，松原 仁，阿部明典，大

考え方に賛同しているわけではない．そ

の後半部分である．下條氏は「狂人の

武美保子，松尾 豊，藤井晴行，中島秀之）

の方の専門分野から見て一人称研究は

妄想」という例えを出して，一人称的

が論文を執筆した．さらに，この特集

どう見えるのかを率直に語り，知能の

事例研究の危うさについて問題提起す

論文をベースにして，より一般の読者

探究において本当に必須な方法論なの

る．諏訪は，それに対して発話するこ

に向けて加筆修正を施した内容の書『一

かと議論を投げかけてもらうことを依頼

との意義や効用について言及し，議論

人称研究のすすめ

した．この対談を通じて，一人称研究

はより深淵な方向へと進んでいく．

知能研究の新しい

潮流』
（近代科学社）が，2015 年 4 月

とはなんぞや，どうあるべきかについて，

に出された [諏訪 15]．客観性や普遍性

問いを深めたい．

狂人の妄想か
諏訪：最近街歩きの研究 [諏訪 16] とか

を前提とする従来科学の方法論だけで

本稿は，上記構想の第 4 弾として認

は，
「生きている生身のひと」の知を十

知神経科学者であり，知覚心理学者で

していて．

全に扱うことができないのではないかと

もあるカリフォルニア工科大学で教鞭

下條：うん．

いう問題意識を共有し，上記の研究者

をとっておられる下條信輔氏をお招き

諏訪：居心地とか．

達は，知能にまつわる研究や学問の新

し，2017 年 10 月 9 日に，御茶ノ水の

下條：ちょっと拝見しました．

しい方法論を模索し始めたのである．

デジタルハリウッド大学の会議室にお

諏訪：居心地って完全に身体知だと思

しかし，この新しい研究観はまだ広

いて，諏訪，松原，伊藤との四者によ

うので，何に着眼して何を気持ち良い

く受け入れられているとはいえない．執

る対談を行った．下條氏の幅広い知見

と思うかは，定義できないでしょ．それ

筆した著者達も，一人称研究とは何か，

から，従来の三人称研究の考え方から

こそシチュエイテッド（situated）で．

どうあるべきかについて多種多様な理念

見た一人称研究への意見，コンピュー

下條：例えば東芝がね，照明の研究を

や方法論をもっている．そこで，上記

タ将棋と人間の対戦である電王戦の話

いろいろやっているんだけど，それは大

の著者達が，人工知能・認知科学・心

題，さらには，脳の潜在的な思考が及

部分のお客さんにとって心地良い環境
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や，仕事に集中できる波長だったりす

すという結論でよろしいですか．

理学でも認知科学でもこの辺になって

るわけです．例えば最近は，青の波長

諏訪：違います，違います．

いる話．

に特別に反応する新しい神経性細胞が

下條：どこかにその問題は書かれていた

見つかったりしていますね，人間でも．

と思うんだけど．

レート（飽和）してきたときには，良

だから結構，画期的なことが起きている

諏訪：ええとね，一番最初に言わなきゃ

い突破口だと思うし．それは心理学で

んです．

いけないなと思ったことなんだけれど，

も全く同じようなことが起きていると思

それで，シチュエイテッドはどうかと

あとはフィールドがある程度サチュ

研究の価値とか成果って何かという話

うんですが，たださっきも言ったように，

いうと大部分のお客さんにとって大ざっ

です．普遍的な知見を見いだして，
はい，

じゃ人工知能学会に主観，一人称研究

ぱにそうだという，
統計学的にはそうなっ

これが普遍的ですって出すに越したこ

の若い人の論文がわーっと来たと，何

ていることでやっているので，そんなに

とはないのだけれど，それだけが研究の

百件も来たと．どれを選んで載せるの

的外れ，極端に違うことやっているわ

価値ではないと思っています．こんな世

ですか．聞きたいのはそこなんですよ．

けではない．

の中の見方ありますよって，世の中を

諏訪：そういう状況になってから……．

見る視点（変数）を提示するというか．

一同：
（笑）

と個々のお客さんごとにカスタムメイ

それが採用されても採用されなくてもよ

諏訪：我々自身がこれはいい，これが

ドで，波長を測ってやりましょうという

い．狂人の妄想だったとしたら誰も採

悪い，そして，なぜだって考えたときに，

今後はどうなのかというと，
もうちょっ

ことになるかもしれないし，いろいろあ

用しないだけ．

だんだん基準ができていく，そういう話

るけれども，それほど今までのビジネス

下條：つまり，だから間に目が入って

ですよ．

のやり方と切り離された話ではないです

いるわけね．誰かによる．

松原：そう，そう．

ね．延長線上で想像はできる．

諏訪：そう，そう．
下條：僕が言いたかったのは，それな

意識の顕在性と潜在性

人間と同じようにはならないでしょって

んだけど．

下條：あと一つだけ，この点を見落と

意見に関してはね，僕も最終的には賛

諏訪：その後何人かの人が採用すれば，

しているんじゃないかと思ったことが

で，どこまでいっても AI は最後まで

成するかもしれないと思っているんです
よ．
でも，それはどんどんどんどん，20

「あ，そういうのもありだな」って思え
ばそれがアーティスト，天才のアーティ
スト，というものになっていくのかなっ

あって．それは意識の顕在部分と潜在
部分に関わることなんですよね．
僕らの頭の中だとエンボディドイン

年前よりは今のほうがその領域は狭まっ

て．

テリジェンスというときには，相当，イ

ているし，20 年後はもっと狭まってい

下條：前衛アーティストは五人支持者

ンプリシットコグニション（潜在認知）

ると考えるのが多分，デフォルトの予

がいれば成り立つって話もありますから

みたいなことを考えてるわけですよ．別

想としては妥当なんじゃないか．

ね．

に意識はしないんだけど，言葉の表現

諏訪：そこで産業の話に行ってしまう

一同：
（笑）

の中にも．

のは，あまりおもしろくなくて，どちら

諏訪：そう，そう，そのための一人称

かというとアーティストのほうへ行って

研究なのかなと．

レイコフ ＊1 と僕は最近知り合いに
なって，何度か会っているんですが，

「一人称研究」という言葉は，一人称

その彼らの研究みたいに，自覚はしてな

下條：えぇ．

視点に基づくデータを用いた研究です．

いんだけれども言説の構造にすら身体性

諏訪：一人のアーティストがこの感じ

研究になった途端，誰かにしゃべるわ

が反映されているとか．よく見たら，自

が気持ち良いんだっていう，
その「この」

けだし．

然言語は全部そうだと．

という性質を選ぶのって，いろいろな

下條：はいはい，そうですね．

アーティストが……．

諏訪：そうするとそこからもう二人称，

どこからどこどこへ入るとか，何々の

下條：でも，それを皆が賛同するわけ

三人称になって……だから研究に，一

上に何々を置くとか，その手の空間表

ですよね．

人称という形容詞がついているのは変な

現をいろいろなナチュラルランゲージ

諏訪：いや，賛同するかどうかはわから

のです．

で調べると非常に共通性があって，そ

ないです．

松原：矛盾なんですよね．そもそも研究

れはおそらく身体のインテンショナリ

下條：そうすると，
狂人の妄想とアーティ

は一人称につかない．

ティとか，志向性とか，身体の構造と

ストの天才的な才能，どうやって識別

諏訪：そう，そう．

か，アクションに基づいているというの

するわけですか，諏訪さんの場合は．

伊藤：一人称視点も含んだ……，ある

がまぁ，大ざっぱに哲学的には彼の主

諏訪：それは識別しなくていいんじゃな

いは，用いた？

張だと思うんだけど．

いかと．

諏訪：一人称視点のデータを用いた，

下條：そうすると，諏訪さんの本 [諏訪

二人称，三人称研究って，多分そうい

16] の結論は，狂人の妄想を全部同じよ

う意味なんです．

うに，私の街研究と同じように認めま

下條：それは全く異論ないし，今，心

ほしいわけですね．

で，例は忘れちゃったけれど，どこ

＊1 George P. Lakoff：アメリカの言語学
者．日常の言語活動に必要な認知能力
を「概念メタファー」として捉えた．
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つまりそのときに，その一人称アプ

ういうことが全貌として見えるから良い

下條：それには相当スキルがいると，彼

ローチというときに，最近僕はそれをポ

んだけれども，心理学にはいろいろ限界

らは考えているわけ．

だということをよ

と歴史があって，そういう客観的な手

2 年ぐらいにわたって，いろいろ相手

く言っていてね，ニューロサイエンス

法でその人間の潜在的な部分にある認

の言葉に対してどう反応するかというこ

の学会でも話しました．あと社会心理

知の構造を理解するということがあるの

とのトレーニングがあって，最初は相

学者はミスアトリビューション（原因

で，それがあるところへきて，バーバル

手の言ったことを反復することから始め

の誤帰属）ということを言うわけで，い

プロトコルだけで一人称アプローチを

なさいとか，余計なことは言わないよう

つも言っているんですけれど，ノーベル

しますと言ってもね，
心理学者からは
「何

にとか，いろいろあるわけですよ．だか

賞受賞者の，自分はこのおかげでノー

を今頃言ってるの」で終わってしまう．

らそれもまぁ，ある意味心理学の歴史

ベル賞取ったと話を信用するなと．全

もちろん，バーバルプロトコルの分

の中でいろいろ試されてきた方法論の一

ストディクション

＊2

部誤帰属だからと．

析は，それはそれでいろいろあって，統

つです．

「大学の周りに酒場が多いとノーベル

計学的な方法で言語分析するということ

だけど，もちろん臨床心理学もすごく

賞数が多い」
とかいう話があったけれど，

から非常に影響を受けていて，頻度の

杓子定規になり，いつの間にか三人称

そんな話，実際全部誤帰属だと．だか

分析とかね，シークエンスマルコフで，

主義になり，いつの間にかタクソノミー

ら，そのポストディクションと誤帰属

とかいろいろあるわけですけれども，そ

（分類学）と薬の処方に陥ってきたとい

があるので，本人のバーバルプロコト

のインプリシットとエクスプリシット

うことがあるんで，
依然としてカウンター

ル（verbal protocol） が 全 部 信 用 でき

の関係みたいなところが，多分これから

アクトとしては迫力あるんだけれども，

るわけではないと．

重要になるんじゃないかなと思うんです．

一人称の重要性に気が付いてなかった

一同：うん，うん．

特にサッカープレーヤなんかの場合

わけじゃない．

下條：そういう反省があって，
（言語報

だと，無意識の動作で本人が言ってい

一同：うん．

告だけでなく行動による潜在指標も入

るのと関係なく，足が球のほうに行っ

諏訪：どうしてそうなっていっちゃうん

れて，ということで）実験心理学という

ているということがあるんで，
それちょっ

ですかね．

のが出てきたわけです．だから，これを

と思ったんですけど．

下條：ね．例えば，ダライ・ラマ 14 世

さらに乗り越えないともとに戻るだけな
んですよ．

だけど，それはどちらかというと建設

という人と僕もお会いしたことがあって，

的な提案のつもりで言っているわけで，

その問題を提起したんですよ．仏教の

全部，その本人の言説を取って，例

一人称ですごく N＝ 1 だけど，インプ

瞑想に限界があるだろうと．人間のその

えば羽生善治さんの言説はやっぱりおっ

リシットに目が先に行っているというこ

意識と無意識のボーダラインについて

しゃるとおりでね，彼は自分のやって

とは起こり得るわけですね．そういう研

は，体の訓練とか瞑想の訓練で相当時

いることを客観的に言える人だってい

究があったらうれしいと思いますけどね．

間かければ，ずらすことはできる．実際，

う感じがすごくするので，非常に価値が

座禅や瞑想の専門家の話を聞くと，そ

あるけれども，その全部を正しいとして

言語化の効用

れを自覚化することがある意味目的だっ

受け取ることができないんですよ．

諏訪：それは僕の研究の本筋なんです

ていうわけです．

間接的にインプリシットな部分を測

けれど，バーバライゼーションという

だけど，今，諏訪さんがおっしゃっ

り取る方法というのはいろいろ出ている

のは，データをとるためだけのことでは

たように，どこまでいっても内観できな

わけで，
臨床のほうでいうと IAT ＊3 といっ

ないと思っています．バーバライズさ

いものが脳の働きの中にあって，しかも

て，例えば白人男性に人種差別のこと

せると本人のセンシティビティ自体が

数字は上げられないけれど，ビット数で

を直接質問するといっさい人種差別は

変わっていくのです．

いうと圧倒的にそっちのほうが大きいわ

ないのに，いろいろ形容詞と組み合わせ

下條：うん，そうですね．

けで，それによって人間が意思決定や

て反応時間をとると，すごく強い差別

諏訪：今まで気付かなかったことにだん

行動がコントロールされているとすると，

意識があったということがばれる．そう

だん気付ける身体になっていくというか，

それに内観だけでアプローチするのは限

すると，アメリカの社会の中で抑圧が

だから本人にしゃべらせることで本人の

界があるんじゃないかと．それについて

あって政治正義があって，それに対し

語りが構成的にどんどん変わっていく．

は答えなかったですね，ダライ・ラマは．

て抑圧された原初的な欲望（差別）が

どこまでいっても絶対暗黙知の構造は

それに対して，例えば脳を測る，神

あってね，その両方があると．だからト

あるから，潜在的に語れない部分もある

経活動を測るとか，あるいは行動の，

ランプが大統領になったら，多分，そ

んだけれど，もし 2 〜 3 年語っていく

無意識の行動の反応時間を測ったり，

と，
最初の頃には気付かなかったことに，

運動の起動を測ったり，いろいろなこと

どんどん気付く．

をすることによって潜在的な
（無意識の）

下條：臨床心理学者というのはそういう

過程がわかってくる．例えば，こっち

ことをやろうとしているわけですよ．

を選ぼうと思っても腕伸ばしのトラジェ

諏訪：うん．

クトリーがこう曲がっていると，本当

＊2 ポストディクション：プレディクショ
ンに対する言葉．後付けで自分の行動
や認識の意味を変えてしまうこと．
＊3 IAT：Implicit Association Test（潜在
連合テスト）の略．
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はこれとこれの間にコンフリクトがあっ

諏訪：意味の世界の話はどう頑張って

しての意味はヴィトゲンシュタインは

たってことがわかったりするわけですよ．

も客観的には無理なので，でも本人は

「箱の中のカブト虫」という事例を使っ

それは本人の内観としては出てこないか

生きている人間としては意味の世界に

て，高次の言語に支えられていないクオ

もしれないし，出てくるかもしれないと

生きていて，そこでのさまざまなことが

リアは実態がないということを言ったわ

いうことなんですね．

自分の行動，原動力になっているから．

けなんで，僕はどちらかというとその言

だから最初に（上篇で）言ったこと

諏訪：だから小説のさ，星 新一の……．

語ゲームのほうの立場をとる．クオリ

と少し逆の順番なんだけれど，心理学

松原：あれも意味は全くわかっていない．

アという概念そのもののどこが悪いかと

の歴史の中でいろいろ起こってきた問

諏訪：AI は自分が書いた小説の意味も

いう話を，岡崎の生理学研究所で先週
もしてきたんですけどね．

題を，逆順に再発見しているような気

わかるというところにはいくんですか．

がしたんですね．それは非常におもしろ

松原：そういうのは，意味がわかるとは

い現象だなと思ったんだけど．

どういうことか，という．

があって，神経科学を妨げると思って

諏訪：暗黙知の領域というのは，数字

伊藤：まあそうです，意味がわかるって

いるんで，若い人の研究者の露払いを

的に言って何％かわからないけれど．

ことを定義しないと．

しますと言って，クオリアの概念はお

下條：それはわからない．

松原：だからさっきの話にもあったけれ

かしい，という話をしてきたんだけど，

諏訪：例えば，90 対 10 としましょう，

ど，AI が意識をもつと AI が一人称で

それロボットのときにも，クオリアで攻

クオリアという考えには非常に偏り

90 対 10 と．

言ったら AI が意味がわかるというのは，

めようとすると，ロボットに意識は無

下條：うん．

我々にはよくわからないことなんだよね，

理だとか，ロボットに言語の意味を理

諏訪：それでその 90 は絶対にその本人

簡単に言うと．

解するのは無理だってことになってしま

が意識できないものとして，残りの 10

下條：そこに限定して話をすると，意

う．だから，露払いをしたほうがいいと

のうち，現在意識しているのは 5 ぐらい

味がわかるということについて大きく二

僕は思っているんです．それにはいろい

かもしれないと．でも，さっきのバーバ

つの立場があって，一つはクオリア的

ろな立場があると思うんだけれど．

ライゼーション，それを続けていくと，

な意味で．

この 5 が 7 になり 9 になるわけですよ．

諏訪：あぁ，そうですね．

よ．

この差の 4 がでかいんじゃないかと僕は

下條：意味がわかると．これサールの
「中

諏訪：問題は，だから，意味って，シ

思っているんですけど．

国人の部屋」 はここに，この直感ポン

ンボルグラウンディングの話．

下條：うん．そう思いますよ．

プにアピールして「できない」と言っ

松原：まぁ，そうです，そうです．

諏訪：この 4 がでかくて，でも所詮 90

たんですね [Searle 80]．

諏訪：だから記号とその下のアナログ

言語ゲームであればできると思います

＊4

のところが大きいので，こっちの方法

もう一つ，ヴィトゲンシュタイン＊5

から諦めている．だからそこは客観のほ

の言語ゲームみたいな発想があってね，

と呼ぶ……．

うに任すとして，その客観プラス主観

れんが職人とその助手がいて，
「うん，

松原：だからまぁ，ヴィトゲンシュタ

でうまいことやっていくというのは，こ

それ」って言っただけで，ぱっとこの

インというか，AI でいえば工学的には

の境目のところに両側からこう近づいて

れんがをもってくると．それで今度「あ

意味はわかったといったときにできてい

いって，今 5 だけど 9 になる．そうする

れ」って言っただけでセメントをもっ

ることが，外形的に同じことであれ，意

と心理学とか認知科学の世界が変わる．

てくると．それが言葉の意味そのものだ

味がわかったということであるというふ

下條：うん，瞑想や精神分析の人達に

と．この言語ゲームができることが，
我々

うにすると，これから AI はかなり進歩

言わせると，それで病気が治ったりす

が「意味がわかる」と呼んでいることの

すると，そういう意味での意味がかなり

るっていう，ヒステリーとか，ストレス

実態にほかならない，と言っているわけ．

わかっていく．

というのは，ある程度自分の身体の変

これだとしたら，機械にもできるのでは．

なところに緊張があるのに気が付いたと．

諏訪：そっちはね，言語ゲームならね．

どうも会社に行くたびにそこにこう，

下條：そっちはできるとね，クオリアと

それはもちろん，そのとおりだと思い

意味を理解するとは
諏訪：今の話，そうなんだけど，やっぱ
り抜けているのは意味の世界ですよね．
下條：うん．

下條：ただ僕に言わせれば，その外形
松原：はい．

ただけで，半分くらい治っちゃうって

ますね．

だからもう将棋は意味がわかっている
のかもしれないわけですよね．
と中身を分けて議論すること自体が．

緊張があることに気が付いた．気が付い
いうのがフロイトの大功績ですから．

の世界の結び付き，それを我々は意味

＊4 中国人の部屋：哲学者ジョン・サール
が提唱した思考実験．中国語を理解で
きない人を小部屋に閉じ込めて，マニュ
アルに従った漢字の文字列の変換作業
を行わせると，一見質問に対して意味
を理解して答えているように見えると
いうもの．
＊5 ヴィトゲンシュタイン：Ludwig Josef
Johann Wittgenstein．20 世紀前半の
ウィーン出身の哲学者．言語哲学，分
析哲学に影響を与えた．

下條：すでにクオリアのトリックには
まっている．
松原：あ，トリックに引っかかっている．
あ，そうか……，そもそもそうか．
下條：僕は顔知覚の研究をしているか
らよく思うんだけれど，人は，人の魅力
は外見じゃないとか言うじゃない．だ
けど，顔を見ただけで，トドロフの有
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名な研究 [Todorov 05] ですけど，この

もう，それは完全に二人称的関係です．

人どのくらい有能で，どのくらい信頼で

下條：それは最近の言い方で言うとセ

きる人で，アメリカの上院下院の選挙

オリーオブマインド（Theory of mind）

てこと自体が相当後付けで，トップダ

で当選するかしないか，7 割当たっちゃ

みたいに，あるいは言語理解ももう 60

ウンで，構成論的につくられていて，そ

うわけね．顔を 500 ミリセカンド提示

年代ぐらいからアナリシスバイシンセ

れに縛られてものを考えているから哲学

しただけで．スナップショットですよ．

シス（Analysis by synthesis）といって，

的に変なことが一杯出てくる．

もちろん，共和党か民主党かとかいう予

自分の構音器官を使って音の音韻の認

諏訪：それは暗黙知の近位項と遠位項

備知識はいっさいなしで，よその州の

知をしている，と．だから……．

の話に……．

上院下院の 80％当たっちゃうんですよ．

諏訪：それはあれですか，クオリアのト

下條：それに近いですね．

そのときに顔の外見を見てるのか，内

リックに引っかかっているわけではない

諏訪：一緒ですよね．

面を見てるかという問い自体が，もう

ですか，そういう考えだと．

下條：近いですね．だからその具体例

引っかかってるでしょ．500 ミリセカ

下條：引っかかってないでしょうね．

で言うと，ほとんど同じことを言ってる

ンドですから．

それはむしろ公共的な話だと思うから．

気がするけどね．

諏訪：僕はあえて引っかかりたい．

諏訪：ほう．

一同：
（笑）

下條：クオリアがやばいのは，外から

囲碁と将棋の認識の違い

下條：そうするとかなり，僕の観点から

観察できないから，自分だけでもってる

諏訪：将棋や囲碁の話を全然していない．

言うと，認知主義というか，インプッ

何かがあって，それを特権的で絶対的

松原：将棋と囲碁はちょっと違うんで

トがあってブラックボックスがあって

なもので．

すよ．

アウトプットがあるという立場に近い．

諏訪：あぁ，そういう意味か．

下條：そうですね．

そのブラックボックスは問わないことに

下條：そう．だからロックドインシン

伊藤：はい．将棋の強い人の視線のデー

したんですよ，行動主義は．しかし認

ドローム（閉込め症候群）みたいなね，

タと囲碁の強い人の視線のデータとの

知心理学は，
開けなきゃだめでしょうと．

ベジテイトで全く動けない患者でも心

比較の実験をして，将棋の強い人は，

で，開けると中に何かあるという話

の中に何をもっているっていうことを例

強くなればなるほど局面を狭く見るよう

に近いと思うんですよ．そうするとすで

にあげる人もいるんだけれど．それをやっ

になってくる．あまり視線が動かなくな

に，
クオリアのトラップに引っかかって，

ていくと，どんどん変なことが起こって

る [高橋 11]．見た瞬間に，
その局をぱっ

哲学的に変なことになるというのが僕の

いく．

と認識することができるようになってく

考えなんですけど．

最終的には神経科学はいくらやって

ミリセカンドでいいんですよ．
だから，その外面と内面に分けるっ

るんですね．

諏訪：僕，野球やるでしょう．外野手

も心の主観的な経験が理解できないっ

それが，囲碁の強い人は，強くなれ

なんですよね．

てことになっちゃって，お手上げになっ

ばなるほど視線が盤上をたくさん動くよ

下條：はい．

ちゃうわけですね．でも，そうならない

うになると．それはなぜかというと，そ

諏訪：最近は目が悪くなっちゃってだ

はずだと思ってる．

の視線から得られる情報がどんどん増

めなんですけど，外野手としては相当有

諏訪：顔を見てその人の考えがわかる

えるからなんですね．

能で，自分で言うのも何ですけど，バッ

というの，全く今のバッターと外野手

諏訪：ふーん．

ターが打つ前にもう大体打球の行くと

の例と一緒ですよね．

伊藤：囲碁プレーヤは，だから，一生

ころがわかるんですね．

下條：そうですね．そのときに外面と内

懸命見るようになるっていう実験結果が

下條：あぁ．

面を分けて議論をすることに意味はない

あるんですね．だからそういうことも含

諏訪：なぜわかるんだろうってよく考え

でしょってことです．

めたうえで，井山裕太さんと羽生さんの

て，最近学者としてこんなこと考えてる

松原：あぁ，はい，はい，はい，そうです．

データを比較しようと思ったんですけど

から，ようやくわかってきた．もっと若

下條：むしろ，外面のことを聞いたらね，

も．

いときにわかりたかったけれど．相手の

遅れるんですよ，反応時間が．あの人

この間，井山さんの話をちょっと聞

体の動きを見てると，もう自分がバッ

の目と目の間の間隔は平均より広いか

いた中で，僕がすごく印象に残ってい

ターとして相手の身体の中に入り込ん

どうかっていう変な問いをすると，ええ，

る話としては，井山さんは日本ではトッ

で，相手があんな身体の動きだというこ

ちょっと待ってください，5 秒くらい考

ププレーヤなんですが，子供の頃からの

とは，と，多分伊藤さんも野球やるか

えて，わからないけど開いていたかなっ

学習の経験の話をいろいろ聞いた中で，

らわかるだろうけれど，相手の体感を外

て．つまり，そんなところは見てないん

やっておけばよかったと思うことを話さ

野手としてぞわっと感じるんです．

です．

れたんです [伊藤 18]．

伊藤：わかります．

諏訪：うん，目が輝いてましたかって

諏訪：どなたか師匠とすごく親しかった．

下條：でもそれは，自分が打者として

言うと．

伊藤：子供の頃，師匠とたくさん，と

相当な経験を積んでるからですよね．

下條：そう，そう，すごいパワーがある

にかく実戦をたくさんやった．

諏訪：そう，積んでるからです．だから

信頼できる人と思ったと．それは 500

師匠からは，良い手とか悪い手とかっ

一人称研究対談：「孤高の人の思考を科学するとは？」下篇
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てことを教わらずに，序盤とかでも，こ

そうして長期的に，2 か月とか 3 か

うしなければいけないというようなこと

月とか長期的に相当訓練させたところ，

をいっさい言われなかったと．

そこが発火するようになったんですね．

的なことをやることによって，体も活性

下條：尾状核．

化するというか，そのつながりが．

たくさん打ったことが，自分にとっては

伊藤：大脳基底核の尾状核です．

下條：羽生さん，脳内のもっと下位が

すごくプラスになったということをおっ

下條：あれです，普通は運動制御の学

活性化した．多分それ，もっとオーバ

だから，すごく自由にいろいろな手を

しゃっていた．

伊藤：恐らくそうだと思います．
諏訪：ね．読むという，ある程度言語

習とかで出てきて，あと学習した成果

トレーニングしていくと，小脳も活動

を発揮しようとするときに活性化する．

してくるんですよ．

して，詰碁をあげています．それをもっ

伊藤：はい．

伊藤：はい，はい．

とやっておけばよかったと彼は言ってい

下條：僕らの研究だとね，国会の速記

るんですね．読むってことの経験がすご

者っているでしょ．あれはもう音声認識

エキスパートの思考

く大事であると，最近痛切に感じてい

のせいで死に絶えた人種なんだけど．

下條：大体ね，つまりエキスパートブ

ただ，子供の頃にやらなかったことと

るということをおっしゃっていた．

彼らの（まだ技術が生きている）最

レインの研究というのがありまして，小

諏訪：ほう．

後の瞬間を捉えて調べたら，
やっぱりね，

さいフィールドが．僕らは速記やった

伊藤：それがまぁ，囲碁というゲームは

尾状核とかね，あと比較的近い，関連

んだけれど，それは世界でもいまだに人

多分その感覚的なゲームで，それだけで

する場所なんですけれど，被殻，そのあ

間が数年前まで手で速記していたのは

かなり強くなってしまったプレーヤだと

たりが活動している．

日本だけですから，欧米はとっくにもう

思うんですけれども，
それプラスアルファ
としてやはり読むという能力，先を読む

エキスパートブレイン（専門化した
脳）でよく出てくる場所なんですよ．

音声認識になっちゃって．
大体ね，センソリーモータな（感覚

能力というものの必要性を感じていると．

伊藤：その研究をやってたときに，直

運動協応）学習に関与している場所と，

下條：羽生さん，大分前だけど，読む

感能力について，すごく成績が伸びたプ

それをストアして場面がそうなったらそ

能力じゃなくて読まないで捨てる能力

レーヤのグループと，あまり伸びなかっ

れを活性化して使うような場所，皮質

が大事と言ってたんだけど．

たグループがあって，そこの違いを調

下ですね．大体そこが出てくるんです．

伊藤：はい，はい，そうです．

べたんです．

下條：ほとんど見掛け上，反対ですよね．

そうしたら，学習初期の段階でたく

伊藤：見掛け上反対なんですが，多分

さん読んだグループが，そこの部分が

羽生さんが言っているのは，それはもう

伸びているんですね．

ところが，
その専門性の種類によらず，
たいていそこが出てくるわけ．
例えば，胸や脳の放射線撮像を診断
する医者で，例えば 1 分間に数百枚ぐ

当然読むという能力をもったうえで，捨

将棋というゲームの場合に，その読

らい見て，病巣があるとぱっと見抜く

てて読まないことをすることが重要であ

むっていう能力が恐らくその直感能力

というようなトレーニングを受けている

るということを言っているんだと思うん

の伸びにつながっているんじゃないかと

人とかね．それもエキスパートと言う

ですね．

いうのが，うちの研究室で立てた仮説

わけ．いろいろあるわけですね，絵の価

なんです．

値を瞬時に見抜く人とか，バードウオッ

究所の将棋で直感の研究をやってるグ

下條：それ碁でやったらどうなるかな．

チングのプロとか．

ループがあって [Wan 11]．

伊藤：碁ではまだやっていないのでわか

松原：あ，この前話した人……．

らないですけども，恐らくなんですが，

いのに，そういう何か技能の学習みた

伊藤：中谷裕教君．

読んだ経験が直感と結び付くという点

いなところのものが共通に活性化する．

下條：よく知っています．

では同じではないかと思うんです．

これも別の実験ですけど，理化学研

それ自体はセンソリーモータじゃな

将棋も指で駒を動かすことが本質的

伊藤：あの人達がやっていた研究グルー

読んだ内容とそこで得られた結果を

じゃないと考えると，しかも彼らの実験

プと，うちの研究室とでちょっと共同

短縮するというか，知識のコンパイル

ではスキャナ内で体を動かせないような

研究をやったことがあって，将棋の熟

みたいなことが起こっていて，それが直

状態で見ているわけですから．それなの

達者は大脳基底核の尾状核という部位

感につながっているんだというふうに考

に尾状核が発火していると．

がすごく発火するという話があって，そ

えていて，恐らくそういうことが起こっ

れがプロ棋士だからこそそこが発火する

ているのかなと．

の出演されたシンポジウムに出ていて，

のか，それとも誰でも訓練をすればその

下條：理化学研究所の研究だと，アマ

不満だったのは，結局どうも囲碁も将

部分が発火するようになるのか，活性

高段者では尾状核は光らずに前頭葉が

棋も直感らしい，と．素人向けだから

化するようになるのかということを研究

活性化するんですね．

いいのかもしれません．直感の中身は何

するために，5 五将棋という小さな将棋

松原：そう，そう，そう．

なのって話が全然ない．

盤をひたすら学習させるという実験を電

下條：一生懸命努力して考えた．

松原：すみません．

気通信大学の学生にやらせたんです [Ito

諏訪：それやっぱりシンボルグラウディ

下條：不満だったんだけど，よく考え

15]．

ングの話じゃないですかね．

たらそれは AI の人達が悪いわけじゃな

この間の心理学会のときに，お二方
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くて，認知心理学者が直感の正体をま

下條：普通，広がる方向へ．

だ解明してないからなのかなという，神

松原：そう，そう，そう．

ないので見ないという．

弱い人ほど見ても何も情報が得られ

経学者も含めて．それはまぁ，どっち

伊藤：おおむね，だから良い手ばっか

下條：なるほどね．それは，周辺視では

もどっちなんだけど．その辺はどういう

りなんですけど．

見切れないような情報を確認した，例

ふうに．

下條：なるほどね，それはおもしろい話

えばケイマとオオゲイマでは大違いだっ

その部分で囲碁と将棋の共通点や違

ですよね．確かにプロの将棋を見ている

たりするから，局面が．

いもあって，確か羽生さんはテンプレー

と，中盤になるとお互いにどうやって手

伊藤：はい，はい，それもそうなんです

トマッチングに近いというようなことを

を渡すかの勝負になったりしませんか．

けれども，そこのつながりに意味を見い

言っていたような気もするんだけど．

伊藤：そうですね．要は相手にいかに

だすんですよね．

伊藤：うん．

先に悪手を指させるか，というゲーム

下條：あぁ．

諏訪：あれでしょ，羽生さんは良い手

になってくる．

伊藤：えぇ，そこがどうつながっている

が三つだけ見えるってやつ．

下條：ちょっと一つだけ，
気を付けなきゃ

のか，その他の部分とのつながりを見な

下條：そう，それは，加藤一二三さん

いけないのは，将棋は強くなるとだんだ

がら意味を理解しているんですね．

も言ってましたよね．

ん眼球運動が 1 か所になってきて，囲

諏訪：80 の中から 70 いくつ捨てると

碁はあちこちに，ということがありまし

ころ．

たけれど，それは全体を見ていないとい

松原：あと，囲碁のほうが言語化，専

松原：羽生さんはね，我々がちょっと

う結論にはならなくてね．

門用語化っていうのが将棋よりは発達

ショックだったのは，将棋はほとんどが

松原：それはそうです，はい．

していて．囲碁の強い人はそれはもうそ

悪い手であると．

下條：いろいろなエキスパートの実験で，

れこそ，オオゲイマ，ケイマとかいう

下條：あ，言ってましたね．

さっき言った撮像，放射線撮像の，要

言葉，将棋より囲碁のほうが圧倒的に

松原：今より良い手，今より良くなる

するに脳のスキャンを見て脳の損傷を

多くて，たくさん使うんです．だからそ

局面というのは将棋はすごい少ないんで，

見つけるとかね，だんだんエキスパート

れもすごい広いから，多分それを何かコ

それ見つけるのは．

新しい意味をまたそこから見いだして
いるんです，何かを．

になるほど眼球運動が減っていくんです

ンパクトにするために，言語化するとい

囲碁のほうが，良い手を打つのは難

よ．真ん中辺をぽっと見ただけで，
ゲシュ

うことが進んで，将棋はまあ一遍にはで

しいと羽生さんは思っていて，ほとんど

タルトというか全体的にパターンがちゃ

きるから，そんなに言語化しなくても多

良い手であると．要するに 1 個打つと，

んと認知できると．で，どうでも良い

分話が伝わる．

何か陣地が増えるはずであると．黒を

詳細は無視して，病変だけがポップアッ

下條：あぁ，うん．

打てば黒の陣地がね．その中で，だか

プしてくるようなってくる．

伊藤：形に対するチャンク的な意味の

ら全部プラスの中で一番良いプラスを

伊藤：はい，はい，はい．

言葉がすごく多いですね，囲碁は．囲

見つけるのが，羽生さんから見ると囲碁

下條：だから，だんだん眼球運動が減っ

碁用語がすごく多いという研究がありま

は難しくて，将棋はそもそもプラスが少

てくるという将棋の場合には，ローカ

す [小島 99]．

ないので簡単だと．

ルな情報に注目するというよりは，全体

下條：それでね，その要は強くなると

伊藤：ほとんどプラスの手じゃないって．

が一目で見えるようになったという解釈

直感的に判断するようになると，読むよ

下條：それだから，プラスじゃないのは

のほうが良いと．

りは．その直感の中身をちゃんと言わ

すぐに捨てられるという意味でしょ．

伊藤：あ，はい，それはそうです．

ないと，心理学者としても全然だめだし，

松原：そう，だから，それが羽生さん

下條：そのとき，囲碁のときにどうして

AI 研究者としてもだめだと思うんだけ

が将棋が詳しくて，囲碁が詳しくない

そうならなかったかというのが問題で，

ど，そこはどうもよくわかっていない．

から言っていることなのか，囲碁と将棋

一つは単純に目の数が多いので，周辺

そのときに，羽生さんはパターン認

のゲームの差なのか，というところがま

視だと正確に見えないということがある

知と言ったんだけど，直感的にね，自

だわからないところですけどね．

かもしれないし，もっと別の，ルールの

分の感じとして．

伊藤：それ多分間違ってなくて，囲碁

本質に関わる何か理由があるかもしれな

松原：はい．

はやっぱり打った手はマイナスにはほ

いというのは，それどうなのかというの

下條：それをどういうふうにもうちょっ

とんどならないんですよね．打てば打っ

を聞きたい．

と精緻化して，脳のどの部位かという

たほうが一般には良い．

伊藤：結構，僕は本質に関わっている

問いも含めて考えると，やっぱりあの

松原：陣地は増える．唯一，自滅って

ように思っていて，組み合わせてみると

本 [諏訪 15] に戻るんですけど，その動

いうか，自分の陣地に入れるというのが

明らかなんですけれども，いろいろなこ

的な記憶とかね．

だめだけれど，それはよっぽど弱い人で

とを見ることによって情報を得ているん

諏訪：動的な対応力ね．

もやらないので，はい．それはちょっと

ですね．明らかに見ていることと，そこ

下條：動的なパスや，作業記憶といって，

囲碁のルールさえ知っていれば，それほ

から意味を解釈するということを含めて．

どの順にボタンを押すかというようなこ

どやる手ではないので．

囲碁の人はやっている．

とです．それも尾状核なんですよ，サル

一人称研究対談：「孤高の人の思考を科学するとは？」下篇
でやると．
そういうことがつまり，
直感的にパター
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投射ネットワークと，皮質上の空間的

過去に経験があればね．

な配置の記憶というものとが，こうイン

伊藤：ただ，外部から観察しないと見

ンを認識しているんだけど，そのパター

タラクトしている．

えない部分というのもありますよね．

ンはスタティックなものじゃなくて，こ

松原：羽生さんが多分言いたいのは，

諏訪：もちろん，もちろん．今もあれは，

う来たらこう来てこう行く，で，相手

そういうことなんですよ．全マッチング

なぜ僕が肩に気が付いたんだろうなとい

はこうなるけれどこうやれると．でも，

とか言っているのは，多分ね．

う，そこがその，違和感の問題，さっ

ここは一目違うとまた違ってくるという

きの将棋の問題と同じ．

ような，そういうダイナミックなものの

身体と体験と認知

下條：あぁ，そういうことね．

記憶をリトリーブ（再生）しているの

諏訪：昨日，実は野球の試合があって，

諏訪：80 個の中から三つ選ぶっていう，

かなと思うんですね．

僕は昨日はあんまり出なかったんだけれ

ここの 70 いくつはおかしいという．そう，
何で気付いたんだろうというのはわから

そうすると，なぜ尾状核かということ

ど，味方のピッチャーが若い生きの良

も理解ができるし，
もっと極端にいうと，

いやつが入って，すごい良いんですよ．

ないんです．でも，そこの話だと思うん

小脳が活性化していくのも理解できるか

だけど，4 回に急におかしくなって，ば

です．

な．

ばって 4 点取られたとき，僕は見てい

下條：多分一般人が知りたいのは，そ

で，前頭葉はまた全然違うことをやっ

て気付いたんです．こう片足になった

ういうわけで羽生さんはこういう意味で

ている．もっとトップダウンの分析的

ときに，肩がこう上がっていることに．

特殊だったと．それは訓練すれば獲得

なことを制御していると思うから，そこ

下條：あぁ，もう．

できるものなのか，訓練しても誰でもは

でもうちょっとちゃんと，
「うまくなる

諏訪：僕気付いたんですよ．何か違和

獲得できないのかということもあるし，

と直感が発達するんです」で終わりじゃ

感あるな，今までと違うなって，ぱっ

ちょっと悪いんだけど訓練を省略して

悲しいし役に立たないので，もうちょっ

と気が付いて．4 回終わったときに，
「あ

もっと手っ取り早く何かこう，コツみ

と突っ込んでいくといろいろアルゴリズ

のさ，肩，一本足になったときにこう

たいなものがあるんなら，そういうこと

ム化できるぐらい……．

上がってるよ」って．そのときに「足

を知りたいとかというの，その辺はどう

諏訪：ダマシオ＊6（A. R. ダマシオ）は

の裏のところに感覚置いてみたら？ そ

なんですかね．

そのことを書いていますよね．

したら多分こうならないから」って言っ

諏訪：いや，そんなこと聞いても，言

下條：あ，そうですか．

たら，5 回から．

われても．

諏訪：大脳辺縁系や間脳あたりと，前

下條：そしたら復活した．

下條：聞かれると困る質問，こっちか

頭前皮質のあたりでもって，そういう

諏訪：復活して，本人，あ，こうなっ

らしているんですけど，先に．

さまざまな過去の研究からいろいろな

てたんですねって．でもあの子だから違

伊藤：まぁまぁ，訓練は必要だとは思

パターンをその前頭前皮質の形成的表

和感に気付いた．でも，僕がそれは肩

うんですが．

象って彼は書いているけれど，そこに蓄

だなって思ったのは何だかわからない．

諏訪：いやだから，直感はいきなり得ら

え込んでいて，それと現在の状況を見

下條：それこそ本人は気付きにくいで

れるもんではなくて．

たときに，何かこう違和感を感じるとか．

しょ．

諏訪：読む訓練はしてるから直感が得

下條：直感ですね．

諏訪：本人は気付きにくいけどさ．

られるという話ですよね．多分，それが

諏訪：そう，まあ違和感という言葉で

下條：関係ないけど，東大が勝ったん

本質だと思うんで．

言い換えているだけにすぎないんだけれ

です．

下條：なるほどね．

ど，違和感を感じるってどうやってる

一同：全然関係ない．
（笑）

伊藤：でもさ，読む訓練が重要である

のかっていうところが，一番本質的なと

下條：いやいや，関係あります．

ということに気付くことが多分大事な．

ころといえますね．

諏訪：宮台康平君．

諏訪：うん，そう，そう，そう．

下條：多分，違和感というのと同時に，

下條：いや僕ね，今，東大の中澤公孝

下條：それは，すごい一般化して言うと，

プロ棋士が複数言うのは，キーになる

先生と CREST で一緒にやってて．

いくら電卓を使ってもコンピュータ使っ

駒が光って見えるって．

諏訪：はい．

てもいいんだけど，それでも最初に手演

松原：うん，そう，光って見える．

下條：桑田さんの指導教官．彼はもう

算とかそろばんの経験をしておく必要が

下條：それ多分，表，裏の現象だと思

その野球で，やっぱりインプリシット

あるというのと同じなんですかね．

うんだけど，そういうことは多分，皮質

（潜在レベル）のところで，どうやって

諏訪：それはまた別の話かもしれないし．

下のアラートネスとかアテンションの

フィードバックかけるかってね．それ

下條：でもあれ，エンボディドとかい

こそ気付くか，気付かないか．

う話．

＊6 ダマシオ（Antonio R. Damasio）
：ポ
ルトガル系アメリカ人の神経科学者．
外部の刺激に対して情動が与える影響
について研究した．

諏訪：あれはでもね，本人にメタ認知

諏訪：そういうことをね．

の訓練があれば，多分こうなってること

下條：グラウンディングとか話してい

に気付くんですよね．

るときは．

下條：そうでしょうね，そういうことが

伊藤：その意味を実感として理解でき
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るということでは，多分それはすごく大

伊藤：そんなの当たり前といえば当たり

イナスになっても平気だったりして．

事なんだと思いますよね．

前なのかもしれないですけど．

おかしいでしょ，ヤング率がマイナス

諏訪：例えばそれでよく思うのが，最近

諏訪：ここで，ものすごい変化しだして

なわけないじゃない，と．

Excel でグラフは何でも書けちゃうので，

ますって言うわけよ．で，縦軸見たら，

学生が自分の描いたグラフを読むこと

1.1 から 1.2 で描いてる．ゼロから書い

度とはほど遠い値が出てるにもかかわら

ができないんですよね．自分が書いたグ

てよって思うのです．ほぼ変化ないじゃ

ずこれだと，それが，もう電卓に入れて

ラフを．

ん！ となる．そんなことも含めて．

ただ答え出してるだけだから．敏感にな

下條：はぁ．

松原：例えばマスコミの，とんでもない

らないんですよ．

諏訪：このグラフのどこに注目するべき

グラフがあるじゃない，
TV 番組で．
「え，

かという．

何だよ，これ全然！」とかいうの．あ

ブラックボックス化した社会

光速度とか求めてるのに，全然光速

れでも騙されている人が多いってことだ

下條：いや，最近現代社会はブラック

我々の時代より上は．そうすると，何

よね．

ボックス化してるっていうのは持論な

か……．

諏訪：うん，そう．

んだけれども．

伊藤：なるほど．

松原：えぇとか言っていてもね，リテ

松原：あ，それを本に書かれましたね [下

諏訪：うん．

ラシーないんだよね．

條 17]．

伊藤：いきなり答え見ちゃってるわけ

諏訪：そういうのって，
「数のセンス」

下條：そういう本を書いたら，いろいろ

ですよね．ある意味では．

といってもいいのかという気もするけど．

な人がこういう例もあります，ああいう

諏訪：そう，そう．

やはりエンボディドの話なんですかね．

例もあります，その電卓の例とかまさに

下條：あー．おもしろい話だ．

下條：と，思いますけどね．

そういうね，グラフィクスもそうですけ

諏訪：だからその形を手でこう感じて

伊藤：多分ね．

ど，結果だけ出てくればもういいので，

るから，このグラフさ，これだったら

下條：うちの息子見てると，まだ 12 歳

スタティスティックパッケージもそう

当然ここに注目するよねってところ．

なんだけど，見てたらそのパソコンとか

で，SPSS＊7 っていうのがあって．

で計算すると，1 桁打ち間違えたのに

諏訪：そうですよ．

気が付かないって現象が起こりますよ．

下條：何かわからないけれど有意差が出

諏訪：注目できないんですよ．

それは何でそうなると思うって，いつも

たと．で，
「それはちょっと待って，ど

下條：それで思い出したんですけど，僕

言ってるし，なるべく手計算でいいから

ういう実験デザインで，どういう統計

のとこの卒業生が，優秀なやつですけど

概算してみろと．

で使ったの」って聞くと，
「えっ？」と

我々は皆，手でグラフを描いてる，

「ほっ？」て感じ．
伊藤：注目できない．

言われるんですよ．
「SPSS，先生ちょっ

ビジネスやってね．すごく高額のお金

例えば 1 万を超えるけれど，10 万は

をもらってビジネスコンサルタントの

超えない桁になったら多分桁としては

と見てください」とかって．全然それ

会社に入った．カリフォルニア工科大

合っている．それが 100 万って出てき

考えていない．全くブラックボックス

学で育った人間で，何か物理学オリン

たら何か間違えでしょ．そろばんやって

化していて．だけどそれを問わずに結果

ピックで銅メダルを取ったというルー

る人はそれはもう絶対間違えないでしょ

を受け入れる訓練を受けているってこ

マニア人で．だから会社に行って最初

うね，
見た瞬間に．だから何かそういう，

とですね，今の若い人は．

はね，プレゼンすると，数式出しちゃ

それこそ直感とか常識とかさっきから

伊藤：でもそれは，もしかするとそれで

だめだというのはすぐわかったらしいん

言ってるものに戻ってくるのかもしれな

いいかもしれないんですよね．

ですよ．全部をグラフに変えてもって

いけど．

下條：たいていの場合はいいんですよ．

行ったって．

諏訪：飲み屋でずっと飲んでて，ばっ

伊藤：うん，それがもしもう間違いのな

ところが大会社の，アメリカの大会

と 3 万，いや，そんなわけねぇよって．

いものであれば，それを鵜呑みにしてそ

社の社長レベルでもグラフに対するリ

松原：そういうことですよね．3,000 円

れを学習することで，もう一つ……

テラシーがなくて，見ればわかるだろっ

ぐらいなところが．

下條：今の世の中ね．

てグラフを出しても，全部言葉で言わ

一同：
（笑）

伊藤：うまくいく．

ないとだめなんですって．

松原：そっちへ行くかという気はするが．

下條：全部鵜呑みにしなかったら不適

諏訪：すいません．

応起こしますよ．

ましたね．

下條：正真正銘のエンボディド．

伊藤：うん．

下條：グラフにリテラシーがあるって

松原：そんな飲んでねぇぞって．

下條：だから iPhone にしたって，何で

僕も知らなかったんだけど．

諏訪：酔っ払ってくると．

そんな機能ができるのかわからないけれ

諏訪：いや，絶対ありますよ．

松原：全然わからなくなってくる．

ど，店の人に聞いたって一部しかわかっ

伊藤：グラフに対する理解の経験がやっ

伊藤：いやでも本当に，うちも基礎科

ぱり必要なんですよね．

学実験とかやってて，学生がそのヤン

下條：そう，そう．

グ率の計算とかやって，ヤング率がマ

それでショックを受けたって言って

＊7 SPSS：IBM の統計解析ソフト．

一人称研究対談：「孤高の人の思考を科学するとは？」下篇
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てないし．

えばチームでやるとかね，競合するとか

下條：しかも全部ブラックボックス化

伊藤：だから，将棋の例でいえば，今

いうことが実社会で起こってきたときに，

してるから．

強いコンピュータの AI にある局面見せ

どういうふうに対処すればいいのか，ど

松原：そうですよね．

て答えを出させることできるわけですよ

ういう態度をとればいいのか，ってこと

下條：僕もそのときにちょっと調べたん

ね．そうすると，それで学習しちゃうん

あるんですが，人間側としては．

ですけど，スマホ用のあるアプリケー

ですよ．要は経過を考えなくなるわけで

そのときに，何かそのブラックボック

ションつくるのに 3 種類ぐらいのエン

すよね．

ス化してるというのはすごくあって，消

ジニアがいてね，一番素朴なのは現場

下條：何で良いのかわからないが．

費者としては全部ブラックボックス化

でお客さんの相手をする，ちょっと知

伊藤：何で良いかわからないけれども，

して受け入れたほうがいいんだけど，全

識をもってる店員で，これはこうやっ

その形は良いものだっていうことを学習

員がそれをやってると恐ろしいことにな

て GPS 使ってこうやるんですと．でも，

してくる．

るんじゃないかという．

その人は本当のアルゴリズムは知らな

下條：そういう意味であれじゃないです

諏訪：そう，そうです．

い．

か，碁のほうがすごいそうなって．

下條：その何かエラーがあったときにね．

で，アルゴリズム書いた人は知って

伊藤：ええ，あり得る話ですよね．

諏訪：そう，地震で逃げられない．

るかというと，パブリックライブラリ

下條：僕は碁は素人だからよくわからな

下條：誰も気が付かないとかね．自分

からいろいろなサブプログラムを拾って

いけれど，AlphaGo で，プロの棋士が

で逃げられない．それを危機だと気が付

きてやってるから，そのサブプログラム

解説に立ち往生して．

かないとか．

の中身はその人にとってはブラックボッ

伊藤：はい，はい．

諏訪：そう，そう，例えば，この川は

クス．

下條：AlphaGo はこの手打ったんだけど，

渡るべきか，とか．

何でその手が良いのか．

伊藤：まあでも，結構我々かなりそれに

それがどういうアプリに使われて，その

伊藤：わからない．

毒されている可能性があって．

アプリがどういうふうなものかについて

下條：プロが打ったのかわからないとい

松原：もう日本だと食べログが 3.5 以

は知らないから……．

う現象が起きてるでしょ，すでに．

上だとおいしいって言ってて．

伊藤：はい，はい．それは将棋でも囲

伊藤：そう，そう．

起きてて，専門家と呼ばれる人の間で

碁でも何でも，人間を上回ったマシン

松原：自分が食べてみてふと思っても，

すら，ブラックボックスが階層化して

がもし正解に近いものをすでに出してい

食べログをバカにするというよりは，自

いる．素人から見れば，もう全然さっ

るのであれば，それを学ぶっていうのは

分がちょっとおかしいのかなと思う人が

ぱり．

あり得るわけです．だからバックギャモ

多いらしいとか，若い人は．

松原：リクライニングのシステムって，

ンとか他のゲームでは，そういうことが
実際に起こっているんで．

だから要するに食べログのほうが神化

一方，サブプログラムを書いた人は，

だからブラックボックスの階層化が

確かに全部そういう意味では誰も全部

してて．

わかってる人いない．だから，もと書

下條：ほう．

下條：うん，どっちがどっちで．

いた人はどのパラメータの値を入れら

伊藤：もう機械から学ぶのが当たり前で，

諏訪：わからなくなってるね．

れて，どう使われてるかきっと知らない

そこでそれをもとに自分の内部の変数を

松原：自分の舌がなくなっちゃってるっ

もんね．あるパラメータ入れたときに，

変えていくという．

ていうのが．

自分の書いたプログラムがどういう挙

下條：多分その学びはブラックボック

諏訪：選択ができない，自分で選択が

動をするかというのは，もう複雑過ぎて

ス的な学びだと．

できない．

追えない．

伊藤：そうですね．だから意味はわから

下條：それで AI 専門家としては，それ

下條：だからそのときにね，ここから先

ずに，それを学んでいる．

についてはどうなの．

はど素人の考えなんだけど，その全体の

諏訪：結果を得るためだけだったら，

一同：
（笑）

システムが挙動がおかしくなって，エ

それでいいけどって．

松原：なかなか難しいですね，
なかなかね．

ラーが出たときに，それはどのレベルの

伊藤：そうです，
それでいいかもしれない．

伊藤：でももう相当そうなってる．い

オーバフィッティングなのか，どのレ

諏訪：例えば統計の話でいくと，こう

ろいろなことに，敏感でなくなってるこ

ベルでパラメータ側にミスがあったの

いう場合にはどの手法を使うべきかを選

とは間違いなく．

か，誰もわからないってことが起こる得

ぶことは，いつまで経ってもできないん

下條：全くそのとおり，で，全部に敏

るんじゃないかと思うんです．

ですね．

感だったらやっていけない．

諏訪：Windows の OS とか．

伊藤：そうですね，そうです．

伊藤：やっていけない．

下條：そう，そう．

下條：ちょっとだから，最初に曖昧に

下條：それはね，自閉症の診断受けま

諏訪：そうだっていわれていますよね，

提起した問題と関係していると思うん

すね．

完全につぎはぎだらけに．足して，足し

ですけど，その将棋でもって，いよいよ

伊藤：これだけ人工物に囲まれて，人

て，足して．

もう乗り越えられちゃって，最後に例

工物の中で最適化するためには．

下條：だから，その人知には限界があ
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うなのかという問題があるわけですね．

われたこととは，攻守を逆転するような

そのときに，最終的に神経学的還元

話になっちゃうんだけど，究極的に AI

だけど．

論や決定論によって，人間の自由意志

と人間の知がどこが違うかっていうこと

松原：秘伝ですって言って．

はなくならないというのは私の持論なん

を攻めていったときに，かなりこのオパ

だけど，ちょっと話がいろいろなところ

シティの問題というのが出てくるんだな

に飛んでいますけれど，そのときにやっ

と（自分の潜在的な心の不可知性）
．

諏訪：秘伝のタレの場合はそれでいいん

一同：
（笑）
知の透明性と自由意志

ぱりそのオパシティが効いてくると思っ

下條：それで碁・将棋の話もそうだし，

ているわけです．

認知機能の複雑なコンポーネントをイ

最初から話してる，僕の興味はそこに

下條：あと一言だけ，しゃべらせて．

ンストールできないことが問題なんじゃ

あるんですけど，人間の知と AI の知を

この話，おもしろいと思うので．

なくて，むしろ簡単にできちゃうことが

比べたときにどこがどう違って，最終的

マクファート事例というのがあって，

もちろんね，AI は人間のいろいろな

問題なわけじゃないですか．つまり，後

に究極的には AI が追いつかないと思う

哲学の問題事例ですが．T 字路があっ

けど，それは追いつかないとしたら何な

て自分が車を運転してると．その車は

のかということなんですけど．

実は故障していて，右折はできるけれど

発達心理学的な来歴を全部無視してる

左折はできないと．ところが，運転手で

から，その本当の意味を理解してない

の知は不透明であるということね．オパ

ある自分はそれを知らない．このときに，

とかね，例えば．そこに問題がある．で

シティという言葉を使っているんだけ

自分はたまたま自由意志で右折を決め

きないことに問題があるんじゃなくて，

ど，それはどういう意味かというと，数

たので，うまく右に曲がれたと．これは，

後付けでシミュレートしちゃうことに

学だったら，公理をセットすれば導け

自由意志による行為かという問題を提

問題があると．

一つ最近気になっているのは，人間

付けでよければ何でもできちゃう．
でもそれは，人間の生物学的なとか，

る定理は全部，瞬時に導ける．理論上

起した馬鹿な哲学者がいてですね，そ

一同：うん．

はね，導けて，証明できるものは全部証

んなこと提起してどうすんだろうと思う

下條：そうじゃなくて，自己組織的に

明できるわけね．公理のセットを変えれ

んだけど．

発生しなきゃだめなんでしょ，というの

ばそれは全部変わるということは，ある
意味知が透明だから，数学の世界．

でもそれは理論上重要な提起で，つ

が國吉康夫さん達の立場だと思うんだ

まり他行為可能性があったかどうかで

けど，そのときにこのオパシティの問題

だけど，人間の数学者は透明じゃな

自由意志をはかろうっていう人達がいる

をどうするか．それは一人称のアプロー

いから，フェルマーの第 4 定理が証明

わけです．そのときに，この場合他行為

チで潜在的な部分をどうするんですか，

されたというと，僕が聞いた話だと，数

可能性はなかったといえる．でも本人の

という問題と重なってるわけですよ，少

百人の数学者が世界中から集まって，1

主観としては完全に自由意志で決めた．

し視点が違うけれど．それをちょっと

か月で仕事を割り振って，お前は何十

右側に良い飲み屋があったから，そっ

今言っておきたい．

ページから何十ページまでやってとい

ち行こうとか．これは一体，自由意志

諏訪：まだ，完璧には理解してないん

う感じで，手分けしてずっと証明を検

なのかどうなのかという問題があって，

ですが，そのお話とオパシティの話と，

証してね，2 か月後に記者会見やって，

そのときに人間の知の不透明さが効い

ゲシュタルトは関係あります？ ゲシュ

どうも蓋然的な結論としては証明でき

てるわけですよ．

タルトっていうのは，還元的にいけない

たらしいとかっていう，その程度の話で
しょ．
そうすると，AI の知能と人間の知能

つまり，ある定義からいえば，この人
の行為は自由意志なんだけど，それは
何で自由意志かというと，
その人の知能，

一つの事例ですよね．
下條：関係ありますね．
関係あるけど．

を比べたときに，その透明性の度合い

不透明性を認めてるから．だがこれを一

諏訪：えぇ．

ということでものすごい違いがあって，

人称じゃなしに三人称の分析でいえば，

下條：さっきの顔の話もそうだけれど，

今日少しお話した顕在と潜在の話が実

全然他行為可能性はないんだから自由

人間の意識に即分析的でなく哲学の言

はそうで，潜在は不透明なところに入っ

意志の行為じゃない．たまたまイリュー

葉でいうと，反省的でなく即浮かぶの

て，自分のことでありながら自分の中に

ジョンとして自由意志が起きただけだと

はゲシュタルトであって部分じゃない，

もう一人他人がいるようなことになって

なるんだけど，それを言ったら全部自由

ですね．

ると．そのことが例えばね，自由の問

意志はイリュージョンでしょって話に

諏訪：うん，うん．

題を考えるときに効いてくる．

もなる（神経科学的決定論！）
．

下條：逆に部分のことを聞くと，分析

神経学的な還元論や決定論がどんど

つまり，このマクファート事例とい

ん進んできて，全部人間の意思決定が

うのはすごい極端な例なんだけど，人間

と．だけど部分がないと全体もないので，

脳の機能によって因果論的に決まって

の自由意志による選択は，実は全部マ

そこに奇妙なパラドックスがあるという

いるとなったとき，人間の自由意志は

クファート事例かもしれないという話す

ことになるんだけれど，だからその意味

どうなのかと．その自由意志を前提と

らあり得ると．

でいうと，ゲシュタルトはオペイク（不

した責任論とか，法律のシステムはど

なので，ちょっと前半諏訪さんが言

的態度になって時間かけてやるとわかる

透明）じゃないほうにたいていは属して
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いて，むしろそれをなさしめている部分

けれど見えている，と．でも，あえて注

と「アーティストの天才的な才能」を

とか，要素の関係というのはむしろオパ

意を向ければ，今の音はさっきの音よ

どう区別するのかという疑問が呈された．

シティのほうに隠れている．

り高かったか低かったか，と聞けばね，

また，意識の顕在性と潜在性の問題も

諏訪：でも，その分析的態度になって．

あるいは大きかったか小さかったかと聞

提起され，意識に上らない内容をどの

下條：そうです，そうです．

けば，音として評価できるんですね．そ

ように扱うべきかという点についても指

諏訪：その要素の部分の場合，がーっ

れがさっき出てきた，でも部分に注意

摘された．

と……ゲシュタルトのほうが透明，不

を向ければ，という話なわけで，その自

透明になるわけだね．

在性に人間の知覚行為の本質がある．

それに対し諏訪は，一人称視点で言
語化すること自体が，それまでインプリ

下條：おっしゃるとおりです．そうです

で，それは AI でまねできないでしょ

おっしゃるとおりです．そうです，いえ

うって言っちゃうと全くそんなことなく

促すという意味で，意義あることであり，

ます．

シットだった視点や変数への気付きを

て，すぐにまねできるんだけれど，それ

それによって意識に上っていながら客観

その自在性っていうかね，よく見る

は言われてあわててまねしているだけだ

主義的研究だけでは扱うことが難しかっ

とその部分のほうに注意を向けて意識

よね，と．そこに問題があるよねという

た領域を何％か広げることができ，無

を延ばせることもできるってことが，俗

ことはいえるような気がする．

意識を含めた認知の解明に役立つ可能

にいうクオリアという経験の実は本質
なんだけど，形式論的に議論をされてい
る哲学のクオリアでは，そこが完全に

それが自然発生的にできたわけではな
い．

性があることを指摘した．
その後，
この対談のもととなった将棋，

認知発生ロボティクスの，例えば浅

囲碁の話題へと戻ることになり，エキ

抜け落ちている．それもその行為的な

田 稔さん一派でも，そういうのを自己

スパートの思考についての研究事例が

意味と，身体論的な意味ってことが抜

組織的に創発しようとして四苦八苦し

伊藤から紹介される．この話題を契機

け落ちているのがクオリアのだめな点だ

ているけれど，相当苦しいですよね．そ

に感覚と知覚と体験の関係について話

と思います．

んな簡単にやれることじゃない．

題が広がっていく．多くの知的システ

松原：そうですね，おもしろいアイディ

ムが体験を奪っているという指摘から，

ば，クオリアは良い概念になるわけで

アだけど，ちょっと．

現代社会のブラックボックス化につい

すけど，説明する相手としてね．

下條：何かその人間の知の不透明性み

て下條氏から出され，人間の自由意志

人間の主観，知覚経験が非常に重要

たいのがあるおかげで，意識とか自由意

を考えるうえで知の透明性という視点

なところがそこで，一つ例をあげると，

志が担保されているような気がするし．

が必要であることについて提起された．

そういうふうにクオリアを広げていけ

感覚代行で今，盲目の人にカメラを与

機械でもちろんやれっていえば，すぐ

対談は，次々と話題が広がり，発散

えて，カメラの信号を音の情報に切り

にそれは皆さんやるだろうけれど，人工

的な内容となったが，一人称視点研究

替えて，具体的には視覚上の高い，低

的にインプリシットだけタグを付けま

にとって，重要な意識の潜在性の問題

いを音のピッチにして，横軸を時間で

したとかいわれても，そういうことじゃ

が指摘された．下條氏の神経科学から

近似して，輝度，輝度コントラスト，

ないだろう，それさっきの意味の問題

の視点は，一人称視点研究を進めるう

明るさの対比の大きさを音の強さに変

に戻ってくるわけですよね．そこが何か，

えで，さまざまな有益な視点をもたらし

えるという装置があって，それは別に

最後は残るかなという気がしていて．

てくれることが示唆された．

我々が発明したわけじゃなくて，オラ
ンダの技術者が発明したんですけど．
これで 3 年ぐらい訓練していると，
スー

よく会社の人と話していると，意思
決定は無理でしょうと，機械は感情も

本対談企画は 32 巻 3 号
（2017 年 5 月）

たないからとか言うんだけど，それはね，

に始まりましたが，本稿第 8 回で終了

パーユーザが出てきて，全員じゃなく

どうにかなっちゃうじゃないか．情動に

となります．ここまで興味をもってお読
みいただき，ありがとうございました．

てごく少数なんですけど，後天盲の中に

ついても相当解明されていく部分につい

は「見える」と言い出す人がいるんです．

ては，例えば状況依存性だって複雑に

入力は全部音なのに見えると言いだす．

なるだけの話なんで，頑張ればできない

その人の fMRI を見ると，視覚皮質が

ことはないと思うし，と思ってるんです

活性化している，と．

けれど．

一同：おぉー．

だから，何が言いたいかというと，人

下條：本人も見えると言っている．も

工知能と人間の関係の近未来がどうな

うこのメガネがないと，それこそ日常生

るかということを，どういうプライオリ

活できないと．

ティとかヒエラルキーの順で考えたら

そのときにね，クオリアがどうなって

いいか，そういうことです．

るかっていうことを考えてしまうわけで，
つまり普通に空間が見えるのと似たよ
うな形で，もちろん本人はぼやけている

まとめ
後半では，下條氏から「狂人の妄想」
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