




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

6



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
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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

22



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 1: 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 2: 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 3: JackIn
Space (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
jackinspace/).

図 4: 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

49



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

53



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。

54



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 5: 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３m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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