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統合的アプローチでの人間探索

●まず，柏野さんがこれまで進めてきた研究の内容につい

てお教えください．

入社以来一貫して，人間の知覚，特に聴覚のメカニズム

について研究してきました．音を聞くというのは一見単純

そうですが，実は非常に複雑です．私たちのつくった錯覚

体験W e b サ イト『イリュージョンフォーラム』

（http://www.brl.ntt.co.jp/IllusionForum/）を覗いてい

ただけると一目瞭然，いや一聴瞭然でしょう．存在しない

音が聞こえたり，同一の音が違って聞こえたり，いろいろ

奇妙なことが起こります．しかし，これらはみな，日常の

環境にうまく適応するための脳の機能の現れなのです．そ

の賢い脳のメカニズムを解明しようというのが私の研究

です．

このような研究では，3つの観点からのアプローチをうま

く統合することが不可欠だと考えています．第一は，さき

ほどのイリュージョンのような，人間の知覚の特徴を定量

的にとらえること．第二は，それを実現するハードウェア

である脳や神経系の働きを調べること．そして第三は，そ

もそもどうしてそのようなことができるのかという情報処

理の原理を理解すること．つまり，心理学，神経科学，情

報科学の三位一体で，初めて「聞く」メカニズムが解明で

きるのです．鳥の飛翔でいえば，羽ばたき方，羽や筋肉の

構造の分析だけでなく，飛べる原理，つまりエアロダイナ

ミクスも理解しようと．それでこそ，飛行機への応用も可

能になるわけです．

●現在の研究テーマは何でしょうか．

現在は，これまで同様，聴覚の研究を中心に据えつつも，

ちょっと幅を広げようと思っています．これまで培ってき

た統合的アプローチを使えば，「好み」や「気持ち」など，

何ともとらえどころのない問題に対しても科学的な解明が

できるのではないかと考えているわけです．3つ具体的にご

紹介しましょう．

1番目は聴覚の研究で，特に，妨害音の中で聴きたい音だ

けを聴くメカニズムについて解明を進めています（図1）．

これは人間の聴覚の優れた点だとよくいわれるわけですが，

高齢者，難聴者などは，この機能が低下しています．補聴

器で音を大きくしても，かえってやかましくなることが多

く，本質的な改善にはなかなかなりません．しかも，私た

ちの研究で，いわゆる聴力検査ではまったく異常がみられ

ないにもかかわらず，妨害音があるととたんに聴き取りに

くくなるという人もいることが分かってきました．目下，

このような症状の原因を突き止める研究に力を入れてい

ます．

能力も意欲もあるのに，聴覚の問題で社会参画が妨げら

れるというケースは，高齢化社会を迎え，これからますま

す増えてくるでしょう．ICTの重要な役割の1つはバリアフ

リーを実現することですが，もし，聴きたい音だけを聴く

ことのできる賢い補聴器が実現できれば，多くの人々の生

きがいを高めることに貢献できるのではないかと考えてい

ます．

2番目は，音楽やデザインなどの好みを定量的に予測する
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研究です．例えば音楽でも「いいな」と思えるものは，あ

る程度馴染みがあって，なおかつ新しいものではないで

しょうか．あまりにもありふれたものはつまらないですし，

かといってあまりにも斬新すぎるとついていけない．では，

どのくらい新しいともっとも魅力的になるのでしょうか？

これをもし理論的に導くことができれば，製品のデザイ

ンや広告などの現場は大きく変わることになります．担当

者の経験と勘に頼っていたものが，システマティックに，

効率的に行えるようになるわけです．そんなうまい話が，

と言われそうですが，脳の情報処理原理からすると，ある

程度の予測はできるはずだと考えています．実証できてな

んぼ，なので，今いろいろと実験をしているところです．

3番目は，「以心伝心」の研究です（図２）．人と人がコ

ミュニケーションするとき，あからさまに言葉にできない

部分が非常に重要です．特に「場の空気」などといわれる

ものは，本人も相手も意識していないようなわずかな表情

の変化とか声の調子とかに表れるのではないでしょうか．

こういう，意識できない，いわば潜在的な情報がパートナ

間で相互作用することによって，円滑なコミュニケーショ

ンが成り立っていると考えられます．私たちは，コミュニ

ケーション中の身体の微小な動きや，身体の生理的変化，

さらには脳活動などを計測する実験を通して，以心伝心の

正体を解明しようとしています．

このような潜在的な情報は，従来の技術では「不必要」

として切り捨てられてきたものかもしれません．通信シス

テムにおいて，「ありがとう」が「ありがとう」と聞こえる

かどうか，ということは十分に吟味されてきたわけですが，

「ありがとう」が感謝なのか皮肉なのか，どういう情報があ

ればそれが伝わるかという部分はなおざりにされてきたわ

けです．ここが解明できれば，ネットワークを通じた遠隔

地とのTV会議などにおいても，より臨場感のある密度の高

いコミュニケーションを取ることができるようになるはず

です．

「時間的な流れ」に惹かれ聴覚研究に

●研究者になるきっかけは何だったのでしょうか．

大学の研究室では，先生や先輩の多くは主に「視覚」に

関する研究をしていました．金魚の網膜細胞の光に対する

応答とか，サルの脳活動とか，人間の錯覚とか．私の指導

教官は，視覚パターン認識の数理モデルなどを研究してい

ました．これらは方法論的に大いに勉強になりました．し

かし，私がやりたかったのは，小学校のころから歌謡曲や

電気工作で興味を持っていた「音」の知覚，つまり「聴覚」

の研究でした．日本には，聴覚の知覚の研究者はあまりい

ませんでした．しかし，その分好きなようにできることが，

むしろ性に合っていたのです．

また，変化するものをどうとらえるか，あるいは変化し

てもアイデンティティが保たれるのはなぜか，ということ

に子どものころから興味がありました．生きているものは，

動き，変化します．その変化は「時間的な流れ」とともに

あり，この「流れ」に私は，ひどく惹かれました．

そして，絶え間なく変化しなければ成り立たない音は，

視覚より流れの本質に近いのではないかと考えました．こ

れも私が聴覚を専門に研究するに至ったきっかけの1つ

です．

図１　錯覚から脳の情報処理原理に迫る 
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●研究者として，ご自分はどういうタイプだと思いますか．

原動力は哲学的な問題意識だと思いますが，自分の場合，

純粋な思弁だけでは限界がある．やはり，子どものころか

ら実験が好きなのですね．何が好きかというと，予想どお

りにいかないことです．もちろん，ある仮説を立て，それ

を検証する実験を行うわけで，予想どおりだと万々歳では

あるのですが，ある意味予定調和的で退屈でもあります．

むしろ，予想外の結果が出た方が，自分の考えの枠が広

がって面白い．一瞬意外でも，よくよく考えてみると，や

はりそうなる方が自然だったのだ，と思えたりします．

一方で理論も好きで，一見ややこしいこと，あるいは無

関係なことが，単純な原理で統一的に説明できると快感で

すね．やはり，「統合的アプローチ」で，理論と実証のサイ

クルを回すのが不可欠です．

野球も仕事も「無為自然」

●ピッチングがご趣味と伺いましたが，野球ではないので

すか．

はい，「草野球で気晴らし」ではなく，ただひたすら投げ

ることを追求するわけです．しかも可能な限り毎日．「何の

ために？」と聞かないでください．あえていえば，一球一

球，仮説と実証の繰り返しが面白いのかもしれません．と

もかく，投げていると，数十球に一度，自分でも驚くよう

な球が投げられることがあります．しかし，「よしもう一球」

と意気込むと，ほど遠い球になってしまうから不思議です．

球は腕の力で投げるのではなく，体重移動と下半身のひ

ねりで生み出された力で末端の指先を最大限加速すること

によって投げるものです．腕は振られるだけで，ちょうど

しなやかな鞭のイメージです．ところが速い球を投げよう

と意識すると腕や肩に余計な力が入ってしまい，その瞬間，

せっかく下半身，体幹と伝わってきた力が滞ってしまいま

す．たまたま何かの拍子に，投げようという意識すら忘れ，

ただ重力や慣性に身を委ねた感覚になると，楽なのにすご

みのある球が投げられるのです．

荘子のいう無為自然とは，もしかしてこういうことなの

かと思ったりします．ある種，己を捨て，自然の摂理に逆

らわないときに，もっとも良いパフォーマンスを発揮する

ことができる．まぐれでも，すごい球を投げられることが

あるとすれば，すでに自分

の持っているもので十分

で，問題はそれを引き出せ

るかどうか．つまり，全身

に約400ある骨格筋が，そ

れぞれ力の流れを殺し合う

ことなく，いかにタイミン

グ良くコーディネートでき

図２　潜在的インターパーソナル情報に基づく以心伝心の解明 
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るかの問題です．イチローが，あんなに細身なのに，筋力

ではるかに勝るメジャーリーガーたちを凌駕するパフォー

マンスができるのも，最適なコーディネーションを追求し

ているからだといえるでしょう．

したがって，私は，変に筋肉を鍛えることはしません．

とにかく，いかにコーディネーションを高められるかを追

求したい．少しずつでもレベルアップしている感覚はあり

ますし，50歳で球速130 km/hというのも，あながち実

現不可能な目標ではないと思っています．

自然なコーディネーションが大事というのは，仕事でも

同じではないでしょうか．頑張らなければと思えば思うほ

ど，パフォーマンスがそれに伴わず，しかも調子を崩した

りします．組織のマネジメントもそうで，上司が張り切っ

て，無駄な仕事をつくったりすると，部下が疲弊する．個

人にしても組織にしても，本来のポテンシャルは，そのよ

うなものではないはずです．自然に動くのは本当に難しい

のですが．

ICTの未来予想図

●柏野さんが考えるICTの未来とは何ですか．

私が行っている研究は，自然の摂理を解明することを目

指す，いわゆるサイエンス研究なのですが，同時に，ICTの

未来を強く意識したものでもあります．基本的な信念とし

て，ICTは単純に便利なだけでなく，人間の幸福度を高める

ものでなければならない，と思っています．さらに，幸福

度を高めるためには，人間本来の自然なあり方にかなって

いなければならない，とも考えています．だとすると，人

間に関する自然の摂理を解明する基礎研究が，結局は幸福

度を高めるICTへの王道だ，といえないでしょうか．

例えばバリアフリー．高齢者の感覚機能や運動機能をア

シストする．それ自体はいいかもしれません．しかしそれ

が，長期的にみると脳機能の衰えを助長しているとしたら

どうでしょう．自然に使え，しかも脳や身体の本来の機能

を引き出し，高めてくれる．そんな道具があれば理想的で

すね．

どんな製品でも，効率や物理的性能は測りやすいですが，

それが実際の生活の中で，どれだけ人の幸福度につながる

のかを測ることは難しいことです．しかしこの点こそ，今

後重要になっていくはずです．ハイスペックやハイクオリ

ティを提供することは，ある種企業の良心でもあるのです

が，それは当然の前提として，例えば「持っていてちょっ

と嬉しい」というような「気持ち」や「感じ方」の部分ま

でデザインできれば，と思います．そのためには，「気持ち」

や「感じ方」を科学や工学の俎上に載せる必要があります．

今日，日本は世界でもっとも高速で安価なブロードバン

ド環境が整っています．光ファイバは全世帯の9割をカバー

しています．しかし，実際に利用している世帯はわずか3割

に過ぎない．ではなぜ残りの世帯は利用しないのでしょう

か．価格のことももちろんあるでしょうが，結局ブロード

バンドのありがたみが実感できないからではないでしょ

うか．Web，メール，ブログ，別に今のままで十分じゃな

い？　というわけです．ブロードバンドにしたら，あるい

はICTを導入したら，どう幸せになれるか．このイメージが，

お客さまにも，ひょっとすると提供する事業者の側にもな

い．遠隔医療１つとっても，単にカルテの電子化ではなく

て，こんなことまでできるようになるんだ．だったら期待

しよう．そういう具体的イメージを発信するのが，我々基

礎研究者の役目なのではないかと思い，責任を痛感してい

るところです．

●最後に，若い研究者たちにメッセージをお願いします．

「研究者にはオリジナリティが必要だ」とよく言われま

すが，ちょっと意味を取り違えているケースもあるような

気がします．特に今日のような競争社会では，何か人と違

うことをやらなければだめだと気負って，「どうすれば変

わっているか」から出発してしまう．しかし，王貞治でも

野茂英雄でも，フォームが変わっているから偉いのではな

い．あくまでも，パフォーマンスを高めるよう彼らなりに

最適化したら，結果的にあのフォームに行き着いただけで

す．一見変わっていても，極めて自然の摂理にかなっている．

研究でも同じだと思います．オリジナルの語源であるオ

リジンとは「原点」を意味します．ICTが人々を幸せにする

には，何が必要か．この原点に立ち返って，自然の声に耳

を澄ますとき，初めて「いい仕事」ができるのではないで

しょうか．


