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いう価値があるかというのを考えて、これから学

ぶというそのターゲットを考えて欲しいのですけ

れども、そのためにリチャード・ファインマンと

いう有名な物理学者をご紹介します。ノーベル賞

も取っていますし、今流行りの量子コンピュータ

というものの提案者の一人でもあります。この人

の「The Value of Science」という講演、その中

からちょっと引いていきたいと思います。ちなみ

にこのファインマンさんという人は、非常に面白

いエッセイの書き手で、皆さんの人生の導になる

ようなことをたくさん書いていただいています。

『ご冗談でしょう、ファインマンさん』とか、あ

るいは『困ります、ファインマンさん』とか。こ

ういう本はすぐに手に入りますので、ぜひ読ん

でいただきたいと思います。この「The Value of 

Science」という非常に有名な講演の中で、ファ

インマンさんは、科学は３つの大きな価値を持つ

と言っています。一つ目は、「世の中の役に立つ」。

二つ目は「知的な喜び」。三つ目は「未知（無知）

や定説との格闘の経験」というものであります。

これに沿ってお話をさせていただきます。ちなみ

にこの講演の前置きで、ファインマンさんはこん

なことを仰っています。日本語に訳すと、「科学

者が科学じゃないことをしゃべる時は、隣のおっ

さんが話しているのと大して変わりがないよ」と。

今日のお話もそういうことなので、気楽に聞いて

いただきたいと思います。

［スライド 4］さて、「科学は世の中の役に立つ」

ということは、これは世間から広く認められてい

る科学の価値です。東北大学の業績も、たくさん

テレビや新聞で報道されます。報道をよく聞いて

いると、必ず「○○への応用が期待される」とい

うのが付いています。でも、これは世の中の役に

立つということなのですけれども、すぐ身近に役

に立つ、あるいはお金儲けになるということでは

時代における教養の役割」の話題提供をいただき

たいと思います。最初は情報科学研究科の徳山豪

先生に「学ぶということと教わるということの違

い」というタイトルでお話しいただきます。

徳山：今日は「学ぶということと教わるというこ

との違い」という題で、15 分ほどお話しさせて

いただきます［スライド 1］。

まず自己紹介をさせていただきます。［スライ

ド 2］。「とくやま　たけし」と読みます。大学入

学が昭和 50 年なのでだいぶ前ですね。大学生活っ

ていうのはつらいこともあったはずなのですけれ

ども、今思い出すととても楽しかったです。皆さ

んも楽しい学生生活を送っていただければと思い

ます。これは私の学生時代の写真ですけれども、

学ぶことも大切ですけれども、サークル―私の場

合囲碁部ですけれど―に熱中していて、よく遊ん

でいました。写真に写っているということは、必

ずしも囲碁が一番強かったわけじゃないのですけ

れども、ビジュアルが一番いい囲碁の学生だった

ということだと思います。

さて、数学で博士号を取ってから、私は企業に

行っています。IBM の東京基礎研究所というと

ころでコンピュータサイエンスに専門を転向し

て、その後で東北大学に来て、教授になっていま

す。時代の流れで今はデータ科学とか AI にも関

わっているので、今日のテーマでお話をさせてい

ただきたいと思います。

［スライド 3］さて、皆さん大学に入って学問

を学ぶ。学問っていうのは何らかの科学を学んで

いるのだと思ってください。じゃあ科学にはどう

セミナー　話題提供 1
学ぶということと教わるというこ
との違い
―人工知能は独創性を持てるか―

徳山　 豪
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ありません。「期待される」という言葉からもわ

かりますよね。一方で、ファインマンさんはユダ

ヤ系のアメリカ人で、物理学者だったので、マン

ハッタン計画、つまり原爆を作る計画にも深く関

わっています。そこでやはり広島や長崎を見て、

彼はいろいろと反省しているところがあります。

エッセイの中で、彼がハワイのお寺でお坊さんか

ら学んだ言葉を書いています。非常に印象に残る

言葉です。「人はみな極楽の門の鍵を与えられて

いるが、その同じ鍵は地獄の門をも開く」。これ

は学問だけではなくて、人生全てなのですけれど

も、こういうことは非常に大切な教えだと思いま

す。

［スライド 5］実際、科学というのは社会の変革、

あるいは文明の発達には必要不可欠なものです。

（このスライドには）いろいろと文明、文化の発

展を支えた科学や道具がありますね。そして現在

は第四次産業革命と言われています。今日のお題

の人工知能、つまり AI がその第四次産業革命を

推進しています。大域的・長期的には、科学は生

活を向上させてきた、これは疑いのない事実です。

一方で、便利な生活に一度変わったものは後戻り

できません。アーミッシュといって、今でも米国

の一部ですら、電気もガスも使わないような生活

をしている人々もいます。でも、多くの皆さんは

こういう生活には戻ることはできないと思いま

す。一方で、地獄の門、極楽の門と言いますけれ

ども、どの発展も全ての人の幸福は保証しないと

いうのは、歴史の示す事実です。極端な例で、例

えば大航海時代には航海術の発展で、大西洋やイ

ンド航路を渡れるようになったのですけれども、

ヨーロッパにとっては大きなプラスはありました

が、例えばインカ帝国とかアステカとか、そうい

うところの文明は滅んでしまう。あるいは、アフ

リカやアジアの人たちは、植民地政策とかそうい

う辛い目に遭っているわけです。そういう事情で

すから、長い歴史の過程で、その科学が本当に役

に立ったかどうかというのは、証明されていくも

のだと思っています。

［スライド 6］さて、私自身も実は企業にいた

ので、役に立つということは昔からの私の旗印で

す。これは若い頃の私の写真ですけれども、役に

立つ数学の分野というのが私のメッセージになっ

ていますね。でも、これも必ずしもすぐお金儲け

になるというわけではないのです。この記事の中

にちょっと書いてあるのですけれども、この当時

の夢は「自分の作ったアルゴリズムが、その電子

頭脳の中枢部に入っていて、製作者の友人として

鉄腕アトムの誕生に立ち会うこと」でした。私は、

メカはダメなので、自分で作るとは言いませんけ

れども、このような夢に貢献したい。これはまだ

できてはいないのですけれども、こういうのが私

の考える役に立つということだと思っています。

［スライド 7］一方で二つ目のメッセージは「知

的な喜び」の価値です。ファインマンさんの言い

かただと、こういう言葉があります。「知れば知

るほど、より深く素晴らしい謎が生じて、さら

に深く洞察するように魅惑される」。これが科学

です。そして、「科学のおかげで、古来の詩人や

夢想家たちの想像を無限に超えて、素敵で不思議

な様々のことを想像することができます」。例え

ば、昔々は大きな亀の背中の上に地球が乗ってい

る、世界が乗っているというようなそういうモデ

ルだったのですけれども、今は当然、皆さん宇宙

の成り立ち、あるいは物質が分子や原子や、さら

にはもっと量子というものでできていると、そう

いうことを知っていますよね。そういうモデルと

知識の中では、昔の人が全然考えられなかったよ

うないろいろなことが想像できるわけです。その

方がもちろん素敵で、我々にとっては、本当に知

教養教育特別セミナーの記録　話題提供 1「学ぶということと教わるということの違い」　　1.1



－　　－6

学者なので数学の話になるのですけれども、ハ

レー彗星の出現の予測のために、ニュートンが弟

子のハレーから相談を受けてやったことは、その

モデルを作る、今でいうニュートン力学を作って、

そのモデルに沿って軌道を計算する新しい道具と

して、微積分を開発するということでした。その

成果を彼は『プリンキピア』という本に書いたの

ですけれども、これがその後の科学にどれぐらい

大きな影響を与えたかっていうのは、皆さんも分

かると思います。その 100 年後ぐらいに、今度は

望遠鏡とかが進歩したので、ケレスという小惑星

が見えるようになります。その予測はもっと難し

くて、ガウスというこれも有名な数学者が成功し

て、一冊の本を書くのですけれども、そこで出て

きたのが今でいう統計学で、ビッグデータや AI

につながっていくわけです。そういう夢は、今も

追い続けられていて、探査機のドーンがケレスに

到達したのがつい 3 年前。イトカワを探索したハ

ヤブサが帰ってきて、今ハヤブサⅡというのが

リュウグウっていう小惑星に行って、今年着くと

思います。これには東北大学のいろいろな技術や

成果も積まれているものです。こういう大きな謎

や課題へのチャレンジが歴史に残る実学を生みま

す。実際ニュートンとガウスの二人は、直接はお

金には関係しないのですけれども、ちゃんとお金

の紙幣になっていますね。

［スライド 10］もうひとつの価値は「未知（無知）

や定説との格闘の経験」です。定説や慣習や常套、

こういうものに従っていては、あまり良い研究は

できないと思います。そういうのを打ち破って進

歩があって、感動があります。コペルニクスやガ

リレオ、ダーウィン、パスツール、カントール、

アインシュタイン。こういう人たちは全てそうい

う人たちですよね。もちろん自然科学だけではな

くて、芸術とか思想とか、社会とか、産業とか。

れば知るほど、更にたくさん謎が出てくる。これ

が科学だと思っています。これは喜びなのですけ

れども、社会的な価値もたくさんあります。

［スライド 8］知的な探究は人間の喜びであり、

面白い。それが大きな価値を生みます。世の中に

は色々な神秘があります。物質、宇宙・地球、生

命、意識・魂、脳・知能、数理、感覚。あなた方

は面白いと思えば、このようなテーマじゃなくて

もどんなテーマでもいいのですけれども、何か面

白い科学を見つけて、それを学んでほしいと思っ

ています。科学はこれらの神秘を追い求めて、新

しい世界や社会を創っていきます。

人工知能も、応用面が非常に注目されますけれ

ども、私が一番重要だと考えるのは知能に関する

神秘の解明です。

いったい脳や人間というのがどういう仕組みで

ものを考えているのか、どうやっていろいろな知

恵を生み出していくのかというのは、これは大き

な神秘です。今世の中でいわれる深層学習という

人工知能のシステムは、その人間の脳を模倣した

ものなのですけれども、非常に簡潔なシステムに

よって、かなりのことができるということが分

かってきた。これはこの、脳や知能の神秘への非

常に大きな前進だと思います。そしてさらに、そ

の AI を道具にして、多くの神秘の解明に、進歩

が期待されています。でも、こういう神秘に魅惑

されて、それを探求するのは、しかし AI じゃな

くて人間だと私は思っています。

［スライド 9］そういう知的な探求というもの

が、どういうふうに、社会のために役立つという

第一の価値に帰ってくるか、ということをお話し

しましょう。例えば天文学というのは人間の夢で

す。実用性もありますけれども、そういう夢のよ

うなものが、どういうふうに社会に役立ってきた

かというのをちょっとだけお話しします。私は数

1.1　　教養教育特別セミナーの記録　話題提供 1「学ぶということと教わるということの違い」
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IT を使っています。AI もその延長だと思ってく

ださい。だから、AI と競うのではなくて、AI を

駆使して、人間の叡智を高める、それが今の時代

だと思います。実際、様々な課題で、AI は、客

観的な判断を与えて、知見を提示する独創性を持

つこと、それはできます。だけど、疑問を持って

質問をして、問題を見出して、未来を切り開くの

は人間だと思います。我々は AI の能力を理解し

て、利用して、積極的に活用する。将棋で今ブレ

イクしている藤井六段はこうやって AI の将棋ソ

フトを使っていますよね。将棋の棋士は職業がな

くなるどころじゃなくて、大ブレイクしています

よね。皆さんも、AI を積極的に、自在に使って

ください。でも、それに依存してはダメです。も

ちろん、スマホに依存しているようでは問題外で

す。

［ ス ラ イ ド 12］ さ て そ こ で、The Value of 

Science の結語はこういう言葉です。これは、私

の教員としての座右の銘になっています。英語

で話しましょうね。「It is our responsibility as 

scientists, knowing the great progress and great 

value of a satisfactory philosophy of ignorance, 

the great progress that is the fruit of freedom of 

thought, to proclaim the value of this freedom, 

to teach how doubt is not to be feared but 

welcomed and discussed, and to demand this 

freedom as our duty to all coming generations.」

これはもともと Academy of Science での講演

ですから、我々教員や科学者にとっての座右の銘

です。学生さんにとってはもうちょっと分かりや

すいのがあるので、それを示して講演を終わりま

す。「Learn from yesterday, live for today, hope 

for tomorrow. The important thing is not to stop 

questioning.」。これはアインシュタインの非常に

有名な言葉です。どうもありがとうございました。

そして人生一般でそうだと思います。そこで大切

なのは、教わるというのではなく「学ぶ」ことで

す。つまり、疑問を持って議論をして、競って闘っ

て、協力して成長するということが大切だと思い

ます。

実際 AI でも、昔の AI はナレッジベースといっ

て、知識を色々教えこんで、どうにかして知能を

確立しようとしていたのですけれども、それはう

まくいかなかった。今の AI における機械学習と

いうのは、自ら学んで試して、競争して協力して

成長する。この人間的なモデルをそのまま AI で

の学習に生かしています。だけど、AI というの

は目的を与えると非常に上手く達成するのですけ

れども、そういう目的を見出す好奇心や疑問は今

のところ持たないと思います。だから AI のやっ

ていることは「学ぶ」というより、私の言い方だ

と「習う」に近いと思います。さて、こういうふ

うに自ら試す、あるいは疑うということは、AI

のみならず人間にも非常に大切だと思います。教

養と経験が、好奇心と広い視野や、折れない心を

育てると思います。特に人間というのは、群れる

生物です。その中で魅力を発揮して、その中で進

歩をします。だから意見を述べられる人、話をし

て面白い人、話をしに訪れたい人になってほしい

と思います。そのためには教養を育んで、共に自

由に楽しく話せる人脈を作ってください。

［スライド 11］AI について、「AI は知的な職

を奪うのか？」とよく言われます。私の趣味の囲

碁では、AlphaGo というのが知的ゲームの頂点

で人間を凌駕して、驚くほどのクリエイティビ

ティ、独創性と創造性を示しました。知人のプロ

棋士もずいぶん心配して、彼らの職業がなくなる

のではないかと心配したようです。だけど、今

の世の中で、AI と言わないで IT と広く言うと、

知的な生活や業務にはすでに必須で、全ての人が

教養教育特別セミナーの記録　話題提供 1「学ぶということと教わるということの違い」　　1.1
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ていただきますので、メモにでも取っておいてい

ただいて、一旦は降壇していただきます。ありが

とうございました。

（拍手）

司会（宮岡）：徳山先生、興味深いお話、どうも

ありがとうございました。皆さん、ご質問とかあ

るかと思いますけれども、後ほどまとめて質問し

1.1　　教養教育特別セミナーの記録　話題提供 1「学ぶということと教わるということの違い」
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学ぶということと教わるということの違い
―人工知能は独創性を持てるか―

徳山 豪

東北大学大学院情報科学研究科

「科学の価値」と学び

講演の前置き
I believe that a scientist looking into at nonscientific 

problems is just as dumb as the next guy. 

リチャード ファインマン
• 1965年、量子電磁力学への貢献で、
ノーベル物理学賞 (J. S. Schwinger, 
朝永振一郎と共同）

• 量子コンピュータの提唱者の一人
• 彼のエッセイは「必読の面白さ」

科学は3つの大きな価値を持つ
• 「世の中の役に立つ」
• 「知的な喜び（intellectual enjoyment)」
• 「未知（無知）や定説との格闘の経験」

Richard Feynman, “The value of science”
（アメリカ科学アカデミーでの1955年の講演)

科学は社会を変革する
人間の文化文明
• 狩猟、農耕、工業、交易
• 言語、文字、書物
• 馬、舟、馬車、帆船
• 石器、木工、土器、金属
• 棒、刀槍、弓矢、鉄砲
• 糸・針、布、綿花、織機

• 科学技術の発展が、文化文明の発展を支える
• 今、人工知能(ＡＩ）が第四次産業革命を推進する

• 大域的・長期的には、科学は生活を向上させてきた
• 「便利な生活」は後戻りできない
• どの発展も 「すべての人の幸福」は保証しない

学生生活はつらいこともあったはずですが、

今思い出すと、とても楽しかったです……….

自己紹介

• 徳山 豪 （とくやま たけし）

• １９７５年（昭和５０年）大学入学

• 数学（代数学）で博士号を取る

• IBM東京基礎研究所（１９８６－９９）

• 専門をコンピュータサイエンスに転向

• 東北大学情報科学研究科教授 （１９９９－）

• 時代の流れで、データ科学やAIに関わる 表紙と記事を合成
良く遊び、良く学べ

懐かしき学生時代の日々

ファインマンのメッセージ： 科学は世の中の役に立つ

•世間から広く認められている科学の価値である
•報道では必ず「○○への応用が期待される」が付く

•すぐに身近に役立つということではない
•人はみな極楽の門の鍵を与えられているが、その同じ鍵は
地獄の門をも開く

• To every man is given the key to the gates of heaven; the same 
key opens the gates of hell

•ハワイの仏教寺院でファインマンが僧侶から教えられた言葉

リクルート
カレッジマネジメント誌
「若き学者たちの研究録」

1995年
IBM東京基礎研究所で

徳山さんの夢が語られている。
「筆者の夢は、自分の作った
アルゴリズムがその電子頭脳
の中枢部にはいっていて、製
作者の友人として鉄腕アトム
の誕生に立ち会うこと」

［スライド 1］ ［スライド 2］

［スライド 3］ ［スライド 4］

［スライド 5］ ［スライド 6］
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ファインマンのメッセージ： 「知的な喜び」の価値

• 知れば知るほど、より深く素晴らしい謎が生じて、さらに深く
洞察するように魅惑される

With more knowledge comes a deeper, more wonderful 
mystery, luring one on to penetrate deeper still.

•科学のおかげで、古来の詩人や夢想家たちの想像を無限に
超えて、素敵で不思議な様々の事を想像することができる

We have been led to imagine all sorts of things infinitely more 
marvelous than the imaginings of poets and dreamers of the past.

神秘の探究は科学を創出し、社会を変える

 ニュートン(1642-1727)の微積分と力学
 ハレー彗星の出現1682)と予測

 再現：1758-9,1835,1910,1986,2061

 数理による自然の解明を開拓

 自然哲学の数学的原理(1687)

 ガウス(1777-1855)による統計学
 小惑星ケレスの予測 （1801）
 統計分析の原理：天体運行論(1809）
 夢は追い続けられる

 探査機ドーン ケレスへ(2007-2015)
 ハヤブサがイトカワから帰還（2010）
 ハヤブサＩＩ リュウグウへ出発(2014) 今年到着予定

 大きな謎や課題へのチャレンジが歴史に残る実学を生む

人工知能の独創性： AIは知的な職を奪うか？
• AlphaGoの衝撃

•知的ゲームの頂点で人間を凌駕
•人工知能が人間を凌ぐ創造性と独創性を示す

• 棋士という職業は無くなるか？

• ITは知的な生活や業務には既に必須
•大学の研究者も日常的に情報技術を活用する

• 研究検索、スカイプ会議、クラウド共有・データ公開、実験装置、シミュレーション

• 「AIと競う」のではなく「AIを駆使して人間の叡智を高める」時代
•様々な課題で、AIは客観的判断を与え、知見を提示する独創性を持てる
•疑問を持ち、質問し、問題を見出し、未来を切り開くのは人間である
• AIの能力を理解し、利用し、積極的に活用する

• 将棋では、藤井四段（六段）がAIを研究に活用して大活躍
• スマホに依存しているようではダメです

科学の与える「知的な喜び」

•知的な探究は人間の喜びであり、面白い。それが大きな価値を生む
• 物質の神秘 （物理、化学、電磁気、薬学）

• 宇宙と地球の神秘 （天文、地学、環境科学）

• 生命の神秘 （生物学、医学、生命科学、農学）

• 意識と魂の神秘 （哲学、神学、心理学）

• 脳と知能の神秘 （脳科学、情報科学、ロボット工学）

• 数理の神秘 （数学、数理科学）

• 感覚の神秘 （芸術、文学、認知科学）

• 面白いと感じて熱中できれば、どんなテーマでもよい
•科学はこれらの神秘を追い求め、新しい世界や社会を創った
•人工知能（AI)： 脳と知能の神秘への「簡潔なシステム実現による前進」

• さらに、AIを道具として、多くの神秘の解明に進歩が期待される
•神秘に魅惑され、それを探究するのは人間である

未知（無知）や定説との格闘の経験
•定説や慣習や常套を打ち破って進歩があり、感動がある

• コペルニクス、ガリレオ、ダーウィン、パスツール、カントール、アインシュタイン
• Without sciences, democracy is impossible (Bertrand Russel)
• 自然科学だけではなく、芸術、思想、社会、産業そして人生でもそうである

•教わるのではなく「学ぶ」。疑問を持ち、議論し、競い、闘い、協力して成長する
• AIに「知識を教える」システムには限界があった
• 今のAIにおける機械学習は、「自ら学び、試し、競争・協力して成長する」
• でも、AIは好奇心や疑問は（今のところ）もたない

•教養と経験が、好奇心と広い視野、折れない心を育てる
•人間は群れの中で魅力を発揮し、群れの中で進歩する

• 「意見を述べられる人」「話をして面白い人」「話をしに訪れたい人」になろう
• 若い間に教養を育み、共に自由に楽しく話せる人脈を作ろう

Value of Science の結語： 教員としての座右の銘
It is our responsibility as scientists,

knowing the great progress and great value of 
a satisfactory philosophy of ignorance, 

the great progress that is the fruit of freedom of thought,
to proclaim the value of this freedom, to teach

how doubt is not to be feared but welcomed and discussed, 
and to demand this freedom 

as our duty to all coming generations.

［スライド 7］ ［スライド 8］

［スライド 9］ ［スライド 10］

［スライド 11］ ［スライド 12］
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