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直線本能とは（1/3）
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直線本能とは（2/3）

図では、むかしなついかしいパックマンみたいなのが 3つ、ばらばらに置かれ

ている。 同じ図形の角度を変えただけだが、白い三角形がくっきりと見えるは
ずだ。

進化論的にはなぜこの錯覚が起こるのかはすっきり説明できる。 意識はとて
つもなく複雑だけれど、その背後には進化の過程でつくられた単純な規則（コン
ピュータのOSに相当するもの）があるのだ。

ウサギを追いかけるライオンを想像してほしい。 逃げるウサギが岩の陰に
入ったとして、（中略）純粋意識からはウサギは消えているのだから、獲物がい
なくなったと思って追うのをやめるだろう。

だが現実には、こんなことは起こらない。 ライオンは岩によって一時的にウサ
ギの姿が視界から失われても、反対側から飛び出してくることを正確に知ってい
て、回り込もうとするはずだ。

視野から消えた客体が同一の状態を保持していること（同一性）と、それが一
定のスピードで移動すること（慣性の法則）は、ライオンの脳のプログラムにプレ
インストールされているのだ。

（次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020

『「読まなくてもいい本」の読書案内』 （2015.11.25 橘玲）より
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直線本能とは（3/3）

図の正しい認識は、平面上にパックマンが 3個、たまたま特定の方向で置かれ
ている、というものだ。

でも脳のプログラムはそこからパターンを読み取って、黒い 3つの丸が白い三

角形と重ね合わされていると認識する。 なぜなら、草むらに隠れた獲物や敵を
瞬時に見つけるには、平面（ 2次元）の模様ではなく立体（ 3次元）のパターンを
認識できた方がはるかに有利だから。

こうした“生き延びるための錯覚”はものすごくたくさん見つかっていて、それを
利用すると脳がいともかんたんにだまされることがわかっている。 純粋意識が
こんなにいい加減では、ぜんぜん役に立たないだろう。

ピカイチ生活経営塾 2020

『「読まなくてもいい本」の読書案内』 （2015.11.25 橘玲）より
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マンデルブロの世界観（1/2）

ピカイチ生活経営塾 2020

決定論
世界

確率的世界

複雑系（フラクタル）世界

【事象 】不確定（正規分布）
【思考法】演繹法
【攻略術】確率論（因果関係）

【 事象 】不確実（ベキ分布）
【思考法】帰納法
【攻略術】統計論（相関関係）

【 事象 】確定的
【思考法】演繹法
【攻略術】因果論
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マンデルブロの世界観（2/2）

『「読まなくてもいい本」読書案内』 （2015.11.25 橘玲）より

フラクタルが見つかるのは地球上の生物や無生物だけではない。

銀河は自己組織化して銀河団を構成することでベキ分布になる。 マンデルブ
ロは 1行の半分程度の数式でコンピュータ上に銀河団の集合体をモデル化して
みせることで、宇宙もまたフラクタルであることを示した。

単純な規則がフィードバックを繰り返すことで、複雑な組織を生み出していく。

この世界は、自然界も人間社会もラフネス（複雑さ）の秩序でできていて、因果
論で未来がわかったり、確率（ベルカーブ）で未来を予測できるのはその特殊な
ケースなのだ。

ピカイチ生活経営塾 2020
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演繹法と帰納法（1/3）

ピカイチ生活経営塾 2020

決定論世界

確率的世界
（正規分布）

複雑系世界
（べき分布）

演繹法（確率論）

平時

効率よく生きるには？
生き延びるには？

危機
（臨界）
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演繹法と帰納法（2/3）

『コンピュータが仕事を奪う』 （2010.12.21 新井紀子）より

演繹と帰納は、人間が「こうなるはずだ」「こうするべきだ」ということを認識する
ために備わっている代表的な能力です。

たとえば、「明日も太陽は東から昇ってくるかどうか」と尋ねられたら、あなたは
何を根拠にして「yes」と答えるでしょうか。そこには、２通りの考え方があるでしょ
う。

①毎日朝になると東の空から太陽が昇ってくるので、明日もそうなるに決まっ
ている。

②（北極星の方向から見たとき）、地球は１回転/日の速度で反時計まわりに回
転している。よって、明日も東の空から太陽が昇ってくる。

①は、「毎日朝になると東の空から太陽が昇ってきた」という過去のデータをも
とに、「明日も同様のことが起こるに違いない」と予想しています。これが、典型
的な帰納による判断です。

一方、②は、あらかじめ正しいということがわかっている「地球の自転の仕組
み」という事実から、論理的に結論を導いています。これが演繹による判断です。

（次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020
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演繹法と帰納法（3/3）

帰納による判断には、「どうしてそのようになるのか」の理屈はありません。帰
納とは、過去のデータに基づく統計的な判断なのです。

こう聞くと、演繹のほうが帰納よりも難しそうな印象がありますが、帰納よりも演
繹のほうが楽な判断もあります。

たとえば、「財布に100円しかないから、コーヒーが買えない」という例で考えて
みましょう。あなたならどのように「買えない」という事実を認識するでしょうか。

①今まで何回も100円しかなくてコーヒーが買えないことがあったから、今回も
買えないだろう。

②コーヒーは150円で、100円では足りないので、買えない。

たぶん、多くの人が②の道筋を通って、「コーヒーが買えない」ことを認識する
はずです。

『コンピュータが仕事を奪う』 （2010.12.21 新井紀子）より

ピカイチ生活経営塾 2020
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正規分布とべき分布（1/3）

べき乗分布では、
極端な事象がより頻繁に起こる

現実の市場や人間の
行動と一致しない

ピカイチ生活経営塾 2020
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正規分布とべき分布（2/3）

『通貨戦争』 （2012.09.30 ジェームズ・リカーズ）より

リスクの正規分布説は、未来の価格の動きはランダムであるから、価格変動の
程度や頻度もコイン投げやサイコロ振りのようにランダムであるという考えだ。

軽度の変動はたびたび起き、重度の変動はまれにしか起きない。たびたび起き
る軽度の変動とまれにしか起きない重度の変動をグラフにすると、有名なベル型
曲線になる、とされる。

結果の大多数が軽度の区間に集中して、重度の区間に入る変動はごく少数な
のだ。

曲線は急勾配で下降するので、きわめて激しい変動はほぼ起こりえないと言え
るほどまれである。

ベル型曲線にもとづくノーベル賞受賞理論の問題点は、これらの理論は現実の
市場や人間の行動と一致しないと、実証的証拠が告げていることだ。

膨大な統計データや社会科学の調査によると、市場は効率的ではないこと、価
格の動きはランダムではないこと、リスクは正規分布しないことが明らかなのだ。

ピカイチ生活経営塾 2020
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正規分布とべき分布（3/3）

『通貨戦争』 （2012.09.30 ジェームズ・リカーズ）より

（べき乗曲線は）ベル型曲線の場合と同様、極端な事象が発生する頻度は軽い
事象より少ない。右に行くにつれて（重大度が上がるにつれて）曲線が下がってい
る（頻度が減っている）のはそのためだ。

だが、べき乗曲線とベル型曲線にはいくつかの重要な違いがある。

一つは、ベル型曲線のほうが縦軸に近い区間が「太い」ことだ。これは軽い事象
が起こる頻度はベル型曲線の正規分布ほうが高く、べき乗分布のほうが低いこと
を意味している。

決定的な違いとして、べき乗曲線はベル型曲線ほど横軸に近づくことは一度も
ない。

曲線の「テール（尻尾）」は右方向に長く延びて、横軸から離れたままになってい
る。これが有名な「ファット・テール（太い尻尾）」で、ベル型曲線のテールとは異な
り、横軸に触れる様子はない。

これはべき乗分布では極端な事象がより頻繁に起きることを意味している。

ピカイチ生活経営塾 2020
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確率論から統計論へ（1/3）

ピカイチ生活経営塾 2020

決定論世界

確率的世界

複雑系世界

不確実性
（ベキ分布）

東京から車で札幌へ行く
→ 到着できるか不確実
（車で海を渡れる？）

分散投資で不確実性は制御できない
→ システミックリスクは制御できない

分散投資で不確定性を制御できる
→ 個々の変動リスクは制御できる

東京から車で青森へ行く
→ 到着時間が不確定
（確実に到達する）

不確定性
（正規分布）

確率論

統計論
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確率論から統計論へ（2/3）

『「読まなくてもいい本」の読書案内』 （2015.11.25 橘玲）より

1960年代には、株式や商品の長期の市場データはほとんどなかったが、南部の

プランテーションから北部の工場まで輸送されていた綿花は例外で、ニューヨーク
綿花取引所には100年以上にわたるデータが正確に記録されていた。

それを入手した経済学者は、標準的な確率論（ベルカーブ）で価格の変動を分析
しようとしたが、完全に行き詰っていた。 どのような統計モデルを使っても、標準偏
差が時間とともに変動してしまうのだ。

そこでマンデルブロは、経済学者からこのデータを引き継ぐと、ＩＢＭのコンピュー
ターで分析してみた。 そして綿花価格の騰落が、言葉の出現頻度やナイル川の
洪水と同様にベキ分布であることを発見した。

こうして1963年、記念碑的な論文「ある投機的な市場価格の変動」が発表された。

掲載誌には「グラフが粗すぎる、数学は意味不明、証拠は不十分、綿花価格は特
殊すぎる」との編集責任者（経済学者）の批判がつけられていたが、半世紀以上前
に書かれたにもかかわらず、いまでも経済学のなかでもっとも多く引用される文献
のひとつだ。

（次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020
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確率論から統計論へ（3/3）

『「読まなくてもいい本」の読書案内』 （2015.11.25 橘玲）より

綿花の価格はプラス（値上がり）にもマイナス（値下がり）にもなるから、その頻度
と騰落率をグラフにすると両側にロングテールを持つことになる。

これとベルカーブを重ねてみると、そのちがいがよくわかるだろう。

ほとんどの場合、正規分布とベキ分布は重なっているので、確率論でも市場を近
似的に予測することができる。 だがプラス方向にもマイナス方向にもロングテール
が延びているため、市場ではときに想像できないような極端なことが起きる。

その後、市場をベルカーブで数学的に把握できるとする効率的市場仮説が経済
学を席巻すると、マンデルブロの経済理論は異端として片隅に追いやられた。

だが、事実がマンデルブロの正しさを証明した。

ピカイチ生活経営塾 2020
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歴史から何を学ぶか（1/3）

ピカイチ生活経営塾 2020

決定論世界
（過去）

確率的世界
（現在）

複雑系世界
（未来）

危機

日本人の時間観

■日本人の危機対応■
【事前】悪いことは考えない（言霊）
【直後】仕方がない（想定外）
【事後】忘れる（喉元過ぎれば）

不連続

年（春夏秋冬）、
ライフサイクル

週（安息日＋労働日）、
ライフコース
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歴史から何を学ぶか（2/3）

『人生のサバイバル力』 （2019.08.27 佐藤優）より

時間の考え方は、一つではありません。

たとえば、大みそかにテレビで「紅白歌合戦」をやるよね。 私は見ていてちっとも
楽しいと思わないけど、あれは実は、一種の宗教行事なんだ。

さんざんお祭り騒ぎをした後、11時45分になったら一転して静かになって、鐘の音

がゴーンと鳴って、アナウンサーの口調も変わる。 これは「カオス＝大混乱」を創
り出して、その後に「コスモス＝秩序」を創るという創造の儀式です。 日本ではそ
れを毎年繰り返していく。

でも西欧人にとって新年は特別なものではなくて、また一つの年が改まる積み重
ねでしかない。 新年になると気持ちが新たになって、今年一年またしっかりやろう
と思うのは日本的な特徴です。 日本では季節ごとに変化があり、それが毎年繰り
返される。 だから日本人の時間感覚、日本人の歴史観は円環をなしている。

一方、今、世界で主流になっている時間感覚は直線です。 時間は一方向に流さ
れていき、始まりがあって終わりがある。 実は「歴史」という考え方もそれと強く結
びついています。

（次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020
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歴史から何を学ぶか（3/3）

『人生のサバイバル力』 （2019.08.27 佐藤優）より

英語では時間はタイムだよね。 直線的に流れていく時間がタイムで、これをギリ
シャ語では「クロノス」という。

それに対して、あることが起こる前と後で意味が変わる、という時間がある。 これ
はギリシャ語で「カイロス」といって、英語だとタイミング。 「タイミングがよくない、タ
イミングがいい」という、これがカイロスです。

カイロスは誰もがもっている。 たとえば、みんなにとって今のところ最大のカイロ
スは誕生日です。 生まれてこなければ君はこの世にいないんだから、その日付は
重要だよね。

それからみんな、恋愛したことある？ 恋愛して初めて彼とか彼女とデートしたら、
その前と後の君は違う。 だからその日は、君にとってのカイロスになる。 ただし、
初恋は絶対うまくいかないからね、それで失恋をした後の君は、失恋する前の君と
は違う。

そうやって人生の節目がカイロスで、歴史にも重要な節目となるカイロスがあるわ
けです。

ピカイチ生活経営塾 2020
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日本の危機対応：外出自粛（1/3）

ピカイチ生活経営塾 2020

決定論世界

確率的世界

複雑系世界

危機

日本人

不要不急とは？
（具体的に教えて）

自分で整理して
判断する サクラには来年また会えるが、

亡くなった人にはもう会えない

西欧人

説得
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日本の危機対応：外出自粛（2/3）

『サラリーマン税制に異議あり！』 （2001.02.09 斎藤貴男）より

サラリーマン（給与所得者）の給与は、概算された所得税額を天引きで徴収（源泉
徴収）された上で支払われる。 年度末には確定した税額との過不足分が精算され
ることになるのだが、年収2000万円以下のサラリーマンは支払った医療費が高額

だったり、住宅を取得したりといった特別の事情がない限り、税務署に対して自ら確
定申告することができない。

精算は企業などの勤務先による国の徴税事務代行（年末調整）によってなされる
仕組みだ。 国税当局にとっては効率的で安定した財源を確保できる一方、個々の
サラリーマンは税金の計算に煩わされずに済む、ということは、納税について考え
る機会を放棄させられてしまっているということである。

個人として納税を考えることのない、考えさせてもらえない日本のサラリーマン税
制は、自立心や独立心を著しく欠き、一方で協調性や長いものに巻かれて恥じない
服従性には異常なほど富んだ、大勢順応型の“会社人間”を拡大再生産してきた。
終身雇用と年功序列を中心とする日本的経営を、この異形の税制は、最も中核的
な部分で支えていたのである。

（次頁につづく）

ピカイチ生活経営塾 2020
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日本の危機対応：外出自粛（3/3）

『サラリーマン税制に異議あり！』 （2001.02.09 斎藤貴男）より

サラリーマン税制の持つこのような機能は、決して偶然に発生したものではない。
わが国が規範に求めたドイツ法体系は、本来的に公安警察的特質を有している。
税制に限っても、わが国税制に最も色濃い影響を残したと言われる財政学者Ａ・Ｈ・
Ｇ・ワグナーは、この点をよく認識していた。 ワグナーに関する次のような考察が
参考になる。

ワグナーは社会時代における国家の役割は自由放任的資本主義の夜警国家、
財政の中立性から、さらに国家活動の拡大を要請されるとし、経費膨張の法則を定
式化するとともに、進歩した国家においては鎮圧主義よりも予防主義が支配するこ
とを指摘する。

予防主義とは国家の法治的、権力的目的の領域において、その秩序の攪乱を未
然に予防する包括的な措置をいう。 これに対して鎮圧主義は国家の法治的、権
力的目的が攪乱された事後的措置である。 予防主義は平時において防止措置を
講ずるので経費は鎮圧主義よりもかかるが、事件が発生した場合の鎮圧に要する
経費より少ない。（坂入長太郎『財政思想史』）

源泉徴収・年末調整システムも、デモクラシーの原則たる申告納税は徴税の手間
や混乱を伴うこと必定だから、原理原則は捨てても、徴税の便宜を第一に考えよう
とした予防主義の産物であると言うことができる。 こうした発想は、税制以外の領
域でも、今日に至るまで日本社会の特性といわれる状況に通底している。

ピカイチ生活経営塾 2020
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「直線本能」からの脱出（1/3）

ピカイチ生活経営塾 2020

複雑系世界

決定論世界

目標は

『危機を越える』

重力（本能）圏
から脱出する

操縦に必要な装備は

『歴史に学ぶ』
（想定外は当たり前）

【直線本能】

次もこうなる
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「直線本能」からの脱出（2/3）

『日本既成権力者の崩壊』 （2012.02.14 日下公人）より

長銀が破綻した後、知り合いの行員たちに会ったら、「やはり日下さんの言ったと
おりだった」と言う。 私が言っていたのは、以下のようなことである。

「 日本の銀行員は適正な数よりも 3割くらい多い。 つまり、いつかは 3割減らされ
るということだ。 しかし、すべての銀行から一律に銀行員が 3割減らされるわけで

はない。 とすれば、どこか特定の銀行がやり玉に上げられて、その銀行が丸ごと
なくなってしまうだろう。

そうやって自分が勤めている銀行が潰れたときは、どこか別のところに行って自
分の腕一本で生きていかなければならないが、その覚悟はあるのか。

残念ながら長銀には確固たる基盤がない。 きみたちの中にはこの基盤のない銀
行で上にゴマをすって出世しようと思っている者もいるだろう。 が、上にゴマをすっ
て偉くなろうとする道はライバルが多い。 それを肝に銘じなければならない。

ゴマをすってこの銀行にぶら下がろうというなら、もっと誠心誠意ゴマをすることだ。

しかも、ゴマをする相手は会社の上司だけとは限らない。 得意先の大手企業や
大蔵省（現・財務省）に対しても、もっともっと誠心誠意ゴマをすらなくてはダメだ。
接待で今日はゴルフ、明日は赤坂の料亭というだけで目的を達成されると思っては
いけない。 常にゴマをするという努力が必要だ。

（次頁につづく）
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「直線本能」からの脱出（3/3）

『日本既成権力者の崩壊』 （2012.02.14 日下公人）より

にもかかわらず、いざというとき大蔵省は銀行をかばってくれないことも覚悟して
おかなければならない。 そのときなって、大蔵省はひどいと泣き言を並べても仕方
がない。

大蔵省自身、そのときは銀行をかばう力がないかもしれない。 米国があの手こ
の手で攻めてきたとき、大蔵省は腰砕けになってしまうだろう。 きみたちは、そうい
ことまで考えているか 」

結局、三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券、そして長銀、続いて日本債券信用
銀行が潰されてしまった。 「お前が言ったとおりだった」と言われても嬉しくない。
昔からの歴史や経済学の本に書いてあるとおりを言っただけである。

一般の人と私が少し違う点はアメリカ性悪説、市場原理非常論、大蔵省無力説、
学界・言論界不勉強説などを普通より少したくさん考えていたことである。

そういう用心があって事態の推移を見ると、人とは違う未来が見える。 天変地異
的なことが想像の範囲に入ってくる。 要路の人々も固定観念の中に安眠している
のではないかというのは失礼に当たるから口外しないが、自分なりの予測を考える
ようになる。
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