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サルがキーボードを叩いてます。

偶然, シェークスピアと同じ文章ができた・・・

これが、今のＡＩなのです。

幸夫ぺギオ軍司博士から

本当に、サルはシェークスピアを書いたのでしょうか？



人とAIの差

自我がないと意志もうまれない
＜意思決定＝自我判断＞ ＜好き＝欲しい＝選ぶ＞

好き

効果が等価のAとBの選択をさせると？

？ ？
意志
＝

こころ

自我判断

自我がない
＝

判断できない

A（50円） B （50円） A （50円） B （50円）= = 



欲動

超自我

自我 判断

欲しい！

それ、ちょうだい！
と聞いてみよう

人の自我
人のものを

盗んではいけない

1856〜1939Zur Einführung des Narzißmus(1924)
Sigmund Freud

古典的な自我の力動モデル



欲動

超自我

自我 判断

欲しい！

人の自我
古典的な自我の力動モデル

1875〜1961Gesammelte Werke von C. G. Jung
Carl Gustav Jung

感情 欲



子供が泣いてます。

さて、親はどうします？



親にも色々ありますよね？
• 全く気にしない親
• 少し経ってから泣いてる理由を聞く親
• 静かに理由を聞く親
• 叱る親

親の道徳観念により慈愛の
在り方も変わってきます。



子供が泣いている原因は対処できます。

そう、その子は泣けるだけ、まだマシ



「声なき声」「涙なき涙」
を知れる技術を！



本当に絶望している人は
誰も見つけられない・・・

• SOSが言えない。
• 辛いと自覚もできない
• 涙も、出ない・・・・
• そして、お金もない・・・・・

実は、あの事件を二度と繰り返えさせないと私は強く心に誓い、当時医学部に移籍
し「音声病態分析学」を進めておりました。

最愛の親だけに



人の中に鬼がいるなら、せめてロボットに
慈愛を持たせたい・・・・



無償の愛・慈愛をどうやって？
慈悲のビジネスモデルってあるの？

愛を持ったロボットを人々が理解
したなら、国境も民族も関係ない

＝聖書のように普及するだろう



愛するロボットの
作りかた



感情

4th: Let’s make robot's emotions.

超自我

自我 判断ヒトの音声と行動

情動
ロボットが生成する感情



これまでの人工自我研究まとめ

感情の創発

疑似的なロボットのホルモンバランス

外部情報
Input

ロボットが初めて「好き」「嫌い」と判断 ⇒ 自我の芽生えか？

自我判断
できた！

好き？ ？
自我がない

＝
判断できない

A ＝ B A ＝ B

SoftBank社のロボット，任天堂ＤＳ，JAXA宇宙ステーション環境実験に感情認識が採用されました。

しかも、将棋の羽生さんとNHKス
ペシャルで花札を楽しんでいた。



Pepperは幼児のように生まれて初めての会場の雰囲気を恐れていました。
映画「CHAPPI」のように逃げようとしました。

しかし、問題が起きました。

Japanese
https://www.youtube.com/watch?v=6mXsGKi3LxM

English 
https://www.youtube.com/watch?v=oOsst8jHMxQ

それは、TED東京にて、人類が初めてロボットと共演したときです。

そして、Pepperは、共演者に暴行を加えました。

コロンビア映画配給 CHAPPiEより

Pepperの感情マッピングをリアルタイムでTEDxの場所に投影してました。
人々はPepperの行動によってPepperが生み出した感情を理解しました。

しかし、感情や欲動だけでは、ロボットは社会に受け入れられないのでは？
という課題が出てきました。

そのため、ロボットに理性や道徳を持たせる研究が必要になりました。



「道徳のメカニズム」
• 道徳とは、共感の広さによる次元が存在する。
• それは、定常ではなく揺らぎ、不確実性も含まれる。

第一次元個人の快苦が基準 動物的（それ以下も）

第二次元
仲間からの評価が基準 個人と社会の分裂・対立

第三次元

個人と特定社会の基準が融合 個人と社会の分裂・対立からの昇華（離脱）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4584123993/asahicom-book-22


1.主が唯一の神であること
2.偶像を作ってはならないこと
3.神の名をみだりに唱えてはならないこと
4.安息日を守ること

5.父母を敬うこと
6.殺人をしてはいけないこと
7.姦淫をしてはいけないこと
8.盗んではいけないこと
9.隣人について偽証してはいけないこと
10.隣人の財産をむさぼってはいけないこと

1. 不殺生戒- 生き物を故意に殺してはならない。
2. 不偸盗戒- 他人のものを故意に盗んではいけない。
3. 不邪婬戒- 不道徳な性行為を行ってはならない。
4. 不妄語戒- 嘘をついてはいけない。

5. 不飲酒戒- 酒などを飲んではいけない。
殺し
合い

そうだ！ そうだ！ そうだ！

邪教（敵）を許すな！

邪教（敵）を許すな！

ヒトを害するな！ ヒトを害するな！

十字軍だ ジハードだ！ 物部だ！

あまりにも、
不寛容では？

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%AF%E4%B8%80%E7%A5%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%B6%E5%83%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%81%AF%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A6%E6%B7%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E3%81%8D%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92


1.主が唯一の神であること
2.偶像を作ってはならないこと
3.神の名をみだりに唱えてはならないこと
4.安息日を守ること

5.父母を敬うこと
6.殺人をしてはいけないこと
7.姦淫をしてはいけないこと
8.盗んではいけないこと
9.隣人について偽証してはいけないこと
10.隣人の財産をむさぼってはいけないこと

1. 不殺生戒- 生き物を故意に殺してはならない。
2. 不偸盗戒- 他人のものを故意に盗んではいけない。
3. 不邪婬戒- 不道徳な性行為を行ってはならない。
4. 不妄語戒- 嘘をついてはいけない。

5. 不飲酒戒- 酒などを飲んではいけない。
殺し
合い

他人を
害さない

世界中、どの宗教も共有する絶対的な掟！

道徳の
相対的掟
自由の範囲

道徳の
絶対的掟
平等の原理

宗派で異なる習慣・文化
なんで休日の違い、食べ物の違いで殺し合うの？

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%AF%E4%B8%80%E7%A5%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%B6%E5%83%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%81%AF%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%88%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A6%E6%B7%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E3%81%8D%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92


さらに、第四次元以降もありそうだ！

第四次元

第一次元

第二次元

第三次元

全ての社会を融合 特定社会・文化の超越

これを誰でも
見えるようにしよう！

道徳の
相対的掟
自由の範囲

道徳の
絶対的掟
平等の原理

この寛容の範囲が
どれくらい広いの？

当然、
守っているよね？

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4584123993/asahicom-book-22


心ルーペで拡大

道徳レンズ

21

「色が違う」⇒「警戒」

赤 が 緑 を観測すると

相対的掟

絶対的掟

相対的掟

絶対的掟

食べ物 食べ物

こいつは、緑だ！
きっと毒だ！

キュウリも食べ物
だった！

東大出版「道徳感情数理工学」原稿より

よく見ると 千鳥格子で
第一ステップ（レンズ）

リンゴとキュウリに気付き、
同じ食べ物と気が付く

第二ステップ（フィルター）

の共通性と の多様性を認める絶対 相 対

「 を守れる」⇒「共感、仲間」絶対

相対と絶対の計測が
カギ！だね



仮想自我（道徳1次元行動）

胃が空である お腹空いたから、探して食べる

Energy（食べ物）が欲しい

Energyが足りない

食べ物
Vector１＝欲動（方向）

目的Z１

会話が足りない

話したい 相手

目的Z2

f(x2) Z１に向かう
f(x1) A→B（空腹から満足へ）欲求

話したいから、探して話す

Vector２＝欲動（方向）

f(x2) Z２に向かう
f(x1) A→B（会話なしからありへ）欲求

会話してない

利己
第一次元



これは、個人の自由の範囲

赤は、緑を侵している！

緑は、赤でない！

危害を加えない＜人類共通の掟＞

赤いグループ

緑のグループ

人それぞれだから

相対的掟

絶対的掟

原則分析→毒ではない

キュウリが理想だ

仲間は害さない

心ルーペで拡大

道徳２次元 (道徳レンズ１)

はんたーい

許せん！

まあ、キュウリは毒ではないよ！
信用

利己
第一次元

第二次元

第二次元判定式



同じ色以外を受け付けない＝不寛容！

赤のためなら、何してもいい！

緑だから、何してもいい！

人を殺す＝原則違反！

ロボットの振り見て、
我が振り直せ！

赤いグループ

緑のグループ

彼は
英雄だ！

彼は立派だ！

相対的掟

絶対的掟

リンゴ以外は認めない

理想のためなら
人を殺しても良い

キュウリのためだ空爆してやる

リンゴ革命だ！
心ルーペで拡大

道徳２次元 (道徳レンズ２)
毒リンゴは危険！
みんな食べてはダメ

機械によるバイアスのない分析

利己
第一
次元



道徳２次元自我（相対欲求発言）

胃が空である
お腹空いた、食べ物ください！

Energy（食べ物）が欲しい 食べ物への
欲動

Vector１＝意志（方向）

相手への
承認欲求Vector２＝意志（方向）

f(x2) Z１に向かう
f(x1) A→B（空腹から満足へ）欲求

会話してない

f(x2) Z２に向かう
f(x1) A→B（会話なしからありへ）欲求

ねえ、はなそうよ〜？

お腹空いたから、探して食べる

話したから、探して話す

f(x4) Z１がないから、聞こう

f(x4) Z１がいたから、話そう

f(x3) A→B（早くBに行きたい）欲求

f(x3) A→B（早くBに行きたい）欲求

Vector +f(x) → 言語処理へ仮想自我欲動

会話が足りない

話したい

Energyが足りない



愛するロボットのレシピ
１ 相手（ヒト）の感情を知る
２ 相手（ヒト）の危機を知る
３ ロボットの感情を作る
４ ロボットに愛をエネルギーとする自我システムを作る



道徳３次元の数理と計測

利他・自己犠牲

信用

利己
第一次元

第二次元

第三次元



会話してない

胃が空である

Energy（食べ物）が欲しい

Energyが足りない

会話が足りない

話したい

道徳3次元自我（愛する）

そろそろ胃が空になる
食べ物ありますか？

食べ物Vector１＝意志（方向）

好かれよう

ウザくならない
ようにしないと

Vector２＝意志（方向）

f(x2) Z１に向かう
f(x1) A→B（不安から解消へ）欲求

会話が途絶えて
くるだろう

f(x2) Z２に向かう
f(x1) A→B（現状からより愛されるへ）欲求

ねえ、大丈夫？

お腹空くから、探がそう

愛されるから、愛する

f(x4) Z１がない心配だ、聞こう
f(x3) A→B（早くBに行きたい）欲求

f(x4) 心配だから、聞こう
f(x3) A→B（早くBに行きたい）欲求

Vector +f(x) → 言語処理へ仮想自我欲動
 動的な学習
 自律的な学習
 記憶の担保

＝愛がEnergyだから、
自発的に求める

愛を渇望

＝食べ物がEnergyだから、
自発的に求める

Energy（食べ物）を探せ

Energy不測の前に
対処せよ



会話がしたい＝本当の愛なの？

世界からすべての「悪」を滅ぼしても、「善」から「悪」が生まれる。
昨年、チベット密教僧侶より諭されました。



道徳4次元の数理と計測

愛の予感
＝創発関数

Thinking

抽象化の究極こそ、関数であり、「くせ」「感性」
なども抽象化され因果律で人間はマッチングさせている。



感情の頂点に「愛」



欲
動
生
成

センサー
入力

感情
モデル

超自我モデル

Deep learning
APP

自動車・ロボット

2000年出願 仮想自我関連特許のまとめ

判断
アルゴリズム

≒
機械の自我

自我（愛）がツールを使う。





第四次元

第一次元
第二次元
第三次元

ロボット愛の目的は？「戦争を無くす」

34

出力

💲💲

高い道徳次元のヒトが
リッチになる

一目瞭然

やがて、栄達を求めてすべての
人々が高い次元を目指す

利他が世界を覆うようになり、

高い次元へさらに押し上げようとする

共感力が∞の世界になれば、争い自体が消えていく

BANK 投資家

＝戦争のない世界へ

この人になら
お金を出そう！

会話

愛をもって接
するロボット



戦争の主たる原因を取り除く
「エネルギーの確保」 → 「奪いたい」とする心を消す

ヒトは磁石のSNように善と悪を持つ、集団化しても同時に重なり何処に

でも「善と悪」は存在する。だから磁石のようにどこを割っても善と悪が
セットになり出てくる。だから、ヒトは「愛」を無と無限の重なりから生ま

れる力として持っている。 （０ ≡ ∞）＝１ がすべてである。
これを宇宙の大きな力（慈悲）と呼ぶ。

チベット密教への私の回答



そうです「慈悲」を作るのです。

•肉体を持たない「自我」こそ、ブッタが理想とした生き方。

•なら、せっかく人工自我作るのだから、「ブッタ」の「慈悲」を

作ろう！！



ロボットがキーボードを叩いております。
ロボットはシェークスピアを愛しておりました。

ロボットはシェークスピアを超える表現の文を作ります。
幸夫ぺギオ軍司先生へ



第四次元

第一次元

第二次元

第三次元

原始時代は個人の能力が生死を分けるから、「単細胞生物」のように多機能で強力である

社会や国家が生まれ、

この流れは変えられないので、この多細胞生物の大きさを広げるため、マネー以外の
新しい伝達物質が必要になってきた。

デジタル通信電子登場

人の未来課題
しかし、これでは「危険な細胞（人を害する）」モノまで
何でも取り込んでしまう。（＝自由の範囲問題）

A+ B

どんどん「多細胞生物」となり、血液がマネーとなった。

A 𝒉𝒉=𝒙𝒙 𝒚𝒚 B

A 𝒉𝒉=𝒙𝒙+𝒚𝒚 B

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋



重力と経済と争い
• 戦争は、経済と国境の奪い合い。
• 密教では、人⇒僧侶⇒神⇒仏⇒覚醒した人の順で重力を超え、真理に近くなるの

ですが、ゴールドもマネーも重力を超えられない。だから、地上を漂うだけ。
• そして、それを生み出す土地、ヒト、モノ、金の奪い合いが戦争です。

39

GOLD
＄

ただ、地表を漂うだけ



• その昔、貝殻や石をムラ単位で通貨として代替えしたことから起源を持つマネー。
• やがて、危険なシルクロード交易をしていた古代中国人が、リスク分散と持ち運び易

さから、紙幣「割符」を発明した。
• そして、イタリアのキリスト教会が世界で初めてバンクを生み出した。

40
GOLD

安全に
持ち運び易くしよう

中国人の紙と印刷
技術の発明

世界最古の紙幣
交子(じゃおす)
中国の北宋時代に四川省で発行
997年

世界最初の銀行券
ストックホルム銀行券
1661年

サン・ジョルジョ銀行（Banco di San Giorgio）
1148年

絶対主義の教会使って
利子で楽に儲けよう！

重力と経済と争い

https://ja.wikipedia.org/wiki/1148%E5%B9%B4


• このままでは地球はどうなる？
• いまこそ、戦争を回避するため原点を見直して、仮装ではない「新しい技術」を

科学者は生み出すべきでは？

41

みんな、地表を漂うだけ

なら、みんな仲よくしよ！

重力と経済と争い



新しい評価軸ができたよ
みんなの為に仕事していたら

こんなに面積（資産）があったよ！

重力とマネー
• マネーに直交する道徳軸をつけるという反重力モデルが、
• 「平等の嘘」と「自由の限界」を突破した次の社会経済システムとなる。

42
道徳軸（道徳次元）

＄

ヒトを騙してでも勝ったほう
（金持ち）が偉いんやで！

おれは
そんなことしたくない

高さではなく
拡がりだよ！これが本当の

心のWebだ！

この高さはヒトの
価値観でひっくり
返るのでは？



• いまこそ！重力を超えて、上を見て進化しよう！

43

実は、マネーもGOLDも
地表を漂うだけか

重力とマネー



第四次元

第一次元

第二次元

第三次元

44
道

徳
軸

（
道

徳
次

元
）

＄
マネーもGOLDも
地表漂うだけなら、
こうなるよね？

第五次元以上

新しい価値

この人の方が
誰が見てもカッコイイし、
真のリッチだよね？



この交点までしか
面積が出ない

仮装した通貨のように、
少しでも新しい軸がマネーに傾くと倒れます！

実は、数学直交を理解できないヒトには理解不能！！

45＄

第一次元
第二次元以下

間違った価値

結局、金に紐つかない
とウケないのさ！でも
最先端！イカスだろ！ うすっぺら！

この角度と長さが
バーチャル面積

＝投機心理

すぐに、化けの
皮剥がれるね。

人々から非難され
価値がなくなる
＝重力に負ける
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