
く座談会〉

特集これからの OR

発想をめぐって

アプダグションとその周辺

発想のメカニズム

中山 私がこんなことに百を突っ込みましたのは，第二

次大戦中，関東軍化学部というところにいたんですが，

戦争が負けになって引揚げということになった.ところ

が列車がなくなっちゃったんで、す.そこで満鉄の方に頼

んだら，お前のところに 1 位i 列車ゃるよ， というんで

す.もらってきたのはし巾、んですけど，引き込み線まで

引っ張ってきましたら，運転手さんが帰っちゃった.こ

れ動かさなきゃいけないでしょう.でも全然わからな

い. (笑)それで若いのを 1 人，電気屋ですけど，っかま

えまして，なんとかして動かしちゃおうやというのでや

りましたら 5 時間でけっこう動くようにしちゃったん

です.せっぱ詰まったらできちゃう.戦時研究でもせっ

ぱ詰まったことをやらされる.そうすると夢に見るんで

す.夢の中で問題を解くということが非常に多い.

それで私は内地に帰って，大脳生理学の時実先生に，

liJ(の中でどういうふうにアイディアがでるんだといった

ら，そんなことわからんよ，とおっしゃるわけですよ.

(笑)それで、勉強しましたけど，あとから非常に役にたち

ました.それから電々公社の通研へいきまして，それで

ウィーナーのサイパネティックスに出会ったわけです

よ.

森それは昭和25年 4 年か，そんなものですね.

中山 あの中でウィーナーが，ヒューマン・ブレイン・

コンピュータが設計可能であるというので，これだ，こ
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れだというわけです.ちょうど

7 年くらい前にモテ、ルをつくっ

たんで、す.というのはつは

キリスト教的な弁証法でいきま

すと，対立矛盾があるテーゼと

アンチテーゼから，シンテーゼ

をだしてくる.これは仮説設定
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ですね.この仮説設定の精神というのは，むこうの連中

には非常に強く宗教的なもので残っている.キリストの

ほうは言葉があるから神に近づけるんだ.はじめにロコ

スありといったわけで、しょう.ところが日本のほうはど

うかというと，これは森先生の領分ですけど，お釈迦さ

まのほうは，目が 2 つ，鼻が 1 つ，口が l つある.ほか

の動物はみんな悩まないで人間だけなぜ悩むか，ここか

らスタートする.人間は N棄を使って考えるからいけな

いのじゃなし、かというわけです.それでモデルづくりに

は 2 つのいき方があると思ったんで、す.

このモデルをちょっとお話ししますと，ここのいちば

ん基礎にあるのが，いのちの soと書いてあるのは，ス

チームラス・アウトプットという意味なんで、す.刺激を

行動に直す.それがまずある.記憶のない動物，ヘピや

カエルはそれで、生きている.そのうえに今度は人聞の場

合には o 歳から 3 歳ごろまでにできあがる，ここに I

O と書いてある部分がある.これはイメーシを直接肉体
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にやる.肉体の学習というのが

できてくる.これが 3 歳ごろま

でですね.そのあとで今度は 9

歳ごろまでに IS" と書いてあ

るところが形成されます.下の

ほうには矢印がありますが，こ

れは刺激を受けるアンテナで

す.こちらのほうは， これ自体

が記憶装置というので，大脳の

右半球がそうだ.ここに空間配

置でいろいろな記憶が入るわけ

ですね.これはイメージであっ

てぎ葉がない.言葉がないここ

までを直観の世界と名づけたわ

けです.いままでの経験が全部

貯えられて，なにか刺激が変わ

ると，すぐそれに応ずるものが

飛びだしてくる.コンピュータ

にここができるとおもしろいん

ですけどね.このあと人間では

今度は右半球が同時に発達しま

すけどらというこれは言葉

座談会そのねらい 一一前口上

OR といえば数式と結びついた話 ことにした.中山さんはNM法が有

が多いが，もともとこれは第二次大 名だが，もともとは金属屋さんで，

戦中，かならずしも満点ではない兵 その方面での業績でも名がとおって

器と不十分な戦闘要員とを，どのよ いる.竹内さんは地球物理で，宇宙

うに組合せて運用すればうまくいく 開発のテレピ番組でユニークな話題

かということを求めるために発達し を提供する欠かせない人.森さんの

た問題解決学で、ある.だから ORで ロボット工学は，未来をさき取りし

いちばん要求されることは，この問 ていることで有名だが，東工大に自

題はどのモデ、ルで、解けるかといった ら創造工学のコースをつくって，学

当てもの的な感覚ではなく，一見混 生を悩ませ，かっ楽しませている人.

とんとした全体の中から本質をうま 座談会の話題は，まず中山さんの

くつかみだし，もっともスマートで 発想、のメカニズムのレクチュアから

ユニークな解決案をパッと思いつく はじまった.あとは混とんとしてき

ヒラメキの能力である. て，禅坊主の問答に近づいた.そこ

そこでこのようなORの原点に立 で時間切れ.前口上はこれくらいに

ちもどって，ヒラメキのメカユズム して，あとは本番をお読みいただき

を，まったく異質の分野で活躍され たい.

る 3 人の大家をお招きしてうかがう (唐津)

です.パロールというイメージに直結した言葉，花とか はいっぺん分析のデータをばらばらにしてー-KJ法み

山とか，これがガッチリできあがってくるわけで、すね. たいなものです.ばらしておくと， なにか刺激が変わ

ここでいろいろな経験をしているうちに法則を見つけ ると，いのちのほうが自分の生きるためにいちばんいい

てくるんです.今度は言葉の言葉，これはパブロフの第 データを見つける.これが直観的問題の解決だと思う.

2 信号系で、すね.われわれの言語学でいえば，パローノレ だからし、L 、例が，去年のソロパン日本ーになった小林

に対してメタラングというのがある.そしてメタラング 少年は 6 桁の掛算ですと，問題を見せるとパッと答を

というのがそのつぎにでますけれども，ここに IC(イメ いうんです.ソロパンを頭の中に思い浮かべるのかとい

ージ・ゴントロール)と書いてありますけれども， これ うと，そんなことしたら間に合わん.答が見えるから仕

は計算問路で抽象されたもの，これが純粋な帰納法です 方がないという.彼は 3 歳までにお姉さんと一緒にソロ

ね.帰納されて法則が見つかると，今度は法員IJで演鐸す ノミン塾へいって，ソロパンをおもちゃに遊んでいた.そ

る.こういう形になって完成すると考えたわけで、す. のうちに覚えて(つまり 10に入っていた)，小学校 1 年

それで IS" IS 2 の聞を切って，下のほうが直観，上 ですでに 1 級なんです.中学へ入ってからはソロパンを

のほうが分析.それでキリストの場合には分析からくる やらなくなった.そのかわり，模造紙の上に数字で模様

わけですね.仏教のお釈迦さまの場合には下からいく. を書いては，ときどきじっと眺めているんです.それは

動物の知恵.上のほうは知識.こういうふうにわけたわ なにをやっているかというと，数式という 1 つの形じゃ

げです.弁証法的に直観的にこうできると思ったけど， なくて，数字のイメージをばらばらにして，あらゆるケ

分析的にはできない.その問題を解くためには知識を広 一スを頭の中にたたき込んだ.そうすると，問題をださ

めることが l つある.分析しつづけると知識が広まって れるとそれに対して，いのちがし、ちばんし、し、とし寸形が

いって，疋と反とが直観のイメージとぶつかる.それが 正解ですね.

問題解決したときにドキンとしたうれしさを感ずるとい こう考えると，たとえば聖徳太子が 10人の人のいうこ

うのは，いのちのほうへ直接きちゃうわけで、すね.イメ とを一度に聞いたとか，モーツアルトはオーケストラが

ージの上で、すから.いのちの上へくるからドキンとくる 一瞬にして見えたと書いてますね.見えたというのはイ

んだ.そういう説明ができるわけです. メーシの中，この中は空間配置ですから，一瞬にしてい

それからもう 1 つは，直観のほうからくるやつ.これ ちばんいし、組合せを見た.音楽だから一瞬にして聴こえ
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るはずはないですが，それを見た.音を見るというので

観音さまというわけですな. (笑)

森聴音さまじゃないんですか.

アブダクションとNM法

中山そういう解き方が

1 つある.これが知恵の

ほうですね.それからも

う 1 つの中間の方法とし

て，ここに直観的に l つ

のイメージをだしてこれ

を分析する.分析して広

げて，両方の直観と分析

の対立したイメージを囲

ってしまってもし、いじゃないか.これを私はアブダクシ

ョンと名づけたんです.発想法という言葉は非常にあい

まいなので，私は仮説設定がよろしかろうと思います.

たとえば飛行機を発明した人たちは，おそらく直観的に

空を飛びたい.烏も飛んでトし、るんだからできるはずだ.

こういう考えだったんて寸ね.烏という 1直観から，なぜ

飛ぶかとし、う分析に変わるわけです.いろんな羽の構造

とかなんとかを分析していってだんだんイメージをつく

る.こういうときのテクニックを，ステップを踏んでで

きるようにという訓練テキストをつくったのがNM法で

す.

それにはまず，パックグラウンドをさがせというんで

す.そのいき方は，なぞかけというのがまさにそれでト，

破れ障子とかけてうぐし、すと解く，その心は?あれは仮

説設定て寸ね.この答は人によっていくらでもでてくる

でしょうが，その中でいちばんもっともらしいのが見つ

かればよい.技術屋はそれを期限つきで迫られる.しか

し，破れ障子とうぐいすとは関係ない.対立矛盾してい

る.ところがここに「はるを待つj とやると矛盾が解け

てしまうわけですね.つまりアウフへーベンしてしまう

わけです. rはるを待つ」というのをどうしてさがすかと

いうと，まず破れ障子のイメージをさがすわけです.と

ころがイメージを言葉のほうからさがしますと，言葉に

関連した記憶しかでてこない.破れ障子というのは，紙

が破れた骨だけの障子である.ところがし、のちのほうか

らさがすと，ああ，あれはおばあちゃんの家にあった.

あそこではニワトリがあがっていて，冬いったら寒かっ

た.これが直観になるわけて寸ね.そういうイメージを

さがしているうちに，あれは張らなくちゃいかんな.お

ばあちゃんの庭にはうぐいすが春になるときたな.そこ

で春とし、う共通点が見つかると，問題が解けてしまう.

それは非常にむずかしいけれども， NM法ではたえずパ
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ックグラウンド，あなたの過去の経験をさがしなさいと

いうんです.

あるプラスチックの会社で，餅みたいなプラスチック

をどうやって切ろうかという問題があった.切るという

のはなんだというんですよ.そうするとナイフかハサミ

でしょう.これではだめなんですね.それで過去の経験

をさがすと，ススキの葉っばで足を切ったとし、う経験が

ある.これはいのちの知恵ですね.ススキの葉っぱでな

ぜ切れたか，そうするとあれはハイスピードでこうなっ

てなくちゃだめだからと，超高速切断機みたいなのがで

てくる.あるいはカマイタチというのがある.カマイタ

チというのは真空状態になるんだ.真空切断法というの

ができるのじゃないか，こうなってくるわけで、しょう.

そういうアブダクション，仮説設定というやり方はむこ

うの連中は自然に使っていますね.

ブラウン管のディスプレイの装置なんか考えるとき

に，お前，エレクトロンは何色している，なんでいった

ら日本の技術屋は大抵キョトンとする.むこうはそれが

あたりまえです.どうしてそんなことをいうんだ? エ

レクトロンに色わけしであればこのディスプレイは楽じ

ゃなし、かというわけです.ウン，そうだ.エレクトロン

を色わけするにはどうするか.波長を変えるのか，なに

を変えるのか，そういうように入ってし、くわけです.こ

の違いは宗教じゃないか.

子供に犬がほえると， むこうのお母さんは子供を後

に，犬にたちむかう.あなたがやらないでだれがやるか，

というのを 10の 3 歳までで、たたき込まれている.こち

らでは，犬に尻をむけて子供をかばう.犬も人も仏だか

ら犬は怒らなくなるだろう.みんなでいのちを大事にし

合って，お互いに傷つけ合わないようにして相談してい

れば知恵がうまれてくるよという.この違いなんです

よ.

結論は同じようでも，プロセスは全部逆なんです.こ

ちらはいのちの知恵，むこうは神に近づくというやり

方.ですからやることなすこと全部逆です. ノコギリ

は，むこうは押すゃっ，こっちは引くやっ.それから広

い道路に，われわれはでるというでしょう.むこうは入

るという.足袋に左右があって下駄に左右がない.むこ

うは靴下に左右がなくて靴に左右があるでしょう.

ダーウィンとウエゲナー

中山 話はかわりますが， KJ法は，ばらばらにしてお

くことを大事にしている科学者の態度ですね.色めがね

で絶対見ない.仮説を立てない. データはデータであ

る.データをそのまま書きなさい.しかも空間配置だか

ら，この脳の平而に並べてみる.そうするといまみたい
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にスキャンニングが働いて，いのちが，これが素直だな

というのをさがしてくれるというのがKJ法のやり方で

す.だからKJ法をみんなでやるのはまちがL、で人

でやるべきものですね.

森 そうですね.みんなで、やってもカードをつくるとこ

ろまではゆくけど，それをカテゴリーで分類するところ

がキーポイントだから，あそこでやらなかったら・・

中山 あそこで座禅の心境にならないとだめなんです

よ.無心にならないとね.

だからKJ 法は，あれは純粋な帰納法をやっていると

思う. NM法は発想法なんで、す.過去のいのちの方法を

さがしなさいといっているんで、すから.気のつくまで待

つのは遅いといっているんです.

唐津だからさきに答がでちゃって，あとで手がもどか

しいくらいに説明していく.そういうことでしょう.

森 その過去の経験をさがすまえに，なにか忘れる必要

があるんじゃないですか.

中山 ええ，それもやっぱりどちらにしても，この中に

IC というのは前頭連合野ですから，こちらのほうにエ

ゴが働いて計算が働いてしまうと乱されるわけです.だ

から犬がもっているようなイメージの配列にしなさいと

いうんです.偉大なるばかになるわけです.そうすると

知恵がでてきて菩薩になるわけですな.

森忘年会という意味が最近やっとわかってきたんで

す.それをきかさにして年忘会といっているんですが，

年忘会のステップがし、るだろう.まず年というのはいま

の心で、すから，いまの心にして念じて，それで、意識下に

入るのか，入らないのか知りませんが，まずたたき込ん

でおいてつぎのステップで忘れる.ここを忘れないとだ

めなんですね.キーポイントはし、かに上手に忘れるかと

いうことらしい.そうするとひとりでにツッとでてくる

んですね.ですからまずたたき込むことと，そこはみん

なやるけど，忘れることがへたで，覚えよう，覚えよう

とするものだから，いまの犬の配列にならないわけです

よ.それで、やっぱり破れ障子はあくまでも破れ障子の域

からでなくて，おばあちゃんは絶対でてこない.忘れさ

せれば，プッとおばあちゃんがそこだけ顔をだすんです

けどね.

唐津大陵移動説ですが，あれなんかひらめいたんで、し

ような.

竹内 ひらめいTこんでしょうね.ぼくの理解しているア

プダクジョンはちょっと違うところもあるんですわ.ぼ

くは，アブダグションの代表としては大陸移動説なんか

もそうですしそれからダーウィンの進化論なんかもそ

うだと思うんですよ.

あとになって考えてみれば，なんて、進化論へL、かなき

1977 年 7 月号

ゃいけなかったのかという

データが山ほどあったと思

うんです.たとえば，化石

でだんだん進化していると

いう地質学者の調べがある

とか，あるいは育種家とい

うんでしょうか，動物や植

物の品種改良みたし、なのを

やる人の経験だとか，たく

さんあったと思うんですよ. データということをいえ

ば，みんな進化という方向を指していたのに，そこへダ

{ウィンがでるまでは，それこそ見れども見えずという

心境た:ったわけで、すね.そこへダーウィンがでてきて進

化とし、う一種の仮説みたいなものを立てて，これだとこ

ういうものがみんなはっきりしてくるじゃないか.つま

り相互に関連ももっし，理論的にも落ちつくじゃないか，

といったわけで、すね.

それからウエゲナーの大陸移動説なんかもそうだと思

うんです.あとになってウエゲナ{にいわれてから気が

ついてみると，みんな大陸移動という方向を指していた

わけですよ.いまはおそらく，大陸移動の証拠になるよ

うなことをあげろといったら，数千，数万あると思うん

です.ところが，ウエゲナーがでできて，なにかそれこ

そひらめきなんでしょうけれども，大陸が移動したんじ

ゃなL 、かということをいし、だすまでは，それがまったく

生かさ:れないで，ばらばらでいたわけですね.こういう

頭脳の働きはほかのと少し違うと思うんです.たとえば

演線なんでいうのとは明らかに違いますし帰納という

のとも少し違うと思うんですわ.だからなんともよびょ

うがないので，アブダクション，仮説設定というような

L内、方をしているんですがね.

中山 そのときに前頭連合野が働きますと，すぐ演線し

ちゃうわけですね. これはこうだろうと色めがねでい

う.川喜田さんが色めがねで、見ちゃし、かんというのはそ

こなんですけど，あるがままの形というのは言葉を切っ

てしまうことがあるんですね.ですから禅でいう不立文

学というのは，言葉を使わないというのはそこにあるん

ですね.言葉で、なにか考えたら，それをスパッと切る練

習をやる.妄想するな.考えても仕方がないから考える

なという練習をやっていけというのが禅のやり方です

ね.いとも簡単なやり方です.それでイメージをスパッ

と切るようにしてみれば，あるがままに変化が起こった

らそれに対応する，犬と同じような知恵がフッとでてく

る.この働きが直観だと思う.インスピレーションとい

ってもかまわないと思うんですね.問題意識が常になけ

ればだめで、す.勉強しておいてタネを置いて，このタネ
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をいままでの演鐸的な考えから切ってしまって，いま森

さんのおっしゃった忘れるというやつですね.

観自在

森そのひとつ前みたい

な問題なんですが，たい

へん神がかったような話

で申しわけないけれど

も，文明はまだない，大

学もないし，学問もない

し，会社もないし，義務

もないし権利もない，

政治もない.そういう太

古のいにしえみたいな話ですが，アメリカの中部とか，

またオーストラリアの原野とか，シベリア，ああいう地

平線まで見渡せるところがありますね.そこの大平野の

真ん中に 1 人ポツンと降り立ったと仮定するんですよ.

そのときに降り立ったのが植物の，たとえば風媒花のタ

ネであったら，そこに根をはやしたままで一生大きくな

ってそこで動かずに生活する.われわれだったら動物で

すから，目的があろうとなかろうと，かならず歩きだす

わけです. Iそのときに君はどっちのほうに歩くね. J と，

l 人ずつ学生に聞くわけです.こいつがわからんので

す.たまに「南にいきます. j とし、うのがある.あっ，大

分いし、な. I前へいきます. J あっ，これもおもしろい.

「じゃあ，先生はどっちにいく?J Iおれは北北東だ.J 

と一言いうわけです. I どうして北北東だ.J Iそんなこ

とは理由はないんだ. ただなんとなく北北東に足が向

く. J それだけなんです. I じゃあ，南へいくと崖がある

から避けていくんですか.J Iばかし、っちゃし、かん.J I北

北東へいくと宝物がある?J I じようだんじゃない.そ

んな次元の話じゃない.ただいくんだ.渡鳥が時期がく

ると北へいくやつは北へ向かつて飛ぶし，南へいくやっ

は南へ向かつて飛ぶだろう.そういう本能みたし、なのが

わからないのか. J こういうんですが， こいつがわから

ないんですね.

中山 だけど，いまの進化論からいきますと，神経系と

いうのは海のなまこあたりからできている.あれはずっ

と人間につながっているわけですよ.神さまは非常にい

いものを発明したので，あと数さえ増やせばよろしいと

いうので， コンピュータをつくっちゃったわけでしょ

う.そうするとそういう動物が帰すう本能だとか，いま

みたいにハトが自分の家を忘れたとか，ああいうのは，

みんななにかリセプターがあって，ああいうもののとこ

ろに回路ができあがって，こっちへいくものだという行

動を起こしているわけでしょう.これは人聞にも残って
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いるはずだと考えられるわけですね.

ただほかのリセプターが発達したために，これが消え

去っているのかどうかはわからない. 中国の地震学者

が， I人間以外の野性の動物はみんな地震予知の能力をも

っている.人間だけなぜだめだ.言葉があるからだめな

んだ. J といっている.言葉がなければ，嫁さんの火事場

のときの馬鹿力もでる.ところが火事のときに嫁さんが

タンスの前にいって，このタンスもてるかしらと考えた

ら絶対もてない.それは言葉によってイメージの配列が

乱されてしまう. 観自在じゃなくなっちゃうわけです

よ.それで反射行動ができなくなる.ですから，いまみ

たいに進化論的にいって，人間にはそれだけの能力はあ

るはずだ，知恵はいくらでもでるはずだ，と考えるなら

ば，いっぺん言葉で考えないでやりなさい， というのは

うなずけると思うんです.

森 原稿を書いているときなんか，新しくなにもでない

ことがある.ほんとうにそうなんですね.

唐津書きはじめるまでにものすごい時聞がかかる.書

きだすと止まらなくなるんですね.それで、すね.それで

途中でやめるとあとみんな忘れちゃう.あれどういう現

象かな.だからなにかパターンがあってタネがあって，

それをただベンが翻訳しているだけ.

催眠の話

中山 10年くらい前に催眠にいっぺん凝りまして，いろ

いろなことをやってみたんで、すけど，恐、いみたいなこと

が起きるんです

三井東圧の部長クラスの研究員です.この人はドクタ

ーでものすごい理性的な人でして，理屈からいって私は

催眠術はし、L、と思う，というんですよ.やってくれとい

うんですが，ああいう人はかからないJ手が軽くなりま

す. J といっても，そんなばかなことはないと思ってます

からかからないんです. (笑)それで前の晩に一緒に飲

みながら，飲んでいるとよろめいているでしょう.じゃ

あ，テストやってみょうかといってやったら，スッと入

っちゃったわけで、すね.それで深い催眠に入れておい

て，あした私があなたの目の前にいて，めがねをはずし

てテーブノレを 3 ベんたたくと，いつでもこの状態になり

ますよ.このことは覚めてから思いだすことはできませ

ん，という暗示をかけておいた.

その翌日，テーブノレの前にいってこうやったら， フッ

と催眠に入っちゃったわけですよ.それで「し、まから私

が手を 3 ったたくと，あなたは 5 つ年を取って，研究所

長になっていろんな実験をして，最後に社長から金一封

ごほうびをもらって日が覚めますよ.さあ，ゆっくり夢

を見てらっしゃい.j大体 10分くらいです.夢見ているの
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わかりますからね.目のあたりがピクピクしていますか

ら.そのあとニヤッと笑って覚めたんで、す.それで、， 1- さ

あ，いまどんな夢を見ましたか. J といったら，あれをし

ゃべるんですかと 3 時間しゃべってましたよ. rああ，研

究所へ行って，あんた，いたよ.大分しらがだったよ.J 

5 年たっていますからね.そういうような抑制されたの

がみんな解けてでてきちゃう.

あとから手紙をもらいましたけど，そのとき見た夢の

中の着想から 14の特許を取っているんです.そういうこ

とができるんですよ. そのかわり空っぽになりますか

ら，あとしばらくアイディアがでなくなるんですよ.そ

のことをよくいって納得づくでやらないと，催眠という

のは危険だと思うんです.

追いつめよ

森 どうも生命力おうせいな方は，要するに，さっき中

山先生がおっしゃったように，いのちがスキャンニング

する.もとのいのちが相当達者な人は発想、もでてくるん

ですね.

竹内 ただこの話は，なにか禅坊主の話みたし、でOR学

会むきじゃないと思う.ぼくはOR学会の会員というの

はどんな程度か知らんけれども，大体はなに考えてし、L 、

かわからないので数学をやるという程度の頭なんで、すか

ら，もうちょっと話を形而下にしたほうカ丸、いのじゃな

いかと思う.

中山 私は問題を解くには，まず理詰めにすることが大

事だと思う.こちらからいくのがさきですよ.それは帰

納法と演縛法ですけどね.ただ演鐸に慣れてしまうとど

うしようもないんです.固定観念が強くて，インスピレ

ーションがなくなっちゃうんです.

森 竹内先生のおっしゃったのは，やることがわからな

い方に，ひとりでになにかやりたいということが起きて

くるようにする術はないか，そういうことなんですね.

竹内 そういうことです.ぼくはいままでお宅の話を聞

いていて思ったのは，やっぱり期限っきで問題を与える

ということだな.

唐津それが 1 つの条件だな.

竹内 なにかそういう話を少ししようじゃないで、すか.

あまり上等な人の話，それから同業者，向じレベルの人

を相手にしていたらあかんのです.ぼくはNHKのテレ

ビでよういうんですけど，そのうち同業者からこういう

クレームがくるだろうなんてことをしゃべったら，聞い

ているほうが迷惑です，さっぱりわからんことを聞くわ

けですから.

どうですか，もっとうんと夕、ウンして…・・. (笑)

中山 ぼくがし、ちばんはじめ経験したのは，せっぱ詰ま
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ればできるものだということね.

竹内 だからやっぱり期限を与えんといかん.

中山 いつまでにこれだけ，というやり方がし、ちばんい

し、.

竹内 それから，いまの話をもうちょっとぶちこわしに

しますと，近ごろなんとか法というのがはやる .KJ 法，

NM法，それから渡部昇ーの知的生活法.こんなのいく

ら読んでもくだらんと思うんですよ.つまり，自分が問

題をもってないのにそんな方法論だけやる.これが日本

人の欠点じゃなし、かと思う. OR学会でやたら数学をや

りだすのなんかもそうですよ.自分で問題がなL 、から，

数学の問題なら抽象化していくらでも考えられる だか

ら問題意識をもつのにどうしたらし、し、のか，というよう

な話にもってし、かなきゃ.

中山 せっぱ詰まらなければ問題意識はでできませんか

らね

竹内 そういうことよね.

中山 それだから学生の場合にはし、し、んです，いつまで

にと期限を切れるから.同じように，建築なら煉梁に

「おれはこういう家が欲しいんだから，あとはよろしく

煩む.J といって，あとなにもいわないのがよろしい.い

つまでにこれだけ，おれに号令をださすなといっておけ

ば日本人はやってくれる.それを変にコントロールしよ

うと思うからいかんと思う.

加藤与五郎先生だったか，学生時代にはこっちで必要

な知識だけしか教えてやらない.これまでにやれよとい

うとみんなよくやった.企業にいくとなぜだめになる

か.企業は管理しようとするからだめになっちゃう，と

いっている.つまり日本人は，潜在意識に仏教的な，神

的な考え方，知恵、的なほうが効いていると思う.だから

とくに，キリスト教的みたいに符理しようと思うと，ま

ちがえるんじゃなし、かと思うんですよ.

学問は図書館ではない

唐津大学からはし、ろん

な学生がでていきますよ

ね.学生時代の趣向パタ

ーンを先生方はごらんに

なっているわけですが，

それと，将来非常にユニ

ークな発想のできる人

と，教科書的なことしか

できないタイプと，なに

か違うところはありますかね.

竹内 なんともむずかしいんだな.ほんとうに不思議な

んですよね.見かけ上，勉強もなにもしてへんのにすば
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らしい考えを立てるやつカ丸、る. これはいったし、どうい

うことなんだか.なんだろうね， これは.

中山 これは昔から， 1700年から 1900年の聞は，日本文

化のけんらん期だというんですね.いちばんけんらんた

るものは和算て、すね.町の若旦那あたりが高等数学の問

題をつくって絵馬に書いておさめた.高等数学を遊びに

使ったのは日本人だけじゃなし、かと思うんですよ.

この前，いまの東大寺の屋根を葺きかえる前にあそこ

へいって，屋根裏を見たんですけど，大工の棟梁がみん

なサインしているんです.これがりっぱな字ですよ.無

学じゃないですね.非常に知的レベルが高かった.明治

以来なぜだめになったかという左，これはむこうの科学

的方法，つまり弁証法ですね.弁証法は，哲学の問題

も，科学の問題も同じことでしょう.宗教も同じ形で，

この三位一体になっているやつを，明治政府がしばらく

して，脊学は文学部へもっていき，科学は理学部へもっ

ていって，宗教は入れない.砂上の楼閣をやっちゃった

わけです.それで日本人のクリエ{ティピティというの

はつぶされたんじゃなし、かと思うんですよ.

森 確かに学問は本屋の棚みたいなふうに学生は思って

いるんですね.世界史は日本史と違うと思っている.こ

こからは日本史，ここからは世界史， わけてあるから

ね.だけど，日本史というのは世界史の一部なんでしょ

う.そういう変な分裂現象があるにはあるんですが，し

かしそうとはいし、ながら，やっぱり発想のし、いやつはい

いし，だめなやつはだめだし….

竹内 だからこういう，た左えばなにか教育法があるか

とか，そう L、う問題はちょっとね.

創造工学演習

森 いま創造工学演習という授業を，去年と今年で 2 年

目ですけど，やっているんですが，いいのは放っておい

ても相当し叫、ですね.さあ，どうだろう. 50人の中の

6 , 7 人というのはいいです.それから全然、やる気のな

いのがやっぱり 7 ， 8 人.あとがまあ，ほんとうにあた

りまえですね.

竹内 ガウス分布しているわけですな. (笑)

森 それでそのあたりまえのとやる気のないの，とくに

やる気のないやつを，あたりまえにもち上げることと，

あたりまえをなんとか少しましにしよう.そういう訓練

は確かに効果がありますね.相当しごくわけです.

竹内 どんなふうにしごく?

森 ただやれやれ，じゃでなし、から，少しイグザンフ。ル

を与えて真似させる.真似といっても次元の同じ真似じ

ゃいかんからつ次元を上けaる真似をさせて，たとえ

ばこうだからやりなさい.そしてつぎの週見ると， くやっ
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とよくなるのと，全然よくならないのとまたで、てくるん

ですけれども，やっぱり努力するだけのことはあると思

うんですね.

唐津そうするとまず雰閉気がし、るんでしょうな.そう

L 、う空気がね.

森 その空気は厳しいというか，管理した空気じゃなく

て，笑いのあるやわらかし、雰囲気にもってし、かないとで

ないですね.

唐津 たとえばどんなことをやらされるんですか.

森 いまやっているのは，たとえばある週にはJ地下鉄

になぜ窓がいるか.J，つぎの週には， r小鳥が電線に止ま

っておるじゃないか.帰れていないようだけれども，そ

ばへいって見てみろ，かならず揺れている.重心が下で

さかさにぶら下がっているならわけわかるけれども，あ

んな細いものの揺れる上になぜ止まっておるんだ. J とい

うような問題をだす.そうするとだれか 1 人帰りがけに

いうらしいですね.それを聞いて 6 割くやらい同じことを

書いてくる.ところがあとのがまたいろいろあるんで

す.そのあとのほとんどが，やっぱり東京工業大学で物

理パターンですね.つまり，前へ倒れかかると足がしま

って首がどう動いて，重心が後にいくとこうなる.要す

るにフィードパックをやってし、くわけですよ.そんなこ

とばかりですね.

もうちょっとおもしろいのなし、かなと思ったけど 2

人ほどいましたね. r烏はやりそこなえば飛べばいいと

いう気持があるから照れても落ちずに止まっている..1こ

れが150点. (笑)

そのつぎは，きょうレポートを返したんで・すけれど，

国鉄を直列と並列の観点から批判しろとし、う問題です.

これはちょっとむずかしかったらしくて，乗客の流れ，

貨物の流れ，列車の編成で，改札口とおってエスカレー

ターであがって，プラットホ{ムに並んで、入って動いて

降りてタクシーに乗るまで，直列と並列がものすごく混

在しているわけです.しかも国鉄の設計は，市列，並列

とし、う観念なしにやっているわけですよ.大体直列とsìf'.

列のパランスとハイプリットを少し論じてほしかったん

ですがね.

でも結構こっちの予期しないし、し、答がでて，これは正

しし、かどうかは別として名L、し、やつがでているんで

すが，直列は素子の共通部分が両端子にあらわれる.並

列は噴ね合せが両端子にあらわれる.おもしろいことを

いうやつだ.それを客の流れにあてはめてみたりしてや

ったのがし、ますね.それから直列の 1 つの束縛性，そん

なことがでてきてますがね.

来週はなにやってやろうか.来週はわが輩は猫である

からもってきて，わが輩は機械である.わが輩はごみ箱
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である.そんなようにわが輩は00であるという題に，

00に自分で入れて 1 ページこちょこちょと書いてこ

い.こっちがめちゃくちゃに忠、いつくままのを投げかけ

てやると， 15同ありますから，創造性が育ってきます.

新しい名刺

森 夏休みには少しものをつくらせまして，去年なんか

は，名刺にならざる名刺をつくってこい.こいつが 1 つ

の宿題.ぼくは自分のマッチをつくってみたんです.マ

ッチというのは喫茶店なんかでもらってくるけど，ぼく
まさひろ

の名刺を切って貼って「森政弘ロボット工学J とかに

しておいてなにかに使うわけですよ.それをみんなに配

ってやって，こういうこともありうる.君たちもなにか

やってこい.そうしたらやっぱりやってきましたね.そ

のときにはやはり固定概念にもち込んで，マッチをマッ

チだと思っちゃし、かんわけですね. 1 つのメディアとし

てとらえる.そうしたら鉛筆 i ダース買って，みんな自

分の名前を彫ってもってきたのもおるんですね.これは

やっぱり使ってください.

それからいまぼくは，その宿題のやつを l つもらって

使っているのは電話帳なんです.こいつはここにだけベ

ロッと書いてある，川本と書いてあるでしょう.これは

川本という学生のそれの回答なんです.ここのところだ

け自分のを書いてくれたんで、す.あと使いなさい.こち

らはそれを使わしてもらっているけど， JII本のところだ

けはすぐ電話もかけられるし(笑)，これは確かにおもし

ろい名刺だ.それからあるやつは紅茶で-もってきた.こ

れはおもしろかったですよ.このごろの袋に入った 1 服

の紅茶があるでしょう.それを自分でつくって，外の和

紙からしつらえてミシンかけて l つ 1 つ変えたんです.

東京工業大学なん年何々三郎，つぎは前橋市なんとか会

長何々三郎，ずっとあるんですよ.入れるときにこうや

って見てくれというわけですよ.

いろんなのが集まりますよ.けっこう夏休みは楽しみ

です，こっちも.そのかわりでてきたレポートは克明に

見てやらないといけない. A4 一枚でやってますが，こ

れだけ書いてくると，場合によってはこっちのほうがた

くさん書いてやるくらいに書く.しかもその書き方が，

ときによっては茶化したような書き方でやる.やる気の

ないやつがあるわけですよ.ほんとうの申しわけ的に直

列と並列，駅はレーノレに直列に入っています.それだけ

書いておるやつがし、るわけですよ人.しゃくにさわ

るけど，お前，けしからんじゃないかと書いてみても，

これは大体創造性もへちまもなくなるんで， こっちは茶

化すわけです.南無観世音菩薩，願わくばこの男に発意

を与えたまえと，パッと書いて返す. (笑)それからなに
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か許棄のはしをつかまえてちょっとコメントをつけてや

る.

だし方もタリエーティブにしようといったら，テープ

に入れてだすやつもいます.きょうあたりは，集めた切

符をみんな入れて，国鉄の特急券とか入場券とか，その

裏にゴチョゴチョ書いているんですよ. そういうのと

か，それから返信用の封筒っきのやっとか，さらにし、し、

のは， リポート書いて表紙をつけてずっとミシンでとじ

て，切ってごらんくださいとか， (笑)そういうことをや

っています.まあ，そうやって訓練するだけのことはあ

ると思し、ます.

竹内 それは確かにあるんですよ.

唐津そうし、う授業というのは，背はなかったですな.

くたばれハンドブック

竹内 ぼくはいま聞いていて，ほんとうに驚いているん

だ.大体工学というのは，昔はハンドブック使用を教わ

るというような学科だったと思う.なんで、ということは

全然、考えないで，ただこのハンドブッグに書いてあるこ

の公式を使えばし、いんだ，というような考えだったと思

うんで，いまのような教育を受けられるんだったら，そ

の学生は実に幸福だと思う.

中山 ベノレ電話研究所のモ一トンさんがよくし、L ・ました

けど，パーパスということ，目的さえはっきりすれば，

あとはお前たちにやらせればできるんだ.ただし，パカ

じゃしょうがなし、から，知的レベルだけ上げておけ，こ

うな勺ているわけです.さきだつものはシリアスな問題

意識だ.

森 とれは OR学会の方はとくにそうじゃないかと思う

けれども，ものをつくることがだんだんとおろそかにな

ってきた.ハードウエア力、らソフトムードになってき

て:;フトウエアが幅をきかすようになってから，ハー

ドウエアにじかに触れることがなくなったことが，発想

貧困化の 1 つの原因じゃなL、かと思う.これは，ぼくは

指の研究をやっているからよくわかりますが，指は目前の

命令と直結しているでしょう.身体障害者とか寝たきり

病人にも，ロボットのほうで関係があるものですから見

ていると，病院へ寝たきりになっちゃって入ってくる入

力、、ますね.寝たきりでなにもしないでいる人は，はじ

めし、し、けど 2 週間ぐらいでおしものほうを漏らすよう

になるんです.ところが，かつぎ込まれても手を動かし

て千羽鶴を折っている人はカ月たっても 2 カ月たっ

ても漏らさない.

竹内 ぼくはそうだと思う.それはグアム品にいらした

横井ーさんが生きていらしたのはそれで、すよ.あの人は洋

服の仕立原で、しょう.
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中山 自分の肉体で経験したことを脳は記憶するんです

から，それがもし知恵のもとだとしたら，イ本を動かさな

きゃだめなんで、すよ.左手を発明の手，右手は理論の手

というでしょう.それで私のところは徹底して模型をつ

くれ.模型をつくっているうちにアイディアが 2 つ 3

つかならずでてくる.これをやらないで、設計図を書いた

らだめなんです.

唐津私は電気屋ですけど，背中学でラジオというのが

はやりましたね.あれから入ったわけて‘す.ところが大

学に入って，お前なんで電気にきたといったら，いや製

図がなし、からというやつがし、ました.大学をでたあとの

歩き方を見ると，明らかに違うパターンですね.手足使

ってエレキというものを，ときどき感電をしたり，ハン

ダごてでやけどしたりしていた連中の発想というのは，

違うんじゃないですか.だからおそらく自然、の観察をや

られる方でも，自分でいじって寒いところで震えながら

これをやっていると…

はだにふれる

竹内 ぼくはそうし、う意味で， \, 、わゆる博物学がだし、じ

だと思うんですよ.ぼくは第一世代，第二世代，第三世

代と，これもなにかえらいアブストラクトみたいなし北、

方ですけど，学聞をわけでし、るんですが，第一位代が博

物学的で，第二世代がやや解析的，それから第三世代が

総合みたいな段階を考えているんですけど，やっぱり人

間はずっとこう通ってこないとあかんのです.いきなり

第三世代へいっちゃったりすると神がかっちゃって，な

にいっているんだかわからんことになっちゃう.やっぱ

り博物学なんでいうのは非常にだし、じだと思う.予を使

うような話ですよ.草の名前を覚えるとか，それがなく

なにかやっていてもだめなんですよ.

森 またこっちの話をもちだして恐縮ですけど，道元禅

師がよくおっしゃるんですけど，そこにあるものがこっ

ちに語りかけないといけない.つくるときにおれがつく

ってやるじゃなくて，つくることによって自分が育っと

思わなくちゃいけない.だからいま人暮らしで孤独

だなんでいうけど，とんでもない訴で，これだけ道具に

閉まれてなにが孤独だ.

竹内 ほんとうだ.ありすぎるんだね.

森 黙っていても語りかけてくる.この感じは，ものを

つくらないと味わえないんで、すよ.

唐津それね，さっきお話のあった第一世代，第二世代

とあったで、しょう.いまのORで問題なのは，第三世代

のところなんですよ.やっぱり自分でエレベーターの前

で、待たされて，さんざん頭にきちゃってどうしよう，と

いうところからはじめないと， ほんとうはだめなわけ
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ね.

中山 国鉄の問題が解けないのは，いま国鉄の技術屋が

現場にいかないからだと思う.

雪が入ってモーターに水が入るというでしょう.もう

10年も前に，フオルクスワーゲンは水の中につけての分

間沈まなかった.あれくらい気密になっているんです

よ.あの車を水づけ，氷づけにする.それをいっぺんい

って見たらわかるんですよ.技術屋がいって見て.

森 とくにいけないのは，国鉄の職員に国鉄のパスをだ

すから. (笑)飛行機のパスをだせばいい.ほんとうにそ

うですよ.大体タクシー乗り場の設計なんかなってない

ですよ.

中山 ぼくも同じことを考えたんです.どこのメーカー

も社員が自社の製品を安くしてくれるんですよ.あんな

ばかな話はないですね.敵の製品を安く割引いてきて，

そうすれば自分のところの欠点がみなわかる. (笑)とく

に車なんか，日産の人がトヨタを買うといったら安くし

てやる. トヨタの車に乗らせてあげる.

ホンダ社内コンテスト

森 自動車の話がでたけど，本田宗一郎さんが例のアイ

ディアコンテストというのをやっている.ぼくも審査員

をずっとやってきてましたけれども，本田さんの発想、が

またおもしろい.

第 l 同のときは社内で審査員がでたんですね.そうす

るとやっぱり，いつもコストだ，生産性だ，ゃれ儲けだ

とやっているものだから，ベタベタとたたむとトランク

に入っちゃうようなオートパイが一等賞だったんです.

そうしたら本田さんはご気機ななめで，おれは大きい夢

を若い人に見てもらおうと思って，こんな大金を使って

いるので，あんなものを一等に入れるのは審査員の次元

が低いんだとしかられた.そこで第 2 同日からは，社内

だけで審査しているとし、かんので，もうちょっと非まじ

めのやつを入れないとし、かんということになったらしく

て，ぼくもヲ|っ張られたんですけど，それと同時に標語

ができちゃって，なるべく役にたたないものをつくれ，

役にたつものは型にはまる.

中山 自分の欲しいものというのがし、いですよね.それ

はいのちですからね.自動車にとらわれないで，自分の

こういうものとし寸問題意識をはっきり確定したら，好

きなものを完成することに気をつければL 、ぃ.

森そしたら 2 同目にすごいのがでたんですよ. 2 匹の

龍があって大きいんです.シャフトがとおっていて，そ

こに椅子が 4 つあってエンジンがついていて 4 人人聞

が乗ると 4 人が問るんです.そうして後へいくと龍がワ

ーッと立ち，前へいくと 1 かき 15メータヘずっとこう
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やりながら浜名湖を進んでいく.これはいいです.

唐津まったく役にたたないもの.

森 そしてあとの弁がまたいいんですよ.今度はおもし

ろかったって.ふつうの会社は，こういうことは新製品

開発の手段としてやる.技術開発手段として訓練でや

る.おれはそうじゃない.わしはこれがやりたい.これ

をやるのに金がし、るから，やむをえずオートパイをつく

って売っている.

竹内 ぼくも聞いたことがある.いつか本田さんが，竹

内さん，なんで私は一生あくせくこんなに金儲けて働い

たと思うかというから，知らんといったら，ばかなこと

に金使いたし、から.あの人は道楽はやった.いろんなこ

とをみんなやったわけで、しょう. りっぱなし内、方だと思

うんだ.

発明するクセ

中山 あるトヨタ系の会社ですけど，いっぺんトヨタが

ダウンしたときにまいっちゃったわけで、すよ.それでこ

ういうことをやったんで、すよ.

本田式じゃないですけど，従業員のアイディアコンク

ールをやるんです.これは技術発表会といっしょにやる

んですけど，会社が全然タッチしないで，従業員が勝手

に発明クラフeをつくってやりなさい.それで女の子でも

なんでもいいんです.とにかくこの人がこんなおもしろ

いものをつくったというだけで賞をだすのです ダイヤ

モンド賞は私がだすことになっていて，いま 3 回目です

けど 2 同日からラインの発明が明らかにふえてきてい

るんです.

唐津それで刺激されて…….

中山そう，そかなあーんだ，発明ってこんなものか

と思いだしたわけですね.そうすると製造ラインでプッ

シングのコストを半分にしちゃったグループなんかある

んですよ.発明というのはほんとうにくせだと思うんで

すよ.なにか白分の好きなことで発明すれば，ラインの

発明はできますよね.

ハズミをつける

竹内 ちょっとそれで思いだしたんだけど，さっきの学

生なんかなにも勉強してんようだけど，すごいというの

はどういうのか，いろいろ考えたぼくの i つの回答は，

やっぱりどこかで、なにかチョボッとしたことをやって，

たとえば先生にほめられたとか，わりとくだらんそんな

ようなことじゃないのか.そうすると調子がついちゃっ

て，このつぎまたなにかやってみょうか.

中山 とくに小学校のときの影響力が大きいですから，

あのころにいい算数の先生についたら算数が好きになる
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し，これはてきめんですよ.だからそういう先生がいな

いときにどうするか. (笑)それがスキンシップが相当大

きいんですよ.し、L、小学校の先生というのはみんなそう

ですね.子供の頭をギュッと，この小僧，とやる.あれ

がし、ちばんし、し、ということです.

竹内 そんな先生にほめてでももらえば，ものすごい嬉

しいカ・らね.

中山 それに親ですね. トムソーヤじゃないけど，子供

に命令してここまで壁塗らなくちゃだめだというと，子

供が知恵だしちゃうわけですね.そしたらおやじがほめ

てやった.やってみせて，やらしてみて成功させてほめ

てやる，とこのステップを踏んでいけばいいんです.

竹内 パイオリンがそうですな.あれはなかなか弾かせ

ないでしょう，見せていて.もう弾きたくてうずうずに

なるくらいまで

森 渇仰を生ぜしめるというやつですね.

中山 やりたくなるというのはやっぱり下のほうですか

ら，いのちのほうが自分が好きなことをやりたいという

のに，いままでとかくネグられたのでよくないと思うん

ですよ.

竹内 3 歳までどうすればし、L、の，それじゃあ.

中山 それは時実先生の説がある.

統計的に，いちばん親の跡を継いでいるのはすし屋だ

そうですよ.これは子供のときから，煙ってみな，なん

てこんなことやらしているでしょう.おやじが抱いたこ

とができめんに効いているんですね 奇年になってから

おやじと意見の!食い違いなんかないわけです.だから知

的産業，絵かきだとか歯医者とかみんなそうでしょう.

俊おやじが赤ちゃんをひざの上にのっけている職業の人

はそむかない.いちばん悪いのは牧師と先生だというん

で;-~よ.

竹内 それじゃあ，われわれというわけだな.

中山 会社員がし、けない.とくにセールスやっているの

は夜帰ってこない.子供を抱いてやらない.これはまち

がし、ないというんですよ 3 歳までのスキンシップがし、

い.これはコンピュータも同じでしょう.親の動作を習

うわけですから.

竹内 そういうことをいうと，たとえば歌舞伎の役者，

世襲なんて意味あるわな.

中山そうなんです.

唐津歌舞伎の役者の子供が名優になるというのは，遺

伝じゃなくてスキンシッフ。か.

竹内 このあいだ，米川文子というし、L、おばあさんでお

琴の人， NHKのテレビでやっているのを聞いたけど，

この人は 3 歳のころ，おばあちゃんに手ほどきを受けて，

お琴の音が聞こえるところでずっと育った.やっぱりい
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よいよになってくるとこれですなと思ったですわ.

ここに道あり

中山 私も 5 ， 6 年前までは 3 歳までの IOがあるか

らしかたがないと思っていたので、す.

ところが最近，考え方を変えたんで‘す.というのはこ

れ(禅)をやりだしたから.大人でも 0 歳までもういっぺ

ん戻れるんですよ.言葉でこれを結んでしまっているか

らだめなんです.これを切ることさえやればいし、という

ので，こんな簡単なことはないのです.仏となるにいと

やすき道ありという…・・・

森 よく大脳生理学でいろんなことをおっしゃって，子

供のうちはだいじだ，だいじだという.ところがだいじ

にされて育った人はし、し、けど，ぼくみたいにだし、じにさ

れずにきたのは，それでもうタウンですよね.これじゃ

あ汝いがないわけです.そういう人も発想がでる道を開

いておかないとし、かんわけですね.

竹内 それがL、ちばんだいじなところで，話をダウンし

ようといったのはそこなんですよ. (笑)だってORなん

て，おやじがORゃったのいないんだから.

中山 そのためにどうしてあなたがそういうことをやっ

たらいいのかというのは，いままで腹でわからなくちゃ

だめなんだとか，修業しなくちゃだめなんだといわれた

わけです.ところが，いとやすき道ありで，こうやって

自分てイメージを切る練習をやればで、きるんですよとい

うことを，ここのモデルて、説明したわけで、すね そうしな

いとついてこない.これはコンピュータですから，問題

を解くのは問題をなん!旦l計算したかによるわけでしょ

う.計算できない，解けないというのは，気が散るから

ですよ ほかに好きなことがあって，そっちへ気が|らjい

てしまうからだめなんで，だからそのイメージをパッと

切ってしまえば，つまり極端にいL 、ますと，潜在意識で、

気になることを切ることですね.これはいきなりはどう

したって切れませんわ. しかし練手守すれば切れるんだと

いうことをお釈迦さまが教えたんだと思うんですね.

f光惚の境

森 じっi工L 、まの創造工学演習の時間で 時間半の授

業ですけど，はじめの20分のこともあるし中ほどの20

分のこともあるんですが，座禅をやるんです.1 おい，や

ろうや.J というと，このごろ係があって，カーテン引く

係があって，みんな机の上にあがって，ざぶとん持参に

してある.ぼくも教壇のあれにあがって，それからコツ

カ礼、るんですが，チャーンと拍子木をたたく. こちらで

もっているわけですよ.そのつぎにチーンとやって吹き

だされると困るから，姫路の火ばしをもっていってたた
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いてみて，これ減衰曲線 e-at， わかったかなんて問をも

たして，それで20分ぐらい.いいですよ.朝の 8 時半か

ら 9 時くらいまでやると.それからいまのような問題を

与えて， r どうだ，どうだ.J r氷が溶けるとなにになる .J

「水になる. J というけど，たまに「春になります. J と

いうやつがでてきたりするわけですね.だからなるほど

効果あるなと思った.これはいいです.

中山 私もエンジニアリング禅と名づけたのは，いちば

んいい健康法なんですね.だからなぜこうやって結蜘妖

坐するのか，この理屈まで全部説明して，し、し、と思った

らやりなさいとやらせたら，絶対効果あると思うんです

よ.

唐津そういうノーハウというのはやっぱりだいじだ

ね.

中山 だからただ座ってみろというんじゃいけないの

で，そこを理詰めにして，なるほどそんな理屈だったら

座ろうというふうに，私はもっていきたいわけで・すよ.

森 それは最近の頭脳構造がそうなっているからです

ね.

唐津結局いまの話でだんだん気がついてきたのは，ぼ

くら研究所で徹夜なんかやったでしょう.それは結局そ

うし、う状態に，自分で追い込んでいるんだろうね.

中山 そうです.命ぜられた仕事というのは，あまりい

いアイディアはでてこないでしょう.徹夜して書類を仕

上げたということはありますけど.お役人みたいなもの

で.ところが自分で実験をやるときは，とにかくこれは

やってしまわなくちゃしょうがないというので徹夜した

ときは，し、し、結果がでできますよね.

竹内 有名なポアンカレーの「科学と方法j にでている

例が，なにか考えに考えて，数学の問題だと思いますけ

れども，それでどうしようもなくなって，寝て夢に見

て，それからまた起きていろいろやって，きちっと理論

づけたという.やっぱり無意識というのはなにか融通無

碍の，彼は無意、識の世界といっているわけですけど，そ

れがなきゃいかんのですが，その前後に意識的な活動が

なきゃ不毛ですね.

森そういうことです.

中山 ですから人間というのは，ふつうミうやって生活

していてもベーターウェーブが，問題でJiJ'iを使っている

ときはベーターパターンがでているでしょう.あれがと

きどきアノレファーからシーターに変わった配分で、すね.

1 時間に十数|旦i入る.あのときがハッと気がつくときだ

と思うんですね.それがいつで、もベーターがでているよ

うだったらコンヒ。ュータと同じなんで，自然にああいう

ふうにパッと，アノレアァーみたいなところにいくほうが

いいのじゃないかと思うんです.
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数学からの脱出

森 話がちょっと飛ぶんですが， OR屋は数学を使うと

高級であるという妙な観念があるんじゃないですか.

唐津まあそうですな.

森 これがまた，数学から脱出できなくなっている l つ

の理由だと思いますね.

竹内 それをまたさらにいうと，つまり手段を目的化す

るような話にも通じると思うんですよ.日本の多くの話

がみんなそうじゃなし、かと思うんだ.結局なにやりたい

って，目的にいたる手段のはずのこれを目的化しちゃっ

て，ゃれNM法といってみたり， ORが数学ばかりみた

いになってみたり，なにかそんなあれがありませんか.

このあいだの数理科学にぼくが書いた告白は，ぼくは

若いときは数学が好きで，好きというのは計算機を回し

たり，ああいうことですけど，最近ょうやく数学離れし

てきたということを書いたつもりなんです.それも近ご

ろの若い連中のを見ていて，一種の反省がでてくるわけ

で，コンピュータなんて非常に便利なものがでできまし

たから，ほんとうはまだオーダーが問題になっているよ

うなときに，なん桁もの有効数字で計算したり，どうも

そんなことばかりのように思えてしょうがない.そうい

うのに鉄槌加えるのには，数学なんかはいらんのやと，

いっぺん逆説的にいってみないとね.

唐津ありゃ数学でなくて数術だ.

中山科学が発達してますから，数学がし、らないわけじ

ゃなくて，これは数学知識があがってきたらそのレベル

で考えるんだけど，いっぺんそれを自分で破接してしま

うことができないと，数学の奴隷になってしまうと思う

んですね.

竹内そうなんですよ.

よく見よ/

唐津私のところでもよく見てこいというんですけど，

あれがし、ちばん効果がある

森 見る訓練はこれもだし、じで，私の授業で最近うつし

た写真を 1 枚ずつもってこさせるんですよ. r君がうつし

たんだな.J といってそれを取りあげて「なにうつってい

るかし、ってみろ .J なにもいえない. (笑)

竹内 それがさっきの見えども見えずで，最近天王星か

なんかのわっかが見つかったわけで、すよね.それでオー

ストラリアかどっかの人が見つけたあとで，東京天文台

でとった写真をよく見てみたらでていたというんです

な.

中山 前に通研にいたときに，変なことを実験したこと

があるんです.通研は大部分が電気屋でしょう.電気屋
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さんが集まったとき，雄大豪壮な基幹産業を見たいとい

うんですよ.私は金属なのでちょうど千葉の製鉄所がで

きたころでして，まだ未完成なんですけど，あそこに先

輩がいましたから頼んで，電気屋さんばかり 30人を連れ

ていったんです.そのときいたずら心を起こしまして，

半分にわけたんで、す.片っ方には，あなた方にリポート

を書L 、てもらうから克明にノートをとりなさい.片っ方

には，あなた方はノートを絶対にとるな.とにかく見て

こい.そうやってあとからリポートをみんなに書いても

らったら，ノートをとった人のほうが明らかにりっぱな

リポートを書きますね.

ところが 3 年たって研究会がありまして，実はあのと

き川鉄を見たけど，あのときのことを思いだしたら書け

といったんで、す.そしたら今度は，なんとノートをとら

なし、ほうがはるかにいいんです.ただしそれにはうそが

ありまして， rあそこにコンベアがあった. J そんなのあ

りはしない. うそはありましたけど，大局ははっきりつ

かんでいるんですね.

やっぱり見るということは非常にだいじなことだと思

うんですよ.見ておけば，こちらから刺激で入りますか

ら見たことは知恵としてでてくる.

唐津そうすると日本人が外国旅行するときにカメラも

つな，ということかなー

竹内 見た気になるけど，なにも見てない.

唐津見るのは'デ真だけだ. (笑)

中山 もつんだったらポケットカメラ.

森 大体自分の家の階段の段数知らないですよ.

竹内 そういわれるとそうだな.

森 そんなばかなこと知らんでし市、ことですけど.

中山ぼくはわりに勘定するくせがあるんですよ どこ

からどこまで、なん歩とか，ここから家まで:"håると，地下

鉄の階段をなん段あがるか勘定する.

森 ぼくも講演会頼まれるでしょう.公会堂なんかでや

るとき，一般公開のとき，講師の先生がきたというので

煙室にとおされて，花つけられて，そういうときに花な

んか置し、ちゃって知らん顔して，階段がなん段あるかな

とやるわけ.勘定しておいてさて講演でみなさんの

大部分はあそこをとおったけど，あの段数覚えています

か. J 1 人も覚えていない. rあそこは 5 段ありました.J

なんて. (笑)

中山 そういうセンスがないと刑事はできないと思うん

ですよ.刑事さんなんでいうのは，現場へいったらみん

なこうやって見ちゃうんですから，科学者と同じことで

しょう.その基礎訓練というのは，階段の数を勘定する

ことかもしらんですな，勘定したから知恵がでるわけじ

ゃないけど…ー・了)
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