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ソニー寄付講座開設の経緯

ソニー株式会社（以下、ソニー）と東京大学は、次世代を牽引

する技術系人材の育成と強化を目的として、新たな学問領域と

なる、ヒューマンオーグメンテーション（人間拡張）学を東京

大学大学院情報学環において 2017年 4月より推進していくこ

とで合意し、「ヒューマンオーグメンテーション学（ソニー寄付

講座）」を設置することとなりました。

ヒューマンオーグメンテーション（Human Augmenta-
tion）とは、東京大学大学院情報学環教授でソニーコンピュー

タサイエンス研究所（ソニー CSL）の副所長でもある暦本純一

が提唱するコンセプトで、人間と一体化して、人間の能力を拡

張させるテクノロジーを開拓していくというものです。拡張す

る能力の範囲は、知覚能力・認知能力・身体能力・存在感や身体

システム（健康）まで幅広く捉えており、これまでに、視線を

認識するウェアラブルコンピュータ、ドローンやロボットによ

る体外離脱視点を用いたトレーニング支援、人間の体験をウェ

アラブルセンサーやネットワークにより他の人間と共有・接続

する人間＝人間接続型テレプレゼンスなどの研究を行ってきま

した。ヒューマンオーグメンテーションはまた、人間とテクノ

ロジー・AI が一体化し、時間や空間の制約を超えて相互に能

力を強化しあう、IoA（Internet of Abilities：能力のインター

ネット）という未来社会基盤の構築を視野に入れた、最先端の

研究を体系化していく学問領域となります（ヒューマンオーグ

メンテーション学のより詳しい内容については次章の「ヒュー

マンオーグメンテーション学序説」をお読みください）。

東京大学大学院情報学環・学際情報学府は、情報学分野の総

合的で高度な研究と教育を先端的かつダイナミックに推進する

組織で、知の構造化に積極的に参画し、知の公共性を担保して

いくことを使命としています。これはまた、新技術を通じて人
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類、社会へ貢献することを使命とするソニー（ソニー CSL）と

目指す未来像がつながることから、パートナーとして連携して

いくこととなりました。AIやロボティクス・IoTなどが進展す

るなか、ヒューマンオーグメンテーション学という新たな学問

領域を開拓していくことを通じて、産業界と教育界を活性化さ

せ、未来を創る人材の育成と強化に繋げていくことを目指して

います。

この寄付講座では、ヒューマンオーグメンテーション学の探

求、研究開発、啓蒙・人材育成を目的として活動を行っていま

す。本書は、寄付講座として初年度 (2017 年 4 月より 2018
年３月) に行ったセミナー、サマースクール、シンポジウムな

どの活動報告をまとめたものです。

寄付講座概要

講座名称

和名）ヒューマンオーグメンテーション学（ソニー寄付講座）

英名） Human Augmentation （endowed chair by
Sony）

https://humanaugmentation.jp
開設期間 2017年 4月 1日～2020年 3月 31日 (予定)
担当教員

特任准教授　味八木 崇

客員准教授　石黒 祥生

教授　暦本 純一（兼任）

寄付及び講座創設先

国立大学法人 東京大学大学院情報学環・学際情報学府寄付

寄付講座創設元 ソニー株式会社
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ソニー株式会社 執行役員コーポレートエグゼクティブ

御供 俊元　コメント

ソニーは創業以来、イノベーションを牽引してきました。昨今

では、ユーザーの皆様に感動をもたらし、人々の好奇心を刺激

する会社であり続けることをミッションに、AI技術やロボティ

クス技術を差異化技術とし、家庭での生活をより便利かつ快適

に、そして楽しくするような感動体験の創出と事業モデルの構

築も目指しています。「ヒューマンオーグメンテーション（人間

拡張）」は、人類・社会がこうした先進的差異化技術により、さ

らなる能力を発揮することで実現できる世界を示しており、ま

さにソニーが目指す世界観の一つでもあります。これを体系的

に学問として確立し、幅広く普及させていくことは、今後の産

業界・教育界における新たな変革につながり、社会にイノベー

ションを起こすものになると信じています。

東京大学大学院情報学環 学環長

佐倉 統　コメント

このたびソニー株式会社から、ヒューマンオーグメンテーショ

ン学寄付講座を提供していただけることとなりました。情報技

術を通じて人の能力を拡張する、新しい学際型の学術分野の開

拓にあたり、ソニーと共同し新たな教育研究に取り組めること

を大変嬉しく思います。東京大学は、長年にわたって知のプロ

フェッショナルを育成する理念を培ってきました。その中で大

学院情報学環は、既存の領域を超えた新しい学術を文理越境的

に展開しています。これらの蓄積を活かして、ヒューマンオー

グメンテーション学寄付講座を通じ、人と機械の新しい関係を

模索していきたいと思います。
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ヒューマンオーグメンテーション学：序説

暦本 純一（東京大学・ソニーコンピュータサイエンス研究所）

ネオ：「あれを飛ばすことができる？ (Can you fly that
thing?)」
トリニティ：「今はまだ。(Not yet.)」

映画「マトリックス」で、ネオから聞かれたトリニティはヘリ

コプターの操縦能力を脳にダウンロードする直前にこう答え

る。このような未来は到来するのだろうか。マトリックスの

世界に到達するにはまだ時間がかかるかも知れないが、人間

の能力をテクノロジーによって自由に増強・拡張させる技術

が急速に進展している。本講座では、これをオーグメンテッ

ド・ヒューマン（Augmented Human, 拡張人間）、あるいは

ヒューマンオーグメンテーション（Human-Augmentation,
人間拡張）と総称する。

ヒューマンオーグメンテーションで想定する拡張の対象は、

映画マトリックスの例のような知的な能力（ヘリコプターの操

縦には身体知も含まれるかもしれないが）に加え、身体能力や

人間の存在などにも及ぶ。通常の人間の能力をさらに強化する

だけにとどまらず、障害者や高齢者の能力補綴や能力回復も

ヒューマンオーグメンテーションの重要な対象領域となる。関

連する要素技術や研究領域には、VR・AR、HCI、ウェアラエブ
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ルエレクトロニクス、テレプレゼンス・テレイグジスタンス、

サイボーグ、ロボティクス、人工知能、スポーツ科学、リハビ

リテーション、バイオメカニクス、補綴・義手・義足技術、ウェ

アラブルコンピューティング、インプランタブルコンピュー

ティング、IoT (Internet of Things)、感覚置換、感覚クロスモ

ダリティ、ブレインマシンインタフェース、さらには認知科学

などが含まれる。適応領域も、(共同) 作業支援、遠隔コミュニ

ケーション支援、スポーツ、トレーニング、リハビリテーショ

ン、医療、教育、エンターテインメント、メディアコンテンツ

など多岐に渡る。オーグメンテッド・ヒューマンは、これらの

領域を横断する先端的かつ学際的な研究領域である。

人が馬を高度に乗りこなしている状態の極致は「人馬一体」

と呼ばれる。人間と馬との境界が曖昧になり、人間の能力と馬

の能力が渾然一体となっている姿を表現している。これになぞ

らえると、ヒューマンオーグメンテーションの究極の姿は「人

機一体」といえるだろう。技術が人間と対立するものではな

く、人間の能力と自然に融合する。その相乗効果によって、ど

ちらか一方では得られないような性能が発揮される。ヒューマ

ンオーグメンテーションが一般化すると、技術の使いこなし方

はもとより、人間の働き方や交流の仕方も含め、社会全体の構

造も変化していくだろう。本書はこのように多面的な波及効果

が期待できるヒューマンオーグメンテーション研究領域につい

て、関連する分野の最先端の研究者が、現時点での技術水準、

研究状況、および将来に向けての可能性について解説するもの

である。

人間拡張概念の歴史

「技術が人間を拡張させる」という発想は、光学顕微鏡の発明

者で「フックの法則」でも知られるロバート・フック (Robert
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図 1: Memex: ブッシュが構想した情報処理装置と頭部搭載カメラ [2]

Hooke, 1635-1703)の発言に遡ることができる。顕微鏡を用

いて描いたスケッチを初めて掲載したフックの著書「ミクログ

ラフィア」には、「顕微鏡は視覚の拡張である。他の感覚器官、

たとえば聴覚・嗅覚・味覚・触覚なども、将来の発明で拡張さ

れるだろう。」という記述がある [1]。
情報技術を想定した能力拡張の概念は、バネバー・ブッシュ

（Vannevar Bush, 1890-1974）が The Atlantic Monthly誌

に発表した 1945 年の “As we may think（われわれが考える

ように）” という論文に見ることができる [2]。ブッシュはマ

ンハッタン計画などにも参画した研究経営の専門家で、コン

ピュータが発明される以前に、情報技術の未来を予測し、それ

がやがては人間の思考活動を支援するものとなるだろうとい

う構想をこの論文で著した。Memex（メメックス，MEMory
EXpanderの略）と呼ばれる概念上の情報処理システムが提案

され、ウェアラブル・コンピュータの原型のような、頭部に搭

載したカメラによる人間の体験情報記録により、ハイパーテキ

スト的に情報を閲覧する機構の構想が述べられている（図 1）。
情報科学者のリックライダー (J.C.R. Licklider, 1915-1990)

が 1960 年に公表した論文 “Man-Computer Symbiosis (人
間とコンピュータの共生)”は、当時すでに研究が開始されてい

た人工知能とは違った立場から人間と情報技術との関係につい

て論じている [3]。ここで「共生 (symbiosis)」とは、「異なる

種類の生命体が非常に密接に関連し共存している関係」を意味
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する。人間とコンピュータがそれぞれ異なる能力を発揮しなが

ら相互作用することを想定している。

リックライダーが論文中で構想した共生関係は、現在ではわ

れわれが日常的に使っているパーソナルコンピュータやスマー

トフォンなどのインタラクティブな情報システムを予見したも

のだった。それ自体も大変に先駆的だが、リックライダーは論

文中で「共生ではない関係」の例も示しており、人間拡張の観

点からするとこちらも興味深い。まず、「機構的に拡張された人
間　 (“Mechanically Extended Man”)」という概念は共生

ではないとしている。例えば義足や眼鏡のようなものを意味す

るが、現在的な意味で読み解くとまさにサイボーグにつながる

技術と人間の関係だといえるだろう。リックライダーが共生で

ないとしているもう一つの例が、「人間によって拡張された機械
( “Humanly Extended Machines”)」である。オートメー

ション工場に人間がオペレータとして参加している場面などを

想定し、これも人間と機械の共生関係ではないとしている。人

間拡張の観点から考えると、これはテレプレゼンスロボットの

ようにロボットに人間の能力を付与した関係とみることができ

る。また、集合知によって人間から学習し性能を向上させるシ

ステム、たとえばレコメンデーションシステムなどもこの範疇

に入るかもしれない。このように、リックライダーが共生の反

例としてあげている形態は、人間拡張の二つの重要な方向性を

示しているともいえる。

「メディアはメッセージである」という有名な言説でも

知られるカナダのメディア学者マーシャル・マクルーハン

(Marshall McLuhan, 1911-1980)は、メディアを情報の媒介

物としてだけではなく人間の拡張と考えていた。マクルーハン

の主著書である「メディア論-人間拡張の諸相 (Understanding
Media: the Extensions of Man)」によれば、ラジオは耳の拡

張、テレビは眼の拡張となる。さらに、狭義の情報メディアに
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おさまらない他の技術、たとえば「家」も皮膚の拡張であり、

自動車は足の拡張ととらえていた [4]。
マウスの発明や GUI(グラフィカルユーザインタフェース)

の創始者として名高いコンピュータ科学者ダグラス・エンゲ

ルバート (Douglas Engelbart, 1925-2013) も、「人間の知

能を拡張させるための概念的フレームワーク (“Augmenting
Human Intellect: A conceptual framework”) 」という、人

間の知的拡張に関する論文を公表している [5]。また、イン

タビューでマウスの発明について聞かれたときに、エンゲル

バートは「マウスは人間の知能拡張という大きな目標のための

一部品に過ぎない」と答えている。エンゲルバートが設計し、

1968 年のデモが後に「すべてのデモの母 (“The mother of
all demos”)」と呼ばれることとなる NLS (oN-Line System)
は、マウスによるグラフィカル・ユーザインタフェース、ハイ

パーリンクによるドキュメントのブラウジング、遠隔コミュニ

ケーションなど、現在のパーソナルコンピューティングの元と

なる概念を含んでいた。情報技術を人間の知的能力を拡張する

ために用いようという明確な思想を見ることができる [6]。
マクルーハンやエンゲルバートの「拡張」は、主に人間の

知的な能力に関わるものだったが、最近のオーグメンテッド・

ヒューマン研究では身体能力の拡張も大きなテーマとなってい

る。従来のユーザインタフェースが人工物の「使いよさ」を追

求する分野だとすると、オーグメンテッド・ヒューマン研究は、

より総合的に、人間と一体化する技術や人間の能力そのものの

向上を目指しているといえる。

人間拡張研究の発展

人間拡張に関する研究は、90年代後半からさらに活発になって

きている。1997 年に、第一回のウェアラブル・コンピュータ
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に関する国際学会 International Symposium onWearable
Computers (ISWC ’97) がボストンで開催された [7]。ヘッド

アップディスプレイ、腕時計型コンピュータ、人体データ伝送

などの技術が研究発表され、第一次のウェアラブルコンピュー

ティングブームをつくった。これに関連して国内でもいくつか

のウェアラブル・コンピュータ関連のシンポジウムやイベント

が開催された。2010年に、第一回の Augmented Human国

際学会がフランスのメジェーヴで開催され、以後毎年開催され

ている。Augmented Humanは人間の身体的拡張やスポーツ

科学なども対象領域にしている点が特徴となる。２回の日本開

催を含み、第８回目となる Augmented Human 2017 はシ

リコンバレーで開催された [8]。
スポーツ関係では、スイスのチューリッヒ工科大学で

Cybathlonが組織された [9]。Cybathlonは、義手・義足など

の補綴技術や BMI(ブレインマシンインタフェース)、外骨格な

どによる障害者スポーツ競技ルールを設計し、実際に各国から

の参加チームが競い合うという、技術とスポーツが融合した競

技大会である。2016 年に第一回大会が開催され、国内からは

ソニーコンピュータサイエンス研究所/Xiborg のチームが参

加した。2020 年にも大会開催が計画されている。2015 年に

は、国内でも超人スポーツ協会が組織され、テクノロジーによ

る様々なスポーツ拡張の取り組みがなされている [10]。2016
年には東京大学でスポーツに関わる多彩な学問領域を集結さ

せるために、「東京大学先端スポーツ科学研究拠点」が設置さ

れた [11]。
人間拡張はインタラクション研究や科学技術戦略でも重要

視されるようになってきている。国立研究開発法人科学技術

振興機構 (JST) 研究開発センターが公開した、2015 年版「研

究開発の俯瞰報告書」の「インタラクション」に関する項目

に、「人間拡張」というキーワードが掲載されるようになっ
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た [12]。2017 年に示された文部科学省の戦略目標「ネット

ワークにつながれた環境全体とのインタラクションの高度化」

においても、「インタラクションを支援するための、インター

フェースや人間能力の拡張に関する技術開発」が達成目標の

第一位として掲げられている [13]。2016 年には Springer か
ら論文誌 Augmented Human Researchが発刊された [14]。
論文誌 IEEE Computer は 2017 年 2 月に “Technology for
Human Augmentation”特集を組んだ [15]。IEEE Pervasive
Computing は 2018 年 4 月に “Augmenting Humans” 論

文特集号を計画している [16]。さらに、2017年には東京大学

に「ヒューマンオーグメンテーション学寄付講座」が設置され

た [17]。このように、人間拡張学を学問的にも実践的にも推進

しようという活動が各方面で活発化しているのが本稿執筆時点

(2017年 4月)での状況である。

サイエンス・フィクションに見られる人間拡張概念

SFやアニメ、コミックスにおいても、人間拡張に関わる多くの

先駆的なアイデアが登場し、実際の技術開発を触発するなど密

接な影響を与えている。源流的な価値をもつ代表的な作品には

以下のようなものがある。

1948 年のロバート・ハインライン (Robert A. Heinlein,
1907-1988) の SF 小説「ウォルドウ (Waldo)」では、マス

ター・スレーブ型のマニピュレータを介して遠隔地と接触する

機器が描かれている。1980 年にテレプレゼンスの概念 [18]
を提案するミンスキー (Marvin Minsky, 1927-2016) は、テ

レプレゼンスの源流のひとつとしてこの Waldo を参照してい

る。ハインラインは 1959年の SF小説「宇宙の戦士 (Starship
Troopers)」において、パワードスーツ型の戦闘服を提案して

おり、「機動戦士ガンダム」から「Pacific Rim」に至るまで、後
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の多くのアニメーション、映画、実際の技術開発に影響を与え

ている。

1970年から連載があった日本の漫画「ジャンボーグA(エー

ス)」では、身体の動きをトレースし、それを増幅してロボッ

トを操縦する様が描かれており、世界的にみてもテレプレゼン

スアイデアの先駆的な例といえる。ほぼ同時期にジェイムズ・

ティプトリー Jr. (James Tiptree Jr. 1915-1987) が発表した

作品「接続された女 (“The Girl WhoWas Plugged In”)」で

は、人間の脳がネットワーク経由でヒューマノイドに接続する

世界が描かれていた。

機器との融合による能力拡大という観点では、1964年から

連載が開始されている石ノ森章太郎の「サイボーグ 009」が年

代的にも早く「サイボーグ」という用語を普及させる大きな要

因となった。鳥山明の「ドラゴンボール」に登場する「スカウ

ター」は、単眼グラス型の装着装置で、Google Glass を含む

後の多くの眼鏡型ウェアラブルコンピュータの元型となった。

サイバーパンクの元祖として名高い、ウィリアム・ギブ

スン (William Gibson) の SF 短編「クローム襲撃 (Burning
Chrome)」および長編「ニューロマンサー (Neuromancer)」
では、電脳空間 (サイバースペース)に没入 (ジャックイン)する

ハッカー（ニューロマンサーでは「カウボーイ」と呼ばれてい

る）の生態が描かれており、その斬新な世界観は多くの SF や

「攻殻機動隊」などのコミック・アニメーションに影響を与え

た。筆者（暦本）の人間拡張プロジェクトでは、単純なマスター

スレーブ型にとどまらないテレプレゼンス接続形態を、ニュー

ロマンサーにちなんで JackInと呼んでいる。

体験の拡張という観点では、ダグラス・トランブル (Douglas
Trumbull) 監督による 1983 年の映画「ブレインストーム

(Brainstorm)」が興味深い。この映画では、ブレインマシンイ

ンタフェースにもとづいて、人間の体験の完全な記録・伝達・
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再生が可能となった世界が描かれている。映画の中ではこの技

術は、「教育や訓練に革命的な改善をもたらす」ものとされて

いる。

1972 年に放映が開始された「プローブ捜査指令 (Search)」
というスパイドラマテレビシリーズでは、主人公がタイピン型

のウェアラブルカメラや内耳に埋め込まれたヘッドセットを

介してバックアップセンターと接続してスパイ活動を展開す

る [19]。バックアップセンターのスタッフは主人公の状況を

察知しながら遠隔サポートを行う。機器を装着しているとは知

らない他の登場人物からすると、主人公自身が高い能力を持っ

ているように感じてしまうところがストーリー上のポイントと

なっている。人間の能力を、（ネットワークを介した）他の人間

や技術によって拡張する発想とみることができる。

ヒューマンオーグメンテーション学技術領域

以上のような経緯を概観し、現在のヒューマンオーグメンテー

ション学がどのような広がりがあるかを整理してみる。筆者ら

が運営している東京大学ヒューマンオーグメンテーション学寄

付講座では、人間拡張には図 2のような四つの大きな方向性が

あるとしている。

身体の拡張

は、個々の人間の能力を高めるもので、外骨格のように構造

的に身体能力を増強するもの、機能性電気刺激 (FES)によっ

て筋肉を駆動するもの、義手・義足のように身体機能を補綴

するものなどが含まれる。

存在の拡張

は、テレプレゼンスやテレイグジスタンスのように、存在の

限界をとりはらい、遠隔地での（共同）作業を可能にするも

のが含まれる。
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身体 

存在 

認知 

知覚 感覚の拡張 
感覚の置換 

外骨格・義手義足 
ウェアラブル 

知能の拡張 
AIと人間の協調 

テレプレゼンス 
体外離脱 

図 2: 人間拡張の４要素

感覚の拡張

は、われわれの視覚や聴覚などを技術で強化する (ウェアラ

ブルコンピューティングやオーグメンテッド・リアリティな

どを含む)。視覚障害者のために、視覚情報を皮膚感覚など

に置き換える感覚置換 (sensory substitution) や、他人の

感覚を伝送することも含まれる。

認知の拡張

は、われわれが何かを理解したり習得したりするプロセスそ

のものを拡張するものである。いわゆる HCI もこの範疇に

含まれるが、体外離脱視点を人工的に提供することで、ス

ポーツなどの技能習得能力そのものを向上させる研究などが

ある。

いうまでもなく、これらの拡張技術は独立したものとは限ら

ず、複合的に組み合わさることでより大きな相乗効果をうみだ

す。たとえば遠隔地にいる熟練者がテレプレゼンスで練習者の

身体感覚を共有し（存在の拡張、感覚の拡張）、練習者の技能習

得能力を向上させる（身体の拡張、認知の拡張）などが考えら

れる。
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人工知能と人間拡張

ここまでに述べてきた、技術による人間の能力拡張という発想

と対照的に、技術が人間を代替するという考え方もある。たと

えば家の掃除は「掃除の能力を増強した人間」を追求するより

も、ロボットにまかせてしまったほうが良いかもしれない。

1960 年代の人工知能の勃興期から、AI (Artificial In-
telligence) と IA (Intelligence Amplification あるいは

Intelligence Augmentation)という論点はあった。最近の急

速に発展している深層学習 (deep learning) などの人工知能

研究の成果により、部分的であれ人間の能力を凌駕する結果が

多く報告されるようになり、人間の置換という観点での技術が

再び議論されるようになってきた。2016 年に、囲碁の世界的

プレイヤーであるイ・セドル氏が Deep Mind社のコンピュー

タ囲碁システム AlphaGO に敗北したことは大きな衝撃だっ

た。未来学者のレイ・カーツワイル (Ray Kurzweil) は、技術

の進化が指数的に発展することを指摘し、2045 年を「技術的

特異点」(The Singularity) として、 それ以降は技術の発展速

度が人間には把握できなくなる段階に達するだろうと予測して

いる [20]。
人間を凌駕し置換する機械の時代は、一般に考えられている

よりも早く到来する かもしれない。英オックスフォード大学

のフレイとオズボーンによる調査研究によれば、近い将来、ソ

フトウェアやロボットなどの機械に置換される、あるいは機械

化により深刻な影響を受けると予測される職種は、総業種数の

47% にのぼるという [21]。工場での部品の組み立てのように

ロボットに置換されると予測されやすい業種も含まれるが、銀

行の融資担当者など、知的に高度（だと現状では考えられてい

る）職種も多く含まれていることが注目される。

その一方で、機械と人間のどちらが優れているか、とい
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う論点を超えた議論も活発になってきている。たとえばチェ

スの世界では、すでに 1990 年代に IBM の Deep Blue が

当時のチェス世界チャンピオンであったカスパロフに勝利す

るという結果が出ている。チェスというゲームの存在意義に

関わる議論もあった。そのカスパロフが提案しているのが、

Advanced Chess あるいは Cyborg Chess と呼ばれる競技形

態である [22]。これは、人間対コンピュータではなく、人間と

コンピュータからなるチーム同士がチェスの対戦をしようとい

うリーグである。Advanced Chessの結果によると、人間とコ

ンピュータのよい共生関係のチームは、単体のコンピュータよ

りも、単体の人間よりも強い。通常の将棋や囲碁の世界でも、

現在では、棋士がコンピュータ将棋を利用して自己の訓練を行

うことは広く行われている。他の分野でも、人工知能を前提と

した能力獲得や訓練は今後も発展するだろう。

2016 年に策定された米国の国家科学技術会議 (National
Science and Technology Council) の人工知能研究開発

戦略 (The national artificial intelligence research and
development strategic plan) でも、人間と AI の協調が重要

視されている。戦略目標の１番目は人工知能研究への長期的投

資だが、２番目の重点項目として、「人間と AI の効果的な協

調手段の開発 (“Develop effective methods for human-AI
collaboration”)」が掲げられているのである [23]。このよう

な、人間と人工知能の相乗効果のメカニズムを解明することも、

人間拡張学の大きな課題となるだろう。
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ヒューマンオーグメンテーション学セミナー＃１
「知覚の拡張と能力獲得の未来」

2017 年 6 月 1 日、東京大学本郷キャンパス福武ラーニングシアター

にて第一回のセミナーを開催しました。ヒューマンオーグメンテー

ション学のねらいと、講座全体の構想の説明に続き、3 名の講師によ

る講演およびパネルディスカッションが行われ、学生や社会人を合わ

せ 200 名あまりが参加しました。
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はじめに

味八木（味八木崇） それでは定刻になりましたので始めたい

と思います。私、本日司会を務めます東京大学大学院情報学環

の味八木と申します。このヒューマンオーグメンテーション学

（ソニー寄付講座）の専任教員を務めています。本日のセミナー

は、「知覚の拡張と能力獲得の未来」と題して、２件の招待講演

と講座の概要説明、そしてパネルディスカッションを予定して

おります。それでは開会の挨拶をお願いします。

暦本（暦本純一） 皆さん、こんにちは。今日はお足元の悪いな

かお集まりいただきましてありがとうございます。東京大学大

学院情報学環の暦本と申します。この講座は、2017 年の４月

からソニー株式会社様より３年間、ヒューマンオーグメンテー

ション学を推進するということで設置のご寄附をいただいてい

ます。私のオープニングでは、ヒューマンオーグメンテーショ

ン学とは一体何なのかということを、まずご説明して、招待講

演の方々へおつなぎしたいと思います。
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ヒューマンオーグメンテーション学とは

そもそも、「ヒューマンオーグメンテーション学」というのは、

今回新たに名付けた用語です。テクノロジーによって人間の能

力を拡張するということについて、工学、科学、デザインなど

を含め総合的に取り組もうという学問体系を示しています。

最近、非常に多く AI の話を聞かれていると思いますので、

ちょっと耳にタコかもしれませんが、去年の大きなエポックと

して囲碁の世界的なプレイヤーであるイ・セドルさんがコン

ピュータ・プログラムの AlphaGo *1と対決し、負けてしまっ *1 https:
//deepmind.
com/research/
alphago/

たということがありました。さらについ先週、AlphaGo は柯

潔（カ・ケツ）さんにも完勝しました。こういうイベントにも

触発され、人間対コンピュータという構図、「どちらが賢いか」

「人間はコンピュータに置き換えられるのではないか」といっ

た議論が多く起きています。

さて、その一方で、先週のマッチで、人間と AlphaGo の

チームが交互にプレイする、「ペア碁」の競技が同時に開催さ

れていたのをご存じでしょうか。このペア碁というのは、人

間とコンピュータによるダブルスゲームなのです。AlphaGo
と人間のペアがそれぞれいて対戦し、人間、AlphaGo、人間、

AlphaGo という風に指していきます。これが、非常に楽しい

らしくて、この写真は、チームが負けているんですけど、満面

の笑みを浮かべていたりします。やはり、自分と一緒のパート

ナーになっているコンピュータが、非常に差し手がうまかった

り、やるなと思ったりというのが面白いと。つまり、人間対コ

ンピュータというのは、もはや、ある意味そんなにイシューで

はなくなっています。それよりも、人間・アンド・コンピュー

タがどんな効力を発揮できるかが重要になってくるわけです。

実は今回のエポックと同様のことが 20年前にも起きていま

す。1996年に、IBMのスーパーコンピュータ Deep Blueと、
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当時のチェスの世界チャンピオンだったカスパロフ（Garry
Kimovich Kasparov）さんとのチェスマッチがありました。こ

のときも Deep Blue が勝利し、ヒューマンとコンピュータ、

どちらが優れているのか、という議論が沸き起こりました。し

かし、当時も、実はカスパロフさんは、「アドバンスド・チェ

ス」という、とても興味深いチェスリーグを提案しています*2。 *2 Garry Kasparov,
“Deep Thinking:
Where Machine
Intelligence Ends and
Human Creativity
Begins”, PublicAffairs,
2017

これは、コンピュータと人間のチームがプレイヤーとなるチェ

スマッチです。こういうコンピュータとヒューマンによる混成

チームが、人間よりも強いし、コンピュータよりも強くなると

いうことです。こういうことが、ヒューマンオーグメンテー

ション学のひとつの大きなモチベーションとなります。AIと人

間はどっちが強いかという話よりも、両者でどういう風に相乗

効果をつくりだせるかということが、知覚の拡張という意味で

も重要だと思います。

「シンギュラリティ」という用語を、今年もう何百回とな

く見聞きしたと思います。ただ、このシンギュラリティとい

う用語の元ネタである、カーツワイル（Ray Kurzweil）の本

（The Singularity is Near) をお読みになった方は、どのくら
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いいらっしゃいますでしょうか。実は、当のカーツワイルの

本には、昨今ニュースとかでさんざん言われているような、

「2045年に人工知能は人間の知能を超える」などと書かれてい

るわけではありません。この本をよく読んでいただくと、こっ

ちの翻訳のほうは、「コンピュータが人間の知能を超えると

き」*3 と邦題が書いてあるんですが、これは若干誤訳で、原著 *3 レイ・カーツワイル
「ポスト・ヒューマン誕
生 コンピュータが人類
の知性を超えるとき」
2007 NHK 出版

名「The Singularity Is Near」の副題として「When Humans
Transcend Biology」と書いてあるのですね。つまり、テクノ

ロジーによって、人間は生物的限界を超越するということが、

カーツワイルが非常に言いたいところなわけです。テクノロ

ジーと人間が一体化することによって、われわれが今の人間を

超えるということ、現在の人間からすると特異点を超えた人類

の発展は想像もつかない領域に達するだろう、というエポック

ポイントとしてシンギュラリティと言っているわけです。

そういうわけで、現状よく言われている、人間 vs. AI とし

ての「シンギュラリティ」は短絡的すぎる解釈と言えるでしょ

う。きのう、久しぶりにこの本を本棚から出して確認したので

すが、人間の能力が非常に拡大するとか、ナノテクが体の中に

入る、生物的限界を超える、とか言っていることは、トランス

ヒューマン、つまり、人間とテクノロジーはどのように一体化

し進化するかというような未来像です。人間とコンピュータが

対立という次元ではありません。われわれのヒューマンオーグ

メンテーション学でも、ヒューマン対 AI ではなく、ヒューマ

ン・アンド・AIであり、ホモサピエンスの次となる人類を、「ホ

モサイバネティカス (Homo Cyberneticus)」 と名付け、それ

がどうなるか、ということを考えています。
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道具が人類を発明した

アーサー・チャールズ・クラーク（Sir Arthur Charles Clarke）
という有名な SF 作家が非常に興味深いことを言っています。

普通、人類が道具を発明した、と言います。しかしクラークは、

「道具が人類を発明した (Tools invented Man) *4 」というので *4 A. C. Clarke,
Profiles of the Future

す。我々がつくり出した道具、石器だったり、農耕だったり、

エネルギー、自動車、さらにはコンピュータ、インターネット、

AI、そういうものによって、我々自身がさらに進化する、思考

も文化も社会も変容する、という発想です。実際に、石器を作

る行為そのものが人類の脳を進化させる原動力となったという

研究結果もあります。つまり技術と人類は共進化する。私たち

も、この考えに非常に賛同しております。

米国の人工知能研究戦略では、長期重点研究開発項目 *5 の第 *5 National Artificial
Intelligence Research
and Development
Strategic Plan, Oct.
2016

二位に「人間と AI の効果的な協調」が掲げられています。つ

まり、AIそのものを進化させるのも、もちろん大事ですけれど

も、どうやって、それを人間の能力との相乗効果を生み出すか

が非常に大事だということです。単純に、どっちが強いかとい

う構図でもない。ただ、その協調の形態の答えはたぶん一つで

はない。そこをこの講座では探求していきます。

さて、今、「AIと人間」的な視点でお話ししましたが、もち

ろんそれに限定されず、知覚であったり、身体であったり、存

在感であったり、いろいろな能力が人間にはあります。それを

どうやってテクノロジーがサポートし、拡張させるかというこ

とについて研究が盛んになっています。これは、今年のヒュー

マンコンピュータインタラクションの国際学会である ACM の

CHIで私たちが企画した、「Amplify CHI 2017 *6」というワー

*6 https://www.
hcilab.org/
amplify-chi17/

クショップで、大きな注目を集めました。また、IEEEのジャー

ナルでもヒューマンオーグメンテーションに関する特集号*7が *7 https://doi.
org/10.1109/MC.
2017.39組まれており、私も編集委員をしています。
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人間拡張の４つの次元

そういった流れのなかで、このヒューマンオーグメンテーショ

ン学では、人間拡張を４つの次元として整理しています。人間

の拡張というのは、多面的な要素があるわけですが、われわれ

は「身体」、「存在」、「知覚」、「認知」という４つの軸で考えま

す。「身体」というのは、例えば外骨格だったり、ウェアラブ

ル、義足のように、人間をフィジカルに拡張することです。「存

在」は、テレプレゼンスだったり、体外離脱だったり、人間の

存在感そのものを変えようとするものです。「知覚」はパーセプ

ションで、われわれが外部を認識するセンシングとか、感覚そ

のものをテクノロジーで拡張したりする、補填したりするとい

うものです。最後の「認知」というのは、知覚とも密接に関わ

りますが、ものごとを理解したり、新しいものを学習したりと

いう、自分たちが技能を獲得するというような、人間のより内

面に係わることの拡張です。この４つが基本的な次元で、もち

ろんこれらは単独ではなく、身体の拡張と知覚の拡張が組み合

わさるというように複合的なものとなります。

ヒューマンオーグメンテーション学の適用領域は多岐にわた

ります。サイボーグ的なものをつくるということもあれば、リ

ハビリテーションもある。われわれの毎日の生活のサポート、
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仕事や教育などのあり方を変革していくということもありま

す。非常に多くのジャンルに関わっていると思います。それを、

多方面の方々と協力しながら研究や実践を進めて、ヒューマン

オーグメンテーションとはどういうものかということを探求し

ていこうというのが、この講座の目的です。寄付講座の具体的

な活動としては、今日のようなセミナーを開催したり、シンポ

ジウムをしたり、あるいは、人間拡張のためのデバイスを皆さ

んと一緒につくる、サマースクールやワークショップのような

ことも計画しています。お楽しみにお待ちください。

ということで、本日は「第１回のヒューマンオーグメンテー

ション学のセミナー」として、お二人の招待講演の方をお招き

しております。ヤフー CSO の安宅和人さんは、イノベーショ

ンの手法とかイシュードリブンということの本をお書きになっ

て、私は、それに非常に感銘を受けております。神経科学で学

位をとられ、データサイエンスの専門家であり、現在では政策

提言も多くされていらっしゃいます。そういう多面的な観点か

ら、人間の未来についてお話を伺えたらと思っております。東

京工業大学の伊藤亜紗先生は、身体と知覚に係わるご研究をさ

れており、私は『目の見えない人は世界をどう見ているのか』

というご著書に非常に感銘を受けました。ヒューマンオーグメ

ンテーションは必ずしも、超人的なサイボーグをつくるだけで

はありません。どうやって、人間が外界を獲得するかというこ

との本質にせまることをお話しいただけるかなと思っておりま

す。寄付講座からは、先ほど司会をされていました味八木先生

から、われわれが現在進めている研究を含め、具体的なプロ

ジェクトとしてどういうことをやっていくのかということをお

話しさせていただいて、そのあとパネルディスカッションに移

らせていただきたいと思っております。
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「AI ×データ時代に求められる知性とは何か？」

安宅 和人（ヤフー株式会社 CSO）

データサイエンティスト協会理事。慶應義塾大学 SFC 特任教
授。応用統計学会理事。東京大学大学院生物化学専攻にて修士
課程終了後、マッキンゼー入社。4 年半の勤務後、イェール大学
脳神経科学プログラムに入学。2001 年春、学位取得 (Ph.D.)。
ポスドクを経て 2001 年末マッキンゼー復帰に伴い帰国。マー
ケティング研究グループのアジア太平洋地域中心メンバーの一
人として幅広い商品・事業開発、ブランド再生に関わる。2008
年よりヤフー。2012 年 7 月より現職。途中データ及び研究開
発部門も統括。経済産業省 産業構造審議会 新産業構造部会 委
員、人工知能技術戦略会議 産業化ロードマップ TF 副主査、内
閣官房 第 4 次産業革命 人材育成推進会議 委員なども務める。
著書に『イシューからはじめよ』*8(英治出版、2010)。 *8 https://www.

amazon.co.jp/dp/
4862760856/

安宅 ありがとうございます。ちょっと光栄過ぎるのですが。安

宅です。今日は、僕は暦本先生のラン仲間に入れていただいて

いるのですけども、ランの延長で話をしろということで、ラン
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のつもりでやってきました。最近、データが AIなんて話が、若

干、もう辟易としてきたところで、それより、ここから先、僕

らはいったい、どういうものを、というか、どういう働き方と

か考え方が必要になってくるんだろうかみたいなことを、昨

今、考えていまして、５月号、先月号の『DIAMONDハーバー

ド・ビジネス・レビュー』*9でも論考を書きました。編集長で *9 安宅和人「知性の
核心は知覚にある」
DIAMOND ハーバー
ド・ビジネス・レビュー
論文 https://www.
amazon.co.jp/dp/
B075YYJZ4F/

あった岩佐文夫さんがそこにいらっしゃいます。その話の延長

で持ってきました。

僕の簡単なバックグラウンドは、基本的に３つぐらいの領域

のなかにいて、ニューロサイエンスをやっていたというのも 1
つ目ですね。あとマッキンゼーに 11 年いて、今もマネジメン

トなので、ストラテジーとかマーケティング系のことは相当長

いあいだやっていたというのが 2つ目、ヤフーでヘビーにデー

タだとか R&D 部隊をかついでた時代が何年かあって、その延

長で、データだったり AI 系にすごく関わっているというのが

3 つ目です。今も、当然 CSO なので関わっています。その延

長で人が足りな過ぎるというので、データサイエンティスト協

会*10を立ちあげたり手伝ったり、IPA のスキル標準化*11とかも *10 http://www.
datascientist.
or.jp/
*11 https:
//www.ipa.go.
jp/jinzai/itss/
itssplus.html

手伝ったりして、そんな感じです。その延長で、また SFCとか

でも教えたり。国系は相当、山のようにサポートしてきました。

今は産構審（産業構造審議会）、昨日、一昨日、発表があった

んです。新産業構造ビジョン*12というのは、相当手伝っていま *12 http://www.
meti.go.jp/
press/2017/05/
20170530007/
20170530007.html

して、あと、人工知能産業化ロードマップのタスクフォース*13、

*13 http:
//www.nedo.
go.jp/content/
100862412.pdf

これは３月末に発表になりました、そちらもやっていました。

内閣官房の手伝いだったり、国の、なんというか雑用係です。

色んなところで未来を展望して、あるべき姿を整理するという

同じような仕事をやっています。

ざっくりいうと、僕の人間としての関心は、なんで人は一人

一人違うのか、人はなぜ同じことを体験しても異なるように感

じるのか、言ってみればパーセプションです。それで脳まわり
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の研究をやっていたんですけれども、ビジネスの世界に接した

ときに、パーセプションテクノロジーというべきマーケティン

グの世界に出会って、熱狂的にやっていました。その後、やっ

ぱりサイエンティストに戻ろうと思って研究していたら、9.11
のテロがあってまた引き戻されて、相変わらず金もうけの手伝

いをやっています。これらの活動の延長で、啓蒙的な整理をす

るという活動も結構あって、論文を書いたり、本を書いたり、

TEDxTokyoの１回目のスピーカーもやっていたりしています。

AI時代の仕事

ここから先が本題です。今、われわれの時代をリキャップし

て、その意味合いの話をまず整理したいんですけれども、やっ

ぱり、歴史的なタイミングであることは間違いないと思ってい

ます。産業革命、200年ぐらい続いてきましたが、かつてわれ

われの労働のほとんどを占めていた肉体労働と手作業は消えま

した。今の僕らの労働の大多数は、研究者の方と学生の方は分

からないかもしれないですけど、ほとんどのワーカーたちは実

際問題、かなり、どうでもいいような情報判断系のことをやっ

ているんですよ。皆さんが大手町に行くと、やっていることの

90 ％ぐらいは本当に必要なのか微妙な内容だと思うと思いま

す。単にデータを貼り付けただけの使われる瞬間があるかどう

かも微妙なパワポとか、本当にやらないといけないのか微妙な

エクセルワークとかやっているんですよね。これらは限りなく

自動化されてしかるべきです。

実際問題、人の気持ちを読むような AI とかデータをかけ合

わせたサービスであるとか、専門医の診断レベルを超えるよ

うな結果、これは、２月の『Nature』*14でご覧になった方が *14 https:
//www.nature.
com/articles/
nature21056

いらっしゃると思いますけど、出てきたり、今、何を知りた

いのかを勝手に予測して情報を出すということが出てきたり、
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Amazonは何年か前に、私もびっくりしましたけれども、注文

の前に出荷するというようなことが実用化されちゃって、皆さ

んの知らないところで勝手に出荷されていますから。これは AI
なり、データのかけ算で動いているんですね。

先ほどの AlphaGoの影響で暗黙知的な細々したことを教え

ずに勝手にやるというタイプの作業の自動化も進んでいます。

Amazon ピッキングチャレンジですけれども、重さや固さで

はなくて、いろんなものが違うと、持ち方も違うようなものを

教え込むことが、教え込むというのか、学習させることができ

るようになってきています。

これらを総合して、情報の識別だとか予測だとか上のよう

な目的が明確な実行系というのは、もう限りなく自動化してい

くことが確実なんですよね。ただ、先ほど、暦本先生がおっ

しゃったとおり、AI vs. 人間っていうのはとんでもないような

間違いであって、基本的には、こういうデータだとかAIの力を

使い倒さない人と使い倒す人との戦いになると思います。これ

は、もうどんな職業でもそうですよね。たとえ農業だとしても

そうで、草むしりなんて自力でやっていたらやりきれないわけ

です。そんなものは、芽だけ切っていく、5cmぐらいのロボッ

トがいたら済むことの話なんですね。だいたい切られた芽を勝

手に切るようになりますから、それでいいわけですね。

このためにこういうデータだとか AI 的なリテラシーはどう

しても必要になってくる、読み書きそろばんの類になってくる

だろうと思います。こういうことをいっていると、じゃあ、僕

らは考えなくてよくなるんですよね、みたいな話をする人が多

いのですけど、それはかなり間違っているというのが僕の見解

です。研究をやっている方はご理解のとおり、結局、知的生産

というのは、なんらかのけりをつけなきゃならない問いを見極

めて、一種の答えを出すことですよね。じゃあ、こういったこ

とができるのかということが問題なわけです。
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自動化されるもの、されないもの

解くに値する問いを見極めるためには、基本的には答えを出す

意味があって、答えを出せて、がんがんに伝えられるという問

いを発見する必要がありますが、これは非常に先ほどの情報の

識別とか予測とか実行の延長にはないものです。難しいですね。

「仕事」というのは、高校１年か中３の物理で習ったとおり変化

を起こすことです。そのため、ざっくりいうと、課題解決は、

課題を設定して、それを構造化して、分析を設計して、分析し

て結論を出して伝えるということの繰り返しです。

ただ、機械学習ベースの人工知能というのは、あまり語ら

れない不幸な現実があって、意志が全くないですからゴール設

定できないですし、我々のように知覚しない、意味理解しない

ので、新規のものの評価はできないわけです。事例が少ないと

対応できない、そもそもコンテキストを読めないので、クエス

チョンを投げ込めない、フレーミングもできないと。さらに、

意味が分かっていないので、ひらめかないわけですね。紙を丸

めたら望遠鏡の遊びができるとか我々人間だったら、保育園児

でも分かるんですが、こういうことはまったく分からないわけ

です。「常識」的な判断というのはコンテキストの意味が困難で

できませんし、意思決定もできない。AI自ら生み出したアウト

プットを、伝える人のコンテキストに合わせて説明することも

できない。ということで、残念ながら、この辺りの課題設定、

解決の自動化は当面、無理ゲーなんですよ。ですから、皆さん

仕事は結構大量に残るわけです。

でも、自動化できるものあるだろう、それはそのとおりな

んですね。私は長年、課題解決を商売にしていますけれども、

ざっくりと僕の認識では２つ大きなタイプの問題解決がありま

す。一つは、現状が病んでいるとき健康状態に戻りたいと、病

気のときみたいなやつですね。そのときに、じゃあ、何が悪い
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のかということを解明して答えを出すというタイプがある。こ

れは病気の診断が典型的にそうです。これは、確かにロジック

ツリー系の構造をしているので、データをきれいに入れていく

と判断できます。これらの大半は自動化できることは間違い

ない。

ただ、残念ながら、世の中の問題の１～２割はこのタイプで

はない、もっとやっかいなタイプでして、例えば、皆さんが突

然司会者になりたいと。それで、誰とも違う、例えばマツコ・デ

ラックスさんみたいな、超チャーミングで、ユニークな司会者

になりたいといわれたときに、そもそも目指す姿がよく分から

ないわけですね。だって、マツコを目指した瞬間に、マツコの

まねで、もう負けるわけですから、有吉にもなれない、だから、

どうあるべきかの設定から始まるタイプの問題というのが、実

は、ビジネスとかの世界では普通に、大量に発生していまして、

それが分からないと、逆も分からないのです。今が悪いのか、

いいのかすら分からなくて、そのうえで、相当飛躍的な思考を

しないとソリューションは出ないというタイプの問題です。

この後者のタイプは、二重の意味で、自動化される見込みは

まったくないですね。先ほどの無理ゲーだといっていた「意味

理解がないとどうしようもない課題」の解決にまつわる問題と、

この「目指す姿を見極める」問題のかけ算ですね。ということ

を考えると、情報の識別や、その実行というのは、限りなく自

動化されていくんですけれども意志決定するとか、人に伝える

ということは、相当、われわれの仕事として残っていきます。

もう一個、重要な視点というのがあって、今、世の中でお金

の生まれ方は激変しています。それは、事業会社のマーケット

キャップと呼ばれる事業価値ランキングを見ても分かるんです

けど、上のほうの会社というのは、軒並みデータと AI を使い

倒している会社になっています。世界一、ものをつくっている

会社の一つのトヨタの上に、アリババ（Alibaba.com Japan
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Co.,Ltd.）やテンセント（Tencent Holdings Ltd）がいるので

す。トヨタと利益の額はさして変わらない。むしろ、少ないぐら

いのアルファベットだとかマイクロソフトがトヨタの数倍の事

業価値を持っているわけです。これが何を意味しているのかと

いうことです。これの延長で、ゼネラルモーターズ（General
Motors Company）という、世界１位、２位を争うほど、車を

つくっている会社があるんですけれども、そこの事業価値をテ

スラ（Tesla, Inc.）の事業価値が抜いたというニュースが数ヶ

月前に流れました。ちなみにテスラは GM やトヨタの 130 分

の 1以下しか車をつくっていないですね。これはなにかという

と、結局、その会社に技術変革というものの未来が見えるかど

うかで、事業の価値が決まっちゃうということなんです。モビ

リティーの未来がテスラの向こうに見えているから、テスラの

事業価値が上がると。実は、今のトレンドが続くと、１年以内

にテスラはトヨタを抜いちゃうんですね。そのぐらいの勢いな

んです、実は。このように、マーケットプレゼンスとか寡占と

かよりも、世の中を変えている感、既存の何かの追求なんかよ

りも、業界をアップデートできているかということが大事にな

るという大きな変化が起きています。

妄想してかたちにするという力が超重要なわけです。ここか

ら先というのは、すべてのものや空間がデータ化、スマート化

し、それらは全部つながっていく世界になっていきます。われ

われの妄想力が、もう死ぬほど求められる時代であることは間

違いない。われわれが限りなくどうでもいいような雑作業を繰

り返していたやつが、消え去る結果、ものすごく思考が求めら

れる時代に突っ込んでいると思います。
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知性の大半が知覚

次に「思考」というのは何だろうかと考えてみましょう。情報

処理システムはコンピュータをやっている人はよくご存じの通

り、ざっくりいって３つの要素から出来ています。情報を集め

てくる、データコレクション（収集）、プロセッシング（処理）、

そしてアウトプット（出力）と。動物や人間も同じですね。こ

の視点でぐっと睨むと、思考というのは、結局、インプットを

アウトプットにつなげることだと言えます。

情報処理のバリューチェーンを見てみましょう。入ってきた

情報を理解する入口側、川上側とそれを使って何かをやる出口

側、川下側があります。入り口側の最初のステップにある「感

覚」自体が、外側からの物理情報を意味に変える行為です。例

えば色や肌触りなる物理情報は存在しません。そこからさらに

情報が統合され、対象の理解が起きます。非常に情報が入り組

んでいるときや出口側が複雑なときは、メタ認知というべき、

川中的な複合的な意味理解がおきます。このように大きく三段

階あるわけですが、これを俯瞰すると「知性」とは基本的にこ

の I/Oをつないでいるものと言えると思います。これは世の中

で一般的に思われている知性よりも、はるかに広い概念です。

人間っていうのは、計算とか物書きのような川下部分だけが通

常、知性だと思っているんですけど、実際問題、その上流でやっ

ていることは、途方もない情報処理なんですね。こっち側も含

めて「知性」だと、本来考えるべきというのが私の見解です。

ちなみに今、大半の AI が行っているのは、この川上の端っ

こと川下の一部分です。この川上、川中工程のほぼ全てが、あ

る種「知覚 (perception)」というべき、外部情報を統合して意

味を理解する工程です。この「知覚」のなかで、「感覚」など入

り口部分をはぎとった領域を、認知 (cognition)といいますが、

実際には感覚自体が先程見たとおり、意味への翻訳を行ってい

36



るので、「知覚=感覚 +認知」のように整理されがちですが、こ

の２つを切り分けることはあまり適切ではない上、よく見れば

見るほど困難だと考えています。このように考えると「知性」

の大半が「知覚」というべき領域であるといえます。

では、分析的なツールはどう考えたらいいのでしょう。わ

れわれの可視光を大幅に割り込むような小ささの物体、可視光

が反射もしなければ吸収もしないようなレベルの物体は光（可

視光）では見られないのですが、電子顕微鏡を使うと見える。

あるいはオシロスコープがあれば、とてつもなく速い、周期性

のものも見られますし、こういう非常にマッシブなデータとパ

ターンを一気に見られることができるということを考えると、

実は、分析ツールも知覚の延長だと考えることができます。

分析そのものはどうでしょう。分析を見ると、例えば、日

本は、5,000 万しかいない韓国と比べても、年間 10 万人も理

工系の学生が少ないというデータで、トレンド的にもドイツや

韓国とは全く違う動きを示している。こういう入り組んだ話も

データを見るとぱっと分かるという意味で、分析はわれわれの

深い知覚能力を実は上げています。相関関係もそうですし、相

関に基づいてモデルをつくる行為もそうですね。

例えば、これは、もう 60 年前の Hodgkin と Huxley*15が *15 サー・アラン・ロ
イド・ホジキン（Sir
Alan Lloyd Hodgkin,
1914-1998）イギリ
スの生理学者。 アン
ドリュー・フィール
ディング・ハクスリー

（Andrew Fielding
Huxley, 1917-2012)
イギリスの生理学者。
神経細胞膜の性質を
方程式にまとめホジ
キン・ハクスレーモデ
ル（Hodgkin-Huxley
model）を提案。1963
年にノーベル生理学・医
学賞を受賞。

作った神経上の興奮の伝播をモデル化したものです。人類が初

めて数理的に神経上の信号の動きを理解した、ノーベル賞につ

ながった研究です。このモデルではカリウムイオンの流れの実

体が何かすら分かっていないのに、その流れは何かの４乗に比

例している。これから 40 年ほどもたってカリウムが通るチャ

ネルタンパクの構造がついにわかったところ、本当に４つのほ

ぼ同じモジュールから出来ている四量体構造であることがわ

かった。これでまたロックフェラーのマキノンのチームがまた

ノーベル賞を取るのですが、データの解析の結果、われわれは

深いなにかが見えるという意味では、実は、分析も、ある種の
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知覚拡張の機能と考えることができると思います。

知覚の全体像

若干脱線したので、もう一回、知覚に戻ってきますが、知覚と

いうのは何だろうかというと、ざっくりいうと、周りから入っ

てくる膨大な情報を統合して意味理解すること、解釈すること

が知覚だというふうに考えられます。

私はカメラバカで、写真ばかり撮っているんですけれども、

カメラというのは、単なる記録装置ですね。カメラを通して、

こうやって残っている写真を見て、どう感じるかというのは、

本当にわれわれの心のなかで起こっている問題であって、完全

に知覚、われわれのなかでしか起きていないです。ここは区別

できます。意味がないですから。

例えば、これはピカソの線描画ですが、こういうものをぱっ

と見たときに、これを見て、ただの紙だと思う人間はいないわ

けですよね。一瞬にして、母が子を抱いているということを認

識する。このとき、ここにあるのは描線だけですね。しかし、

これだけのことをリアルに思い浮かぶというのは、相当高度な
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情報統合、および解釈能力であって、皆さんも漫画をものすご

いスピードで読んでいる人はいると思いますけれども、あれも

普通ではないです。あり得ないことを皆さんしているんです、

頭のなかでですね。これは典型的な知覚です。

実際、われわれが外で歩いていて何か映像が目に入ってきて

も、いろんな情報をベースにわれわれは一瞬で理解する。視覚

や音、触感などを統合しなくたって、実は同じ視覚のなかにも、

色や形、動き、距離的な深さなどかなりの数の異なる知覚属性、

モダリティーがあります。それぞれ処理する経路は違うんです

けれども、これらを統合しながら、結構ヘビーなことをわれわ

れの心はやっているわけですね。１つ１つの入力が、実は複雑

なモダリティー処理が行われていて、それらがさらに対象の理

解、認識だとかとメタ化されていく。パターン認識、さらにそ

のうえで、状況理解であるとか、論理評価だとか等々のことが

あって、ものすごい複雑なことをやっていて、これをわれわれ

は一瞬でやっています。だから、結構驚異的である。

そのうえで、普通の人が「考える」に到達するように思って

いるわけですが、実は、「考える」の手前までが相当に複雑な

のです。結構すさまじいですよ。だから皆さん、何もしていな

いようなときでも相当に脳を使っているのです。例えば漫画を

読んでいるときにもあなたの頭はかなり使われています。漫画

を読んでいることが悪いといっているんじゃないのです。僕も

いっぱい読んできたので、全然いいんですけど。

例えば、スーパーのこういう風景を見て、皆さんがなにを思

いますか。これを見て、例えば、トヨタ生産方式を思いついた

人がいるわけですよね。普通ではない知覚能力があるわけです

よ。これを見て、全く新しい生産方式を思いつくって、ちょっ

と驚きなわけですけど。知覚というのは、よほど普通じゃない

なにかであることは間違いないです。

数学者とか物理学者は普通の人が見てもまったく訳の分から
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ない数式を生み出して、美しさを感じていくわけですが、これ

だってある種、非常にヘビーな知的訓練を受けたうえで初めて

可能になることです。このようにわれわれが知覚だと呼んでい

るものというのは、過去の学習であるとか、情報処理過程等々

のものを、総合したものとして考えることができます。

ものすごい原初的な、もののかたちを見るとかっていうこ

とでも、これはヒューベル（David Hunter Hubel）*16とか *16 デイヴィッド・ハ
ンター・ヒューベル

（David Hunter Hubel,
1926-2013）カナダ出
身のアメリカ合衆国の
神経生理学者。トルステ
ン・ニルス・ウィーセル

（Torsten Nils Wiesel,
1924）スウェーデン
の神経科学者。視覚情
報処理に関する発見で
1981 年にノーベル生
理学・医学賞を受賞。

ウィーセル（Torsten Nils Wiesel） の実験で分かっているん

ですが、例えば、赤ちゃんのネコとかに片方の目を閉じて育て

たりしたら、こっちの目とか、本当に見えなくなっちゃうわけ

です。だから、縦線のないところ、縦線しかないところだと横

線が見えなくなるとか、これは本当に起こるのです。こういう

ことを見ても分かるとおり、非常に基礎的なレベルから高度な

理解に至るまで、実は学習過程の総和として起こっています。

インプットがあって、それを感覚翻訳とか対象理解とか等々の

ことをやっていくような情報処理があるんですけれども、ここ

に実は、裏側に過去の知的経験だとか心的な体験だとか、この

思考体験等が組み合わさって、実際には知覚が起きている。こ

れらは一体になっちゃっているわけですね。これが、僕の認識

している知覚の全体像です。

感性は知性の一部

これから分かることは、僕らは意味を理解していることしか理

解できないということですね。体験したことのないことは分か

らない。年をとると、とればとるほど、統合的な、そういう意

味合いの統合能力が上がっていくことというのが、実際の脳の

発達等からも分かってきます。

こういった経験を、われわれは言葉というかたちでコーディ

ング、暗号化しているんですね。例えば、「エモい」や「はがゆ
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い」というような感じる状態を表す言葉。言語化しないかぎり、

ほとんど知覚できないわけですから、結構やばいですよ。言葉

はある種の魔法で、これらがわれわれの知覚能力を劇的に上げ

ていることは、まず間違いないですね。言葉なしに素数的な概

念とか音階みたいな概念を理解することは不可能ですし、音階

を知らない人に音を分析的に見たりすることはできない。

これは、ラモン・イ・カハール（Santiago Ramón y
Cajal)*17という、われわれニューロサイエンティストにとっ *17 サンティアゴ・ラ

モン・イ・カハール
（Santiago Ramón y
Cajal, 1852-1934）ス
ペイン出身の神経解剖
学者・脳神経科学者。今
日の神経科学・神経解
剖学の基礎を築き上げ
た。1906 年にゴルジ
と共にノーベル生理学・
医学賞を受賞。

ての神みたいな、いまだに 100 年前の論文とか読まれてい

る特別な人の絵です。これは、皆さんの脳にも入っている、

Hippocampus、海馬の絵ですが、これとかを見ると、明らか

に写真よりもはっきりとなんらかの構造が見えるわけですね。

これって、すごい能力なわけですよ。

図 3: 星月夜（ほしづき
よ、フランス語: La nuit
étoilée、オランダ語:
De sterrennacht、英
語: The starry night）
ゴッホの代表作のひと
つ。1889 年 6 月、フ
ランス サン＝レミ＝
ド＝プロヴァンスのサ
ン＝ポール・ド・モゾル
修道院の精神病院で療
養中に描かれた。ニュー
ヨーク近代美術館の永
久コレクション。

一方で同時代の絵画の世界の天才、ゴッホの描いたこの

Starry Night の絵。これらを生み出す知性はそんなに違うの

かと僕は言いたいのです。よく感性と知性というのは違うみた

いな議論になっていますが、そんなことはないのではないか。

科学者であるカハールは、物理的な、あるいは、構造的なイン

サイトを得ていて、芸術家であるゴッホは、心的なインサイト

を形にして表現しただけといえます。科学者と芸術家は見てい

る部分と深さが異なるだけなのです。こう考えるといわゆる感

性というのは知性の一部であるというふうにほぼ言ってよいと

思います。そもそも脳のなかの感性が分かれているわけでもな

い。実際に感性といわれているのは、知覚の総合力なんですよ

ね。そういう意味で、羽生さんの脳だけじゃなくて、芸術家の

頭脳のなかで行われている事象もしっかり研究されるべきであ

ると。ものすごく面白いことが起こっていると思います。

また、感覚器というのは知性とは関係ないじゃないかと多

くの人は考えています。しかし例えば、皆さんのこの眼球の眼

窩にある網膜というのは、発生学的に脳から飛び出て出てきた
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ものです。あるいは、嗅覚を感じている olfactory bulb とい

うのがありますけれども、それも脳の一部です。また、たとえ

ば視覚一つをとっても、その知覚対象である電磁波はご存知の

通り、かなりの幅があるものです。しかし僕らは、ほとんどの

光が見えていないわけです。見えている部分が人間にとっての

可視光ですが、チョウチョとかは、可視光がより紫外のほうに

寄っているので、赤とかオレンジの差は見えない代わりに、わ

れわれには白に見えているものも違って見えているわけです。

というふうに感覚器自体が、われわれの思考の餌であるデー

タを変えちゃっているんですね。しかも、われわれの感覚は、

order of magnitudeで感じていることが分かっています。リ

ニアには感じないわけですね。１倍、10 倍が 100 倍、1,000
倍みたいに感じるわけです。光だろうが、音であろうが、なん

であろうがです。実は筋肉も同じように動いているわけです。

しかも、基礎的な情報処理をやっているという意味で、実は

感覚器自体が知覚であり、思考のツールであるということも、

ちょっと触れておきたいと思います。マクルーハン（Herbert
Marshall McLuhan）*18はメディアそのものが体の延長だと *18 ハーバート・

マーシャル・マク
ルーハン（Herbert
Marshall McLuhan,
1911-1980) カナダ
の英文学者、メディ
ア学者。「メディアは
メッセージである」
(The medium is the
message) などの発
言で知られる。主著に

『人間拡張の原理――メ
ディアの理解』(Under-
standing Media: the
Extensions of Man)
など

いったんですけれども、僕のような神経科学者からすると、わ

れわれの体そのものがメディアなんですよね。スマホだとか、

これだとかってのもある種のメディアですけれども、そういう

ふうになっているというふうに考えられます。ということで、

全体として見ると、一人ひとりをみていくと、そもそも入力段

階も違いますし、ワイヤリングも違うし、経験も違うという意

味で、人によって知覚が違うのは当然であると。

理解と記憶

理解とか記憶というのについても若干触れておきます。同時に

異なる情報が入ってくると情報のアソシエーションが起きま
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す。これが理解と言われているものの背後にあるものです。神

経科学的な言葉でいうと。アソシエーションが起きたことが繰

り返されると記憶になる。そういうことの延長にわれわれの知

覚というのはあるということです。

AIが発達すれば英語を覚えなくてよくなるんですよねとか、

物理の難しいやつとかやらなくていいんですよね、そういう人

がいっぱい出てくるのですが、私の見解では、まずそもそも、

知的フレームワークなしに、皆さん、なにかものを判断するこ

とは不可能です。論文すら読めないです。ですから、残念なが

ら勉強してください、ということなんですね。この部屋だと勉

強するのが好きな人の集まりだと思うので、殴られないですけ

ど、世間でこれをいうと、あんた、悲しいことを言わないでく

れよという顔で見られるので嫌なのですが、ここ、幸い東大な

んでよかったです。

ちゃんと価値を理解できる力がないと、そもそも、何にど

んな意味があるのかすら分からないですし、過去のできごとも

知覚できないうえ、知覚できないものは組み合わせようと思わ

ないので、イノベーションも起きないということになります。

やっぱり勉強なり経験は大切なのです。ここから大事なマイン

ドセットとしては、いろいろなものをリアルに体験しておくこ

とです。伝聞ではだめです。言葉にならないものもいっぱいあ

ることを受け入れることです。

知覚を高めていくコツをいくつかシェアしておきますと、

（１）ホリスティックに対象を見るのがまずは大切かと思いま

す。逆に（２）構造的に見るというのをやる練習をするという

のも価値がある。（３）それを表現する。言語化する、絵にする

のでもいいです。あのカハールみたいな絵でもいいですけど、

なんでも描いておくのは結構いいことだと思いますね。（４）ミ

クロレベル、目に見えるレベル、更に系としての高いレベルと

いう風に意図的に、違うレイヤーで見てみるというのは、だい
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たい、良いことがあります。更に、（５）その見たり感じたりし

ている対象の意味合いを追究するというのは、追究する価値が

あります。ということで、非常に面白い時代であり、深く多面

的な知覚が求められる時代に突入しています。だからこそ、ワ

イルドにしかけていきましょう。ちょっと長くなりましたけれ

ども、以上です。

質疑応答

質問者１ ありがとうございます。具体的な事象に向かうコツ

のところで５つあったと思うんですけど、それのトレーニング

方法としてはどういったものがあるのかというのを、具体的に

教えていただけますか？

安宅 トレーニング方法というか、こういう気持ちで生きていた

らどうですかという程度なんですけどね。１個ずつ、とにかく

意識していくだけで変わりますよ。なんとなく、情報の羅列を

ばあっと見て考えないというのはやめたほうがいい。見て、意

味合いを考えるということを繰り返すということは、結構、一

番大事で、そういう意味じゃあ５からやったらいいんじゃない

かと思います。５をやるなかで、全体として見てどうなのか、

どうだろうみたいなことを意識されると、結構いいんじゃない

かなと思います。

あと、やっぱり、ハンズオンで体験したことがあればあるほ

ど、より多く理解できるんですよ。例えば、さすがに、このな

かで恋愛経験がゼロという人はいないと信じますけれども、恋

愛経験がないときに読む恋愛小説ほどきついものはないです。

甘酸っぱいなんとかとか、ここで、もうかきむしられるような

思いとか、経験しないと駄目です、みたいなことが結構、いっ

ぱいあるんです。だから、体験したことがないと、分かること

も分からないので、なんでも体験したほうがいいし、なんでも
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かんでも触り倒したほうがいいし、なんでもやっておいたほう

がいいです。やっておいて悪いことはなにもないです。ものす

ごい危険なことは、ちょっとだけやって、誰かにやらせてもい

いですけれども、電気だってしびれてみないとね、あのしびれ

る感は味わえないですよ。あの感覚を言葉だけで理解するのは

無理だと思うんです、みたいなものですか。なんでもかんでも

体験、体験、体験。

質問者１ ありがとうございました。
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人間的な人＝人インターフェースのデザイン
―障害の介助を手掛かりに―

伊藤 亜紗（東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授）

1979 年生まれ。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教
授。専門は美学、現代アート。もともとは生物学者を目指して
いたが、大学３年次に文転。2010 年に東京大学大学院人文社
会系研究科博士課程を単位取得のうえ退学。同年、博士号を取
得（文学）。著書に『目の見えない人は世界をどう見ているの
か』（光文社）*19、『目の見えないアスリートの身体論』（潮出 *19 https://www.

amazon.co.jp/dp/
4334038549/版）*20など。作品の制作にもたずさわる。
*20 https://www.
amazon.co.jp/dp/
4267020590/

伊藤 ご案内どうもありがとうございます。伊藤と申します。よ

ろしくお願いします。私は、先ほどのような壮大なお話はでき

なくて、ものすごく具体的な話を、いくつか事例をご紹介した

いと思います。私自身は、普段は、東京工業大学で教員をして

います。芸術を教えているんですけれども、つまり、東工大の

なかですが文系の教員です。ですが、今日は、芸術の話という
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よりは、私が研究のなかでやっている障害に関連するようなお

話をいくつかしたいと思います。現在文系と先ほど申しあげた

んですが、出身は、実は理系でして、本当に小さいころのこと

を思い出すと、昆虫とかがすごい好きで、昆虫大好き少女だっ

たんですね。昆虫とかって、自分と全然違う体をしているわけ

です。脳とかがなくて、３つの体の部分に分かれていて、それ

ぞれ神経の固まりがあって、しかも、両手足が６本もあったり

する。そういう体を持った、自分と全然違う生物が、まったく

同一のこの環境に存在しているということが、ものすごい不思

議で、絶対違う世界に生きているはずだけど、でも同じという、

この変な感じにずっと興味がありました。昆虫になってみたい

とか、変身してみたいという気持ちがすごいあって、研究のな

かで変身できたらいいなと思って生物学者になろうとしたんで

すね。

ここの東京大学に入ったんですけど、実験とかが全然でき

ず、ちょっと挫折をしまして、３年から文学部に進学しました。

文学部に進学してもあまり興味は変わらなくて、なんか変身し

たいと。ただ、研究対象は人間しか、文学部だとできないので、

人間のなかで自分と全然違う体を持った人、障害を持った人と

いうのが、そのとき思い浮かんだんですが、そういう人になっ

てみたい、そういう人がどういうふうに、自分と全然違う条件

の体で世界を認識しているのかなというところに研究の焦点を

当てています。

身体論と障害研究

視覚障害の研究が一番長くやっているんですが、それだけでは

なくて、聴覚障害、ろうであったり、最近は吃音（きつおん）

に興味を持っていて、今日も少し、その話をします。あとは、

両手足を切断している方ですね。そういう、いろんなタイプの
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障害を持っている方に、私の場合、質的な調査になるので、直

接お話を聞いて、そこから私がその身体ならではの認知がどう

なのかということを分析する研究をしています。障害の研究を

していると、福祉系ですかとよく聞かれるんですよね。私は福

祉のことは、まったく、よく分からない人間で身体論というこ

とで研究をしています。哲学に近い、一応ジャンルとしては美

学というんですけれども、美学というのは哲学の親戚みたいな

感じで、感覚とか芸術とか、そういう言語化しにくい曖昧な部

分を言語で研究する、そういうジャンルです。

そのなかでも特に身体論というのを専門にしています。福祉

と身体論的な発想、障害に関して、どう違うかということです

が、福祉の場合には、やっぱり最終ゴールが健常者と障害者を

同列にしていくというところです。その差異を消していく。こ

れは、私の場合にはその差異にこそ興味があるというか、もち

ろん同等にしていくことは重要だけれども、やっぱり同等にし

たところで条件が違うのだから、世界の見方が違う、そこに興

味があります。

例えとしてよく使うのが、この４本足の椅子と３本足の椅子

の例ですが、障害を持っている人は、一見、健常者より１本足

が足りないような感じがする。そこで、ぱっともう１本足を足

したくなるんですが、３本なりのバランスとか立ち方も持って

いるわけです。それがどうなっているかを知りたいと思ってい

ます。

例えば、街なんかを見ても、やっぱりこれは視覚障害の例で

すが、視覚を使うか、使わないかで全然見え方が変わるわけで

す。もっとも、ひとくちに視覚障害者といっても、その人、そ

の人で、何を重視するかって、違うんですけれども、聴覚を重

視するタイプの人だと、こういうフェンスとかが音で分かるら

しいんですね。「音的なしましま感」っていうのが存在するらし

い。環境音のノイズがあって、そのノイズがこのバーが入って
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いるところでは遮蔽されて、バーが入っていないところでは、

遮蔽されずに聞こえてくる。そのオンとオフが交互にやってく

ることで、聴覚的なしましまというのがあるらしいのです。あ

るいは、トリに詳しい人だと、トリの声で、そこに電線が走っ

ているのが分かったりとか、あるいは結構重要なのが触覚です

ね。触覚といっても手の触覚じゃなくてほっぺたとか、風です。

その風の流れで、ここは十字路だからとか分かったり、あと、

香りがそこに乗ることもあったりする。あとは両足裏で感じる、

ちょっとしたでこぼこですね。そういったことがマークになっ

て街を歩いているわけです。

視覚障害者と海鮮丼

あるいは、食べものを考えても、こういう海鮮丼って、視覚障

害者に意外と人気がないんですね。おいしくないというんです。

一見、いい感じですよね。全部ワンボールに入っているし、食

べやすそうな気がするんだけれども、すごい食べにくいそうで

す。なんでかというと、視覚がない世界の一番大きな特徴は、

実際に行為に入る前に予想が立たないことなんです。すると自

分はマグロを食べたいなと思っても、実際口に入るとキュウリ

だったりするわけですよね。それって、やっぱりおいしくない

です。自分はマグロを食べたいと思って、実際に食べて、「あー

これこれ」っていうのが、おいしさなんですよね。それがない

というのは、やっぱりおいしくない。だから、一貫ずつのにぎ

りのほうがいいといわれています。

つまり、想定外も想定内の世界に生きているんですね。これ

は、すごく根本から認識のスタイルを変えるところがあって、

つまり「存在している」と「存在していない」というのの、境界

線が結構とってあるんですね。例えば、自分はコップを持って

いて、それを手の上の置いたとしますよね。そうすると、触っ
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ているときはそのコップは存在する、と分かる。だけどちょっ

と手を放した瞬間に存在しているだろうになるわけですよね。

10分たっちゃうと、存在しているかもしれない、になって、ど

んどん存在率が減少していくみたいな感じになりますよね。

そういう感じで、この世界に存在するものを全部見ていると

いうところがあって、見えている人は「存在している」と「存

在していない」の境界線がはっきり分かれているわけですけれ

ども、視覚がない世界って、その中間領域が結構あるんですね。

あと、食べるというのは、すごくパーソナルな行為なので、

いろいろ話を聞いていくと、相当人それぞれの個性があったり

します。視覚障害者のなかには、口にものを入れたら、噛む前

に一回、ひっくり返して、そのかたちを確かめてから噛むって

いう人もいて、つまり、さっき言ったように予想が立たないの

で、口に入れて初めて、それがなんであるか、どういうかたち

をしているか、どういう材料でできているかというのを、詳細

に分析しないといけないんですね。分析してから食べるという

ことが始まって、その食べ方も口のなかの、どうやっているか

は、相当個性がある。まとめると、環境は同一でも身体の条件

が変われば、その見え方、意味みたいなものが変わる。「環境

×身体＝意味」という感じですね。私は、この方程式をいろい

ろなパターンで解きたいんです。

身体の輪郭を書き換えていく

ここから、ちょっと、今日の人間拡張というところのテーマに

いきたいんですけれども、人間拡張ということと、障害という

ことを関連づけて考えた場合に、障害というものが、そもそも、

人間の身体の輪郭を書き換えていく作業なんですよね。その書

き換えには二つの方向性があります。一つは、小さくしていく、

縮小する方向の書き換えですね。障害を得る前に持っていた自
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分の輪郭、それが障害を持ったことで輪郭が縮小するという、

縮小の方法です。

それに対して、大きくするパターンもあって、障害を得た人

が、なにか道具を使って自分の能力を拡張することだったり、

誰かに解除してもらうことで能力を拡張する。縮小と拡張の両

方の作業というのを、ひたすらやっているのが、障害の世界な

ので、たぶんこのへんを見ていくと、今回のテーマである人間

拡張ということに対するヒントがどこかにあるんじゃないかな

と思います。

今日は主に拡張の話をしようと思っているので、縮小の話は

簡単になるんですが、こっちはこっちですごく面白いことがた

くさん起こります。先天的な障害者ではなくて、人生の途中で

障害者になった場合は、自分の身体の輪郭が縮小するわけです

けれども、単になんらかの機能が「欠ける」のではなくて、「変

身」のようなことが起こります。つまり、その機能がない状態

でも生活できるように、感覚の使い方だったり、脳の構造だっ

たりそういうことがいろいろ変わるわけです。

視覚がなくなったとなれば、それまでと違う仕方で触覚を
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使うようになったり、脳の視覚野を全然別のことに使うように

なったり、そういうことがいろいろ変わるわけですね。そっち

は、たぶん想像がつきやすいと思うんですが、もう一つあって、

健常者だったころの身体にとりつかれているみたいな状態があ

ります。ファントムと呼んでいるんですけれども、有名なのは、

ファントムリム、幻肢と呼ばれているものですね。例えば、自

分の手を切った人が、そのないはずの手を感じたり、その手を

痛く感じたりとか、そういう健常者だったころの体が残る、そ

ういうパターンがあります。これは、幻肢は有名ですけれども、

幻肢っぽい、こういうファントム現象というのは、結構、たく

さんあります。

例えば、この右上の、これは、全盲になって 10年ぐらいた

つ女性が書いたメモですけれども、彼女は自分が話していると

きに、ずっと手を動かしてその話をメモっているという習慣が

あるんですね。全盲であるにも関わらず。だから、10年間書く

というのが、ずっとキープされている。見ると、例えば 10 歳

のときにこうだった、15歳のとき、19歳のとき、みたいな年

表っぽいものを書いたりとか、こっちはマップみたいなもので

すね。すごいのは、書くという単なる筆記の能力だったら、た

ぶんずっと残るんだろうなと分かるんですけれども、彼女の場

合は、見て分かるとおり、自分が書いたところに線を引いたり

丸をつけたりできるんですよ。だから、10分前に書いたところ

にビーとかって線を引けたりとかして、見えているのって、ど

うしても聞きたくなるんですけれども、見えていないのに、自

分が書いた痕跡がちゃんと分かっていますね。それにもう一回

アプローチできる、空間的にちゃんと理解できているんです。

それって、つまり書くことは単に書くために書いているので

はなく、書くことによって考えているわけですよね。書くこと

で、例えば計算の筆算とかってそうですけれども、頭のなかで

やると大変な計算でも、こうやって書いて、紙と自分の書いた
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文字を使えば、自分の能力を拡張できるという、そういう経路

が消えていないんですね。全盲になって 10 年たっても。だか

ら、単なる、書く能力が残存しているというだけじゃなくて、

見えている人特有の外部の物体を使って考えるという、そうい

うシステムが残っているということなんですね。というのが縮

小系のお話です。

能力の貸し借り

もう一つ、今日はこっちの拡張の話をしたいなと思っています。

拡張系は２つあって、なにか人工物を自分の体に装着して、「サ

イボーグ」というふうに書きましたけれども、自分の体の外部

とのフィードバックの経路をつくれるようなものですね。有名

な本で、『生まれながらのサイボーグ*21』という本があって、人 *21 アンディ・クラー
ク「 生まれながらのサ
イボーグ: 心・テクノロ
ジー・知能の未来」春
秋社, 2015

間の身体の特徴として、自分の身体ではないものと一体化する

ことができる。簡単にいうと、道具を使えるということですよ

ね。そういう能力がそもそも人間の身体に備わっているという

ことを考えると、サイボーグって当たり前の状況というか、人

間的といってもいいようなことです。障害を持っている人の場

合には、例えば、義足とか義手とか、そういうものを使って、

それを自分の体の一部として生活をしているわけです。

そちらからもう一つの拡張は、対人間の拡張ですね。具体

的には介助の場面で、人と人のインターフェースというのが、

そこに発生するわけですけれども、そこで、どういうことが起

こっているのかっていう話をこれからしたいと思います。

介助って何かっていうと、ひと言でいうと、Aさんの身体運

動を使って、B さんを身体運動させるということですね。そこ

で能力の貸し借りみたいなことが起こっているわけです。どう

やって貸すとハッピーな感覚になっていくのか、どうやって借

りるとハッピーなのか、そこの設計に関して障害の世界という
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のは、本当にたくさんの蓄積があって、そこがヒントになるん

じゃないかなと思うわけです。

能力の貸し借りと言ったんですけれども、それ自体はそんな

に新しいことではないですよね。たぶんテクノロジーって全部

そうだと思うんですけれども、人間のすごくベーシックなツー

ルとして、文字ということを考えても、たぶんその文字を書い

た人の代わりに自分がその人の文字を読むとか、発声するよう

な、そういう能力の貸し借りがそこに存在しているわけです。

ちょっと注目してほしいのが、紀元前５世紀ぐらいまでは、

音読する作業というのは奴隷の役割だったんですね。健全な市

民というのは、音読とかやっちゃ駄目だったわけです。文章を

読むというのは、すごく知的な作業のような感じがするので、

それを奴隷がやっているというのは、不思議な感じがするんで

すが、その理由が、まさに能力の貸し借りというところに存在

するんです。

ある研究者がそういう分析をしているんですけれども、その

前提として、紀元前５世紀より前というのは、黙読がなかった

んですね。全部音読しかなくて、それはなんでかというと、ス

ペースという発想がなかったんですね。単語と単語を切って書

くという発想がなかったので、実際声に出して発声しないと、

なんて書いてあるか全然分からないという、そういう時代で

した。

スペースが発明されて、黙読っていうのが出てきます。それ

より前の話です。そうすると、例えばこういう石碑を奴隷が周

りにいる人たちのために音読するわけですね。音読していると

きというのは、その奴隷の発声器官をこの石碑に貸しているわ

けですよね。この石碑は自分ではしゃべれないので、代わりに

しゃべってあげている。または、もうここには存在しない、こ

の文章を書いた人間の代わりに読んで、発声している。つまり、

その書いた人物に自分の発声器官を貸しているということにな
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りますので、そういう自分の能力を人のために使ってしまって

いることは、健全な市民のやるべきことではないと考えられて

いたわけです。

なにが言いたかっていうと、そういう能力の貸し借り自体

は、もうずっと人間はそれをやってきたと。いろんな、こうテ

クノロジーを使ってやってきたんだけど、これからどんどん加

速していくのが、たぶん、相手の身体を同時にというか、ライ

ブで編集するような、そういう貸し借りが出てくる。これが文

章だったら、書かれた時点と読んでいる時点というのは、やっ

ぱりギャップが存在するけれども、そういうのがなくなって、

能力の貸し借りのあいだに入ってくるテクノロジーが高度に

なってくるとどんどん、同時に編集していくということが起こ

るのではないかと。

身体を編集する

介助の世界は、そういったテクノロジーは使わないですけれど

も、ダイレクトの人と人のインターフェースのなかで、やっぱ

り障害者の身体を編集するということが起こるわけです。それ

が結構、難しいんですね。

例えば、これは全盲の人の走り幅跳びですけれども、選手

が走ります。そのそばでコーチが叫んでいますよね。これは、

ジャンプするタイミングを言っているわけですね。ジャンプす

るタイミングに始まり、スタートする位置とか、体の向きとか

全部選手の身体と環境のリンクづけを健常者であるコーチが全

部やっているんですね。このコーチが選手の体を編集している

という状況です。つまり、選手というのは、自分で周りの環境

を認知していないんです。純粋に走っているだけ。練習のとお

り走るだけで、周りがどうなっているとかは、全部コーチが

やっているわけです。そのほうが効率がいいからです。でもこ
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の話を、こういうトップ選手じゃない視覚障害者にすると、す

ごい評判が悪いんです。「すごいけど、私はそれはやりたくな

い」みたいな感じの反応で、全然楽しそうじゃないという話が

出てきます。

つまり、生活の満足度という意味では、目が見えない人は、

自分で環境を認知したいんですね。環境を認知して、聴覚とか

触覚を使いつつ、自分なりに世界をつくることが、その人の尊

厳に関わってくるんじゃないかと思うんです。というのは裏を

返すと、やっぱり介助の場面って、自分で環境を認知するとい

う作業を奪ってしまうということが、よく起こりがちなんです

よね。

ある全盲の方は、「見えなくなって毎日がはとバスツアーに

なった」って言っていたんですけれども、介助者と歩いている

と、なんでも言葉で説明してくれるんですよね。こっちにコン

ビニがありますとか、ここを渡ってくださいとか、全部言っ

てくれて、自分が感覚する前に先回り、先回りで全部言われ

ちゃう。

トイレに入っても、ここがペーパーですよ、ここが流すとこ

ろですよとか、全部言ってくれて必要ないことも言われて、そ

れにつき合わなきゃいけないという感じというのが、楽だけど

しんどい、みたいなことを言っていたんですね。やっぱり、見

えない人なりの感覚を使いたいという思いがあるわけです。だ

とすると、相手の身体をライブ編集することは、上手にやらな

いと身体を搾取したり軽く扱ったりすることにつながるんじゃ

ないか。だから、人と人のインターフェースが重要になってき

ます。人間的な身体のライブ編集のデザインは何なのか、とい

う発想が必要になってくるんじゃないか。
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触覚とリズム

そこで、私がキーになってくると思っているのが、触覚とそれ

からリズムという問題です。介助の場面で、触覚とかリズムを

上手に使うと身体のライブ編集は人間的にできやすい。どうい

うことかというと、これは触覚の例ですけれども、ちょっと視

覚障害の話が多くて申し訳ないですが、視覚障害者って、こう

いうふうに健常者の肩とかひじにそっと手を置くんですね。そ

れで、一緒に進んでいくということをよくします。

この、そっと肩に触っている手というのがめちゃめちゃ重要

なんですね。この手は決して、肩の感触とかを確かめているわ

けではないし、心配だから、ガッて掴んでいるわけでもないん

ですね。この手はなにをしているかというと、この人がどっち

に進もうとしているのかなというのを、本当に体１カ所、こう

やって触るだけで分かるんですよね。それは別に、全然高度な

話ではなくて、普通の私たちだって分かるんですけれども、触

覚の情報量ってものすごい多いと思います。接触面だけじゃな

くて、その体の内部とか、体の内部の感情とか、その人の意思

とか、そういったものが全部入ってくるわけです。いってみれ

ば合気道もなんですね。合気道って、１カ所だけ手を触って、

そこから組んでいる相手がどういうふうにいこうかっていうの

を察知して、それを引き出して投げますよね。これとすごく似

ているわけです。

こういうタイプの介助、車椅子とかの介助でも、やっぱり接

触面で、この人今ちょっと心配かなとか、いけるかなとか、そ

ういう微妙な言語化されないコミュニケーションみたいなもの

が、接触面ですごい起こっているわけですね。という意味で、

触覚でとても重要だなと思っています。つまり、同調するとい

うフェーズ、介助する人と介助される側が一体化するという

フェーズと同時に、その A さん、B さんの状態の差異ですね、
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考えていることとか気持ちの差異みたいなことが、すごくダイ

レクトに情報公開できるわけです。この両方が成立するという

ことがすごく重要になるかと。

ではリズムの方はどうか。これは吃音（きつおん）の例で、

あるテレビ番組でのシーンですけど、ある吃音の当事者が、司

会者の質問に答えようとして、15 秒ぐらいどもっちゃったん

です。なかなか言葉が出なくて、結構大変な状態になっている

ときに、一緒に出演していた落語家さんが、自分の扇子をこう

やって左右に振って、トントントンと口拍子みたいなのをやっ

てあげたんですね。そうしたら、その瞬間にこの人はスラスラ

スラって言葉が出てきたんです。これは、吃音の世界では、メ

トロノーム法と呼ばれている方法を応用したものなんですけれ

ども、メトロノームのような拍子があると、それに乗ってしゃ

べれるんですね。

吃音の人、ほぼ全員がいうのは、普通にしゃべるときはしゃ

べれなくても歌っているときは、絶対にどもらない、というこ

とです。そこにリズムのすごく不思議な力があって、乗っける

としゃべれる。なんらかのリズムが設定されているとうまく

しゃべれる。つまり自分の体の運動の調整が、すごく楽になる

ということがあります。

それの、もうちょっと高度なバージョンがこっちですけれ

ども、とある吃音の方が中学生時代に、声優さんがすごく好き

で、声優さんのまねをずっとやっていたらしいんですね。これ

は、永井一郎さんという、波平さんの声とかしていたんですけ

れども、彼がすごく好きで、永井さんに憑依（ひょうい）して

もらうとしゃべれるんですね。つまり、永井さんのしゃべり方

のスタイルを借りて、それに乗っているとしゃべれるというの

があって、自分になっちゃうとどもるんです。

憑依してもらうと大丈夫という、憑依型の介助なんですけ

れども、いわば声優さんに介助してもらうみたいなことがあっ
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て、乗るとかリズムっていうのは、自分の運動を全部じゃない

んだけど、部分的に外部に任せられるんですね。運動をアウト

ソーシングできる力があって、そこに、やっぱりさっきと同じ、

同調とそれから差異が共存しているということが起こる。リズ

ムでも、たとえばいう内容までを指定されているわけではない

ので、自分は自分というところが残っています。同調と差異の

両方がうまく成立していると、すごく介助、人と人のインター

フェースが人間的に進むということがあります。

これでもう終わりにしますけれども、ちょっと大きい話を私

も最後に頑張ってすると、いろんなことが影響してシェアドエ

コノミーとかコンピューティングとか、そういったことをいろ

いろ影響として、人間にとっての所有という概念が根本から変

わってきているんじゃないかなという感じがします。高度経済

成長のときだったら、なにかを持っているということが本当に

重要だったんです。それがステータスシンボルとかになったわ

けですけれども、今というのは、あまりそういう感じではない。

これは自分のものですっていうふうに、ことさら主張してもっ

ていうことに対する執着が、かつてのようにはないような、そ

んな感じがします。身体というのは、究極の所有物だと考えら

れているわけですけれども、もしかしたら、そこも変わってく

るかもしれない。自分の身体かもしれないけど、自分の身体で

なくてもいいみたいな、なんか、ちょっとそういう領域が増え

てくるのかなという気がするんですよね。というか、逆にそう

でないと、全員が自分の身体は自分のものだと思っているとき

に、そういう人間拡張のようなことをしてしまったら、他人が

持っているものをとっちゃうことになりますよね。だから、人

間拡張が上手に成功するためには、所有概念も同時に変わって

いかないと、そこでなにか問題が発生するのではないかと思っ

たりしています。それでは、私のお話はこれで終わりにしたい

と思います。ありがとうございました。
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質疑応答

質問者２ 興味深いお話ありがとうございます。身体の概念の

拡張では、従来器具の装着でサイバネティクス的な拡張が行わ

れてきたと思います。たぶん、ここ５年、10 年ぐらいで、バ

イオテクノロジーによるエンハンスメントが、結構話題という

か、テーマになっているような感覚でいるのですが、その点に

ついてはいかがお考えでしょうか。

伊藤 つまり、自分の身体をバイオテクノロジーを使ってエンハ

ンスしたときに所有概念がどう変わるかみたいな、

質問者２ そうですね。倫理的な問題で、哲学的なところの考

察をされていると思いまして。たぶん、一般のというか、標準

的な人の欠落を埋めるというところが、倫理的な問題にならな

いのかなと考えているんです。一方で、それ以上のエンハンス

メントを起こす、もちろん視覚も含めてだと思います。ただ、

それを倫理的に認められるかどうかというところが問題になっ

てくるのかなと。

伊藤 そうですね。どこまで自分の身体を制御の対象としていく

かという問題になってくると思うんですけど、おそらく、どこ

までいっても、100％の制御って不可能で、例えばどこまで完

璧な体を手に入れても、急に交通事故とかに遭っちゃったりす

るわけで、制御不可能な領域も残るわけですよね。そうすると、

制御できる領域を拡張していくことというのは、結局制御がで

きない部分に、ものすごい直面する結果になる可能性があって、

それは逆にきついんだろうなという感じがするんですよね。だ

から、倫理的な問題以前に、幸せかどうかというふうに考えた

場合に、実は、結構幸せじゃないかもしれない。でも、人がな

にかを制御したい欲求というのは、すごい強いので、難しいで

すね。それをやりたくなっちゃうというのが、たぶん、実際に
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起こっていくだろうと思います。あと、それと関連して、所有

が変わると、1 つ問題だなと思うのは、体の痛みですね。痛み

をどう感じるかという問題があって、痛みというのは、自分と

自分ではないものの境界線をはっきりさせるという感覚なんで

すよね。そういうことが、痛みの感覚みたいなものが、所有が

あいまいになったときに、ちょっとどうなってくるのかなとい

う、バイオテクノロジーとの関係でちょっと考えることです。

質問者２ ありがとうございます。
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「ヒューマンオーグメンテーション学」概要
情報技術による知覚の拡張

味八木 崇（東京大学大学院情報学環）

味八木 この寄付講座はソニーから支援をいただきまして、今年

度の４月から３年間の予定で開設されたものです。私からはこ

の講座の概要説明として、これまでどういう研究をしてきたか

ということと、この次の３年間でどのようなことをやっていき

たいかということを、お話しさせていただきたいと思います。

ヒューマンオーグメンテーションと能力のインターネット

ヒューマンオーグメンテーションという言葉自体が、そんな

に耳になじみのないものかもしれないですけれども、私たち

が研究をしているヒューマンコンピュータインタラクション

という分野で、８年ほど前に学会として設立されたグループ

がありまして、オーグメンテッドヒューマン (Augmented
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Human)*22というタイトルの国際会議ですけれども、その分野 *22 https://www.
augmented-human.
com/で扱っているトピックを、より広範囲に学術研究の１領域とし

て網羅的に研究していきたいと考えています。冒頭で暦本先生

からの説明もあったように、現在４つの柱を考えていまして、

存在の拡張、あとは、身体能力や身体システム自体の拡張、健

康を増進するとか、そういう意味の拡張も含まれると思います。

それから、知覚、感覚の拡張、まさに、この今日の第１回のセ

ミナーはこの知覚に統括してお話ししていますけれども、この

知覚の拡張、感覚の拡張というのも重要な柱の１つです。それ

から、これが、一番難しい部分であると思うんですけれども、

体の外に出ていないようなところ、体の思考プロセスであると

か、認知の内側の部分の拡張というものもできるようになって

いく、語学学習ですとか、学習能力自体を加速されるにはどう

すればいいかといったようなことがございます。お見せしてい

るダイアグラムの４つが対応していまして、知的能力に限定さ

れずに、身体能力の拡張なども含みます。

それから、非常に重要だと思っているのは、ヒューマンネッ

トワークインテグレーションであるとか、ヒューマン AI イン

テグレーション、つまり人間と AI が対立するというわけでは

なくて、人間が AI と一体になって行動することで、どのよう

に、それまでの能力を超えたような新しい能力を得ることがで

きるか、ということを考えていきたいと思っています。それに

よって付随的に発生する学習能力の拡張というものにも非常に

注目して研究を進めています。私の今日の発表のタイトル「情

報技術による知覚の拡張」ですけれども、実際に私たちが普段、

仕事をしている分野は、情報科学ですけれども、その周辺の分

野も含めて学際的研究の推進をしていきます。講座全体として

は人材育成、今回のセミナーも学生を対象としているんですけ

れども、このように人材育成、ヒューマンオーグメンテーショ

ンの分野の基礎知識であるとか、研究ができるような学生を育
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てるといったことが、講座全体の目的になっています。

ヒューマンオーグメンテーションというと、新しいものに聞

こえるかもしれないですけれども、概念として非常に古くから

あるものです。17 世紀のロバート・フック（Robert Hooke）
という、たぶん、理科の教科書で名前を聞いたことがあると思

うんですけど、このフックの法則のフックという人は、顕微鏡

も発明したんですけど、そのときの『Micrographia』*23とい *23 https://books.
google.co.jp/
books?id=ISP_
gRwuz94C

う本のなかで、顕微鏡は視覚の拡張であると言及しています。

光学的に拡大して視野に入れることですごい細かい微生物を観

察できたり、先ほどの安宅さんの話にもありましたけれども、

知覚を拡張することで知力を拡大するといったようなことの原

初的な体験です。彼は、その本のなかで、ほかの感覚、視覚だ

けじゃなくて、聴覚、嗅覚、それから触覚を拡張する技術も発

明されたということを、すでに述べているのです。こういうこ

とを情報技術を使って、さらに展開していきたいということが

講座全体のねらいです。そのように拡張された能力を自分個人

だけが使うというわけではなくて、インターネットを通じて、

ほかの人の能力を借りるであるとか、ということをやる。これ

を IoA (Internet of Abilities)と呼んでいますけれども、「能力

のインターネット」のようなものを将来的に築くことができる

んじゃないかということを考えています。

JackIn / JackOut

ここからは、これまで私たちがやってきた研究を含めて、今回

のテーマである知覚の拡張にフォーカスしてお話しします。私

たちの研究グループとして専門としているのが人間と AI の融

合、ヒューマン AI インテグレーションであるとか、新しい能

力獲得の原理を発見するということ、それから、技能獲得の原

理をテクノロジーでサポートすることで学習を加速するといっ
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たようなことができないかということです。伊藤先生のご発表

のなかでも、所有の概念が少し変わってくるであるとか、他人

の知覚を一時的に借りるといったお話がありましたが、私たち

が取り組んでいるのは、このウィリアム・ギブスン（William
Ford Gibson）の『ニューロマンサー』*24（Neuromancer） *24 ニューロマンサー

(ハヤカワ文庫 SF,
1986(原著 1984))という SF 作品の用語からヒントを得た、JackIn（ジャックイ

ン）というシステムで、これをやり始めたのが 2014年です。

図 4: JackIn
Head (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
livesphere/).

これは、頭にかぶるデバイスですけれども、その周囲に全周

映像が撮れるようなカメラが埋め込まれていまして、その人の

視覚を遠隔地で再現することができるというものです。このデ

バイスを装着して行動することで、自分が見ている視野、360
度の視野全体を他人に転送することができます。実際に自分が

見ていないけれども他人と共有することができる。このような

スポーツの分野で利用したりだとか、大車輪ですとか、鉄棒、

体操競技とか、自分は絶対体験できないような映像をキャプ

チャしてあげて、他人に伝達する。これを見るとお分かりの通

り、ちょっと酔ってしまいそうで、とても見続けることはでき

ないです。こういうものを画像処理のスタビライゼーション技

術を使って、解決しています。抽出した画像特徴量からカメラ

の動きを算出して、それを逆回転に回す処理をすることで、安

定した風景を見ることができるというのがこれです。このあた

りは、まだ動いているんですけれども、ここですね。実際の体

験者の頭が回転しているので、画像自体も回転してしまうんで

すけれども、スタビライゼーションをかけることで、映像だけ

をぱちっと止めて、見やすい映像を見ることができる。むしろ、

こういう映像体験のほうが、運動の様子がよく分かるだとか、

その運動を実際に練習する視点で、役立つものになるかな、と

いうことで取り組みました。

このジャックインに関連して、もう一つジャックアウトとい

うものもあるんじゃないかと。つまり、他人に乗り移ったかの
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ように視覚を借りるというものに対して、その人から抜け出し

て、すこし俯瞰的にその人がいる周囲の状況を見るというもの

です。これがその例で JackIn Space というふうに呼んでいま

すけれども、技術的には Kinect（キネクト）という RGB-D、

奥行が撮れるカメラを利用して空間を３次元的に再構成するこ

とで、その空間の任意視点の映像をつくることができます。そ

うすることで、このように高いところで作業しているような人

に入り込んで、そこの周辺のこんな場面が撮れたりとか、ス

ポーツトレーニングの場合でも、ぐっとその視点から抜け出し

て、こういうふうに第三者視点の映像に切り替えたりといった

ことができるようになっています。こういう体外離脱視点とい

うものが、結構、能力獲得、特にスポーツの分野で重要になる

のではないかと考えています。
図 5: JackIn
Space (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
jackinspace/).

図 6: BodyCur-
sor (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
bodycursor/).

対外離脱視点と技能獲得

この体外離脱視点に加えてもう一つ重要なのが、人間の姿勢推

定です。従来、モーションキャプチャという非常に高価なもの

を使わないとできなかったんですけれども、昨今のAIブームも

あって、深層学習の技術を使って姿勢推定ができるようになっ

てきています。これは、先ほどのジャックインヘッドのシステ

ムをゴールキーパーに装着してもらってやっている、フットサ

ルの映像なんですけれども、頭につけているような不安定な映

像でも、これぐらいの精度で、プレイヤーの姿勢情報がキャプ

チャできる。これが将来的に複数のプレイヤーがつけているよ

うな状況であれば、プロスポーツプレイヤーの戦術分析である

とか、あとは、自分のトレーニングのためにこういう情報を利

用するといったようなことも考えられるんじゃないかと思って

います。

体外離脱視点という話題が出ましたけれども、自分がどうい
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うふうに動いているのかというのは、スポーツをやっている最

中には、なかなか客観的に見ることはできません。見ることで

はじめて、自分のフォームを修正することが可能になるので、

その体外離脱視点をどのように生成するのかというのが、１つ

研究トピックとして重要になるんじゃないかというふうに考え

ていまして、いくつか実際に、out of body trainingの研究を

手がけています。

右上の写真で赤いシャツの人が走っているんですけれども、

その後ろをドローンが追いかけていて、自分が走っている姿を

後ろから追いかけるような映像を運動中に見ることで、自分の

フォームがどうなっているかをその場でチェックできるように

なるというものです。下のものも考え方は一緒で、水中にこう

いう移動するようなロボットがあって、自分のフォームを撮影

していて、そのフォームを見ながら水泳を泳ぐ、トレーニング

することができるものです。

もう少し、ただ映像を見るだけではなくて、動作認識の技術

を同時に使うということができないかということで、一部分を

実験的に進めているものが、BodyCursorというものです。こ

の運動が黒いスーツを着ていると思うんですけど、これはモー

ションキャプチャ専用のスーツでして、服の上に赤外線反射

マーカーがいくつかついていて、そのマーカーを読みとること

で人間の運動データを取得することができるようになります。

同時に、その運動をしている人は頭に HoloLensをかぶってい

て、ディスプレイには現実に重畳表示された、自分の動きと連

動して動くスケルトンが表示されています。これは、いってし

まえばある種の鏡ですけれども、現実の鏡だと、どうしても、

光学的には制約のある角度からでしか、自分の動きを観察でき

ないのです。一方でこの方式だと、自分を観察したい方向から、

その構図を見ることができるようになります。もちろん、幾何

的な制約だけではなくて、時間的な制約も取り払うことができ
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ますので、ゆっくり過去のフォームを観察する、といったよう

なことができます。

この場合は、運動の軌跡が表示されるようになっていて、こ

の軌跡の動きを見ながら自分のフォームを観察する。例えば肩

の上げが足りないとか、そういったようなことが観察できるよ

うになっています。これは、縮小して表示している例で、どう

しても全身運動が含まれるようなスポーツ動作ですと、自分の

体を等身大でみることは難しいので、このように縮小して出す

ということも考えられるんじゃないかと思います。これはキャ

プチャの例ですけれども、自分の身体動作がデジタル化できる

ようになると、それを使って教示、どうすればいいフォームに

できるのかというアドバイスを与えたいという需要もでてきま

す。それについても実験的に始めていまして、先ほどのモー

ションキャプチャのスーツに、フィードバックを提供するアク

チュエーターを埋め込んであげることで、この部分の動作が理

想的なフォームと違うといったようなことが教示できるように

なっています。

体験の拡張

今までご紹介したものは、どちらかというと空間的な体外離脱

の例で、テクノロジー的には、いろいろまだやる課題がありま

すけれど、その方向性とは別の、時間軸方向の体外離脱といっ

たようなことも考えられるんではないかというふうに考えてい

ます。ちょうどそのヒントになるのが、こういうものなんじゃ

ないかなというので少しだけ映像を流します。（会場で映像を

流す*25） *25 Alter Bahnhof
VideoWalk https:
//www.youtube.
com/watch?v=
sOkQE7m31Pw

これは、documentaという５年に１回開催されるドイツの

アートイベントの展示で、実際に体験したものです。オーグメ

ンテッドリアリティ (AR) ですけれども全然そういうふうに見
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えないような演出の仕方をしています。普通の AR ってカメラ

をかざすと現実世界になにかポケモンが出てきますとか、そう

いうものです。この場合は映像に合わせて自分がカメラを動か

すんです。技術的に使っているのは、ムービーが流れる iPod
touchとオープンエアのヘッドフォンだけなんです。体験者は

これを貸し出されて自由に歩いてくださいという指示が与えら

れるだけですけれど、どうしても、映っている映像と自分が向

いているカメラの方向を合わせたくなるみたいな、人間の特性

をうまく使っている。あと、その映像についている音声が、バ

イノーラル録音で実際にその場で撮ったものなので、現実の音

と、録音された音の区別が非常につきづらいんです。

なので、ビジュアル的には、あまり大したものじゃないの

かもしれないんですけれども、その場でこれを体験してみる

と、本当に虚実の区別がつかないぐらいの体験で、私は専門分

野に近いので、どういうものだろうと思って、ふらっと体験し

にいったら、予想以上の効果ですごく驚いて、非常に印象に

残っています。似たようなものを実際に去年の Siggraph、グ

ラフィックスの国際会議で試してみまして*26、この iPhone の

*26 JackIn: Walk-
through with
JackIn video https:
//www.youtube.
com/watch?v=
gFOmiiEb-o4
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上で動いている映像というのは、先ほどのジャックインヘッド

のシステムでキャプチャした 360° の体験映像です。地磁気

センサーがついているので、その iPhone を回すと、その方向

の映像に切り替わるという全周映像です。その映像を撮った場

所で再生してあげるだけで、とても不思議なリアリティがでて

くる。ここにおじさんが映っていますけど、現実世界にはおじ

さんはいないわけです。という、ちょっと何がやりたいんだと

いうふうに思われるかもしれないですけれども、こういう時間

を越えたジャックイン、ジャックアウトみたいなものも、これ

からこの講座で考えていきたいと思っています。

ヒューマンオーグメンテーション技術全体の今後としては、

知覚に限っていうと、先ほど申しあげましたように、身体動作

のデジタル化による新たな知覚が生まれるんじゃないかと。こ

れが現在のマーカーベースのモーションキャプチャを置き換え

ていくことになって、おそらく、今後数年で、とても大きな技

術的革新があるんじゃないかというふうに考えています。それ

が進むことで人間の動作がデジタル化できるので、それを基に

して人間と AI の融合というようなことが劇的に進むのではな

いかと思います。以上です、ありがとうございます。
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パネルディスカッション

味八木 非常に重要なセミナー第 1 回目のイベントでゲストの

お二方に招待講演をお願いしたのは、もともとの意図がありま

した。皆さんのお手元のパンフレットにもありますように、今

回の特集「知覚の拡張」のパーセプションに隣接している関連

するほかの２つ、つまり身体と認知の分野から、少し情報科学

と違う角度からお話頂けるゲストをお呼びしたいと考えまし

て、今日のご講演をご覧になったら分かると思うんですけれど

も、脳神経科学の側からの安宅さんと、身体論がご専門の伊藤

先生をお呼びして、この会を企画させていただきました。どう

だったでしょうか。学生の方が多いので、ぜひ、この分野でな

にか、研究をしたいというふうに思ってくれると、とてもうれ

しいですけれども、そうですね。まずは招待講演のお二方から、

もう一方の招待講演を聞いて、どういうふうに思われたかとい

うところから進めさせていただきいたいのですが、よろしくお
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ねがいします、伊藤先生。

伊藤 急に振られて、ちょっと戸惑い、でもお話が、話のスケー

ルは全然違ったんですけれども、割と通じるところがあったか

なと私は思っているんですけど。要するに、魔方陣として４つ

設定されているんですが、お互いがすごい重複しているという

か、例えば知覚の問題と認知であったり、知覚と身体であった

り、そこが実は切れなくて、知覚が思考のツールであるという

話もありましたし、そのなかのリンクのお話をすごくしていた

だいた感じがして、そこが共通してとっても面白い問題だなと

思って、お話を聞いていました。質問じゃなかったです。ごめ

んなさい、コメントですけど。

安宅 コメントする感じ、はい。僕、伊藤先生の話、いろんな意

味でインスパイアされたんですけど、とりあえず、僕はなぜ虫

みたいに足が６本ないのかということについて非常に考えてい

ました、実は。ここに生えている人生を送ってみたいという、

非常に考えちゃって、話の半分ぐらい、虫のことをずっと考え

て、よく分かる、メモっていたんですけど。ゲジゲジとかやば

いじゃないですか。やばいですよね、やばいんですよ。アメリ

カとかって、120両編成の列車とか走っているわけです。あれ

を運転しているおっちゃんは何を考えているんだろうと、いつ

も思っていたんですけど、さっきの話を聞いたら、もう、いや

虫のほうが面白いなと。虫を味わいたいと思いました。虫を味

わいたい。

伊藤 でも、例えば、目が見えない人の中には、髪の毛とかも感

覚器官として使っている人もいて、風の流れを髪の毛で感じて

いるんですね。「センサーのチューニングがいるから髪型変え

たくない」なんていう人もいる。そこまでくると、かなり虫の

触角に近いなあと思います。

安宅 そうですよね。
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伊藤 髪の毛ぐらいは、ちょっと使ってみようかなと心がけてい

ます。

安宅 もっと全身がセンサーになったつもりで生きなきゃ駄目

です。

伊藤 そうですね。

安宅 ちょっと、変な感想に。

味八木 ありがとうございます。そうですね、それを受けて暦本

先生から何かあれば。

暦本 今日はどうもありがとうございました。第 1 回なので、

どういう方をお呼びしようかと、いろいろ考えたんですけれど

も、われわれに近い分野の研究者ではなく、あえて、ヒューマ

ンオーグメンテーションをもう少し深くみていきたいというこ

とで、普段聞けないようなお話をしていただければなというこ

とで、お二人の方、非常にお忙しいところ、受けていただきま

してどうもありがとうございます。私も個人的には虫のところ

と、海鮮丼のエピソードなどがとても刺さりました。

ユクスキュル*27 というドイツの生物心理学者が「環世界 *27 ヤーコプ・フォン・
ユクスキュル (Jakob
Johann Baron von
Uexküll) 1864-1944。
ドイツの生物学者・哲学
者。それぞれの動物が知
覚し作用する世界の総
体がその動物にとって
の環境であるとする環
世界説を提唱。

(Umwelt)」という概念を提案しています。何かというと、あ

らゆる生物、たとえば昆虫は昆虫が持っているパーセプショ

ン、センサーで現実を知覚しているので、３次元的な、絶対的

に共通な実世界というのはないということです。それぞれの生

物のパーセプションによってそれぞれの生物の環世界に住んで

いる。要するに全員がそれぞれのバーチャルリアリティーに住

んでるということです。

人間は視覚とか聴覚で世界を構築しますが、汗のパーセプ

ションによる世界もある。蚊とかは二酸化炭素と温度を主に感

じていて、その世界に住んでいる。我々人間はその世界には登

場しない。それでも、結果的にはちゃんとわれわれを刺すんで

す。だから、全ての生物はそれぞれのパーセプション能力で
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バーチャルリアリティーをつくって、そのなかで、みんな生き

ている。それがゲジゲジだったり、羽が生えたり、触角があっ

たりすると、違うわけです。と考えると、オーグメンテーショ

ンによって技術で新しいパーセプションをつくるということ

は、実世界を再設計しちゃうということでもあるんですよね。

そこのあたりが、共通の、普通の、いわゆる３次元計測的な、

アブソリュートな世界じゃないというところが面白くもあり、

どうなるのかなというのもあります。

百目という妖怪をご存じですか。「悪魔くん」*28とかで出てく *28 「悪魔くん」水木し
げるによる漫画、および
それを原作とした特撮
テレビドラマ、アニメー
ション。

る、目が 100個ある妖怪です。あの人、あの人って人間なのか

分からないですが、あの人のパーセプションはどんなのかなと

か、あれって、１００個の視覚がどうやってか統合されたエク

イレクタンギュラーみたいなパーセプション世界なんですよ。

研究室の学生と、100個の視覚が全部独立であるか、融合して

いるのか、みたいな話をしていました。まさにそういうところ

が関連して面白いなと思いました。ありがとうございました。

安宅 そうなんですよね。『生物から見た世界』*29という本があ *29 ユクスキュル, 生
物から見た世界, 岩波
文庫, https://www.
amazon.co.jp/dp/
B073PPQFGY/

ります。読んだほうがいいと思うんですけど、本当にユクス

キュルの超名著ですけど、魚のベラだったら、１秒に 50 コマ

送らないと動画に見えないわけです。われわれは秒速 20 コマ

だったら動画になるじゃないですか。クロックが違う、生物に

よって。カタツムリは 1秒に３コマで動画になってしまうんで

すよ。超スローです、とか、あと、もう一つお勧めは『ミツバ

チの生活から』*30という本があるんですよ。これは、昔の本で、 *30 https://www.
amazon.co.jp/dp/
B000JA213K/フリッシュ（Karl Ritter von Frisch）というノーベル賞学者の

書いた本ですけど、ミツバチの視覚の違いからどのように世の

中が見えているのかについて相当に探求しています。虫にとっ

ての白さと、われわれの白さは違うんです。白さって、見えて

いる色覚の要素が均等に混じり合っているものじゃないです
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か。われわれは、たまたま３つで、虫も３つなんですけど、ト

リは４つですから、ハトは５つ、ペンタクロマティックといわ

れて、彼らの白さとわれわれは違うんですよ。結構面白いじゃ

ないですか。

伊藤 でも環世界論って、基本はユクスキュル的には閉じ込めら

れているものとして、昆虫はそこから出られないみたいなこと

ですよね。でも、たぶん、人間は出られるし、出られますよね。

テクノロジーを使えば、もっと出られるというか、それが、た

ぶん、今回の人間拡張の話につながっていくのではないかな、

と思います。視覚か、または私たちの五感に対応しない別の感

覚みたいなものを手に入れたときに、全然違う、環世界を手に

入れてしまう人間みたいなのが、出てきたりするわけですよね。

暦本 昆虫つながりで、superorganism (超個体)というのがあ

ります。アリやハチは、１匹１匹は弱いけれども、大量の群で、

群全体が生きものだとすると、ものすごくロバストで高度とい

うので超個体と呼ばれます。最近、戦闘機でも、無人機と人間

が操縦する戦闘機とが一緒に編隊になって飛ばすことが試みら

れています。たとえば一機は人間が操縦する機体ですが、横に

無人戦闘機を２機はべらせています。それを戦闘機間のイント

ラネットでつないで、総体として攻撃する。そういうのも人間

とロボットがネットワーク化の例でしょう。SNS もある意味、

人間と人間のネットワークなので、そういうものとハチとかア

リみたいな超個体とは似ているのか、違うのかとかということ

に興味があります。

安宅 不思議ですよね。

伊藤 すごい突拍子もない話をしていいですか。回転ずしとか

に行くと、よく人間って昆虫ぽいなと思います。回転ずしの空

間って、異様ですよね。同心円上にすしねたを握る人、すし、

客、スタッフという完全な同心円上で人が配置されていて、そ
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の相互の振る舞いが完全に可視化されているわけですよね。普

通の飲食店というのは、周りのお客さんがどういうことをして

いるかって、見えないように仕切ったりするんですけど、回転

ずしの場合は完全に見えるようになっていて、

安宅 確かに。

伊藤 そうすると、変な同調みたいな、ホタルの明滅が同調する

みたいなことが、結構、実は起こっている気がして、

安宅 なるほど、なるほど。

伊藤 それを思うのがお会計のタイミングで。「お愛想！」が、

すごいかぶるっていうのが、前から気になっていて。

安宅 そうですよね。今なくなっちゃった、朝の六本木の牛丼

屋、吉野家で毎回感じていました。非常なシンクロニシティー

が起きてくる。朝５時に六本木の吉野家に行くと、だいたい、

客が 10 人ぐらい、朝から混んでいるんですよ。それでホスト

にしなだれかかるギャルとか、なぜか冬なので短パンと Tシャ

ツで走っていった外人とか、もうほとんど酔っ払ってつぶれて

いるとか、なんかいろんなのがいるんですよ。店員はインド人

で、もうすごい、めちゃくちゃな店ですけど、シンクロするん

ですよね。あれは何なんですかね、人間の、何を見ているんだ

ろうと、すごく感じる。

伊藤 ただ、人間の主体性とか、あと意思とか相当フィクション

だと思っているんですけど、

安宅 意思ですから。

伊藤 人文系がここ 100 年ぐらいやってきたことって、ほとん

どそれで、人間の主体性とか意思というのは、実はそんなに確

固たるものではないということを、いろんな手を替え品を替え、

それをやってきたというところがあって、そういうことを考え

ると、シンクロとかが起こること自体が、むしろ、そっちが常

態というか、それが実はベースなんじゃないかなとか思ったり
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します。

安宅 ここは答え、欲しいですね。おそらく我々が考えているよ

うな意思はないんですよ。ないちゅうか、なんちゅうか、不思

議なものです。僕の先生の一人に Larry B Cohenという人がい

て、面白い研究をやっているんです。Aplysia、アメフラシを

つかった研究です。アメフラシは明らかに意思があるかのよう

に、ヒレを動かします。その時、強い、動かす信号がヒレの筋

肉に送り込まれるわけですね。結果、ヒレが動くわけです。

それが一体どこから生まれたのかということを、彼のチーム

は調べました。彼の特別な手法を使うと数十の神経叢（そう）

の固まりを全部、同時にレコーディングできるのです。すると、

最後のヒレを動かすという意志が明確になるようなときでも、

どこにも信号が始まったポイントがないんですよ。足し合わせ

るとどう見ても意思に見えるのに。なんどレコーディングして

もそうなんですね。あれを見ていると意思って何だろうと思う

わけです。でも、それを続けていって Aplysiaは本当に動いて

いくわけです。この結果を僕が見たときに、意思っていうのは

幻想なんだなと実感しました。

暦本 ただ、延長も原因があって延長しているんじゃなくて、

時々延長というものを覚えているんじゃないですか。ネット

ワークの波のなかに。

安宅 ああ、波のなかに。

暦本 延長パターンっていうところ、まさにアメフラシみたいに

発達すべくして発達して、

安宅 発達すべくして、

暦本 感じがしましたね。

安宅 そうですね。こんな、ふわっとした会話をしていていいん

でしょうか。

暦本 味八木先生が仕切らないといけないんじゃないかって
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いう、

味八木 ちょっと知覚のほうに引き戻してもいいですか。

安宅 すみません。

味八木 先ほどの環世界の話とも近いんですけれども、人間の感

覚を置き換えるというのを試しています。自動走行車両の上に

ついている、LiDAR という 360 度撮れる測距センサーを人間

の視覚にそのまま入力してみたらどうなるかというのをやって

みたのですけれど、数時間ぐらいしたら、すごい危なげながら

歩くことはできるぐらいに周りの環境を認識することはできた

んですね。これが進んでいけば、その先に、新しい感覚を人工

的につくるということは可能なのでしょうか？ 考えてみれば、

中途障害の方はそれに近いことを自然にやっていて、そういう

環境に放り込まれてから、自力でその新しい感覚を手に入れて

いくということをしているのだと思うのですが、普通の人が、

よし今からこの感覚をトレーニングするぞと思って、できるよ

うなものでしょうか。それとも、たとえ一時的にできるように

なっても忘れてしまうものなのでしょうか。
図 7: LiDAR-
MAN (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
lidarman/).

伊藤 中途障害の基本は、それまでオートマ制御でやっていたこ

とを全部マニュアルでやっていくという変化なんですよね。例

えば、１歩前に行った、出すという、その１歩を出すときにも、

重心をどうかけて、どのへんに自分のかかとを置いて、どうい

う配分で重心移動させていったらいいかみたいな、健常者だっ

たときには、まったく考えずにやっていた、完全なオートマ制

御を全部頭で一回考えて、それでやっていかなくてはならな

い。そこがすごく大変で、つまり、自分ができていたことなの

に、どうやっていたか分からないみたいなことになるんです。

そのオートマをマニュアル化するレベルがあって、中途障害の

人のうちで何割かは、もう一回、それがオートマ化するんです

よね。いちいち考えなくても、例えば片足１本なくなったとし
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ても、その体で特に考えずに行動できるっていうようになる人

もいる。でも、全員がそうなるわけではなくて、かなりその割

合は低いと思います。

ちゃんと統計とかとったわけではないので、実感ですけれど

も、やっぱり中途障害になって、十何年とかたっても相当考え

て動いているという人が多いですね。だから、結構難しい。そ

れも障害のタイプによるんですけど、四肢切断は、本当に運動

に直結してくるので、より危険度が高い分、オートマ化しづら

いというのがあるかもしれないですね。視覚障害のように感覚

の障害だと、その都度考えてやっている人っていうのは、たぶ

ん、そんなにいないという感じがします。だから、健常者がさ

らに別の感覚に変容したときに、その変容する速度だったり、

スムーズさっていうのも、たぶん、どういう拡張をしていくか

によって変わって、もしかしたらできないものもあるかもしれ

ないと思います。

味八木 例えば、情報技術でそういう感覚変換をやるのであれ

ば、なんらかの情報を視覚情報に変換して、それを見て、なに

かを感じるとかいうのが、おそらく今の技術でできる限界だと

思うんですけれども、その先に、例えば、なにかまったく新し

い感覚を獲得するということは、あり得ることでしょうか。

安宅 当然あるでしょう。僕が最近見た、データ AI 系の画像で

最も面白かったのは、テスラの事故予測現場だけをつなぎ合わ

せたコンパイルビデオ*31です。360度ミリ波レーダーをうちま

*31 https:
//www.youtube.
com/watch?v=--
xITOqlBCM

くって、あらゆる車がどのように動くであろうと予測して、だ

から、ここから３つの事故が連続しておきますみたいなやつを

予測して、それに合わせて、車が安全に止まれるところを予測

して先で止まっています。だから、その人は死なないと。あれ

を見て、本当にミリ波レーダー的なやつは、もう、僕の周りに

全部つけといてほしいなとかって思いますし、電車通学してい
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る女性むけの検知レーダーとかもいいとおもいます。そっちに

向けて自動でここに電界が生じる、触った瞬間に、なんか流れ

るぐらい、売れます。

暦本 さっき、味八木先生が言っていた、LiDAR という三次元

センサー、Google の自動走行カーの上にポコッとつけている

あれですね。あれは 360度全周囲のレーザレンジファインダー

ですが、あれを頭につけましょうというネタで LiDARMan と

いうのを考えついたのです。実際やってみると自分の周囲 360
度の距離画像の世界が体験できる。それを見ると、要するに、

自分で自分から体外離脱できます。三次元情報ですので、たと

えば視点を自分の上空３ m に設定できたりします。そうする

と、前後という概念がなくなります。つまり、常に見下ろして

いる自分が歩いているので、後ろから来る人も前からいる人も、

全部相対化されるわけです。通常のわれわれは、前がみえて、

後ろがみえない、という世界観ですけど、それが消える。伊藤

先生のご著書ですごく興味深かったのが、視覚障害者の方は大

岡山も本当に山と認識しているというのがありました。つまり

３次元空間として把握している。われわれが大岡山というと、

道があって、なんとなく上っているな、という程度で、3D で

考えていなかったんですけれども。LiDARで見ると、ちょっと

それに近い感覚になります。これはパーセプションがやっぱり

変わっている感じです。

伊藤 私は見ていないんですけど、「メッセージ」*32という映画 *32 『メッセージ』
（Arrival）ドゥニ・
ヴィルヌーヴ (Denis
Villeneuve) 監督の
2016 年映画。原作は
テッド・チャンの短編
SF 小説「あなたの人生
の物語」(Ted Chiang,
Story of Your Life)

が、その話だそうですね。前後左右の概念がない生物が宇宙か

らやってきて、

安宅 「メッセージ」やばかったです。ぜひ、見たほうがいいと

思いますね。

伊藤 言語が円環になるんですよね。

安宅 もう習字の円形みたいなのがいっぱい出てくるんです。す
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ごかった。もう一回見たいな。なぜ、あれが IMAXでやってい

ないのか知りたい。

伊藤 でも確かに先天的に全盲の方とかと話すと情報処理の仕

方自体が違うなというのを思うんですよね。

安宅 この巨大な視覚野を何か別の機能に使っているんだと思

います。

伊藤 ものの、位置情報と、それがどこにあるかという情報と、

それが何であるかという情報を結構分けているなと思うことが

あって、例えば、自分のテーブルの上に、なにか、作業をして

いて物体が３つぐらい、そこにあったとして、その物体３つが

ここにあるなということは、一番表面というか、一番認識しや

すいところに３つみたいな視野ですよね。その３つが、それぞ

れなんであり、それが、さらに詳細に見ていくと、どういう情

報を含んでいるかみたいなことは、ちょっとレイヤーが下とい

うか、畳まれている感じがして。

安宅 たぶん、われわれよりも、認知的な属性、要はモダリ

ティーの種類が多いんだと、もうちょっと、かなり違うかたち

になっている、

伊藤 そうですね。だから、たぶん、ランダムアクセスみたい

なことが、すごいしにくいので、すごいきれいに整理している

んですよね、情報を。使い勝手がいいように、逆に整理されて

いる。

安宅 匂いとかも拡張してほしいですね。

伊藤 匂い。

安宅 うん。結局、嗅覚とか、膨大な、本当にイヌが 1,000 倍

だとかって別に驚くことはなくて、３桁下が見えているだけな

ので、それが５桁下ぐらいまでかげるような街をみたいになる

と、本当。ちょっとやばい世界ですよ。全部、このヒューマン

オーグメンテーション学講座の延長に、やばいマシンがいっぱ
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い本当に。ゾクゾクしますよ。

味八木 確かに、ヒューマンオーグメンテーションのトピックを

話すと、必ず SFに行き着くみたいな、

安宅 本質的に SFですけどリアルですよね。

味八木 そうなんです。そのヒントを SFに求めるみたいなこと

が、結構多くて。もしできればですけど、サブトピックみたい

な感じで、もう少し小規模な SF に特化したイベントもやって

いきたいなと考えています。実は、時間が迫っていまして、い

ろいろ詰め込んでしまいましたが、もし、フロアの方から、質

問があれば受けつけたいのですけれども、どなたかいらっしゃ

いますか。

質問者３ 先ほど話を聞いていたときに、ヒューマンオーグメ

ンテーションに、例えば、人工知能を使うときに、いわゆる人

工知能の入力から、いわゆる解析するというところは、やっぱ

り、人間がすごすぎて、でも、それをいわゆる自分の拡張する

方向に持ってくる感じだったんですけども、たぶん、いわゆる

AI感性っていうんですか、AIが本当にしっかりと、そこらへん

もできるようになったときに、そのヒューマンオーグメンテー

ションというところから、たぶん、どんどんAIのほうが伸びて

いくんじゃないかなと、なんとなく聞いたときに思ったんです

けれども、それについてご意見をいただければなと思います。

安宅 それは誰に

質問者３ 暦本先生に、もうちょっとお聞きしたいなと思った

のですけれど。
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暦本 たぶん、AI を独立の、要するに、オートノーマスな、人

間を代替するようなものをつくるという考えとして、ひとつの

発展の方向があると思います。一方、パーセプションは人工や

天然を問わずニューラルネットのレイヤーなので、人間に追加

してしまえば、それによって感性も伸びるだろうという考え方

があります。たとえば、私は発音で Lと Rの区別がつかない典

型的な日本人なのです。みなさんどうでしょう？ Lと Rの聞き

分けをテストするスマホアプリってあって、できる人とできな

い人がきれいに分かれます。そこの、座っている彼（暦本研学

生）は、アメリカで生まれて５歳ぐらいまで育ったので非常に

簡単に聞き分けます。面白いことに、L と R の弁別能力は、語

学力そのものでもなく、小さいときに英語圏にいたかどうかが

決定的です。英語ができなくても、L と R は聞き分けられる、

という人はざらにいます。逆に、ある程度成長してから英語を

学習した人は、すごく英語ができるのに Lと Rだけ聞き分けら

れない。

それって、もう神経系の話なので、Lと Rだけ聞き分けられ

るニューラルネットを人体につけちゃって、電気刺激とかで補

強してあげれば、LRを聞き分ける人間ができます。これはひと
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つの例ですが、AI と我々がインテグレートされたかたち、AI
環世界です。同じように、何らかのパーセプションで、私には

できないんだけども、ディープラーニングではできるっていう

ものは多くあります。人間を 1,000万人識別する能力は私ない

ですけど、それが入っていたら、突然、誰でも識別できるスー

パー警察官になれる。一方で、AIだけでは足りなくても、人間

が絶妙に補えば効果が増すものもある。つまりヒューマン・AI
インテグレーションとして、ハイブリッドした結果の能力があ

ればいい。じゃあどういう風にくっつけるのか、というところ

の方法やアイデアが出てくると可能性がどんどん増えると思っ

ています。

質問者３ ありがとうございます。なんとなく、それが全部例

えば、順番に、パーツずつできていくと、将来的には、いわゆ

る思考の部分がしっかりAIでできたときに、そういったヒュー

マノイドができるみたいな、そういった感じなんですかね。

安宅 僕は思考は AI 化しないと思います。さっき言ったとお

り。先ほどもお話しましたけれど、思考というのは何百もの知

覚処理がつながりあったものですし、皆さんのこれまでの体験

の総和なんですよ、実際問題。機械に体験させるって機能しな

いわけですから、だから、そういうあり得ない幻を追うのはや

めたほうがいいと思います。ほかに可能なことが山のようにあ

るんだから、そこから追求したほうが正しいのではないか。こ

この部屋で講演したの２度目なんですけど、その前というのは

２月に厚生労働省の講演だったんですね。そのときに人工知能

産業化ロードマップのタスクフォースの人間として、３つのこ

とを想定しているという話をしたんです。１つは、病気という

のは cure、care するもんじゃなくて、prevent するものにな

る。３ヶ月前に、あなた、このまま生きていたら、３ヶ月以内

に脳溢血になりますよとかって、こうしてくださいとかと。２
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つ目に、ハイパーパーソナライズするだろうと。３つ目は人間

と機械が完全に融合するという話をしていたんですね。先ほど

カーツワイルの本でさんざんナノマシンの話が出てきますが、

去年ノーベル賞出たぐらいなので、やっぱり、ナノマシンもそ

んなに遠くなくバンバン入ってくると思いますし、人工網膜の

研究がすごい進んでいるんで、そこも面白い。

質問者３ ありがとうございます。

味八木 ほかに質問のある方。

質問者４ 今日は面白いお話をありがとうございました。ある

程度、何を知覚するかとか、置き換えとか選択が自由になった

として、それでもその個人の経験とか能力差はあると思うんで

すけど、そうなったときに、どこまで自分の身体として認識で

きるかとか、多様性が進む方向に行くのか、それとも、さっき

の話みたいにやっぱり収束して生まれ変わらないというのは、

特に伊藤先生にお聞きしたいんですけど、どっちの方向に進む

と思われますか。

伊藤 予測的にはどっちに進むとかということは、他のお二人に

答えていただきたいなと思うんですが、代わりに私は、ちょっ

と文系チックなことを言います。やっぱり、人の多様性って結

構半端ないなと思うんです。例えば、この前大学の数学科の学

生と話しているときに、自分は数学科に行こうと思ったきっか

けが、小学生のときに６足す８が 14 って習ったときに小さ過

ぎると思ったらしいです。その感覚がいまだに消えない。６も

８も１～９のなかでは結構大きいほうですよね。その２つ、強

いやつと強いやつを足して、なんか 14 って弱いやつになって

いるっていうのが、腑に落ちないらしいんですね。そういう論

理とか合理性を越えた、よく分からない経験の核みたいな、全

員か分からないですけれども、そういうものがあって、案外そ

ういうものが人の人生を決めたりするというのは、やっぱり面
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白いなと思っています。そういう論理で説明できないものとい

うのは、なにか残って、それがなかの多様性になっていくのか

なと思ったりします。

質問者４ そうなったときに、例えば、他人から見てどこまで

がその人か捉えられないような人っていうのは、存在し得るん

ですか。

伊藤 どうなんでしょうね。６足す８が 14小さ過ぎるというの

を核として、同心円上に、その人のなかの、その人らしさの濃

度勾配みたいなのがあって、その人らしさが薄いところは、た

ぶん共有できるようになるわけで、そんなイメージを持ってい

ます。

安宅 ひと言だけちょっと言っておくと、機械とのつき合い方っ

て、みんな多様じゃないですか。スマホをみんな持って、何を

通知をオンにする。AIも同じだと思うし、結局、それって皆さ

んの感性に依存していて、感受性というか、価値観ですね。そ

れほど均一化しないと思いますね。一つ一つの機能は同じよう

なものかもしれないけど、同じようには使わないので、人の、

個の違いというのは、もう当然残り続けますから、そんな感じ

ではないでしょうか。映画がいっぱいやっていて、すぐ見にい

ければ見にいくし、Apple TV でいくらでも見れるのに、だっ

て見ないじゃないですか。だから、できるということと、やる

というのは全然違うんです。皆さんは、できれば全員がやると

いう前提で考えると、それは共産主義的で。ないんで、そう

いうことは。前提としなくていいです。あり得ないですから。

もっと多様に散っていきます、全てのことは、多様に。

味八木 では最後に一件だけ。はい。

質問者５ 伊藤先生に質問ですけど、私も人の知覚というもの

を研究したいと思って大学に入ったんですが、キーワードとし

て触覚とリズムというのが出てきて、私も、そのリズムと触覚
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をものすごく今日、とても印象に残って、ただ具体的に、これ

から研究をやっていきたいと思っているんですけど、何かヒン

トといいますか、どういった研究を実際に伊藤先生がその２つ

を使ってされているのかとかを、少し教えていただけるとあり

がたいです。

伊藤 ありがとうございます。ちなみに、どんな分野の、方面の

ご研究をされるんですか。

質問者５ 身体運動研究室の所属なので、人の運動と知覚とい

うのを研究したいと思ってはいます。

伊藤 私が聞きたい感じですね、逆に。リズムって、主観的なも

のですよね。どうなんですかね、つまり、リズムの面白いのは、

法則性と法則から外れるものが共存しているので、人文系のリ

ズム論の古典としては、クラーゲス（ Ludwig Klages）という

生理学者が 1930年代に書いた本*33 があるんですけど、その本 *33 ルートヴィヒ・ク
ラーゲス「リズムの本
質」みすず書房のなかでも単なる法則としての拍子とリズムというのを分けて

論じているんですね。その違いは、さっきも言ったように拍子

は単なる規則的な間隔であるけど、リズムというのは規則性の

なかに変化をつくっていくことで、つまり、順番が存在すると

いうか、その順番を変えちゃうと違うリズムになってしまう。

でも、拍子は順番がないというものですね。さらに、これがな

くても、単なるメロディーであっても、つまり、本当は法則性

がない列に対しても、なんらかの法則性を主観的にそこに見い

だせれば、そこにはリズムがあるわけです。たとえば、音楽を

聴きながら首を振ったりするわけじゃないですか。ああいう、

のっているときって。本当は法則性がない列に、等間隔の切れ

目を規則として見出しているわけですよね。そういう意味で、

すごく主観的なレベルというのがあって、それは、人文的に分

析することは、その程度まではできるんですけど、実際に、例

えば量的に分析するのって、すごく難しくて、私も、そこから
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先は、実はどうしたらいいだろうって、ちょっと困っていると

ころではあります。分析できるんですかね、リズムって。

安宅 われわれの脳はリズムの固まりなんで、われわれ、パルス

密度とか、その頻度が情報なんですよね、実際にはまだデコー

ディングされきっていないですけど。われわれは、実はリズム

で生きています。われわれの計算はリズムです、実は。なので、

どこかでつながっているはずです。なので、人間がこれほど音

楽が好きなのは、たぶん、それのパターンとなにか連絡してい

ることは間違いないです。そこがどうつながっているのか、皆

さんが解く問題です。解けていないんです。だから、明らかに

われわれの情報処理はリズム的に行われていることは間違いな

いです。

伊藤 先ほど、経験を使っていることは全てだとおっしゃってい

ました。基本はリズムもそうで、反復をそこに探していくとき

というのは、自分の過去の感じた、この拍数、拍の感覚みたい

なものを、また、現在形の経験に適応していくわけですよね。

その過去の経験を現在に生かしていくという、構造がリズムの

なかにもあって、そういう意味では、たぶん、知性の一番原初

型みたいなものでもあると思うんですよね。

質問者５ ありがとうございました。

味八木 では、まだまだ続けたいところではあるんですけれど

も、お時間の都合もありますので、一度ここで締め括ります。

この寄付講座では、今回のようなセミナーを年に２回ぐらい、

また、学生対象のサマーキャンプとして集中的にワークショッ

プのようなかたちで実際に手を動かしながら学習できるような

機会を、それから年度末には一般公開のシンポジウムも企画

しています。今後 humanaugmentation.jp というサイトと

Facebookページ*34にてご案内しますので、ぜひご期待くださ *34 https://fb.me/
humanaugmentation.
jpい。本日は、ありがとうございました。
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ヒューマンオーグメンテーション学セミナー＃２　
「Augment the Future」

2017 年 11 月 23 日、東京大学本郷キャンパスダイワハウス石橋信夫

記念ホールにて第二回目のセミナーを開催しました。これまでヒュー

マンオーグメンテーションの研究に携わってきた 4 人の講師から、現

在どのようなキャリアを歩んでいるかを紹介してもらい、現役学生と

の議論が中心になりました。
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開会の挨拶

味八木 本日はお集まり頂きありがとうございます。これは東京

大学情報学環に本年度から設置されました、ヒューマンオーグ

メンテーション学（ソニー寄付講座）のセミナーイベントでし

て、今回は Augment the Futureとタイトルをつけています。

講座自体の活動は研究と教育で成り立っているのですが、今回

は教育寄りのイベントです。プログラムはこのようになってお

りまして、本日の司会と開会の挨拶を私、味八木が努めさせて

頂きます。よろしくお願いいたします。

今回は学生時代にヒューマンオーグメンテーション（人間拡

張学）の分野の研究をしていて、現在社会で活躍されている 4
名をお迎えして、それぞれのライトニングトークとパネルセッ

ションを予定しています。基本的には、これから大学院進学だ

とか、博士課程へ進もうかどうしようか迷っている学生の方、

もしくは現在既に社会に出て働いているけれど、もう一度大学

院に戻って研究したい、と考えている方を対象としたイベント

になっています。イベント自体は 15 時に終了となりますが、

この後に情報学環暦本研のオープンハウスもありますので、是

非お時間のある方はお付き合いください。

講座の概要ですが、もともとオーグメンテッドヒューマンと

いう国際会議が 2010 年に始まりまして、そのあたりから人

間の能力を情報科学で拡張するような研究が、国内外で活発に

なってきています。私たちは、この分野を押し広げて「ヒュー
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マンオーグメンテーション学」という、ひとつの学問領域とし

て発展させるよう現在研究しています。例えば、外骨格や義肢

義足に代表されるような「身体」の拡張や、AR・VRにみられ

る「知覚」の拡張、またライフログなどで記憶を増強する「認

知」の拡張、さらにはテレプレゼンスなど「存在」の拡張など

が考えられます。

近年 AI に人間の仕事が奪われる、といったような言説をよ

く耳にすると思います。この講座では、そういった「人間対AI」
といった構図ではなく、「人間と AI が統合・融合して一体化」

したときにどのような未来が考えられるか、を追求するという

スタンスで研究しています。このあたりは、前回のセミナーや

サマースクールでは学生向けに伝えているところです。今回は、

そのように AI に仕事を奪われると言われている側の、私たち

人間として、どのように近未来の働き方やキャリアの考え方を

アップデートしていくといいのか、ということを考えるきっか

けとなるといいな、と思っております。

講座自体の展開としては、年二回のセミナーと、学生を対

象として夏休みの期間を利用したサマースクールを開催してき

ました。サマースクールは、学生募集としてはかなり抽象的な

「人間の知覚を拡張・変換する」というテーマで、ハッカソン

してみませんか、程度のものだったのですけれど、逆にどちら

かというとそれが功を奏して、いろいろな分野からの学生が集

まってくれました。情報科学からだけではなくて、建築だとか

芸術系の学生も含めて、5つぐらいのグループをつくって 3日

間で、なにか新しいものをつくって提案する、ということをや

りました。かなり面白い、将来を見据えたような研究テーマが

いくつか出てきまして、この取り組みは継続的に進めていきた

いと思っております。なので、もし学生の方で、来年参加した

いというように思ってくれている人がいたら、是非情報学環や

私たちの講座のページでアナウンスしますので、注目していた
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だければ、と思います。

今回のセミナーなのですが、すこし趣向を変えまして

「Augment the Future」、あなたの未来を拡張します、という

回です。すでに薄々気づいていらっしゃる方も多いかもしれま

せんが、この寄付講座の活動の母体は、情報学環暦本研のメン

バーです。今日の 4 名のゲストは、実はこの暦本研の OBOG
の皆さんでして、石黒さんは現在、名古屋大学にいらっしゃい

ますけれども、この 7月からは当講座にも参画して頂いていま

す。島田さん Adiyan さん三澤さんも、みなさん初期の研究室

立ち上げ当時のときに、学生だった卒業生です。それぞれ、既

に社会に出て数年が経っていて、みなさんご活躍されているの

で私も今日のトークが楽しみなのですが、私が話し過ぎてもい

けないので、さっそくマイクを渡して、メインのイベントに移

らせて頂きたいと思います。

では、最初のご発表は石黒先生です。
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Human Augmentation × Academia

石黒 祥生（名古屋大学 未来社会創造機構）

東京大学大学院情報学環 暦本研究室で博士号を取得後、米国
Walt Disney Imagineering で Post-Doc 研究員としてインタ
ラクションデザインの研究を行う。現在名古屋大学未来社会創
造機構特任准教授として、情報技術を用いた高齢者のための支
援システムや、自動運転車両のためのインタラクション技術の
研究に従事。ソニーコンピュータサイエンス研究所と共に開発
した情報家電「ハピネスカウンター（笑わないと開かない冷
蔵庫）」は 2012 年 Good Design Award Best100 に選出さ
れた。

石黒 ご紹介ありがとうございます。今、私は大学というところ

にいますので、今日は学生の方も多くいらっしゃいますので、

これからアカデミアのキャリアとして、どの様にヒューマン

オーグメンテーションや HCI が期待されているのか、といった

ようなことをお話ししたいなと思います。
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この中で今日、「学生」の方はどれぐらいいらっしゃいます

か？ 結構後ろの方で。社会人の方というのは？ 社会人の方で、

俺はもう一回博士課程に行こうかなという方とかっていらっ

しゃいます？ ああ、ぽつぽついらっしゃる。なるほど。今日は

社会人の方も大学が置かれている現状みたいことについて、あ

んまり撮ってほしくないことも含めながらお話ししたいなと思

いますので、お付き合いください。

私は暦本研卒業の博士で、博士は２人目だったんですね。今

は名古屋大学未来社会創造機構で特任准教授をしています。先

ほどありましたように東京大学情報学環のヒューマンオーグメ

ンテーション学寄付講座でも客員准教授をさせてもらっていま

す。もう一つが愛知県立芸術大学での非常勤講師といったよう

なことをやっていて、もうバリバリのアカデミアなんですが、

後で説明しますが、特任というポジションは結構大変で、兼業

規定ぎりぎりまでやっているような状態です。 図 8: 自動運転車両
内インフォテインメ
ント研究 (https:
//ishiguro440.
wordpress.com/
projects/rov-
real-oriented-
virtuality/).

専門分野はヒューマンオーグメンテーション学、HCIでもい

いですが、といったことをやっています。もう一つあるのが、

自動運転車両内でのインタラクションの研究。名古屋ですので、

自動車メーカーさんもいらっしゃいますし、自動運転研究が非

常に盛んにやられています。その中でヒューマンオーグメン

テーションの知見を生かして、研究に関わったりしています。

自動運転インタラクション研究者

前職は後ほど説明しますが、（暦本研）卒業後 Walt Disney
Imagineering、というところで働いていました。今は自動運

転そのものを実現するということにも関わっていて、（動画を

見せながら）これは自動運転をしている様子です。少し分かり

にくいですけれど、名古屋大学で開発しているオープンソース

のソフトウェア、Autoware*35という自動運転制御ソフトウェ

*35 https:
//github.com/
CPFL/Autoware
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アがありまして、それを使っています。これは夜中の３時に実

験しているので、撮るのが大変なんですけれど、今ハンドルは

一応軽く握っているんですが、ステアリングを軽く持っている

だけで、一切運転はしていないです。運転しているのはコン

ピュータで、運転席に座っているのは私で、システムが勝手に

道路状況を判断して、ステアリング操作をしている状況です。

このように、比較的自動運転というもの、そのもの自体は

研究というよりは、もはや開発要素のほうが強い。研究要素も

いっぱいあるんですが、やっぱり簡単な自動運転だったらでき

てしまうわけですね。このときも学生がいない大学のキャンパ

ス内で夜中にこっそり何人かで実験していて、これの研究自

体は非常に楽しいのですが、自動運転に乗ると一番怖いのが、

車が次どう動くかみたいなのが把握しにくいというのがあり

ます。

（動画を見せながら）これは実際ヘッドマウントディスプレ

イをつけて、VR 環境の中に没入するんですが、これは今動い

ているのは車両と全く同じ場所を、車両の動きと全く同じ動き

をしています。ユーザーは車両の中でこれをやれる。周りのも

こもこした雪景色みたいなものは、実際の大学のキャンパス内

の高精度３次元点群地図を使って生成していて、スケールも１

対１で現実世界と同じになっているというものです。こういっ

た自動運転の研究をしています。

博士取得後の Walt Disney Imagineering 時代はまた

ちょっと違う研究で HCI の研究の一つですが、3D プリンター

というものを使って、インタラクティブなスピーカーをつくる

というような研究をしました*36。これは最近、HCI でもよく使 *36 3D Printed
Interactive Speakers
https://www.
disneyresearch.
com/publication/
3d-printed-
interactive-
speakers/

われる 3D プリンターという技術が形をつくるだけではなく

て、機能も一緒にプリントできるような技術をつくれないかと

いうことで、Disney 時代に研究したもので、おもちゃとかを

つくると、中に穴を開けてスピーカーを入れて、音を出すみた
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いなことは簡単に今までやられているんですが、スピーカーの

制約とか、方向の制約とか、いろいろな制約がある。じゃあ、

自由形状で自由に音が出せるスピーカーをつくってしまえばい

いんじゃないかということで、それで、さらに 3D プリンター

を使ってやるといいんじゃないかということでやっていたもの

です。

（動画を見せながら）これは、ちょっと音が小さいですが、

ピヨピヨと言っているのがこのヒヨコの形から実際音が鳴って

います。こういうちょっと幾何学的な形状でもつなげば、ちゃ

んと音がピーッと鳴るというような技術の研究とかもやってい

ました。

同じ技術を使うと非常に軽いものがつくれるので、バルーン

みたいなものができますよねということで、これは Disney 時

代に特許として取ることができました。研究も当然論文も書い

たんですが、Disney の研究所にいたときに非常によかったの

が、非常に生産性の高い研究グループだったんですね。論文を

出せば賞を取る。僕は、Disney に行く前はどんなすごいチー

ムでやっているのかなと思ったんですが、実は中身はこのイン

タラクションに関する研究で言えば、10 人もいないような少

数の人たちで研究をしていました。

アカデミアでのクリエイティビティ

これはちょっと話がずれてしまうのですが、私が最近好きな

のがネリ・オックスマン（Neri Oxman）という MIT の先生

が提唱している Krebs Cycle of Creativity*37という考え方で、 *37 https:
//spectrum.mit.
edu/winter-2017/
neri-oxmans-
krebs-cycle-of-
creativity/

STEM 教育とか、そういう考え方とちょっと近いような話なん

ですが、クリエイティブな活動をするというためには、日常生

活から情報を抽出するのがアートの分野で、情報から知識に変

えるのがサイエンスで、サイエンスからユーティリティに変え
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るのがエンジニアリングで、ユーティリティから日常生活に還

元するのがデザインですよ。というようないろいろな見方があ

るんですが、それが一番大きな見方です。

僕はこれが非常に好きで、説明するときによく使うんです

が、これを生産性が非常に高かった Disney の中の僕がいた

Interaction Design & Development グループに当てはめて

みると、この構成が非常によくできていた。僕はサイエンスの

人。もともと高専出身なのでエンジニアリングは得意です。ほ

かのもう一人、この２人が Ph.D.でいたんですが、２人ともそ

ういった感じでやっていた人です。サイエンスの人もいるし、

リーダーはどれもできる人ですが、Ivan Poupyrev という元ソ

ニー CSLの人がいて、あとは学生さん、デザインを学んでいる

学生さんとか、プロでやっているエンジニアとデザインが両方

できる人とかがいて、これが非常によかった。

よく考えてみると、この考え方というのはHCIとかヒューマ

ンオーグメンテーションの研究に非常に重要なスキルで、何故

かというと、どちらも人間を対象にしている研究。Computer
Scienceの一つだし、ものをつくったりエンジニアリングの一

つでもあるんですが、最後に還元すべきは人間の生活だと。人

間の行動に還元するということを考えると、これが全部できる

チーム。あるいはこれが全部分かっていて、専門性はそれぞれ

持っているべきだと思うんですが、チームとしてやるときには

こういう人たちがまとまっているチームがいいんだなというの

は非常に強く感じた。実際、それが成果として出ているのが

Disneyの Interaction Designチームでした。

ただ、ボスだった人がGoogleに引き抜かれ、セミボスだっ

た人が Facebookに行ってしまい、僕はビザが取れなくて、一

緒に引き抜かれなくてとかやっていたら、最近、Disneyのピッ

ツバーグの研究所が何か、あれっとかいうことになっているみ

たいなことをちょっと聞いたんですが、そういったスキルと
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チーム構成というのは重要だというのを学びました。

僕は博士時代の研究はもっとより直接的に Human
Augmentation ぽいもので、アイトラッカーを作っていたん

ですね。（動画を見せながら）若かりしころの僕なんですが、よ

く見てもらうと鼻の下ひげがない。あごひげが生えていて、僕

はポジションが変わるごとにひげの面積が増えるという人なん

ですが、こういう普通の眼鏡に見えるようなアイトラッカーと

いうのをやっていました。
図 9: Aided
Eyes (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
aidedeyes/).

（動画を見せながら）これは WBS で取り上げられたライフ

ログという研究です。日常を記録し続けるという研究。そして

使うというのが一つ。そのために常用性が必要ですねというの

があって、こういう感じのものをつくっていました。もう一つ

あったのが、より直接的に支援しようと、ユーザーの行動支援

をするためにやっていたものです。

これは何ができるかというと、人間はいろいろなポスターと

かを見る。これはちょっと古い研究なので、今の技術だともう

ちょっといい画像処理ができると思うんですが、いろいろなも

のを見ている。例えば日本人が英語の文字を読んだら、ちょっ

と悩んでしまう。皆さんは大丈夫だと思いますが、英語が苦手

な人は悩んでしまうようなこともある。そうすると、視線は文

字を読んでいるときの目の動きは非常に特徴的ですので、ほか

の動きは機械学習で識別するのが大変なぐらい複雑なんです

が、読むときだけ明らかに読んでいるという視線の動きが出る

わけですね。

それを使うと、例えばこの人は今、このポスターの文字の部

分を読み始めたというのが、トリガー情報が分かる。そうする

と、例えば事前情報としてポスターを見ている、英語の文字を

読もうとしている、この人は日本人というのが分かれば、読み

始めたタイミングで、例えば日本語の音声フィードバックを流

すとか、あるいは英語をそのまま流すとかいうことをしてあげ
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ることができる。そうすると、この人自身は何もしていない。

ただ普通に「読みたいから読んだら、コンピュータが支援して

くれる」というような、今までの「問題があって、道具を使っ

て解決する」といった HI とは一歩ちょっと進んで、この人が

したいことをすれば、勝手に支援してくれる、ある種の能力拡

張ができるという研究を学生時代にしました。

ほかの研究でGOOD DESIGN賞を取ったりして、これで僕

は四つのサイクルがすごく大事だというのを学びました。暦本

研自体が結構そういう人たちが多い研究室ではあるんですが。

今は自動運転の研究をやっていて、ちょっと詳しく説明した

かったんですが、自動運転車はすごく楽しいことができる*38。 *38 https:
//ishiguro440.
wordpress.com/
projects/rov-
real-oriented-
virtuality/

すごいお金が掛かっているんですが、例えば右に曲がらなけれ

ばいけないとか、赤信号で止まらなければいけないみたいなの

を自動運転車になっても感じ続けるのはあほらしいので、赤信

号で止まるのではなくて、敵がバンと出てきたから戦うのだと

いう情報に変えてしまう。VR ヘッドセットをつけて、ここで

今止まらなければいけない状態になると、敵がいるみたいに

バーッと出てきて、めちゃくちゃ攻撃してくる。進めるように

なったら、支援するキャラクターがバーッと出てきて、敵を倒

してくれて、あるいは自分が倒したというのですが、進めます

よみたいなことをやっています。　

アカデミアとHuman Augmentation

ここからが本題なんですが、これから研究職に進まれる学生さ

んたちは特に、同一研究室でポスドク、助教のポジションはア

メリカでも日本でも問題はあまりない気がします。ただ、知識

が偏ってしまうとか、ポジションとしての問題はあまりないと

思います。知識の偏りとかは結構それはあると思います。

僕の場合は博士号を取って、企業に行って、大学に戻って
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きたという形で、今の肩書が未来社会創造機構の特任准教授で

す。普通、東京大学学部類何とかとか、学部とか、あるいは名

古屋大学情報学研究科とか、そういう名前だと思うんですが、

そこが違うのはこの組織は国のために新しくつくられた、研究

だけをしていればいい。教育義務のない、研究をするだけの組

織なんですね。これは結構アカデミアでも珍しい。普通は、特

任以外のポジションだと、自分で研究する時間は博士課程に比

べたら、圧倒的に減ってしまいます。これはどうしようもない。

教育業務が出るのでそういうのは減りますが、学生と一緒に、

あるいは学生を使ってと言う人もいますが、学生と一緒にワイ

ワイ研究ができる。

特任ポジション、特任とかを学生さんで今まで意識したこと

がなかった人はよく聞いておいたほうがいいと思います。特任

ポジションというのは研究できるプロジェクトか、あるいはポ

ジションかどうか。ある予算の枠組みの中で雇われる人たちな

ので、そのプロジェクトそのものが研究できるかどうかという

のが根本的に問題がある。そんなはずなのに、実は何か教育業

務を割り当てられたりします。人付き合いなので、ちょっと学

生の面倒を見てあげてよみたいなことを言われたら断れない。

あとはどんどん。

さらに、基本、ボーナス、退職金は無い年俸制職員です。悲

しいポジションです。僕がきょう、一番言いたかったのは、皆

さんも今、特任は基本的に大きな国プロはたくさん採ります。

予算があるので人を雇える。例えば、大きい国プロはたくさん

採ります。本当に大きいんです。機構自体で何十人、100人近

い先生たちとか、よく分からない人たちがいるんですが、○○

長、○○リーダー、○○執行部みたいなのが本当にいて、俺の

研究は何だっけみたいな。あの人はこう言うし、あの人はこう

言うし、あの人はこう言う。基本的に研究者は上に人が就かれ

るのが嫌だと思うんですが、そうなってしまいます。
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産学連携とか社会実装とかよく言われるんですが、実態は企

業の研究の下請けみたいなところもかなりあって、かなり大変

です。聞いた話なんですけれど、大学研究者に企業の製品レベ

ルのアウトプットを国が求めてくる。企業で働いている人は、

それは無理に決まっているじゃないかと思われますよね。大学

にいる人だって、製品をつくるよりは新しいことをやりたいな

んて、そんな相反する要求を合わせろ。そうなってくると、ど

うしても研究したいのに開発になってしまう。しかも、企業さ

んは非常にやさしくて、大学の先生は好きにやっていてくださ

い。お金は出しますから好きにやってください。だけど、国と

いうか、もっと上の組織が、「違う。大学も一緒になってアウト

プットをしなさい」と言うんです。企業さんはお金を出します。

その代わり人的リソースも、まだ世に出ていない製品も出せな

いですけどねというポジションがよかったのに、そんなのは無

理に決まっているじゃないということを平気で言ってくるよう

なプロジェクトもあります。

ただ、よい面もあって、大組織だと研究支援のチームとかが

いて、俺たちは博士号を持っている。だから、皆さんの中でも

しかしたらこっちに行かれる方がいらっしゃるかもしれないで

すが、学生さん。URA*39というポジションがあるんですが、農 *39 University Re-
search Administrator

学博士とか、何とか博士という方たちがいます。特許支援の人

たちがいたり、そういったところの支援がある。なので、これ

からアカデミアに行く人はエフォートという考え方をやって、

学生さんは、僕も学生時代は意識したことがなかったんですが、

エフォートという考え方があって、これが例えばあるプロジェ

クト、僕がいるのは COIなので、COIプロジェクトに 100％だ

と、科研費の申請すらさせてもらえなくなるんですね。そうし

たら、自分のアカデミックキャリアはおしまいだと思ったほう

がいい、予算が取れないわけなので、自分の研究ができない。

ただ、僕を雇ってくれている武田先生*40は、音声信号処理の

*40 武田一哉 名古
屋大学教授 http:
//takedalab.g.
sp.m.is.nagoya-
u.ac.jp/
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すごい大御所でいらっしゃいますが、非常に理解のある方で、

制度上、仕方がないけれど、20％は好きにしなさいと言ってく

ださっていて、その中で自分の好きな研究、さっきの車の研究

とか、いろいろなことをやらせてもらっているという状況です。

なので、時間がちょっと過ぎてしまいますが、まとめます

と、これから研究職に進む方は、僕自身、今のポジションは非

常に楽しいです。自分で研究できるポジションかどうかという

のが非常に大事。これからアカデミアに進んでいく方ですけれ

ど。博士課程での研究を通じて交渉材料になるだけのスキルを

持ってください。さっきのやっぱり四つみたいな。

特にヒューマンオーグメンテーション学はそのスキルは直接

的にも間接的にも非常に強いスキルになりますので、ぜひいろ

いろなことを勉強してもらいたい。国立大学は着任するまで、

給料すら教えてくれないという、僕はアメリカで働いていたの

で、そんなのはあり得ないだろうと思って言ったら教えてくれ

ました。低すぎるだろうと言ったら上げてくれました。なので、

やっぱり交渉力を持つためにはやっぱりスキルを持つ。強気で

行けば、アカデミアは意外と自由度が高いですよということを

まとめて、これからアカデミアに進まれる学生さんへのエール

としたいと思います。ありがとうございました。
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Human Augmentation × Business

島田 哲朗 （アクセンチュア株式会社）*41 *41 講演時

アクセンチュア株式会社 デジタルコンサルティング本部 アクセ
ンチュアアナリティクス 勤務。コンピュータを含む環境を上手
く設計することで、個人やチーム能力を自然に発揮できないか
と考え、HCI で有名な暦本研究室を志望。大学院時代はモバイ
ルデバイスでの AR を研究。2012 年に卒業後、アクセンチュ
アに入社。アナリティクス部署にて、通信、金融、アパレル、小
売におけるリアル・Web の数百万～数千万人規模の顧客データ
を分析・モデリングして、マーケティング、営業支援、商品企
画、出店開発などへのデータ主導意志決定に携わる。

島田 よろしくお願いします。2012年に暦本研究室を修士で卒

業して、アクセンチュアに入社して、丸５年が経ち、６年目に

入りました。アナリティクスを専門とする部署に所属していて、

通信、金融、アパレル、小売など、様々な業界の企業をクライ

アントとして、リアルデータ、Web のデータに関わらず、数
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百万人、数千万人規模の顧客データを分析し、マーケティング

や、営業支援、商品企画、出店開発など、データ主導でのビジ

ネス支援を仕事にしています。きょう登壇する４人の中では、

最もビジネス寄りの人間だと思いますので、ビジネスの世界で

何をやっているのとか、そもそも仕事、働くってどういうこと

なのかをメインテーマに、学生さん向けに想定していました。

ただ、今日は社会人の方も多いみたいですので、ご存知の部分

は聞き流して頂ければと思います。

今日お話しすることは三つあります。ひとつ目は「働くとは

何か？」ということです。研究って、利益とは無縁の純粋な行

為だと思うのですが、仕事で利益を求められると、すごい不純

な気がするんですよ。学生時代、僕はすごいそうでした。「利益

を求めろ」とか言われると、「そんな何か金に汚いことはできな

いよ」みたいに思っていたのですが、実際働いてみてどうなの

とか、働くってどういうことなのみたいなのを１回整理してお

きたいと思います。あと、「学会と企業の役割」というのが、特

に最近、どんどん変わっていると思います。研究の主戦場が学

会ではなく、企業にどんどん移ってきている。こういったこと

を共有しておきたいと思います。最後に僕自身が「現場で何を

やっているのか」。企業にいるからこそ味わえるダイナミズム

というのは何なのかというのをご説明したいと思います。

働くとは何か？

最初は仕事をする意味ですね。仕事って何なのかと辞書を調べ

てみると、「何かを作り出す、成し遂げるための行動。生計を立

てる手段として従事する事柄」みたいに書いてあって、スッと

頭に入ってこないのですが、かみ砕くと「仕事」という言葉は

二つの意味があると思っています。

１個目は「Work」ですね。何かを作り出すとか、成し遂げ
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るための行動であって、これは自分一人でやることかもしれな

いし、チームでやることかもしれないです。営利目的かどうか

も、ちょっとよく分かりません。取引相手がいるかどうかも分

からないですね。

もう一個、仕事といったときに出てくるのが「Business」と

いうワードだと思います。ビジネスって何なのかというと、生

計を立てるための手段として従事する事柄。自分一人でビジネ

スをやるという人もいるかもしれないのですが、基本的には

チーム、組織で動いてやっていくものだと思います。ビジネス

は明確に営利目的であって、もう一個重要なのが、取引相手が

いないと、成り立たないということです。ワークは、例えば芸

術活動や、ライフワークみたいに、自分一人でやろうと思えば

できて、それが誰かに対してメリットというか、営利目的で何

か取引をやるようなものでなかったとしても成り立つのです

が、ビジネスというのはそれでは成り立ちません。

今回はそのビジネスの部分というのを主に取り上げていき

たいのですが、先ほども言ったとおり、アカデミアにいる人た

ちはビジネスが結構嫌いというか、潔癖な意識があると思いま

す。ただ、アカデミアに居たとしても、そもそもビジネスと無

関係でいられるのか？ ということを考えてほしいと思います。

ビジネスと無関係というのは、先ほどのビジネスのところの

定義に戻ると、明確に営利目的の活動と、そして取引相手がい

て、何かしらの取引が発生する、ということを否定することに

なります。思考実験として、ビジネスとは無関係な純粋存在に

なりたいと思ったとしたら、みんなどういうふうになるのかと

いうのを想像してほしいです。

例えば、スーパーマーケットに食料品を買いに来ました。

そのときに当然お財布の中身にお金があって、今日の献立で、

ジャガイモとかを買おうかなと思ったときに、食料品はお金を

払わなければ手に入らないわけです。でも、これって営利目的
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で取引相手がいる活動ですよね、かなり暴論ですが。そうする

と、じゃあ、今度は営利目的の活動が嫌いだ、ビジネスが嫌い

だとなるとどうするかというと、自給自足が始まるわけですね。

つまり、自分一人であらゆることが、すべて完結するのであれ

ば、ビジネスは必要ないんですよ。でも、必ずどこか自分では

できない部分があって、ほかの人にはできる部分があって、そ

このギャップで取引が発生して、ビジネスが発生する。

もうちょっと整理すると、仕事というのはギャップがある

ところに発生するわけですね。例えば、おコメがほしいと思っ

たけれども、自分では田んぼを持っていないからおコメを作れ

ません。農家さんは自分で田んぼを持っていて、おコメを作り

出せます。そうなったときに、自分と農家さんの間にギャップ

が存在するわけですね。このギャップに対してどのような価値

があるかというのを決めるのは、今、この世の中を支配してい

るという言い方は不適当かもしれませんが、資本主義というシ

ステムがベーシックに存在する世界なので、金銭でギャップと

いう価値を測ることができます。それを測った上で対価を払っ

て入手しようとする人がいて、一方で対価を受け取ってアウト

プットを何か出そうとする人がいて、両者の取引が成立すれば、

ビジネスになります。この「ギャップがあるところにビジネス

あり」というのは、ぜひ覚えていてほしいと思います。

じゃあ、研究を志す皆さんはこのビジネスからは遠い存在だ

と思うのですが、でも、例えば研究予算を取ってくるという行

為、これはビジネスですよね。だって自分一人で研究機材を買

おうと思っても買えないわけじゃないですか。例えば、半導体

を生み出すために鉱山に行って、鉱石を取ってくるのかという

話になるわけですが、そんなことをするわけは無くて、やはり

半導体を持っている人たちと取引が発生するわけですね。

別の例を考えてみると、税金でプロジェクトが立ち上がっ

たときに、税金を出すと決定した人たちがいて、その人たちは
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あなたの研究に何かしらの価値を感じているから、その研究に

ゴーサインを出して、税金を投入するというふうになっている

わけです。相手がどこにギャップを感じていて、対価を払って

くれるのかというのには、常に注意しなければいけないと思い

ます。ビジネスの部分がうまくいけば、自分のワークに集中す

ることができます。繰り返しになりますが、研究予算をもらう

ときはあくまでビジネスなので、相手をどうやって説得して、

納得してお金をもらって自分のワークにどれだけ没頭できるよ

うにするかというところは注意していかないといけないと思い

ます。

もう一個、最初に味八木先生がちらっと言っていたのです

が、AI が仕事を奪うのかという議論がしょっちゅう起こるわ

けですね。仕事って、僕はさっき何と定義したかというと、

ギャップだというふうに定義したわけですよ。テクノロジーが

ギャップを無くす事例は、過去をさかのぼってみれば、再三起

きているわけですね。活版印刷が生まれてきたときに、本の複

製というのは今まで手で写本していたものが、その技術がコモ

ディティ化して、ギャップがなくなり、写本の仕事はなくなり

ました。蒸気機関が誕生したとき、例えば織物の技術は手作業

でやっていたのが、蒸気機関によってコモディティ化して、手

工業者とか、工場労働者の仕事がなくなるということが起きま

した。

じゃあ、仕事がなくなった後どうなったかというと、確か

にその仕事はギャップが埋まってなくなったんですけれど、別

の人が何々したいと思って、やっぱりそれをできる人たちがい

て、そこに新しいギャップが出て、新しい仕事というのが生み

出されてきたんですね。なので、AIが誕生して、テクノロジー

が特定の職業とかはコモディティ化してギャップがなくなりま

す。消える職業はいっぱいあると思います。いくつかの仕事は

無くなると思うのですが、無くなった上で新しく何とか何々を
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したいと思う人たちがいて、そこに何々できますという人たち

がいるのであれば、ギャップがそこに生まれて、新しい職業が

出てくるわけですね。

僕は今アクセンチュアでデータサイエンスコンサルトとし

て働いていますが、データサイエンティストというワードが出

てきたのは、2012年の Googleのあの有名な話のときに出て

きたもので、その当時、この職業はなかったんですよ。まさか

データ分析だけで食っていくなんていう職業が、10 年前、20
年前には想像できなかったんですけれども、今それに対して価

値を感じる人たちがいて、そのギャップに対してお金を払って

くれる人がいるような世の中になってきたというので仕事とし

て成り立っています。AIが仕事を奪うという言い方は適切では

なくて、一部の職業に対して AIのせいでコモディティ化して、

仕事は無くなるんだけれども、すべてがいきなり無くなるとい

うことはないという状況のなかで、新しいギャップが生まれて

きて、仕事というのは出てくると思います。

ここから皆さんに言えることとしては、逆に言うとこれか

ら社会に出ようとする場合は、すぐにコモディティ化してしま

うような職業はやめておいたほうがいいということです。コモ

ディティ化しなさそうなところとか、あるいは新しいギャップ

が大きそうなところにチャレンジしていくというのが非常に重

要なのではないかなと思います。僕自身も今、データサイエン

ティストという肩書でいますが、この職業はたぶん５年ぐらい

したらなくなると思っています。似た例として、５～６年前と

かは SE という職業がすごくはやっていて、みんなネコもしゃ

くしも SE になるんだみたいな感じで、プログラミングをやっ

ていた時期があると思うんですが、結局、あれもみんなが SE
になってコモディティ化して、給料が安くなってしまって、何

もできなくなってしまいましたということがありました。

データサイエンティストもコモディティ化すると、Machine
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Learning のパラメータ調整屋さんになると思います。パラ

メータ調整屋さんってすごくつまらない仕事なので、今から

データサイエンティストを目指しにいくのは、ちょっとお勧め

しないかもしれない。将来どうなるか、ちょっと分からない

です。

ここで、まだ三つのうちの一つ目なのですが、残り５分と

言われてしまって、ちょっと焦っているんですが、まとめると

ギャップがあるところに仕事があります。AI がギャップを無

くしたとしても、新しいギャップが仕事を生み出すはず。もち

ろん、いろいろな前提条件があるので、すべての仕事について

確実なことは言えないのですが。あと、すぐにはコモディティ

化しない仕事を選ぶべしということが最初のところで伝えたい

メッセージですね。

変わる学会と企業の役割

次、２番目、「変わる学会と企業の役割」です。暦本研にいて、

とある博士の人から「学会は古いシステムで、機能不全に陥っ

ている。そのうち企業に取って代わられるよ」と言われて、

「えっ？」と思ったことがあります。これを「確かにそうだ」と

思う人と、「いやいやまだまだ学会にちゃんとコミットして、成

果を出していくのが正しいアカデミアの道だよ」と思う人の両

方がいると思うんですが、確実に状況は変わっているというこ

とだけ、お伝えしておきたいと思います。

じゃあ、学会ってそもそも何なのということなんですが、だ

いたい 100 年ぐらい前とかに学会というシステムがほぼ出来

上がったと思っていただいていいと思います。学会というのは

オープンな研究者のコミュニティで、その中で新しいテクノロ

ジーの科学的な妥当性、新規性があるとか、それが世の中にど

れだけ役立つんだみたいなのをディスカッションして、承認し
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たものを共有して科学の歴史が積み上がってきているわけです

ね。そのアウトプットとして論文や、雑誌とかいうのが世の中

に出版されるわけですが、その前に査読があるので、新しいテ

クノロジーが出てきてから１～２年ぐらいギャップがあって、

論文や雑誌で世の中一般の人が知ることができるようになりま

す。じゃあ、企業が実際にそのテクノロジーを使って製品がで

きてくるというのが、さらに 5 年から 10 年ぐらいギャップが

ある、こういう流れというのが学会のメジャーな仕組みではあ

りました。ただ、皆さん、たぶんこの流れは今、違和感がある

のではないかなと思うのは、Computer Scienceの世界、HCI
の分野とか、データ分析の世界というのはこういうふうに今は

なっていなくて、最初に企業が新しいテクノロジーを使って、

製品をいきなり出してくるんですよ。いきなり製品を出してき

て、これを一部論文にして、学会とかに持ってきて、学会で

ディスカッションして、論文の雑誌とかになるというようなプ

ロセスが結構起きているんですよね。

こういうのが何で起きているのかといったら、Tech Giant
のせいですよ。ここだけじゃなく、特に中国系の企業がもっと

すごいんですけれど、ちょっとロゴが今パッと出てきたのはこ

の辺とか。Tech Giantが研究者をかき集めているんですね。研

究者にとって企業というのは魅力的です。非常に魅力的です。

特にデータ分析をやる人にとっては大量のデータがあります。

この後、ちょっとだけ話すんですが、リコメンデーションの

ところを実際に企業でやったんですが、リコメンデーションの

学会って、全然盛り上がっていないんですよ。なぜ盛り上がら

ないのか。研究者がデータを持っていないからです。企業は自

社データを使って、リコメンデーションを実際に実装している

んですが、やっぱりデータや技術を外に出したくないんです。

企業秘密にしておきたいから、学会は全然盛り上がらない。で

も、実際に企業に行けばデータがある。そして、その成果がす
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ぐ世の中にインパクトを与えられるというのは、非常に大きい

魅力だと思います。研究だけだと、そういうことがなかなか難

しいですね。

ビジネスの現場で起きていること

今回、最後に、じゃあ、現場で一体何が起きているのかという

話をちょっとして終わりたいと思います。一応、excuse とし

て個人の発言で、会社の承諾を得ていないので、かなりマスキ

ングしています。あと、ここの後の部分についての質問という

のは、ちょっと受け付けられないということだけお伝えしてお

きたいと思います。

例えばですよ、画像処理を使ってみませんかみたいな話がお

客さんとしてあるわけですね。好きなスタイルとかテイストっ

て、どこに現れるのかな。購買データかなとか話していると、

やっぱり商品画像ですよねとなって、商品画像を使おうとする

と、ラベル付けされた教師データを持っていないよみたいな話

になるわけですね。教師データというワードが通じるクライア

ントもなかなかいないんですけれど、そうなったときに例え

ば、SNSでタグ付けされてきたものをいったんガサッと集めて

きて、スクリーニングをかけた後に、ついでにちょっと検索エ

ンジンとかから引っ掛けて、水増しして、そいつを教師データ

みたいにして、自分たちが持っている画像データのラベルを類

似度とかで出しましょうかみたいな話とか。　これは毎回手作

業だとすると大変だよねということなので、クローラーのサー

バを立てて、自動で取ってきて、学習するようにしましょうか

みたいな、こんなことをやっているわけですね。

あと、例えば自然言語はすごく取り扱うのが大変なんです

が、カスタマーセンターに入ってくるお客様の声を使って、

何々したいなみたいなことを言うわけですね。そうですね。た
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だ、電話応対の音声データをテキストデータに変換するのは勘

弁してください。音声からテキストへの変換はめちゃくちゃ大

変です。コールセンターに入ってくる電話量をさばききるよう

なシステムは日本語だとほぼ無理だと思ってください、現状は。

じゃあ、メールとか、投稿レビューとかなら何とかなんない

と言われてやるんですが、日本語の形態素解析エンジンって全

然駄目なんですよ。形態素解析エンジンの研究者の皆さん、頑

張っていただきたいんですが、辞書が全然使えなくて、特に固

有名詞を登録してもうまく区切ってくれなかったりして、もう

ひどい有り様です。ですけれど、頑張って欲しいなと言われた

ら、N-gramで分割したりとか、asciiコードで CNNに突っ込

むみたいな研究とかがあって、そういうのをやってみたりとか、

いろいろしたりします。この後どうなったかというのはちょっ

と言えないですが。

あとは大量のデータをどう処理するかということですね。お

客様の会員数はうん千万人いて、月間アクティブはうん百万人

います。すごい人数ですねと。購買データはデイリーで数千万

レコード入ってきますと。だから、数十ギガとかでは済まない。

数テラとかいうのは平然とシステムとして放り込まれてくるわ

けですね。こいつを使って one-to-oneでお客様ごとにリコメ

ンデーションをやりたいとかと言われたときに、どうすればい

いんだと。環境は AWS なのか、GCP なのか、Azure のどれ

にしましょうかとか、並列分散環境を立てるべきなのか、それ

とも強力な GPU サーバ１個で何とか頑張ればいいのかとか、

デイリーで学習するとして、リトライとかを考えると、学習時

間は８時間がマックスなんですね。２回、３回リトライしたと

したら、８時間が限度だとすると、アルゴリズムはこれぐらい

しかできないよなとかいうようなことが現場で起きていたりし

ます。

あと、これは学生さんにはあんまり受けが悪いと思うんで
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すが、WETWAREとの接続。WETWAREというのは何かとい

うと、人間の脳のことですね。人間との接続って、すごい重要

なところで、データの発生しているところ、データの発生元と

いうのは何なのかというと、人間が入力したりしているところ

なんですね。だから、きれいなデータでは無いので、データの

前処理って時間がかかります。例えば、お店の人がお客様と接

した結果発生するデータの POS レジですら信用ならないです

ね。そういう間違いとか例外とかはいっぱいあるので、その

辺のデータを持ってくる部分の接続はめちゃくちゃ大変です。

データは持ってきて、最後にモデルを出して、アウトプットす

るときも WETWARE との接続は大事で、アウトプットを使っ

て営業の担当者に動いてもらったりしないといけないわけです

ね。動いてもらえないものというのはもう使い物にならないア

ウトプットなので、じゃあ、ちょっと説明が簡単になるように、

説明用に決定木を作りましょうか、そういう細かい配慮とかを

して、何とか営業の担当者を説得して、このリストを使っても

らって、いい成果を上げてもらうみたいなことをやらないとい

けないです。

結局、社会人になって、アクセンチュアに入ってビジネス

の世界にいるんですけれど、調査と勉強の連続です。データ

分析を僕はメインでやっているので 5 つの領域に注力した

いと思っているのですが、普通の「Machine Learning」つ

まり scikit-learn みたいな Machine Learning から始まっ

て、「Deep Learning」。あとは「Bayesian Modeling」や、

「Optimization」の線形計画法とか、バンディットアルゴリズ

ムなどの最適化手法。そして、「社会統計学」の部分も非常に重

要です。アンケート調査をやりたいとか、AB テストをウェブ

でやりたいといったときに、どうやって統計的に有意なものと

して検証するのか。こういう部分のスキルとかがいろいろあっ

て、こんなのは一人ではできないんですが、フルスタックエン
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ジニアだと言われて、全部やれと言われるので、とりあえず、

何とか日々、ヒーヒー勉強しながら回しているというのがビジ

ネスの現場で起きているダイナミズムの現状です。

皆さん、こういうのが楽しいと思ったら入ってもいいと思い

ますし、最近はやっぱりビジネスの世界にいったん来て、もう

一回アカデミアに戻るというのが平然とできるようになってい

ますし、転職もすごいしやすい環境になっているので、キャリ

アを考える上ではアカデミアにずっといたほうがいいのか、そ

うじゃなくてビジネスの世界にいったん出て、もう一回アカデ

ミアに戻ってくるとか、いろいろ選択肢があると思うので、ぜ

ひ検討していただければと思います。ありがとうございました。
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Human Augmentation × R&D

Adiyan Mujibiya （株式会社デジタルガレージ DG Lab）

株式会社デジタルガレージ DG Lab の Principal Researcher
兼 AR/VR 領域 CTO。研究開発・事業開発・戦略的投資やイン
キュベーションを軸に活動。楽天技術研究所のシニア研究員や、
Lenovo Research の専任研究員を経て、2017 年より現職。日
本文部科学省・伊藤国際教育交流財団・本庄国際奨学財団の
奨学金受賞。2008 年度下期未踏本体クリエイター。2010 年
MSRA Fellowship や 2011 年 MSRWorldwide Latin-Asia
Program 受賞。 インドネシア出身。趣味は旅行と筋トレ。

Adiyan よろしくお願いいたします。ご紹介にあずかりました

Digital Garage の Adiyan と申します。出身の国はインドネ

シアですが、ちょっと日本語が下手で、ご容赦ください。

今回は先ほど石黒先生からアカデミアというところで、島

田さんからはビジネスのところで、私はどっちかというと、そ

の中間というところで、非常にいい順番にさせていただいたと
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思っています。私は企業の R&D オーガニゼーションというと

ころにずっといます。そういうところではムーンショットプロ

ジェクトとかよく言われるんですが、それをどう着地するか、

日々努力しております。

まず、Digital Garage、そして、DG Lab、はどのような

組織なのか、紹介します。５分野で活動しており、ブロック

チェーン、VR/AR、セキュリティ、バイオテックと AI。バズ

ワードと言えばバズワードなんですが、本気に、この５軸を次

のコアビジネスとして発掘しようというような研究開発組織な

んです。当然ながら Digital Garage が１社で頑張るわけでは

なく、オープンイノベーション型といいましょうか、またまた

謎のワードですが、いろいろなところと手を組んでやっている

会社です。カカクコムさんと、クレディセゾンさんで、三つの

運用会社で成り立っているラボラトリが、DG Labです。

スライドの下のほうでちょっと見づらいかもしれませんが、

デザインのところにはニューヨークベースの Inamoto Design
さんと一緒にやっていて、データは BI. Garage と電通さんと

やって、データをもらって、エンジニアリングしていく。研究

からプロダクトに transferするにはやっぱりエンジニアリング

リソースが必要ということで DG Technologies という組織、

TISさんとジョイントベンチャーとしてやっています。

ほかの R&D Labと違うのは、ファンド組織があるというと

ころで、ベンチャーキャピタルの活動もしています。投資ポー

トフォリオですが、Wevr というアメリカのロサンゼルスベー

スの VR コンテンツ作成とディストリビューション事業をやっ

ている会社とか、ブロックチェーン分野を注目しているので、

Blockstreamと一緒に手を組んだりとか、その他いろいろ元気

なスタートアップと一緒にプロジェクトを遂行しています。

普通の VC との違いというのは、ただお金を出すのではな

く、DG Lab との連携、つまり、僕らが開発した R&D 成果を
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サービスに入れていく共同研究開発活動もしています。Digital
Garageは、（バックに動画の音声）2019年秋あたりに渋谷に

移転し、今パルコビルのところに移動する計画なんですが、そ

れと同時にいろいろ DG Labで研究開発した成果もそこにぶち

込んでいこうという計画です。

スマートシティ企画の中に入っている技術的ソリューション

のモジュール化を進めていて、いろいろな街に持っていくとい

うのが、僕らのプロジェクトのストラテジーです。渋谷、札幌

と、福岡、自治体との連携も進めています。（動画の音声終了）

という壮大なビジョンではあるんですが、やっていることは本

当に地道に企画を練って実装する、それをどうビジネスに着地

するかというところが、私のチャレンジです。

チームのほうですが、大まかにミッションとして持っている

のが Core Tech Platform R&Dと、新しいビジネスを創出する

というところです。テクノロジーをベースにしたプロダクトが

ないとやっぱり何か代理店的すぎていて、強みとしては薄いん

じゃないかなという懸念を持っています。プロダクトとリサー

チの関連ですが、やっぱりリサーチャーとしての一番の願望と

しては、人に使ってもらえる、満足いただけるようなプロダク

トをつくっていくのがパッションで、プロダクトをインハウス

で持っていれば Time to Marketも早い。自分たちで自前のプ

ロダクトを作ってしまいましょうということで、エンジニアリ

ング感満載ですが、日々システムを構築するところで活動して

います。事業を立ち上げるということは、市場調査とサービス

デザインをやって、それを実際に儲けるような仕組みをしっか

りつくっていくことが重要です。パートナーとのシナジーで事

業をもっと発展させていくことも重要ですね。

他方、R&D Lab なので、パテントとか、Academic
Contribution とかもこれから活発にやっていこうと計画して

います。オープンイノベーション型の研究所ということで、コ
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ミュニティービルディングにも力を入れています。DG Lab は

今年の 11月に、暦本先生もキーノートとして登壇いただいた、

THE NEW CONTEXT CONFERENCE SAN FRANCISCO を開

催しました*42。私はホストとして務めさせていただきまして、 *42 https:
//www.dglab.com/
en/event/the-
new-context-
conference2017-
san-francisco/

いろいろなスタートアップや企業を呼んで、そこで各々の活動

内容、取り組んでいる研究題目、事業内容などについて講演し

てもらう。NCCでの講演を通じて、パートナー関係に発展して

しまう動きも実際に起きているので、オープンイノベーション

をただのバズワードではなくて、本当に 構築していくという

のが、われわれのミッションです。ビジネスカンファレンスは

数多くあるんですが、アカデミック研究者、スタートアップ、

大企業、三つのインダストリーの接点をつくっていくところが

NCCのユニークポイントです。

DG Lab の理念としては QUESTION AUTHORITY、権威を

常に問い直せ、というところで、これで本当にいいのかと。例

えば、決済はこれでいいのか、VR というのはビジュアルばっ

かりでいいのか、そういったところを常に問いながら、自分た

ちで新しいものを発掘していく活動をやっています。コーポ

レート R&D というのはだいたいこんなことをやっていますよ

ねというところですが、テーブルの上の食べ物をどううまく

口に運んで栄養を摂取できるかを考えるレイヤーと、真ん中

の COOKING IN THE POT はインキュベーション事業のメタ

ファーで、事業シードをスタートアップや JV で新しいビジネ

スを開発していくレイヤーもあります。一番下のレイヤーは

まさに R&D ですが、CROPS IN THE FIELD、そこら辺に種は

あるんだけれども、自分たちの家にはまだ入ってきていない。

R&D を通じて自分たちの Core Competency にして、その次

に上に段階に行けるようにするところが、R&D のあるべき姿

なのではないかと私は思っています。

DG Lab は、絶賛仲間募集中でして、ご興味があったら、

118

https://www.dglab.com/en/event/the-new-context-conference2017-san-francisco/
https://www.dglab.com/en/event/the-new-context-conference2017-san-francisco/
https://www.dglab.com/en/event/the-new-context-conference2017-san-francisco/
https://www.dglab.com/en/event/the-new-context-conference2017-san-francisco/
https://www.dglab.com/en/event/the-new-context-conference2017-san-francisco/
https://www.dglab.com/en/event/the-new-context-conference2017-san-francisco/


後ほど、ぜひお話ししましょう。あと、DG Lab Haus という

Mediaも展開していて、ぜひアクセスいただければと思ってい

ます。

さて、本日の本題ですが、私のキャリアに関して紹介したい

と思います。先ほどの味八木先生からのご紹介もあったんです

が、暦本研１期生です。入ったときは、テーブルを組み立てる

ことからだねと、研究室を作り上げるところがおもしろそうだ

なと思いました。私はインドネシア出身です。写真の下のとこ

ろが私ですが、インドネシアは世界の４番目の人口を誇り、す

ごい競争が激しいです。大学に入るには、上位数パーセントぐ

らいしか入れないのが実情です。留学はもっと大変なのです。

実は私、社会人４年間にして既に三つの会社を渡っています。

Adiyan ってよく転職するなということで、ここら辺の話をし

ようかなと思っています。

博士課程を単位取得退学という形で卒業した後、楽天技術研

究所で Interactive Technology の研究をしていました。楽天

に３年ぐらいいたんですが、その後 Lenovo というデバイス

メーカーで新しいデバイスの研究をしていました。４年間のう

ち三つのロール、エンジニア、研究者、そしてリサーチマネー

ジメント。現職ではインキュベーションや投資事業にも関わっ

ています。企業での R&D においては、プロジェクトをちゃん

と着地しないといけないところが重要で、様々なやり方はあり

ますけれども、リサーチ PoCから機能的な面を少しトーンダウ

ンし、安定に動作することとチャレンジングなところのバラン

スを取ります。

実際のプロジェクトで関わっているのが、Lenovoの YOGA
Bookですが、利用された方っていますか？ 一人もいない。寂

しい。実際にこれは大和研究所で研究しているところで、フィ

ジカルキーボードの無い 2-in-1 ノートブック PC です。何が

チャレンジングだったかと言いますとキーボードレイアウトを
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どうするか。タイピングミスをどう減らすかというところです。

ヒントとなったのが 2010 年の UIST に出した論文*43があリま *43 https://lab.
rekimoto.org/
2010/10/13/acm-
uist-2010-new-
york-city/

す。デプスセンシングを活用してどこでもタッチタイピングが

できますという研究です。実際にプロダクト化するためには、

やっぱりどこでもではなくて、Ｃカバーのところに着目するこ

とになりました。

ほかにやったのがWearableデバイスでMicro Gestureを

認識してインタラクションをもっとリッチ化させる研究です。

これも学生時代に行った研究、ITS、今だと ISS（Interactive
Space and Surface）という学会で発表しました。ということ

で、学生時代に行った研究と、インダストリーに入った後のプ

ロジェクトは、実はつながりはあるんだなというふうには思っ

ています。
図 10: The Sound
of Touch (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
the-sound-of-
touch/).

他に関わったプロジェクトとしては曲げられるデバイスのイ

ンタラクション、です。これは Lenovo の TechWorld とい

うところに出したんですが、フォールダブルな携帯電話だった

ら、曲がるときにはWearableデバイスになります。ユーザー

インプットは新しいセンシング技術を開発して模索していまし

た。曲げられる PC だったら何に使いたいとか、自由な発想で

PoCを作成して、それをどう着地させるか、研究 をやっていま

した。ヒントになったのが UIST で発表した論文だったりする

んです。

こういった形で研究というのは、たぶん壮大なビジョン

であるべきで、プロダクトに落とし込むときには一つの柱だ

けを取れればそれだけで結構すごいプロダクトになります。

PRODUCTIZATIONでのイシューは色々あるんです。研究では

NOVELTY が一番上に来ると思うんですが、実はプロダクトす

るときには、最初は USABILITY。カスタマーにとってどれぐら

い役に立つのか、実際、二つ目ぐらいに来るのは COST です

ね。例えば新しいセンサーである仕掛けを企画するときに、プ
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ロダクトのコンセプトに合わないコストであれば却下という話

もたくさんあって、非常に厳しい世界ではあります。SIZE と

BUS、全部クリアして NOVELTYが来るというような形です。

よく企業の研究者になった人たちはいろいろな EXPECTA-
TION があって、世界を変えるとか、いろいろなプロダクトを

通じて、実際社会に自分のインパクトを出すとか、そういっ

たところで REALITY としては結構悩まされる人が多くて、

BUSINESS CENTRIC だったり、あと、本当のサイエンスとい

うよりは APPLYING SCIENCES。要は、世の中に出ちゃってい

る公知のツールを使って、それで新しいプロダクトを出す。あ

とは OFFICE POLITICS も嫌ですよね。でも、企業の研究者と

いうのはやっぱりおもしろいのが、プロダクトをつくる、とい

うのはもちろんのこと、通常はキャッチできないようなスキル

を身につけるところもあると思います。何をやらなきゃいけな

い、自分のプロジェクトを立ち上げるときに PoC をつくって、

デモする。デモができないと、やっぱり予算が下りない。これ

は当然なんです。

その次、PoC だけで終わらず、ちゃんとプロダクト化して、

deployする。穰一さんは deploy or dieを名言にしています。

企業の研究者だったらキャリアプランとかがいろいろあるんで

すね。一つのプロダクトを出して、そのプロダクトについて

いって、自分がそこの事業長みたいになったりするパスもあり

ます。また戻って、研究所で新しい種、新しいシーズを発掘

する、そういうサイクルをつくっていく人たちは会社にとっ

ても不可欠なのではないか。Make、Demo、Deploy、で、

Repeat、またサイクルに戻るということですね。また、全般的

に必要なスキルというのは MARKETER ですね。要は、ちゃん

と自分のアイデアとか、開発した PoC、研究プロダクトという

のはちゃんと売り込みが出来るような人にならないと駄目、と

いうのを日々痛感しています。私からは以上でございます。

121



Human Augmentation ×社会人博士

三澤 加奈 （株式会社 電通）

2009 年津田塾大学学芸学部情報数理科卒業。2012 年東京大
学大学院学際情報学府修士課程修了。電通入社後、CDC でクリ
エーティブ制作・事業コンサルティング、スポーツ局にてオリ
パラ業務などを経て、現在ビジネス・デベロップメント＆アク
ティベーション局にて新領域事業開発に従事。後ろ髪引かれて、
入社２年目から博士課程に再入学し、2017 年５月博士号（学
際情報学）取得。学会論文賞、文化庁メディア芸術祭等受賞。

三澤 時間が１時間ぐらいたってだんだん疲れてきたと思いま

すので、力を抜いて聞いていただければと思っております。先

ほどご説明もありましたが、私は今、電通で働いております。

今年の 5 月 19 日に博士号を取得したので、きょうは社会人博

士がどうなのかということをここで皆さんにシェアできたらい

いなと思っております。

題しまして、「社会人博士を終えて振り返る Life & Happi-
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ness」ということで進めたいと思います。今日は、社会人の方

の参加も結構多いということだったんですが、主には学生さん

向けにお話ししたいと思っております。社会人博士の選択につ

いて説明したいと思います。

自己紹介なんですけれども、今、電通の中のビジネスデベ

ロップメント＆アクティベーション局というとても長い局名の

局にいます。ここは 10 月 1 日に新しくできた局でして、電通

の中で広告以外の領域でビジネスモデルを立て、稼いでいく部

署です。私は 2012年入社なんですけれども、最初はクリエイ

ティブの部署に配属されまして、そこで２年～３年くらい CM
制作だとかコピーを書いたりとか、企画するみたいな作業を

やっていました。その後にスポーツ局のオリパラ室に行って、

プロデュースだったり営業みたいなことをして、今の部署に至

ります。

最近の趣味は健康的な暮らしということで、食事や運動に

気を使えるようになりました。電通というと、ちょっと話題に

なったんですけれども、今、働き方改革中でして、22時退社は

今も続いていますし、結構社内でも働き方を変えようというこ

とで、いろいろなトライアル&エラーが行われています。

社会人博士の生活

図 11: Live-
mask (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
livemask/).

研究の話をちょっとすると、修士から博士まで Telepresence
の研究をずっとやっておりまして、ヒューマンオーグメンテー

ション学のこの図があったときに、右側の Robotics、Cyborg
とか、Human Interface みたいなプレゼンスの拡張領域を

やっていました。博士論文の研究に関しては、テレプレゼンス

システムを形式別に遠隔ユーザーの外観と動作を具現化させる

手法の提案をして、三つぐらいの大きな塊で研究しておりま

した。
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なぜ、電通に入社した後、博士課程に入ることになったのか

ということを説明したいと思います。経歴としては、私は津田

塾大学に最初、学部で入りまして、そこでプログラミングなど

をやっていました。その後に暦本研を知って、修士課程で入っ

たんですが、研究をちゃんとしたことがなかったので、暦本研

で初めて研究したような形です。未踏ユースに採択してもらっ

て、いろいろな開発経験をしたり、途中、１年間フランスでイ

ンターンをさせてもらい、そこでもエンジニアとして働かせて

もらったりしました。

卒業のころ、論文投稿して、採択されて、発表するという研

究のサイクルがようやく回って、研究が楽しいと思い始めまし

た。それまでは研究をするのはすごく大変で、それこそきょう

いらっしゃるような味八木先生や、石黒先生、暦本先生に散々

お世話になって、指導されて、ハーハー言いながらやっていた

んですが、最後、卒業するころに、戦績が出そろいます。初め

て論文を出したのが CHIという一番有名な学会でして、そのと

きは全然論文も書けていなかったんですが、とりあえず出した

いということで出して、見事に惨敗しました。それ以降は悔し

くて、AVI という学会に出したりとか、AH という学会に出し

たり、国内会議のインタラクションに出したんですけれども、

だんだん通るようになってきて、その結果が、ジャーナル投稿

でしていいという話もあり、卒業するころにはフルペーパーの

論文が２本ぐらいありました。

まもなくして電通に入社したんですけれど、入社した理由は

おもしろいことが何でもできるらしいとか、自分と最も縁がな

さそうということで、なんかおもしろいんじゃないかと思った

んです。正確には、フランスでインターンをしていて、帰って

きたころにはもう就活していなきゃいけない状態でしたので、

内定をもらっていたし、そのまま行こうと思っていました。た

だ、研究がおもしろいと３月に思い始めます。けれど、４月に
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は入社しているので、人事の方には学会発表に行きたいんです。

なぜ学会に行かなきゃいけないかみたいなことを入社早々、演

説するようなことをしていました。

そんなときにドクターへの甘い誘いが来ます。学際情報学

府という研究科は少なくとも３本の国際会議の論文、または

ジャーナルが学位取得に必要です。先生が「麻雀で言うとリー

チだよ。あと１本あれば、審査を始められるよ」とおっしゃら

れるので、「へー」と思うわけです。それだったら何かできそう

と思っちゃう。ちょっと頑張ればできるんじゃないかと錯覚し

たというのがひとつと、あと、配属先で自分の人となりを紹介

する自己紹介プレゼンをしたのですが周りからの反応が博士課

程進学の決め手になりました。『私は卒業するころに研究の楽

しみに気付いたんです。博士課程に行きたかったんです』のよ

うなことを言ったところ、上司や部のスタッフの反応が「いい

じゃん！ とっちゃえよ」というもので、想像以上にポジティブ

で何かすごくうれしかったんです。「ただし１年だけね」と言わ

れて、えーっみたいな。この上司の岸さんという方は、今、新

刊が発売されているので、よかったら買ってください。

正直、博士課程の制度について電通の方は全然分かってい

ないんです。ただ、異分子みたいな存在をおもしろがってくれ

て、受け入れてくれる会社や上司の度量に私は感動しまして、

その結果、不思議なことに忠誠心が芽生えました。だから、仕

事を頑張ろう、上司の気持ちが変わらないうちに早く入学もし

なきゃと思って、入学金や学費を払ったりしまして、無事に入

学はしたんですが、実際、優秀な上司がメンターについたこと

もあり、この１年は業務にフルコミット。24 時間体制みたい

な感じで働きまして、疲労感とともに仕事の高揚感というか、

仕事も楽しいなとも思いました。
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博士課程とリオオリンピック

仕事の紹介をすると、岸さんの作業であるトヨタの AQUA の

CM 作業をやらせてもらったり、スヌーピーの広告を半年間、

毎日毎日つくり続けるみたいな作業をしたりしました。時間が

ないのでどんどん飛ばそうと思うんですが、そのほかに事業コ

ンサルティングの例で言うと、経営コンサルティング会社さん

とはちょっと違ったコミュニケーション領域に絡んだご提案と

実施を行いました。ある企業がサービス改革をしたいというご

要望がありまして、料金価格を変更したいと言ったときに、ヒ

アリングを通して料金形態を変えていきましょうとか、社員の

オペレーションの体制も変えていきましょうということを提案

して、サービスフローを整備する仕事も行っていました。実際

にものもつくったりするので、社員向けの資料だったり、お客

さま向けの資料みたいなものも提案してつくっています。

鶴屋百貨店という熊本の老舗百貨店の作業もやらせてもら

いました。「ものをインターネットで買う時代になったときに、

100年後も地域の住民に愛される百貨店であるためにはどうし

たらいいのか」という相談が来まして、鶴屋イノベーションプ

ロジェクトみたいなものを開始したんです。まず新入社員を全

然採っていない百貨店で、久しぶりに新卒を採用した状態だっ

たので、全社員アンケートを実施しまして、社内にたまってい

た不満を吐き出すような作業を試みました。それをまとめたと

ころ、いいところと悪いところが浮き彫りになって、課題がよ

く分かるようになりました。

また「鶴ゼミ」というアイデア体質になるためのアイデア発

想法研修をやりました。これは何かというと、うちみたいな会

社だったり、コンサルの会社が入っている間は、その会社もよ

くなるんですが、お付き合いが終わった後も持続し、自分たち

で自走できるようになるためには、社員の方々が変わってもら
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いたい。アイデア体質になるためのアイデア発想法研修を行い

ました。この間は月に１回熊本に行って、研修させていただく

ということを行いました。そのほか目安箱みたいなプロジェク

トをやったりとか、２年目社員の方、当時、私も２年目だった

ので、百貨店で働くメンバーの方々と一緒になって、展示企画

を行ったりしました。

こういうことがだいたい仕事の話なんですが、２年ぐらいた

ちまして、そうだ、よし、これで研究ができるぞと思っていた

んですが、やっぱり会社というのがなかなかうまくいかなくて、

新人のメンターみたいなものを今度お願いされました。すごく

キラキラした新人、慶應から来た、理系の男の子が来たんです。

うちの会社も理系の学生を最近は採っているんですが、なかな

か来ないので貴重じゃないですか。だから一生懸命育てなきゃ

と思って、気合いを入れてやっていたんですが、まあ、時間を

取られるわみたいな形で、自分の仕事以上に２倍、３倍と時間

が割かれていきます。なので、2014 年は研究していいよと言

われたんですけれど、半年間ぐらいは仕事にフルコミットして

しまい、秋から集中してやっていいよということになりました。
図 12: Chameleon-
Mask (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
chameleonmask/).

教訓なんですけれど、やっぱり「スケジュールは思い通

りにならない」ということです。焦る気持ちで始めたのが

ChameleonMask という研究でして、これは 2014 年の秋ぐ

らいにやばいやばい、時間が全然ない、どうしようと思って、

本来、たぶん時間と余裕があれば、もっと違う研究をした可能

性があるんですが、私のキャパとインパクトと論文が通るか、

通らないかみたいなところで考えたときに、これしかないん

じゃないかと思ってやりました。ただ、研究できるかと思った

ら、今度、オリンピックの部署に異動しましょうという話が来

て、2016 年はリオオリンピックに向けて準備と PR する作業

をひたすらやりました。JOC さんの結団式、壮行会みたいな

作業だったり、それを応援するための座組で小学校を回って、
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ダンスの指導とか、こんなものをつくろうよみたいなことを一

生懸命現場を走り回ってやっていました。学校に配るこういう

資料みたいなものをつくって、インタビューさせていただいた

り、メダルを取った方々にもお話を聞かせていただいたりしま

した。

あと、2016年は３カ月ぐらいリオの現地にも行かせていた

だいていて、日本の要人の方や、選手のホスピタリティハウス

の、館みたいなものを貸し切りで運営する業務を行いました。

こういうところでテープカット、なぜか私がテープカットのは

さみを運ぶ配役を行ったり、メダルをとった選手の記者会見を

やりました。実は選手の方々は毎日メダルを取るんです。なの

で、毎日朝５時に起きて、みんなでバスに乗って、記者会見場

の運営をやったり、都知事が旗を持って帰っていくときの飛行

機の中でオペレーションの手伝いみたいなこととか、いろいろ

なことをやりました。

研究の話は今日はもういいかもしれないので、お時間もな

いので飛ばすんですが、いろいろやったなという実感はありま

す。いろいろ結構やったなと思っております。いろいろやった

んですが、結局、博士課程中に書いた論文を調べたら、５本ぐ

らい書いていまして、当初、先生にあと１本あればいいと言わ

れていたのに、何で５本も書いているんだ、ワーッみたいなの

をちょっと思ったんですが、でもやってみると、やっぱり修士

のころとは違って、差分というか、少し賞を取ったりとかする

こともできたので成長も少し感じました。社会人博士のまとめ

をしたいと思うんですが、研究と仕事で一貫していたなと思う

のが “コミュニケーション” です。よく言われるたとえ話で広

告ってラブレターですよと言われているんですが、企業が生活

者に何かものを届けたいときに、そのラブレターをどうやって

渡したら機能するのか。「What to say」とか「How to say」
とか「When to say」「Where to say」と言うんですが、遠隔
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コミュニケーションもこういう人と人で話している内容をいか

にどう伝えたらちゃんと伝わるかということは、実はすごく複

雑だと思っていて、それで、私はこれはロボットではなくて、

人にやらせないと絶対できないのではないのかと思ってやって

いたというところもあります。

社会人博士の楽しみ方

これから就職、博士課程に進学する方へ、のメッセージですが、

やっぱり先ほどのお話にもありましたように、仕事は１から２

や、３とか、無限大に広がる作業で、とてもダイナミックで楽

しいです。ただ、研究の０から１を見つける楽しさみたいなも

のもありました。社会人博士のメリットということで言うと、

金銭面の心配が少ないということがまずあると思っておりま

す。生活の安定、食事とか住居というところがありますし、い

ざとなったら必要な機材を買えるとか、あと、お金もたまる。

博士課程に行っていると、結構いい年齢になると思うんです。

そのときにお金がある程度あって、資産を増やしたいなと思っ

ていると、ちょっとつらいんじゃないかなと思います。あとは

仕事のキャリアも積めるということだったり、卒業後の進路の

心配がいったんは要らないということもあります。

逆に、社会人博士のデメリットは研究にフルコミットでき

ないということ。あと、健康貯金を減らすということ。会社の

評価も 120 ％働けるわけではないので、ちょっと下がるおそ

れがあるということだったり、あとは人付き合いが悪くなると

いうことや、趣味や、旅行に割ける時間もないし、海外イン

ターンで修行しにくいというところはデメリットだと思いま

す。ただ、今思っていたのは、イノベーションを起こすときに

Technology・Creative・Businessという三つの要素が大事だ

と言われることがあると思うんですが、そういうものを総合的
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に学べるというのは、働くことと研究、両方をやることのいい

ことなのかなと思いました。

あと、社会人博士を楽しみながらする上で大事だなと思った

ことが三つあるので、皆さんと共有できればと思います。まず

一つが「普通のことを普通にこなす」ということです。これは、

結構、実は、私も難しいと思ったんですが、研究も、要は、私

も日中は仕事をしていて、夜に研究をするので、きのうやって

いた内容をすぐ忘れてしまうんです。あれ、どこまで進めたか、

忘れちゃったということがすごくあったので、あんまり時間が

なくても、夜 12 時ぐらいに研究室に行って、少しでも作業が

できれば進めるみたいなことを繰り返していました。あと、や

る気満々なときとないときというのが、結構人はあると思うん

ですが、できれば波がなく、常に一定のペースで仕事だったり、

生活できたほうがいいんじゃないかなということを思ってい

ます。

二つ目ですね。二つ目は「コントロールできることとできな

いことを分けて、アウトプットを最短で出すことに専念する」

ということなんですが、これは研究することと博士号を取ると

いうことは、ニュアンスとしては別なんですが、博士号を取る

だけで言うならば、アウトプットを重視といいますか、３本だ

と条件を言われているので、その中でできることを最大限にサ

イクルを回してやるほうが、後々幸せなのではないかなと思い

ます。それは二つのダブル生活が苦しいというのもあるので、

熱い思いのうちにやるには、早く整理してやったほうがいいの

かなと思っています。

三つ目は「どんなに頭と体が疲れても、心だけは疲れないよ

うにする」ということなんです。これも気持ちの維持というの

が長くなればなるほど、すごく難しくなってくると思うので、

心だけはタフというか、どんなに仕事をいっぱいしていても、

心だけは健康でやるぞ、という気持ちになっていると、持続で
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きるように思っております。

最後ですね。博士課程に行ってよかったかで言うと、とって

もよかったと思っています。博士課程だったり、研究の醍醐味

というのは何かと改めて考えますと、やっぱり誰もやっていな

いことに挑んでいることや、誰も知らないことをちゃんとサー

ベイした上でやれることがいいと思っております。あとは博士

論文をまとめる作業はやってみてよかったと思っておりまし

て、通常の論文を書くときもサーベイをしているようで、ちゃ

んと仕切れていなかったなというのをすごく感じています。そ

ういうときにちゃんと腰を据えて、昔の、1940 年ぐらいの論

文ぐらいから、文献をザーッと読み込みますと、だいたい自分

がやっていたことが何だったかということが、いろいろな偉人

の人たちとの系譜で分かるようになってきたので、それはすご

くよい経験でした。以上です。ありがとうございました。
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パネルディスカッション

味八木 それでは準備ができたので、登壇者の方は前に。順に並

んでいただいて、パネルセッションと質疑の時間に移りたいと

思います。

この会を準備するに当たって、私がしたのは簡単なお願いの

メッセージを送ったぐらいだったと思うんですが、本当に期待

以上の話をしてもらって、とても感謝しています。来ていただ

いた方にも、自分のこれからの仕事の仕方であるとか、学業、

進学先とかを考えるのに、非常に参考になった話ができている

といいなと思っています。

いろいろとどういう話をしようか、考えたのですが、まず、

私が一番聞きたかったことから始めさせてもらって、それで、

少し話を広げていこうかなと思うんです。それぞれ卒業してか

ら数年、経っているんですが、もし、今進学を悩んでいるよう

な、それこそ入学説明会に来たときぐらいの自分に戻ったとし

て、そこから今の道を選びますか。あるいは、今日聞いたほか

の人の話が、こちらの方が自分には合っていたんじゃないかな

とか、そのあたりの話がもしあれば、聞かせてもらえますか。

石黒 僕はたぶん今この進路、正直言うと進路で悩んだことが

なくて、そもそも中学を卒業して高専へ入ったし、コンピュー

タサイエンスがずっと好きでやってきたのであんまりなかった

ですが。なので、これから修士へ行くか、博士に行くかという

ときに迷ったとしたら、当時迷ったのは、やっぱり一番お金は

ちょっと若干心配したんですが、ある先生に研究者だったら、

学振*44などを取って、自分で何とかしなさいと言われて取って *44 日本学術振興会特別
研究員

いったので、そうですね、やっぱりそんな心配をしなくていい

からちゃんと研究して、お金もその後ずっとついてくるので博

士まで行けたというようなことを、自分で自分に言い聞かせて

いるんだろうなと思います。

132



ほかの皆さんの話を聞いて、基本的に一番僕が年上になって

しまうのですが、本当にこんなことを言うと失礼かもしれませ

んが、皆さんすごい活躍されて、三澤さんとかは本当に僕が学

生時代に隣のたまたまデスクだったころに、たぶん CHI2012
のときかな、僕も徹夜していて、明け方パッと目が覚めたら、

隣ですごい顔をしながらこうやってグーッとやっていて、投稿

しましたとかいって、インターンにも行かれて、今の内容とか

はすごく分かりやすくて、すごくよかった。やっぱりビジネス

とアカデミアと社会人博士というのは僕もすごく、僕はずっと

博士、企業の研究所、大学の研究室でやっていますが、どこを

見ても、やっぱり思ったことは同じだなというのをすごく思い

ました。

島田 高校生のときとか、大学に入ってから将来やりたいことを

決めればいいよとよく先生に言われることがあると思うんです

が、大学に入ってから将来、何をやりたいかと見つけられる人

はそうそういないと思うんですよ。僕はやっぱり３年生、４年

生のころにいろいろ真剣に考えて、暦本研を選んだのは、やっ

ぱり小さいころの原体験がきっかけだったんですね。

僕はコンピュータというか、僕らの時代だと家にビデオデッ

キがあって、説明書なんかは読まずにＧコードを入力して予約

とかができるんですが、うちの母親はできないんですよ。Ｇ

コード、10 桁も入力できない。何でできないんだろうと思っ

て、僕はこんなに簡単にできるのにできない人がいて、それの

テクノロジーによるギャップというか、損をしている人たちが

いるというのは、ちょっと自分の中で腑に落ちなくて、そうい

うのを思い出して、人間とテクノロジーの間に興味があったな

と思って、HCIの分野に足を踏み入れました。

暦本研に入った当時は、人に教えるのは結構好きだったの

で、その後、教員とかにもなるかなとも思って、マスター、ドク
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ター、教員を目指すつもりでは一応いました。やっぱり、入っ

てみて思ったのは、研究者って結構孤独というか、０から１を

生み出すときに、自分が新規性を見つけないと価値がないんで

すね。ほかの人のアイデアをもらうだけというのは、それは研

究者ではないので、そういう作業をずっとこれから一生繰り返

せるかって、真剣に自分に問い、考えてみたときに、ちょっと

無理かもしれないと思っちゃって、ある意味では逃げたわけで

はないと思うんですけれど、一つ、社会にいったん出てみよう

かと思って出てみました。

社会に出てみて、今、データ分析をやっていますが、データ

分析も結局、データを扱える人とデータを扱えない人のギャッ

プがあるんですね。AI vs 人間ってよく言うんですが、たぶん

そういう構図にはならなくて、AI を使える人間と、AI を使え

ない人間の対立構造というのが、これも出てくるはずで、この

ギャップというのをどうやってうまく埋めてあげるのかという

のが、僕の今の課題ではあります。

なので、暦本研に入った当初は２年で修士を卒業しちゃっ

て、まさかコンサルに入るとか思っていなかったんですけれど、

自分の中では思っていなかったキャリアなんだけれども、ある

意味では芯は通っていて、やりたいことができているかな。も

う一度、じゃあ、戻ったときに、卒業して、コンサルを５年も

続けているというのを想像できるかというと、全く想像できな

い。人生、何が起こるか全然分からないなと思っています。

Adiyan 私はちっちゃいときに描いた自分というのは全く違う

人になったなと思っている。最初は何になりたかったかという

とパイロットになりたかったんですよね。それで、目が悪いか

ら却下された。実際、その後、軍人になりたいと言って、実際

に基地に行ったんですが、それでやっぱり眼鏡をしているから

駄目だ。そういうような形で、その後ドクターになろうかみた
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いな、そういう感じなんです。

私って、日本の文部科学省の奨学金を受けて、日本に来た

わけなんですが、それはすごく感謝していて今も関わっている

んです。インドネシアのちっちゃい村の子が東京というでかい

ジャングルに来るというのは全然思いもつかなかったんです。

日本に来て、寒いというのが最初の印象だったんです。インド

ネシアって一年中暑いので。

そこから、最初は僕は専門学校だったんですね。専門学校と

は何かというのを全然知らなくて、インドネシアの大学をやめ

て日本に来て、専門学校へ行って、ちょっとやっぱり足りない

なと思って、それで編入学で大学に行って、やっぱり足りない

なといって、修士、博士へ行って、今思い返すと、特に博士な

んですが、あのときに戻って、2008 年あたりに戻って、博士

に進学するかと言われたら、絶対しますと言いますよ。

なぜかというと、それは時間がすごくほしかった。博士に３

年間ないし４年間いるというのは、すごく僕にとって貴重な体

験で、ずっと研究室にこもることなく、幸い、いろいろなとこ

ろに、新しいこともさせていただいたんですが、やっぱりいろ

いろな人と会って、いろいろな思考の人たちとかと会って、自

分の研究に没頭するというのはもちろんそうなんです。それが

メインのミッションだと思うんです。でも、その期間、これは

日本の着々と、今は数年歳月があるんですが、修士１年の秋ご

ろから就活すると、すごい追い込まれるという感じがすごいで

すよね。その時間が惜しくて、いろいろ考えて、博士の研究も

もちろんやりたかったんですけれども、それで今のキャリアと

かも全く予想もつかない。いろいろなある意味では出会いなん

ですよね。

その出会いというのは、場所と時間があるからこそ出会い

が起こるわけなんです。もちろん個々の選択というのも、今と

なるとそのまんまじゃなくて、いろいろな別の選択をするんだ
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なとか思ったりするんですが、やっぱり博士へ行って、暦本先

生とか、皆さんと一緒に時間を過ごしてよかったなというのは

思っています。

三澤 昔にさかのぼってということでいいんですか。私も 2012
年の段階で、例えば博士、社会人博士にするかとか、そのまま

ドクターに行くかというところで言うと、やっぱりドクター一

本で生計を立てていくという自信はないし、今もちょっとない

ので、やっぱりダブルワークというか、二つ同時でやることが

よかったかなと思っているんですが、修士まで戻れるとするな

らば、そもそもなんですけれど、研究を始めるときに、こんな

のをやったらおもしろいんじゃないといただいたネタを、よし、

やると言って始めたんですが、今だったらもう少しコア技術の

研究にして、その開発した研究で会社を起こすようなこともで

きたらおもしろかったのにな、とは思いました。

というのも、研究していると稼げないというか、お金をあま

りもらえないというイメージがすごくそのときはあったんです

が、それは自分の頭の中だけの話であって、アメリカだと研究

したもので食べていくというか、それで会社にしてやっていく

人がいるので、そういうことも視野に入れて本当はできていた

ほうがよかったのかもな、ということは今では思います。

味八木 今の学生を見て、ここをもう少し頑張ればもっとこんな

こともできるんじゃないのかな、みたいなことを感じたりしま

すか。

三澤 私が今言ったのは自分の個人的な思いですが、ただ、周り

を見ていても、もちろん同じことが言えると思っていて、特に

今はどちらかというと、起業しやすい世の中にもどんどんなっ

ているので、技術がある人は自分の会社を、特に学生の間に起

こすというか、リスクが少ないときにやってみるのは、すごく

いいのではないかというのは思っております。
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味八木 ４人の発表を聞いていて、共通して思ったのは、私たち

の研究室がそもそも HCIという、何かと何かの間をつなげるこ

とをやっている学問なのでそうなのかもしれないのですが、そ

れぞれに、例えば、ネリ・オックスマンのダイアグラムである

とか、ビジネスと研究であるとか、ビジネスと R&D であると

か、研究と自分の仕事であるとかいう二つの軸と、それに翻弄

される自分みたいなものを織り混ぜながら話してくれていたの

が、共通していて、印象的でした。今日ほかの人の話を聞いて

みて、学生のころに考えていなかったけれど、こういう対立軸

みたいなものが、社会に出てもっとおもしろいと思ったみたい

な、そういう部分は何かありますか？

Adiyan すべて自分との接点があったりするんですが、今日、

すごく刺さったのが、島田さんの結構冒頭のところの、いつま

でもビジネスから逃れるのかというところなんですね。確かに

研究していて、いろいろなところがビジネスとつながっている

んですよね。先ほどの予算申請とかもビジネスからつながって

いるところで、私はずっと企業の R&D でわりとビジネスとの

接点はもちろんあるんですが、今のポジションがよりビジネス

に近いようなイメージでして、研究者、エンジニアとかが新規

ビジネスを立ち上げする部署とかにいると、よくフルビジネス

をやっている人たちとけんかするんですね。これはたぶん現場

で皆さんも感じている方がたくさんいると思うんです。結構ビ

ジネス発想の人たちとエンジニアリング、研究ベースの発想の

人たちって、結構違うんですね、それぞれ言っていることが。

アチーブしたいところはたぶん一緒なんですけれども、アプ

ローチするところとか、あと、自分が慣れているコミュニケー

ションの使い方とかは全然違うのかなと思っていて、そこは特

に島田さんはどんな感じでそれを乗り越えてきたのかな。

島田 コンサルティングで僕はアクセンチュアに５年ちょっと
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いて、クライアントが５社、だから１年に１回転職しているぐ

らいのペースでいろいろなお客さんと付き合いました。最初が

官公庁で、次が通信で証券会社、アパレル、小売みたいな感じ

でカルチャーが全然違うんですね。IT の部署だったとしても、

Machine Learning の知識がある人もいれば、全くないよう

なウォーターフォールの基幹システムしかつくったことがない

人たちがいて、結局、ビジネス側と実現したいテクノロジーを

持っている人たちがいて、間に立つしかないんですね。コンサ

ルタントは間に立つしかなくて、インタープリターにならざる

を得ない。

逆に言うとインタープリターがギャップとしての価値を持っ

ていて、お金を払ってくれる人がいる。ただ、それぞれにお互

いの知識を啓蒙活動をしていくのが正しいのかもしれないんで

すが、ビジネスの人はビジネスに没頭できるようにしてあげた

ほうがいいし、テクノロジーの人はテクノロジーに没頭できる

ようにしてあげて、そしてその間をつなげる人がいれば、回る

でしょうというのが、僕が経験している中だとたぶん一番うま

くいく。ビジネス側の人にテクノロジーの理解を強制的に求め

たりとか、テクノロジーの人にビジネスロジックを徹底的にや

れというのは、あんまりシナジーが生まれないので、個人的に

はそういうふうに間にわざと自分が立つようにして、インター

プリターとしていろいろやるようにしています。

石黒 僕、今の話で、分けてという話で、皆さんがおっしゃっ

た０から１を生むところがすごく楽しいし大変だというのは、

僕が出した丸いやつで言うと、ビヘイビアから知識だったり、

情報を抽出して、最後は還元するプロセスというのはまさに

ヒューマンオーグメンテーションとか、HCI の分野で当たり前

のように研究室でやってきたことなのかなと。たぶん僕が暦本

研で学んだのは一番大きいのが、今から何でも好きなことを
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やってもいいよと言われたときにできるって、相当すごいスキ

ルだと思うんです。たぶん大半の人は、これまで経験、これま

でやってきたことの延長をやるか、たぶん働いている方でも学

生さんでもそうだと思うんですが、今から５分間あげるので、

好きなことをやってくださいと言われるときに、これまでの仕

事はやらないでください。今、例えばたまっている仕事もこの

場ではなしでとか、そういったことを言われたときに、新しい

ものをやる、好きなもの、新しいものを生み出してくださいと

いうことをできる人というのが、結構かなり少ない気はしてい

て、それができているからこそ、そういったところを分けて、

そのつなぐ役割もできるかもしれないし、いろいろ一気通貫し

て、イノベーション、イノベーションというとチープな感じが

しますが、新しいことにチャレンジすることを見つけるのかな

というのを、きょう皆さんのお話を聞いて、僕は思いました。

味八木 ちょうどまとめっぽい感じになりました。まだまだ話し

たいのですが、少しここで質問の時間を取りたいと思います。
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質疑応答

質問者１ お話をありがとうございました。僕は今学部の４年

生で修士への進学と、それに続く博士への進学も一応考えてい

るんですが、僕が考えていたのは、博士というのはすごい０を

１にするという印象が強くて、０を１にするというのが自分に

できるのかというのが不安すぎて、できないんじゃないかとい

うのが、結構考えとして先行しちゃっているんですが、皆さん

はそういうことを考えたりしたことってありますか。もしそう

いうことがあれば、お話を聞かせていただきたいなと思うんで

すが。

三澤 「限界をつくるのも自分」みたいなところもあるので、で

きると思えば、できる気がするんです。研究全体はすごい大変

な作業というか、０から１をつくるのは大変な作業なんですが、

論文を書くということで言うと、研究の全部を書くわけではな

く、ある特定の何かが明らかになったことを書けばいいだけな

ので、それは、世紀の大発見とまではいかなくても新規性を示

せばいいんですね。まずは自分ができる範囲内で、少しでも新

しいことを見つける作業を習慣化させれば、決して無理ではな

いのではないかと思います。

島田 ０から１を見いだす作業は、例えば新しい物理法則を発

見するみたいなことを想像しているのかもしれないんですが、

世の中のイノベーションって、どうやって起きているかという

と、本当にまっさらな状態から生み出されるのではなくて、実

は、ある領域ではもうスタンダードなものが、よそに持ってく

ると、全く新しいものになるというのがイノベーションのこと

がほとんどです。

例えば、サブスクライブ・モデルとかがそうだと思うんです

が、新聞を購読するみたいなサブスクライブ・モデルを例えば、
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自動車のタイヤに適用したら、タイヤがすり減った分だけ課金

すればいいだとか、そういう発想とかって、非常に新しいイノ

ベーションなんです。ある業界ではそれがスタンダードで知ら

れていることだったとしても、ここに持ってきたら、新しくな

るとかというところをちょっと考えるためには、自分の研究に

没頭するのも必要なんですが、知識を広げておく、これは非常

に重要なのではないかと思います。それができれば、ほかの人

は気付かなかったことで、さっとアイデアを持ってくると、実

はそれが０から１を生み出すアイデアだったりするので、一本

道というよりかは知識を広げるということも大事にしておいた

ほうがいいかなと感じます。

Adiyan 僕からすると、せっかく博士の道に入るんだったら、

本当にできるのかなと思うと、できるようになるというところ

が、意気込んでいただくとかはそれが一番かなと思っていて、

あと、博士に行ったほうがいいと思っている理由の一つは、い

きなり世界レベルになるんですよ。学会とかに行くって、何回

かその学会に行くと、ほとんどみんな同じ顔なんです、顔ぶれ

が。学生が入れ替わったりしているんですが、その学生がコー

ポレート側に行って、その人がまた、その人が目上に立てた人

たちをつれてくるようなのが学会なんですが、いきなり世界レ

ベルに行くというのは変なんですが、実際はそうなんですよ。

自分も論文を書けて、それを発表できるということは何かし

ら、おー、すげえ、先日までまだ学部生だったのに、いきなり

世界で著名なあるフィールド、狭いですが、フィールドの著名

な人たちの前で発表できる。わー、すげえ。いきなりそうなる

というところのその快感をぜひ感じてほしいですね。その快感

を感じられるのであれば、その次は０、１とかいうところは自

然とわいて来るのではないかなと思う。なので、その快感は結

構大事かなと思います。
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味八木 ほかに。後ろのほうで。

質問者２ ご説明をありがとうございます。質問が１～２点あ

るんですが、博士を取りたいという思いと、学生の人とか社会

人の人が博士課程に行って、博士を取りたいというときに、入

試を受けなくちゃいけないと思うんですが、そのときに博士課

程を卒業したいという、ある意味ライセンスのような形と思っ

て、取りたいという思いで入学試験に臨むのがいいのか、それ

とも、純粋にこれを突き詰めたいんだ、これをやりたいんだと

いう強い思いを持って、研究計画書を考えて、先生に相談して、

その熱意を持って入学試験に臨むのがいいのか、どっちが重要

でしょうか。

というのも、欧米、MITとかですと、特に研究計画書、従前

のものは特に審査が要らなくて、入っていろいろなプロジェク

トに関わって、その中で自分が見いだした研究を、ああ、これ

はおもしろい、これをしたいというふうに思って、論文とかを

たくさん出していく。そういうような文化があるような国、学

校もあったりすれば、実際、日本の国内で博士課程の入試のと

きに研究計画書をつくっても、実際に入学して、卒業するとき

にはほぼというか、全然違いますという人がかなりいらっしゃ

るんですね。入学する時点での、研究をして博士を取りたいと

いう人はどういうマインドセットでいて、試験に臨めばいいの

かな。先輩方の率直なご意見を。

石黒 その制度の違いとか、いろいろあると思うんですが、僕は

基本的に博士を取りたいと思ってきたわけでもない。基本的に

僕は何でもやるときに結果を気にしてやらないので、研究した

いからもうちょっといようで３年いる。だから、気が付いたら、

僕は越えましたが、４年は行かなかった、３年 10 カ月。その

当時、僕が最短だったのに、落合君にさっさと抜かれましたけ

れど、暦本研は時間がかかるはずだったのに、彼はさすがです。
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博士号を取る、取らない、うんぬんかんぬんはあまり気に

していなかったですね、入るときは。なので、結果、取れるで

しょう。要するに、それまでの研究プロセスの中で研究して、

論文を書いて、研究して、論文を書いてを繰り返しです。僕は

学部のときにフルペーパーを１本として、修士も何本か発表し

ていて、その段階で卒業業績があったりしたとかしたんですね。

博士の取得要件の業績があったりしたんですが、そこから新し

く初めてやったら、ちょっと長引いちゃったんです。

博士号を取るか、細かいことはあんまり気にしていなかっ

たんですね。そういうところで悩まれるのはどういうことなの

か。ちょっと僕は分からないんですが、何かありますか。

島田 博士号を取っていない僕が言うのもあれなんですが、一言

だけ言っておくと、マスターは学生です。ドクターはプロの研

究者です。プロフェッショナリズムを持つためのスタートなの

で、やっぱりプロフェッショナリズムを持って、最初はスター

トしてほしいなと思います。

三澤 おっしゃるように、入学前から取り組みたいものを決め込

んでやるのか、入ってからいろいろ考えたほうがいいのかとい

うのは、聞いていて分からないなと思いました。ただ、今、手

続き上あるルールなのでやむを得ないところもあるので、やり

たいものは突き詰めて、今の段階にやりたいものをまとめる必

要性はあるのかなと思っています。

石黒 それを聞いて思ったんですが、たぶんそこの手続きの違

いって、日本がそうだというのは、おそらく研究業績がない人、

なぜ研究計画書を書かせるかといったら、その人は研究という

ものが分かっているのかとか、研究はどういうプロセスでやっ

て、この人のビジョンは正しい、正しくないにせよ、ちゃんと

組み立てられているのかみたいなのを見るために、おそらく救

済措置として出させているようなものだと思います。なので結
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果的に、入試とかも僕は若干関わったりするので、そういうの

があるんですが、結果的に博士を出るときに全然違うことをや

るというのは、研究プロセスの中で変わっていくのは当然なの

で、そこはやっぱり気にせずに、自分が研究をやりたいことと

いうのはあると。あれば、博士に行きたいし、なくて博士とい

うのは、大変は大変になると思います、時間がかかってしまう。

なので、そこら辺はやりたいことがあるかどうか。それをまと

める研究力があるかどうかというので、自分を見返してみて、

判断してもらったらいいのかな。

質問者２ ありがとうございます。

味八木 あと１件か２件ぐらいであれば受け付けられると思う

んですが、この人にこれを聞きたいとかいうのがもしあれば。

質問者３ 三澤さんにお伺いしたいんですが、企業の立場で博

士課程に行くときに、行く前と後がどうなのかなと気になって

いって、行く前に、三澤さんの場合は結構上司の方がいいよと

言ってくださったというふうに伺ったんですが、なぜ行くのか

みたいなのを説得はしたりとか、理由付けをしたりというとこ

ろが求められるのかなというふうにちょっと感じていまして、

あと、博士課程を取った後に、それを企業にどう生かすのか、

ビジネスに生かすのかみたいなのが、もし求められていたので

あれば、そこら辺の話を伺えればうれしいです。

三澤 私、今日お話しした内容もそうなんですが、社会人博士の

制度は企業によってまちまちなので、一概に私のが一般的とい

うわけではないと思うんですね。うちの会社の場合は、社会人

博士という制度がないので、私が行っていいと言われたのも、

激しい趣味活動の一環で、業務時間外活動としてやっていたの

で、そういう意味では会社からは博士を取ったのだからこうし

なさいみたいなことは求められていないし、博士を取ったから

給料が変わるというわけでもないです。ただ、今は博士という
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か、どちらかというと技術寄りの部署に異動しているので、そ

ういう意味では、自分の中では生かしていこうと思っていると

ころはあります。

質問していただいた内容の博士を取る前と取る後でどうい

うふうに変わったかという点で言うと、両方それぞれいいとこ

ろがあるなというのを改めて見直したというところが大きいで

す。会社のこともやっぱり知らなかったことがたくさんありま

したし、異動すればするほど、いろいろなことができるんだな

というのも思いました。

あと、隣のメンバーの方々もおっしゃっていましたが、どこ

の世界に行っても、やっぱり勉強は続くということを強く感じ

ていまして、研究も結局、例えば私が暦本研にいた期間、７年

ぐらいとか、８年ぐらいになっちゃうかもしれないんですが、

例えばコピーライターになるのも 10 年ぐらいかかるというふ

うに言われているんですね。だから、その道のプロになるのに

やっぱり時間はかかるんだということを強く感じるようになり

ましたし、逆に何者として今後生きていくのかというのは常に

隣り合わせて考えながら、生活している毎日…みたいな感じ

です。

味八木 このあと登壇者の方も、しばらく会場やオープンハウス

にもいたりするので、もし個人的にお話があれば、ぜひ声を掛

けていただければと思います。ということで、３時開始の研究

発表でスタンバイしている暦本研の学生もいるので、ここで一

度会を閉じたいと思うのですが、登壇した４人の指導教員でも

ある暦本先生から閉会の挨拶をお願いしたいと思います。

暦本 皆さん、どうもお忙しいところをどうもありがとうござい

ました。登壇者の皆さんは、私が思っていた以上にキャリアプ

ランをきちんとしているのですばらしいと思いました。私は実

は課程博士ではなく、ペーパードクターという、昔あった、査
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読論文を５本ぐらいパブリッシュして、指導教官のところにお

願いしますと行って、博論を書かせていただくシステムで学位

をとりました。博士課程は通っていないんですね。すぐ就職し

てしまったので、博士課程に行くべきかどうかというデシジョ

ンをあまりしないまま来てしまったかもしれません。皆さんは

ちゃんといろいろな判断の上で進学したり、就職したり、ある

いは社会人博士として戻ってきたり、ということを考えている

んだということに感銘を受けました。最近、落合くんからも学

生指導の話を聞いたりして、最初は、指導していると思ってい

る学生さんから、逆にだんだんいろいろ教わることが増えると

いうのが、指導教員としての私の一番の幸せかなと思っていま

す。という意味でもありがとうございました。

さて、このあと暦本研のオープンハウスもあります。まだ

登録されていない方もこれから登録でも大丈夫ですので、もし

よろしければ、学生たちが一生懸命準備しましたので、ご覧に

なっていただけたらと思います。だいたいこんなところでよろ

しいでしょうか。どうもありがとうございました。
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ヒューマンオーグメンテーション学サマースクール
2017: テーマ「感覚の拡張・変換」 *45 *45 2017 年 9 月 21

日—9 月 23 日、ソニー
本社、東京大学本郷キャ
ンパス　ダイワハウス
石橋信夫記念ホール

サマースクール開催報告

2017 年 9 月 21 日から 23 日にかけて、ソニー寄付講座

「ヒューマンオーグメンテーション（人間拡張）学」のサマース

クールが開催されました。

ワークショップ初日は、ソニー本社でキックオフが行われま

した。キックオフの前半では、ソニー本社の新製品や技術の展

示を見学しました。まだ商品化されていない新規事業の研究開

発製品など、普段見ることのできない技術に実際に触れること

ができました。
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キックオフの後半では、ソニーのクリエイティブラウンジに

て、専任教員の味八木氏からワークショップに関する説明が行

われ、Sony CSL の笠原氏・Sony R&D 部門の小林氏から、両

氏が取り組んでいるプロジェクトに関しての講演が行われまし

た。特に、笠原氏の取り組みは感覚の拡張というワークショッ

プの趣旨とも合致していることから、活発な議論がおこなわれ

参加者を刺激していたように見受けられました。サマースクー

ルのテーマである「感覚の拡張・変換」の意味をとらえるよい

手がかりとなっていたのではないでしょうか。

ワークショップ２日目から３日目にかけて、東京大学

のダイワユビキタス学術研究館にて、グループワークが

行われました。参加者は 5 つのグループに分かれ、初日

の講義や見学を踏まえ「どの感覚をどのようにして変換す

るのか」について活発な議論が行われました。その後、各

グループは最終発表に向けて 3D プリンター・レーザー

カッター・EMS 機器などを用いた実装までを行いました。
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最終日の午後にはダイワハウス石橋信夫記念ホールにて、各

班が実装した感覚変換のデモを含めた発表会が行われました。

発表では、「他人の視線を触覚として感じることのできるシス

テム」、「人形に与えられた痛みが遠隔の人に伝わるシステム」、

「鳥肌を EMS によって再現し、ぞわぞわ感を共有するシステ

ム」などユニークなアイデアが披露されました。発表の後はデ

モの体験会が行われ、体験を交えた活発な議論が行われました。
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Sony Stories紹介

サイバースペースを創造した作家とそれを現実にする男
URL: https://sony.co.jp/brand/stories/ja/our/products_
services/sonycsl-ha/

（リンク先コンテンツは 2019 年 4 月以降に削除される可能性があります）

「サイバーパンク SF」の牽引役となった「ニューロマンサー」の著者ウィリ
アム・ギブスン氏と、暦本純一による対談が上記 URL からご覧いただけます。
この対談は、Sony Stories の企画で実現され、2018 年 2 月にカナダにて撮影
が行われました。

Stories は、多様なイノベーションと新しい挑戦で感動を生み出すソニーの

今を描く動画シリーズです。是非、他のストーリーと共にご覧ください。

https://sony.co.jp/brand/stories/ja/our/products_services/sonycsl-ha/
https://sony.co.jp/brand/stories/ja/our/products_services/sonycsl-ha/


ヒューマンオーグメンテーション学シンポジウム
The future is already here：SFと人間拡張の未来

2018 年 3 月 26 日、東京大学本郷キャンパス伊藤謝恩ホールに於い

て年度末の公開シンポジウムが開催されました。ゲストにドミニク・

チェンさん（早稲田大学）と上田岳弘さん（小説家）をお招きし、テ

クノロジーと文学の接点から未来の人間性について活発な議論が交わ

されました。
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はじめに

味八木 皆さん、こんにちは。「The future is already here：SF
と人間拡張の未来」と題した、東京大学大学院情報学環「ヒュー

マンオーグメンテーション学（ソニー寄付講座）」のシンポジウ

ムを始めたいと思います。この寄付講座は、2017 年度から 3
年間の計画でスタートした講座で、ソニー株式会社の支援を受

けて東京大学大学院情報学環に設置されております。私、本日

の司会を務めます、専任教員の味八木と申します。よろしくお

願いいたします。最初に、オープニングセレモニーとして、と

ても素敵な動画を寄附元のソニー様が用意してくださっていま

すので、まずはその映像をぜひご覧いただきたいと思います。

（動画再生）

今みなさまには、サイバーパンク SF のけん引役となった

『ニューロマンサー』*46の著者ウィリアム・ギブスン氏と、こ *46 早川書房, 1986,
https://www.
amazon.co.jp/dp/
415010672X

の講座を担当しております、大学院情報学環の暦本純一による

対談をご覧いただきました。ギブスン氏の略歴だけ簡単にご

紹介します。1948 年生まれで、ちょうど２週間ほど前に 70
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歳になられました。サウスカロライナ州に生まれて、1980 年

代に徴兵を拒否して、カナダバンクーバーへ移住されました。

1984 年に発表した処女長編『ニューロマンサー』がネビュラ

賞、フィリップ・Ｋ・ディック賞、ヒューゴー賞をはじめとす

る、SF 各賞６冠に輝いています。「サイバーパンク SF」とい

う、ジャンルを世に知らしめた代表作家です。ちなみに、「サイ

バースペース」という言葉も、皆さんよくご存じだと思います

が、もともとこの言葉も彼の造語であり、訳語である「電脳空

間」は、この『ニューロマンサー』の翻訳者、黒丸尚さんによ

るものです。このイベントのタイトル「The future is already
here」ですが、この言葉もウィリアム・ギブスン氏がラジオイ

ンタビューで語ったことで有名です。

今回の同氏と暦本先生の対談は、ソニーの企画で実現され

ました。つい先月、私も同行しましたが、カナダのバンクー

バーで撮影が行われました。その際には今回のシンポジウムで

“Future is already here” というタイトルを使わせていただく

ことも快諾くださいまして、趣旨に賛同していただきました。

なお、今ご覧いただいた対談ムービーはソニーのウェブサイ

ト、Stories というページにて明日から公開され、ご覧いただ

けるようになります*47。皆さん、お家に帰ってからまたご覧に *47 Sony Japan
Stories: サイバース
ペースを創造した作家
とそれを現実にする男
ソニーコンピュータサ
イエンス研究所
https://www.

sony.co.jp/
brand/stories/
ja/our/products_
services/
sonycsl-ha/

なりたいとか、誰かに「こういうムービーがあるよ」というこ

とをお伝えいただくこともできるかと思います。ぜひ、ウェブ

上でもご覧ください。この Stories は多様なイノベーションと

新しい挑戦で感動を生み出す、ソニーの今を描く動画シリーズ

になっています。ぜひ他のストーリーとともにご覧ください。

私はこの対談の場に同席したと先ほども言いましたが、オ

フショットみたいな形で休憩中に、ギブスンさんが、「非常に

ソニーに対して思い入れがあります。はじめにウォークマンが

出てきた頃にそれを聞いて町を歩くということが原体験になっ

て、いろんな空想が生まれた」という事もおっしゃっていたの
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が印象的でした。今回の Stories の取材に同行できて、非常に

幸運だったなというふうに、私も思っています。

さらにこのシンポジウムに向けたビデオメッセージも頂いて

いますので、そちらもぜひ合わせてご覧ください。

（動画再生）

何と言えばいいのでしょう、贅沢ですね。このような言葉を

ここにいらっしゃる皆さんに向けて、送っていただきました。

今回の「Symposium 2018」ですが、講座ではおよそ年に

一回シンポジウムをやると決めていて、これが初回のシンポジ

ウムです。普段のセミナーであるとかサマースクールは、どち

らかというと、学生対象ですけれども、より一般の方に広くこ

の講座の活動を知っていただくために、今回のシンポジウムを

企画しました。

今日の予定はこのようになっていまして、暦本先生からこの

後、開会のご挨拶と、私から講座の活動概要を説明させていた

だいて、本日、素敵なゲストのお二方、ドミニク・チェンさん

と上田岳弘さんにお越しいただいていますので、お二人を交え

てパネルディスカッションのような形で、議論を進めていきた

いと思っています。では、はじめに暦本先生から、開会の挨拶

をお願いします。
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暦本 皆さん、こんにちは。東京大学とソニーコンピュータサイ

エンス研究所に勤めています、暦本です。本日はお忙しい中ど

うもありがとうございます。

冒頭のビデオにありましたとおり、２月にウィリアム・ギブ

スンさんにお会いしてきました。この「Sony Stories」は、ソ

ニーのエンジニアや研究者にフィーチャーして、映像を撮って

くれるという企画です。私の番になった時、「誰にでも会ってい

いと言われたら誰に会いますか」と言われました。それで、試

しに「ウィリアム・ギブスンさんに会ってみたいです」と、ま

さかと思いながら言ったのです。そのまさかが、非常に多くの

方の助力とご協力を得まして何とか細い糸がつながり、実現し

ました。この２月に、ギブスンさんにバンクーバーでお会いし

てきました。対談中、私は完全に舞い上がって何を言っている

かあまり覚えていませんでしたが、いまビデオを見直してみて

「こういう事を言ったんだ」というふうに思い出していました。

ということで、私は個人的には、これで人生の目的は達成して

しまったので、これからは人助けに生きようと、変な確信を思

いながら日本に帰ってきたのを覚えています。

さて皆さん、あらためてですがウィリアム・ギブスンの

『ニューロマンサー』って、お読みになった方はどのぐらいい

らっしゃいますか。（挙手多数）素晴らしい、ありがとうござい

ます。すごく感動しました。最近、こういう講演で質問した時

に、読んでいる方があまりおられない時もあって、寂しいなと

思うこともありますが、今日はさすがです。

本日のシンポジウムは、上田岳弘さんとドミニク・チェンさ

んという、素晴らしいゲストの方がいらっしゃっていまして、

最新の文学や SF の話もお聞きできると思います。サイエンス

フィクションや文学の領域と、科学や技術は非常に密接に関連

し、相互進化しているかなと思っています。今日はその話を存

分にしたいと思います。
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会場の方も Twitterのハッシュタグもありますし、あと、後

半に質疑の時間もありますので、ぜひお楽しみになっていただ

ければと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。あり

がとうございました。

味八木 ありがとうございます。それでは、最初に私から

「ヒューマンオーグメンテーション学（ソニー寄付講座）」のこ

れまでの活動の紹介と、まだこの先２年間残っているのです

が、これからの展望についてご紹介させていただきたいと思い

ます。

本寄付講座、「ヒューマンオーグメンテーション学」という

ふうに名付けているのですが、そもそも「ヒューマンオーグメ

ンテーション学」というものは、まだ存在していません。これ

を学問として体系づけていこうというのが、この寄付講座の目

的でもあります。それは知的能力に限定されずに、身体の能力、

健康も含めて、人間の身体能力を拡張することを想定していま

して、その延長線上には人間とネットワークの融合、人間と AI
の融合、学習能力の拡張があります。どちらかというと、SFに

近いような響きですけれども、こういったものをアカデミック

にきっちりと取り組んでいこうというのが、この「ヒューマン

オーグメンテーション学」の目的です。

４つ領域を定義しておりまして、「身体の拡張」「知覚の拡

張」「認知の拡張」それから「存在の拡張」（図 2）を柱にして、

研究と教育を行っています。「ヒューマンオーグメンテーショ

ン学」とか「人間拡張学」というふうに名付けたのは理由があ

ります。というのは、「人間拡張工学」という言葉が使われるこ

ともありますが、私たちはそれを工学、エンジニアリングだけ

に限定したくなくて、もう少し幅広い枠組みで学際的研究の推

進と人材育成を行っていきたいというふうに考えて、この名称

で講座を立ち上げました。
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研究の内容を紹介にするのに、普段最初に使うのはこのス

ライドです。先ほど、暦本先生のムービーの中で言及してい

ましたように、SF のアイデアから非常に研究のインスピレー

ションを得ることが多くあります。私たちのここ数年の研究で

一番中心的なトピックになっている「ジャック・イン」という

アイデアも、もちろんこの『ニューロマンサー』の小説から概

念を拝借し、私たちの中で意味をかみくだいて、今の技術で実

現するとしたらどういう事ができるのだろうかということを契

機に始めた研究です。作品の中では「サイバースペースに接続

する」という意味で「ジャック・イン (jack in)」という動詞と

して用いられています。このアイデアを、今日のイメージセン

サであるとか、画像処理技術を使って実現するとこういうふう

になるのではないかと思って取り組んだのが、2014 年のこの

「JackIn Head」です。
図 13: JackIn
Head (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
livesphere/).

暦本先生がかぶっていますけれども、この冠のようなデバ

イスの中に広角のカメラが複数入っていまして、360 度の映

像を合成することができるようになっています。全周映像なの

で、その映像を体験する側は、自分の好きな方向に視線を向け

ることができるというのが、一番の売りです。このように、デ

バイスを装着している人の視線と独立に、自分が見たい方向を

向けます。なので、ある種他人の視覚を拝借しているというか、

他人の視覚、知覚情報に接続して、自分がその場を体験すると

いったようなことができます。スポーツと相性が良いというふ

うに思っていまして、このように大車輪するようなスポーツ選

手の頭にこのデバイスを付けることで、このように周囲の情報

をそのまま伝送することができます。画像処理の技術を使って

画像がグルグル回転してしまわないようにする、スタビライ

ゼーションという技術を取り入れながら、快適に視聴できるよ

うな映像体験を作っていくということを、研究としてやってい

ました。
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もう一つ、この「JackIn」というのは、他人の頭に入り込

むというイメージですが、そこから移動することができなかっ

たのです。その部分を解決するために取り組んだのが、その後

のこの「JackIn Space」という研究です。普通のカメラ映像

を見ているのですが、そこからフッと抜け出して、その部屋全

体がどういう状況なのかというものを、このような点々で表さ

れているポイントクラウドという情報に置き換えて視点移動を

実現するといったようなものです。これは RGB-D センサとい

う、奥行きが計測できるカメラを使って、空間全体を再合成す

ることでこのような視線移動が可能になっています。先ほどの

ジャックイン・ヘッドは頭に入り込むだけだったのですが、そ

こから一歩抜け出て、いわば「ジャック・アウト (JackOut)」
するような形で空間全体を見渡すことができるというのが、こ

の「JackIn Space」です。
図 14: JackIn
Space (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
jackinspace/).

図 15: Body-
Cursor (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
bodycursor/).

この研究を続けていて面白いと思ったのは、フッと自分の体

から抜け出るような感覚です。体外離脱するような、幽体離脱

感覚というものが一番キーになるのではないかと考えまして、

それが技能の獲得に使えるのではないかということを思い、自

分の運動中の姿勢が常に客観的に見られるシステムを次に作っ

ています。それがこの BodyCursorというもので、これは実際

には体験している人が HoloLensをかぶっているのですが、そ

の HoloLens上に自分の姿勢の骨格モデルが表示されます。要

するに自分の鏡なのですが、幾何的な制約がなく自分の見たい

角度から、自分の運動を客観的に観察してフォームを修正する

ことができるというものです。身体の拡張という意味では、こ

れらが講座の活動の中心になっている現在の研究です。

それから、この１～２週間ほどの間に皆さん、ニュースサイ

トでご覧になった方もいるかもしれませんが、Lunavity *48と *48 https:
//lunavity.com/

いう名前で、人間の跳躍能力を拡張するデバイスにも取り組ん

でいます。これは修士学生の髙橋君が取り組んでいる研究でし
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て、このムービーですと、すごくアーティスティックに演出さ

れていて、非常にきれいな動画になっていますが、実際に研究

している現場はもう少し地味で、こんな感じでかなり危険と隣

り合わせで研究しています。実際に本当に飛んでいるのが、こ

のムービーです。かなり本気感のあふれる音ですが、バック

パックで背負ったドローンで推力を出すと自分の跳力が拡張さ

れるのではないかということをやっています。まだなかなかた

くさんの人に体験していただくことはできないのですが、確か

に普段の身体能力が拡張される感覚を人工的に作り出せるとい

うことを確認しています。

このように、現在知覚・身体の拡張にかかわる研究を精力

的に進めていまして、「オーグメンテッド・ヒューマン」とい

う、10 年ほど前に始まったこの分野の学会があります。今年

の２月、ちょうど平昌オリンピックの直前に、ソウルで今年の

「オーグメンテッド・ヒューマン 2018」*49が開催されまして、 *49 http:
//www.sigah.
org/AH2018/この会議で私たちの研究室から 4 つの論文を発表しています。

いくつかは、この後の懇談会の時にポスターを会場に並べて説

明していますので、ぜひ実際に研究している学生にも話し掛け

て、研究の話を聞いてみてください。

これに限らず、身体の拡張、先ほど見ていただいたジャンプ

力の拡張、それから「JackIn Space」の他にも、存在の拡張に

ついては、この球形の LED ロボットみたいなもので、これは

「TiCA（チカ）」というふうに呼んでいますけれども、かなり少

ない情報量の提示で遠隔コミュニケーション時の存在感を拡張

するといったようなデバイスです。また、知覚の拡張について

は BodyCursor の他にも、映像体験を拡張するという意味で、

ExtVision というものをやっています。これは機械学習によっ

て画像を変換する技術を利用して、低解像の映像から高解像の

映像を生成することで、本来無いはずの画面の外の映像を予測

してプロジェクションしてあげることで、映像体験を拡張する
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といったようなことをやっています。

図 16: ExtVi-
sion (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
extvision/).

このように研究として、人間拡張を追究するということも

やっていますが、一方の教育の方では、学生と一緒にヒューマ

ンオーグメンテーションのこれからを考えるセミナーを年に 2
回開き、今回のシンポジウムを年に 1 回、それから夏にはも

う少し集中的にこの分野の技術を体験するような、サマース

クールを試験的に昨年の夏から始めています。少し形を変えて

今年も開催する予定で、近日中にアナウンスできる予定です。

セミナー 1 回目、「知覚の拡張」にフォーカスしたこの会で

は、招待講演に、ヤフー株式会社の安宅和人さまと東京工業大

学の伊藤亜紗先生にお越しいただいて、知覚の拡張に関する議

論が展開されました。それからセミナー 2回目では少し毛色を

変えて、学生やこれから社会人学生になろうと考えている方に

向けた、キャリアパスについて議論する会を、“Augmenting
the Future” と題して、東京大学の石橋記念ホールで行いま

した。

これが先ほど少し言及したサマースクールです。合計 3 日

間で学生が 36 名ほど参加しました。実際に講義スタイルの
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ヒューマンオーグメンテーション学の技術を教えるパートと、

それから学生が自ら主体的にグループを作って、何かものを作

り上げていくといったようなことをやるグループワークのセッ

ション、それからそこで作り上げたものを発表するセッション

というふうに分けて、3 日間で取り組みました。というのが、

「今年の寄付講座の活動と今後の展望」という話になります。も

う少し詳しい情報につきましては、humanaugmentation.jp
というウェブページで展開していますので、ぜひご覧になって

ください。以上が、私からの講座活動の紹介と展望になります。
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パネルディスカッション

ドミニク・チェン

博士（学際情報学）、2017 年 4 月より早稲田大学文学学術院・
准教授。メディアアートセンター NTT InterCommunication
Center[ICC] 研究員を経て、NPO コモンスフィア（クリエイ
ティブ・コモンズ・ジャパン）理事／株式会社ディヴィデュ
アル共同創業者。2008 年 IPA 未踏 IT 人材育成プログラム・
スーパークリエイター認定。企画開発したアプリ「Picsee」と

「Syncle」がそれぞれ Apple Best of 2015 と 2016 を受賞。
NHK NEWSWEB 第四期ネットナビゲーター（2015 年 4 月～
2016 年 3 月）。2016 年、2017 年度グッドデザイン賞・審査
員「技術と情報」「社会基盤の進化」フォーカスイシューディレ
クター。著書に『謎床：思考が発酵する編集術』（晶文社、松岡
正剛との共著）など多数。訳書に『ウェルビーイングの設計論：
人がよりよく生きるための情報技術』（BNN 新社）、『シンギュ
ラリティ：人工知能から超知能まで』、（NTT 出版）。

上田 岳弘

1979（昭和 54）年、兵庫県生れ。早稲田大学法学部卒業。大
学卒業後ベンチャー企業の立ち上げに参加しその後役員とな
る。2013（平成 25）年、「太陽」で新潮新人賞を受賞し、デ
ビュー。2015 年、「私の恋人」で三島由紀夫賞を受賞。2016
年、「GRANTA」誌の Best of Young Japanese Novelists に
選出。2017 年、小説「キュー」を、文芸誌「新潮」と Yahoo!
JAPAN スマートフォン向けサイトで同時連載開始。2018 年、

『塔と重力』で芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。著書に『太
陽・惑星』『私の恋人』『異郷の友人』『塔と重力』がある。

上田 本日は、お忙しい中、足をお運びいただきありがとうござ

います。また花粉が飛び交う中、来ていただきましてありがと

うございます。僕も今日は、アレグラ FX を飲んでドーピング

してまいりましたので、よろしくお願いします。作家の上田岳
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弘です。

チェン 起業家で情報学研究者のドミニク・チェンと申します。

よろしくお願いします。今日、実は上田さんと初対面なんです

が、全く打ち合わせをしていません。先ほど楽屋で、一人ずつ

講演をするというよりは、リラックスした感じで話しながら、

お互いが用意した資料を見せるという感じでいきたいと思い

ます。

上田 僕の簡単な紹介を味八木さんからも頂きましたが、さらに

僕から付け加えて申し上げますと、いわゆるキャリア的には、

純文学といわれる分野でデビューしました。ただ、よく「SF
と純文学を掛け合わせたような作風」だと言っていただいてい

ます。

僕自身は、いわゆる SFを書こうという気持ちはあまりなく、

今書かれるべき作品を書こうとすると、自然と SF 的な要素が

入ってくるというのが、実感に近いです。まさに今回のシンポ

ジウムの題目と言いますか、“Future is already here” という

ところで、「すでに未来はある」ということは、非常に実感とし

てあります。
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特にデビュー作の『太陽』という作品だと、例えば、最後に

は太陽が爆発してしまって人類が滅びながら太陽を含めた太陽

系そのものが金になってしまうであったり、次に書いた『惑星』

という作品では、ベタな言い方をしますと、『新世紀エヴァンゲ

リオン』や昔で言うと『AKIRA』とか、そういった人間が全部

一緒くたにひと塊になってしまって新たな次元に行くというよ

うなモチーフを使って、純文学でありながら SF というものを

書きました。

先ほどもお話しいただいたのですが、そういった流れで昨年

の９月ぐらいに、新潮と Yahoo! JAPAN にコラボしていただ

きました。『新潮』はもちろん純文学をやっている雑誌ですか

ら、そこで連載しながら、それを同時に「Yahoo! JAPAN」の

スマホ向けサイトに週２回掲載していくというプランを今やっ

ています。

こういったシンポジウムで紹介するのもなんなのですが、

今スマホを持っている方がいらっしゃれば、やんごとなき理

由によって、ぜひ Yahoo! で検索していただきたいのですが、

Yahoo! のスマホのサイトで「上田岳弘スペース『キュー』」と

打っていただくと、僕の小説が今すぐ読める*50ということに *50 https:
//bibliobibuli.
yahoo.co.jp/q/なっていますので、宣伝っぽいですけれども、どうぞよろしく

お願いします。

その中でやはり、せっかくスマートフォンでやるというとこ

ろで、「ならでは」の趣向を凝らしてやっていきたいというの

が、Yahoo! の方からもありました。わかりやすいところで言

えば、もちろんスマホで見ていただいたら結構ですが、読みな

がら動く挿絵が出てくるということをやっています。具体的に

言いますと、こちらです。『キュー』のテーマというのが、僕の

作品全般でもそうですけれども、何と言うのでしょう、人類の

進化をテーマにしています。人類が進化していく中で、必ず通

るだろうポイントというものを設定しています。

164

https://bibliobibuli.yahoo.co.jp/q/
https://bibliobibuli.yahoo.co.jp/q/
https://bibliobibuli.yahoo.co.jp/q/


いわば「技術的特異点」なのですが、最初は言語の発生か

ら始まって、合計 18 個を設定しています。現実世界の「今」

は９番目まで来ていて、その次に起こるのが、よく言われてい

る「一般シンギュラリティ」という設定ですね。シンギュラ

リティという言葉に「一般」というワードを付け、「一般シン

ギュラリティ」です。その次は、「寿命の廃止」です。こういっ

た今後起こるであろう、技術的特異点みたいなものを作品の中

でも描きますし、それを一つ一つ動く挿絵として作ってみよう

というところで、全部で９回の連載予定ですが、１回の掲載ご

とに一つ一つ作っていくことになっています。今、７話まで

やっていますので、パネル自体は９個あるのですが、最後２つ

はまだ、作成中ですね。特に見ていただきたいのが、僕の作品

のテーマ全般に関わるところですが、「個の廃止」というのを、

permission point ＝技術的特異点として設けています。それ

がこの画像です。イメージとしては、最初こういった個人が核

を持ちながらバラバラに存在しているのですが、統合できるも

のは全部統合していって、大きな一つの個になっていく感じで

す。イメージを伝えて作っていただいたのですが、それがこう

いった形です。因数分解に近いイメージです。今、書かれるべ

き小説を考えていくと、自然と僕の中ではこういったものが

入ってきてしまいます。純文学の中では若干浮いているという

か、異質だと思われていますね。

チェン 「個の廃止」とおっしゃいましたか。

上田 はい、そうです。

チェン それは結構強いメッセージ性を感じますね。というの

も、僕の起業した会社の社名も dividual で、individual ＝個

人の反義語にしたからです。上田さんは、これからの時代では

個は廃止されていく流れなのじゃないかとお考えですか。

上田 そうですね、技術的特異点を 18個設けていますが、最初
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の９個は発生系。言語の発生とか、活版印刷の発生とか、ある

いは法律の発生とか、鉄器の発生とかなのですが、フィクショ

ン的な想像力をもちろん加えてのことですが、一般シンギュラ

リティ以降は全部廃止系です。個の廃止から寿命の廃止、性別

の廃止とか、そういうふうに「発生」して、一般シンギュラリ

ティを経て「廃止」していくというような、流れになってい

ます。

チェン 「一般シンギュラリティ」とお呼びになっているのは、

いわゆる世間一般でカーツワイルが広めたような意味での技術

的特異点のことですか。

上田 そうです。

チェン 「一般」という名前も不思議ですね。汎用人工知能

（AGI）と特化型 AI の違いは良く議論されますが。「特殊シン

ギュラリティ」というものもあるのでしょうか。

上田 何でしょう。

チェン あまり聞くと話のネタバレになってしまいそうですね

（笑）。

上田 僕は少しひねくれているので、フィクション的に、ちょっ

と違うぞというニュアンスを付けたかったんだと思いますね。

チェン 俺のシンギュラリティは少し違うぞ、みたいなことで

すか。

上田 技術的特異点はなにも一般的に言われている「シンギュラ

リティ」だけじゃないぞ、ということですね。ちなみに、「一般

シンギュラリティ」の動く挿絵がこちらです。べき乗に粒子が

増えていって、だんだんセーブが利かなくなっていくような、

こんなイメージです。最後は海みたいな波のようなもので終わ

るということです。こういったものは Takram *51 さんという、 *51 https://www.
takram.com/

技術的に非常に卓越したものを持っているデザインカンパニー

が作成されています。７つはもう発表済みなので、あと２つで
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すね。

チェン 小説でこういう、ダイナミックな挿絵というか、「挿動

画」を作るというのは、あまり観たことがありませんね。

上田 おそらく他ではやっていないと思います。取り組み的に結

構先進的なので、なんというんでしょう、世間は若干戸惑って

いる感じがあるかと思います。ただ、文学の未来を指し示すも

のの一つになるんだろうと僕は思っていますし、手ごたえもか

なりありますね。

チェン 先ほどのウィリアム・ギブスンさんの動画の中で、彼が

ゲームセンターでゲームに熱中している若者とか、コンピュー

ター産業の人たちのテッキーな言葉を聞きながら、意味は分か

らないけれども、想像を膨らませて『ニューロマンサー』の世

界をつむいだということと比較すると、すごく面白いですね。

Takram の皆さんと「もうちょっと爆発的にお願いします」と

か、そういう変数をいじるみたいなことに SF 作家として同席

しているという光景も面白いです。そこで出てくるヴィジュ

アルを見て小説のインスピレーションが湧くとか、そういう

フィードバック効果はありますか。

上田 それはもちろんあります。描写に何となくこのイメージを

使ってみようとしてみたり、そもそも、もともと無いものを、

イメージを伝えて作ってもらうという形なので、今までの小説

の挿絵とは全然違ったインスピレーションを得るというのはあ

りますね。ちなみにこちらが「性別の廃止」です。どちらが女

性、どちらが男性か分からないですけれども、増えていって、

一緒くたになっていくということです。

チェン いろんな分断されているもの、二項対立を廃止していく

という流れとして書いている、そこに上田さんの強い思いがあ

るということなのですか。

上田 やはり世の中ってすごくフラットになっているような気
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がしています。例えば、生まれ持った能力差による格差や、そ

ういったものは無い方が世の中的には進んでいるだろう、進歩

しているだろうというのが、一般的な考えだと思います。なの

で、放っておくというか、今の流れでいくと、どんどん格差も

含めた差というのは廃止するのが正という風に進んでいくので

はないかなと思います。

チェン それは上田さんがそうなってほしいと思っているとい

うよりは、そうなってしまうだろうということですか。

上田 そうなってしまうんだろうと思います。それが良識であ

ると思われているとは思うのですが、そういったものに素朴な

疑問をぶつけたいなと作家としては思っていますね。詳しくは

Yahoo! で「上田岳弘『キュー』」と検索していただくと、今す

ぐにでも読めますが（笑）。

チェン なるほど、面白いですね。私自身、先ほど少し言いま

したが、株式会社ディヴィデュアルという会社を 10 年前に立

ち上げました。この名前は、先ほど上田さんからもご推察いた

だいたように、ジル・ドゥルーズというフランスの哲学者が考

えた概念を指しています。彼は 90 年代に自殺してしまうので

すが、最晩年に情報管理社会に関する短い論稿を残しました。

その中で出てくるのが、全ての人間はデータの束となって分割

されていくだろうということです。銀行口座やクレジットカー

ド、その他のあらゆる個人情報というデータとして、社会のな

かで認識されるようになるだろうと考えたわけですね。その中

にディヴィデュアル（dividual）という言葉が出てきます。イ

ンディヴィデュアル（individual）は個人という意味ですが、

この「イン」（in）というのは否定形なので、それ以上分割で

きない個体ということです。ですから、世界に上田さんという

統合された人格は一人しかいなくて、それは絶対的に唯一の存

在であるという、そういうふうに個人というものを捉えて社会
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を構成していったのが、西洋近代社会です。それがある種、逆

のベクトルに行くだろうと、ドゥルーズは読みました。つまり

ディヴィデュアルというのは様々な属性に分割できる人間であ

り、人格は社会的に不要になる。一人の人間の中に複数性がそ

もそもあるというのが彼の哲学です。それがテクノロジーに推

し進められたことを悲観的な文体で書いて、死んでしまいまし

た。当時、情報化しつつあった社会に向けたドゥルーズの批判

的遺言だというふうに捉えられていたのですが、僕なんかはこ

れを読んだ時はむしろワクワクして、良い意味で個としての人

格というものから解放されるのではないかと思いました。

つまり社会の中でもキャラを演じなければいけない重圧と

か、空気を読むとか忖度とか、いろんな言葉が今、飛び交って

いますが、僕たちの近代社会がベースにしてきたものをテクノ

ロジーによって違う存在に変化していける、変容していけると

いう可能性を感じて、自分の会社名にしました。

上田 僕はいわゆる、ディヴィジュアルという言葉から、先ほど

ご覧いただいた「個の廃止」をイメージします。先ほどドミニ

クさんがおっしゃったように、データの方にどんどん集約され

ていくという中で、「僕」という存在をなるべく精緻にデータ化

して、ドミニクさんも同様にデータ化していくと、おそらく共

通するものがあるのではないでしょうか。概念論的で恐縮なの

ですが、その場合共通するものを一つにまとめてしまっていく

と、共通しない部分に関しては固有性があると言えると思いま

すが、他は省略してもデータ的な価値は変わらない。ある種の

因数分解ですね。データ的には世界の実存の量を変えずに保つ

には、随分「個」は減らせるというか、そもそもこんなに人数

は要らないのではないかというふうになっていくと思います。

データ的に因数分解ができてしまうと、実体の方がむしろ後

から合ってくるのではないかと、直感ですが、そういうふうに
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思います。なので、ディヴィジュアルの本質というのは、どち

らかというと、シチュエーションやケースバイケースで何か変

わるというよりは、そういった因数分解可能性というふうなこ

とだと、僕は思っていますが、そのあたりはどうですか。

チェン そうですね、ドゥルーズが書いたイメージはそのような

ことだと思いますが、そこから発展させていけば、最大公約数

的なパターンマッチングに使える概念でもあるのではないかと

思います。データの束と化しているのは事実だけど、だからと

いってそれだけなわけがない。因数分解できる存在だけでは、

つまらない。僕が思っているのは、情報化できないものという

か、確定的に記述できないものというのが、コンピューターを

突き詰めれば突き詰めるほど現れてきているのが、今日という

時代の面白さだということです。人間を単純な要素へ還元でき

てしまうこと、人の「しょうもなさ」みたいなものが科学やテ

クノロジーによって明らかにされてきていると同時に、人間に

はいまだに単純化不可能であったり意味不明なところがあるこ

とも分かってきている。その両極端が浮き彫りになっている気

がします。

例えば、機械学習を使って、それこそ今日のテーマの一つで

ある、文学の世界とか散文のデータを与えて解析し、例えば、

男性と女性、白人と黒人の固有名詞を与えて、それぞれのケー

スでの語彙の共起頻度を機械学習を使って計ってみると、女性

や黒人の固有名詞の方が否定的なニュアンスの語彙と一緒に登

場しているという研究があります。

それは、人間はやはり自分たちでさえも意識できないよう

なバイアスを持ってしまっているということを、機械学習のお

かげで分かったということですよね。逆にそのようなテクノロ

ジーがなかったら、はっきりとその事実を認識することができ

なかったわけです。そのような技術のもたらす認識の拡張は、
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僕は素晴らしいことだと思っています。

つまりその事実を元に、じゃあそういう僕たちが気付けな

かったバイアスに気付けたということは、そうではない人間に

なる可能性が出てきたということです。

上田 逆に言いますと、何となく神秘だったものが、そういっ

た機械学習によって神秘じゃなくなってしまったという味気無

さを、やはり感じてしまって、特に純文学は、いわゆる神秘性

や芸術的な何かというのを突き詰めていく分野でもあります。

どこまで解析が可能なのかということをやっていって、残るも

のは何だろうという疑問を抱えながら筆を進めるという書き方

を、僕はしています。つまり SF 作家のつもりではないのです

が、どちらかというと SF 的に見られるのは、極力数式的な文

章で書いてみたり、あまり詩情を持たせないように書いてみた

り、極めて散文的に構築していって、それでも残る芸術性って

何だろうというのを考えて書いています。機械学習的なところ

で、神秘的な領域がどんどん減っていく中で、それでも残るも

のをどう追究していくのかが、僕のテーマであったりもします。

チェン すごくいいパスを頂いたのでいいですか（笑）。

上田 どうぞ。

チェン 自分のやっている研究活動について、少しだけ説明しま

す。これは『Positive Computing*52』という本が MIT Press *52 https:
//mitpress.
mit.edu/books/
positive-
computing

から 2015年に出て、それを去年仲間と翻訳しました。邦題が

『ウェルビーイングの設計論*53』となっていて、ウェルビーイン
*53 ラファエル A.
カルヴォ, ドリア
ン・ピーターズ (著),
ビー・エヌ・エヌ
新社, 2017 https:
//www.amazon.co.
jp/dp/B06ZYQRMM1

グという言葉が入っていますが、これは主に心理学や医学、予

防医学などで使われている言葉です。ウェル（well）ビーイン

グ（being）で、心の良い状態を意味します。心理学的ウェル

ビーイングとか主観的ウェルビーイングといった用語の使い分

けがありますが、要は happiness（幸福度）というものを要素

分解するという考え方です。幸福度や充足度というのは単一指
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標なので、「上田さん、happyですか」みたいなのを聞かれて、

「まあボチボチです」みたいなふうにしか答えられないですね。

上田 そうですね、絶対的な指標がありません。

チェン 絶対的な指標がありません。このウェルビーイングとい

うのはそれをまさに因数分解していくみたいな発想で、複数の

構成概念に分けます。いろんな流派があって、ある理論だと５

つとか、別のものだと３つとか、様々です。心理学的な被験者

実験をベースに、アメリカではこういうふうにやったらウェル

ビーイングが上がったとか、アジアだと西洋の手法が全然利か

なかったとか、そういう議論が行われています。

この『Positive Computing』という分野は、先ほど出てい

た ACMの会とか、HCI（Human Computer Interaction）系

の学会でも分科会ができたりしています。こういう PC からス

マホまで、わたしたちを取り巻くテクノロジーデバイスは、一

体全体どうやって人間の心理に長期的に作用しているかという

ことを問題にしているのです。短期的な指標というのはたくさ

んあるのですが、生活に落とし込んだ時に数年スパンでどうい

うインパクトがあるかということはまだしっかり研究されてい

ません。

個々人の心理もそうですが、その人と周囲の家族や友人、同

僚との関係性というのも含めてどう変わっていくのか、どうそ

れを良い方向に持っていけるのかという、そういう事を実証的

に議論するような領域なんですね。

ただ、これを突き詰めていくと、味気ない世界になりかねな

い。つまり、お互いの心理的なハッキング方法を熟知すると、

お互いが喜びそうなことをして、どっちがどっちをより喜ばせ

られるのかというテクニックの競い合いみたいな、おかしな事

になりかねません。だから、人間の自律性というものが問題に

なります。
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上田 問わず語らずの世界になりそうですね。

チェン はい。でも、このような人間心理には個体差や文化差

が、研究が進むほど出てくるというのが非常に面白いのです。

そして、文化差と同時にある種の普遍性みたいなものというの

もあるんだなということも同時に気が付いています。

オーストリアのリンツで 40年ほど前から、「アルス・エレク

トロニカ」というメディアアートの世界的なフェスティバルが

あります。僕は去年、そこの「Future Innovators Summit*54」 *54 https://ars.
electronica.art/
ai/en/fis/という謎の合宿に招聘されて、４日間初対面の人とチームを組

まされた上で缶詰にされて、お題を議論しまくるということを

しました。僕のグループのテーマは「Future Humanity」だっ

たので、「人類の未来について４日間で答えを出すように」とい

う無茶ぶりを出されました。こんな感じで、いろんなバックグ

ラウンドの人が集まっていて、すごく面白かったです。そして、

最終的にこういう問いにたどり着きました。

人間の知能を模倣するとか超えるとか、どんどん拡張してい

こうという話は世の中に多いのですが、人類の感情というもの

が果たして成熟していけるのかということについてディスカッ

ションしました。だから、その場で SF の話がたくさん出てき

ました。中でも、テッド・チャンの小説の話が出てきて話が盛

り上がったので、その時のスライドを持ってきました。

僕たちのグループからは複数のアイデアがあがりました。一

つは、これは左の写真が大阪大学の安藤英由樹先生という工学

系の研究者と今、一緒に共同研究しています「心臓ピクニック」

というデバイスがあります。聴診器を心臓に当てると、それと

くっついているボックスが自分の心臓と同じように震え始めま

す。自分で自分の心臓を手に取ってみたり、もしくは目の前の

人の心臓を触ってみたり、心臓を外部化して触ってみるという

デバイスです。これをその場でみんなやっていました。そこで、
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感情の成熟というテーマに基づいて、人の死を悼むという行為

は、果たしてオーグメントされてきたのかという話になり、実

は弔いという行為はテクノロジーとあまり密接には結び付いて

こなかったことに気づきました。例えば、「たまごっち」の葬式

というのがありますが、それは仏式の儀式をテクノロジーに当

てはめただけですよね。

上田 弔いというのは数値化できないということですか。

チェン 弔うとは一体何かということについて、僕もまだ確固た

る答えは持っていませんが、主観的な体験なので数値化はでき

ませんよね。

上田 なるほど。

チェン 議論の場では、このデバイスを使って、家族や大切な人

の心拍を生前に記録しておいて、当人が亡くなった後にその人

を偲ぶ時に、データを再生して手のひらで心拍を感じるという

のはどうか、という僕の学生のアイデアを提案しました。

実際に先月、その学生とプロトタイプを作って都内で展示を

行いました。実際の制作時には、個人の心拍をただ録音して再

生するだけではなくて、それをただ感じるだけだと生々しいと

いうか、一方的に過ぎるという意見が出てきました。だから、

これを手のひらで持っている、生きている人間側も自分の心拍

をそこに重ね合わせて感じるという仕様になりました。そのこ

とによって不可視の存在である故人というものと向き合う場を

見立てるということです。

もう一つ考えた仕様で、未実装ですが、これを一対一のデ

バイスではなく、家族のお墓がイエという共同体の象徴として

機能してきたように、家族の心拍が次々に継ぎ足されていくと

いうものです。おじいさんとおばあさんや両親など、家族の合

成心拍が醸成されていく。これもまた、個人というものをもっ

と大きな集合の要素として認識する考え方だと言えるかと思い
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ます。だから、これはドゥルーズ的なディヴィデュアルという

よりは、前近代的な共同体の認識をテクノロジーによって助け

る、ということかもしれません。

いずれにせよ、死者と生者の関係性というものを二項対立的

に捉えるのではなく、もっと連続的に考えることはできないか

ということで、作ってみたものです。

上田 写真ができたことによって、死者との関係性が変わったよ

うに、こういったデバイスが増えていくことによって、それは

また変わっていきそうな気もしますね。

チェン 写真の発明というと 19 世紀ですよね。今から 150 年

以上も前に、写真というメディアの登場によっていろんな議論

が社会の中で巻き起こって、「魂を取られる」という不思議な迷

信も生まれたわけです。そこから、今日の遺影に見られるよう

に、写真が慰霊や葬祭の風習に果たしてきた役割というのは、

とても大きいですね。

さっきテッド・チャンの話を出しました。『Story of Your
Life』という、かなり初期の短編小説ですが、これもある意味、

死者と生者、未来と過去が交錯する意識についての作品です。

おととし、『ARRIVAL』という映画になって、日本だと『メッ

セージ』という邦題になりました。柿の種みたいなかたちをし

た宇宙船にタコ型宇宙人がいっぱい入っていて、彼らが不思議

な言葉をしゃべっています。それを解読するために、ヒロイン

の言語学者が宇宙船の中に乗り込むのですが、一言で要約しま

すと、その宇宙人たちは不思議な時制の文法を持っています。

過去と現在と未来が分かれていないというか、むしろグルグル

回っているような文法でコミュニケーションしている。ヒロイ

ンがそれを解読していくと、だんだん宇宙人たちの感覚が体の

中に入ってきて、まだ到来していない未来の自分の子どもの誕

生を「思い出す」という、不思議としか言いようのない状況が
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描写されます。

僕は映画よりも原作の方がより感動したのですが、やはり文

章を使ってそういうあり得ないことが書けて、それを想像して

心が突き動かされるというのはすごく面白い。ロジックとして

は破綻している事象に、人間は共感することができる。

上田 日本語で文章を書いていっても、不思議なんだけれども、

ここは過去形の方がいいとか、ここは現在形の方がいいとか、

半ば決定論的にきまっていきます。それって本当に感覚としか

言いようがないものです。もしかしたら、それはもう、先ほど

の機械学習のような形で分析できるのかもしれませんが、やっ

ぱり文章って不思議だなと思います。「文」というものに、現在

も過去も未来も全部入っているという感じがします。

チェン そうですね。僕は昔からグレッグ・イーガンやテッド・

チャン、そしてケン・リュウといった作家たちの SF が大好き

でした。彼らは優れた物語を通してインスピレーションを与え

る存在だけど、お金を儲けるとか未来を予測するとか、そうい

うなにか役に立つために書いているわけではない。だからバー

チャルリアリティやオーグメンテッド・リアリティなどの研究

で行われていることと SF が、インスピレーションの源とその

具現化という関係性を築けるのはとても面白いですね。

上田 なるほど。

チェン それと同時に、テッド・チャンの描く過去と未来が混在

するありえない時制、円環的な時間とでも言うようなものが、

小説という言語メディアで描けるということもすごく興味深い

です。その時に、先ほど、上田さんは一般シンギュラリティと

いう話をされましたけれども、人類が手にした最初の技術的特

異点というのは、やはり言語と文字の発明なのではないかと思

います。

上田 ちなみに、最初はそれにしています。18 個ある
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permission pointの中の最初は、言語の発生です。

チェン 完全同意ですね。

上田 ありがとうございます。

チェン 言語以外でこのような感覚を体験できないだろうか、と

いうことを合宿で議論したんです。これはまだ、どうやって実

現したら良いかもわからないアイデアですが、テッド・チャン

の小説に出てくる宇宙人やヒロインのように、私の今 6 歳の

娘の遥か未来を思い出すということを体験してみたい。たとえ

ば、娘が 70歳の状態の映像を AIに描いてもらって、それが定

期的に僕のスマホの中にやってくるという、そういうシステム

を夢想しました。

上田 個人的欲望ですか。

チェン 個人的な欲望です。これをたぶん「研究です」とか言っ

たら、暦本先生にすごい激詰めされると思います（笑）。でも、

まだうまく言語化できないのですが、これが欲しいと強く思い

ました。

なぜかと言いますと、このオリジナルの物語の中で、ごめん

なさい、ネタバレを含んでしまうのですが、彼女は未来に生ま

れる子どもというのが、若くして死んでしまうことも「思い出

して」しまいます。思い出すのですが、最後に子どもを産むと

いうことを決意します。その描写が、一人の親として、ものす

ごく感動的だったんです。

つまり、それは「死ぬと分かっている子どもを産まない」と

いう合理的な判断を下すための未来予測の話では全くないんで

すね。彼女は未来の記憶の中で過ごした子どもとの時間という

ものを、それが早く終わってしまう命であると分かっていなが

らも、それを大切に思う心で産むことを決断します。

僕の子どもはまだ幼くて元気で、亡くなってほしくもないで

すが、何て言えばいいのかな、なかなかうまく言葉にできない
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のですが、お互いの時間の有限性に気付かされることで、より

良く生きられる気がする。同時に、彼女は彼女の自立的な時間

を過ごすということを思い出させてもくれれば、より良い親に

なれる気がする。そういう補助的なツールになるのではないか

という妄想です。

上田 家族の人工的な未来の記憶を生成し、ということは起こっ

ていない未来、起こらないかもしれない未来を創るということ

でしょうか。

チェン そうですね。ただ、実際の正確な未来予測をして、そ

れを生成するということには、あまりフォーカスを置いていま

せん。

上田 あるかもしれない未来を創るということですね。

チェン はい、そうです。

上田 非常に何か文学的な感じがします。

チェン そうですね、文学としての情報システムなのかもしれま

せんね。あらためて SF と工学の関係性というテーマで今日の

この場にお呼びいただいたのですが、ちょうどこういう事を考

えていたんです。

上田 先ほどのお話を聞きながら、僕が考えていたのは、おそら

く相互作用的に今の技術、あるいは予想されている技術から、

作家の方がインスピレーションを受けることもあるでしょう

し、インスピレーションを受けたもので出力したものが、また

工学の方に影響を及ぼすというような、そういった関係性がど

んどん出やすくなっているのかなというふうに思います。

先ほど、あるかもしれない未来を創って送ってくるなんてい

うのは、ある意味 SF的でもあるし、文学的でもあるし、今まで

無かった感情を呼び起こすようなツールでもあると思うので、

ぜひ開発していただきたいと思います。僕も娘が生まれて今、

２歳ですが、使ってみたいですね。
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チェン ありがとうございます。キャッチボールについてです

が、たぶん一人の人間の中で SF 作家であると同時に工学者で

あるということもあり得るとは思うのですが、それって一体ど

ういうことなのかは明快ではなかったりする。先ほどのウィリ

アム・ギブスンさんにしても、意味不明なコンピューター業界

の連中のジャーゴンがある種詩的に聞こえて、そこから空想を

膨らませて、あのようなめちゃくちゃ面白い世界を書いて、そ

れを暦本先生が読んで、JackInを実現して、みたいなのはそれ

自体がいろいろねじれている現象ですよね。

上田 そうですね。それを読んでまた、未来を予想してそれを避

けるというのはあるかなと思います。

チェン 座談会にそろそろ突入しそうな感じの時間になったと

思います。

言語と工学についてもう一つだけ議題を提出させてくださ

い。最近、エンゲルバートの 62 年の論文「AUGMENTING
HUMAN INTELLECT: A CONCEPTUAL FRAMEWORK*55」を *55 https://www.

dougengelbart.
org/pubs/
augment-
3906.html

読み返していまして、彼はそこでまさに「オーグメンテッド・

ヒューマンインテレクト」、拡張された人の知性の話をしてい

るわけです。エンゲルバートは、世界で最初にマウスを作った

人で、この画像で手にしているのが、木でできたマウスですね。

この論文の中で、彼は言語的相対論の話をしています。あの

有名な「サピア＝ウォーフ仮説」です。ざっくりいうと、ある

言語の言葉でしか知覚できない感情のニュアンスがあるという

ことですね。

実は言語的相対論はいろんな論争の種でもあって、そんな

ものは無いとか、先天的に備わっている生成文法というものが

正しいとか、いろんな話があるのですが、時間がないので飛ば

します。ただ、言語的相対論は 20 世紀の中盤、さまざまな領

域の科学者にインスピレーションを与えたんですね。エンゲル
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バートもさきほどの論文のなかで「俺は新しいウォーフィアン

だ。ネオ・ウォーフィアンだ」と言って、面白い実験をしてい

ます。ペンの先に重しを付けて、それで字を書くと、「ほれ見た

ことか、字が汚くなっただろう」と言って、「これはだから悪い

ツールを使うことで人間の知性が de-augment したんだ。だ

からきれいに書けて相手に伝わるということこそが、問題解決

能力としての知性を向上させるんだ」と言っています。これは

奇妙な言語的相対論の解釈です。「ツールが悪ければ人間はい

くらでも馬鹿になる。でもツールが良ければ人間の知性はいく

らでも拡張できる」という話をしています。サピアとウォーフ

は知性の向上や減少という話はしておらず、多様性の話をして

いたわけです。彼らより前に同様のことを考えていた 19 世紀

の学者のなかには、言語的相対論を人種差別の根拠にしている

人もいましたが、エンゲルバートの考え方はそのような危うさ

があります。

僕はこの論文を読んで、面白いけど、同意できません。文学

好きの僕は小説家の汚い原稿を見てワクワクします。例えば、

いま映しているのは折口信夫の生原稿なんですけれども、これ

をエンゲルバートが見たら「de-augment された原稿だ」と

言うかもしれません（笑）。しかしそれこそ文学研究者とかは、

こういう筆跡の中からこの作家がたどったであろう思考のプロ

セスというものを追跡しようとするわけです。

上田 編集者は誤字脱字の感じで精度を見るとか、その時の筆乗

り具合を見るとか言います。

チェン そうですよね。タイピングでも誤字脱字でそういうノリ

が分かるということですね。タイプトレースというソフトウェ

アとハードウェアを作ったのですが、そういうデジタルの生原

稿を記録するようなシステムです。東京都写真美術館で、舞城

王太郎さんという三島由紀夫賞受賞作家にタイプトレースで新
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作の小説を３ヶ月間書いていただき、そのプロセスを全部記録

しました。再生ソフトウェアと連動して動くキーボードという

ものも展示していました。

これを見にきた人たちの反応がとても面白くて、居もしない

作家の気配とか息遣いがスクリーン越しに感じられるというコ

メントをたくさんの人が異口同音におっしゃられました。そこ

に何かあるのではないかと考えて、今、これのウェブ版を作っ

ていて、被験者を集めて認知実験をやっていますが、このプロ

セスが再生されるチャットとそうでないチャットで、定量的に

何か違いが生まれるのではないか、みたいなことを実証しよう

としているところです。味八木さんの所でやられている研究と

も後で詳しく情報交換したいと思います。

味八木 確か、恵比寿で展示されていて、私も実際に見に行きま

した。

チェン ありがとうございます。

味八木 当時まだ SSD が付いていない頃のノート PC って、衝

撃を検知してハードディスクの回転を止めるために全部加速度

センサが付いていました。その加速度センサの値を使って打鍵

圧を取って、この人はこの時に感情がたかぶりながらタイプし

ていたのだというのを記録するということを、暦本研で初期の

頃にやっていました。それがもうすでに先にやられているとい

うのを当時知って、とてもショックを受けたというのを覚えて

います。
図 17: Expres-
siveTyping (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
expressivetyping2/).

チェン それは光栄です。でも、僕たちは打鍵圧を取りたくても

取れませんでした。そこまでは行けませんでした。今の話を聞

いて衝撃を受けています（笑）。SSD の加速度センサ、その手

があったんですね。

味八木 確かにこれをウェブでやるというのは、いいですね。

twitter でそれを書いていた時の気配であるとか、感情みたい
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なのが再生されるというのは、かなり面白いと思います。

暦本 文字の大小は何によって変わるのですか。

チェン これは入力にかかった時間によって自動的に変化しま

す。下限と上限のレンジは設定で変えていますが。日本語の場

合は顕著ですが、ある文字列を入力して、変換を確定させるま

でに時間がかかります。そこの時間を測定していて、長ければ

大きくなって、短ければ小さいままということになります。こ

れはただのギミックなのですが、これを外す場合と付けた場合

でも、受ける印象が違ったりします。

暦本 これが打鍵圧であればそのあたりは。

チェン そうです。ぜひ共同研究をお願いします（笑）。

味八木 実はギブスンさんにインタビュー行った時に、「執筆風

景を撮影させてください」というふうにお願いをしたのですが、

最初「撮らせてあげられない」というふうに言われました。

チェン そうなんですか。それはなぜですか。

味八木 実際にはさっきの映像には入っていますが、とても拙い

感じで打たれるのを撮られるのが嫌だったようです。

上田 あれはフリではなくて、指一本で打たれているのですか。

味八木 本当にああいうふうに打たれているらしいのです。それ

でもすごい文章を推敲して、「一日に書き始める時に、その作品

の頭から書いている所までを必ず読んで推敲してからその次を

書き始める」みたいなことをおっしゃっていました。本当にそ

ういう地道なサイクルでやられているのだなというのを見て、

驚いた部分です。

チェン それはすごいですね。でもそのギブスンさんのテクニッ

クによって生まれる感覚は、なんとなく分かる気がします。と

いうのも、テクノロジーが、自分の中の意識のプロセスを外部

化することで行動が変わるという、まさにヒューマンオーグメ
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ンテーションの効果があるのではないかなと思っていて。

たとえば先ほどの心臓がありますね。これはまだちゃんとエ

ビデンスを取ってないので、観測値の話なのですが、緊張して

いる時、人間の心拍は高まります。自律神経系なので、当然、

心臓を自由自在にスピードアップしたりダウンしたりできる人

なんていうのはいないです。呼吸はできるのですが、心臓はで

きません。

その時に「心臓ピクニック」で、自分の早まった心拍の感情

を手のひらで感じると、３分ぐらいじっと触っていると、BPM
が落ちてくる人が中にはいます。それはなぜなのかというのを、

ちゃんと検証しないといけない話ですが、仮説としては、外部

化できることによって、つまり情動系が自分自身を客観視でき

ているのではないかということです。つまり頭の中で、これは

俺の心臓だなって意識で思っているよりももっと低い無意識の

レイヤーで、体が反応して落ち着くみたいなことです。

上田 視点が一段メタになるという感じでしょうか。

チェン 逆に意識が低次元になる感じでしょうか。

上田 自分が逆に低くなるんですね。
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チェン 低次元の層で処理してしまう、つまり意識まで上らな

いレベルでそういうことが起こっているということですね。今

のギブスンさんの書き方の話を聞いていた時に、タイプトレー

スで一度、8,000字の原稿を書くというのをやってみたんです

が、一フレーズ書いてはそれを再生して、次のフレーズを書く

という方法でやってみました。すると、どんどん自分の書いた

ものに突っ込みを入れまくるような書き方になって、普段とは

違う文体になりました。これは論文を書く時はいいのではない

かと思います（笑）。自分の論理のアラに対して自分で突っ込み

たくなります。それはなぜかと言いますと、すごく単純でパパ

パッと再生されているというのを見るだけで、その文章の動き

にエージェンシーというか、ある自律的な挙動を感じてるのか

もしれない。

上田 僕はあまり見返さないタイプです。初稿においてはで

すが。

チェン バーッと書いちゃうんですね。

上田 テンションが下がってしまいます。

チェン 分かります。

上田 「俺こんな事書いたか」と思うと、恥ずかしくて進めなく

なってしまいます。

チェン 校閲の時はどうですか。

上田 ゲラを直す時ですね。

チェン そうです。

上田 それの時はやむなく向き合うという感じです。

チェン あまり好きじゃないんですね。

上田 あまり好きじゃないです。

チェン 僕も大の苦手です（笑）。

上田 恥ずかしいです。
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チェン テンションというのはありますよね。

上田 ありますね。先ほどおっしゃったように、確かに論文を書

くに当たっては、突っ込みを入れるモードで、パパパッと浮か

んでくるのがいいのかもしれません。ある意味、ちょっと冒険

的な事を書こうという時には、相応の機能が無い方がいいかも

しれません。

チェン そうなってくると、テクノロジーを捨てて、勢いだけ

で生きていく人たちと、テクノロジーによって全てを記録して

バックアップを取るみたいなことです。

上田 先ほどのタイプトレースみたいに、勢いがちゃんとログ

として残っているので、より勢いを付けられるというか、思い

切った事ができるというのも、テクノロジーの一つのメリット

ではないかなと思います。

チェン これももしかしたら、最初に写真が登場してきた時に、

大いに戸惑う人たちがたくさん出てきたように、いったん慣れ

てしまうと、このタイプトレースで書いても勢い良く書けるよ

うな、タイプトレース・ネイティブみたいな一般の人たちが生

まれてくるかもしれないというのはありますね。

上田 かもしれないですね。今の若い人たちを見ていると、写真

を撮ったりとか動画を撮ったりとか、すごく普通じゃないです

か。僕らが子どもの頃って、「動画を撮るぞ」となったら身構え

たような気がします。

チェン 失敗しちゃいけないみたいな、心理的ハードルが高かっ

たですね。

上田 あと、動画を撮られたみたいなのがありましたが、今、す

ごく心理的なハードルは低いですね。

味八木 タイプトレースを使うことで、ある種、自分の文章を

客観的に見られるというのは、かなり「ジャック・イン」で客

観視することで自分の運動が改善するのではないかというふう
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に、私たちの研究にもつながるところがあるように思います。

少しフロアからの質問の時間も残しておきたいので、このあた

りで少し暦本先生の用意してくださっている、スライドの方に

も移っていきたいと思います。

暦本 スライドですが、今日の話がどういうふうに転がるかも全

く予測しないで作りました。最初に、いまのお二人のお話を聞

いて急遽作ったスライドで、用意してきたのとさらに若干違う

話から始めたいと思います。

最近、4Kとか 8Kとかの映像も使えるようになり、バーチャ

ルリアリティも普及してきています。何て言うのでしょう、イ

マーシブに大量の情報を伝えられるような世界が身近にありま

す。われわれもジャックインとかを作っていたわけです。　一

方、私は俳句が個人的に好きでして、俳句は 17 文字しかあり

ません。ところが、17 文字であっさりバーチャルリアリティ

を超える世界ができているものは、いっぱいあるのですね。私

が好きなものを少し紹介したいと思います。今ちょうど桜の季

節なので：

ちるさくら海あをければ海へちる

高屋窓秋という方の戦前の句です。これは現実でない状況で

すね。海へ散るという意思が桜にあるわけではないので、あく

まで想像世界なのですが、言われると脳の中に鮮烈にイメージ

が浮かびます。VR 的に浮かびます。海があって桜が引き寄せ

られるようになっているというものです。

これは、おなじ高屋窓秋のたぶん最高傑作と言われている句

です：

頭の中で白い夏野となつてゐる

ほぼ完全にクオリアだけでできているような句です。これを
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8Kや VRで表現するのは無理かもしれない。しかし、日本人な

ら何の前提もなくともこれを読めば、たぶん伝わるものがあり

ます。夏が白いというのは、相当なジャンプですが、「白い夏

野」と言われて、夏の記憶の比喩として割とすんなり分かる。

でも、「比喩」を VRで表現するのは非常に難しい。

つまり、言葉は意味を伝えているというよりも、脳の APIを
うまくたたくコードなのではないか。それを発見するのが、文

学ではないかという気がしています。だから俳句のような短い

コードで、われわれの中にクオリアを作れる。ソニーは、映像

や音響を作っていますが、究極はもしかすると 8Kではなくて、

17 文字で超絶体験をつくるデバイスかもしれない。そういう

究極もあるかもしれないと思っています。

人類が言語を獲得する以前は、アルタミラとかラスコーの壁

画のようにガーっと描いていたわけです。あれはむしろ 8K や

VR っぽいですが、非常に抽象化した事を効率良くコード化で

きる技術としての言語を発明したことによって、表現の手段が

広がっていったと思います。

一方、絵画は写真が発明された後、抽象画に行ったのは、そ

こでたぶん絵として、ビット数の追求ではない手法が開拓され

た。ピカソみたいに、一見すごく単純にみえて、パッと本質が

伝わるというのも、ある種、脳をたたく新しいコード、人間に

何かを伝えるための新しい手法を開拓したのではないか。そう

すると、純粋な文学が SFに近づくというのは必然かもしれない

と思っています。こういう事の実験の中から生まれるものなの

ではないかなと思います。もしかすると、技術によってジャッ

クインみたいに伝えようというのも、だんだんこういう事を分

かろうとしながらやっているのかなという事があります。それ

が今、お二人の話を聞いての感想です。

さて、もともと準備していた話は、もう少し普通と言ったら

あれですけれども、寄付講座なので、SF と科学の関係、「サイ
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バーパンク」とか「サイバネティクス」とか、『ニューロマン

サー』の頃って、どんな事だったのかという、短いレクチャー

をしようと思います。

最近読んだこの２冊がめちゃくちゃ面白かったです。一冊目

が『サイバネティクス全史*56』。これは『サピエンス全史』を *56 トマス・リッド, 作
品社, 2017. https:
//www.amazon.co.
jp/dp/4861826527

もじった訳名ですが、原題は『Rise of the Machines』とい

う、『ターミネータ２』の副題ですね。この本は、ウィーナー

(Norbert Wiener) とか、『ニューロマンサー』のギブスンさん

の SF など、1940 から 1990 年代ぐらいの、サイバネティク

スにまつわる事例が出ています。もう一冊が『サイバネティッ

ク SFの誕生*57』。これはギブスンさん以前の、サイバーパンク *57 パトリシア・S.
ウォリック, ジャス
トシステム, 1995.
https://www.
amazon.co.jp/dp/
4883094154/

誕生直前ごろまでの SF についてです。たまたま書いた時期が

『ニューロマンサー』直前だったから入ってないのですけれど

も、それでも『サイバネティクス全史』の「前史」という意味

では、すごく面白いです。

また、この人をご存じですか。超すごい人で、バナール

(John Desmond Bernal) という人です。物理学者ですが、『宇

宙・肉体・悪魔 (TheWorld, the Flesh and the Devil)*58』と *58 宇宙・肉体・悪魔―
理性的精神の敵につい
て, J.D. バナール, みす
ず書房, 1972.

いう本を 1929 年に書きました。この本がガチでして、ブレ

インネットワークも出てくるし、さきほどのような個がネット

ワークに収束していくみたいなネタも書いてあります。バナー

ルは物理学者なのですが、当時の科学者のメッセージとしては

飛び抜けています。1929 年なので、当然、コンピューターも

何も無い時代です。なのに、脳の機能が機械がだんだんリプレ

イスされるだろうとか、そういう事が書いてあったりします。

昨今の AI 論やシンギュラリティ論みたいなものの基本はすで

にだいたい網羅されています。

これがテレプレゼンスの元祖、ハインライン (Robert A.
Heinlein) の SF 短編『ウォルド (Waldo)*59』です。テレオペ *59 魔法株式会社 (ハイ

ンライン傑作集 3), 早川
書房, 1982.レーションの元祖です。1942 年の作品なので、コンピュー
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ターが発明される以前に、テレプレゼンスという概念はあった

ということです。

そうこうしているうちに、これが非常に重要な、コンピュー

タサイエンスにとって重要な、ウィーナー (Norbert Wiener)
の『サイバネティクス (cybernetics) *60』という本が 1948 年 *60 サイバネティック

ス―動物と機械にお
ける制御と通信, 岩波
書店, 2011. https:
//www.amazon.co.
jp/dp/400339481X

に出ます。「サイバネティクス」という言葉はウィーナーが発明

した用語です。「船の舵を取る」を意味するキベルネテスという

ギリシャ語がサイバネティクスの語源なので、コントロールセ

オリーだったのですが、一世を風靡しました。この時にもシン

ギュラリティ的な議論が多く起きています。人間とはつまると

ころ機械なのか、人間は機械に置き換えられるのではないかと

いう議論です。ウィーナーも『人間機械論』を書いています。

ウィーナーは実はオーグメンテッド・ヒューマンの先駆者で

もあって、感覚変換実験をしています。この写真は、音を指先

の触覚に変換する装置です。何とヘレン・ケラーさんも試した

と言われています。ただヘレン・ケラーさんは、あまり伝わら

なかったと言っていますが。今、たぶんこういうのをやりたい

人も多いのではないでしょうか。感覚のサブスティテューショ

ンみたいな実験を 1950 年代に既にやっていたということで

すね。

1950 年代は技術的に自律ロボットが作れないので、むし

ろ、テレプレゼンス型ロボットが大流行していました。写真は、

油圧でやっている、テレマニピュレーターです。コンピュー

ター制御は無いのですが、こういうふうに人間がマニピュレー

レータを動かすと遠隔でロボット動作するというのが、当時

多くありました。そして、サイボーグ (cyborg) という言葉が

1960年に発明されました。

これは、アーサー・チャールズ・クラークの『プレイボーイ』

に掲載されたエッセイ “Machina ex Deux” です (1961 年)。
このクラークのエッセイは後に『未来のプロフィル』という本
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の一章に、“The Obsolescence of Man” として収録されてい

ます。人間がオブソレートされるというテーマなので、マシン

が人間に置き換えられるとか、昨今言われているような議論が

はやくも登場しています。『プレイボーイ』ってあの『プレイ

ボーイ』ですけれども、こういった、サイエンス的にすごく重

要なエッセイとかが載ります。クラークの『2001 年』の次の

作品（『2010 年宇宙の旅』(2010: Odyssey Two)) も最初は

『プレイボーイ』に連載されていました。

クラークはこのエッセイで、“Tools invented man” と言っ

ています。クラークの言葉としては「充分に発達した技術は魔法

と区別がつかない (Any sufficiently advanced technology
is indistinguishable frommagic)」がとても有名です。これ

もおなじ「未来のプロフィル」に登場するのですが、私はむし

ろ “Tools invented man” に興味をひかれます。人間が技術を

発展させたのではなくて、道具が人類を発明したのだというこ

とです。当時非常にホットだった用語、サイボーグについては、

クラークは「鉄の肺を持つ人間をサイボーグと呼ぶことができ

ると考えられるが、その概念はそれよりもはるかに広い意味を

持つ。いつの日か十分に洗練された機械と人間が結合をなすこ

とができるようになるだろう」と言っています。この辺はも

しかするとウィーナーを意識しているところかもしれません。

ウィーナーの cyberneticsはコントロールなのですが、クラー

クは制御だけでなく人機一体的に、「単に制御するのではなく、

（人間が）宇宙船、潜水艦、テレビネットワークそのものになる

ということだ」ということを、1961 年、ちょうど私が生まれ

た頃に言っています。

私が最初に夢中になった漫画はこれです。石ノ森章太郎さん

の『サイボーグ 009』。これは時間軸的にすごく早いのです。

1960 年に「サイボーグ」という言葉が発明され、そのわずか

４年後にサイボーグをテーマとする漫画が描かれてるのは驚く

190



べきことです。インターネットも無い時代、石ノ森さんは漫画

のテーマをもとめて、いろいろ世界の技術を探索する旅をして

いたそうです。その結果、非常に早い段階で『サイボーグ 009』
という漫画になりました。ロボット工学者で、子供のころ鉄腕

アトムに影響を受けたという方がいますが、私の場合は『サイ

ボーグ 009』で、子どもの頃に夢中になってそのままやってい

ます。

1970年に、『「機械化人類学」の妄想』という小松左京さん

が書いたエッセイがあります。『季刊人類学』という、梅棹忠

夫さんが編集していた人類学の専門誌に書いています。ここで

も、人機一体とかサイボーグという概念が出てきます。

そして、1980年に、『OMNI』という、今で言う『WIRED』

みたいな当時の未来テクノロジー雑誌に、MIT のミンスキー

(Marvin Minsky) が「テレプレゼンス」のエッセイを書きま

す*61。ここですごく面白いのは、こういう科学技術的に重要な *61 https://web.
media.mit.edu/
~minsky/papers/
Telepresence.
html

概念が、学術論文ではなく『プレイボーイ』や『OMNI』など

の一般誌に、エッセイやかなり SF に近い感じで書かれている

ということです。

そして、いよいよギブスンさんが登場します。実はここに実

物を持っておりますが、サイバーパンク短編, 『クローム襲撃

(Burning Chrome)*62』が、『OMNI』に初めて掲載されまし *62 https://www.
amazon.co.jp/dp/
4150107173た。これがサイバーパンクことはじめで、「サイバースペース」

という言葉が初めて登場した記念碑的作品です。最初は「オノ

=センダイ・サイバースペースデック」というプロダクト名と

して登場します。「オノ=センダイ」というのはこの小説の世界

観ではソニーみたいなハイテク企業です。この写真はギブスン

さんにオムニにサインしてもらっているところです。ギブスン

さんは私と同じ左利きだったので、それもすごくうれしかった

のです。

ちなみにニューロマンサーは「チバ・シティ」からはじま
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りますが、ギブスンさんに「なぜ、チバ・シティなのですか」

と聞きました。ギブスンさんの小説に日本語がぱらぱら出てく

るのは、奥さんがブリティッシュコロンビア大学で日本人の学

生に英語を教えていたからだそうです。日本から語学留学で来

る学生さんを教えていて、ギブスン先生は日本語をしゃべらな

いですが、家の中で断片的に日本語が聞こえてきた。そういう

単語にインスパイアされたと。そのとき、一人だけ、あまり出

来のよくない日本人の学生さんがいたらしいのです。語学留学

しててもすぐ日本に帰ってしまった。「彼はどこから来たのだ

ろう」と言ったら、「チバ」だったと（笑)。千葉の方がいらっ

しゃったら、すみません。という伏線があって、その都市名を

小説に使ってみようと思ったのがチバシティだったそうです。

ちなみに「千葉って行ったことありますか」と聞いたら「な

い」と言っていました。「当の学生さんは、この『ニューロマン

サー』に使われたことを知っているのですか」と聞きましたら、

「いや、知らないんじゃないかな」と (笑)。まさかこの有名な小

説のテーマになったとは、その挫折した学生さんは思ってもい

ないでしょう。

さて、Burning Chrome が掲載された『OMNI』は 1982
年なので、時代感からするとこんな感じです。同じ号に載って

いる唯一のコンピューター広告は、この IBM PC。世の中的に

はまだ 8ビットパソコンの時代です。ギブスンさんがビデオの

対談でテレビゲームと言っていたのは、今みたいな 3D ではな

く、インベーダーとかパックマンぐらいのものです。そういっ

たゲームでも、子どもがウーッとなっているのを見て、この子

の感覚は完全に電子世界に入り込んでるんだな、と感じたのが

ジャックインだったのではないかなと思います。つまり、ギブ

スンさんが言っている「未来はすでにここにある (the future
is already here)」いうのは、当時のサイエンティストは未来

を先取りしている、ということだけではなく、町中にある普通
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のゲームセンターでの風景に、未来が垣間見えたのではないか

なと思います。

当時はいろいろ勃興期でした。1982 年、全く同じ頃には

『TRON』という映画が登場します。東大の坂村 (健)先生がやっ

た TRONというプロジェクトは、この名前から非常にインスパ

イアされています。世界最初のコンピューターグラフィックス

によるディズニーの映画です。事実上、VR やサイバースペー

スっぽいですが、まだこの時代には「バーチャルリアリティ」

という用語が発明されていないので、みな違う言葉で呼んでい

ました。

1983年、私が非常に好きな、ダグラス・トランブル監督の

映画『ブレインストーム (Brainstorm)』が公開されます。ダグ

ラス・トランブルは『2001 宇宙の旅』の特撮監督でもありま

すが、この人が自ら撮った、ブレイン・マシン・インタフェー

スがテーマの映画です。自分の記憶を全部ジャックインして記

録したりネットで送ろうみたいな話の映画です。

最近、VTuberがはやっていますが、世界最初の VTuberは
『マックスヘッドルーム』かもしれません。これはテレビドラマ

で、『マックスヘッドルーム』という、この CGみたいなおじさ

んは、コンピューターの中に存在しないヴァーチャル人格、と

いう想定でした。まさに VTuberです。当時のコンピューター

グラフィックス技術だと、この映像をリアルタイムで動かせな

いので、実は CG っぽくメイクをした現実の俳優が演じていま

す。ポリゴンぽくメイクしてハイコントラストで撮っている

わけです。人間なので、当時の有名な TV ショー、トゥナイト

ショーとかにも生出演しています。

ギブスンさんは、翻訳した黒丸尚さんのことを、日本語が分

からないにもかかわらずものすごく高く評価していました。日

本でニューロマンサーが根付いたのは黒丸さんの翻訳があれば

こそだったと。“Cyberspace”を「電脳空間」と訳したのも黒

193



丸さんですね。いわゆる黒丸文体というのですが、漢字にルビ

を振ります。この文体が日本におけるサイバーパンク SFに大き

く影響を与えた。伊藤計劃さんもそうですね、黒丸文体によっ

て日本のサイバーパンクが確立したともいえる。Twitter に黒

丸 bot ツイッター*63がありますが、あれが Burning Chrome *63 https:
//twitter.com/
burning_chromaとバーニングクロマ (黒丸) を掛けているらしいです。　以降

は、日本だと、攻殻機動隊が来て、これは漫画版ですが、アニ

メにもなり、われわれが思うサイバーパンクみたいな世界が広

まっていったというのが、駆け足な『ニューロマンサー』前後

の話でした。

そうやって振り返ってみますと、今日のテーマなのですが、

科学か先か SF が先かというのは、ほぼないということがわか

ります。お互いに刺激しています。つまり、“Science inspires
SF, and SF challenges science”。これはピクサーの創業者ラ

セター (John Lasseter) が言った、“Art challenges science,
and science inspires art.” のもじりですが、空想は科学に挑

戦し、科学は空想を刺激するのだと思います。

ミンスキーとか、アーサー・チャールズ・クラークがいま

す。クラークは、SF作家ですが科学者でもあります。静止衛星

の概念を発明しています。ミンスキーは SF 作家ではなくて科

学者ですが、先程の『OMNI』にテレプレゼンスのエッセイを

寄稿していますし、ヴァーナー・ヴィンジの『マイクロチップ

の魔術師』という、サイバーパンクの元祖みたいな作品に、も

のすごく長いあとがきを書いています。そういう意味では SF
作家と科学者というのは、相互に近い所にあると思います。

実現性が低いものを「そんなの SF に過ぎない」と揶揄する

人がいますが、これは SF だよ、これはサイエンスだよと切り

分けるのではなく、マインドとしてはかなり融合した事を、わ

れわれはやりたいなと思っています。また、そういう発想がで

きる人材が、これから重要だと、非常に強く思います。
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私は放送大学客員教授でもあるのですが、放送大学でなくて

「妄想大学」をやりたい（笑）。妄想力をどのぐらい強められる

かという教育をしたい。何かを実現しろといった時に、「じゃあ

0.7 妄想ぐらいにはしますかね」というようなのがすごく重要

です。どんなに荒唐無稽な事を言っても、ばかにされるだろう

みたいなことは、たぶん絶対ないというふうに思っています。

一番下が小説家ジュール・ヴェルヌ (Jules Gabriel Verne)
の有名なクォートで「人間が想像できるものは人間が実現でき

る」。さっきネットで調べたら本人が言ってない説やねつ造説

もあり若干がっかりしていますが、いずれにせよもっとも重要

なのは想像力・妄想力かなというのが、私からの振りでした。

上田 そうですね、非常に面白く拝聴しました。科学が先か SF
が先かってありますが、要は科学も SF も接近してきていると

いうところはあると思うのですが、ある意味、科学の最先端、

SFの最先端というのが、先ほど神秘という話も出ましたが、そ

れぞれに芸術というしかないものに接近しているなと思ってい

ます。SFで描かれていたものが、純文学としても描き得るとい

うのが現代ですから、そのへんの接近というものを、僕は作家
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としては追究していきたいなと、お話を聞きながら思いました。

暦本 さきほどのヴォネガットの「坑内のカナリヤ」理論とい

う、炭鉱の中にカナリヤを飼っておくと、カナリヤが最初に苦

しがることで、そこの空気がおかしくなっているというのにい

ちはやく気づく、という意味で、SF作家は坑内のカナリヤであ

るべきみたいなことです。

ギブスン先生が言った、今の社会をとてもユニークな目で

拡大して見るのが、SF かもしれないということです。未来を

単純にプレディクションするのを、ギブスンさんは、“Capital
F Future” と言っています。官製の科学技術ロードマップみた

いなのが、大文字 F の “Future” ですね。そうではなくて、今

すでにあるここに顕在化している何かというのは、われわれ

がまだ気付いてないかもしれないという、そういう小文字の

“future”、それを見せてくれるというのがとてもあると思い

ます。

チェン 今のお話の中で、俳句の話から始められたのは、すごく

印象的かつ非常にうれしく思っています。藤原定家の歌で、「見

渡せば 花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮」という有

名なものがありますが、これは最初に「花も紅葉も」と言って

一旦イメージを生成させておきながら、それが「無い」といっ

てシーン切り替えを行うというすごいものがありますが、これ

は言葉だけで脳内 VR を喚起していますね。だから、解像度の

話は面白いです。僕はローレゾ至上主義と高解像至上主義の間

を揺れ動いているというか、どっちも面白いと感じてしまう。

何の話かと言いますと、ゲームの話だと分かりやすいのです

が、例えば、ソニー的な文脈でいえば、最近すごく売れまくって

いる「モンスターハンターワールド」という PS4のゲームがあ

ります。あれは高解像度の極致なわけです。目を凝らすとジャ

ングルの中をトカゲが動いていたり、一匹の昆虫がふらふら飛
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んでいたりします。そのすごさもあるのですが、他方で 1986
年の「ドラゴンクエスト 1」の 128色しか使えない世界で、必

死に目を凝らしてドットとドットの間に「無い」イメージを投

影して世界観を味わっていました。極端な事を言いますと、文

学作品を読むのと、ヘッドマウントディスプレイを付けて VR
空間を可視化するというのと、その違いだと思っています。

結局、それってどういう関係性なのかなと考えている中で、

もしかしたら情報技術というものが、どんどん人にものを見せ

るという方向に進んでいるとしたら、例えば、俳句であるとか

文学というものは、その読み手が自分の中で自律的に生成する、

つまり見せられて見えるのではなくて、自分から見ようとして

見ているみたいな、別種のスキルみたいなものだと思います。

今日のテーマでいえば、「見立て」と妄想力は紙一重ということ

ですね。

だとしたら、それを二項対立で分けるのではなくて、つなげ

るのだとしたら、もしかしたら情報技術というのは、そういう

もともと世界にあふれているバーチャルリアリティのトリガー

に気付きやすくなるための補助輪というか補助具のようなもの

だと僕は考えています。その先に俳句のように、17 文字だけ

で無限の光景が描写できる世界がある。情報技術はそういう所

に連れていってくれるための、ビギナーのための練習道具なの

かもしれません。

僕は今、文学学術院という所に所属していますが、一人で

3D プリンターとか Unity やウェブプログラミングとかやっ

ていて、「お前は一体何をやっているのだ」とよく聞かれます

（笑）。しかし、僕の中ではそういうふうに自然につながってい

るんだと自分を納得させているんですが、その両方を自然と味

わえている暦本先生は格好良いなと思います。

最近、世の中で多いのは、その両方が接続せずにいがみ合っ

てる場面がありますね。文学研究者は「バーチャルリアリティ
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は底が浅いよね」とか言いがちです。工学系の人たちも、「文

学なんて古いっしょ」みたいなことを言いがちです。みんなが

みんなそんな事を言っているわけではないと思いますが、そう

いう２つを切り分けるよう考え方がまだまだある中、緩くグラ

デーションでつながっていけるということに希望があるように

思います。
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質疑応答

味八木 もしフロアの方からも、この部分をもう少し話してほし

いみたいなことがあれば、拾っていきたいというふうに思いま

す。何かある方は挙手いただけますか。では、前の方お願いし

ます。今、マイクを持っていきますので、少々お待ちください。

質問者１ ご講演ありがとうございました。僕が最初に疑問に

思ったのは、最初のビデオにおいてウィリアム・ギブスンさん

が「AI というのは、ハイブリット」っていうお話をされてい

たと思うのですが、それが僕はピンとこなくてずっと考えてい

た結果、インディヴィジュアルとディヴィジュアルの違いと

か、インディヴィジュアルというのが素因数分解した結果、共

通データはあるということです。それをディヴィジュアルとい

うのは、最小公倍数的な捉え方ができるのかなと思って、その

結果、インディヴィジュアルは新たな約数を作り出すというの

が、AIとのハイブリットなのかなという考え方を、僕はしたの

ですが、その点について皆さまのお考えというのをお聞きした

いなと思います。

暦本 とても高尚なコメントですね。たぶん上田さんの「個が消

滅していく」ということにもすごくつながるのですが、昆虫だ

とスーパーオーガニズムというのがあります。アリとかハチと

いうのは、一匹一匹は大したことがないのですが、巨大なアリ

塚とかを作っている種全体が、一個の巨大な有機体みたいにな

るわけです。われわれは現状はそうではなくて、哺乳類は基本

的には個別とか小グループで生きているのですが、もしかする

と、だんだん昆虫的なスーパーオーガニズムみたいに変化して

いくのかもしれないという、何となくの予測はあります。ギブ

スン先生はそこまで明確には言っていないですが、そこに収れ

んしていく所には、ヒト × ヒトだけではなくて、たぶんヒト
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×AIのハイブリットみたいなのも含まれると思います。種全体

のスーパーオーガニズムかつサイボーグみたいな、というよう

なところもあるのではないかと思います。

チェン ソニー CSL の笠原さんがやられている「Supercep-
tion*64」なんて、まさにそんな感じですね。人間同士で４人と *64 https://www.

sonycsl.co.jp/
tokyo/3918/かで「ジャック・イン」し合って鬼ごっことかすると、最初は

すごく戸惑うのですが、４人の視覚を同時に見ることに適応し

て、何となくそのシステム内で行動ができるみたいな、あれは

人間が人間じゃなくなっていくような感じがします。

上田 暦本先生の話にありましたスーパーオーガニズムは日本

語で言うと「超個体」ですね。今の人間の形態はいわゆる「群

体」であって、その二項対立というか、在り方の違いというの

を、僕が今書いている『キュー』という小説で、一対のテーマ

として扱っています。

チェン すごく面白い質問だなと思っていまして、今日は話しそ

びれたのを、今、しますと、「共話」というものに興味を持っ

ています。これは水谷信子先生という方が研究された言語学の

概念です。二人以上の話者が種を共有したりしながら、共同で

文章を完成させていくということです。これは一体何なのかと

言いますと、日本語の日常会話というのはほとんどこれなんで

す。たとえば二人以上でしゃべる時を考えると、今はマイクを

渡し合って、はっきりとターンテイクしていますね。でも友達

とか家族とかと「今日の天気さあ」と、ここでフレーズの完成

を放り投げると、Ｂが受け取って「ああ、気持ちいいよね」と、

その先を読んで一緒に完成させていきます。
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これはめちゃくちゃ面白いなと思ったのが、共話を英語とフ

ランス語でも試してみたのですが、やってみたらすごく不自然

で難しいんです。実は日本語というのが、共話というものが非

常に頻繁に起こるということを書かれています。いろいろ調べ

ていきますと、例えば、能という伝統芸能の中でも、自然とワ

キとシテが共話をしながらクライマックスを迎えるみたいなこ

とが出てきます。これはいわゆる対話と共話というもので分け

ると、対話ではＡとＢがまさにターンテイクしていく会話の形

式と比べると、共話ではＡとＢが「ジャック・イン」しあうよ

うになる。つまりＡが話している途中にＢがかぶせて、またＡ

がかぶせて、Ｃが途中で入ってくるみたいな。例えば、僕自身

も、相手と共話が発動する座談会というのが時々あります。一

人一人が発表して、質問し合っておしまいといういわゆるアカ

デミックスタイルではなくて、こうやって話している間もいつ

でも「ジャック・イン」しあうような座談会が盛り上がってく

ると、あの時、誰が何を言ったかをお互い覚えていないんだけ

ど、確実にそういう会話が行われたという記憶しか残らない状

態になる。当然、Ａがこう言った、Ｂがこう言ったということ

は、アカデミアでは区別しないと議論にならないわけですが、
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共話的な時はもっとぐじゃぐじゃとなって、まさにそれがイン

ディヴィデュアルとディヴィデュアルの話につながりますが、

個体同士が重畳し合っている感覚というのが生まれてきます。

これは言語構造を掘っていきますと、実は日本語の会話

を支えているもので、あいづちというテクニックがすごく重

要だという話に行き着きました。英語だとあいづちのことを

backchannel という不思議な言葉を使いますが、英語と比べ

ると日本語の会話には 2.6 倍もあいづちが多いという研究結

果があります。いかにあいづちを打ったり、相手に打たせたり

するかというのが、自然な日本語をするためにすごく大事だと

いうことを、水谷先生は外国人留学生たちの指導をしながら分

かったのだそうです。

こういう喋り方を英語でやると、すごく幼稚なしゃべり方に

映って、逆に酷評されるということがあります。これで何が言

いたいかと言いますと、つまり日本語という固有の言語的技術

を使うことによって、「ジャック・イン」や「個体融合」みたい

なことが微小なレベルで起こっているのではないかということ

です。

ですから、今仲良くなりたいから共話でいこうとか、明日は

プロジェクトを進めなければいけないから対話で行こうとか、

そういうふうに言語という外装可能なテクノロジーを使い分け

ることができるんですね。

上田 ありがとうございました。もう一点、僕が言いたいのは、

たぶん今の人間の形というのは、必ずしも最終形態ではなくて、

テクノロジーの進歩によって変わっていくものだと思っていま

す。サイボーグの話も出ましたが、そういった意味でそれに紐

づくというか、文学も当然変わっていく中で、ある意味では、

今作家としてはチャンスだなと、個人的には思っています。

味八木 他に何かご質問のある方はいらっしゃいますでしょう
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か。一番後ろの方、お願いします。

質問者２ 今日は貴重な講演をありがとうございました。

「ジャック・イン」とかで仮想を現実空間に近づけるというの

で、それができると時間とか距離の概念は壊れると思います。

だからこそ AI も人間も介入できない、今ある圧倒的なハード

の価値を、どうお考えかお聞きしたいです。例えば、この空間

とか、ここにあるという圧倒的なハードの価値を、僕自身建築

を学んでいる学生なので、建築物みたいな空間とか、そういう

価値って何なのか、お聞かせいただきたいと思います。

暦本 現実空間の、例えば、身体性や物質性というものと、サイ

バースペース上のそれらの表象の違いということでしょうか。

上田 どこまでのものが代替可能なのか、最近よく考えていま

す。例えば、リンゴが二つあるとします。素材的にはほぼ同じ

です。その中の分子構造もほぼ同じでしょう。それでも何かが

違う。例えば位置座標が違いますよね。二つのリンゴは分子構

造まで同じで取り換え可能かもしれないけど、「今・そこ」にあ

るという事実、時間座標と位置座標は今のところ取り換えでき

ない。どこまでが取り換え可能であって、どこからが取り換え

可能じゃないのかということは、結局「座標」に集約されるの

ではないかと思っています。そこを何か文学的に表現できない

かなというふうな事を、今考えているところです。

例えば、二つのコップに入った水でも同じですね。その二つ

はかなりの部分で、取り換え可能です。でもやはり少なくとも

位置座標が違う。取り換え不可能なものを、全て文学で表現し

てマッピングできれば面白いなと思っています。

芸術というのも、取り換え不可能なものを追究する分野であ

るとするならば、何が取り換え不可能なんだろうというところ

で、「座標」というキーワードを用いて作品で追っているところ

です。
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チェン たぶん今、上田さんがおっしゃったテーマは、今日の結

構冒頭から繰り返し出てきているテーマだと思います。どんど

ん科学が人間の感情までも突き詰めていった時に、人間の感情

というものも交換可能というか、いくらでも操作可能なものに

なっていくのではないかという、そういう話があります。

今の質問の射程がどこまで広げられるのか想像しながら考え

てみますと、結局、物質世界というものも、僕たちは非常にバ

イアスの掛かったフィルターで見ているわけで、そういう制約

の多い身体的なアーキテクチャを生まれながらに備えているわ

けです。

例えば、低解像度なデジタル義眼というもので世界を見なが

らも、世界の複雑なパターンの美しさに気付いたりすることも

できるわけです。ですから、解像度が高いとか低いとかという

だけで、その人の主観的なクオリアを計れないとしたら、物質

性というものを特権化するというのは、考え方としてあまり遠

くに行けないのかもしれないと思います。

身体にせよ、テクノロジーにせよ、結局どんなデバイスで

世界を認識するにしても、クオリアというものが生まれるのだ

としたら、別にサイバースペースの中で初めて抱く詩情や感動

というものもあるわけです。ですから、ハードというものがめ

ちゃくちゃ偉いというふうに、僕はあまり思わないです。

暦本 圧倒的なハードですか。さっきの話に戻りますと、バー

チャルリアリティというのは、時制が表現できないんですね。

「ここに星があった」とバーチャルリアリティでは過去形が言

えません。「今あります」という現在形しか言えない。われわれ

が言語で表現しているものの一部分です。言葉だと時間の短縮

というのもよくあります。「国境の長いトンネルを抜けるとそ

こは雪国だった」は、読むと１秒ぐらいですが、本当に再現す

ると、たぶん数分間ぐらいになる。国境の長いトンネルを実際
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に抜けていくところを表現しないと VR にならないですけれど

も、1 秒間で、というのはできません。こういうところは解像

度などの性能論とはまたちがう。上田さんの小説を読んで非常

に面白かったのは、時制に加えて人称もジャンプしますよね。

上田 そうですね。

暦本 瞬間的にすごい所に行ったり、あるいは主人公だけれど

も、自分を未来から振り返ったり、すごく自由自在に動いてい

て、あれはリアルなファーストパーソンのリアルタイムのリア

リティだけではないところがものすごくあり、そこは 8K など

のハードを追求するだけでは、まだ表現できません。ただ、そ

もそも表現すべき目的なのか、どうかもよく分かりません。と

いうのは、メディアが違ったら、違う事をするのは当然なので、

音楽でできる事と言語でできる事は違うのは当然で、あえて交

換しなくてもいいのかもしれない。それでも、違いがあるとい

うのは、とても面白いと思いました。

上田 そうですね。本当に言葉というのは不思議で、１億年を１

秒で言えたりとか、それがいろんな時制で言えたり、書いてい

てどこまでむちゃくちゃな事ができるのかというのをやってい

るので、たぶんそんな感じになってくると思います。
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暦本 それに脳は結構ついていきます。「あっ」とか「おっ」と

か。擬態語ですみません。そういう感じで分かってしまうこと、

それが脳の API をうまく叩けたときの感じではないかと思い

ます。

上田 読めるのが不思議ですね。こんなの書いてしまうのだ、と

いうのが非常に面白いです。

味八木 最後に一件、もしあればお願いします。

質問者３ ありがとうございます。先ほどのお話を聞いていて

思ったのですが、脳がどこまで新しいというか、今まで無かっ

たものを認識して、自分のものとして実感するかというのを、

たぶん皆さん突き詰めながら少しずつ研究されていると思いま

す。それはどこまで行くかという実感というか目途みたいなも

のは、何となくつかんでいらっしゃるのでしょうか。つまり実

際にはないものを本物のように見せるという、嘘を信じ込ませ

ることを VR とか AR の世界ではやっているのですが、それに

対して脳がどんどん適応して、だんだん本物っぽく感じてくる

わけですね。それって一体どこまで本当に人間は、マトリック

スじゃないですけれども、脳みそだけで本当に生きている実感

みたいなものはあるのかどうかという、何か感覚みたいなもの
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はつかまれていらっしゃいますか。

暦本 つかまれてないです。それはつかめてないのですが、逆

に、いろいろイリュージョンなどで、とても簡単な事で人間が

だまされるということはあります。そこがむしろ面白いところ

で、本当に完全な本物を再現しなくてもいいということです

ね。こことここと、ここだけ突くと、この人は信じてしまうと

いうような、感覚のハックがあります。また脳の API論に近づ

くのですが、そういう実はツボみたいなのがあるということを

探るプロセスかもしれません。真面目に全部再現して、タクタ

イルとかの感覚とか聴覚とか全部再現するのかというと、そこ

にゴールが無いような気もしています。もっとうまい方法があ

るのではないかと思います。

チェン APIというふうに暦本先生がおっしゃっているのは、人

間の感情心理についても同じことが言えて、人間というのはこ

こを突いたらこうなるとか、ここを押せば頑張れるとか、頑張

れなくなるとか、そういう事がウェブの世界ではどんどん分

かってきていて、共通 APIみたいなものがどんどん発見されて

います。でもそれが発見されていけばいくほど、さらに微細な

個体差とか文化差みたいなものも分かってきて、逆になかなか

API よろしくコピペできない領域があるということも、少しず

つ見えてきているのではないかと思います。でも、本当は何の

ためにそういう APIを探しているのかという目的が大事で、企

業のビジネスロジックのためにユーザー心理がハックされると

いうことが起こっている今、ホワイトハッカーが人間の自律性

をオーグメントする方向性が必要なのだと思います。

上田 小説というのは、単なる記号の並べ替えです。ですから、

52 音があって、記号がいくつかあって、それを並び替えてい

るだけです。それが並び替えているので、パターンはパソコン

で計算すれば全て出尽くしているのですが、それなのに面白く
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感じるとか、新しく感じるとかっていうのを模索していくよう

な分野でもあります。今、新しいものって何だろう、面白いも

のは何だろうというのが、記号の並び替えだけで作っていける

というのは、その話は共通するところがあるなと思いながら今

話を聞いていました。

味八木 よろしいでしょうか。年度末のシンポジウムということ

で、非常に充実した時間を共有させていただきました。本当に

ゲストの方々、ご来場のみなさまありがとうございました。こ

の講座は 3年間のうちの 1年目が終わったところで、まだ折り

返し地点にも到達していないのですが、今日のお話の中でも非

常に研究に近い部分から、将来の課題にしていかなければいけ

ない部分までいろいろ見えて、講座の取り組みの方向性の部分

でも多くの示唆があったと思います。

学生の方は来年度のセミナー・サマースクールについて、今

後アナウンスしていきますので、ぜひご参加ください。ちょう

ど１年後にまた、シンポジウムを開催しますので、皆さんぜひ

来年もご来場いただければと思っています。皆さんのご意見を

参考にして、講座の運営も反映していきたいと思っていますの

で、お帰りの際にお手元のアンケートにご協力いただけるとあ

りがたいです。本日は最後までありがとうございました。
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「Human Augmentationポータルサイト」紹介

https://scrapbox.io/humanaugmentation/

東京大学大学院情報学環ヒューマンオーグメンテーション学（ソ

ニー寄付講座）では、人間拡張に関連する研究・技術・書籍・ニュースな

どを収集したポータルサイト『Human Augmentation』を scrapbox
上で運営しています。ヒューマンオーグメンテーション学は、新しい領

域であり、要素技術や応用範囲も広く、既存の研究や技術などのリソー

スを追うことが難しくなっています。そこで本サイトでは、収集した

ヒューマンオーグメンテーションに関する様々な情報を概観し、また

その詳細情報へのアクセスを容易にすることを目的として運営してい

ます。

ヒューマンオーグメンテーション学とは何かを理解し、その先の新

しいアイデアを着想する場として是非ご活用ください。

https://scrapbox.io/humanaugmentation/
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