




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。

3



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 1: 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*1という自動運転制御ソフトウェ

*1 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*2。これは最近、HCIでもよく使わ *2 3D Printed In-
teractive Speakers
https://www.
disneyresearch.
com/publication/
3d-printed-
interactive-
speakers/

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、音を出すみたいなこ
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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*3という考え方で、 *3 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

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
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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

チーム構成というのは重要だというのを学びました。
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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 2: 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

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。
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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*4。す *4 https:
//ishiguro440.
wordpress.com/
projects/rov-
real-oriented-
virtuality/

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

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
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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。

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
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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*5というポジションがあるんですが、農 *5 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*6は、音声信号処理の

*6武田一哉名古屋
大学教授 http:
//takedalab.g.
sp.m.is.nagoya-
u.ac.jp/

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、
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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）*7 *7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

18



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。

28



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*8。私はホストとして務めさせていただきまして、 *8 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、
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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*9があリま *9 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 3: 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。
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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 4: 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 5: 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*10などを取って、自分で何とかしなさいと言われて取って *10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。
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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

48



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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