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はじめに  

皆さん、こんにちは。柳田です。畑田先生とは先生が大阪大学基礎工学研究科長をされているときに教授

にしていただいたご縁がありまして、それからもう何十年も経っているのですが、今日は「脳と AI とゆらぎ」

という題で話をさせていただきます。基礎工学部にいたころは筋肉の研究をしていました。筋肉を構成する

ミオシンというタンパク質を分子レベルで観察する方法を見つけて筋肉の収縮する仕組みを明らかにしまし

た。生物を分子のレベルで調べていくうちに、「ゆらぎ」こそが生きものならではの基本概念ではないかと思

い始めました。その後、医学部に移って細胞の研究をやり、今は脳の研究に行きついていますが、つねに「ゆ

らぎ」という切り口で考えてきました。それで普段は「ゆらぎ」の話をよくするのですが、「ゆらぎ」だけだ

とよく分からないと言われることが多いので、今日は「脳と AI とゆらぎ」という題にしました。脳と AI は

新聞等によく出てきますので皆さんご存じだと思うのですが、ゆらぎはあまりなじみがないかもしれません。

今日はそのつながりについて話をしていきたいと思います。  

1．人工知能（Artificial Intelligence = AI）－  今度は本物？  

人工知能（AI）については、皆さんもう耳にたこができるぐらい、いろんなところで言われていますので

ご存じだと思います。IBM の人工知能“Watson（ワトソン）”が 2011 年に米国のクイズ番組「Jeopardy!（ジ
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ョパディ！）」でクイズ王の Brad Rutter 氏および Ken Jennings 氏と対戦して勝利しました。ワトソンには

2 億ページ、書籍にしておよそ 100 万冊のデータを読みこませていたといいます。2016 年には、囲碁の世界

で Google の”AlphaGo”（アルファ碁）が世界最高の囲碁棋士  イ・セドル九段に勝利します。囲碁は非常に

組合せが多いのでまだまだ人間はコンピュータに負けないだろうと思われていましたが、あっさりアルファ碁

が勝ちまして、いよいよ AI は本物だと思われるように今なってきているわけです。  

しかし、AI の歴史はそんなに夢のあるものではありませんでした。これまでにも何度も AI ブームがあって、

AI はすごいといわれては期待を裏切って、今度こそは本物だといわれてはまた駄目になるということの繰り

返しでした。ですから「AI の研究をしています」というと、「ああ胡散臭い研究してるんですね」と言われる

ぐらいの時代がずっと続いてきたのです。  

クイズと囲碁という二つの AI の成功例を示しましたが、今度こそは本物ではないかと言われるようになっ

た要因としては計算機のパワーが上ったことが大きいと言われています。  

２．AI の発展と社会への影響  

 よく新聞等でも、AI は第 4 次産業革命を引き起こす、人間がやっているいろいろなことを全部 AI がやっ

てしまうのではないかと言われています。図１は、AI の発展と社会への影響を、横軸に年代を取って現在の

状況から将来の予測までを、東京大学の松尾豊さんの資料をもとにまとめたものです。現在は横軸でいうと、

①の画像認識による医療診断に AI を使うとか、②のセキュリティ、たとえば防犯カメラで見た画像を処理し

て異常を検知する AI などが実用に近づいています。③の自動運転も皆さんご存じのようにもうすぐ現実のも

のになると言われています。このあたりならまだ「便利になりそう」で済むでしょうが、さらに進んでいき

ますと、④の家事・介護とか他者の理解というようなことができ、文脈に合わせて環境認知する AI が 2020

年代には現れると予想されているのです。  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図 1  AI の発展と社会への影響 （東京大学 松尾豊氏の資料より作成） 
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それから、これは影響が大きいと思うのですが、⑤の言語理解も進むのではないかと言われています。現在

でも、たとえば科学論文とかビジネス文章ですと、最近のディープラーニングという機械学習の方法を使っ

て、飛躍的に精度がよくなっています。図２に一例を示します。上の日本語は私が書いた文章で、無料のア

プリを使って１秒足らずで下の英語が出てきます。音声でも言ってくれますが、ほぼ完璧な英語です。3、4

年前には読むに堪えない英語だったことを

思うと、この数年の機械翻訳の進歩は目を見

張るものがあります。まだ俳句や小説のよう

な行間を読まないと翻訳できない文章は難

しく、たとえば小説だと、「春は」と言った

ら多分桜が咲いてるとか、小川に暖かい水が

流れてるとかいうのを思い浮かべないとい

けないので、それをコンピュータに全部やれ

というのはまだまだ無理のようです。ただ、

これもあと 10 年もすればかなりのところま

でいくのではないかとも言われています。こ

の前、高校で生徒さんと先生と教育委員会の

皆さんの前でこういう講演をする機会があ

ったのですが、今のような話をして、もう英

語の授業はいりませんねと言ったら、あとで

高校の先生から「先生、僕らは何したらいいんでしょうか」と言われました。日本人だけといっていいぐら

い外国語、特に英語が下手です。もし言語の壁が取り払われたらいろんな意味でグロバリゼーションにかな

り対応できるようになると思います。アフリカに行って商売をやろうというような学生はなかなか出てきま

せんが、AI で言葉の壁が取り除かれれば、日本でももっと多くの若者が海外に出て行ってグローバルに活躍

できる、これも大きな AI の効果になると思います。さらに言語理解の先には、図１の⑥に示す教育や秘書、

ホワイトカラーの支援のような仕事も AI になって、庶務などの事務系の職業はなくなるだろうとも予測され

ています。  

３．AI が生き方を変える？  

医療の分野でも、図１で紹介した画像による医療診断のように、大量のデータの簡単な決まりきった処理と

いうのは AI のほうが圧倒的に優れてます。私はいま医学部の教授をしていまして、1 年生、18 歳か 19 歳の

医学部に入ったばかりの学生に講義をしますが、彼らに「これからは AI が診断をする、手術も AI とロボッ

トがする時代が来るかもしれない。そういう時代に医学部で何を学ぶべきかを考えてほしい。」という話をし

ます。医学部だけでなく、他の分野の学部も AI の出現でこれからの 5 年 10 年で大きく変わるでしょう。み

 

図 2 日英機械翻訳の現状 
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んながよく AI に仕事をとられたらどうするのかという話をしていますが、学生のときから考えておかないと

いけない課題になってきています。  

さて、皆さん 20 年後はどんな社会がいいと思いますか。私は理化学研究所にも所属していますが、理事長

と 10 年 20 年先に何をすべきかという議論をする機会がありました。これからは AI で全部やってくれるから、

仕事がないという人生の楽しみ方を勉強したらいい。いまは仕事があって人生を楽しむという生き方ですが、

仕事なしで楽しむというのは新しい考え方です。なかなか難しいし、いまでも、定年になって何をしようかと

困っている人がたくさんいて、放っておくとみんな暇を持て余すので、仕事がないけれど人生を楽しむという

生き方を提示すればビジネスになる、これをやろうかと半分真剣に考えてるのですが、どうでしょうか。  

私が思うに、文化が一番進んでるのはやっぱりギリシャです。ギリシャは、仕事は奴隷のやることで、自分

たちは楽しむという文化です。日本人は勤勉でよく仕事をする、それはそれでよい文化ですが、仕事はしない

で、極端な言い方ですが、仕事は奴隷にやらせて自分たちは楽しむという考え方は、日本の文化にはあまり馴

染まない。これから AI が浸透していく社会に向かって、もしかすると日本は大きくカルチャーチェンジをし

ないと、どんどん遅れてしまわないかな、というようなことを思ったりもします。  

４．AI のアルゴリズムの基礎は日本人が築いた  

AI の仕組み、アルゴリズムというのは多くの人が考えてきましたが、いま飛躍的に AI を押し上げている考

え方は、大阪大学基礎工学部の教授だった福島邦彦先生が 1960 年から 70 年ごろに確立されました。福島先

生は、ヒトの脳の階層構造をまねて、階層性をもった構造で人間のようにものを考える仕組み（ネオコグニト

ロン）を作られました。私の研究室は福島先生の研究室の隣で、学生さんたちが卒業研究発表会でその話をさ

れるのをよく聞いていました。たとえば A という手書き文字があるとして、コンピュータにこれは A だと認

識させるにはどうすればよいか。人間が認識する場合は、紙の真ん中に書いてあろうと、端に書いてあろうと、

きれいな A でも崩した A でもすぐに A だと認識できますが、コンピュータにはこれができなかったのです。

福島先生の考えられた仕組みは、A という文字のいろんな特徴を、図 3 に示したように、いくつかの階層に分

けて取り出し、それらを組み合わせて文字認識をする抽象化というプロセスを経て、最終的に A と認識でき

るという仕組みなのですが、傍で見ていると、まどろっこしくて、福島先生は何をやっておられるのだろう、

A ぐらいすぐ分かるのに、どうしてわざわざコンピュータにやらせるのかと思っていました。今はもちろん尊

敬してます。  

福島先生の考えられた仕組

みがいまの AI でどれほど重要

な意味を持っているのかを示

すエピソードを一つ紹介しま

しょう。いま AI の分野で一番

進んでいるのはたぶん Google

で、圧倒的に膨大な金をかけて 図 3 人工知能の生みの親 福島邦彦 
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第 4 次産業をやるといっています。私が参加したアメリカの講演会でのことですが、世界の名だたる人たち

がいるなか、その Google の人が特別講演をしたのですが、その人のスライドの一番最初に出てくるのは福島

先生のネオコグニトロンでした。僕もそれを見てあらためて、ああ偉い先生の横にいたんだなと再認識しまし

たけれど、それぐらい有名なのです。要するに、福島先生は AI の基本を作った人です。ただ、メカニズムと

いうか仕組みは発見していたけれど、それが実を結ばなかったのは当時の計算機パワーが足りなかったからで

す。今の計算機は私の使っているパソコンでも福島先生の時代のスーパーコンピュータよりずっと性能がいい。

半導体技術がものすごく進歩したのと同時に、福島先生のシステムが基になって AI が発展し、アルファ碁で

人に勝つぐらいの力を持つに至ったのです。ネオコグニトロンはそれくらい良い仕組みだったことがいま再認

識されているということであります。  

５．脳と AI 何が違うのか  

 ここまでの話で AI はすごいで終わてしまうと話は終わってしまいますので、ここで、脳と AI の何が違う

のかを考えてみようと思います。  

５．１ エネルギー消費  はじめに述べましたように Google が開発したアルファ碁というソフトを使うと、

世界トップの囲碁のプレイヤーに勝つことができたのですが、そのコンピュータは 2000 個の CPU と 300 個

の GPU を搭載したもので、使った電力は 20 万ワットぐらいになります。計算機は膨大なエネルギーを使っ

てやっと勝ったとも言えます。この点はあまり皆に知らされてなくて、アルファ碁が勝った、AI が勝ったと

しか言われていません。  

自動運転がもうすぐ実現しますが、これも数千ワットぐらい使います。高速道路のような信号もない単純な

状況のところを走るのにはこんなにいりませんが、普通の街中を走る場合は、突然に車が横から出てくるとか、

ビルの影から何がでてくるか分からないというのをすべて計算機で照合して、ものすごい量の計算をしないと

いけないので、たぶん数千ワットぐらいはかかるだろうと言われています。自動運転できるといっても車にヒ

ーターを何個も積んで走ってるようなものになってしまいますので、自動運転が普及するうえでの深刻な問題

なのです。  

では、皆さんの頭は 20 万ワットも使っていると思いますか？ 使っているわけないですよね。蛍光灯で数

十ワットですが、人間の脳が使うワット数は大体どれぐらいだと思いますか。実は脳が活動するのに使ってい

るエネルギーは誰も測ったことがなかったのです。そこで、脳のなかの温度を 0.1℃の精度で測る計測技術を

開発しました。この技術を使ってものを一所懸命考えているときと、ぼうっとしてるときの温度差を測って計

算すると、ものを考えるのに大体どれぐらいのエネルギーを使うのかが分かります。実際に脳のなかの温度分

布を測ってみると、なんと 1 ワットしか使っていないことが分かりました。もちろん寝ているときも、ぼん

やりしてるときも実は脳は仕事をしていますが、この１ワットというのは、ぼんやりしてるときと一所懸命も

のを考えているときの所要エネルギーの差です。したがって、一所懸命、頭を使って考えてもダイエットには

効果はないということになります。細胞はじっとしていてもたんぱく質をいつも再生しないといけませんし、

細胞が生きてるだけでエネルギーがいりますが、これを含めて脳の仕事だと考えれても脳が使うエネルギーは
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たかだか 20 ワットです。計算機になぞらえて、脳のスイッチを入れて一所懸命に考えるとすると、何もしな

いときに比べて 1 ワットぐらい増えるだけで、コンピュータに比べれば桁違いに小さなエネルギーで皆さん

の脳は働いているということです。このような視点からすれば、脳のほうが AI よりずっと凄いということに

なります。  

５．２ 認識  脳と AI のもう

一つの大きな違いは、認識の仕組

みです。たとえば小さい子供に絵

本で 2、3 個ネコの絵を見せてこ

れネコだよと教えると、もう動物

園へ行ってもネコはネコと言いま

すよね。アルファ碁のようなすご

いコンピュータに「これがネコ」

というのを教えるのにどれぐらい

の絵がいるかというと、何万では

足りない、何千万個のいろんなパ

ターンのネコを見せてやっと、「ネ

コです」といえるようになります。人間はネコであれほかの動物であれ、一度認識したら、あとはひっくり返

っていようと色が違っていようと、小さかろうと大きかろうと、これはなんという動物かが、すぐ分かります。

そんなの当たり前だと思われるでしょうが、コンピュータにそれをやらせようとすると、膨大な計算が必要に

なるのです。コンピュータは線と点と傾きしか理解できません。いってみれば数学しか理解できない人にネコ

を教えるようなもので、線と点と傾きと線の太さだけで表現して、ネコだと思いなさいというのがどれほど大

変なのかは、だいたい理解していただけると思います。  図４のネコの絵は背景がないからまだ単純ですが、

現実の世界では背景もある、サルが横にいるかもしれない。でも私たちはすぐにネコとわかります。コンピュ

ータの視点からすると、これはすごいことなのです。脳はどうしてこれができるのかということが、実は分か

っていないのです。こういう認識の仕方は、トップダウンというか概念というか、ネコならネコという概念を

すぐ理解できるのが脳なのです。コンピュータは概念が理解できません。線と点と傾きしか分からない。そこを

研究したいと思っているのです。今のコンピュータを使った AI の分野では、Google、Facebook、中国の百度

（バイドゥ）などに日本は完全に負けています。AI がすべての産業分野を牛耳るようになれば日本は産業で全

部負けてしまうということにもなりかねず、みんな貧乏の時代がくるかもしれないという、たいへん深刻な問題

です。しかし、福島先生の研究が AI の基本概念を方向づけたように、赤ちゃんがネコと言われたらどうしてネ

コをすぐ分かるようになるのかという脳の認識の仕組みの根本を明らかにするような根源的な研究で日本が成

功して、それをテクノロジーにすることができれば、今度は圧倒的にこちらが勝てる。それをやれたらいい、や

るしかないという気持ちでいま研究しています。 

図 4  脳と AI の認識の違い 
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６．脳情報通信融合研究センター（CiNet: Center for Information and Neural Networks）―設立の経緯   

大学の研究室というのは教授がいて准教授がいて学生が何人かいる、というような規模の組織です。これ

で Google に勝てといってもそれは無理です。研究にもお金がかかる、大きな組織がいる、たくさんの研究員

を雇わないといけない。もっとスケールの大きい脳の研究ができないかと思っていましたら、脳情報通信融

合研究センター（CiNet）（図 5）という組織が 2011 年に新設され、図に示したような立派なビルが大阪大学

病院の向かいに建ちました。ここでは、人間の脳のさまざまな機能を情報通信分野に生かすための本格的な

研究が始まっています。私は、初代の研究センター長として組織の構築・運営・管理とそのさらなる発展を

目指すとともに、脳の働きを分

析することで、イメージや感情、

感覚などと脳の働きとの関係

を明らかにしたいと思ってい

ます。たとえば、人の感情やア

イデアなどを映像化してほかの

人に伝えたり、人が寒いと感じ

たことをエアコンに伝え、自動

的に部屋の温度を上げたりとい

うように、新しい情報通信技術

の開発につなげることを目指し

ているのです。  

 このセンターは大阪大学の

中にありますが、実は、国立研究開発法人  情報通信研究機構（NICT）と大阪大学に所属している研究セン

ターなのです。NICT は 100 年以上の歴史を持ち、情報通信技術の研究開発や日本の標準時刻提供なども含

めて情報通信分野の事業支援等を総合的に行うことを目的とする総務省管轄の研究機関です。そんなわけで、

CiNet は総務省の建物なのです。1 万平米もあって、学生も入れて 260 人ほどの研究者が集まっています。

総務省の建物を文科省のテリトリーである大学のキャンパスにつくるというのはたぶん歴史始まって以来の

ことです。  

７．fMRI で脳を測る   

脳を調べる装置には、皆さんも病院で検査されたことがあるかもしれませんが、MRI（磁気共鳴画像）診

断装置という機械があります。CiNet には磁場強度が 3～11.7 テスラまでの高性能な MRI 装置が複数台あり

ます。MRI 装置を使って脳の活動を調べる場合には、通常の病院で臓器の形や構造を撮るだけの場合とは異

なる手法、機能的磁気共鳴画像法(functional MRI：fMRI、次頁図 6 参照)を使います。これにはいろいろな

付属装置が必要で、一台数億円から数十億円もします。維持費もかなりかかります。さらに、研究には 10 万

人以上のたくさんのデータが必要ですので、大量のデータ解析に AI 計算を使います。これにものすごい計算

図 5 脳情報通信融合研究センター（CiNet） 
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機パワーが必要ですから、たくさんのお金がかかります。それぞれの分野の人材も大勢必要です。われわれ

のセンターは、このような問題を克服して、たぶん今は世界トップクラスのヒトの脳研究拠点になっている

と思います。CiNet で、なんとか Google に勝つような脳研究をしていきたいと願っています。  

 脳が活動しているところを測る fMRI の仕組みについて少し説明しようと思います。その前にまず脳活動と

は何かです。脳は神経細胞からできていて、脳活動は電気パルスを介して行われています。したがって、本

当は電気を測ると一番正確に脳活動が測れるわけです。脳波計（Electroencephalogram：  EEG）で、脳の

微弱な電気信号（脳波）を外から測ることはできますが、これだけでは脳のどの部分がどういうふうに活動

してるのかが分かりません。そうかといって、頭蓋骨を開けて電極を刺して神経細胞の電気パルスを測るわ

けにもいきません。このような研究は、特に人間の場合は倫理的にも問題です。  

脳波測定に代わる脳活動の様子を調べる方法が fMRI で、これを発見したのは日本人です。小川誠二先生と

いって、CiNet の顧問もしていただいていますが、いずれはノーベル賞を取られる方だと思っています。さ

て、脳が活動するには酸素が必要です。酸素は血液中の赤血球の中のヘモグロビンが運びますが、脳が酸素

を使うと、酸素のついたヘモグロビン（酸素化ヘモグロビン）は、酸素を持たないヘモグロビン（脱酸素化

ヘモグロビン）に変わり、磁石としての性質も変わります（反磁性から常磁性に変わる）。すると、周辺の水

（H2O）の中にあるプロトン（H）の信号もわずかながら変化します。プロトン（H）の信号は原子核の持っ

ている磁石の性質（核スピン）を反映しているので、物理や化学では核磁気共鳴（Nuclear Magnetic 

Resonance：NMR）といいます。余談ですが、医療で使っているのも実は核磁気共鳴ですが、「核」というと

皆が怖がるので、NMR はやめて MRI という名前にしたといわれています。要するに、血管中のヘモグロビ

ンが酸素を持っているかいないかを、周辺のプロトン（H）のシグナルを測ることによって調べ、脳の各部位

での酸素の消費の様子を視覚化する方法を小川先生が発見されたのです。脳の活動が盛んなほど酸素は消費

され、酸素を持たないヘモグロビ

ンが増えますが、その様子が MRI

で観測されるわけです。MRI では、

脳神経の電気的な活動を直接み

ているわけではありませんが、脳

のどの部分が活動しているかを

見ることができるのです。いま世

界中の人が脳を研究するのにこ

の方法を使っています。福島先生

も AI で世界的に有名ですけれど、

小川先生も脳の研究で世界的に

有名です。私もゆらぎで有名にな

れればいいなと思っています。  図 6 機能的磁気共鳴画像法(functional MRI) 
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８．脳活動の計測で見たものを当てる  

さて、fMRI を使ってどういうことをやっているかというと、文字や記号よりもはるかに複雑な、映像を見

ているときの脳内イメージを読み取ることに挑戦しています。まず、動物や人、風景などの短い映像をイン

ターネットで 2 時間分集めました。それを fMRI 装置の中の被験者に見せ、それぞれの映像を見せたときの

脳の視覚野の活動を AI にパターン学習させました。つぎに、1,800 万種類もの映像を無作為にかき集め、そ

れを人間ではなく、このパターン学習させた AI に見せ、それぞれの映像を見たときの脳活動パターンを AI

に解かせました。1,800 万種類の映像すべてに対して取得した脳活動パターンをデータベース化し、これを脳

内イメージ予測システムとしました。ここで、被験者にこれまで見せていない新しい映像を見せます。図 7

では、左上の人物の映像を見ているときの視覚野の脳活動パターンが中央下に示されています。この新しく

測定された脳活動パターンと脳内イメージ予測システムのデータベースから、類似性の高い映像の平均値を

出力させたものが右の映像です。ぼんやりとは

していますが、映像の輪郭や雰囲気が見事に再

現されています。もとの映像が変わると脳の活

動パターンも変わります。絵を見るぐらいで脳

活動が全体的にこれほど変わるのかと思うほ

ど変化します。途中では結構難しい数学のモデ

ルを作ったりする必要がありますが、いったん

数理モデルができれば、あとは先ほど述べたよ

うに 5,000 時間で 1,800 万の映像を見せて、そ

れらがどういう脳活動パターンになるかを計

算してデータベースを作っておくと、皆さんが

何かの絵を見たときの脳活動パターンを測れ

ば、そのパターンから何を見ているかを当てる

ことができるわけです。解析には AI を使いますので、いま言いましたように膨大なデータを蓄積する必要が

ありますが、今のコンピュータはパワーがあるので実現可能です。図 7 の例は 5,000 時間見せて蓄えたデー

タをもとにして再現した画像なのでまだまだぼんやりしていますが、これを 5 万時間にふやせば画像は 10 倍

きれいになるはずです。これから先のことはサイエンスとしてはあまり興味のあることではありませんが、

データ数さえ増やせば再現画像はいくらでもきれいになっていきます。  

 このように fMRI を使って脳活動を測るだけで皆さんが何を見ているかが分かってしまう。実は、脳の中の

出来事を測っているだけですので、別に絵を見せなくても、想像するだけでも、あなたはいま何を想い浮か

べているかをかなりの精度で再現できるようになってきました。画像として再現するだけでなく、見ている

もの、感じていることを文字として表現することもできます。さらにはそれを文章化することも可能です。

例えば人が傘を背にした絵があって、これを見ているときの脳活動のパターンをもとに絵の説明文が再現で

きます。今までのコンピュータでは、傘と認識するだけでも大変なことでしたが、傘も人も認識して、さら

図 7   見た絵を脳活動から再現 

（実際の人物写真を示せないのでイラストにしている）  

  



 10 

に人が傘を背にしているということまで再現できるのです。  

最近、Facebook が、手を使わずに脳から直接タイプを打つような方法でコンピュータに文章を打たせるの

を実現すると言っています。2 年後には 1 分に 100 ワード打つのを実現すると発表しています。要するに、

皆さんがキーボートを打たなくても、頭に文章を思い浮かべるだけでタイプされた手紙が出てくるという話

です。ただ、アメリカでは、いま私たちがやっている脳の fMRI を測って頭で考えていることを文章で出力す

るというところまでは、できていなようです。我々の方が圧倒的に進んでます。この分野では、夢で何を見

ているかを再現した ATR の神谷さん（現京都大学）もあり、日本の研究が一番進んでいると思います。アメ

リカでは、膨大な、何千億という資金をかけて、世界のトップを呼んできて研究していますが、まだ実現で

きていないのです。私たちの研究所では、脳の中から情報を読み出す、取り出すということができるように

なったので、AI が不得意としたところを脳研究から取り組んでいこうという研究をしている訳です。 話の

途中ですが、ここで、若しあれば、少し質問を受けましょうか？  

 

＜質疑応答 Part I＞  

Q  AI がどんどん進んでいくと、人間の心というか情を持つようになるのでしょうか？  

柳田  まず最初にお断りしますが、私自身は AI の専門家ではありません。しかし、センター長をしている

関係で、センターの AI 研究者、脳研究者と日常的に議論したり、また、日本の専門分野の研究者と会合をも

って脳研究や AI 研究の世界の状況を議論してきましたので、その立場でお答えします。AI には特化型 AI と

汎用型 AI があります。特化型 AI は、囲碁のような規則が決まっている課題を解く AI で、すでに実現してい

ます。自動運転もこの範疇で、実用に近づいています。汎用型 AI は、もっと複雑な状況判断が必要な課題を

対象にする AI です。あまりいい例ではありませんが、軍用機でいうと、ターゲットが決まっている空爆ので

きる AI が特化型 AI で、相手の動きに応じて戦う空中戦ができる AI が汎用型 AI といえます。ご質問にあっ

た意識を持つ AI、強い AI と言ったりしますが、人間のようにやりたいことをするとか、そういう AI ができ

るかどうかは全く分かっていません。ある人は 2045 年頃にシンギュラリティー（Singularity＝技術的特異

点）を迎えて、人間を超えてしまうと言っていますが、そんなことは絶対無理だと言う人もいます。あまり

人を超えてほしくないような気もしますが、科学技術のことですから超えないとは限らないです。  

 あなたが仰るように、意識を持つ AI にまで進展したときに、それを誰がコントロール（制御）するのかと

いうことが問題で、アメリカは AI 自身がコントロールすべきだと考えて、AI と脳の研究に膨大なお金をか

けています。多分、核の次にはこの分野で絶対にトップに立って技術を押えないといけないと思っているは

ずです。たとえばテロ集団とか、独裁国がこの技術を持ってしまうと、核より怖いので、国防費のような意

識で金をかけているのではないでしょうか。たとえば、脳研究にかけているお金は日本の 100 倍だという人

もいます。もちろん金をかければ成果が出るというものでもなくて、例えば、アルファ碁の AI は小さなベン

チャー企業がはじめたものを Google が買収して大きくしたのです。研究の種を生み出すことでは日本も負けて

はいないと思いますが、実用になるところまで展開していく金は日本にはない。これは結構深刻な問題です。 

Q  日本は金がないからできないといわれましたが、金がなくてもできることはあるのではないでしょうか。 
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柳田  それは分野によると思います。たとえば福島先生の話を例にとると、福島先生の研究は金がなくて

もできました。でもそれを発展させることは、金が無くてできませんでした。  

Q    それは単にコンピュータにかかるお金の問題ですか？  

柳田  そうですね。仕組みは良かったけれど、たとえばそれを 5,000 時間、数千万枚の画像を見せて、脳

活動がどうなるかというモデルを計算しなさいというと、当時ではそれはコンピュータの能力上、不可能と

いう答えが返ってきたと思います。今は、金さえあればコンピュータは使えますので、研究は金もないとで

きないよということになるのです。  

Q  そのお金はどこが持ってくるのですか？  

柳田  国立大学だから、国立研究所だからといって、国からもらうお金だけで研究を進めるのはなかなか

難しい状況です。私たちのセンターは他所に比べるとたくさんの研究費をいただいてはおりますが、それで

もせいぜい年間 10 億円とか 20 億円いただくのが精一杯なのです。アメリカや中国は 100 億、200 億という

単位で研究費を投じています。結局、企業などに話をして、基礎研究とビジネスを一緒にやるというような

システムを作って、お金をいただくという方法しかないと思います｡ 

Q  アメリカではそういうシステムができているということですね。そうすると結局、日本の企業がもっと

頑張ればいいということですか？  

柳田  そうだと思います。日本の企業が大学や国立研究所をもっと信用してくれればいいのです。トヨタ

だって AI のためにシリコンバレーに 1 千億円も出すのですから、日本にも出してくれればいい。  

Q   日本の企業の教育を日本の大学が怠っているということですか。  

柳田  そういうことです。それと、企業だけのせいにするわけではなくて、大学の側ももっとワクワク感のあ

るダイナミックさというか、精力的なところを持っていなかったことも反省しないといけないと思っています。 

Q  もう一度最初の質問に帰りますが、たとえ AI が心を持ったとしても人間はいないといけないのですね。

人間はいなくても良いというようなことは起こらないと考えて良いのですね。  

柳田  私は脳の方が偉いと思っており、人間を否定するつもりはまったくありません。たとえ、AI が  

心を持ったとしても、そういう時代には、人間はむしろ違う楽しみをし始めると思います。人間はそう  

いうふうに進化していくのです。  

Q   ロボットに AI を搭載して、ロボットがさらにロボットを作るようになったら、人間はいらないというこ

とになりませんか。  

柳田  それは先にも述べたように、「やっぱり人間はすごい」とロボットに思わせるように人間が進化して

いかないといけないのです。AI に人間が使われるようでは不幸が訪れるだけです。やっぱり人間が変化を楽

しむというところに持っていかないといけない。計算はずっと前から人はコンピュータに負けています。図

を描くのもコンピュータの方がきれいに描きます。計算やお絵かきでは完全にコンピュータに負けているけ

れど、人間はコンピュータに負けたと思うわけではなくて、便利だなあと思っているのです。人間がコンピ

ュータを使う立場にあることは変わらないだろうと思います。人間の脳と AI の大きな違いは脳はひらめくが

AI はひらめかないという点です。これについては次の 9 節でお話します。  
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９．隠し絵でひらめく  ―  脳の認識の仕組みとゆらぎ  

5.2 でも述べましたが、子どもに猫の絵を数枚みせて「これがネコ」と教えれば、「ネコ」という概念を認

識して、様々なネコを「ネコ」と認識できるようになります。AI にネコを認識させるには、何千万枚の絵を

コンピュータに記憶して学習させる必要があります。人間の脳と AI では認識の仕組みが根本的に違うのです。

あまり科学的な表現ではありありませんが、脳はひらめくけれど、AI はひらめかないのです。AI は積み木細

工のように部品を下から順番に積み上げて「分かった」となるのに対して、脳は上から直観でぱっと分かり

ます。この「ひらめき」の仕組み、直感の仕組みをいま研究しています。  

ひらめきを体験する例に、「隠し絵」を

見せて何の絵かを言い当てる実験があり

ます。図 8 の右の絵はペンギンですが、

この絵の濃淡の情報を落としたのが左の

隠し絵です。この隠し絵を見てペンギン

と認識できるには「ひらめき」が必要で

す。例えばこれを AI に見せたときに AI

がやることは、細かい点に分けて、黒、白の点の列を順番に入力していくだけで、なかなかペンギンには結

びつきません。人がこの隠し絵を見て、「ペンギン」とひらめくときに脳の中に何が起こっているのか、ひら

めく仕組みを解明しようと考えて研究しています。  

この仕組みを考えるキーワードが「ゆらぎ」です。脳の中が活性化してよくゆらいでいる人ほど隠し絵が

速く何かがわかり、ゆらがない人はわからない。この隠し絵の実験を大勢の被験者から膨大なデータを取っ

て解析して、数学モデルを作るなどいろいろの手法を使って調べてみると、脳の状態がゆらいでいることが

わかりました。図 9 に示すように、ペン

ギンの隠し絵を見ている人の脳のなかで

は、グラフの線で模式的に示すようにゆ

らぎが起こっています。このゆらぎには

閾値があって、無意識の状態では閾値の

下で脳がゆらいでいて、ゆらぎが閾値を

超えると意識に上ってパッとひらめくと

いう仕組みになっていることが分かりま

した。だれでも同じようにゆらいでるか

というと、そうではなくて、よくゆらいでる人と、そうでない人がいます。前者に当たる人は閾値をすぐ超え

るので、隠し絵がなにかがすぐに分かる、どんな絵を見せてもだいたい平均的にすぐ分かるのです。ただし、

ここで見ているゆらぎは脳の活動量そのものではありません。使っているエネルギーは 20 ワットくらいで脳の

活動量とほぼ同じですが、そのゆらぎの程度が変化しています。この図は現象論的にモデルに合わせて描いた

もので、脳のなかで本当に何がゆらいでいるのかは未だ分かっていません。それを今一所懸命調べているとこ

    図 8 隠し絵（左）の視覚認識 

図 9 隠し絵を見た時の脳のゆらぎとひらめき 
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ろです。このゆらぎの程度の測定はすでにできていまして、個人個人で違います。この絵に対してはゆらぎが

大きい、この絵に対してはゆらぎが小さいというのではなく、ほとんどの絵に対してゆらがない人はゆらがな

いし、ゆらぐ人はゆらぐという結果です。それで、被験者のゆらぎの程度を調べると何秒でわかるかがおよそ

推測できます。 

脳のなかで何が起こってるかが明確になれば、ひらめきの仕組みがわかって、その仕組みを使った全く新

しい概念による人工知能ができ、今の AI に勝つことができます。まだそこまでは進んでいなくて、センター

では今、いろいろな高い装置を買ってもらい、さまざまな分野の研究者が参加して、脳のなかで何が起こっ

ているのかを調べているところです。無意識の状態を調べるので、被験者に何をしてるかと聞いても分から

ないわけですが、脳を fMRI で測ると、被験者に絵を見せたときに、実はすごい準備をしていて、とりあえず

可能性のあるものを一気に想起して、立ち上げておいて、それらをゆらぎで検索して、これがいちばん矛盾

がなさそうだというのをパっと選んだ瞬間に意識に上って「分かった」と認識されるわけです（図 10）。ゆら

いで探している状態は意識下の話なので、本人にもわからない、聞かれても答えようがないわけです。コン

ピュータの場合は、絵を見て、積み木のようにありとあらゆる部品の組合せを全部調べて、答えを１個探そ

うとしますので、部品が多くなれば膨

大な時間とエネルギーが掛ります。脳

はそんなことしないで、可能性のある

ものをとりあえず選択して呼びだして、

どれが一番よさそうかをゆらぎで選ぶ

というやり方です。だから 100 パーセ

ント正しい答えを出すのは下手で、ほど

ほどにいい答え、一番よさそうな答えを

見つけるのは得意ということになりま

す。このような観点から見れば、AI は

まだまだ脳には及ばないといえます。 

10．ネイマール  ―  天才の脳   

 天才の脳はどうなっているのかはだれしも興味のあるところです。将棋の天才とかいろいろな候補者が考

えられますが、少し派手な対象として、FC バルセロナに所属していたサッカー界のスーパースター、ネイマ

ールさんの脳を fMRI で測ることにしました。fMRI の装置のなかで右足首の旋回運動をしたり、相手選手を

抜き去ってシュートすることを脳内でイメージしてもらたりして、その時の彼の脳の動きを測りました。シ

ュートのイメージの実験でいうと、ネイマールは、スペインリーグのほかのプロ選手と比べても圧倒的にた

くさんの運動パターンを想起することができ、どれがいいかを瞬時に、迷わずに決めることができています。

下手な人は想起できる運動パターンも少なく、一つを選ぶのにも時間が掛ります。ネイマール本人に何を想

起しているのかと聞いても、無意識の世界の出来事なので答えられない、勝手に足で打っていると言うしか

図 10 脳と AI の認識の違い 
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ありませんでした。隠し絵の実験と同じようにパッとひらめくので、ひらめく前に脳が何をしていたと聞か

れても分からないわけです。しかし、この無意識の世界で脳は何をしているかが大事なわけですが、脳はた

くさんの可能性のあるものをゆらぎで探すということをやっていて、コンピュータのように A がいいか B が

いいかというように判定しているわけではなく、自発的にランダムに探しているということなのです。長嶋

茂雄さんが監督になって若い人の打撃指導をしたときに、どうして打つんですかと聞かれて、「バッとボール

が来たらバシッと打て」と言ったという有名な話がありますが、長嶋さんの頭のなかでは無意識にたくさん

の可能性を思い浮かべて、そのなかで一番いいものを「バシッと打て」と言う言葉で伝えたかったのでしょ

う。ネイマールも言葉は違うけれど、同じようなことを言うわけです。だから天才は名コーチにはなれない

のだと思います。  

 運動の熟度と脳の活動領域の広さの関係を調べると、例えば指の運動に関しては、小学生はまだ広い領域

を使っていて、迷いがあります。中学生ぐらいになるとかなり迷いが減り、成人になるとさらに活動領域が

絞られて迷いなく運動を制御できています。年をとると、また活動領域が広がって制御レベルが低下してい

くことが分かりました。匠の技を持っている人の脳も活動領域が絞られて、指先の動きに迷いがないのだろ

うと思います。いま、匠の技を持っている人がお年寄りになって、技を継承するのが大変という話がありま

すが、小学生から成人になるプロセスを速くする方法を開発できれば、匠の技の継承につながるのではない

かと考えています。後でも述べますが、そして倫理的には少し微妙な話になりますが、脳に外から刺激を与

えて脳の活動を変えることもできます。  

これもサッカーに関わることですが、少年サッカー選手の育成をしておられる岡田武史監督も私たちのネ

イマールの研究成果に興味を持たれて、研究所に来られました。岡田監督は、子供の指導で一番の問題は癖

を取ること、癖を取り除いて真っ白な状態から教えたい、といわれます。トレーニングで癖を取るのは本当

に大変で、脳活動を外から変調するという方法で解決できないかを研究しています。  

11．ゆらぎは省エネ  

脳の中ではいろいろな可能性を一気に想起し、ゆらぎで探して 1 つを選ぶという仕組みが働いています。ゆらぎと

いうのはノイズのようなものとも言えます。コンピュータはノイズカットに、ほとんどのエネルギーを使っていると

言ってもいいぐらいです。それでノイズはただで使えます。ノイズをカットするのではなくて、ノイズを使ってゆら

ぎで探せば劇的にエネルギーは減って省エネになります。ただし、100％正しい解は出てきません。ほどほどにいい

答えでよいという前提があります。そもそも実社会では、ほどほどにいい加減にしか答えが出ない場合が多いのです。

中国と日本と北朝鮮と韓国との関係をどういうふうにすれば一番いいかというような問題には、100 パーセント正し

い答えがあるわけもなく、ほどほどによい加減ぐらいしか答えがないでしょう。人間の脳はそのように 100％正しい

答えを出すわけではないけれど、ゆらぎを使ってほどほどいい加減にいい答えを出してくれます。コンピュータの場

合は積み木のように部品１個１個を足して、最終的にきちっとしたものを正確に作るけれど、その過程にものすごい

エネルギーが必要で、アルファ碁だと 20 万ワットも使うわけですが、脳の仕組みを AI に取り入れれば新しくて役

に立つ AI ができるのは間違いありません。 
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12．特化型 AI から汎用人工知能へ  

今の AI というのは特化型 AI で、たとえば囲碁は手順の可能性はものすごく多いですが、規則があります。

その規則の中で出来るだけ多くのデータを蓄積すればいいわけで、こういうゲームでは AI が人間に勝ってし

まうのが常です。車の自動運転も、予想しないことも起こるので結構大変ですが、普通は車線に沿って走る

というルールに従うので、AI でできます。医療診断のように、沢山の症例の蓄積があって、これはガンであ

るか何であるかという答えが分かっている中から答えを見つけるのも AI は得意で、こういう分野は圧倒的に

今の AI が強く、人間はまったく勝てません。質疑応答 Part I の冒頭で述べたように、空爆はできるが空中戦

はできないというのは特化型 AI で、いろんな状況を総合的に判断して答えを出さないといけない空中戦には

汎用型 AI が必要になります。人間はさりげなくこれをやっていますが、今の特化型 AI にはできません。環

境が異なって、非常に複雑な条件の中で答えを出すことは今の AI にはできません。それは、あまりにも組合

せの数が多すぎるからです。これとは別に、心を持つ AI という考えがありますが、まだ AI の研究者の想定

外の話です。強い AI の研究はもう人間の研究そのものになってしまうわけで、これをやっているという人も

いますけれど、まだまだ研究の域に達していないと思います。汎用型 AI でさえまだ目途が立っていない段階

なのですから。  

脳は汎用型人工知能になっているわけです。前項で述べましたように脳はゆらぎでひらめいて答えを出す

わけですが、この脳の仕組みを使えば汎用型人工知能ができるかもしれません。福島先生のような AI の基本

に関わるレベルの研究を、この分野で、日本でやれば、世界に勝てます。特化型をやっている Google に勝て

るということになります。脳には非常にたくさんの情報を統合して答えを出す能力がありますから、脳にい

ろんな状況のシグナルや刺激を与えて、脳活動がどういうふうにそれを処理してるかを研究すれば、汎用型

AI になるのではないかと考えて、いま研究してるという状況であります。  

13．脳活動の情報を使う  

私共の研究センターでは、ストレスとか既視感とか痛みとか運動といった刺激や状態が脳活動にどう反映

されて、脳がどう処理をしているかを読み解く研究も行っています。以下にいくつかの事例を紹介します。

なお、既視感とは初めて経験したことが以前に経験したように感じられる錯覚のことで、英語では deja-vu

といいますが、これはフランス語由来で、already seen の意味です。  

（1）  統合失調症  統合失調症の人の行動は現象としては健常者とずいぶん違います。ところが脳活動を

見るとほとんど違いがありません。生物的な視点からすれば統合失調症の人も普通に食事をして生きている

特化型AI  汎用人工知能（AGI）   （強い AI ではない）  

•個別の領域において知的に振る舞う   

•既に人以上の能力が数多く実用化されている  

 （例）－コンピュータ将棋 /囲碁 /チェス   

－Googleカー(自動運転)  

－医療診断   

•異なる領域で多様で複雑な問題を解決する知能   

－設計時の想定を超えた新しい問題を解決できる  

－自己理解／自律的自己制御   

•AI の当初目的であるが、その問題の難しさのため取組

みは少ない．  
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わけですから、脳の状態が大して変わらないのは当然かもしれません。逆に言えば、統合失調症の人の脳が

健常者とどう違うのかを調べるのは非常に難しく、脳のどこかが欠落しているとか、腫瘍があるとかいうこ

とはないので、脳の構造を調べても違いがわかりません。これまで述べてきた脳活動のゆらぎの状態も調べ

てみましたが、これでもほとんど変わりません。最終的には、脳の各部位の活動パターンの類似性や時間的

なつながりを調べてネットワーク構造を推定し、それを情報科学的に解析してようやく健常者との違い、そ

れも微妙な違いがわかるようになりました。もちろん、統合失調症にもいろいろな種類があるし、個人個人

によっても違うので、まだ手がかりを掴んだばかりですが、これが分かると医療には革命が起こると思いま

す。実際に統合失調症専門の医師と一緒に研究してますが、医師は顔を見たり動作させたりして診断するの

ですが、この診断には定量性はありません。もし脳の状態の測定から精神疾患がどのレベルにあるのかが定

量的に分かれば、一種のバイオマーカーとして使えます。これは薬品会社も喉から手が出るほど欲しい情報

ですが、少しは先が見えてきたという状況です。  

（2）  慢性疼痛  切り傷の痛みは消炎鎮痛剤でブロックできるので対処は簡単ですが、腰痛とかストレス

による頭痛のような慢性疼痛は脳が作っている痛みであり、従来の薬は効きません。痛みは人の生死にはほ

とんど関係がないので、脳活動が顕著に変化することはありません。脳の状態を測ってもほとんど差が無い

のです。しかし、統合失調症の場合のように脳活動をネットワークのレベルで解析すると、どういうネット

ワークが出現し始めると痛みを感じるかが分かりました。因みに、痛みはガンや精神疾患より経済損失が大き

いといわれています。また、痛みで困っている人は女性に多いそうです。特に慢性疼痛はストレスの原因にも

なります。痛みが取れればストレスも無くなるという効果も期待できるのです。 

（3）  うつ病  うつ病は人の感情に関わる、痛みよりもっと繊細な病です。脳の中で感情を司るのは大脳

皮質下に位置する扁桃体といわれています。そこで、被験者に fMRI 装置に入ってもらって以下のような状況

を想像してもらいながら、扁桃体の活動を調べました。すなわち、他の人とお金を分けるときに、自分が損

をする場合、得をする場合、ほぼ公平な場合を思い描いたときの扁桃体の活動をみると、多くの人で扁桃体

は自分が損をする場合も得をする場合も激しく活動します。一方、公平な場合はほとんど反応しません。公

平・平等はうつ病の原因となる扁桃体を活動させないのです。公平性というような概念は人間特有の知的活

動ですから、前頭葉のような脳の新しい領域と関係するのだろうと言われていましたが、扁桃体という情動

に関わるような大脳の内側にある古い脳が関係していることが明らかになって、いま注目されています。公

平性が保たれれば、うつ病になる人が少ないのは当然のような気もします。実際に扁桃体の活動パターンを

測って解析すると、うつ病になっている人がわかるだけでなく、うつ病になる傾向を予測することもできま

した。扁桃体のような脳の深いところの活動はかなり高級な装置でないと測れませんが、企業をはじめ様々

な分野の方々から興味を持たれています。もちろん個人情報としての扱いには十分な配慮が必要です。  

（4）  脳波で本音をとらえる  ―  本音と主観評価との相違    上記の二つの例では fMRI という高価な

装置が必要ですが、もう少し簡単に脳活動を測れる方法に脳波があります。それで、頭にかぶせるだけでど

こででも脳波を測れるウェアラブル脳波計を開発しました。これで結構いろんなことができます。たとえば、

脳波で「本音（ほんね）」を測るという研究があります。間違ったことを言ったときに、「間違っている」と
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指摘されると活動する脳の部分が正確にわかっています。その部分の活動を脳波で観測しながら、何かの質

問に答えさせると、バイアスのかかっていない本音の答えがわかります。被験者に 8 人の女性タレントの写

真を見せて女らしいと思う人をアンケートで答えてもらった結果と、脳波で調べた答えは違っていました。

アンケートに現れた主観判断では 4 人が高評価でしたが、脳波で測った判断ではその中で綾瀬はるかさん一

人が他を引き離して高い評価でした。自分が主観的に思っていることと脳が感じていること、いわば本音に

は、ずれがあることを示す興味ある結果です。  

（5） 恐怖を消す   脳に働きかけて、脳活動を変調するという手法で恐怖を消す、トラウマを消すという

こともできるようになりました。恐怖のトラウマになっている何かの原因を見せて刺激を与えると、脳の特

定の部位がパッと活動します。ところが何も見せなくてもその部位の脳活動が「ゆらぎ」でたまたま閾値を

超えて恐怖を感じることがあります。そこで、その部位の活動が閾値を超えた瞬間に「報酬（＝楽しいこと）」

を与えると、この部位のシグナルが出たら恐怖ではなく楽しいことがあると脳が騙されて、次に恐怖の刺激

を与えても反応しなくなるように変調することが可能で、実際にトラウマを消すことができました。脳に磁

場をかけるような物理的な方法もありますが、報酬を与えるというもっと安全な方法でトラウマを消すこと

ができるようになったのです。  

 たとえば、ストレスで頭が痛い、傷がないのに痛いという人に対しては、この痛みのシグナルが出たとき

に報酬を与えれば、このシグナルは楽しい反応だと脳が錯覚して痛みが消えるかもしれない。統合失調症や

うつ病に関係するシグナルが出る人に対して、それは大丈夫だというシグナルを与えると治る可能性もある

ということです。これがうまくいけばビジネスになるという期待もあります。ほかにもたとえば、運動麻痺

の患者のリハビリでも、運動の脳活動に介入して直接に脳に働きかけた方が従来の運動療法でリハビリをす

るより効果があることもわかってきています。  

（6）外国語学習への脳科学の応用  －  R と L の区別    英語の R と L の発音は日本人のほとんどが区

別できませんが、R と L の音声を聞いたときの脳波を調べると脳活動は異なっていて、脳は明確に識別して

いることがわかります。ところが日本語では R と L を区別する必要がないので、意識上に上らず、音として

区別されないわけです。そこで、脳波を測りながら R と L の音を聞かせて、区別できているほど大きくなる

ように脳波を画像化して見せながら脳をトレーニングすると、3 日もすれば 90％以上の人が R と L を区別で

きるようになります。脳の活動にある種の変調を与えることには倫理的に微妙な問題もありますが、このよ

うに有用な利用法があるのです。  

 

＜質疑応答 Part 2＞  

Q  人間の脳は能力の 1－2%ぐらいしか使われていないと聞いことがありますが、少しでもパーセンテー

ジを上げる方法はあるのでしょうか。  

柳田  脳の何パーセントを使っているかというのは、いろいろと議論があって難しいのですが、フルに使

えば多分もっと使えるのでしょうが、そんなことをすると疲れてストレスが溜まって駄目になるような気も

します。多分、全体の能力容量としてはみな一定で、その容量の中でバランスを崩した、あるいは崩せた人



 18 

が天才なのでしょう。たとえばキム・ピークという人は、3267 年の 4 月 3 日は何曜日かと聞かれるとパッと

答えるとか、7,600 冊の本を全部覚えているとか、驚異的な記憶能力がある人です。では、キム・ピークさん

は超天才かというと、文章解釈はできない、記憶しかできないのです。アインシュタインは文字が読めなく

て読字障害でしたが、物理学では天才的な仕事をしたわけです。凡人というのは、すべての能力を均等に発

揮できるように脳が働く、一番幸せな人なのかもしれません。ゴッホはどう見ても普通の人じゃない、発達

障害だったといわれています。彼らからすると僕らが発達障害だと思っているかもしれませんが、ある能力

が突出すると、ほかの能力が落ちて普通のことが出来ない、日常生活では幸せにはなれないということかも

しれません。まあ凡人が一番幸せなんでしょう。脳を偏って使いすぎる天才はしんどいということはあるか

もしれません。  

Q  ひらめきをよくする方法はあるのでしょうか。  

柳田  隠し絵の実験を東大の医学部で学生にやってもらっても、ひらめきのスピードが特別に速いわけで

はありませんが、それをトレーニングしたら何か特徴は出るかもしれません。何をトレーニングしたらひら

めきが速くなるかというのは新しいタイプの AI を作るうえでも大事なことなので、研究していますが、何を

やればひらめきのスピードが速くなるかはまだ分かっていません。  

Q   認知症は悪い面ばかりが言われますが、人間死ぬときは認知症になっていた方が楽に死ねるというか、

いい面もあるのではと思ったりもします。ところで、脳はすべて電気信号で動いているとして、そういう観

点から認知症の解決策を探る方法はないものでしょうか。  

柳田  高齢者の認知症の問題ですが、最近よく健康寿命を延ばしましょう、そのために脳を活性化しまし

ょうといわれます。元気なまま死ぬといっても、昨日まで元気なのに明日死ぬと言われたら困ります。やは

り、あきらめの期間が必要です。そのあきらめの期間に調和よく衰えていくといいのかもしれません。施設

に行くと、本当に介護してあげようと思わせる可愛いおじいさん、おばあさんがいらっしゃるそうです。本

当にニコニコして幸せそうで、本人も幸せだと言われる、寝たきりになった状態で脳が普通に活動していた

ら退屈で耐えられないでしょう。また、脳活動が低下する中で偏った活動だけ、たとえば怒るといった感情

の活動だけが残ったりすると、いつも怒っていて人にあたる、だから介護もしてもらえない、本人も動けな

いということに不満ばかりを感じてしまう。もし脳活動全部が均等に落ちてくれば、幸せに年を取って死を

迎えられるかもしれません。だから健康な脳をつくりましょうというより、バランスよく脳を衰えさせまし

ょう、という方が正しいのではないかと思うのです。そうなれば、みんな問題も起こさず、本人たちも幸せ

だし、介護しいてる人も、にこにこしているおじいちゃん、おばあちゃんなら一所懸命介護してあげようと

思うでしょう。どうせ死ぬのですから、バランスよく脳を老化させるトレーニングの方法を考えた方がいい

のかなと私は思うのです。バランスよく脳を衰えさすというのは、なかなかいいキーワードだと思いません

か。  

Q  1 歳や 2 歳の孫を相手にしていて、指差したときに、指差した方向を見るというのはすごい概念だと思

うのです。指が動いてるから指を見るというのなら動いているものを見るというだけの話ですが、指差した

方向を見るという感覚は、どういう脳の働きなのでしょうか。  
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柳田  カクテルパーティー効果というのがあって、大勢が話をしている騒がしい中でも自分に対する悪口

だけは聞こえたりします。周波数的には区別できないはずなのに、アテンションという脳の働きでそれだけ

が聞こえるのです。画像でも、全部見ているようで実はアテンションという働きでフォーカスして見ている

ことがあります。アテンションするのは何が大事かということ、注目すべきものが何かを知っているからで

きるわけで、その場の状況によってアテンションの仕方が変わってくるわけです。コンピュータに「注目し

ろ」と言うにはこういった前提を全部教えて置く必要があります。でも、赤ちゃんも僕らも興味のあるもの

にはパッと目がいきます。アテンションもひらめきと一緒で、コンピュータにはない、脳に特有の働きで、

たいへん難しい脳研究の課題なのです。  

Q  量子コンピュータは今のコンピュータより何億倍も速いと聞きますが、量子コンピュータを使った AI

ができたとして、いまのような部品を組み上げていくというようなことをせずに、いきなりジャンプアップ

して答えに到達できるようにならないものでしょうか。  

柳田  量子コンピュータは仕事が速いので、いまのやり方（アルゴリズム）のままでも、スピードが速い

からもっといろいろなことができます。もう一つ、僕が好きなのは、量子コンピュータの中には量子揺らぎ

と呼ばれるゆらぎの効果を使うものがある点です。ゆらいでひらめくというようなことを、ソフト（プログ

ラム）ではなくハード（計算機）としてできる可能性があって、脳の仕組みに近いことが一気にできる可能

性はあります。理化学研究所で僕の研究室の隣に量子コンピュータの権威がいるのですが、「いつ頃できる？」

と聞いたら「当分できない」という答でした。これらの他に、消費エネルギーが大きく減ります。アルファ

碁の AI が 20 万ワット使うという話をしましたが、量子コンピュータですと 100 分の 1 から場合によっては

1000 分の 1 にもなると思います。これくらいエネルギー消費が違うと、質的に違うことができますので、今

のコンピュータと同じ仕組みで動かしても、計算能力が高いために新しいことができるという可能性もあり

ます。  

Q  むかし、隣のおばあさんが、今でいう新興宗教かもしれませんが、墨で一の字を書かせてそれをじっと

眺めて、あなたの今の問題はこれだと言い当てるんです。けっこう当たるので近在からも大勢来られていま

したが、こういうのもひらめきですか。  

柳田  こじつけて言えば、人間は内面が顔のちょっとした表情とか目の様子とか、言葉の端々とか、いろ

いろな特徴として外に現れるということがあって、多分、そういうのを非常に敏感に感じとる能力を持って

おられたのではないでしょうか。当てずっぽうだけで、そんなに当たるとも思えません。よく相手を観察し

ていると、何を言いたいのかとか、どういう状態にあるのかというのが結構わかる。たとえば統合失調症で

も、お医者さんは患者が入ってきたときに、目で見ただけで、大枠では統合失調症だとすぐにわかるそうで

す。これは病気のレベルの話ですけれど、もっと軽いレベルでもなんとなく感じるということはあるかもし

れません。  

Q  五臓六腑の中に脳が入っていないのは何故ですか。  

柳田     私は脳の研究者ですが、この質問には逆に、あなたはどこまでが脳と考えているのですかと聞きた

いくらいです。神経は指先まで行っていても手は脳の一部とはだれも思わない。それでも、指先で感じるこ
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とは結構あります。脳まで情報を送ってから感じているのか、もう指先で感じているのか、まだ誰も知らな

いのです。  

Q  神経系全部が脳という考えもあるのでしょうか。  

柳田  そうすると、体全部が脳になってしまいます。脳に特化した情報処理は脳でやっているけれど、指

先で感じ取ったこと全部を脳まで上げていると脳では処理しきれないと思います。脳が情報処理する能力が

そんなにあるわけではないので、体の各部分で末端並列分散処理をしている可能性があります。  

Q  NHK スペシャル「人体」で、それぞれの臓器同士が話し合いというか、情報の送り合いをしていて、

たとえば心臓の調子が悪いときは、それをフォローするために他の臓器もみな応援しているというように、

脳の直接の関与なしにそういう動きができると述べていました。そのネットワークを支えているのは血管で、

そこへホルモンを出すと、臓器から臓器に回って助け合うという面白い話です。  

ところで、ゆらぎという感情はわれわれが物に迷うということと似たところはあるのですか。  

柳田  迷うというとネガティブに捉えがちですが、たとえば生物が発生したところから考えると、神様が

いるという立場の人は別ですけれど、始まりは化学反応で、化学反応は熱ゆらぎですから、ばたばたゆらい

でいて迷う、試行錯誤です。何億年もかかって、何兆回も化学反応が起るという試行錯誤をしているうちに、

いい組み合わせのものが選ばれて、そういうのが残っていったという感じなんでしょう。  

高度成長期のようにやることが決まっていて、手順通りに迷うことなく非常に効率よく正確に積み上げてい

けばいいという時代は終わって、今のように混沌としている時代は迷うしかないのではないか、たくさん迷

うしかない。ネイマールではないけれど、たくさんの可能性を想起していると言ったら恰好いいけれど、そ

れはとりもなおさず、沢山迷っているということです。迷ったままではだめですが、迷った中で一番いいの

をサッと選べるかどうかがポイントです。その試行錯誤をするときに、コンピュータはどういう基準で探せ

というような条件を全部与えないと探せないので、ものすごいエネルギーを使うのに対して、脳はゆらいで

探すのでエネルギーはほとんどいらないのです。ほどほどにいい答えを一つ選ぶ、だから迷うのです。迷う

というのは大切なことです。明日何が起きるか分からないのに、生物は僕ら人間を含めて生き延びていかな

いといけないわけで、わからない中で可能性を探すしかない、だから迷うのです。迷うでいいのです。  

Q  とても素朴な質問なのですが、心を込めてとか言うときによく心臓のある胸に手を当てたりしますが、

脳で考えているのだから心は頭にあるように思えます。心の居場所についてどう思われますか。  

柳田  どこまでが脳かという質問がありましたが、僕も心というのは脳とは違うと言う人の気持ちは分か

ります。脳といえばやはり前頭葉のように物事を知的に考える器官という感じがして、心はそれとは違うも

っと深いところにありそうな気がします。昔は単純にどきどきと鼓動している心臓が一番大事だと思って、

心はここだと言った程度の話だろうと思いますが、体全体で感じることとか、体全体でわくわくするとかい

う感じがするといったことがあるので、心はやはり頭というより胸のあたりが正しいという気がするのです。

心からというときに胸に手を当てたりするのも体全体で表現したいという意味ではないでしょうか。  

Q  確か 30 年ぐらい前だと思うのですが、電気掃除機などにゆらぎ制御を使っているといった話があった

と記憶していますが、あのゆらぎ制御というのは、今回の話のゆらぎと関連性があるのですか。  
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柳田  関連性があります。ファジー制御と言いまして、電気掃除機、洗濯機などの家電製品によく使われ

ました。人間の「こういうときはこうする」という経験則を制御に活かしやすくした手法です。ほどほどに

いい加減にするというのは人間にとっては当たり前ですが、コンピュータは一番苦手なのです。いわゆる試

行錯誤（トライアンドエラー）を入れてほどほどにいい加減にするというのが人間のやり方で、これがゆら

ぎを入れるといいということになるのです。だから、以前のファジー制御と我々のゆらぎとは、つながって

いるのです。ゆらぎをさらに発展させれば、もっと人間らしい制御ができるようになって、いろんな環境情

報を統合して一気に結論を出すというようなことができるようになるかもしれません。まあ、いろんな可能

性を一杯考えなければならないときには、ふらふらと可能性を探した方がいいのです。決まりきったことな

ら、ゆらぐ必要はなく、どんと行けばいい。何十個も可能性がある、混沌とした状態にある、と思ったら、

ふらふらと試行錯誤をしてよいのを探す、試行錯誤を金をかけずにやるのが、ゆらぎ、金かけてやるのはコ

ンピュータということです。なお、最後に、 同じゆらぎでも、心拍の間隔や、 ろうそくの炎の揺れ方、電車

の揺れ、小川のせせらぎなどに関わる 1/f ゆらぎは、私どもが言っているゆらぎとは別のものであるというこ

とを申し添えます。  

Q  今のコンピュータは一つの正解しか出さないといわれましたが、プログラミングで正解に近いようなも

のをいくつか出すことはできるのですか。  

柳田  それはできます。でもそれを出すときに、コンピュータは可能性を全部サーチして 100 パーセント

に近いのはこれ、98 パーセントはこれ、93 パーセントはこれという形で出します。人間はふらふらと探して、

まあこれがいいかとひらめき的に出す。こういうことはコンピュータはできないのです。対象が複雑になっ

てくると可能性がたくさんになるので全部しらみつぶしにやろうとすると、計算量が膨大になって不可能と

いう答えが出てしまいます。今の AI のアルゴリズム、やり方はルールの決まったことに対してはものすごく

強いけれど、どういうルールか分からない中で判断しなくてはいけない課題に対してはまだまだ対応できて

いません。  

Q  ゆらぎはどうしてエネルギーがいらないのですか？  

柳田  ブラウン運動といって、ものすごく小さい粒子を見るとじっとはしてないで、ふらふらとエネルギ

ーをつかわずにランダムに動いています。方向を制限して動かそうとするとエネルギー（エントロピー）が

必要になりますが、ランダムな動きですとエネルギーは要らないのです。脳の中でゆらぎで探して見つけて

これと決める瞬間にはエネルギーは要りますが、ゆらぎでランダムに探しているときにはエネルギーは要り

ません。コンピュータは、A はどういう可能性があって、B はどうで、C はどうで、としらみつぶしに全部調

べてから決めるので、答えは一番正しい一つに決まりますが、サーチ（検索）すること自体にエネルギーを

たくさん使ってしまいます。ゆらぎの場合は、調べる順番も決めず、たまたま見つかったものがある閾値以

上であればそれでよしとするわけで、最適の解でない可能性が消せないけれど、それで一応納得できる答え

を出してくれます。試験の場合ですと 100％正しいただ一つの答えを選ばないと不正解になってしまいます。

しかし、そもそも現実の課題は、正解があるかないか分からない条件で答えを探して決めなければいけない

というような場面がほとんどです。このような課題解決には、脳のなかで働いている「ゆらぎ」の原理を使
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って、あいまいさは残ってもはるかに少ないエネルギーで、ひらめくように素早く解を見つけることができ

る、全く新しい原理に基づく AI をできるだけ早く作りたいと願っています。  

Q  保育士をしています。私たち保育士は、真新しい脳に働きかけるのが仕事です。これは AI には向いて

いないと思いますが、AI がどこまで進むのか、保育にも関係するようになるのか、怖いなという気持ちもあ

ります。いかがでしょうか。  

柳田  社会が AI 化されたときに、子どもをどういうふうに育てるかというのは非常に重要な問題になって

くると思います。AI 技術が開発されて人間がやっていた仕事がどんどん AI に置き変わっていくというのは

テクノロジーの問題なので淡々とやればいいのですが、仰るように、人間をどう育てるかというのは一番大

事な問題になってきます。AI が教育分野に入ってきて活用されるのは確かです。天才を作るのも必要ですが、

いろんな意味でバランスの良い普通の子どもを育てるのも大切です。AI というのは答えは出すけれども、何

をしているのかが人間にはよく分からない。それは人間にとってはすごいストレスになるかもしれません。

でも、これからは、そういう社会の中で生きていけるような子どもを育てないといけないのです。「AI は嫌い」

でもよろしいのですが、これから社会がどうなっていくのかについては保育士さんもよく実感していただい

て、そういう AI 化社会で人間が幸せになれるためには、子どもはどう教育していけばいいのかを考えて実行

することが非常に大事な問題ではないでしょうか。みんなが教育関係者に期待しているところだと思います。

AI が社会を大きく変えることは間違いありません。AI 化社会では人間はほとんど働かなくていいということ

がストレスになる人もいるでしょうし、上手に AI を使う人と AI に仕事を奪われた人との間に大きな貧富の

差が生じる可能性もあります。会社では、仕事の大部分は AI がしていて、人間は社長一人でよい、労働者は

要らない、もうけは全て社長一人ものだ、というようなことになるかもしれません。資本主義のままだと、1

人か 2 人が膨大な金儲けをする世界になってしまうのです。AI は保育士の私には何の関係もありませんなど

というのではなくて、教育の立場から真剣に考えて欲しいと思います。  

Q  そうなると、先ほどの社会における公平・平等の話は成り立たなくなりますから、ものすごいストレス

になりますね。病気の人も増えるかもしれません。AI が戦争を引き起こすようなことにもなりかねません。

もしそうなら、AI は潰した方がいいということになります。  

柳田  でも、AI が潰れることはないですね。  

畑田     潰れないのであれば、それに対処する何かをやらねばならない。それがいま柳田先生が言われた「AI

化社会の教育をいかに行うか」だと思います。これは保育所だけではなくて、社会全体の教育の問題で、こ

の問題の適切な遂行は教育関係者の使命であり責務であると私は思っております。 「先生と言われるほどの

馬鹿でなし」とよく言われますが、これからの先生は馬鹿では困りますが、天才でも困るのです。天才だと

長嶋のように皆が納得できるような形では教えられない。これからの先生は、AI 化社会における若者の教育

に全力を傾注できる使命感に燃えた努力家でなければなりません。AI も人間の一部と考える社会をつくって

いくぐらいの気概が欲しいです。これからは、そういう社会を作っていくのが非常に大事だという気がして

います。  

Q  ゆらぎは先生の大きな研究テーマ、キーワードになっていると思います。2、3 日前にそのゆらぎにつ
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いてある人から聞いたことなのですが、芥川龍之介は、「人間は考える葦であるが、それは風にゆらぐ葦で

ある」と言っていると教えてくれたのです。デカルトの「考える、故に我あり」、パスカルの「人間は考え

る葦である」、考えるということは人間の根本だという有名な言葉をもとに、「ゆらぐ葦」だと言っている

わけです。私のような絵描きの場合は感性を大切にして生きているところがあります。この話を聞いて私は、

芥川龍之介は天才だ、人間の本質を見据えてると思ったので、先生のお話のなかのゆらぎと重なって、余計

に感動いたしました。  

柳田  そうですか。デカルト、パスカルや芥川ほど深く言っているかどうかは分らないのですが、ゆらぎ

についてはいろんなところで本を書いてくれと言われるので、「ゆらぎでほどほどにいい加減に」という本

でも書こうかなと思っているところです。Wedge という雑誌（トップランナー  by 柳田敏雄、ふらふらして

いる人がいい仕事をする Wedge 2010 年 12 月号 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/1140) に、ふらふらして

いる方がいいのだとか、優柔不断な方が今の時代には生きやすいとかいうことを書いたところ、すごく癒さ

れたという人がたくさんいました。多分、美術ですと、ほどほどにいい加減にというのがきっと入っていま

すよね。芸術家の方に言うのもなんですが、芸術家がすごいのは、たぶん無意識で人とは違うことができる。

僕ら科学者は論理的に説明できないことはあまり評価しないという世界に生きていますが、あなたの場合は

きっと無意識の世界で勝負されているので、論理で説明できないけれど絵で表現している、その絵について

僕らも無意識に感動するということではないでしょうか。  

Q  柳田先生が言っていただきましたことは自分でも実感しておりまして、たとえば写生地に行っても、景

色が良くて、お天気が良くて時間がたっぷりあってというときには、あまりいい絵が描けません。時間もな

い、体も弱っている、もう本当に生き死にに関わるような危険な状態の方が、相撲でいうと土俵際に足が掛

っているようなときの方が、急に何かがパッとひらめいて、後から見ても面白いものができているという経

験があります。  

柳田  研究でも追い込んだ方がいい仕事ができるということはあるかもしれません。幸せなときは頭が寝

ているんでしょうね。  

Q  AI 化社会で大事と考えられる問題をもう一つ質問させていただきます。AI の世界は本当に想像を絶す

るほどの速さで発展し、人類はその恩恵を受けているのですが、ある意味ではまだまだ発展の可能性がある

わけです。それで、私は、AI には二つの問題が含まれていると思っています。一つは制御で、もう一つは倫

理です。この二つの問題も、コンピュータができるのかどうか、そういうことを目指している方がおられる

のかどうか、そのへんのところを教えていただきたいと思います。  

柳田  倫理の問題はもう深刻に考えています。倫理の専門の人が真剣に考えてやっています。 
 それから個人情報に関してはもっとシビアな問題になります。脳情報を使って人間用の医薬品をつくろうと

すれば、データを企業と共有することになります。私たちの研究センターには、勿論、倫理の専門家がきっち

りと仕事をしてくれていて、研究実験については全て倫理委員会にかけて承認を得ないとできない仕組みにな

っています。 

畑田     脳や AI の研究にとって倫理が非常に大事な問題であることは言うに及びませんが、倫理・道徳は分
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野・人・時代によって少しづつ変わります。柳田先生の研究センターでは倫理委員会を別に作ってこの問題

を議論しておられるのはまことに適切な判断だと思います。文部科学省は道徳の授業の重要性を認識し「学

校における道徳教育は、道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うものである」と述べ、独立

した道徳の授業を小学校が 2018 年、中学校が 2019 年から発足させることを予定しているのは、真に時宜を

得た措置だと思います。「道徳」の教科の授業は、学校全体で行う道徳の授業・学習のコントロールタワーと

して機能することが望まれている訳です。文科省の真意を理解しないで「算数でどうやって道徳を教えるの

だ」という人も出てくるかもしれませんが、実は「算数」というのは一番道徳を教え易い科目なのです。道

徳的に自己の周りの社会とお付き合いをする力、すなわち道徳的能力の基本は、人間が他の人々や動植物を

含む自然環境に対して、どのような態度を取るべきかを適切に判断する能力です。そのような判断を下すに

は、人以外の動植物やものとのコミュニケーションが出来なければなりません。人以外の動植物やものは人

間の言葉をしゃべらないので、それらとのコミュニケーションは想像力に頼るしかありません。さらに、文

化の伝承には、過去に学び、未来を予測することが必要です。そのためには、既に亡くなった人やこれから

生まれてくる人との想像力を駆使したコミュニケーションが要求されます。道徳の根本は想像力なのです。

算数の授業・学習は想像力なしには成り立ちません。算数の授業が真っ当な形で行われておれば、それは道

徳的能力の向上につなげられるのです。AI もそれを作るのも使うのも人間なので、人間がしっかりした道徳

的能力を備えている限りは、AI 化社会で非道徳的な問題が発生することは無い筈です。AI 自身が人間とは全

く無関係に特定の倫理観を持ったり自己制御をしたりという AI 化社会の発現は避けるべきだと私は思ってお

ります。  

柳田  今日は「脳と AI とゆらぎ」という主題でお話をさせていただきました。脳と AI は新聞等によく出

てきますので皆さんよくご存じだと思います。ゆらぎは脳のことを理解するうえで大変大事な概念なのです

が、あまり馴染みがないかもしれません。今日はそのつながりについてお話しすることで、ゆらぎとは何か

を知っていただき、それを通して脳と AI についての理解を一層深めていただこうといたしました。実際、多

くの参加者の皆さんが強い興味をもって熱心に話を聞いていただき、講演途中ならびに講演終了後には多く

の鋭い質問やご意見をいただくことができて、私自身も勉強になりました。質疑・討論の時間の最後を AI 化

社会における教育と倫理という重要な問題で締めくくれたのも私にとってもたいへん有難いことでした。皆

さんのご支援・ご協力に心から御礼申し上げます。  
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