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社会問題を科学する
吉田：先生の一連の著書を拝読しましたが、生活
や職場で起こっている社会的な問題を扱っておら
れます。メディアでも多く取り上げられ、世の中
の関心も高く、政府の公職に数多く就かれていま
す。先生のこれまでの研究、歩みについてご紹介
をお願いします。

西成：私は、数学、物理が専門で、もともとは基
礎研究者です。教壇に立ち始めた後もしばらくは
基礎研究を中心にやっていました。理系なのです
が、一方で社会的課題について放っておけないと
の思いを強く持っていました。水や空気の流れの
研究もしていたドクターの頃の、25 年前にまず目
をつけたのが車の渋滞で、渋滞の解消に数学や物
理学が使えるのではないかと考えたのです。渋滞
が時間損失や環境問題などのさまざまな社会的損
失につながるのは明らかです。それが科学の力で
解決できるとすれば、これほど研究者冥利につき
ることはありません。これが社会科学に進んだきっ
かけで、渋滞に関する研究を広範囲に始めました。
もちろん、そんな学問は世の中にありませんので、
最初はいばらの道でした。最近は物資的豊かさを
追い求めるより、課題先進国の日本において社会
課題の解決に人々の関心が高まっていく中で、私
の研究が世の中で認知され、市民権を得られる存
在になってきたと思います。
　一口に渋滞と言っても、実は道路渋滞以外にも
さまざまな切り口があります。例えば、会社の中
を見ますと、工場の稼働や、コミュニケーション
でも渋滞は起こります。稼働の効率化は無駄を省
くことですし、コミュニケーションの渋滞は誤解
が原因です。これらが、私の中では一本の線でつ

ながっています。キーワード「渋滞」に閃いてから、
人生が変わりました。
　　　
吉田：大学の教室ではどのようなことを教えられ
ているのでしょうか。

西成：まず、学生には理系の基本である数学はしっ
かり叩き込まなければなりません。それから流体
力学です。具体的には水や空気の流れですね。研
究室には、数学や流体力学を車や物流、工場の生
産ラインにどう役立てられるかに関心のある学生
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が入ってきます。大学院では 90％ぐらいの学生が
渋滞学を研究しています。科学で社会課題に立ち
向かい、貢献する。今の若い人たちは社会貢献に
興味があるようです。

情報の伝え方
吉田：東大やトヨタ等が参加する「渋滞を防ぐ自
動運転車用システムを 2020 年代初頭に実現する」
プロジェクトを先生は主導されています。そこで
は、渋滞を起こさない高速道路を目指すための施
策の一つとして、渋滞情報などの情報をドライバー
に伝えるにあたり、伝え方が重要であり、伝える
量に「黄金比」があると指摘されています。

西成：情報の伝え方は、渋滞のコントロールにあ
たって一番核心の部分です。ここは本当に難しい
ところで、情報を全ての人で完全に共有すると結
局うまくいきません。空いている道路に全員が流
れ込めば、今度はその道が渋滞してしまいます。
これを情報のジレンマと私は呼んでいます。もち
ろん、あまのじゃくな人もいます。実験を繰り返
してみたところ、いろいろな条件つきですが、お
おむね 30％の方に情報を流すのが効果的で全体最
適につながることが分かってきました。しかし、
情報を与えられなかった人からは、「何で俺を省く
んだ！！」となります。

吉田：情報格差などと言われてしまうかもしれま
せん。

西成：本当に難しいところですが、高速道路など
一本道ですと比較的対応しやすい。渋滞する時間、
場所はほぼ決まっていますから、情報提供先を一
定の車両に限定しても効果が得られると思いま
す。例えば、中央自動車道の日曜日午後の東京に
向かう上りなら、上野原インターチェンジ付近の
車に、午後 15 時 40 分頃に減速指示をすれば、そ
の先の、小仏トンネル付近を起点とした渋滞を大
きく減らせることが研究で分かっています。大き

なお金をかけなくても情報を制御することでうま
くいく、こんな社会システムを構築できればと思
います。

吉田：2018 年 9 月 30 日の台風 24 号のような自
然の猛威に対する準備についても、情報をどう流
すかが行政や公共機関の関心事のようです。

西成：実は今回の台風 24 号では前もって JR 東日
本の幹部の方と、情報をいかに事前に出すかの打
ち合わせをしていました。そして 9 月 30 日 20 時
以降電車の運行を止めますとその日の午前中に発
表しました。JR 東日本としては「計画運休」は初
めてでしたが、結果として、多くの方が計画的に
行動し、混乱を相当抑えられたようです。天気予
報も 3 日先までなら相当の確度で予測できます。
今回のようなケースでは事前に十分に対策を決め、
その情報をタイミングよく周知するのが重要なポ
イントです。そして「段取り八分」です。いかに
複数のシナリオを持ってシミュレートするかです。
　正しい情報であってもやみくもにそのまま出す
のは、全体最適の上では必ずしも正解ではありま
せん。情報の制御について、世間で受け入れられ
る仕組みを作るのが重要で、これも科学の役目だ
と思っています。
　科学技術振興機構の「未来社会創造事業」に、「人
に提供する情報を工夫して、一人ひとりが安全に
安心して移動できる社会を作りたい」と提案した
ら、うれしいことに採用していただきました。そ
のプロジェクトで、「情報提供と行動変容」につい
てのさまざまなミニ実験を行っています。やはり
2 ～ 3 割に情報を提供するのが適切なようです。

吉田：情報提供の黄金比ですね。

西成：また、推測しにくい現象として、「誘発交通」
があります。簡単に言いますと、新しく道路を作
ると、普段使っていなかった人もそこに集まって、
かえって渋滞が増えてしまう現象です。新しく道
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路を作ると、単に車が集まるだけでなく、新しく
物流ルートができたり、商業施設ができたり、さ
まざまな波及効果が生じます。これらについても、
最近の実験・研究で 2 ～ 3 割増しで交通量の余裕
をみておくと、適切なケースが多いことが分かっ
てきました。自然科学だと、例えば「ロケットが
こう動きます」と言ったら宇宙が「おおそうか」
と言って、法則を変えたりはしないわけですよ。
確実に予測できるのですが、人間の場合は情報が
与えられた瞬間に行動が変わる。本当に難しく、
奥が深い。

吉田：選挙は研究の対象ですか。

西成：エージェント・シミュレーションという研
究も行っております。数理社会学の分野になりま
すが、どういう情報を流したら、どのぐらいの割
合の人が、候補者を変えるかといった研究です。
情報を制御する研究は本当に奥が深い。最近、ノー
ベル経済学賞を受賞した「ナッジ（肘で軽く突く）
理論」にも興味を持っています。具体的に言いま
すと、「節電して」と直接的に言っても効果が薄い
ですが、「隣のおうちではこれぐらいの電力量です
よ」と伝えると効果が上がるという結果が出てい
ます。環境省が日本版ナッジユニットを立ち上げ
まして、自分もその有識者に選ばれ、いまいろい
ろと議論しています。やはり、情報の出し方がポ
イントです。

重要なのは長期的視点
吉田：情報の受け手として考えると、やはり人は
誰でも「損失回避性（人はプラス側よりマイナス
側への振れに敏感であること）」や、「現在志向バ
イアス（現在の方を将来より大事に考えてしまう
こと）」といった長期的視点を阻害する性向を生ま
れながらに持っています。企業として考えますと、
東レは長期的に経営を考えようとする風土がある
のですが、世の中全体としては、短期的な利益を
評価する傾向が強まっている気がします。組織と
か、個人という視点で見た場合、現状をどのよう
に捉えていますか。

西成：行動経済学の分野になりますが、例えば、
ダイエットには良くないと明確に理解しているの
に、目の前のケーキを食べてしまう。明日の 100
より今日の 50 みたいな性向は痛いほど分かりま
すよ。ただ、人間には他の動物にはないプラスア
ルファがあり、長期的に考えることができます。
最後はそういう人が勝つのです。四半期決算の公
開が義務付けられた時、私は日本はダメになるの
では、と思いました。四半期でマイナスならダメ
と判断すると、さらに短期的な経営をして、より
ダメになっていく。負のサイクルです。ある中小
企業のオーナーが言ってました。「先代は長期的に
考えろと言っていたが、最近は本当にできなくなっ
た」と。
　そこで、科学者の私に何ができるのかです。今
年はマイナスでも 5 年、10 年トータルするとプラ
スになる。この「J カーブロジック」を科学的に
証明することです。データで明確にするのが私の
役割だと思っています。この点を書き記したのが
拙著『逆説の法則』です。
　外資系企業の方からは、「外資系の会社はロジッ
クで動くから、数学で証明できたら社長を説得で
きます」と言われました。四半期決算がマイナス
であっても、「計算された損」であることを立証す
ればいいのです。渋滞学での研究で、「今行けるけ
ど行かない。車間を開けておく方が結果渋滞を作
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らずに早く行ける」ことが数学で証明できたので
これには誰も反論できません。経営に科学を入れ
ていくことで、ステークホルダーを説得でき、長
期的な視点に基づいた経営ができると考えていま
す。

吉田：例えば、基礎的な研究や開発をいつまで続
けられるかという時に、「いつになっても成果が見
えない、どこまで我慢するか」との議論になりま
すが、10 年、30 年、50 年というスパンでジャッ
ジするべきことがあるわけですね。

西成：さまざまな研究分野を見てきましたが、発
見して盛り上がって、そのうち現状維持になり、
やがては廃れていく。このサイクルはどうやら 7
年のようです。企業で言えば、最初の 2 年は先行
者利益が得られる、次の 3 年はコンペティターが
出てきて大変だが、何とか食える期間、そして最
後の 2 年はライバル多数で儲からない。そこで止
める。ただ、東レのような素材メーカーはそのス
パンは異なるようですが。
　また、大学の研究者の世界でも、私自身は約 7
年を研究期間のひとつの目安と考えています。自
分の軸は崩さずに、応用する研究分野を変えてい
くのが優れた研究サイクルで、学生にはバスケッ
トボールの「ピポット」と教えています。片足を
軸にもう片足を変える。軸はぶれずに対象を変え
ていくやり方です。

「利他」も長期的視点から成り立つ
吉田：日本には 100 年以上続く老舗企業が多くあ
ることをどうお考えですか。

西成：例えば、「利他」は日本的特徴の一つだと思
います。ぼろ儲けはしないが、細くとも長く続け
られる。株主資本主義に対し公益資本主義とも言
われますが、これも言うは易く行うは難しです。
100 年続くということは、オーナー企業でも経営
者は 3 ～ 4 回は交代しています。長く続くものに
は必ず何らかの本質が宿っているはずです。アリ
は、2 億年生き続けていますが、ホモサピエンス
はたったの 20 万年です。アリは環境がどんなに
変化しても生き残っているわけで、そこには何か
秘密があるはずです。老舗中小企業のオーナーと
話をすると、やはり帝王学のようなものが代々伝
えられていて、皆、100 年後を見ています。自分
の孫の時代を考え、最初から 100 年後を見据えて
議論する。普通の会社とは時間スケールが違いま
す。ある繊維メーカーの話ですが、大量の発注を
受け、自社の生産キャパを超えていた時、増設投
資はせず、稼働していない設備を持つライバル会
社に生産を依頼したそうです。まさに利他が長期
ビジョンに適合したものであり、困った時はお互
い様の共栄圏ができ上がります。

吉田：それは、なかなかできることではありませ
ん。

西成：また、もう一つの例で、アマゾンのライバ
ル会社はアマゾンの商品を自社のサイトで売り始
めたそうです。ただ、それだけでは儲からないので、
アマゾンの商品が売れた時に自社のクーポン券を
配布するそうです。それにより一度は顧客を自社
のサイトに呼び込める。やはり逆転の発想はすご
い。私の役目はこの利他を科学的に証明すること
だと考えています。少し他に譲ることで結局自分
にもプラスになる。それを立証したのが例のバー
の話です。バーに飲みに行って楽しかったとして

図表　Jカーブロジック

出所：西成教授作成
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も、2 日連続ではいかない方が、席に余裕ができ
て他の人も楽しめ、結果、皆が幸せになれるので
す。これを数学で証明できた時は鳥肌が立ちまし
た 1。
　利他はモラルではなくて科学です。トヨタの社
長が尊敬しているという、伊那食品工業の塚越会
長ですが、彼はまさに、利他を事業で実践して、
増収増益を長期間継続しました。科学を導入する
ことで、一見損をするように見えても、長期の視
点ではプラスになることが説得しやすくなります。

吉田：目の前にケーキが置かれても食べるのを 10
分間我慢すればもう一つもらえる。それが分かっ
ていれば、子どもでも我慢できますよね。

西成：その確実さを証明するのが科学の役割で
す。大企業でも取り組むところが少しずつ増えて
きました。装置産業の社長さんからお礼を言われ
たのですが、私はその方に目標稼働率を下げるよ
うアドバイスしたのです。当初、猛反対されまし
たが結果はプラスになりました。
　その会社の現場に行った時、「目標稼働率
120％」と掲げられていました。もう、パンパン
にやっているのです。そして実際に計測すると
86％でした。100％なんて絶対にいきません。ト
ラブルが必ずありますから。そこで、メンテナン
スや試作の時間も織り込み、目標稼働率を 85％に
したのです。ボトルネックのマシンほど特に。ボ
トルネックの工程が予定外で止まると全体に大き
く影響する。だから最初から余裕を持たせ、しっ
かりメンテナンスするのです。しっかり歯磨きし
て、歯医者さんのお世話にならないようにするの
と同じですね。結局余計な時間を使わずに済み、
メンテナンスや試作もしっかりやった上で、目標
稼働率も達成できました。

吉田：最初から余裕を持つと、さまざまなことに

力を入れられます。一時的に 100％で回せたとし
ても、長期的には 85％で回した方が良いとの結果
ですね。

西成：アリの研究の話ですが、彼らのうち、2 割
は遊んでいて、そのあたりをうろうろしています。
残り 80％は仕事が与えられて、余裕がありませ
ん。ところがこの遊んでいる 2 割が、偶然にえさ
場を見つけるのです。そのおかげでアリはえさに
困らない。一見遊んでいるように見えて実は探索
行動をしています。短期では遊んでいるように見
えても、長期では無駄がないことになります。

吉田：脱線しますが、その 2 割のアリはいつも遊
んでいるのですか？　交代はありますか？

西成：最近の発見ですが、アリには「遊び遺伝子」
なるものがあるそうで、遊んでいる 2 割は生まれ
ながらに遊んでいるのです。それが 2 億年生存し
ている秘密かもしれません。

学びの中で課題を見つける
吉田：インターネット普及とデジタル化の副作用
だと感じますが、試行錯誤の良さが軽視されてい
る気がします。会社の新人を見ても感じるのです
が「無駄なことは避けて早く正解を知りたい」と
いう傾向が強い。先生のお考えはいかがでしょう
か。

西成：今、社会がどんどん効率化されて、教育ま
でその波が押し寄せ、学生も慣れてきて、やはり
最短距離で答えを出そうとします。自分で考える
ことがおろそかになっています。答えを覚えるだ
けでも、テストをクリアするだけなら通用します
が、変化球にはまるで対応できません。
　また、現代の社会的課題はさまざまな問題が複
合しており、一つの分野の知識では通用しません。

1    バーの研究の詳細は、西成活裕氏著書『逆説の法則』（新潮選書）参照
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「環境の専門家」とか、「高齢化の専門家」なんて
いませんよね。学会も縦割りでは現代の具体的な
課題には回答を出せません。学生には、「自分の専
門とは全然違う分野の授業を受けてこい」と言っ
て、今まで経験したことのない分野に目を向けさ
せるようにしています。ゼミでも、毎回、外部の
方にお願いし、講談をしてもらいます。先日は、
看護師さんから、老人介護の際の床ずれの問題に
ついてお話を聞きました。現場の大変さが分かり
ます。そこで、学生に、「お前たち、何か思わない
か？」です。卒業研究とは関係なくとも、効率一
辺倒ではない学びを感じ取り、学生には自分なり
の課題を見つけてほしいのです。
　いろいろな分野には共通した問題もあるし、チャ
ンスを広げてあげたいのです。自分の専門分野は、

「教科書読んで勉強しておけ」です。専門分野はで
きて当たり前の時代です。

吉田：いろいろな方と接することを繰り返し、興
味を持つと π 型人材に近づくかもしれません。先
生の本には「一つのことしか知らない人は何も知
らない人である」とありました。東レでもそのよ
うな人材育成を目指しています。

西成：成功している方の話を聞くと、やはり相当
苦労している。学生から見ると、「なんであんなに
寄り道してるの？」となるのですが、彼らはその
時は寄り道とは思っていません。一生懸命取り組
んで、失敗して、再チャレンジして大成功してい
る。失敗を無駄にしなかったのです。そもそも、
無駄の定義は何かが問題です。目的と時間を決め
ないと無駄かどうか分からないのです。人生をよ
りよく生きる目的で、「お前、50 年のスパンで考
えてこれ無駄だと思うか？」と聞くとほとんどの
学生は、「いや、違いますねぇ」となります。やは
り、長期的に考えてほしいのです。そういえば、
私がドイツに 1 年間留学した時にドイツ語を勉強
したら、英語力が一気に上がりました。違うこと
をやることで、別のものも伸びるということは実

感としてあります。

伝える力の重要性
吉田：私は、長く人事・労務関係の仕事をしてき
ました。一つの施策を全社員に伝え、共有しなけ
ればならないことが多々あるのですが、正確に伝
えることは難しくて、何度か失敗もしました。伝
える力というか、相手を知る力といいますか、大
事なことだと思うのですが、先生もご経験豊富な
のではと思います。

西成：やはり、書き言葉だと誤解は多くなります。
話をしていると言葉以外の、ノンバーバルなメッ
セージが補ってくれますので、誤解が少なくなり
ます。病院のコンサルティングをした時、メール
を含む書き言葉による誤解が多かった。病院では
インシデントは一つ間違えると死に直結します。
　また、単語の定義ができていない。例えば、「す
ぐにやる」は、「15 分以内」の人もいれば「3 日」
の人もいます。ある会社では、ビジネスでよく使
う単語を 120 選び、定義して新入社員教育に活用
しました。誤解は、自分側と相手側の掛け算で起
きますが、私の場合、自分の方の原因のほとんど
は「省略」でした。その省略は相手が補うわけで
すが、そこに例えば、相手の、私に対する先入観
が作用してしまいます。
　『誤解学』を出版したとき、ある方から、「ジェ
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スチャー」も誤解を招くと教えていただきました。
言葉で柔らかく説明しても、表情が強張っている
と逆に作用して、誤解され伝わる。正確に伝わっ
ているかどうかの確認は常に重要です。大学でも、

「分かった」と言う学生に練習問題をさせるとやっ
ぱり分かっていないことが多い。
　また、日本語の難しさの問題もあります。大学
の入試問題は今、英語でも作成しなければなりま
せん。まず日本語版を作って英語版に訳すのです
が、その段階で日本語版の曖昧さに気がつきます。
英語では曖昧な表現はできませんから、結果とし
て日本語のミスに気がつくのです。

人工知能をどう捉えるか
吉田：最近の先生の強い関心事はどのあたりで
しょうか。

西成：今、大きな関心事の一つに人工知能・AI が
あります。社会全体を巻き込んだすごい議論になっ
ています。今大事なことは、AI は何ができて、何
ができないのかを考えておくことです。「人にしか
できないものは何か」「人間って何なの？」という
問いかけに対し、どう答えるか。この話をすると、
9 割ぐらいの人が「共感」と答えます。相手に共
感を与えられるのは人間だけです。AI に共感の言
葉をかけてもらっても面白くも何ともありませ
ん。最近は GAFA（グーグル、アップル、フェイ
スブック、アマゾン）が世界中を席捲して、日本
の市場も全部奪うのではと恐れられています。彼
らはプラットフォーマーズなどと呼ばれています
が、それはデータが支配する中央集権的な考え方
です。日本の社会は特殊で、分散的にお互いを尊
敬しあい、それでも組織が成り立っている。日本
は意外に勝ち目があるのではと思っています。人
工林はメンテナンスしなければ維持できません。
自然林は何もしなくとも絶妙なバランスの上に成
り立っています。手を加えなければ残っていかな
いような社会をトップダウンで作ろうとしている
のが GAFA で、日本はその対極の、自然林で社会

を作っていく、うまくバランスされた社会といえ
るのではないでしょうか。そうした社会づくりが
対立軸で日本発でできるのではと、妄想を抱いて
います。

吉田：日本は独自の宗教観や、都会もあれば里山
の自然もある。いろいろなものが対立せずに混在
していて、実に多様な国ですね。

西成：自然は、人間の浅知恵を遥かに超越した偉
大な知能を持っていると思います。多様性のない
社会は滅びることが科学の世界では分かっていま
す。日本は自然林のような多様性を持ち、それが
力となるはずで、GAFA にデータを握られたら全
て終わりとはならないと、最近考えています。

吉田：先ほどの「共感」ですが、AI が「そうですね、
その気持ち分かります」と言ってくれても、それ
はパターン認識で答えているだけですよね。言葉
は分からないのに共感しているふりをしているだ
けですが、複雑な判断力があるように思えてしま
う。最近はヒューマンリソースの世界でも AI が
使われ始めています。採用選考や、人事ローテー
ション、退職しそうな人の予測などです。これら
は参考にするにとどめるべきで、頼り過ぎると会
社独自の人材観を見失いそうです。

西成：まだまだ人間の方が素晴らしい。AI は単純
な判断しかできません。その過程から何か意味を
見い出すとか、理解するという次元とは、ほど遠
いと思っています。やはり AI のできること、で
きないことを使い分けるのが大事です。まあ、シ
ンギュラリティなんて無理、やれるものならやっ
てみろと思っています。

吉田：一方、大学生の文章読解力が落ちていると
いわれています。

西成：東京大学も上から下までいますが、上位の

特別企画／新春対談
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1 ～ 2 割は何をやってもできます。地頭が違いま
す。問題はその下のミドル層です。これはしっか
り教育しないとダメです。授業でも私は板書を写
させています。でないと、スマホで「カシャ」と
板書を撮影されて終わってしまいます。それで頭
に入るという人もいますが、私は信じていません。
公式の丸暗記もダメです。公式が成り立つために
は、必ず前提条件があります。そこまで理解して、
ブラックボックスでない状態で覚えないと意味が
ないのです。「エクセル」という PC ソフトがあり
ますが、私は、エクセルが間違える計算例を作れ
ます。すごく簡単なレベルです。コンピューター
は 2 進法ですから、2 進法が苦手な計算をさせる
のです。先日、会計士さんの集まりで披露したと
ころ、皆青ざめました。企業の財務諸表の計算で
も起こり得るようなものです。コンピューターを
絶対だと思っている人にはショックだと思いま
す 2。

余暇の過ごし方
吉田：ところで、先生は実に多方面で活躍されて
いますが、余暇はどのように過ごされていますか。

西成：実は先週、イタリアでコンサートに出演し
てきました。オペラアリアを歌ってきました。テ
ノール歌手をやっています。20 年以上続けている
趣味で、プロの先生に月 2 回習っています。実は
CD も出しています。小椋佳さんが作詞、作曲し
てくれたもので、『ムダとりの歌』です。人が働く
現場で流すとモチベーションアップにつながりま
す。
　もう一つは合気道です。50 歳になってからです
が、健康のために始めました。テレビ番組で合気
道界のトップの方と出会う機会があり、「教えてく
ださい」と頼んで入門しました。ヨガみたいなも

のです。武道ではありません。最近少し忙しくて、
あまり行けてないのですが、できれば週 1 回は行
きたいと思っています。

吉田：合気道の演武の動画などを見かけますが、
達人に次々と投げ飛ばされていくの、あれ、本当
ですか。

西成：半分は噓ですよ。約束稽古と言いまして、
示し合わせているのです。技を繰り出すというよ
り、相手の力をそのまま返すだけです。だから、
余計な力の抜ける年齢の方が強くなるといわれて
います。この間、一緒に習っている、80 歳の方に
投げられました。

吉田：先生の学問にも通じるような。

西成：そうですね。無駄な力を抜く。オペラも同
じです。高音を出す時は重心を下げます。重心を
上げると声が出ない。全部に通じるのです。面白
いなと思います。「逆説的」で。

吉田：本日はありがとうございました。

2    コンピューターの計算が間違える計算の詳細については、西成活裕氏著書『渋滞学』（新潮選書）参照
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