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自己紹介
（高棹）�８期の高棹圭介と申します。専
門分野は数学、特に平均曲率流方程式
と呼ばれる、石鹸膜の動き等を記述す
る方程式を研究しています。
（中島）�８期の中島秀太です。専門は物
理で、冷却原子というものを使った実
験をしています。最近は冷却原子系を
使って、ブラックホールの情報消失パ
ラドックスと呼ばれる問題について研
究を始めようとしています。
（下野）�８期の下野昌宣です。神経科学
とネットワーク科学の交錯点を中心に
今、研究を進めています。脳神経系っ
ていうのはミクロに見ると細胞がつな
がり合っていますし、マクロに見ると
脳の領域間がインタラクションして、
ある種の機能を果たしています。その
複雑な絡まり合いを解きほぐす研究を
しています。
（川中）�７期の川中宣太です。専門は宇
宙物理学の理論的研究で、特に興味を
持っているのは、ブラックホールや中
性子星や白色矮星といった、いわゆる
高密度天体と呼ばれるもので、その天
体がどのような振る舞いをするか、と
いうことについて興味を持って、紙と
鉛筆とコンピュータを使って研究して
ます。
（高棹）�では、今日のテーマとして
は、実験と理論とシミュレーションに
ついて語りたいなと思ってます。何で
こういうテーマにしたかというと、僕
は実験やシミュレーションをやったこ
とがないんですね。以前微分方程式の�
本（注１）を読んだときに出てきたのが、
①現象から法則・例えば微分方程式を
見つけ、②微分方程式に対してその解

や性質を解析し、③最後に②で得られ
たものが、ちゃんと元の現象の性質を
表しているかと。だめだったら、「やっ
ぱりここちょっと違うんじゃない？誤
差だと思ってたところがそうではな
かったり、何か見落としてるのがある
んじゃない？」みたいなものがあって、
見直してもう一回①，②，③を回すっ
ていうのが書いてあったんです。僕が
やってるのは②で、皆さんの視点から
の話が聞きたいなっていうのが、今日
のテーマとして僕が提案させてもらっ
た理由です。
（川中）�私がどこかって言われると、例
えば現象って、私の研究の場合は宇宙
で起こる現象だったりしますし、それ
を、法則として抽象化するって作業を
私はやってるような気がするんですよ
ね。だから、私の研究してるものって、
現実に起こる宇宙での現象と完全に切
り離してはいけないというのがあるん
で、現に起こっていることを説明した
い。ないしは、これから起こることを

予言したいっていうのがあるんで、①
は自分はやってると思うんですね。②
もやってる気はするんですね。
（高棹）�数値シミュレーションとかです
かね。
（川中）�それもありますし、あるいは、
もしこの微分方程式とか、そういうの
が解析的に解けるものであれば、もう
具体的に解いちゃったりするわけです
よね。それでもう解も性質もわかるし。
だから、もうここは完全に抽象的な世
界というか作業ですけども、そういう
ことも私はやるんですね。で、得られ
た解を、また具体例に適用するってい
う作業ですけども、これもやらなくは
ないわけですね。だから、そういうこ
とを言うと、高棹さんの場合は数学の
方だし、法則からの解を導くみたいな
ことは、もう抽象的な世界の中での話
を主にやってらっしゃって、でも私の
場合は、現実の現象にアクセスできる
し、アクセスすることが必要とされて
る部分もあるので、どれもやってるっ
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て言うとすごいですけど、ある方法で
どれもやってるっていう感じになると
思いますね。

様々なシミュレーション
（中島）�僕は実験で、研究しているのは
量子シミュレーションと呼ばれるもの
なのですが、それ（高棹さんが最初に
描いて下さったスキーム図）には収ま
らない感じです。例えば何か物理系Ａ
があって、この系はある方程式で記述
されるのだけど、②にいきたいと思っ
ても数値計算が追いつかない。例えば、
流体力学のナビエ –ストークス方程式
というのは直接解くのは難しいから、
風洞実験という別の物理系Ｂを使って
解くということをします。
（高棹）�別のサイクルになるって感じで
すかね。
（中島）�そうです。例えば今の風洞実験
で言うと、本当に飛行機いちいち作っ
ていたら大変ですけど、ナビエ –ストー
クス方程式のときはレイノルズ数って
いう無次元の量さえ同じにすれば、基
本的には同じ方程式で記述されるので、
そこを同じにしてもっと作りやすい模
型とかでテストするということができ
ます。僕の研究は、それと同じような
ことを量子系と呼ばれる物理系に対し
てやっているという感じです。
（下野）�シミュレーションっていう概念
自体がけっこう難しいですよね。意外
に広がりがあるっていうことが今見え
てきてると思うんです。今日対談する
のを、これまで話したことから、どん
な話になるだろうっていうのを私もシ
ミュレーションしましたけど、なかな
かうまくいかなかった。
（一同）�（笑）。
（下野）�われわれの研究でお話をさせて
いただくとすると、いろんなシミュレー
ションというか、理論と現象の関係性っ
ていうのがあるんですけれども、脳の
中には、ニューロンっていう細胞が大

量にあるのがまず問題です。その一つ
一つのニューロンという素子の挙動を
表現する方程式、それ自体が研究にな
るんですけども、その素子が大量に集
まったらどんな挙動をするかっていう
ことは、うまく平均化できるというよ
うなことを前提としないと議論が長く
難しかった。これが、①の矢印ですよね。
それからさらに平均化を超えて踏み込
んだ研究が出てきて、非常にノンユニ
フォームになっているっていうことを
真面目に考えはじめると、今度は実験
データが足りていないとも気づきます。
知りたいことは「法則」であり、究極
的な理解であり、また情報の圧縮した
姿としての「解」です。こういったも
のを抜き出せたら、一歩は理解が進ん
だということで、まだデータが足りて
いないから、データに戻ってそれを取っ
ていくっていうことと、でも取るとき
には、常に何か、どういうかたちで話
がこれまでの抽象化された姿よりも改
良されてるのかっていうのを意識しな
がらデータを取っていってるっていう
のが、われわれのやっている研究の姿
のような気がします。
　高棹さんが描いてくださったスキー
ム図への別の見方として、①から②を
介してから③で戻すか、①からその逆
向きの矢印ですぐに現象（ａ）に戻すか、
のどちらに力点を置くかっていうので
研究のアプローチって多少個人差があ
るんですよね。つまり法則そして解を
抜き出したいっていうところでは、しっ
かりと何か抽象化した表現を持ちたい。
でも、もう一つの考え方は、何か現象
の見た目を再現できればいいじゃない
かっていう発想、あるいは自動化アル
ゴリズムに頼っても、予測性能が高け
ればいいという発想があります。その
前者寄りの人と後者寄りの人の間での、
ある種のイデオロギー的な視点の個人
差といいますか、そういったものも見
受けられる気がしますね。

（高棹）�なるほど、僕は本当②しかやっ
たことなくて。
（川中）�でも、高棹さんも一応現実の現
象を意識されてないわけじゃないです
よね。
（高棹）�ないわけじゃないです。ただ、
数学の観点だと、まず得られた法則、
方程式に解があるかっていうのは慎重
に検証しなきゃならない。先ほど出て
きたナビエ – ストークス方程式って、
ミレニアム懸賞問題になってますけど、
要はこの方程式が数学的に解けます
かっていうのが、未解決という大問題
があるわけで。
（中島）�いや、物理のセンスでいくと、
解がないということはないだろうって
いう（笑）。流せば流れるし、例えば、
初期条件に対してすごく敏感になると
か何か乱流になるとか、そういうこと
はあるだろうけど、解がないってこと
はないだろうと思うわけですよ。
（高棹）�例えばあるところで特殊な渦が
できて、その渦のスピードがある時刻
で無限大に発散しちゃうことがあるの
ではないかとか、そういう意味です。
（下野）�それは、特異点とかの話でしょ
うか？
（高棹）�そう思ってもいいかもしれませ
ん。
�
ミクロとマクロ
（下野）�その問題意識って、われわれも
かなり共有しているところがありまし
て、ミクロとマクロの関係性って、数
学を作るときに、イプシロン－デルタ
論法（注２）みたいな二つの大きさを用意
して、その間の相対関係から無限とか
そういったものを決めていくっていう、
ロジカルな構造っていうのはあります
よね。
（高棹）�ええ。
（下野）�そのときに発散してしまうって
いうのは、そのロジックの立て方の根
本のところの、ある種の抱えている難
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しさというか、そういったものなのか
なとも思ってまして、だから、われわ
れには素子としてはニューロンという
ものがあって、それらがインタラクショ
ンして、という見方は離散的ですけれ
ども、それを遠くから引いて見ると、
もうあたかも連続的に存在してるかの
ようなふうに見えて、活動が伝搬して
いるように見えると。それはある種の
連続化なんですけれども、よく見たら
素子としても離散は存在していて、じゃ
あ、どこからある種の連続領域と見れ
るのかっていう、その限界点みたいな
ところ、スケールっていうのは、ある
見方からすると、これは一番難しいと
いうか。
（高棹）�そういうのって、マルチスケー
ルとか呼んだりしますよね。人に話し
かけたら返事が返ってくるという現象
は、すごくマクロな視点ですけど、本
来だったら連続的に見れたほうがいい
わけですよね。でもそれってなかなか、
今のところは下野さんの専門のような
脳科学の分野と、心理学というものに
分かれてる。そこを何か連続的につな
がると面白いっていうのはありますよ
ね。
（下野）�そうですね。モチベーション
としてる背景は、その面白さに非常に
近いです。先ほどの無限の話をもう一
度、整理しておくと、ミクロからマク
ロを見てしまうと、ある意味、無限に
大きくなったサイズの姿で、見通しが
立てれなくなってしまって困るってい
う姿になって、逆に上から下を見ると、
もう１つ１つの点が小さすぎて見えな
くなってしまうような世界になってる、
という話でした。これは、われわれの
研究での計測の限界点ともリンクして
いるんですよね。様相をマクロに全部
測れれば、ある意味それは連続化して
見ていくことはできるんですけど、ど

うしてもミクロにも見たい。構造面で
はミクロとマクロ両方見る技術は、こ
れはすごく技術的なブレイクスルーで
もあるんですけど、少しずつ揃ってき
ている。
　ただ活動の部分は、時間的に変化し
ている。この対談をするためにでも、
脳はいろんな機能を果たしてるわけで
すけど、やっぱり時間的な側面ってい
うのが大事になっている。で、ネット
ワークとして配線されていても、それ
がどういうふうに使われるのか。時間
的に変化するのか、我々の用語でレパー
トリーっていいますけど、それがまた
大事で、その時間的な側面まで考えよ
うとしたときには、まだ計測技術で深
刻な難しさがあります。ミクロに見る
と計測領域が限定されますし、マクロ
に見ると一つ一つのグリッドサイズの
解像度の限界が今度は難しくなるって
いう、現在の計測法の限界が、ある意味、
理論的にも用意できるものの限界にダ
イレクトに影響してるっていうような
構図になっています。
（川中）�物理の世界でも、ミクロに追求
していこうっていう流れって、特に京
都だから、もう湯川、朝永あたりから
ずっと続いてるところあるんですけど
も、確かにその方向性は、京大は非常
に強くて、すごい優秀な方がいっぱい
います。私もだから実際学部時代は、
やっぱりそれこそが究極の物理だろう
みたいな感じで思ってて、ある意味も
ちろんそうかもなという気持ちは今
でもあるんだけども、どうやらミクロ
まで見ていってもわかんないことって
やっぱりある。例えば、重力多体系問
題っていうのは、たとえ素粒子の正体
がわかったからといって、そっちのこ
とは全然わかんないわけですよね。一
つ一つの法則はわかっても、じゃあ、
それがたくさん集まったときに何が見

えるか、それを人間がどう認識するかっ
ていうのは、結局マクロの話で見ない
と絶対にわかんないことで。さっきの
お話にもありましたけど、いかに抽象
化するか、いかに数式とかに落とすかっ
ていうのは、またミクロを追求するの
とは別のセンスが必要になりますよね。
（中島）�だから、物性物理のアンダーソ�
ン（注３）という人は、“More�is�different”、
たくさんあるっていうのは、もうちっ
ちゃい少数系とは全然違っているんだ
よっていうことを言っています。そう
いう多体系になると、統計物理といっ
て、いろんな統計的な性質で全体を見
る必要が出てくるときもあるし、相互
作用とかが入ってきたら、単体では出
てこないような色々な現象を創発した
り。材料とか物性系はまさにそういう
世界ですね。
（下野）�ちょっと踏み込むと、こういっ
た話っていうのは、ある意味、複雑系っ
て呼ばれた話で、もう 20 年前、30
年前からいわれてた話ですね。最近何
が違っているかといえば、本当にデー
タを取れるようになってきてるってい
うことです。いわゆるビッグデータっ
ていわれてますけれど、以前はデータ
が取れないっていうのを前提としたア
プローチっていうのはいっぱいされて
いたわけですけど、本当に取れるよう
になってきて、しかも現象と、いわゆる、
数理的な表現とのマッチアップ、ルー
プっていうものを本当に回せるような
時代になってきているっていうのが今
のような気がしますね。
（川中）�確かにそう。だからデータを取
れるようになったり、より詳細に見れ
るようになったっていうおかげで、人
間の頭のよさって、昔から今ではそん
なに変わんないと思うんだけども、ルー
プを回すのが早くなったっていうのは、
現実的な時間で、それこそ人間の一生
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のタイムスケールぐらいでできるよう
になった。ただ、短時間で実際に現象
を理解するとかの、知ることはできるっ
ていう側面はある一方で、ある程度、
装置なりコンピュータに任せるってい
うことで、ブラックボックス化してし
まうっていうとこありますよね。
（下野）�そうそう。
（川中）�例えば、シミュレーションって、
要するにもう基本原理は人間が与える
けれども、その先をちょっとコンピュー
タに任せると。そうしたときに答えを
出してくれますけども、その答えが本
当にちゃんとこっちの想定している現
象から出てきたものなのか、あるいは、
コンピュータの中でちょっとの誤差が
積もり積もって出てきてしまったもの
なのかっていうのは、すぐには区別つ
かない。

ディープラーニング
（下野）�応用側の立場からすれば予測が
できればいい。株式でも高精度に予測
できれば、それだけで目的を果たして
いるっていうような話になるので、そ
の間を求めなくてもいいって。ただ、
サイエンスとして現象や対象を強く意
識している立場からすると、そこに逆
に物足りなさを感じるっていうそのジ
レンマは、われわれの世代が、ある意
味で初めて味わっているかもしれない
ですね。私、囲碁がすごく好きで、囲
碁の世界のトップのプロが人工知能に
負けてしまいましたけど、あれも本当
に衝撃的でした。あんな複雑なことを
脳はしている、だから脳はすごいって
いうことを思っていて、脳を研究の対
象としてきたっていうところがありま
すが、ある意味それとは全く違うかた
ちで、勝つか負けるかっていうほうに
関しては、ブラックボックスが目的を
達成してしまったっていう。じゃあ、
それにどう向き合って生きていくの
かっていうのは、非常に根本的なとこ
ろで悩むことで、それは現象が何であっ
てもそうなんではないかなというのは
思うんですけど、どうなんですかね、
皆さん。
（中島）�物理はとりあえず数式に落とし
て頑張るところから始まる気がするの
ですが、今その話でいくと、もう結局
何か具体的な数式として書き下すとい
うことはできてなくて、インプットと
アウトプットしかないってことなんで
すよね？どういう式で書けているかわ
からないけど、複雑なことがブラック
ボックスの中で起きていて、関数はあ
るらしいけど、その関数の具体的な形
が我々にはわからないと。でも、その
関数はうまいこと構築されている、と

いう理解でいいのでしょうか？
（下野）�いや、先ほど多体系っていう話
がありましたけど、多要素っていうの
がある種の前提なんで、いっぱいデー
タを入れると。その結果として、答え
をシンプルに、イエスとノーであった
りとか、そういったかたちで出力して
くる訳ですが。データの入力と出力の
間をどういうふうにつなぐのか、この
つなぎ方を、抽象化した多レイヤーの
中での足す、引くという重みづけの計
算の中で表現をすると。でも、その計
算をどうするかっていう、どういうふ
うに情報圧縮していくかっていうのに
関しては、つまるところは最適化で、
答えからラーニングして、つなぎ方の
形を作って、それが未知のデータに対
してもちゃんと予測できるっていう理
屈ですね。
（高棹）�じゃあ基本的には、とにかく
いっぱいデータを食わせるって感じで
すかね？
（下野）�そうですね。ディープラーニン
グで驚かれている話の一つとしては、
聞かれたことがあるかもしれないです
が、データをいっぱい入れると、デー
タそのものが持ってるノイズっていう
のがありますから、それによって結局
精度っていうのは頭打ちになるってい
うのが、ある種の常識だったんですけ
れど、それを、なぜかデータをどんど
ん入れていっても、うまくいくと、エ
ラーを回避して精度が頭打ちせずに上
がっていってしまうっていう現象が見
えて、それもある種の現象的ブレイク
スルーって言われてますね。
（高棹）�それは面白いですね。ある意味、
生データ食わせるっていうのは良いこ
とだと思うんです。なぜかっていうと、
僕らの主観で、「これはノイズだ」と思っ
て消したのが実はノイズじゃなかった
かもしれないし、ディープラーニング
によってどこがノイズかを彼らが正確
に判断して、それでさらに精度が上がっ
たのかもしれない。
（中島）�ちょっとその図に戻るんですけ
ど、普通は物理現象があって、いろい
ろ実験した結果、こういう法則があるっ
て人間が考えるわけですよね。今の場
合だと、現象に対応するのは生データ
だと思って、生データがいっぱい入っ
てきて、何か関数っていうか法則みた
いなものをディープラーニングが見い
だすってことでいいんですか？ただし、
どういうかたちで見いだしたかは僕ら
にはわからないと、そういうことです
か？
（下野）�その理解で正しいと思います。
私はディープラーニングの様な方向を
掘り下げる専門家ではなくて、どちら

かというと、我々の理解できる法則っ
ていうものの表現をできる研究の姿っ
ていうのを求めています。現象って多
面的なんですよね。ある一側面だけを
見ると、モデリング、最適化っていう
ニューラルネットワークの問題で設定
できるんですけど、実際の脳の中では
細胞の種類がまた多様に内在的に存在
してますし、またそれが組み合わさっ
ての全体がいきなり作られてるわけで
なくて、ある種のレイヤーの構造がで
きたり、レイヤーの間でのスペシフィッ
クなつながり方とかっていうのがあっ
たり、さらに、活動の仕方でどういう
タイプのものが、どういうスペシフィッ
クなつながり方をしているのかって、
そういったビルドアップの中で全体の
機能を発現してると考えると、今あ
る知識から答えにいきなり向かってパ
フォーマンスを最適化されたとしても、
そのモデルに対して次に得られた実験
事実を、さらにどう組み込んだらよい
かに、常に困るだろうと思うんです。
でも、ちゃんとここは細胞が個々にあっ
て、こういう配置になって、あるつな
がり方は未知で、ある種のランダムさ
は仮定していたけど、いずれわかって
くれば具体化してゆける、っていう形
で表現できていれば、データが積み上
がっていく。またデータが出てくれば、
分からないところを埋めればいいとい
う形なら、ちゃんと積み上がっていく
ので、建設的に知識が現実に近づけて
いけるというストラテジーを、われわ
れは考えられている。ある側面だけを
見て最適化すると、一瞬ぼんってある
方向性では話が進むんですけど、それ
をじゃあ次のステップ、次のステップっ
ていうのを多面的な情報を積み上げる
ときには、どうしていくんだろうって
いうところが個人的に悩むところです。
　一方で、最適化っていうのは、それ
とは別に予測性能が上がればいいって
いう現象に対して使う。そういうので
いい問題ってあるんですね。例えば、
モデルの素材をたくさん用意して、適
切に入力して、現実に非常にうまく予
測するそれらの組み合わせ方として得
ようという様な問題。そういう問題に
は、ブラックボックス的なアルゴリズ
ムっていうのも結構使っていこうとし
てるというところはありますね。
（川中）�いや～、面白いって。私、人工
知能とはちょっと離れるんですけども、
要するに、基本原理はよくわかんない
けど、予測ができればいいってする立
場って、宇宙物理でも実はあるんです
ね。超新星爆発は星が一生を終えると
きに起こるんですが、タイプが二つあっ
て、一つは Ia 型超新星爆発っていうの
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と、もう一つは重力崩壊型超新星爆発。
で、Ia 型超新星爆発っていうのは、白
色矮星と呼ばれる太陽ぐらいの星が一
生を終えたあとに作る高密度天体があ
るんですけども、大きさが地球ぐらい
で温度は１万℃ぐらいっていう。何ら
かの機構で、こいつの質量が外からガ
スが降り積もることによって増えると、
核暴走反応が起こって爆発するってい
う現象なんですね。で、この Ia 型超新
星爆発って、もう宇宙のあちこちで結
構見つかってるんですけども、これの
特徴として、明るさが大体どの Ia 型超
新星爆発も同じだっていうのがあるん
ですね。明るさがどんな Ia 型超新星爆
発も同じだということは、それを見る
と、そこまでの距離が推定できるって
ことなんですね。見かけの明るさがこ
れぐらい。でも、実際の明るさはこれ
ぐらいのはずだから、この Ia 型超新星
爆発は、これぐらい離れてるはずだっ
ていうのが。そうすると、ある銀河の
中で Ia 型超新星爆発が起これば、その
銀河までの距離が推定できると。で、
いろんな銀河までの距離を推定するこ
とで、実は宇宙がどのように膨張して
るかっていうことがわかるわけなんで
すね。それを大規模にしていくことに
よって宇宙の膨張の歴史っていうのが
わかって、実は最近の宇宙は膨張速度
が加速してるっていうことが前世紀に
わかったんですね。これはノーベル物
理学賞を受賞するぐらい大きな発見な
んです。それまで宇宙膨張っていうの
は、どちらかというと減速してるんじゃ
ないかと思ってた人が多いんですけ
ど、むしろ膨張は加速しているという
ことがある。問題は、Ia 型超新星爆発
がいかにして実現するかっていうこと
は、実はまだわかってないんです。だ
から、それで言うと、本来ならば Ia 型

超新星爆発っていう現象がありますと。
で、それの法則を一旦見いだして、爆
発の様子っていうのを、①，②，③の
矢印をたどって現象に適用するってい
う、これが完成して初めてそれを道具
として使うっていうことがなされれば
一番理想なのかもしれないですけども、
すっ飛んでるわけですね、ここは。ど
ういう法則が絡み合って爆発するかっ
ていうのが完全にわかってない。
（中島）�じゃあ、シミュレーション上で
は爆発してくれないとか、そういうこ
とですか。
（川中）�シミュレーションで爆発してく
れないんです（笑）。だから、爆発させ
るようなシミュレーションっていうの
は、どこか本当にわかってないような
ところをつけ足したりしてるわけです
よね。観測を完全に再現するっていう
ことはできてないけど、何か予測はで
きるっていう話ですよね。だから、宇
宙がどのように膨張してるかっていう
ことは実際わかったわけなんです。こ
れはこうらしいぞっていうことで、宇
宙の進化だったり宇宙の現象っていう
のを予測する能力のある理論っていう
のは、それはそれで重要視されると。
一方で、宇宙の現象から何か法則を見
いだすっていうことも大事で、私はこっ
ちはすごい大事だなと思って、割とこっ
ちは力を入れてるとこではあるんです
けども、決して相反するものじゃ全然
なくって、協力していかなくちゃいけ
ない話ではありますよね。
（下野）�そうですね。

良い手を打つコンピューター
（中島）�僕の研究は、現象ａと現象ｂが
同じ方程式、同じモデルで書けるとい
うところからスタートするので、ディー
プラーニングで法則のアウトプットだ

けわかったとしてもそのままでは使え
なくて。だから、それを逆に使える方
法があれば面白いかなと。どうだろう、
例えば現象ａで実験から得られるデー
タというのは決まっているんですよ。
材料だったら材料の温度は絶対零度に
はできないとか、得られるデータやパ
ラメータの範囲が決まっている。現象
ｂについても同じで、それぞれについ
て実験でデータ取得が得意な範囲は決
まっている。だから（方程式の具体的
な形は分からないけど）現象ｂも同じ
方程式で書けると思って、現時点では
現象ａでは到達できないパラメータ領
域のデータを現象ｂで取って、それを
ディープラーニングにデータとして入
力してやって、もっと広い範囲を理解
するとか。でも、それはａとｂが同じ
物理で書けるというところが、また別
のことでわかってないといけないので
すが。うまく使えれば、それはいいん
ですけど。
（川中）�大体同じ数式で書けるっていう
のが仮定になってるわけですけども、
でも多分書けると思って、だから進め
る立場もある一方で、本当に全く同じ
く書けるのかっていうのを追求する立
場っていうのはあるわけですね。それっ
てディープラーニングでできるってこ
となんですか？
（下野）�そもそも対象がやっているのと
同じ様な数式として書けるということ
に、そんなに興味を持っていないとい
うか。だから、完全にもう対象がわか
らなくても、ブラックボックスで、最
終的には答えをちゃんと当てられれば
よいと。そもそも現象っていうのは、
ある意味二つに分かれてまして、イン
プットの現象と、答えを検証するアウ
トプットの現象がありますね。イン
プットの現象をデータとして入れたと
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きに結果的に出てくる答えは、ちゃん
とアウトプット側で用意されてる現象
のデータに合致してればいいっていう、
そういう発想なので、一義的には、こ
この間を結ぶ表現が人間の理解しやす
いようなかたちになってるかどうかと
いうのは問うていない。
（川中）�だから、やっぱりそこは人間が
やるとこなんですか。人間がアクセス
できるような法則を見つけないと、人
間にとっては理解したと言えないって
いうような気がするんですけどね。
（下野）�その理解したいという気持ちと
の葛藤ですよね。囲碁の例でも、世界
のトップ棋士が負けてしまったわけで
すね。そうすると、勝つという目的に
関しては、どんな人間もできないわけ
ですよね。そんな対象をわれわれが理
解できるのか？　それにも関連した話
題ですごく昔に悩んだことがあって、
それがある意味、今の研究のアプロー
チにもつながってるんです。どう悩ん
でいたかと言いますと、ある脳を対象
とするときには、その脳と同質の複雑
性を持ったものしか個々の自分は持っ
ていないわけですよね。その同質の複
雑性しか持ってないのに、研究対象と
しての脳の現象を完全に理解できる
かっていうと、そもそも論理矛盾して
るんですね。じゃあ、そのためにはど
うすればいいかっていうと、１人では
難しくて、みんなでその部分の知識を
持ち寄って、それをうまく組み上げる
ことによって、何とかその完全な理解、
よりいい理解に近寄っていけるってい
うアプローチができるんではないかっ
ていうのを昔思っていて、今は、まさ
にインフォマティクスっていう言葉が
存在していて、ある意味、そういうア
プローチで研究は進んでいっているん
ですね。
（高棹）�理解したいってなってくると、
数学だと割と方程式をシンプルにし
ちゃうんですよね。例えば化学の反応
に関する式が数十本、数百本とかあっ
たとして、「本質的なのはこれだ！」み
たいのを選んで、実は３本の連立式で
大体の雰囲気はわかるみたいな。もち
ろん誤差はどっと出てくるんだろうけ
ど、「これが大事だ」っていうのを選ぶっ
ていうのが、それがある意味で理解す
るというものの一つなのかなって。
（川中）�物理もそういうとこはあります
ね。だから、本当にいろんなすべての
効果を考えようと思ったら、方程式も
むちゃくちゃ長くなったり、何本も持っ

てきたり連立させなくちゃいけなかっ
たりするんだけど、「要はこれとこれで
しょ？」みたいなのをピックアップす
るっていうところに物理のセンスって
いうのが出てくるわけですよね。物理
のセンスっていうか人間のセンスです
よね。だから、そこを人工知能とかは
できんのかなというのは（笑）、ずっと
前から思って、実は本質を見抜くって
いうのも、本質っていうのは人間の感
情が決めるもんであって…。
（下野）�それを囲碁ではやってるんです
よ。今、最強とされるソフトウェアは、
本当にすごく良い手を打つんですよ。
これまでの棋譜という表現型では、人
のセンス的なものが、もう囲碁では感
じられてきている。
（川中）�確かに、それも不思議なんです
よね。だから、そのセンスって誰が与
えたんだとか、どうやって育ったもの
なんだって。私、将棋好きなんですけど、
将棋ももうプロ棋士はソフトに勝てな
いんですよね。だから、いい手ってど
うやって…？
（下野）�目的がはっきりしてるんです。
勝つか負けるかなんですよ。だから、
勝ちやすいほうのルートを選んでいく。
目的自体は単純ですが、勝ちやすい方
向に常に手を選んでいくっていうとき
に、その途中の部分で出てくる手とい
うのは、パッとみた瞬間、人の目には、
それまでの文脈上は非常に不可思議で
あるものがあって、その後、20手と
か経つと活きてくる。それは、ある種
のセンスだって感じるわけなんです。
（中島）�じゃあ例えば、人間が物理的な
センスで「これが本質だろう」と思っ
て見いだすということとディープラー
ニングがやってることって同じなんで
すか？物理現象というモデルとして。
（下野）�同じ側面もあるとは思います。
例えば京大だと将棋の羽生さんと山中
伸弥先生が対談されたりとか、いろん
なものが出ていると思うんですが、違
いがあるところとして一つ挙げるとす
れば多面的である部分。将棋とか囲碁っ
て、勝つとか負けるかっていうところ
で、ある意味で目的がはっきりしてる。
でも、サイエンスとか文化的活動にとっ
ての勝つ負ける、っていったい何なの
かとか、っていうのを表現し始めたと
きに、いろんな多面性があるわけです
よね。どういう軸で自分のアイデンティ
ティが表現されていくのかっていうの
は、人間社会やサイエンスでは非常に
多面的なんですよね。

（中島）�じゃあ、人間の、例えば感情と
か意識みたいなものは、もう多面的す
ぎて、とりあえずシミュレーションは
まだしばらく無理ってことですか。せっ
かくなので聞かせてください。
（下野）�いや、残念ながら、私はそれに
お答えをしきれないです。それは研究
者によってまちまちで、ある意味で研
究者の信条の部分もかかわりますよね。
そこが大事な問題であるだけに、そこ
に直進的にいきたいという人もあれば、
大事であるからこそ、むしろここを積
み上げに時間が長くかかっても、長期
的な視点でそこに到達するのがよしと
いう人もいれば、そもそもそこからず
れたところに見ている人もいれば、人
それぞれですね。
（川中）�思うのは、現象を予測するやり
方なり、人間が納得する法則を見つけ
るとかいう方針なりは決して相対する
ものではなくて、ちゃんと両輪でやん
ないと本当にこの世界を理解すること
はできないなっていうのは、これ常々
思ってることなんですね。だから、よ
くシミュレーションという手法に対す
る批判だったり、でも、実験ではこん
なことわかんないじゃないかって言い
合ってる人っていうのは見かけるんだ
けども、私のいる業界からすると全然
おかしくって、その実験、理論、シミュ
レーション三位一体で現象に向かって
アプローチしないと、わかんないじゃ
ないっていうのは常々思ってることな
んですね。
（下野）�だから集合知みたいなものが建
設的に組み上がっていくような研究を
含む社会の姿みたいなのが、シミュレー
ションなり、“次のかたちの理解 ”って
いうものの姿なりをどれぐらい花開か
せるのか、っていうのを左右するよう
な気がしています。
（高棹）�そういう意味では、僕も他の分
野の人と、どんどん関わりを持たなきゃ
なって思いますが、幸いなことに僕ら
には白眉センターって場所があるわけ
ですね。
（川中）�割と自分のやってることを客観
的に見れるようになったっていうのは、
白眉入って思ったことですね。このサ
イクルに限らないですけど、いろんな
研究という、こういう図式ですね。そ
の中のどこを担ってるのかっていうの
を、改めて認識した気はしますね、白
眉入ってから。
（高棹）�じゃあ、今日はこのへんで。あ
りがとうございました。

注１：笠原�晧司著　「数理科学ライブラリー　微分方程式の基礎」(朝倉書店 )
注２：数学において、極限を議論するための論法。
注３：Philip�Warren�Anderson：アメリカの物理学者。1977年ノーベル物理学賞受賞。
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