




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

2018年 3月 26日、東京大学本郷キャンパス伊藤謝恩ホールに於い

て年度末の公開シンポジウムが開催されました。ゲストにドミニク・

チェンさん（早稲田大学）と上田岳弘さん（小説家）をお招きし、テ

クノロジーと文学の接点から未来の人間性について活発な議論が交わ

されました。
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はじめに

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

マンオーグメンテーション学（ソニー寄付講座）」のシンポジウ

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

けて東京大学大学院情報学環に設置されております。私、本日

の司会を務めます、専任教員の味八木と申します。よろしくお

願いいたします。最初に、オープニングセレモニーとして、と

ても素敵な動画を寄附元のソニー様が用意してくださっていま

すので、まずはその映像をぜひご覧いただきたいと思います。

（動画再生）

今みなさまには、サイバーパンク SFのけん引役となった
『ニューロマンサー』*1の著者ウィリアム・ギブスン氏と、この *1早川書房, 1986,

https://www.
amazon.co.jp/dp/
415010672X

講座を担当しております、大学院情報学環の暦本純一による

対談をご覧いただきました。ギブスン氏の略歴だけ簡単にご

紹介します。1948年生まれで、ちょうど２週間ほど前に 70
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歳になられました。サウスカロライナ州に生まれて、1980年
代に徴兵を拒否して、カナダバンクーバーへ移住されました。

1984年に発表した処女長編『ニューロマンサー』がネビュラ
賞、フィリップ・Ｋ・ディック賞、ヒューゴー賞をはじめとす

る、SF各賞６冠に輝いています。「サイバーパンク SF」とい
う、ジャンルを世に知らしめた代表作家です。ちなみに、「サイ

バースペース」という言葉も、皆さんよくご存じだと思います

が、もともとこの言葉も彼の造語であり、訳語である「電脳空

間」は、この『ニューロマンサー』の翻訳者、黒丸尚さんによ

るものです。このイベントのタイトル「The future is already
here」ですが、この言葉もウィリアム・ギブスン氏がラジオイ
ンタビューで語ったことで有名です。

今回の同氏と暦本先生の対談は、ソニーの企画で実現され

ました。つい先月、私も同行しましたが、カナダのバンクー

バーで撮影が行われました。その際には今回のシンポジウムで

“Future is already here”というタイトルを使わせていただく
ことも快諾くださいまして、趣旨に賛同していただきました。

なお、今ご覧いただいた対談ムービーはソニーのウェブサイ

ト、Storiesというページにて明日から公開され、ご覧いただ
けるようになります*2。皆さん、お家に帰ってからまたご覧に *2 Sony Japan Stories:

サイバースペースを創
造した作家とそれを現
実にする男ソニーコン
ピュータサイエンス研
究所
https://www.

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

なりたいとか、誰かに「こういうムービーがあるよ」というこ

とをお伝えいただくこともできるかと思います。ぜひ、ウェブ

上でもご覧ください。この Storiesは多様なイノベーションと
新しい挑戦で感動を生み出す、ソニーの今を描く動画シリーズ

になっています。ぜひ他のストーリーとともにご覧ください。

私はこの対談の場に同席したと先ほども言いましたが、オ

フショットみたいな形で休憩中に、ギブスンさんが、「非常に

ソニーに対して思い入れがあります。はじめにウォークマンが

出てきた頃にそれを聞いて町を歩くということが原体験になっ

て、いろんな空想が生まれた」という事もおっしゃっていたの
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が印象的でした。今回の Storiesの取材に同行できて、非常に
幸運だったなというふうに、私も思っています。

さらにこのシンポジウムに向けたビデオメッセージも頂いて

いますので、そちらもぜひ合わせてご覧ください。

（動画再生）

何と言えばいいのでしょう、贅沢ですね。このような言葉を

ここにいらっしゃる皆さんに向けて、送っていただきました。

今回の「Symposium 2018」ですが、講座ではおよそ年に
一回シンポジウムをやると決めていて、これが初回のシンポジ

ウムです。普段のセミナーであるとかサマースクールは、どち

らかというと、学生対象ですけれども、より一般の方に広くこ

の講座の活動を知っていただくために、今回のシンポジウムを

企画しました。

今日の予定はこのようになっていまして、暦本先生からこの

後、開会のご挨拶と、私から講座の活動概要を説明させていた

だいて、本日、素敵なゲストのお二方、ドミニク・チェンさん

と上田岳弘さんにお越しいただいていますので、お二人を交え

てパネルディスカッションのような形で、議論を進めていきた

いと思っています。では、はじめに暦本先生から、開会の挨拶

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

エンス研究所に勤めています、暦本です。本日はお忙しい中ど

うもありがとうございます。

冒頭のビデオにありましたとおり、２月にウィリアム・ギブ

スンさんにお会いしてきました。この「Sony Stories」は、ソ
ニーのエンジニアや研究者にフィーチャーして、映像を撮って

くれるという企画です。私の番になった時、「誰にでも会ってい

いと言われたら誰に会いますか」と言われました。それで、試

しに「ウィリアム・ギブスンさんに会ってみたいです」と、ま

さかと思いながら言ったのです。そのまさかが、非常に多くの

方の助力とご協力を得まして何とか細い糸がつながり、実現し

ました。この２月に、ギブスンさんにバンクーバーでお会いし

てきました。対談中、私は完全に舞い上がって何を言っている

かあまり覚えていませんでしたが、いまビデオを見直してみて

「こういう事を言ったんだ」というふうに思い出していました。

ということで、私は個人的には、これで人生の目的は達成して

しまったので、これからは人助けに生きようと、変な確信を思

いながら日本に帰ってきたのを覚えています。

さて皆さん、あらためてですがウィリアム・ギブスンの

『ニューロマンサー』って、お読みになった方はどのぐらいい

らっしゃいますか。（挙手多数）素晴らしい、ありがとうござい

ます。すごく感動しました。最近、こういう講演で質問した時

に、読んでいる方があまりおられない時もあって、寂しいなと

思うこともありますが、今日はさすがです。

本日のシンポジウムは、上田岳弘さんとドミニク・チェンさ

んという、素晴らしいゲストの方がいらっしゃっていまして、

最新の文学や SFの話もお聞きできると思います。サイエンス
フィクションや文学の領域と、科学や技術は非常に密接に関連

し、相互進化しているかなと思っています。今日はその話を存

分にしたいと思います。
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会場の方も Twitterのハッシュタグもありますし、あと、後
半に質疑の時間もありますので、ぜひお楽しみになっていただ

ければと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。あり

がとうございました。

味八木 ありがとうございます。それでは、最初に私から

「ヒューマンオーグメンテーション学（ソニー寄付講座）」のこ

れまでの活動の紹介と、まだこの先２年間残っているのです

が、これからの展望についてご紹介させていただきたいと思い

ます。

本寄付講座、「ヒューマンオーグメンテーション学」という

ふうに名付けているのですが、そもそも「ヒューマンオーグメ

ンテーション学」というものは、まだ存在していません。これ

を学問として体系づけていこうというのが、この寄付講座の目

的でもあります。それは知的能力に限定されずに、身体の能力、

健康も含めて、人間の身体能力を拡張することを想定していま

して、その延長線上には人間とネットワークの融合、人間と AI
の融合、学習能力の拡張があります。どちらかというと、SFに
近いような響きですけれども、こういったものをアカデミック

にきっちりと取り組んでいこうというのが、この「ヒューマン

オーグメンテーション学」の目的です。

４つ領域を定義しておりまして、「身体の拡張」「知覚の拡

張」「認知の拡張」それから「存在の拡張」（図 ??）を柱にして、
研究と教育を行っています。「ヒューマンオーグメンテーショ

ン学」とか「人間拡張学」というふうに名付けたのは理由があ

ります。というのは、「人間拡張工学」という言葉が使われるこ

ともありますが、私たちはそれを工学、エンジニアリングだけ

に限定したくなくて、もう少し幅広い枠組みで学際的研究の推

進と人材育成を行っていきたいというふうに考えて、この名称

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

ライドです。先ほど、暦本先生のムービーの中で言及してい

ましたように、SFのアイデアから非常に研究のインスピレー
ションを得ることが多くあります。私たちのここ数年の研究で

一番中心的なトピックになっている「ジャック・イン」という

アイデアも、もちろんこの『ニューロマンサー』の小説から概

念を拝借し、私たちの中で意味をかみくだいて、今の技術で実

現するとしたらどういう事ができるのだろうかということを契

機に始めた研究です。作品の中では「サイバースペースに接続

する」という意味で「ジャック・イン (jack in)」という動詞と
して用いられています。このアイデアを、今日のイメージセン

サであるとか、画像処理技術を使って実現するとこういうふう

になるのではないかと思って取り組んだのが、2014年のこの
「JackIn Head」です。

図 1: JackIn
Head (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
livesphere/).

暦本先生がかぶっていますけれども、この冠のようなデバ

イスの中に広角のカメラが複数入っていまして、360度の映
像を合成することができるようになっています。全周映像なの

で、その映像を体験する側は、自分の好きな方向に視線を向け

ることができるというのが、一番の売りです。このように、デ

バイスを装着している人の視線と独立に、自分が見たい方向を

向けます。なので、ある種他人の視覚を拝借しているというか、

他人の視覚、知覚情報に接続して、自分がその場を体験すると

いったようなことができます。スポーツと相性が良いというふ

うに思っていまして、このように大車輪するようなスポーツ選

手の頭にこのデバイスを付けることで、このように周囲の情報

をそのまま伝送することができます。画像処理の技術を使って

画像がグルグル回転してしまわないようにする、スタビライ

ゼーションという技術を取り入れながら、快適に視聴できるよ

うな映像体験を作っていくということを、研究としてやってい

ました。
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もう一つ、この「JackIn」というのは、他人の頭に入り込
むというイメージですが、そこから移動することができなかっ

たのです。その部分を解決するために取り組んだのが、その後

のこの「JackIn Space」という研究です。普通のカメラ映像
を見ているのですが、そこからフッと抜け出して、その部屋全

体がどういう状況なのかというものを、このような点々で表さ

れているポイントクラウドという情報に置き換えて視点移動を

実現するといったようなものです。これは RGB-Dセンサとい
う、奥行きが計測できるカメラを使って、空間全体を再合成す

ることでこのような視線移動が可能になっています。先ほどの

ジャックイン・ヘッドは頭に入り込むだけだったのですが、そ

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

の「JackIn Space」です。
図 2: JackIn
Space (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
jackinspace/).

図 3: BodyCur-
sor (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
bodycursor/).

この研究を続けていて面白いと思ったのは、フッと自分の体

から抜け出るような感覚です。体外離脱するような、幽体離脱

感覚というものが一番キーになるのではないかと考えまして、

それが技能の獲得に使えるのではないかということを思い、自

分の運動中の姿勢が常に客観的に見られるシステムを次に作っ

ています。それがこの BodyCursorというもので、これは実際
には体験している人が HoloLensをかぶっているのですが、そ
の HoloLens上に自分の姿勢の骨格モデルが表示されます。要
するに自分の鏡なのですが、幾何的な制約がなく自分の見たい

角度から、自分の運動を客観的に観察してフォームを修正する

ことができるというものです。身体の拡張という意味では、こ

れらが講座の活動の中心になっている現在の研究です。

それから、この１～２週間ほどの間に皆さん、ニュースサ

イトでご覧になった方もいるかもしれませんが、Lunavity *3と *3 https:
//lunavity.com/

いう名前で、人間の跳躍能力を拡張するデバイスにも取り組ん

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

れていて、非常にきれいな動画になっていますが、実際に研究

している現場はもう少し地味で、こんな感じでかなり危険と隣

り合わせで研究しています。実際に本当に飛んでいるのが、こ

のムービーです。かなり本気感のあふれる音ですが、バック

パックで背負ったドローンで推力を出すと自分の跳力が拡張さ

れるのではないかということをやっています。まだなかなかた

くさんの人に体験していただくことはできないのですが、確か

に普段の身体能力が拡張される感覚を人工的に作り出せるとい

うことを確認しています。

このように、現在知覚・身体の拡張にかかわる研究を精力

的に進めていまして、「オーグメンテッド・ヒューマン」とい

う、10年ほど前に始まったこの分野の学会があります。今年
の２月、ちょうど平昌オリンピックの直前に、ソウルで今年の

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

いくつかは、この後の懇談会の時にポスターを会場に並べて説

明していますので、ぜひ実際に研究している学生にも話し掛け

て、研究の話を聞いてみてください。

これに限らず、身体の拡張、先ほど見ていただいたジャンプ

力の拡張、それから「JackIn Space」の他にも、存在の拡張に
ついては、この球形の LEDロボットみたいなもので、これは
「TiCA（チカ）」というふうに呼んでいますけれども、かなり少
ない情報量の提示で遠隔コミュニケーション時の存在感を拡張

するといったようなデバイスです。また、知覚の拡張について

は BodyCursorの他にも、映像体験を拡張するという意味で、
ExtVisionというものをやっています。これは機械学習によっ
て画像を変換する技術を利用して、低解像の映像から高解像の

映像を生成することで、本来無いはずの画面の外の映像を予測

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

図 4: ExtVi-
sion (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
extvision/).

このように研究として、人間拡張を追究するということも

やっていますが、一方の教育の方では、学生と一緒にヒューマ

ンオーグメンテーションのこれからを考えるセミナーを年に 2
回開き、今回のシンポジウムを年に 1回、それから夏にはも
う少し集中的にこの分野の技術を体験するような、サマース

クールを試験的に昨年の夏から始めています。少し形を変えて

今年も開催する予定で、近日中にアナウンスできる予定です。

セミナー 1回目、「知覚の拡張」にフォーカスしたこの会で
は、招待講演に、ヤフー株式会社の安宅和人さまと東京工業大

学の伊藤亜紗先生にお越しいただいて、知覚の拡張に関する議

論が展開されました。それからセミナー 2回目では少し毛色を
変えて、学生やこれから社会人学生になろうと考えている方に

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

これが先ほど少し言及したサマースクールです。合計 3日
間で学生が 36名ほど参加しました。実際に講義スタイルの
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ヒューマンオーグメンテーション学の技術を教えるパートと、

それから学生が自ら主体的にグループを作って、何かものを作

り上げていくといったようなことをやるグループワークのセッ

ション、それからそこで作り上げたものを発表するセッション

というふうに分けて、3日間で取り組みました。というのが、
「今年の寄付講座の活動と今後の展望」という話になります。も

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

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

ドミニク・チェン

博士（学際情報学）、2017年 4月より早稲田大学文学学術院・
准教授。メディアアートセンター NTT InterCommunication
Center[ICC] 研究員を経て、NPO コモンスフィア（クリエイ
ティブ・コモンズ・ジャパン）理事／株式会社ディヴィデュ
アル共同創業者。2008 年 IPA 未踏 IT 人材育成プログラム・
スーパークリエイター認定。企画開発したアプリ「Picsee」と
「Syncle」がそれぞれ Apple Best of 2015 と 2016 を受賞。
NHK NEWSWEB第四期ネットナビゲーター（2015年 4月～
2016年 3月）。2016年、2017年度グッドデザイン賞・審査
員「技術と情報」「社会基盤の進化」フォーカスイシューディレ
クター。著書に『謎床：思考が発酵する編集術』（晶文社、松岡
正剛との共著）など多数。訳書に『ウェルビーイングの設計論：
人がよりよく生きるための情報技術』（BNN新社）、『シンギュ
ラリティ：人工知能から超知能まで』、（NTT出版）。

上田岳弘

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

上田 本日は、お忙しい中、足をお運びいただきありがとうござ

います。また花粉が飛び交う中、来ていただきましてありがと

うございます。僕も今日は、アレグラ FXを飲んでドーピング
してまいりましたので、よろしくお願いします。作家の上田岳
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弘です。

チェン 起業家で情報学研究者のドミニク・チェンと申します。

よろしくお願いします。今日、実は上田さんと初対面なんです

が、全く打ち合わせをしていません。先ほど楽屋で、一人ずつ

講演をするというよりは、リラックスした感じで話しながら、

お互いが用意した資料を見せるという感じでいきたいと思い

ます。

上田 僕の簡単な紹介を味八木さんからも頂きましたが、さらに

僕から付け加えて申し上げますと、いわゆるキャリア的には、

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

ます。

僕自身は、いわゆる SFを書こうという気持ちはあまりなく、
今書かれるべき作品を書こうとすると、自然と SF的な要素が
入ってくるというのが、実感に近いです。まさに今回のシンポ

ジウムの題目と言いますか、“Future is already here”という
ところで、「すでに未来はある」ということは、非常に実感とし

てあります。
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特にデビュー作の『太陽』という作品だと、例えば、最後に

は太陽が爆発してしまって人類が滅びながら太陽を含めた太陽

系そのものが金になってしまうであったり、次に書いた『惑星』

という作品では、ベタな言い方をしますと、『新世紀エヴァンゲ

リオン』や昔で言うと『AKIRA』とか、そういった人間が全部
一緒くたにひと塊になってしまって新たな次元に行くというよ

うなモチーフを使って、純文学でありながら SFというものを
書きました。

先ほどもお話しいただいたのですが、そういった流れで昨年

の９月ぐらいに、新潮と Yahoo! JAPANにコラボしていただ
きました。『新潮』はもちろん純文学をやっている雑誌ですか

ら、そこで連載しながら、それを同時に「Yahoo! JAPAN」の
スマホ向けサイトに週２回掲載していくというプランを今やっ

ています。

こういったシンポジウムで紹介するのもなんなのですが、

今スマホを持っている方がいらっしゃれば、やんごとなき理

由によって、ぜひ Yahoo! で検索していただきたいのですが、
Yahoo! のスマホのサイトで「上田岳弘スペース『キュー』」
と打っていただくと、僕の小説が今すぐ読める*5ということに *5 https:

//bibliobibuli.
yahoo.co.jp/q/なっていますので、宣伝っぽいですけれども、どうぞよろしく

お願いします。

その中でやはり、せっかくスマートフォンでやるというとこ

ろで、「ならでは」の趣向を凝らしてやっていきたいというの

が、Yahoo! の方からもありました。わかりやすいところで言
えば、もちろんスマホで見ていただいたら結構ですが、読みな

がら動く挿絵が出てくるということをやっています。具体的に

言いますと、こちらです。『キュー』のテーマというのが、僕の

作品全般でもそうですけれども、何と言うのでしょう、人類の

進化をテーマにしています。人類が進化していく中で、必ず通

るだろうポイントというものを設定しています。
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いわば「技術的特異点」なのですが、最初は言語の発生か

ら始まって、合計 18個を設定しています。現実世界の「今」
は９番目まで来ていて、その次に起こるのが、よく言われてい

る「一般シンギュラリティ」という設定ですね。シンギュラ

リティという言葉に「一般」というワードを付け、「一般シン

ギュラリティ」です。その次は、「寿命の廃止」です。こういっ

た今後起こるであろう、技術的特異点みたいなものを作品の中

でも描きますし、それを一つ一つ動く挿絵として作ってみよう

というところで、全部で９回の連載予定ですが、１回の掲載ご

とに一つ一つ作っていくことになっています。今、７話まで

やっていますので、パネル自体は９個あるのですが、最後２つ

はまだ、作成中ですね。特に見ていただきたいのが、僕の作品

のテーマ全般に関わるところですが、「個の廃止」というのを、

permission point＝技術的特異点として設けています。それ
がこの画像です。イメージとしては、最初こういった個人が核

を持ちながらバラバラに存在しているのですが、統合できるも

のは全部統合していって、大きな一つの個になっていく感じで

す。イメージを伝えて作っていただいたのですが、それがこう

いった形です。因数分解に近いイメージです。今、書かれるべ

き小説を考えていくと、自然と僕の中ではこういったものが

入ってきてしまいます。純文学の中では若干浮いているという

か、異質だと思われていますね。

チェン 「個の廃止」とおっしゃいましたか。

上田 はい、そうです。

チェン それは結構強いメッセージ性を感じますね。というの

も、僕の起業した会社の社名も dividualで、individual＝個
人の反義語にしたからです。上田さんは、これからの時代では

個は廃止されていく流れなのじゃないかとお考えですか。

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

いは法律の発生とか、鉄器の発生とかなのですが、フィクショ

ン的な想像力をもちろん加えてのことですが、一般シンギュラ

リティ以降は全部廃止系です。個の廃止から寿命の廃止、性別

の廃止とか、そういうふうに「発生」して、一般シンギュラリ

ティを経て「廃止」していくというような、流れになってい

ます。

チェン 「一般シンギュラリティ」とお呼びになっているのは、

いわゆる世間一般でカーツワイルが広めたような意味での技術

的特異点のことですか。

上田 そうです。

チェン 「一般」という名前も不思議ですね。汎用人工知能

（AGI）と特化型 AIの違いは良く議論されますが。「特殊シン
ギュラリティ」というものもあるのでしょうか。

上田 何でしょう。

チェン あまり聞くと話のネタバレになってしまいそうですね

（笑）。

上田 僕は少しひねくれているので、フィクション的に、ちょっ

と違うぞというニュアンスを付けたかったんだと思いますね。

チェン 俺のシンギュラリティは少し違うぞ、みたいなことで

すか。

上田 技術的特異点はなにも一般的に言われている「シンギュラ

リティ」だけじゃないぞ、ということですね。ちなみに、「一般

シンギュラリティ」の動く挿絵がこちらです。べき乗に粒子が

増えていって、だんだんセーブが利かなくなっていくような、

こんなイメージです。最後は海みたいな波のようなもので終わ

るということです。こういったものは Takram *6さんという、 *6 https://www.
takram.com/

技術的に非常に卓越したものを持っているデザインカンパニー

が作成されています。７つはもう発表済みなので、あと２つで
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すね。

チェン 小説でこういう、ダイナミックな挿絵というか、「挿動

画」を作るというのは、あまり観たことがありませんね。

上田 おそらく他ではやっていないと思います。取り組み的に結

構先進的なので、なんというんでしょう、世間は若干戸惑って

いる感じがあるかと思います。ただ、文学の未来を指し示すも

のの一つになるんだろうと僕は思っていますし、手ごたえもか

なりありますね。

チェン 先ほどのウィリアム・ギブスンさんの動画の中で、彼が

ゲームセンターでゲームに熱中している若者とか、コンピュー

ター産業の人たちのテッキーな言葉を聞きながら、意味は分か

らないけれども、想像を膨らませて『ニューロマンサー』の世

界をつむいだということと比較すると、すごく面白いですね。

Takramの皆さんと「もうちょっと爆発的にお願いします」と
か、そういう変数をいじるみたいなことに SF作家として同席
しているという光景も面白いです。そこで出てくるヴィジュ

アルを見て小説のインスピレーションが湧くとか、そういう

フィードバック効果はありますか。

上田 それはもちろんあります。描写に何となくこのイメージを

使ってみようとしてみたり、そもそも、もともと無いものを、

イメージを伝えて作ってもらうという形なので、今までの小説

の挿絵とは全然違ったインスピレーションを得るというのはあ

りますね。ちなみにこちらが「性別の廃止」です。どちらが女

性、どちらが男性か分からないですけれども、増えていって、

一緒くたになっていくということです。

チェン いろんな分断されているもの、二項対立を廃止していく

という流れとして書いている、そこに上田さんの強い思いがあ

るということなのですか。

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

ういったものは無い方が世の中的には進んでいるだろう、進歩

しているだろうというのが、一般的な考えだと思います。なの

で、放っておくというか、今の流れでいくと、どんどん格差も

含めた差というのは廃止するのが正という風に進んでいくので

はないかなと思います。

チェン それは上田さんがそうなってほしいと思っているとい

うよりは、そうなってしまうだろうということですか。

上田 そうなってしまうんだろうと思います。それが良識であ

ると思われているとは思うのですが、そういったものに素朴な

疑問をぶつけたいなと作家としては思っていますね。詳しくは

Yahoo! で「上田岳弘『キュー』」と検索していただくと、今す
ぐにでも読めますが（笑）。

チェン なるほど、面白いですね。私自身、先ほど少し言いま

したが、株式会社ディヴィデュアルという会社を 10年前に立
ち上げました。この名前は、先ほど上田さんからもご推察いた

だいたように、ジル・ドゥルーズというフランスの哲学者が考

えた概念を指しています。彼は 90年代に自殺してしまうので
すが、最晩年に情報管理社会に関する短い論稿を残しました。

その中で出てくるのが、全ての人間はデータの束となって分割

されていくだろうということです。銀行口座やクレジットカー

ド、その他のあらゆる個人情報というデータとして、社会のな

かで認識されるようになるだろうと考えたわけですね。その中

にディヴィデュアル（dividual）という言葉が出てきます。イ
ンディヴィデュアル（individual）は個人という意味ですが、
この「イン」（in）というのは否定形なので、それ以上分割で
きない個体ということです。ですから、世界に上田さんという

統合された人格は一人しかいなくて、それは絶対的に唯一の存

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

のベクトルに行くだろうと、ドゥルーズは読みました。つまり

ディヴィデュアルというのは様々な属性に分割できる人間であ

り、人格は社会的に不要になる。一人の人間の中に複数性がそ

もそもあるというのが彼の哲学です。それがテクノロジーに推

し進められたことを悲観的な文体で書いて、死んでしまいまし

た。当時、情報化しつつあった社会に向けたドゥルーズの批判

的遺言だというふうに捉えられていたのですが、僕なんかはこ

れを読んだ時はむしろワクワクして、良い意味で個としての人

格というものから解放されるのではないかと思いました。

つまり社会の中でもキャラを演じなければいけない重圧と

か、空気を読むとか忖度とか、いろんな言葉が今、飛び交って

いますが、僕たちの近代社会がベースにしてきたものをテクノ

ロジーによって違う存在に変化していける、変容していけると

いう可能性を感じて、自分の会社名にしました。

上田 僕はいわゆる、ディヴィジュアルという言葉から、先ほど

ご覧いただいた「個の廃止」をイメージします。先ほどドミニ

クさんがおっしゃったように、データの方にどんどん集約され

ていくという中で、「僕」という存在をなるべく精緻にデータ化

して、ドミニクさんも同様にデータ化していくと、おそらく共

通するものがあるのではないでしょうか。概念論的で恐縮なの

ですが、その場合共通するものを一つにまとめてしまっていく

と、共通しない部分に関しては固有性があると言えると思いま

すが、他は省略してもデータ的な価値は変わらない。ある種の

因数分解ですね。データ的には世界の実存の量を変えずに保つ

には、随分「個」は減らせるというか、そもそもこんなに人数

は要らないのではないかというふうになっていくと思います。

データ的に因数分解ができてしまうと、実体の方がむしろ後

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

らかというと、シチュエーションやケースバイケースで何か変

わるというよりは、そういった因数分解可能性というふうなこ

とだと、僕は思っていますが、そのあたりはどうですか。

チェン そうですね、ドゥルーズが書いたイメージはそのような

ことだと思いますが、そこから発展させていけば、最大公約数

的なパターンマッチングに使える概念でもあるのではないかと

思います。データの束と化しているのは事実だけど、だからと

いってそれだけなわけがない。因数分解できる存在だけでは、

つまらない。僕が思っているのは、情報化できないものという

か、確定的に記述できないものというのが、コンピューターを

突き詰めれば突き詰めるほど現れてきているのが、今日という

時代の面白さだということです。人間を単純な要素へ還元でき

てしまうこと、人の「しょうもなさ」みたいなものが科学やテ

クノロジーによって明らかにされてきていると同時に、人間に

はいまだに単純化不可能であったり意味不明なところがあるこ

とも分かってきている。その両極端が浮き彫りになっている気

がします。

例えば、機械学習を使って、それこそ今日のテーマの一つで

ある、文学の世界とか散文のデータを与えて解析し、例えば、

男性と女性、白人と黒人の固有名詞を与えて、それぞれのケー

スでの語彙の共起頻度を機械学習を使って計ってみると、女性

や黒人の固有名詞の方が否定的なニュアンスの語彙と一緒に登

場しているという研究があります。

それは、人間はやはり自分たちでさえも意識できないよう

なバイアスを持ってしまっているということを、機械学習のお

かげで分かったということですよね。逆にそのようなテクノロ

ジーがなかったら、はっきりとその事実を認識することができ

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

つまりその事実を元に、じゃあそういう僕たちが気付けな

かったバイアスに気付けたということは、そうではない人間に

なる可能性が出てきたということです。

上田 逆に言いますと、何となく神秘だったものが、そういっ

た機械学習によって神秘じゃなくなってしまったという味気無

さを、やはり感じてしまって、特に純文学は、いわゆる神秘性

や芸術的な何かというのを突き詰めていく分野でもあります。

どこまで解析が可能なのかということをやっていって、残るも

のは何だろうという疑問を抱えながら筆を進めるという書き方

を、僕はしています。つまり SF作家のつもりではないのです
が、どちらかというと SF的に見られるのは、極力数式的な文
章で書いてみたり、あまり詩情を持たせないように書いてみた

り、極めて散文的に構築していって、それでも残る芸術性って

何だろうというのを考えて書いています。機械学習的なところ

で、神秘的な領域がどんどん減っていく中で、それでも残るも

のをどう追究していくのかが、僕のテーマであったりもします。

チェン すごくいいパスを頂いたのでいいですか（笑）。

上田 どうぞ。

チェン 自分のやっている研究活動について、少しだけ説明し

ます。これは『Positive Computing*7』という本がMIT Press *7 https:
//mitpress.
mit.edu/books/
positive-
computing

から 2015年に出て、それを去年仲間と翻訳しました。邦題が
『ウェルビーイングの設計論*8』となっていて、ウェルビーイン

*8ラファエル A.カ
ルヴォ,ドリアン・
ピーターズ (著),
ビー・エヌ・エヌ
新社, 2017 https:
//www.amazon.co.
jp/dp/B06ZYQRMM1

グという言葉が入っていますが、これは主に心理学や医学、予

防医学などで使われている言葉です。ウェル（well）ビーイン
グ（being）で、心の良い状態を意味します。心理学的ウェル
ビーイングとか主観的ウェルビーイングといった用語の使い分

けがありますが、要は happiness（幸福度）というものを要素
分解するという考え方です。幸福度や充足度というのは単一指
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標なので、「上田さん、happyですか」みたいなのを聞かれて、
「まあボチボチです」みたいなふうにしか答えられないですね。

上田 そうですね、絶対的な指標がありません。

チェン 絶対的な指標がありません。このウェルビーイングとい

うのはそれをまさに因数分解していくみたいな発想で、複数の

構成概念に分けます。いろんな流派があって、ある理論だと５

つとか、別のものだと３つとか、様々です。心理学的な被験者

実験をベースに、アメリカではこういうふうにやったらウェル

ビーイングが上がったとか、アジアだと西洋の手法が全然利か

なかったとか、そういう議論が行われています。

この『Positive Computing』という分野は、先ほど出てい
た ACMの会とか、HCI（Human Computer Interaction）系
の学会でも分科会ができたりしています。こういう PCからス
マホまで、わたしたちを取り巻くテクノロジーデバイスは、一

体全体どうやって人間の心理に長期的に作用しているかという

ことを問題にしているのです。短期的な指標というのはたくさ

んあるのですが、生活に落とし込んだ時に数年スパンでどうい

うインパクトがあるかということはまだしっかり研究されてい

ません。

個々人の心理もそうですが、その人と周囲の家族や友人、同

僚との関係性というのも含めてどう変わっていくのか、どうそ

れを良い方向に持っていけるのかという、そういう事を実証的

に議論するような領域なんですね。

ただ、これを突き詰めていくと、味気ない世界になりかねな

い。つまり、お互いの心理的なハッキング方法を熟知すると、

お互いが喜びそうなことをして、どっちがどっちをより喜ばせ

られるのかというテクニックの競い合いみたいな、おかしな事

になりかねません。だから、人間の自律性というものが問題に

なります。
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上田 問わず語らずの世界になりそうですね。

チェン はい。でも、このような人間心理には個体差や文化差

が、研究が進むほど出てくるというのが非常に面白いのです。

そして、文化差と同時にある種の普遍性みたいなものというの

もあるんだなということも同時に気が付いています。

オーストリアのリンツで 40年ほど前から、「アルス・エレク
トロニカ」というメディアアートの世界的なフェスティバルが

あります。僕は去年、そこの「Future Innovators Summit*9」 *9 https://ars.
electronica.art/
ai/en/fis/という謎の合宿に招聘されて、４日間初対面の人とチームを組

まされた上で缶詰にされて、お題を議論しまくるということを

しました。僕のグループのテーマは「Future Humanity」だっ
たので、「人類の未来について４日間で答えを出すように」とい

う無茶ぶりを出されました。こんな感じで、いろんなバックグ

ラウンドの人が集まっていて、すごく面白かったです。そして、

最終的にこういう問いにたどり着きました。

人間の知能を模倣するとか超えるとか、どんどん拡張してい

こうという話は世の中に多いのですが、人類の感情というもの

が果たして成熟していけるのかということについてディスカッ

ションしました。だから、その場で SFの話がたくさん出てき
ました。中でも、テッド・チャンの小説の話が出てきて話が盛

り上がったので、その時のスライドを持ってきました。

僕たちのグループからは複数のアイデアがあがりました。一

つは、これは左の写真が大阪大学の安藤英由樹先生という工学

系の研究者と今、一緒に共同研究しています「心臓ピクニック」

というデバイスがあります。聴診器を心臓に当てると、それと

くっついているボックスが自分の心臓と同じように震え始めま

す。自分で自分の心臓を手に取ってみたり、もしくは目の前の

人の心臓を触ってみたり、心臓を外部化して触ってみるという

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

は、果たしてオーグメントされてきたのかという話になり、実

は弔いという行為はテクノロジーとあまり密接には結び付いて

こなかったことに気づきました。例えば、「たまごっち」の葬式

というのがありますが、それは仏式の儀式をテクノロジーに当

てはめただけですよね。

上田 弔いというのは数値化できないということですか。

チェン 弔うとは一体何かということについて、僕もまだ確固た

る答えは持っていませんが、主観的な体験なので数値化はでき

ませんよね。

上田 なるほど。

チェン 議論の場では、このデバイスを使って、家族や大切な人

の心拍を生前に記録しておいて、当人が亡くなった後にその人

を偲ぶ時に、データを再生して手のひらで心拍を感じるという

のはどうか、という僕の学生のアイデアを提案しました。

実際に先月、その学生とプロトタイプを作って都内で展示を

行いました。実際の制作時には、個人の心拍をただ録音して再

生するだけではなくて、それをただ感じるだけだと生々しいと

いうか、一方的に過ぎるという意見が出てきました。だから、

これを手のひらで持っている、生きている人間側も自分の心拍

をそこに重ね合わせて感じるという仕様になりました。そのこ

とによって不可視の存在である故人というものと向き合う場を

見立てるということです。

もう一つ考えた仕様で、未実装ですが、これを一対一のデ

バイスではなく、家族のお墓がイエという共同体の象徴として

機能してきたように、家族の心拍が次々に継ぎ足されていくと

いうものです。おじいさんとおばあさんや両親など、家族の合

成心拍が醸成されていく。これもまた、個人というものをもっ

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

よりは、前近代的な共同体の認識をテクノロジーによって助け

る、ということかもしれません。

いずれにせよ、死者と生者の関係性というものを二項対立的

に捉えるのではなく、もっと連続的に考えることはできないか

ということで、作ってみたものです。

上田 写真ができたことによって、死者との関係性が変わったよ

うに、こういったデバイスが増えていくことによって、それは

また変わっていきそうな気もしますね。

チェン 写真の発明というと 19世紀ですよね。今から 150年
以上も前に、写真というメディアの登場によっていろんな議論

が社会の中で巻き起こって、「魂を取られる」という不思議な迷

信も生まれたわけです。そこから、今日の遺影に見られるよう

に、写真が慰霊や葬祭の風習に果たしてきた役割というのは、

とても大きいですね。

さっきテッド・チャンの話を出しました。『Story of Your
Life』という、かなり初期の短編小説ですが、これもある意味、
死者と生者、未来と過去が交錯する意識についての作品です。

おととし、『ARRIVAL』という映画になって、日本だと『メッ
セージ』という邦題になりました。柿の種みたいなかたちをし

た宇宙船にタコ型宇宙人がいっぱい入っていて、彼らが不思議

な言葉をしゃべっています。それを解読するために、ヒロイン

の言語学者が宇宙船の中に乗り込むのですが、一言で要約しま

すと、その宇宙人たちは不思議な時制の文法を持っています。

過去と現在と未来が分かれていないというか、むしろグルグル

回っているような文法でコミュニケーションしている。ヒロイ

ンがそれを解読していくと、だんだん宇宙人たちの感覚が体の

中に入ってきて、まだ到来していない未来の自分の子どもの誕

生を「思い出す」という、不思議としか言いようのない状況が
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描写されます。

僕は映画よりも原作の方がより感動したのですが、やはり文

章を使ってそういうあり得ないことが書けて、それを想像して

心が突き動かされるというのはすごく面白い。ロジックとして

は破綻している事象に、人間は共感することができる。

上田 日本語で文章を書いていっても、不思議なんだけれども、

ここは過去形の方がいいとか、ここは現在形の方がいいとか、

半ば決定論的にきまっていきます。それって本当に感覚としか

言いようがないものです。もしかしたら、それはもう、先ほど

の機械学習のような形で分析できるのかもしれませんが、やっ

ぱり文章って不思議だなと思います。「文」というものに、現在

も過去も未来も全部入っているという感じがします。

チェン そうですね。僕は昔からグレッグ・イーガンやテッド・

チャン、そしてケン・リュウといった作家たちの SFが大好き
でした。彼らは優れた物語を通してインスピレーションを与え

る存在だけど、お金を儲けるとか未来を予測するとか、そうい

うなにか役に立つために書いているわけではない。だからバー

チャルリアリティやオーグメンテッド・リアリティなどの研究

で行われていることと SFが、インスピレーションの源とその
具現化という関係性を築けるのはとても面白いですね。

上田 なるほど。

チェン それと同時に、テッド・チャンの描く過去と未来が混在

するありえない時制、円環的な時間とでも言うようなものが、

小説という言語メディアで描けるということもすごく興味深い

です。その時に、先ほど、上田さんは一般シンギュラリティと

いう話をされましたけれども、人類が手にした最初の技術的特

異点というのは、やはり言語と文字の発明なのではないかと思

います。

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

チェン 完全同意ですね。

上田 ありがとうございます。

チェン 言語以外でこのような感覚を体験できないだろうか、と

いうことを合宿で議論したんです。これはまだ、どうやって実

現したら良いかもわからないアイデアですが、テッド・チャン

の小説に出てくる宇宙人やヒロインのように、私の今 6歳の
娘の遥か未来を思い出すということを体験してみたい。たとえ

ば、娘が 70歳の状態の映像を AIに描いてもらって、それが定
期的に僕のスマホの中にやってくるという、そういうシステム

を夢想しました。

上田 個人的欲望ですか。

チェン 個人的な欲望です。これをたぶん「研究です」とか言っ

たら、暦本先生にすごい激詰めされると思います（笑）。でも、

まだうまく言語化できないのですが、これが欲しいと強く思い

ました。

なぜかと言いますと、このオリジナルの物語の中で、ごめん

なさい、ネタバレを含んでしまうのですが、彼女は未来に生ま

れる子どもというのが、若くして死んでしまうことも「思い出

して」しまいます。思い出すのですが、最後に子どもを産むと

いうことを決意します。その描写が、一人の親として、ものす

ごく感動的だったんです。

つまり、それは「死ぬと分かっている子どもを産まない」と

いう合理的な判断を下すための未来予測の話では全くないんで

すね。彼女は未来の記憶の中で過ごした子どもとの時間という

ものを、それが早く終わってしまう命であると分かっていなが

らも、それを大切に思う心で産むことを決断します。

僕の子どもはまだ幼くて元気で、亡くなってほしくもないで

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

良く生きられる気がする。同時に、彼女は彼女の自立的な時間

を過ごすということを思い出させてもくれれば、より良い親に

なれる気がする。そういう補助的なツールになるのではないか

という妄想です。

上田 家族の人工的な未来の記憶を生成し、ということは起こっ

ていない未来、起こらないかもしれない未来を創るということ

でしょうか。

チェン そうですね。ただ、実際の正確な未来予測をして、そ

れを生成するということには、あまりフォーカスを置いていま

せん。

上田 あるかもしれない未来を創るということですね。

チェン はい、そうです。

上田 非常に何か文学的な感じがします。

チェン そうですね、文学としての情報システムなのかもしれま

せんね。あらためて SFと工学の関係性というテーマで今日の
この場にお呼びいただいたのですが、ちょうどこういう事を考

えていたんです。

上田 先ほどのお話を聞きながら、僕が考えていたのは、おそら

く相互作用的に今の技術、あるいは予想されている技術から、

作家の方がインスピレーションを受けることもあるでしょう

し、インスピレーションを受けたもので出力したものが、また

工学の方に影響を及ぼすというような、そういった関係性がど

んどん出やすくなっているのかなというふうに思います。

先ほど、あるかもしれない未来を創って送ってくるなんてい

うのは、ある意味 SF的でもあるし、文学的でもあるし、今まで
無かった感情を呼び起こすようなツールでもあると思うので、

ぜひ開発していただきたいと思います。僕も娘が生まれて今、

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

が、たぶん一人の人間の中で SF作家であると同時に工学者で
あるということもあり得るとは思うのですが、それって一体ど

ういうことなのかは明快ではなかったりする。先ほどのウィリ

アム・ギブスンさんにしても、意味不明なコンピューター業界

の連中のジャーゴンがある種詩的に聞こえて、そこから空想を

膨らませて、あのようなめちゃくちゃ面白い世界を書いて、そ

れを暦本先生が読んで、JackInを実現して、みたいなのはそれ
自体がいろいろねじれている現象ですよね。

上田 そうですね。それを読んでまた、未来を予想してそれを避

けるというのはあるかなと思います。

チェン 座談会にそろそろ突入しそうな感じの時間になったと

思います。

言語と工学についてもう一つだけ議題を提出させてくださ

い。最近、エンゲルバートの 62年の論文「AUGMENTING
HUMAN INTELLECT: A CONCEPTUAL FRAMEWORK*10」を *10 https://www.

dougengelbart.
org/pubs/
augment-
3906.html

読み返していまして、彼はそこでまさに「オーグメンテッド・

ヒューマンインテレクト」、拡張された人の知性の話をしてい

るわけです。エンゲルバートは、世界で最初にマウスを作った

人で、この画像で手にしているのが、木でできたマウスですね。

この論文の中で、彼は言語的相対論の話をしています。あの

有名な「サピア＝ウォーフ仮説」です。ざっくりいうと、ある

言語の言葉でしか知覚できない感情のニュアンスがあるという

ことですね。

実は言語的相対論はいろんな論争の種でもあって、そんな

ものは無いとか、先天的に備わっている生成文法というものが

正しいとか、いろんな話があるのですが、時間がないので飛ば

します。ただ、言語的相対論は 20世紀の中盤、さまざまな領
域の科学者にインスピレーションを与えたんですね。エンゲル
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バートもさきほどの論文のなかで「俺は新しいウォーフィアン

だ。ネオ・ウォーフィアンだ」と言って、面白い実験をしてい

ます。ペンの先に重しを付けて、それで字を書くと、「ほれ見た

ことか、字が汚くなっただろう」と言って、「これはだから悪い

ツールを使うことで人間の知性が de-augmentしたんだ。だ
からきれいに書けて相手に伝わるということこそが、問題解決

能力としての知性を向上させるんだ」と言っています。これは

奇妙な言語的相対論の解釈です。「ツールが悪ければ人間はい

くらでも馬鹿になる。でもツールが良ければ人間の知性はいく

らでも拡張できる」という話をしています。サピアとウォーフ

は知性の向上や減少という話はしておらず、多様性の話をして

いたわけです。彼らより前に同様のことを考えていた 19世紀
の学者のなかには、言語的相対論を人種差別の根拠にしている

人もいましたが、エンゲルバートの考え方はそのような危うさ

があります。

僕はこの論文を読んで、面白いけど、同意できません。文学

好きの僕は小説家の汚い原稿を見てワクワクします。例えば、

いま映しているのは折口信夫の生原稿なんですけれども、これ

をエンゲルバートが見たら「de-augmentされた原稿だ」と
言うかもしれません（笑）。しかしそれこそ文学研究者とかは、

こういう筆跡の中からこの作家がたどったであろう思考のプロ

セスというものを追跡しようとするわけです。

上田 編集者は誤字脱字の感じで精度を見るとか、その時の筆乗

り具合を見るとか言います。

チェン そうですよね。タイピングでも誤字脱字でそういうノリ

が分かるということですね。タイプトレースというソフトウェ

アとハードウェアを作ったのですが、そういうデジタルの生原

稿を記録するようなシステムです。東京都写真美術館で、舞城

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

しました。再生ソフトウェアと連動して動くキーボードという

ものも展示していました。

これを見にきた人たちの反応がとても面白くて、居もしない

作家の気配とか息遣いがスクリーン越しに感じられるというコ

メントをたくさんの人が異口同音におっしゃられました。そこ

に何かあるのではないかと考えて、今、これのウェブ版を作っ

ていて、被験者を集めて認知実験をやっていますが、このプロ

セスが再生されるチャットとそうでないチャットで、定量的に

何か違いが生まれるのではないか、みたいなことを実証しよう

としているところです。味八木さんの所でやられている研究と

も後で詳しく情報交換したいと思います。

味八木 確か、恵比寿で展示されていて、私も実際に見に行きま

した。

チェン ありがとうございます。

味八木 当時まだ SSDが付いていない頃のノート PCって、衝
撃を検知してハードディスクの回転を止めるために全部加速度

センサが付いていました。その加速度センサの値を使って打鍵

圧を取って、この人はこの時に感情がたかぶりながらタイプし

ていたのだというのを記録するということを、暦本研で初期の

頃にやっていました。それがもうすでに先にやられているとい

うのを当時知って、とてもショックを受けたというのを覚えて

います。
図 5: Expres-
siveTyping (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
expressivetyping2/).

チェン それは光栄です。でも、僕たちは打鍵圧を取りたくても

取れませんでした。そこまでは行けませんでした。今の話を聞

いて衝撃を受けています（笑）。SSDの加速度センサ、その手
があったんですね。

味八木 確かにこれをウェブでやるというのは、いいですね。

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

暦本 文字の大小は何によって変わるのですか。

チェン これは入力にかかった時間によって自動的に変化しま

す。下限と上限のレンジは設定で変えていますが。日本語の場

合は顕著ですが、ある文字列を入力して、変換を確定させるま

でに時間がかかります。そこの時間を測定していて、長ければ

大きくなって、短ければ小さいままということになります。こ

れはただのギミックなのですが、これを外す場合と付けた場合

でも、受ける印象が違ったりします。

暦本 これが打鍵圧であればそのあたりは。

チェン そうです。ぜひ共同研究をお願いします（笑）。

味八木 実はギブスンさんにインタビュー行った時に、「執筆風

景を撮影させてください」というふうにお願いをしたのですが、

最初「撮らせてあげられない」というふうに言われました。

チェン そうなんですか。それはなぜですか。

味八木 実際にはさっきの映像には入っていますが、とても拙い

感じで打たれるのを撮られるのが嫌だったようです。

上田 あれはフリではなくて、指一本で打たれているのですか。

味八木 本当にああいうふうに打たれているらしいのです。それ

でもすごい文章を推敲して、「一日に書き始める時に、その作品

の頭から書いている所までを必ず読んで推敲してからその次を

書き始める」みたいなことをおっしゃっていました。本当にそ

ういう地道なサイクルでやられているのだなというのを見て、

驚いた部分です。

チェン それはすごいですね。でもそのギブスンさんのテクニッ

クによって生まれる感覚は、なんとなく分かる気がします。と

いうのも、テクノロジーが、自分の中の意識のプロセスを外部

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

たとえば先ほどの心臓がありますね。これはまだちゃんとエ

ビデンスを取ってないので、観測値の話なのですが、緊張して

いる時、人間の心拍は高まります。自律神経系なので、当然、

心臓を自由自在にスピードアップしたりダウンしたりできる人

なんていうのはいないです。呼吸はできるのですが、心臓はで

きません。

その時に「心臓ピクニック」で、自分の早まった心拍の感情

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

ちゃんと検証しないといけない話ですが、仮説としては、外部

化できることによって、つまり情動系が自分自身を客観視でき

ているのではないかということです。つまり頭の中で、これは

俺の心臓だなって意識で思っているよりももっと低い無意識の

レイヤーで、体が反応して落ち着くみたいなことです。

上田 視点が一段メタになるという感じでしょうか。

チェン 逆に意識が低次元になる感じでしょうか。

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

いレベルでそういうことが起こっているということですね。今

のギブスンさんの書き方の話を聞いていた時に、タイプトレー

スで一度、8,000字の原稿を書くというのをやってみたんです
が、一フレーズ書いてはそれを再生して、次のフレーズを書く

という方法でやってみました。すると、どんどん自分の書いた

ものに突っ込みを入れまくるような書き方になって、普段とは

違う文体になりました。これは論文を書く時はいいのではない

かと思います（笑）。自分の論理のアラに対して自分で突っ込み

たくなります。それはなぜかと言いますと、すごく単純でパパ

パッと再生されているというのを見るだけで、その文章の動き

にエージェンシーというか、ある自律的な挙動を感じてるのか

もしれない。

上田 僕はあまり見返さないタイプです。初稿においてはで

すが。

チェン バーッと書いちゃうんですね。

上田 テンションが下がってしまいます。

チェン 分かります。

上田 「俺こんな事書いたか」と思うと、恥ずかしくて進めなく

なってしまいます。

チェン 校閲の時はどうですか。

上田 ゲラを直す時ですね。

チェン そうです。

上田 それの時はやむなく向き合うという感じです。

チェン あまり好きじゃないんですね。

上田 あまり好きじゃないです。

チェン 僕も大の苦手です（笑）。

上田 恥ずかしいです。
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チェン テンションというのはありますよね。

上田 ありますね。先ほどおっしゃったように、確かに論文を書

くに当たっては、突っ込みを入れるモードで、パパパッと浮か

んでくるのがいいのかもしれません。ある意味、ちょっと冒険

的な事を書こうという時には、相応の機能が無い方がいいかも

しれません。

チェン そうなってくると、テクノロジーを捨てて、勢いだけ

で生きていく人たちと、テクノロジーによって全てを記録して

バックアップを取るみたいなことです。

上田 先ほどのタイプトレースみたいに、勢いがちゃんとログ

として残っているので、より勢いを付けられるというか、思い

切った事ができるというのも、テクノロジーの一つのメリット

ではないかなと思います。

チェン これももしかしたら、最初に写真が登場してきた時に、

大いに戸惑う人たちがたくさん出てきたように、いったん慣れ

てしまうと、このタイプトレースで書いても勢い良く書けるよ

うな、タイプトレース・ネイティブみたいな一般の人たちが生

まれてくるかもしれないというのはありますね。

上田 かもしれないですね。今の若い人たちを見ていると、写真

を撮ったりとか動画を撮ったりとか、すごく普通じゃないです

か。僕らが子どもの頃って、「動画を撮るぞ」となったら身構え

たような気がします。

チェン 失敗しちゃいけないみたいな、心理的ハードルが高かっ

たですね。

上田 あと、動画を撮られたみたいなのがありましたが、今、す

ごく心理的なハードルは低いですね。

味八木 タイプトレースを使うことで、ある種、自分の文章を

客観的に見られるというのは、かなり「ジャック・イン」で客

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

少しフロアからの質問の時間も残しておきたいので、このあた

りで少し暦本先生の用意してくださっている、スライドの方に

も移っていきたいと思います。

暦本 スライドですが、今日の話がどういうふうに転がるかも全

く予測しないで作りました。最初に、いまのお二人のお話を聞

いて急遽作ったスライドで、用意してきたのとさらに若干違う

話から始めたいと思います。

最近、4Kとか 8Kとかの映像も使えるようになり、バーチャ
ルリアリティも普及してきています。何て言うのでしょう、イ

マーシブに大量の情報を伝えられるような世界が身近にありま

す。われわれもジャックインとかを作っていたわけです。　一

方、私は俳句が個人的に好きでして、俳句は 17文字しかあり
ません。ところが、17文字であっさりバーチャルリアリティ
を超える世界ができているものは、いっぱいあるのですね。私

が好きなものを少し紹介したいと思います。今ちょうど桜の季

節なので：

ちるさくら海あをければ海へちる

高屋窓秋という方の戦前の句です。これは現実でない状況で

すね。海へ散るという意思が桜にあるわけではないので、あく

まで想像世界なのですが、言われると脳の中に鮮烈にイメージ

が浮かびます。VR的に浮かびます。海があって桜が引き寄せ
られるようになっているというものです。

これは、おなじ高屋窓秋のたぶん最高傑作と言われている句

です：

頭の中で白い夏野となつてゐる

ほぼ完全にクオリアだけでできているような句です。これを
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8Kや VRで表現するのは無理かもしれない。しかし、日本人な
ら何の前提もなくともこれを読めば、たぶん伝わるものがあり

ます。夏が白いというのは、相当なジャンプですが、「白い夏

野」と言われて、夏の記憶の比喩として割とすんなり分かる。

でも、「比喩」を VRで表現するのは非常に難しい。
つまり、言葉は意味を伝えているというよりも、脳の APIを

うまくたたくコードなのではないか。それを発見するのが、文

学ではないかという気がしています。だから俳句のような短い

コードで、われわれの中にクオリアを作れる。ソニーは、映像

や音響を作っていますが、究極はもしかすると 8Kではなくて、
17文字で超絶体験をつくるデバイスかもしれない。そういう
究極もあるかもしれないと思っています。

人類が言語を獲得する以前は、アルタミラとかラスコーの壁

画のようにガーっと描いていたわけです。あれはむしろ 8Kや
VRっぽいですが、非常に抽象化した事を効率良くコード化で
きる技術としての言語を発明したことによって、表現の手段が

広がっていったと思います。

一方、絵画は写真が発明された後、抽象画に行ったのは、そ

こでたぶん絵として、ビット数の追求ではない手法が開拓され

た。ピカソみたいに、一見すごく単純にみえて、パッと本質が

伝わるというのも、ある種、脳をたたく新しいコード、人間に

何かを伝えるための新しい手法を開拓したのではないか。そう

すると、純粋な文学が SFに近づくというのは必然かもしれない
と思っています。こういう事の実験の中から生まれるものなの

ではないかなと思います。もしかすると、技術によってジャッ

クインみたいに伝えようというのも、だんだんこういう事を分

かろうとしながらやっているのかなという事があります。それ

が今、お二人の話を聞いての感想です。

さて、もともと準備していた話は、もう少し普通と言ったら

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

サー』の頃って、どんな事だったのかという、短いレクチャー

をしようと思います。

最近読んだこの２冊がめちゃくちゃ面白かったです。一冊目

が『サイバネティクス全史*11』。これは『サピエンス全史』を *11トマス・リッド,作
品社, 2017. https:
//www.amazon.co.
jp/dp/4861826527

もじった訳名ですが、原題は『Rise of the Machines』とい
う、『ターミネータ２』の副題ですね。この本は、ウィーナー

(Norbert Wiener)とか、『ニューロマンサー』のギブスンさん
の SFなど、1940から 1990年代ぐらいの、サイバネティク
スにまつわる事例が出ています。もう一冊が『サイバネティッ

ク SFの誕生*12』。これはギブスンさん以前の、サイバーパンク *12パトリシア・S.
ウォリック,ジャス
トシステム, 1995.
https://www.
amazon.co.jp/dp/
4883094154/

誕生直前ごろまでの SFについてです。たまたま書いた時期が
『ニューロマンサー』直前だったから入ってないのですけれど

も、それでも『サイバネティクス全史』の「前史」という意味

では、すごく面白いです。

また、この人をご存じですか。超すごい人で、バナール

(John Desmond Bernal)という人です。物理学者ですが、『宇
宙・肉体・悪魔 (TheWorld, the Flesh and the Devil)*13』と *13宇宙・肉体・悪魔―

理性的精神の敵につい
て, J.D. バナール,みす
ず書房, 1972.

いう本を 1929年に書きました。この本がガチでして、ブレ
インネットワークも出てくるし、さきほどのような個がネット

ワークに収束していくみたいなネタも書いてあります。バナー

ルは物理学者なのですが、当時の科学者のメッセージとしては

飛び抜けています。1929年なので、当然、コンピューターも
何も無い時代です。なのに、脳の機能が機械がだんだんリプレ

イスされるだろうとか、そういう事が書いてあったりします。

昨今の AI論やシンギュラリティ論みたいなものの基本はすで
にだいたい網羅されています。

これがテレプレゼンスの元祖、ハインライン (Robert A.
Heinlein)の SF短編『ウォルド (Waldo)*14』です。テレオペ *14魔法株式会社 (ハイ

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

ということです。

そうこうしているうちに、これが非常に重要な、コンピュー

タサイエンスにとって重要な、ウィーナー (Norbert Wiener)
の『サイバネティクス (cybernetics) *15』という本が 1948年 *15サイバネティック

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

に出ます。「サイバネティクス」という言葉はウィーナーが発明

した用語です。「船の舵を取る」を意味するキベルネテスという

ギリシャ語がサイバネティクスの語源なので、コントロールセ

オリーだったのですが、一世を風靡しました。この時にもシン

ギュラリティ的な議論が多く起きています。人間とはつまると

ころ機械なのか、人間は機械に置き換えられるのではないかと

いう議論です。ウィーナーも『人間機械論』を書いています。

ウィーナーは実はオーグメンテッド・ヒューマンの先駆者で

もあって、感覚変換実験をしています。この写真は、音を指先

の触覚に変換する装置です。何とヘレン・ケラーさんも試した

と言われています。ただヘレン・ケラーさんは、あまり伝わら

なかったと言っていますが。今、たぶんこういうのをやりたい

人も多いのではないでしょうか。感覚のサブスティテューショ

ンみたいな実験を 1950年代に既にやっていたということで
すね。

1950年代は技術的に自律ロボットが作れないので、むし
ろ、テレプレゼンス型ロボットが大流行していました。写真は、

油圧でやっている、テレマニピュレーターです。コンピュー

ター制御は無いのですが、こういうふうに人間がマニピュレー

レータを動かすと遠隔でロボット動作するというのが、当時

多くありました。そして、サイボーグ (cyborg)という言葉が
1960年に発明されました。
これは、アーサー・チャールズ・クラークの『プレイボーイ』

に掲載されたエッセイ “Machina ex Deux”です (1961年)。
このクラークのエッセイは後に『未来のプロフィル』という本
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の一章に、“The Obsolescence of Man”として収録されてい
ます。人間がオブソレートされるというテーマなので、マシン

が人間に置き換えられるとか、昨今言われているような議論が

はやくも登場しています。『プレイボーイ』ってあの『プレイ

ボーイ』ですけれども、こういった、サイエンス的にすごく重

要なエッセイとかが載ります。クラークの『2001年』の次の
作品（『2010年宇宙の旅』(2010: Odyssey Two))も最初は
『プレイボーイ』に連載されていました。

クラークはこのエッセイで、“Tools invented man”と言っ
ています。クラークの言葉としては「充分に発達した技術は魔法

と区別がつかない (Any sufficiently advanced technology
is indistinguishable frommagic)」がとても有名です。これ
もおなじ「未来のプロフィル」に登場するのですが、私はむし

ろ “Tools invented man”に興味をひかれます。人間が技術を
発展させたのではなくて、道具が人類を発明したのだというこ

とです。当時非常にホットだった用語、サイボーグについては、

クラークは「鉄の肺を持つ人間をサイボーグと呼ぶことができ

ると考えられるが、その概念はそれよりもはるかに広い意味を

持つ。いつの日か十分に洗練された機械と人間が結合をなすこ

とができるようになるだろう」と言っています。この辺はも

しかするとウィーナーを意識しているところかもしれません。

ウィーナーの cyberneticsはコントロールなのですが、クラー
クは制御だけでなく人機一体的に、「単に制御するのではなく、

（人間が）宇宙船、潜水艦、テレビネットワークそのものになる

ということだ」ということを、1961年、ちょうど私が生まれ
た頃に言っています。

私が最初に夢中になった漫画はこれです。石ノ森章太郎さん

の『サイボーグ 009』。これは時間軸的にすごく早いのです。
1960年に「サイボーグ」という言葉が発明され、そのわずか
４年後にサイボーグをテーマとする漫画が描かれてるのは驚く
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べきことです。インターネットも無い時代、石ノ森さんは漫画

のテーマをもとめて、いろいろ世界の技術を探索する旅をして

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

アトムに影響を受けたという方がいますが、私の場合は『サイ

ボーグ 009』で、子どもの頃に夢中になってそのままやってい
ます。

1970年に、『「機械化人類学」の妄想』という小松左京さん
が書いたエッセイがあります。『季刊人類学』という、梅棹忠

夫さんが編集していた人類学の専門誌に書いています。ここで

も、人機一体とかサイボーグという概念が出てきます。

そして、1980年に、『OMNI』という、今で言う『WIRED』
みたいな当時の未来テクノロジー雑誌に、MITのミンスキー
(Marvin Minsky)が「テレプレゼンス」のエッセイを書きま
す*16。ここですごく面白いのは、こういう科学技術的に重要な *16 https://web.

media.mit.edu/
~minsky/papers/
Telepresence.
html

概念が、学術論文ではなく『プレイボーイ』や『OMNI』など
の一般誌に、エッセイやかなり SFに近い感じで書かれている
ということです。

そして、いよいよギブスンさんが登場します。実はここに実

物を持っておりますが、サイバーパンク短編,『クローム襲撃
(Burning Chrome)*17』が、『OMNI』に初めて掲載されまし *17 https://www.

amazon.co.jp/dp/
4150107173た。これがサイバーパンクことはじめで、「サイバースペース」

という言葉が初めて登場した記念碑的作品です。最初は「オノ

=センダイ・サイバースペースデック」というプロダクト名と
して登場します。「オノ=センダイ」というのはこの小説の世界
観ではソニーみたいなハイテク企業です。この写真はギブスン

さんにオムニにサインしてもらっているところです。ギブスン

さんは私と同じ左利きだったので、それもすごくうれしかった

のです。

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

と聞きました。ギブスンさんの小説に日本語がぱらぱら出てく

るのは、奥さんがブリティッシュコロンビア大学で日本人の学

生に英語を教えていたからだそうです。日本から語学留学で来

る学生さんを教えていて、ギブスン先生は日本語をしゃべらな

いですが、家の中で断片的に日本語が聞こえてきた。そういう

単語にインスパイアされたと。そのとき、一人だけ、あまり出

来のよくない日本人の学生さんがいたらしいのです。語学留学

しててもすぐ日本に帰ってしまった。「彼はどこから来たのだ

ろう」と言ったら、「チバ」だったと（笑)。千葉の方がいらっ
しゃったら、すみません。という伏線があって、その都市名を

小説に使ってみようと思ったのがチバシティだったそうです。

ちなみに「千葉って行ったことありますか」と聞いたら「な

い」と言っていました。「当の学生さんは、この『ニューロマン

サー』に使われたことを知っているのですか」と聞きましたら、

「いや、知らないんじゃないかな」と (笑)。まさかこの有名な小
説のテーマになったとは、その挫折した学生さんは思ってもい

ないでしょう。

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

いる唯一のコンピューター広告は、この IBM PC。世の中的に
はまだ 8ビットパソコンの時代です。ギブスンさんがビデオの
対談でテレビゲームと言っていたのは、今みたいな 3Dではな
く、インベーダーとかパックマンぐらいのものです。そういっ

たゲームでも、子どもがウーッとなっているのを見て、この子

の感覚は完全に電子世界に入り込んでるんだな、と感じたのが

ジャックインだったのではないかなと思います。つまり、ギブ

スンさんが言っている「未来はすでにここにある (the future
is already here)」いうのは、当時のサイエンティストは未来
を先取りしている、ということだけではなく、町中にある普通
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のゲームセンターでの風景に、未来が垣間見えたのではないか

なと思います。

当時はいろいろ勃興期でした。1982年、全く同じ頃には
『TRON』という映画が登場します。東大の坂村 (健)先生がやっ
た TRONというプロジェクトは、この名前から非常にインスパ
イアされています。世界最初のコンピューターグラフィックス

によるディズニーの映画です。事実上、VRやサイバースペー
スっぽいですが、まだこの時代には「バーチャルリアリティ」

という用語が発明されていないので、みな違う言葉で呼んでい

ました。

1983年、私が非常に好きな、ダグラス・トランブル監督の
映画『ブレインストーム (Brainstorm)』が公開されます。ダグ
ラス・トランブルは『2001宇宙の旅』の特撮監督でもありま
すが、この人が自ら撮った、ブレイン・マシン・インタフェー

スがテーマの映画です。自分の記憶を全部ジャックインして記

録したりネットで送ろうみたいな話の映画です。

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

で、『マックスヘッドルーム』という、この CGみたいなおじさ
んは、コンピューターの中に存在しないヴァーチャル人格、と

いう想定でした。まさに VTuberです。当時のコンピューター
グラフィックス技術だと、この映像をリアルタイムで動かせな

いので、実は CGっぽくメイクをした現実の俳優が演じていま
す。ポリゴンぽくメイクしてハイコントラストで撮っている

わけです。人間なので、当時の有名な TVショー、トゥナイト
ショーとかにも生出演しています。

ギブスンさんは、翻訳した黒丸尚さんのことを、日本語が分

からないにもかかわらずものすごく高く評価していました。日

本でニューロマンサーが根付いたのは黒丸さんの翻訳があれば

こそだったと。“Cyberspace”を「電脳空間」と訳したのも黒
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丸さんですね。いわゆる黒丸文体というのですが、漢字にルビ

を振ります。この文体が日本におけるサイバーパンク SFに大き
く影響を与えた。伊藤計劃さんもそうですね、黒丸文体によっ

て日本のサイバーパンクが確立したともいえる。Twitterに黒
丸 botツイッター*18がありますが、あれが Burning Chrome *18 https:

//twitter.com/
burning_chromaとバーニングクロマ (黒丸)を掛けているらしいです。　以降

は、日本だと、攻殻機動隊が来て、これは漫画版ですが、アニ

メにもなり、われわれが思うサイバーパンクみたいな世界が広

まっていったというのが、駆け足な『ニューロマンサー』前後

の話でした。

そうやって振り返ってみますと、今日のテーマなのですが、

科学か先か SFが先かというのは、ほぼないということがわか
ります。お互いに刺激しています。つまり、“Science inspires
SF, and SF challenges science”。これはピクサーの創業者ラ
セター (John Lasseter)が言った、“Art challenges science,
and science inspires art.”のもじりですが、空想は科学に挑
戦し、科学は空想を刺激するのだと思います。

ミンスキーとか、アーサー・チャールズ・クラークがいま

す。クラークは、SF作家ですが科学者でもあります。静止衛星
の概念を発明しています。ミンスキーは SF作家ではなくて科
学者ですが、先程の『OMNI』にテレプレゼンスのエッセイを
寄稿していますし、ヴァーナー・ヴィンジの『マイクロチップ

の魔術師』という、サイバーパンクの元祖みたいな作品に、も

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

実現性が低いものを「そんなの SFに過ぎない」と揶揄する
人がいますが、これは SFだよ、これはサイエンスだよと切り
分けるのではなく、マインドとしてはかなり融合した事を、わ

れわれはやりたいなと思っています。また、そういう発想がで

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

「妄想大学」をやりたい（笑）。妄想力をどのぐらい強められる

かという教育をしたい。何かを実現しろといった時に、「じゃあ

0.7妄想ぐらいにはしますかね」というようなのがすごく重要
です。どんなに荒唐無稽な事を言っても、ばかにされるだろう

みたいなことは、たぶん絶対ないというふうに思っています。

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

る」。さっきネットで調べたら本人が言ってない説やねつ造説

もあり若干がっかりしていますが、いずれにせよもっとも重要

なのは想像力・妄想力かなというのが、私からの振りでした。

上田 そうですね、非常に面白く拝聴しました。科学が先か SF
が先かってありますが、要は科学も SFも接近してきていると
いうところはあると思うのですが、ある意味、科学の最先端、

SFの最先端というのが、先ほど神秘という話も出ましたが、そ
れぞれに芸術というしかないものに接近しているなと思ってい

ます。SFで描かれていたものが、純文学としても描き得るとい
うのが現代ですから、そのへんの接近というものを、僕は作家

47



としては追究していきたいなと、お話を聞きながら思いました。

暦本 さきほどのヴォネガットの「坑内のカナリヤ」理論とい

う、炭鉱の中にカナリヤを飼っておくと、カナリヤが最初に苦

しがることで、そこの空気がおかしくなっているというのにい

ちはやく気づく、という意味で、SF作家は坑内のカナリヤであ
るべきみたいなことです。

ギブスン先生が言った、今の社会をとてもユニークな目で

拡大して見るのが、SFかもしれないということです。未来を
単純にプレディクションするのを、ギブスンさんは、“Capital
F Future”と言っています。官製の科学技術ロードマップみた
いなのが、大文字 Fの “Future”ですね。そうではなくて、今
すでにあるここに顕在化している何かというのは、われわれ

がまだ気付いてないかもしれないという、そういう小文字の

“future”、それを見せてくれるというのがとてもあると思い
ます。

チェン 今のお話の中で、俳句の話から始められたのは、すごく

印象的かつ非常にうれしく思っています。藤原定家の歌で、「見

渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮」という有

名なものがありますが、これは最初に「花も紅葉も」と言って

一旦イメージを生成させておきながら、それが「無い」といっ

てシーン切り替えを行うというすごいものがありますが、これ

は言葉だけで脳内 VRを喚起していますね。だから、解像度の
話は面白いです。僕はローレゾ至上主義と高解像至上主義の間

を揺れ動いているというか、どっちも面白いと感じてしまう。

何の話かと言いますと、ゲームの話だと分かりやすいのです

が、例えば、ソニー的な文脈でいえば、最近すごく売れまくって

いる「モンスターハンターワールド」という PS4のゲームがあ
ります。あれは高解像度の極致なわけです。目を凝らすとジャ

ングルの中をトカゲが動いていたり、一匹の昆虫がふらふら飛
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んでいたりします。そのすごさもあるのですが、他方で 1986
年の「ドラゴンクエスト 1」の 128色しか使えない世界で、必
死に目を凝らしてドットとドットの間に「無い」イメージを投

影して世界観を味わっていました。極端な事を言いますと、文

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

結局、それってどういう関係性なのかなと考えている中で、

もしかしたら情報技術というものが、どんどん人にものを見せ

るという方向に進んでいるとしたら、例えば、俳句であるとか

文学というものは、その読み手が自分の中で自律的に生成する、

つまり見せられて見えるのではなくて、自分から見ようとして

見ているみたいな、別種のスキルみたいなものだと思います。

今日のテーマでいえば、「見立て」と妄想力は紙一重ということ

ですね。

だとしたら、それを二項対立で分けるのではなくて、つなげ

るのだとしたら、もしかしたら情報技術というのは、そういう

もともと世界にあふれているバーチャルリアリティのトリガー

に気付きやすくなるための補助輪というか補助具のようなもの

だと僕は考えています。その先に俳句のように、17文字だけ
で無限の光景が描写できる世界がある。情報技術はそういう所

に連れていってくれるための、ビギナーのための練習道具なの

かもしれません。

僕は今、文学学術院という所に所属していますが、一人で

3Dプリンターとか Unityやウェブプログラミングとかやっ
ていて、「お前は一体何をやっているのだ」とよく聞かれます

（笑）。しかし、僕の中ではそういうふうに自然につながってい

るんだと自分を納得させているんですが、その両方を自然と味

わえている暦本先生は格好良いなと思います。

最近、世の中で多いのは、その両方が接続せずにいがみ合っ

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

学なんて古いっしょ」みたいなことを言いがちです。みんなが

みんなそんな事を言っているわけではないと思いますが、そう

いう２つを切り分けるよう考え方がまだまだある中、緩くグラ

デーションでつながっていけるということに希望があるように

思います。
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質疑応答

味八木 もしフロアの方からも、この部分をもう少し話してほし

いみたいなことがあれば、拾っていきたいというふうに思いま

す。何かある方は挙手いただけますか。では、前の方お願いし

ます。今、マイクを持っていきますので、少々お待ちください。

質問者１ ご講演ありがとうございました。僕が最初に疑問に

思ったのは、最初のビデオにおいてウィリアム・ギブスンさん

が「AIというのは、ハイブリット」っていうお話をされてい
たと思うのですが、それが僕はピンとこなくてずっと考えてい

た結果、インディヴィジュアルとディヴィジュアルの違いと

か、インディヴィジュアルというのが素因数分解した結果、共

通データはあるということです。それをディヴィジュアルとい

うのは、最小公倍数的な捉え方ができるのかなと思って、その

結果、インディヴィジュアルは新たな約数を作り出すというの

が、AIとのハイブリットなのかなという考え方を、僕はしたの
ですが、その点について皆さまのお考えというのをお聞きした

いなと思います。

暦本 とても高尚なコメントですね。たぶん上田さんの「個が消

滅していく」ということにもすごくつながるのですが、昆虫だ

とスーパーオーガニズムというのがあります。アリとかハチと

いうのは、一匹一匹は大したことがないのですが、巨大なアリ

塚とかを作っている種全体が、一個の巨大な有機体みたいにな

るわけです。われわれは現状はそうではなくて、哺乳類は基本

的には個別とか小グループで生きているのですが、もしかする

と、だんだん昆虫的なスーパーオーガニズムみたいに変化して

いくのかもしれないという、何となくの予測はあります。ギブ

スン先生はそこまで明確には言っていないですが、そこに収れ

んしていく所には、ヒト×ヒトだけではなくて、たぶんヒト
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×AIのハイブリットみたいなのも含まれると思います。種全体
のスーパーオーガニズムかつサイボーグみたいな、というよう

なところもあるのではないかと思います。

チェン ソニー CSLの笠原さんがやられている「Supercep-
tion*19」なんて、まさにそんな感じですね。人間同士で４人と *19 https://www.

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

すごく戸惑うのですが、４人の視覚を同時に見ることに適応し

て、何となくそのシステム内で行動ができるみたいな、あれは

人間が人間じゃなくなっていくような感じがします。

上田 暦本先生の話にありましたスーパーオーガニズムは日本

語で言うと「超個体」ですね。今の人間の形態はいわゆる「群

体」であって、その二項対立というか、在り方の違いというの

を、僕が今書いている『キュー』という小説で、一対のテーマ

として扱っています。

チェン すごく面白い質問だなと思っていまして、今日は話しそ

びれたのを、今、しますと、「共話」というものに興味を持っ

ています。これは水谷信子先生という方が研究された言語学の

概念です。二人以上の話者が種を共有したりしながら、共同で

文章を完成させていくということです。これは一体何なのかと

言いますと、日本語の日常会話というのはほとんどこれなんで

す。たとえば二人以上でしゃべる時を考えると、今はマイクを

渡し合って、はっきりとターンテイクしていますね。でも友達

とか家族とかと「今日の天気さあ」と、ここでフレーズの完成

を放り投げると、Ｂが受け取って「ああ、気持ちいいよね」と、

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

ランス語でも試してみたのですが、やってみたらすごく不自然

で難しいんです。実は日本語というのが、共話というものが非

常に頻繁に起こるということを書かれています。いろいろ調べ

ていきますと、例えば、能という伝統芸能の中でも、自然とワ

キとシテが共話をしながらクライマックスを迎えるみたいなこ

とが出てきます。これはいわゆる対話と共話というもので分け

ると、対話ではＡとＢがまさにターンテイクしていく会話の形

式と比べると、共話ではＡとＢが「ジャック・イン」しあうよ

うになる。つまりＡが話している途中にＢがかぶせて、またＡ

がかぶせて、Ｃが途中で入ってくるみたいな。例えば、僕自身

も、相手と共話が発動する座談会というのが時々あります。一

人一人が発表して、質問し合っておしまいといういわゆるアカ

デミックスタイルではなくて、こうやって話している間もいつ

でも「ジャック・イン」しあうような座談会が盛り上がってく

ると、あの時、誰が何を言ったかをお互い覚えていないんだけ

ど、確実にそういう会話が行われたという記憶しか残らない状

態になる。当然、Ａがこう言った、Ｂがこう言ったということ

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

ディヴィデュアルとディヴィデュアルの話につながりますが、

個体同士が重畳し合っている感覚というのが生まれてきます。

これは言語構造を掘っていきますと、実は日本語の会話

を支えているもので、あいづちというテクニックがすごく重

要だという話に行き着きました。英語だとあいづちのことを

backchannelという不思議な言葉を使いますが、英語と比べ
ると日本語の会話には 2.6倍もあいづちが多いという研究結
果があります。いかにあいづちを打ったり、相手に打たせたり

するかというのが、自然な日本語をするためにすごく大事だと

いうことを、水谷先生は外国人留学生たちの指導をしながら分

かったのだそうです。

こういう喋り方を英語でやると、すごく幼稚なしゃべり方に

映って、逆に酷評されるということがあります。これで何が言

いたいかと言いますと、つまり日本語という固有の言語的技術

を使うことによって、「ジャック・イン」や「個体融合」みたい

なことが微小なレベルで起こっているのではないかということ

です。

ですから、今仲良くなりたいから共話でいこうとか、明日は

プロジェクトを進めなければいけないから対話で行こうとか、

そういうふうに言語という外装可能なテクノロジーを使い分け

ることができるんですね。

上田 ありがとうございました。もう一点、僕が言いたいのは、

たぶん今の人間の形というのは、必ずしも最終形態ではなくて、

テクノロジーの進歩によって変わっていくものだと思っていま

す。サイボーグの話も出ましたが、そういった意味でそれに紐

づくというか、文学も当然変わっていく中で、ある意味では、

今作家としてはチャンスだなと、個人的には思っています。

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

質問者２ 今日は貴重な講演をありがとうございました。

「ジャック・イン」とかで仮想を現実空間に近づけるというの

で、それができると時間とか距離の概念は壊れると思います。

だからこそ AIも人間も介入できない、今ある圧倒的なハード
の価値を、どうお考えかお聞きしたいです。例えば、この空間

とか、ここにあるという圧倒的なハードの価値を、僕自身建築

を学んでいる学生なので、建築物みたいな空間とか、そういう

価値って何なのか、お聞かせいただきたいと思います。

暦本 現実空間の、例えば、身体性や物質性というものと、サイ

バースペース上のそれらの表象の違いということでしょうか。

上田 どこまでのものが代替可能なのか、最近よく考えていま

す。例えば、リンゴが二つあるとします。素材的にはほぼ同じ

です。その中の分子構造もほぼ同じでしょう。それでも何かが

違う。例えば位置座標が違いますよね。二つのリンゴは分子構

造まで同じで取り換え可能かもしれないけど、「今・そこ」にあ

るという事実、時間座標と位置座標は今のところ取り換えでき

ない。どこまでが取り換え可能であって、どこからが取り換え

可能じゃないのかということは、結局「座標」に集約されるの

ではないかと思っています。そこを何か文学的に表現できない

かなというふうな事を、今考えているところです。

例えば、二つのコップに入った水でも同じですね。その二つ

はかなりの部分で、取り換え可能です。でもやはり少なくとも

位置座標が違う。取り換え不可能なものを、全て文学で表現し

てマッピングできれば面白いなと思っています。

芸術というのも、取り換え不可能なものを追究する分野であ

るとするならば、何が取り換え不可能なんだろうというところ

で、「座標」というキーワードを用いて作品で追っているところ

です。
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チェン たぶん今、上田さんがおっしゃったテーマは、今日の結

構冒頭から繰り返し出てきているテーマだと思います。どんど

ん科学が人間の感情までも突き詰めていった時に、人間の感情

というものも交換可能というか、いくらでも操作可能なものに

なっていくのではないかという、そういう話があります。

今の質問の射程がどこまで広げられるのか想像しながら考え

てみますと、結局、物質世界というものも、僕たちは非常にバ

イアスの掛かったフィルターで見ているわけで、そういう制約

の多い身体的なアーキテクチャを生まれながらに備えているわ

けです。

例えば、低解像度なデジタル義眼というもので世界を見なが

らも、世界の複雑なパターンの美しさに気付いたりすることも

できるわけです。ですから、解像度が高いとか低いとかという

だけで、その人の主観的なクオリアを計れないとしたら、物質

性というものを特権化するというのは、考え方としてあまり遠

くに行けないのかもしれないと思います。

身体にせよ、テクノロジーにせよ、結局どんなデバイスで

世界を認識するにしても、クオリアというものが生まれるのだ

としたら、別にサイバースペースの中で初めて抱く詩情や感動

というものもあるわけです。ですから、ハードというものがめ

ちゃくちゃ偉いというふうに、僕はあまり思わないです。

暦本 圧倒的なハードですか。さっきの話に戻りますと、バー

チャルリアリティというのは、時制が表現できないんですね。

「ここに星があった」とバーチャルリアリティでは過去形が言

えません。「今あります」という現在形しか言えない。われわれ

が言語で表現しているものの一部分です。言葉だと時間の短縮

というのもよくあります。「国境の長いトンネルを抜けるとそ

こは雪国だった」は、読むと１秒ぐらいですが、本当に再現す

ると、たぶん数分間ぐらいになる。国境の長いトンネルを実際
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に抜けていくところを表現しないと VRにならないですけれど
も、1秒間で、というのはできません。こういうところは解像
度などの性能論とはまたちがう。上田さんの小説を読んで非常

に面白かったのは、時制に加えて人称もジャンプしますよね。

上田 そうですね。

暦本 瞬間的にすごい所に行ったり、あるいは主人公だけれど

も、自分を未来から振り返ったり、すごく自由自在に動いてい

て、あれはリアルなファーストパーソンのリアルタイムのリア

リティだけではないところがものすごくあり、そこは 8Kなど
のハードを追求するだけでは、まだ表現できません。ただ、そ

もそも表現すべき目的なのか、どうかもよく分かりません。と

いうのは、メディアが違ったら、違う事をするのは当然なので、

音楽でできる事と言語でできる事は違うのは当然で、あえて交

換しなくてもいいのかもしれない。それでも、違いがあるとい

うのは、とても面白いと思いました。

上田 そうですね。本当に言葉というのは不思議で、１億年を１

秒で言えたりとか、それがいろんな時制で言えたり、書いてい

てどこまでむちゃくちゃな事ができるのかというのをやってい

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

か。擬態語ですみません。そういう感じで分かってしまうこと、

それが脳の APIをうまく叩けたときの感じではないかと思い
ます。

上田 読めるのが不思議ですね。こんなの書いてしまうのだ、と

いうのが非常に面白いです。

味八木 最後に一件、もしあればお願いします。

質問者３ ありがとうございます。先ほどのお話を聞いていて

思ったのですが、脳がどこまで新しいというか、今まで無かっ

たものを認識して、自分のものとして実感するかというのを、

たぶん皆さん突き詰めながら少しずつ研究されていると思いま

す。それはどこまで行くかという実感というか目途みたいなも

のは、何となくつかんでいらっしゃるのでしょうか。つまり実

際にはないものを本物のように見せるという、嘘を信じ込ませ

ることを VRとか ARの世界ではやっているのですが、それに
対して脳がどんどん適応して、だんだん本物っぽく感じてくる

わけですね。それって一体どこまで本当に人間は、マトリック

スじゃないですけれども、脳みそだけで本当に生きている実感

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

暦本 つかまれてないです。それはつかめてないのですが、逆

に、いろいろイリュージョンなどで、とても簡単な事で人間が

だまされるということはあります。そこがむしろ面白いところ

で、本当に完全な本物を再現しなくてもいいということです

ね。こことここと、ここだけ突くと、この人は信じてしまうと

いうような、感覚のハックがあります。また脳の API論に近づ
くのですが、そういう実はツボみたいなのがあるということを

探るプロセスかもしれません。真面目に全部再現して、タクタ

イルとかの感覚とか聴覚とか全部再現するのかというと、そこ

にゴールが無いような気もしています。もっとうまい方法があ

るのではないかと思います。

チェン APIというふうに暦本先生がおっしゃっているのは、人
間の感情心理についても同じことが言えて、人間というのはこ

こを突いたらこうなるとか、ここを押せば頑張れるとか、頑張

れなくなるとか、そういう事がウェブの世界ではどんどん分

かってきていて、共通 APIみたいなものがどんどん発見されて
います。でもそれが発見されていけばいくほど、さらに微細な

個体差とか文化差みたいなものも分かってきて、逆になかなか

APIよろしくコピペできない領域があるということも、少しず
つ見えてきているのではないかと思います。でも、本当は何の

ためにそういう APIを探しているのかという目的が大事で、企
業のビジネスロジックのためにユーザー心理がハックされると

いうことが起こっている今、ホワイトハッカーが人間の自律性

をオーグメントする方向性が必要なのだと思います。

上田 小説というのは、単なる記号の並べ替えです。ですから、

52音があって、記号がいくつかあって、それを並び替えてい
るだけです。それが並び替えているので、パターンはパソコン

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

な分野でもあります。今、新しいものって何だろう、面白いも

のは何だろうというのが、記号の並び替えだけで作っていける

というのは、その話は共通するところがあるなと思いながら今

話を聞いていました。

味八木 よろしいでしょうか。年度末のシンポジウムということ

で、非常に充実した時間を共有させていただきました。本当に

ゲストの方々、ご来場のみなさまありがとうございました。こ

の講座は 3年間のうちの 1年目が終わったところで、まだ折り
返し地点にも到達していないのですが、今日のお話の中でも非

常に研究に近い部分から、将来の課題にしていかなければいけ

ない部分までいろいろ見えて、講座の取り組みの方向性の部分

でも多くの示唆があったと思います。

学生の方は来年度のセミナー・サマースクールについて、今

後アナウンスしていきますので、ぜひご参加ください。ちょう

ど１年後にまた、シンポジウムを開催しますので、皆さんぜひ

来年もご来場いただければと思っています。皆さんのご意見を

参考にして、講座の運営も反映していきたいと思っていますの

で、お帰りの際にお手元のアンケートにご協力いただけるとあ

りがたいです。本日は最後までありがとうございました。
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