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しもそれだけじゃない。カリ
スマ的な I Tエンジニアに、
その生産性・創造性を支え
る発想や習慣を聞いた。

26年ぶりとなる
2万4000円台に

15年4月

ITバブル以来、15年
ぶりの2万円台回復

転換期を迎えた上昇相場

─日経平均株価の推移 ─

2008年1月以来、5年4カ月
ぶりに1万5000円台回復

今
年2月︒日本の株式市場は
荒波にのみ込まれた︒米国

金利の上昇で﹁適温相場﹂の終わ
りが意識され︑世界的に株価が急
落したのだ︒
適温相場とは︑景気が回復する
一方で金融緩和は継続され︑相場
が緩やかに上昇すると誰もが期待
きた日本の株式市場は︑米国市場

する状態︒5年を超えて上昇して
と同様の適温相場だった︒
これまでも株価急落のたびに上
昇相場の継続が危ぶまれてきた︒
2013年5月のバーナンキショ
ック︵米国が量的緩和縮小を示唆
し金融市場が動揺︶や 年8月の
チャイナショック︵人民元切り下
げで中国経済が不安視される︶が
そうである︒それでも市場は悪材
料をこなし再び上昇に転じた︒
ただ今回は様相が異なるかもし
れない︒実体経済や株・債券・為
替の各市場に大きな影響を与える
米国金利が上昇しているからだ︒
変動が大きくなる荒波相場の中
でも負けない投資術はある︒先を
読んで︑銘柄や商品を選んだり投
資優遇制度を活用したりすれば︑
すべ

投資のプロでなくてもリターンを
得られるはずだ︒その術を ㌻以
26
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特別対談 佐藤 優×新井紀子

今
教科書が読めない子ども

研究所教授の新井紀子氏の

回から数学者で国立情報学
に﹁意味理解︵読解力︶
﹂に 限 界

能性が高く︑またＡＩには原理的

力が代替される時代が到来する可

に到来するＡＩ時代に大量の失業

が身に付けていなければ︑近未来

不得意とする読解力を多くの人々

の驚くべき実態を報告し︑ＡＩが

の議事録︵2016年 月︶を読

年 展 望 と 改 革 タ ス ク フ ォ ー ス﹂

れる内閣府の諮問会議﹁2030

たんです︒先生が委員をしておら

は︑実はこの本が最初ではなかっ

たち﹄を精読していく︒

﹃ＡＩ
があるため︑巷間期待されている
者が生まれる危険性があることに
第1回は特別編として︑新井氏
師などをしていますが︑本来の専

は元外交官で︑今は作家や大学教

ての話がとても興味深かった︒私

んで驚いたんです︒土星人につい

との対談をお届けする︒対談はＡ
門は神学です︒土星人の話は神学

齊藤元章委員（２０１７年 月に

る〉と指摘したスパコン研究者の

来し、革命的な社会の変化が訪れ

〈近未来にシンギュラリティが到

識者に求める会議。第１回会議で、

日本社会を改革するための知恵を

ーが細る一方、ストックは豊かな

化の両立を実現するために、フロ

年を展望し、経済成長と財政健全

フォース」は文字どおり２０３０

「２０３０年 展望と改革タスク

者としての私の琴線に触れました︒

の話へと及んだ︒
佐藤 私が新井先生に注目したの

Ｉ や 読 解 力 か ら︑
﹁数 学 と 神 様﹂

警鐘を鳴らしている︒

ように︑人間の能力を上回る汎用
型のＡＩが完成したり︑シンギュ

新井氏は﹁東ロボくん﹂の愛称
で耳目を集めたＡＩ
︵人工知能︶
プ

本書の後半では︑新井氏らが開

ラリティが到来したりすることは

発したリーディングスキルテスト

ロジェクト﹁ロボットは東大に入
トップランナーだ︒本書の前半で

ありえないと断言している︒

は︑東ロボくん開発の成果を基に
︵ＲＳＴ︶を使った調査で判明し

れるか﹂を主導した︑ＡＩ研究の

ＡＩ研究の実態を詳しく解明し︑
た中高校生の教科書読解力の欠如

とができると主張したのがルター

か物事は判断できないと主張しま

がよい﹂ので︑あそこまではおっ

ほかの委員のみなさんは﹁お行儀

る人はカルバン派と親和的なんで

ー派に似ていて︑公理系を尊重す

るんだ﹂と︒

の中にも︑私と波長が合う人がい

録を読んで﹁ＡＩをやっている人

カネを使うな︑国民の税金を使う

の勝手です︒だけど︑それに国の

いうロマンを追求するのはその人

ません︒だから︑土星人を探すと

な主観主義とナチズムが結び付き

キリストの人性と神性をめぐって︑

聞いたり︑関連本を読んだりして︑

私はＡＩをやっている人の話を

る最も基本的な仮定のことです︒

き出すための前提として導入され

です︒公理とは︑ほかの命題を導

ユングは錬金術を心理操作だと看

必ず実験室で作ることなんですよ︒

と思っています︒錬金術の特徴は︑

私は︑ＡＩ教は現代の錬金術だ

なということです︒

無限と有限の関係についての大論

公理系をどう考えているのかと疑

でも︑
公理が真かどうかは︑
数学の

ました︒

争があったんです︒無限とか宇宙

問に思っていました︒それで議事

から︑手段は公理と論理だけなん

新井 私は数学基礎論が専門です

に土星人がいないことは証明でき

﹁これだ﹂と思ったんです︒確か

それで︑この本を読んだときに

思っていたんです︒

非常に恐ろしい宗教が出てきたと

ばん悪い︒今︑
﹁ＡＩ教﹂という

るような宗教もどきのものがいち

ら︑科学の装いでユートピアを語

けないという禁止命令です︒だか

人間の作った偶像を崇拝してはい

なのは︑神以外のもの︑すなわち

佐藤 キリスト教で原理的に重要

んですよ︒

何もかも一緒くたになってしまう

も新興宗教も自己啓発セミナーも

をあいまいにすると︑キリスト教

新井 そうなんです︒結局︑そこ

隣接しています︒

ます︒特に数学基礎論は︑神学と

に﹁数学をやれ﹂と強く言ってい

係します︒私は神学部の学生たち

佐藤 この問題はすごく神学と関

方をすると論理ゲームでしかない︒

内部では議論できない︒別の言い

し、土星人がいるかもしれないと

今証明できるわけではない。しか

シンギュラリティが来ないことを

ことが証明されていないように、

うのと同じ。土星に生命がいない

に生命がいるかもしれない』とい

るかもしれないというのは『土星

新井氏は「シンギュラリティが来

拘置所に収監中）の発言に対し、

詐欺容疑で逮捕・起訴され、東京

12

近未来にＡＩにより約半数の労働

いうことを前提に国家の政策につ

派︒それに対し︑カルバン派は理

特別対談

いて検討するのはいかがなもの

解の及ばない外部性を認めたうえ

新井 あまりにもいいかげんなこ

した︒つまり︑シンギュラリティ

10

す︒ 世紀には︑ルター派の極端

て黙っていられなくなったんです︒ ︵無限︶を信じる人の主張はルタ

とをおっしゃるので︑数学者とし

で︑公理系の枠︵有限︶の中でし

か」と痛烈に批判した。

【第 524 回】

しゃらないですけど︒
佐藤 これは 世紀のカルバン派

20

とかを有限によってすべて包むこ

とルター派の論争と似ています︒

16

70
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撮影：大澤 誠

佐藤 優
新井紀子
AI は神にならない、人類を滅ぼ
さない、
シンギュラリティは到来
しないというAIの本質がわかる

vs.

AI 万能論のわな にはまらない①

にすると︑誰もがこう思うものだ︒

るこういった人たちを目の当たり

人がいる︒イノベーターと呼ばれ

で︑未知の市場を開拓する

までにない製品やサービス

できるＭＲ︵複合現実︶の端末︒

像を一体化させて表示することが

現実の視野に立体のホログラム映

ｌｏＬｅｎｓ︵ホロレンズ︶
﹂は︑

ゴーグル型のコンピュータ﹁Ｈｏ

一人だ︒キップマン氏が開発した

に表示し︑自在に動かすことは︑

ーション映像を原寸大で現実空間

レーションできる︒だがシミュレ

きく複雑なものでも緻密にシミュ

動車や航空機︑建築物といった大

高性能のコンピュータを使えば自

キップマン氏は︑米アップルの共

世界のＩＴエンジニアにとって

ルスを記録した︵左表︶
︒

を開発し︑ギネスブック級のセー

ー﹁Ｋ ｉ ｎ ｅ ｃ ｔ︵キ ネ ク ト︶
﹂

で操作できるゲームコントローラ

レンズ以前にも︑身体の動きだけ

今
﹁なぜ︑あんなことができるんだ

今のところホロレンズでしかでき

同創業者スティーブ・ウォズニア

ない︒

生まれ持っての才能？ 必ずしもそれだけじゃない。カリスマ的な
ITエンジニアに、
その生産性・創造性を支える発想や習慣を聞いた。

しかもホログラムをジェスチャー

未来を創る働き方

や声で動かすことができる︒

スーパーエンジニアの

うか？﹂││ ︒

マイクロソフト アレックス・キップマン
ろう？ 私にもまねできるのだろ

に体の動きと音声で操作す

る。 発売後２カ月間で８００

万台超を販売。
「世界最速

のペースで売れた家電製

品」としてギネスブックに

©Disney

認定された。

ＳＦ映画さながらに、現実とバーチャルが渾然一体となる

33 万円超という価格は個

人消費者にはなかなか手が

出ないが、企業では活用が

進みつつある。写真はスウ

ェーデンのボルボ・カーの

利用イメージ。国内では日

本航空が機体整備士の訓練

用途で導入。

││ かなりの早起き。

いでしょうか︒

ます︒睡眠時間は毎日3時間ぐら

たとえば︑朝は4〜5時に起床し

物事に集中するうえで有効だから︒

コントロールしています︒それが

せんが︑僕は毎日をかなり厳しく

ユニークといえるかはわかりま

ないのもその一つですね。

っているそうですが、あまり食べ

││ ユニークな習慣をいくつか持

しないんですよ︒

ものを食べるということをあまり

食べていません︒僕はそもそも︑

朝食は済みましたか？

早朝のインタビューで恐縮です。

││ 家族旅行での訪日中、しかも

計画は１日単位で
作らなくてはいけない

を聞いた︒

と結果がいかに生み出されるのか

ック氏と同じような﹁優れたギー

をコントローラーを使わず

現実とデジタル空間の垣根をな

家庭用ゲーム機・Xbox 360

パソコンであれスマートフォン

身体が丸ごとコントローラーになる

米マイクロソフトのテクニカル

った。

ク︵オタク︶
﹂
︒尊敬の対象となっ

販売数は当初の計画を下回

くすという未来的な技術を生み出

XPを選ぶユーザーが多く、

であれ︑従来のコンピュータには

機能を搭載。だが使用感で

フェロー︑アレックス・キップマ

表示する「エアロ」などの

ている︒この奇才に︑優れた発想

ィンドウを半透明や立体で

したのが︑キップマン氏だ︒ホロ

して２００6年に発表され、ウ
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HoloLens
2016

Kinect
2010

ウィンドウズ XP の後継と

画面の大きさという制約があった︒

奇才を語る３つのプロダクト ─キップマン氏が関わった主な製品─

ン氏は︑そうしたイノベーターの

「失敗作」に関わったことが、奇才の人生を決めた

Windows Vista
2006

スペシャルインタビュー
スーパーエンジニアの未来を創る働き方

