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ヒューマンオーグメンテーション学セミナー＃３
「身体能力の拡張」

2018 年 7 月 10 日、東京大学本郷キャンパス福武ラーニングシア

ターにて第三回セミナーを開催しました。昨年の第一回テーマ「知覚

の拡張」に続き、今回は「身体能力の拡張」のテーマのもと招待講演

およびパネルディスカッションが行われました。
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はじめに

味八木 このセミナーは昨年度より開設された「ヒューマンオー
グメンテーション学（ソニー寄付講座）」のイベントです。毎

年、このような学生向けのセミナーを 2回ずつやっていて、今
日はその 3回目、今年度初回のセミナーになります。昨年は
「知覚の拡張」ということで、ちょうど 6月の初めごろに第 1
回を開催しました。今回は知覚に続いて「身体能力の拡張」と

いうことで、招待講演にゲストをお招きして、パネルディス

カッションも含めて議論をしていきたいと考えています。どう

ぞよろしくお願いします。それでは、暦本先生から開会のごあ

いさつをさせていただきます。

暦本 皆さん、こんにちは。大変お暑い中、どうもありがとう
ございます。今日は、先ほど味八木先生のほうからありました

「身体能力の拡張」ということでセミナーを行いたいと思いま

す。さっと振り返りますが、去年、ソニーから 3年間というこ
とで、この「ヒューマンオーグメンテーション学」という講座

を作っていただきました。対外的には、こういうセミナーをし

て議論を深めていこうということや、サマーワークショップの

ようなことを行っています。去年、まず第 1回目はヤフーの
安宅さんと東工大・伊藤先生に、特に「知覚の拡張と能力獲得

の未来」ということで、ご議論いただきました。その後、夏に

ワークショップをやりました。これは、デバイスを体にくっ付

けて実際に身体拡張するというサマーワークショップで、かな

りいろいろな面白いデバイスを作ったという、学生さんとやっ

たというのがあります。それから秋に、これは暦本研究室の卒

業生 4名なのですけれども、研究の職に就いている方や社会
人になって働いて、それぞれヒューマンオーグメンテーション

的な研究をした結果、今、社会に出ている人たちがどういった

形でどういうことを考えているかについて議論をしてもらいま
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した。

これが今年 3月に開催したシンポジウム「SFと人間拡張の
未来」の様子です。早稲田大学のドミニク・チェン先生と小説

家の上田岳弘先生に参加いただいて、純文学やサイエンスフィ

クションと科学について議論しました。これは、伊藤国際研

究センターで行いました。この時にソニーと共同で参加した

「Sony Stories」というイベントがあり、これはソニー株式会
社で一人一人のエンジニアや科学者をフィーチャーして、その

人にまつわるビデオを作るというもので、たまたま私の番だっ

た時に「誰でも会っていいから、誰か一人いないか」と言われ

たことがありました。ものは試しなので、この講座でさんざん

言っていますけれども、JackInとか、Neuromancerとか、そ
ういう本当に本家の中の本家・ウィリアム・ギブスン（William
Gibson）さん、今、カナダに住んでいる SF作家のウィリア
ム・ギブスンさんにお会いできたらなとお願いしたら、何と実

現してしまったのです。前回の「SFと人間拡張の未来」という
シンポジウムは、ある意味、ギブスンさんにフィーチャーした

イベントでした。ギブスンさんから、オープニングビデオメッ

セージなども頂いています。これはソニーのサイトにあるので、

もしご興味がありましたら、ご覧ください。

それから書籍ですけれども、『オーグメンテッド・ヒューマ

ン』*1という本を編集しました。これは、日本中の、あるいは *1オーグメンテッ
ド・ヒューマン～AI
と人体科学の融合に
よる人機一体、究極
の IF が創る未来～　
http://www.nts-
book.co.jp/item/
detail/summary/
setubi/20180100_
65.html

海外 60名の、こんな人たちに集まっていただけたというぐら
いの、いろいろな多彩な執筆者の方々に寄稿を頂きました。多

分、今この瞬間、世界でこれだけオーグメンテッド・ヒューマ

ンの情報が集まっている本はないかなと思います。ちょっと書

籍代が高いのですが、もし財力に余裕があれば買っていただけ

るとありがたいと思います。　また、去年 1年間の寄附講座の
活動をまとめた書籍を公開する予定です。PDFでも無料配布す
る予定ですけれども、2018年夏と書いてあって、既に夏な気
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がしますが、なるべく夏の間に出すことをお約束しますので、

ご期待ください。ちなみに、この表紙デザインは元ソニーの超

有名なグラフィックデザイナーの方に担当していただいていま

す。というのが、去年 1年間の活動です。
今回、素晴らしいゲストスピーカーにいらしていただきま

した。1人目の先生が中澤公孝先生で、今、まさにスポーツの
研究をされていて、この後で講演をお願いしたいと思っていま

す。もう一方が、私が兼務しているソニーコンピュータサイエ

ンス研究所の同僚でもありますけれども、古屋先生です。古屋

先生は音楽の研究で、ご自身もれっきとしたピアニストである

と同時に、ヒューマンインターフェースや医学の研究でも非常

に実績がある方なので、まさに芸術や身体の接点をお話しいた

だけるかと思います。ということで、私の前振りはここまでに

して、早速進めましょう。
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「パラリンピックブレイン　－パラリンピアンの脳にみる
身体の再編能力－」

中澤公孝（東京大学大学院総合文化研究科）

「パラリンピックブレイン　－パラリンピアンの脳にみる身体の
再編能力－」1962年 5月長野県生まれ。東京大学大学院教育
学研究科博士課程体育学専攻修了、博士（教育学）。前職：国立
障害者リハビリテーションセンター研究所運動機能系障害研究
部長。現職：東京大学大学院総合文化研究科生命環境科学系教
授。専攻は運動生理学、リハビリテーション科学。

ニューロリハビリテーション

中澤 よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございました。
暦本先生、味八木先生、このような発表の場を与えていただき

まして、ありがとうございました。今、ご紹介いただきました

けれども、私自身、身体障害者のリハビリセンターに長い間お
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りまして、そこの研究所で「脊髄損傷の人を何とか歩かせたい、

そのためにはどうしたらいいのか」ということを基礎的なとこ

ろから研究するということを長くやっていました。東大に移っ

てスポーツのことをやり出して、今、「パラリンピックブレイ

ン」なんていう勝手な言葉を作っていますけれども、全く予想

していなくて、パラリンピック選手の脳を調べる機会があり、

それを調べていたら非常に面白いということが分かり、以来も

う何か出てくるのではないか、調べれば調べるほど何か出てく

るというので、喜んで調べているところです。

やっている中で、こういう考えに至りました。パラリンピッ

クのアスリートは、例外なく障害を持っています。障害の軽い

人、身体の一部を損傷して、脳自体が損傷している場合もある

のですが、その後の脳や身体組織の回復可能性を示す、どこま

で回復するのか、人間の限界、回復の限界ぐらいまで見せてく

れているのではないかということで、最高のモデルだろうとい

う考えに至ったというわけです。これはまさに、私がずっと

やっていた「ニューロリハビリテーション」の最もいいモデル

ではないか、最もうまくいったモデルではないかと考えている

ということです。

ニューロリハビリテーションというのは、要は神経のリハ

ビリテーションですけれども、われわれがやっているのはこう

やってロボットを使って外から動きを与え、中枢神経の再編を

図ろうということをやっていたわけですが、それが機能回復に

つながっていくという狙いでやってきました。そこには、先ほ

ど言いましたように、脳の一部や身体の一部を障害して、その

後に代償的な変化が起こります。これは健常者とは違うところ

です。損傷を負って、放っておいても代償的な変化が起こって、

さらにそこにリハビリを介入したり、外から何らかの介入を行

うことで身体組織、中枢神経が持っている可塑的な性質を引き

出して再編を図る。これがニューロリハビリテーションの目的
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だといって間違いないだろうと思います。

そう見てきたときに、ちょっと今日、スライドを 1枚飛ば
してしまったのですが、パラリンピックアスリートは機能回復

を図ろうと思ってトレーニングしているわけではありません。

スポーツパフォーマンスを高めよう、最も高いところまで行こ

うとしてトレーニングしているわけなのですが、その目的に向

かってトレーニングしている過程で、代償的な変化と可塑的な

変化が相まって、われわれが予想しなかったような変化を起こ

している。今日お見せするのは脳にいろいろな変化が起こって

いるところを見ていただこうかなと思っています。時間が許す

限り、お見せしようと思うのですが、ここに挙げた以外にもま

だまだやっていて、かなりデータが集まってきたのですが、今

日は代表的なところをご紹介したいと思います。

最初に、あまりなじみのない方のために予備的な知識として

押さえておいていただくと後で分かりやすい点をご説明してお

きます。これはよく理科の本などで出てくる脳の運動野、運動

をつかさどっている脳の領域ですけれども、前から見て切って

いると思ってください。脳をこう切って、左半分だけを見せて

います。小さい足、細い足、それから胴体など体の一部が描い

てあります。あの領域というか、あの下にあるところがそれぞ

れ足だったり、体幹だったり、あるいは手を支配している細胞、

支配している脳の領域ということになります。ですから、手を

動かしている脳の細胞はかなりたくさんある。顔の筋肉もたく

さん動かしていることを表しています。これが左右あります。

そして、もう一つ重要なポイントですが、左の脳は体の右半分

を動かしています。右の脳は逆に左半分を動かす。これ、交差

して支配している。この二つのポイントだけ頭に入れておいて

いただくと、後が分かりやすいかなと思います。
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パラリンピックアスリート

　早速ですけれども、最初にご紹介するのは膝から下、下腿を

交通事故で切断してしまい、その後、義足を着けて、そして

トレーニングして、パラで走り幅跳びの世界チャンピオンに

なった、これも有名な選手ですけれども、マルクス・レーム

（Markus Rehm）選手の例をご紹介したいと思います。　彼は
膝から下が義足なわけですけれども、右足がこういう状態でこ

れだけ走れるところも、もうわれわれから見たらすごいのです

が、ものすごい跳躍ができる。で、8m40ですか、跳んで一
躍、リオオリンピックの前にオリンピック金メダル候補になっ

たわけです。オリンピックの金メダル候補になったら、これは

ちょっと義足の性能が良過ぎるのではないかというので、出て

いいのかどうかということが議論になりました。結局、義足が

有利には働いていないことを科学的に証明しなくてはいけない

ということで、どう考えても厳しいのですが、やはり認められ

なくてオリンピックには出られなかった。ただ、パラリンピッ

クでは優勝しているということです。そこに注目が集まったの

ですが、われわれが注目しているのは義足の性能ではなくて、

義足自体を使いこなす、そのためのトレーニング。その結果、

脳に変化が起こっていたのではないかと見ています。これは、

かなり高度な技術を身につけないと、あそこまで使いこなせな

かったのではないかと考えています。　たまたま、これは駒場

ですけれども、MRI装置を使い、脳の働きを調べようという機
会が得られました。いろいろ調べたのですが、実は最初に、先

ほど見ていただいた、あれを脳の運動野の地図と呼んでいます

が、足を動かしている領域がどこであるとか、そこをファンク

ショナルMRI（fMRI）*2で見ておいて、それから少し複雑な運 *2 fMRI (functional
magnetic resonance
imaging), MRI を利用
して、ヒトおよび動物の
脳や脊髄の活動に関連
した血流動態反応を視
覚化する方法の一つ.

動課題などをやってみて調べようということになりました。最

初に股関節の周りの筋肉を動かしたり、膝の周りの筋肉を動か
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したり、これは足首はないのですが、「足首があると思って動か

してください」といったときに脳のどの領域が働くかをまず押

さえておこうということで、作り上げていきました。だから、

こんなふうに光っている。これに合わせて筋肉を収縮させてく

ださいとか、細かいことなのでここは飛ばしますが。

で、これが結果です。これは脳を上から見ています。右も

左も付いていますが、こちらが義足側の足を動かす、下のほう

が義足側でないほうの足を動かすときです。ここを見ていただ

いて、足首を動かすとき、脳の天辺ぐらいが活動していること

がわかります。赤いところと黄色いところはよく活動している

ということを表しています。左足を動かすときは右半分よりや

や上のほうが光っていて、うまく撮れていることが確認できま

した。膝のときも、やはりこの辺が活動しています。股関節に

いって、この右側の天辺ぐらいが活動しているということです。

義足側を見たときに、足首がないわけですけれども、「動かして

いるつもりでやってください」と言ったら、左の天辺ぐらいが

活動していたということで、きちんとそういう記憶というか、

それが残っているのだなということが分かったと。

しかし、これを見た時に「あれ？」と、びっくりしたわけで

す。膝、これは義足に直結している関節ですけれども、最終的

に膝関節のところで義足を操っている。この膝関節周りの筋肉

を動かすときは、両側が働いているという非常に珍しいパター

ンが見られた。これはどういうことかというと、恐らく、義足

側の、切断側の膝を動かすときは、普通はさっき言いましたよ

うに交差性で、これは右足ですから左の脳が、運動野が動くは

ずなのですが、両側でもって動かしている可能性があるという

非常に珍しいパターン。これは実は、後ほどお見せする脳性ま

ひなどで先天的に脳の一部に障害を負っている方が両側から支

配するという形で行うこともあります。脳卒中後のリハビリに

よって出ることもあるのですけれども、非常に珍しいパターン
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です。これは全く予想していなくて、ここでびっくりしたとい

うことなのです。

ただ、義足の方を調べたことがなかったので、もしかした

ら膝下義足の方はみんなこういう動かし方をしている可能性が

あるというので、義足で競技をやっていない方をたくさん連れ

てきて調べました。そうしたら、膝を動かすときですが、きち

んと片側だけで健常者と同じということ。それから、もしかし

たら健常者でも走り幅跳びの選手の踏み切り足のほうはそうな

のではないかというので、これも調べたのですが、やはりその

ような両側性の支配はなかった。こうなってくると、これはト

レーニングの結果、起こってきた、つまり、義足を使って、そ

の義足を非常に高度に操らなければいけない。そういう要求が

あって、それを達成するためのトレーニングをした結果として、

こういうことが起こっているのではないか、こういう脳の支配

になったのではないかと今は考えているということなのです。

トレーニングと脳の再編

それを支持する結果は、今度は走り高跳びの選手。この方も非

常に強い選手ですけれども、パラリンピックでは残念ながらリ

オでは 4位だったのですが、日本チャンピオン、アジアチャ
ンピオンの方です。一見、簡単に飛んでいますが、これだけの

ハードトレーニングの結果、これ、アプローチはカーブして

入ってきます。義足を履いたままカーブして入ってくるのは非

常に難しい、これができなかったそうです。これができるよう

になって記録が上がったということで、かなりこの方もトレー

ニングを積んできた方です。

この方の脳も同じように調べてみました。先ほどのマルク

ス・レーム選手と同じように調べてみたところ、ちょっとノイ

ジーなのでどうかなというところもあったのですが、とにかく
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両側が働いているようだと分かった。こちら、切断肢ではない

ほうの足はきちんと片側が撮れていますので、恐らく間違いが

ないわけです。ということで、この方でも両側性の支配、両側

からの支配があるのではないかということで、やはりこれは高

度なスポーツ、パラリンピックアスリートに対して要求される

義足を高度に扱う、そのスキルを獲得する過程で、このような

特殊な脳の支配が起こってきたのではないかと今、考えている

ところです。

その後、今度はもう少し重度の障害ということで、これ膝上

です。大腿切断で膝関節もないし、足の関節もないという方で、

これもまた有名な選手で山本選手*3。リオのパラリンピックで *3山本篤（1982-）: パ
ラリンピック走り幅跳
び選手は銀メダルでしたけれども、さらに義足を操るのが難しいこと

になります。この方で調べたところ、義足側の股関節を動かす、

股関節が義足に直結しています。この股関節を動かすときはや

はり両側性の支配が出てきて、「あ、やっぱりそうだった」とい

うことだったのですが、予想していなかったのが非切断肢、切

断していないほうの足、足首は普通だったのですが、膝関節の

筋肉、股関節の筋肉、どちらも両側の支配が出てきたというの

で、これもまた特殊なパターンです。

これを本人にお見せしたところ、本人の内省といいますか、

本人の感覚とはぴったり合うとおっしゃっているのです。それ

は、重度な、こちらのほうが障害で操作が難しい、自分の操作

が難しいわけですけれども、健側肢といいますか、非切断肢の

コントロールが非常に重要だと。本人はそれをとても意識して、

しかも股関節を特に意識して練習しているということで、そう

いう内省とぴったり合うということなのですが、いかんせん、

これはまだ 1名だけですから、今後さらに同じようなパターン
の方とか、データを蓄積して調べていこうと考えています。い

ずれにしても、義足を動かす、義足を着けたスポーツで要求さ

れる高度なスキル、これを獲得するために非常にハードな練習
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が必要で、それを達成する中で脳も特殊な制御、特殊な動かし

方をするようになっていったのではないかと考えているという

ことです。そのぐらいにしておいて、次に移ろうと思います。

水中動作と脳の再編

次は、実はこの方が最初だったのですが、この方を見てびっく

りしたわけですけれども、水泳選手です。今日はパラリンピッ

クの話だと前置きしているので、皆さん、障害がある方だなと

いうことは分かるかと思いますが、いきなりこの動きを見せら

れたら、障害があるとは分からないと思います。特に上肢のこ

の動きです。これをちょっと覚えておいていただいて、次の動

画を見ていただきたいと思います。

先ほど泳いでいたのはこの方、同一人物です。陸上では一

見して障害があることが分かると思います。片まひと言い、脳

卒中の後にこのようなまひが残るわけですけれども、この方は

脳性まひです。脳性まひというのは出生時、あるいは出生直前

に脳に損傷を負った。この方は恐らく出生時に脳卒中を起こし

たと思われます。陸上ではこのように肘がずっと曲がったまま

で、左足もつま先が下がってしまう。ドロップフットといって

転倒の危険性があるということで、陸上ではやや歩行も危なげ

になります。階段を下りるときなどは手すりを必ず持って下り

ないと下りることができないというレベルの障害を持っておら

れます。

この方の脳を調べたところ、非常に大きな損傷がありまし

た。右半球にこれだけ大きな損傷があり、これは先ほど見てい

ただいた手を動かす領域であったり、上肢を動かす領域、その

大半はもう損傷してしまっているということで動かないはずな

のですが、よく脳を調べてみると、指の筋肉を動かす領域が

ちょうどこの辺にあったと思われるのですが、もう少し天辺の
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ほうに移動していて、不自由ではありますが、動かすことはで

きるようになっている。まぎれもない再編が起こっていること

が分かり、しかも、今日は詳しくは説明はしませんけれども、

その移ってきた領域の、これは神経生理学では興奮性という言

い方をしていますが、活性度と言ってもいいのですが、それが

非常に高い。青のほうが健側で、反対側の損傷側の活性度が非

常に高いことも分かったということで、大変興味深い症例です。

これは恐らく、3歳ぐらいから水泳をやっているので、水の中
で自然な水泳の動きがリハビリになっていた。陸上では肘が曲

がってしまっているのですが、水の中では伸びて、先ほど見て

いただいたように大きく動かすことができる。それに伴って自

然に脳の再編も起こっていたと思われます。

なぜ水の中で動けたのか。われわれは仮説を持っており、か

なり支持する根拠も持っていますけれども、今回は時間の関係

でそこまでお話しできませんが、水中という環境、そして水泳

の動き、これがリハビリになって、それができるようになった。

その結果として脳にも再編が起こったといえます。関連してい

る要素を整理していくと、陸上で同じようにやってあげると、

陸上でもかなり動きが改善される、そういう可能性が理論的に

はあるということがいえます。ということが分かり、ここまで

脳が変わるのだということで、この方の例をきっかけにして、

われわれは研究を始めたということです。

障害と代償的な機能向上

ちょっと時間がなくなってきたので後を急ぎますが、次は脊髄

損傷のパワーリフターです。これ、ベンチプレスです。足が動

かないので、足を縛り付けて腕だけで持ち上げる。同じ体重別

で比較すると、パラリンピックのほうがオリンピックよりも結

果がいいという唯一の種目です。パラリンピック選手のほうが
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重いものを上げてしまうのです。ただ体重でそろえると、下肢

の萎縮が起こっており軽いので、上半身が相対的にとても大き

くなりますから、それは比較としてはあまりふさわしくない。

ただ、それを踏まえても、パラのリフターのほうが強いのでは

ないかという意見が現場から出て、それもあって調べたという

ことです。

足が動かないので上肢のマッピング、また脳のどこが動いて

いるのかを調べたところ、ちょっと特徴的、2例しかないので
まだ何ともいえませんけれども、上腕筋のほうの領域は普通は

少ないのですが、こうやって見ていただくと、健常の選手では

上腕筋を支配する領域のほうが少ないのですが、それが大きく

なっているという面白い特徴がありました。ここはまだ例が少

ないので今後もう少し集めてきてもらうということで、このぐ

らいにとどめておきます。

もう少し面白い例があります。これも予想していなかったこ

となのですが、これは手で、グリッピングです。握力計で皆さ

んの握力の 10％の力、あるいは 20％の力、そして 30％の力
を出して、それを 20秒維持してくださいという課題を行いま
した。MRIの中で脳のどこが活動するのか調べようと、こうい
うことをやったのですが、その中で予想だにしていなかったの

ですが、20秒、ずっと力を記録しているのですが、パラ選手の
安定度が非常に高い。人間ですから、10％、あるいは 20％の
力を 20秒間維持してくださいと言っても揺れます。ロボット
だったらそのままぴたっといくと思いますけれども、人間なら

どうしても揺れます。これが普通なのです。

健常の選手と、パラリンピック選手の比較。パラリンピック

選手はとても安定しているので、これ、何かおかしいのではな

いかというぐらい安定していたのでびっくりして、単純に変動

係数を見たら、10％、20％、30％、非常に低い。安定して
いることが分かり、いろいろな人を調べようということで、こ
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れは 2名しかいなかったので、他にもパワーリフターをたくさ
ん、たくさんといってもまだ 10人ぐらいですか、呼んできて
調べたり、脊髄損傷の人を連れてきて調べたところ、こういう

結果が出た。明らかに、健常者、皆さんここにいる健常の方に

比べたら、脊髄損傷のパワーリフターが圧倒的に安定している

ことが分かりました。

実は、脊髄損傷の人全般に非常に安定していることも分かっ

たわけです。つまり、今日、冒頭でお話しした、身体の一部に

障害を持った結果、代償的な変化が起こって、そしてさらにト

レーニングをすると、さらにその変化が促進される。まさにこ

れはそれを表していて、脊髄損傷の結果、下肢の機能を喪失し

てしまった。下肢の機能を喪失したことに対して、上肢でそれ

を代償する。その結果、上肢の能力が非常に高まることがまず

起こるのだろうということがいえると思います。加えて、ト

レーニングすると、さらにそれが高まる可能性があります。こ

このところはもう少し調べないと、どの程度高まるのかは出て

きませんけれども、そういう可能性があるだろうと思っていま

す。ですから、障害を持ってしまってネガティブな側面だけで

はなくて、残された能力が健常者以上に高まることがあること

を示すいい例だと考えています。

最後に、これは先天的な障害で、今の代償的な変化があります。

それから再編能力、これがどこまで行くのかを見せてくれる、

人類の最も、究極の拡張度を示してくれる例ではないかと思い

ます。先天的に上肢がないという方で、足を手のように使って

生活されている。

これは、脳卒中の後に手にまひが残って、リハビリでだんだ

ん治っていくときに、どのぐらい手を動かすことができるのか
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を調べる道具です。穴が空いていて、そこにピンを立てていく。

ペグホードといい、色はでたらめに並べていただいてよかった

のですが、余裕があるものですから、色ごとに並べて立てて

いってくれています。1分間で何個できるかというテストです。
1分間だから、今日はちょっと 1分ぐらい見ていただこうかと
思ってやっているのですが、1分とかからなかった。50秒ぐら
いで全部終わったということで、もうとんでもなく速くなって

います。これでもう終わってしまった。ということで、もう簡

単過ぎる。このぐらい手のように足を動かすことができます。

これは書字能力。当然、足でサインしますから、書字運動

を、定量・数値的に評価する道具があり、これで調べます。い

かに滑らかに動かせるか、線を引けるか。サインウェーブ様の

軌道でターゲットが動いていき、それに沿って描く。これがギ

ザギザしてしまうと点数が悪いというので、これもやってもら

いました。うちの研究室の院生が手で描いた点と比べたら、1
回目は少し低かった。そうしたら、「もう一回やりますよ」と

言って、もう一回やったら、それを上回った、（院生の）手を上

回ってしまった。本人も満足で終わったわけですけれども。

ここまで来ると、もう最初から手がないですから、足が手の

ようになっていて、脳の中も変わっているだろうということは

容易に予想ができたわけです。実際、調べてみると、fMRIで
「つま先の筋肉を動かしてください」と、これが最も極端に出

ているので分かりやすい。これを説明します。上から見たらこ

のぐらい広い領域。この辺はもう側頭に近いところですから、

手の領域です。手を動かしているあの広い領域、あそこが足に

なってしまっている。前から、前額面といってこうやって切っ

て見たところ、右足のつま先を動かすときに、こんなに広い領

域が足を動かす領域になっているということで、ここまで変わ

るんだということを見せてくれました。まさに足の領域が拡張

しているという、最も拡張した例だろうと思われます。
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野崎先生のところの武見先生に協力していただいて、TMS *4 *4経頭蓋磁気刺激法
（Transcranial mag-
netic stimulation）:
電磁石によって生起さ
れる急激な磁場の変化
によって弱い電流を組
織内に誘起させ、脳内の
ニューロンを興奮させ
る非侵襲的手法.

マッピング。TMSで調べても、電気生理学的にも、やはりか
なり広い領域が足の筋肉を動かす領域に変わっている。これは

つま先ではなくて足首を動かす筋肉ですけれども、こんなに変

わっているということで、ここまでいくんだと分かった。これ

は先天的ですから、中途の障害ではなくて、もう最初から足を

手のように使って生活していった結果、下肢が手、指を代行す

るようになって巧緻的な動作、これは健常者では持っていない

能力ですけれども、これを下肢の筋肉が獲得している。脳の支

配がそこまでいくようになっていることが分かりました。

全体をまとめると、今日、一部ご覧いただいたように、パラ

リンピックアスリートの脳はトレーニングに伴ってかなり再編

することが分かった。これは損傷後の中枢神経の再編であると

か、身体の再適応が、今日は一つ重要なファクターをお話しし

なかったのですが、モチベーション、スポーツでは勝ちたい、

記録を伸ばしたいというモチベーションがあるので、リハビリ

では実は最も重要だといわれています。モチベーションが最終

的なリハビリの帰結を最も左右するといわれていて、スポーツ

選手などではこれはもう担保されています。これがあって、そ

れに加えてハードトレーニングすると、もっと変わってくると

いう、その最も変わる例を示してくれているのではないか。今

日、最初に言いましたニューロリハビリテーションの最良モデ

ルだと考えているということです。

こういった研究は、今脚光を浴びている再生医療、iPS細胞。
脊髄損傷の方、立てない・歩けなくなった方の脊髄に iPS細胞
をぽんと埋め込めばすぐ歩けるようになるのか、すぐに脳から

足まで信号が伝わるようになるのか、絶対にそんなことはあり

得ないのです。そこに至って初めて、本来われわれが持ってい

る再編能力であるとか、適応能力をいかに引き出すか、そして

それを有効に用いて iPS細胞なり、再生医療を成功に導いてい
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くのかは、この面の研究にかかっているということもあるとい

うふうにも考えています。

いろいろな方に協力いただいて、今日ご紹介した内容を得ら

れています。ということで、感謝をしたいと思います。以上で

す。ご清聴ありがとうございました。

味八木 中澤先生、大変興味深いお話をありがとうございます。
ここで、短い質問を 1件だけ受け付けたいのですが、どなたか
何か質問がある方、挙手いただけますでしょうか。この後のパ

ネルディスカッションのほうでも多く質問の時間を取りますけ

れども、今どうしても中澤先生のこの部分だけお聞きしたいと

いう方、いらっしゃいますでしょうか。　インターフェースの

研究をしている私たちからすると、こういうふうにきちんとサ

イエンスをしなければと、いつも発表を聞きながら襟を正すと

いうのでしょうか、そういう気持ちになるのですけれども。ど

うでしょうか。はい、今マイクを持っていきます。

質問者 1 お話、ありがとうございました。一つだけお聞きし
たいと思ったことがあり、それは、これがパラリンピックとか

の障害者の方に向けたものだとは思うのですが、その研究の先

として、それを健常者にも利用することというのはどうお考え

ですか。

中澤 健常者というか、広く障害を持つ方に何か勇気を与えるよ
うなメッセージを出すことができるのではないかということが

一つ。

それから、健常高齢者。健常高齢者で、もう身体能力が衰え

ていて、多くの方が諦めてしまうのですが、そういった方々に

も勇気を与えるようなメッセージを与えられるのではないかと

いうのが一つ。

もう一つ、健常オリンピックの方、恐らく健常な競技者と

いうことかと思うのですが、これはちょっとすぐにはどういう
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ふうにつなげられると言えないのですけれども、そもそも本質

的に人間の持っている能力を研究しているというか、能力をわ

れわれは見ていると思っているので、これをいかに引き出すの

かということはオリンピック選手など健常な競技者にもつなが

るかと思います。もう既に一部、脳ドーピング、ブレインドー

ピングなどいう言葉も世に出てきていて、今、ニューロモデュ

レーション（neuromodulation）といって、中枢神経に対し
て外から人工的に電気を流したり、何らかの介入をして活動を

変えてしまおうなどということもいわれているので、そういっ

た研究にも実はつながっているというものです。

質問者 1 ありがとうございます。

味八木 ありがとうございました。もう一度、拍手をお願いし
ます。

中澤 本当にありがとうございました。
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医工芸連携による音楽演奏の進化

古屋晋一（ソニーコンピュータサイエンス研究所）

ソニーコンピュータサイエンス研究所（SONY CSL）文部科学
省卓越研究員。上智大学特任准教授、ハノーファー音楽演劇大
学客員教授、京都市立芸術大学・東京音楽大学・エリザベト音
楽大学講師．大阪大学基礎工学部、人間科学研究科を経て、医
学系研究科にて博士（医学）を取得。ミネソタ大学神経科学部，
ハノーファー音楽演劇大学音楽生理学・音楽家医学研究所、上
智大学にて勤務した後、現職。研究上の主な受賞歴に、ドイツ
研究振興会（DFG）ハイゼンベルグ・フェローシップ，フンボ
ルト財団ポストドクトラル・フェローシップ、文部科学省卓越
研究員、日本学術振興会特別研究員 PD および海外特別研究
員など。ピアノ演奏上の主な受賞歴に、日本クラシック音楽コ
ンクール全国大会入選、KOBE国際音楽コンクール入賞をはじ
め、国内外で演奏を行う。主な著書に、「ピアニストの脳を科学
する」、「ピアニストならだれでも知っておきたい「からだ」の
こと」。www.neuropiano.net
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古屋 ご紹介ありがとうございます。初めまして、古屋と申しま
す。本日は貴重な機会を与えてくださいまして、暦本先生、味

八木先生、ありがとうございます。

音楽の表現が進化し続ける世の中を実現したい

私は音楽家のための研究を行っていて、演奏科学という分野を

自分で作って言っているのですが、いつか医学と工学と芸術が

連携したときに、音楽演奏がさらに良くなる世の中があるので

はないかと思って研究をしています。この分野の研究は割と歴

史がありまして、95年ぐらいから、音楽家の脳が結構大きい
とか、ここが発達しているとか、たくさんあります。そういう

意味で、先ほどの中澤先生のお話と非常に共通するところは、

音楽家の脳を調べることによって、脳神経系の活動でどういう

柔らかい機能があるかということが明らかになるなど、そうい

う可塑性のモデルとして調べられていて、特に面白いのが、モ

チベーションのお話にもあったのですが、早期教育です。ピア

ニストは大体 7歳、8歳より前にピアノを始めますから、いわ
ゆる脳の臨界期が来る前にトレーニングすると構造がこのよう

に変化します、機能がこのように変化します。いわゆる人間の

脳の幅、ここからここまで変化し得るという限界のようなもの

を調べるために、音楽家は調べられてきました。

私が目指すのは、音楽家の脳を拡張するというか、能力を伸

ばしてあげて、いい音楽が聞けるような世の中を作りたいとい

うことなので、研究のビジョンは「音楽の表現が進化し続ける

世の中を実現したい」というのが私の目的です。表現の進化と

いうのは非常に大仰な言い方なのですが、よりよい表現が聞き

たいという、過去に聞いたことがない表現が生まれれば、もっ

と演奏家の音楽はとても感動を生みますし、コンサートに来て

くれるお客さんもいますし、それで音楽文化が発展すると考え
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ています。だから、レコードを持っている方でも、「家のレコー

ドよりも、今のコンサートのほうがいい」というようになれば、

もっとコンサートホールに人があふれるようになって、音楽家

にとっていい世の中になるのではないか。それがずっと持続す

る、ということが私の考えているゴールになります。

もう一つ大事なことが、二つの軸があり、縦軸に日本と世界

という地形、横軸に時間を取っています。まず 1番簡単なので
すけれども、横軸のほうを見ていただくと、上からコルトー、

ホロヴィッツ、マルタ・アルゲリッチ、それからチョ・ソンジ

ン*5という感じです。現在に至るまでの素晴らしいピアニスト *5アルフレッド・コ
ルトー（Alfred Denis
Cortot, 1877-1962）:
20 世紀前半のフラン
スを代表するピアニス
ト．ウラディミール・
サモイロヴィチ・ホロ
ヴィッツ（Vladimir
Samoilovich
Horowitz, 1903
年– 1989）: ウクライ
ナ生まれのアメリカ
のピアニスト．マリ
ア・マルタ・アルゲ
リッチ（Maria Martha
Argerich, 1941-）: ア
ルゼンチン生まれのピ
アニスト．チョ・ソン
ジン（Seong-Jin Cho,
1994-）：韓国出身のピ
アニスト

が、いろいろ生まれています。このように世の中は、少なくと

も良くなっているかどうか分からないですけれども、いい表現

は持続されているということです。

一方、下のほうを見ていただくと、日本の軸なのですが、内

田光子さん、ご存じでしょうか。去年グラミー賞を取られまし

たけれども、彼女は 1970年にショパンコンクールで 2位にな
られています。これが日本人のショパンコンクールの最高位で

す。それ以降、一度も 2位になられた方はショパンコンクール
でいらっしゃらない。それから、海老彰子先生。この方はロン=
ティボーというピアノの非常に大きいコンクールで 2位になら
れていますし、上原彩子さんというピアニストはチャイコフス

キーコンクールで 1位になられた方。これも、もう既に 16年
前です。三大ピアノコンクールといわれるものがあって、ショ

パンコンクール、チャイコフスキーコンクール、それからエリ

ザベート王妃コンクールがあるのですけれども、この三大コン

クールのうち、日本人がチャイコフスキーコンクールで 1位を
獲得したのは上原彩子さんだけです。そしてショパンもエリザ

ベートも 1位は出ていない。
一方、アジア人はチョ・ソンジン、韓国ですけれども、それ

からユンディ・リ、中国人です。同じようにショパンコンクー
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ルで優勝者を出しています。なので、日本だけがどうもちょっ

と文化的に遅れていってるのではないかという危機感を日本人

として覚えています。

音楽表現進化の 4要素

音楽表現を良くするためには、いろいろ要素があります。例え

ば、感性はもちろん大事だと思います。シューベルトの音楽を

弾いているときに、シューベルトのドイツの森をイメージしな

さいというふうなことをおっしゃる先生はいます。昔はできな

かったのですが、最近、Googleストリートビューを使ってド
イツの森を散歩すると、「ああ、こんな感じか」というふうに感

じるような感性教育もできると思います。それから、解釈。こ

れは知識ベースのところですけれども、やはりバッハの音楽を

ショパンのように弾いたらおかしいわけで、その時代にあった

様式、あるいはどういった楽器が使われていたかというような

知識もないといけません。これらを合わせて、いわゆる音楽教

育というものです。

もう一つ大事なことは機能で、例えば手が大きいとか筋肉が

疲れにくいといった生体機能です。そして技能、例えばここで

は力を抜きましょうとか腕をこういう風に使いましょうといっ

たスキルのことです。これは、身体教育が扱う部分になります。

大体レッスンで行うのは、この「感性」「解釈」「機能」「技能」

の 4つの点になります。
で、音楽キャリアを進化させるためには、もちろん表現の

ことも大切ですし、知識も必要なのですけれども、まず 1個
目、進化させる。表現を良くするためには「熟達支援」をしな

いといけないと思います。今からお見せする映像はスヴャトス

ラフ・テオフィーロヴィチ・リヒテル（Sviatoslav Teofilovich
Richter）の演奏です。これはショパンのエチュードの 10の 4
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という曲なのですが、ロシア政府が作った偽物ではないかとい

われているぐらい速く弾いています。いまだにこんなに速く弾

けるピアニストはなかなかいらっしゃらないわけです。リヒテ

ルはそういうふうに超絶技巧で有名な方です。この風刺絵はリ

ストというピアニストの風刺絵なのですが、あまりにも指を速

く動かしていたので手が 8本生えているのではないかというふ
うな絵が 19世紀に作られました。従って、こういう技術を獲
得する支援が表現の進化のためには必要になります。

もう一つは、こういう音楽がずっと持続していく、表現が持

続していくためには故障、けがを予防しないといけません。こ

こにロベルト・シューマンという方の肖像画がありますけれど

も、シューマンは中指がジストニアという疾患になったといわ

れています。ジストニアは脳神経疾患なのですが、今から映像

をお見せします。人差し指が意図に反して曲がっているのが分

かりますでしょうか。これはうちにいらっしゃっている患者さ

んの映像を使わせていただいているのですけれども、不随意動

作といって、こういうふうに勝手に人差し指が巻き込んでしま

う、親指も巻き込んでしまうというのが、ジストニアという脳

神経疾患になります。

問題は、完治に至る治療法が確立されていません。なので、

実は毎週のように新しい患者さんが相談に私のところにいらっ

しゃるのですけれども、なぜかというと、完治の方法がないの

で各地のお医者さんのところに行ってもなかなか治らないのが

実態になっています。従って、故障を予防しないといけない。

発症する前に予防するのが必要で、発症してしまったら今まで

せっかく紡がれてきた文化がそこで途絶えてしまうリスクがあ

ると。「文化を殺す病」ではないかとさえ、私は考えています。

音楽教育には芸術教育と身体教育の両方が必要なのですが、

ゴールは生涯にわたって思い描いた音楽を健やかに奏でられる

こと。それから、それをお弟子さんに教えて継承する、文化を
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継承するというのが音楽家の役割です。それには音楽教育と身

体教育があるのですけれども、音楽教育は音楽大学で教えられ

ています。音楽学、西洋音楽史、音楽理論、音声学、たくさん

授業があって研究もされているんですけれども、体の使い方に

ついて、どんな姿勢で弾いたらいいか、いつ力を抜いたらいい

かというような身体教育は、研究がないのでエビデンスに基づ

いた教育はなされていません。従って、音楽のWHATは分か
るのですが、HOWの部分がきちんと分からないのが現状の問
題になっています。

もう一つ、ドラえもんでジャイアンをご存じですよね。大変

お歌が特殊なユニークな方なのですが（笑）、彼の歌を聞いて

いる時、私がいつも思うのは、彼は運動能力の異常なのか、知

覚能力に少し異常があるのか、あるいは思い描いている音楽が

そもそもああいう歌を思い描いているのか、それはどうなんだ

ろうということにとても興味を持って聞いています。実際に、

彼の頭の中にはウィーン少年合唱団のような美しい歌声が流れ

ているかもしれません。単にスキルがないだけかもしれない。

そうした場合は、彼は何らかのトレーニングをすることによっ

て良くなるかもしれない。こういうお話をすると、表現を良く

するためには感性教育が大事だとか、知識の教育が大事だとか

おっしゃるのですけれども、そもそも美しい音を出すスキルを

獲得してから言ってほしいなと思うことがあります。

したがって、どんな表現でもできるようにすることが、音楽

家のための身体教育には必要だと思います。そうなってしまえ

ば、学生はこんな表現もあんな表現も生み出せる。それをどれ

を選ぶか、選択するかは感性だったり、音楽の知識なので、わ

れわれは HOWを提供して、WHATの部分をサポートするの
が演奏科学の目指しているところになります。

こういうことを言うと、音楽大学でとても上手な人は聞いて

ないことが多くあります。「僕は弾けるから問題ない」と言い、
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聞いてくれません。事実、才能がある方は往々にしてとても手

が分厚かったり、手が大きかったり、遅筋という疲れにくい筋

肉が多いので弾いてもなかなか疲れないというような、機能が

優れている方がいらっしゃいます。正しい弾き方をしていなく

ても、筋肉に疲労がたまっているのに気付かなかったり、ある

いはそれでも弾けてしまうというような問題があります。

それから音楽的な要求が高いので、こんな音色の音も弾きた

い、こんな音も出したいといろいろ思うのですが、そうすると

体の動きも変えないといけない。表現が豊かになればなるほど、

動きのレパートリーも増やさないといけないということも大切

です。動きの伝え方もすごく大事ですね。弾けない人を教えら

れない。長嶋監督が「びゅっと投げてひゅっ、だ」と言ったら、

「はあ？」と思われるかもしれないですけれども、音楽家もよく

そんなことをレッスンで教えていらっしゃいます。「もう少し肘

をこういうふうに使って」というふうに言えばいいのではない

かと思うのですが、自分で感覚として分かっているのですけれ

ども、それを言語化していないので教えられないというような

問題があります。これは文化の継承において非常に大きな問題

になっています。実際、才能のある方はこういう疲労が蓄積し

てきて、20代後半～30代になると割と相談にいらっしゃるの
で、「もっと早く話を聞いておいてくれよ」といつも思います。

実際、こういったことがなぜ大事かというと、ラン・ラン

（Lang Lang）という素晴らしいピアニストがいるのですけれ
ども、彼、実は去年コンサートを全てキャンセルしました。な

ぜかというと、これは一時期ジストニアではないかといわれた

のですけれども、実際は，整形外科的治療の必要な運動器の障

害でした。素晴らしいピアニストですけれども、適切な弾き方

や練習のしかたをしていないと、こういうふうに手を痛めてし

まうことがあるということです。余談ですけれども、彼がコン

サートをキャンセルして代役に選んだのはチョ・ソンジンとユ
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ジャ・ワンであり、日本人が一人もいないというのに私は少し

悔しく思っています（笑）。

脳を数学的に理解して支援する

過去にも奏法研究はたくさんあって、実はベルンシュタイン、

ロボット工学の分野でベルンシュタイン問題でよくご存じかも

しれないですけれども、このベルンシュタインという人は昔、

モスクワ音楽院ができるか、できないかぐらいの時に、ストラ

ヴィンスキーという作曲家からピアノ教育のための研究をして

ほしいと委託されました。鉄砲の砲弾、大砲の砲弾を計測する

カメラを使って、腕の動きを計測するという実験を 1930年に
行っています。ベルンシュタインが何を調べたかったかという

と、よくピアニストは重力を使って打鍵しているといわれてい

るのですが、それが本当か調べてくれないかと言われてベルン

シュタインは調べました。

腕のきちんとしたモデルを作って、腕にかかっているトル

ク、回転力を計算して、筋肉のトルクをこういうふうに慣性

モーメントと関節の角速度とか、いろいろ使って、重力加速度

も入れて、いろいろ調べたところ、どうもピアニストは重力を

使っていないということを 1930年に発表しています。それ
を英語に訳したものが、2003年かに、Motor Controlという
雑誌で 46ページを使って、とても細かく報告しており、その
結論は、ピアニストは重力を使っていない、重力奏法はうそ

だというのです。このMUSというのは筋肉のトルクなので
す。これ、よく見ていてください。実際は間違っている。私が

計算し直すと、きちんとこんなふうになります。4軸の剛体リ
ンクモデルで、まずトルクを計算します。マッスルトルクがこ

ういうふうに記述しなければいけないのですが、ベルンシュタ

インは簡略化し過ぎているので、間違っているなと思い、きち
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んと計算し直しました。それで、きちんとやると、ピアニスト

は重力を使っていることが分かりました。このように、きちん

とサイエンスをしないといけないということをその時に思いま

した。もしこの研究に興味がある方は、私にはアンバサダー

のような役割もあるので、「ニューロサイエンスとミュージッ

ク（Neuroscience and Music）」という国際学会が 3年おき
に、いろいろなクリニックであったり、やっています。再来年

（2020年）はデンマークであるのですが*6、こういう分野に興 *6 https://www.
fondazione-
mariani.org/en/
neuromusic7

味のある方はぜひ、こういうところにいらしていただきたいと

思います。

研究としては、音楽の知覚に関する研究、あるいは音楽を

聞いて感動すると脳はどんなふうに反応するのだろう。ぞくぞ

くっとしたときに報酬に関連する脳の領域が活動するとか、そ

ういう研究をしているのはマギル大学とか、いろいろなところ

でされています。日本は非常に研究が遅れていて、日本だけあ

まりこういうことが知られていないので、ぜひ皆さんに知って

もらって、興味がある人が増えてくるといいなと思います。

演奏家の話に戻すのですが、演奏には、超絶技巧と私たちは

呼ぶのですが、その獲得のモデルを 2018年に提案しました。
一番上に書いてある「genes」というところ、遺伝的な問題で
す。練習をするかしないかを、ある程度、決めるような遺伝子

があるというのが 2014年に発表されて、それまでは「あなた、
すごく練習するな、すごいな」と言っていたのですが、「それ、

遺伝子が入っているだけだ」と人から揶揄されるような時代に

なりました。半分冗談ですが，それだとちょっとあまりにもか

わいそう過ぎるということで、やはりどのような練習をしたら

いいかという、つまり unsupervised learning、いわゆる反復
練習。それから強化学習（reinforcement learning）があった
りとか、フィードバック誤差学習（feedback error learning）
があって、それはどのように絡んで超絶技巧の獲得になってい
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るかを提案しています。

私が非常に大事にしている仮説なのですが、腕の使い方は、

先ほどベルンシュタインという方がおっしゃっていたように、

いろいろな使い方があります。例えば、ピアノのドという音を

鳴らすときに、指での打鍵、手首での打鍵、肘での打鍵とい

うので、あるゴールを実現するための体の使い方、コーディ

ネーションは無数に存在しています。例えば、横軸に joint
muscle1とありますが、肩とします。joint muscle2を肘とし
ますけれども、肩と肘の動きのコーディネーションはいろいろ

あるのですが、そのときにここの、例えばどれだけ大きな音が

出るかは様々な身体の使い方の組み合わせによって大きく変化

し得ります。この肩と肘の組み合わせのときはこれぐらいの音

量が出て、この肩と肘の組み合わせのときはこの程度の音量し

か出なくてというふうにして、組み合わせ、協調のパターンに

よってどんなパフォーマンスになるかは違うというのが私の背

景にある仮説です。簡単な言い方をすると、うまい体の使い方

をすると大きな音が出るし、うまい使い方をすると速く弾ける

というのが、私の主張です。

ここで問題なのが deliberate practice、いわゆる 1万時間
の法則というものです。何でも 1万時間やったら、それぐら
い練習したらエキスパートになれるといわれているのですけれ

ども、1万時間、頭を使わずに練習すると、こういう局所最適
状態というところに落ち込んでしまいます。そうすると、ある

程度の音量までは出せるようになっていくのですが、ここを見

ていただくと、少し練習していくと、どんどん協調パターンが

変わっていって何か大きな音が出せるようになっていくという

のが、ここで言っていることになります。しかし、最適な協調

パターンは、実は潜在的にはこちらです。もっと深いくぼみに

なっているのですが、普通に頭を使わずにずっと練習するとこ

こ（局所の最適解）に落ち込むというのが問題になります。
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実際に練習さえすればうまくなるかというとそんなことは

なくて、脳の皮質興奮性を、非侵襲ですけれども、電気を流し

て操作してあげると、機能変化が起こります。これを使って、

音楽訓練をしたことのない方の脳の興奮性を上げてあげると、

指の器用さが上がります。ちょっと上手になります。一方、エ

キスパートのピアニストは興奮性を上げてやると、一時的に下

手になります。エキスパートの方は、ある程度、ここに小さく

書いているのですが、局所最適状態のところにいらっしゃるの

で、興奮性を上げてあげると、そこから上がってパフォーマン

スが悪くなることが、ここから示唆されるかと思います。

私が研究しているのは、ある程度努力していけるところか

らさらに先に行くためには何が必要かということです。超絶

技巧というものがここにあるとしたら、それを取得するため

にはどんな練習の仕方をしたらいいか、あるいはどんなコー

ディネーション、体の使い方ですが、を獲得したらいいか、

Coordination Skill Learningということで、たまたま私の所
属している会社と同じ名前になったのですが、CSLという方法
を考えています。

どういう方法かというと、例えばここに外骨格ロボットがあ

ります。これはプロのピアニストの指の動きを最初に計測しま

す。データログを使って計測します。それを、ここに転写する

のです。そうするとどんなことになるかというのを、ちょっと

お見せします。こんな感じで、ゆっくり弾いているときのデー

タですが、こうなります。再生速度をどんどん速くすることが

できます。今度は 2倍速の場合かな。ドラゴンボールではない
ですけれども、これは 4倍速までできます。4倍速になると本
当に経験したことがないような速さになります。

これぐらいのタスクだと簡単なのですが、人差し指と薬指

を動かして、次に中指と小指を動かすという、こういう交互の

タッピングがあります。今、できる方はピアニストだと思いま
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すけれども、2、4、3、5、2、4、3、5という、こういう動
きです。これをずっと 30分間やっていると、より速く弾ける
ようになるというのが我々が明らかにしたことです。これは明

日、テレビで放映されますので、よかったら見てください。一

応、宣伝なのですが、10時から又吉さんという方がDAIGOさ
んのようなポーズをとって、このグローブを宣伝して下さって

います。

それで、もう一つ大事なのが、脳の制御単位は筋それぞれで

はなくて、筋の協調構造、筋シナジーと呼ばれるものになって

います。例えば、筋肉がM1、M2、M3の三つあったときに、
それぞれに指令が脳から送られて、それで筋肉を制御している

というのがこの筋シナジーの考え方になります。一つ一つの個

別の筋肉を制御しているのではなくて、協調関係を制御してい

るのが筋シナジーの考え方です。ですので、この筋シナジーと

いうもの、筋肉の協調構造を NMFという最適化の計算で抽出
して、それをリアルタイムで可視化するというシステムを、う

ちのポスドクの奥貴紀君が開発してくれています。

このように、どこの筋肉の活動がどうなっているかがリアル

タイムで可視化される際には、いろいろな機能があって、これ

はスローモーション機能です。このタイミングでこの筋肉の活

動が足りないとか、このタイミングでこの筋肉は緩み過ぎなの

だとか、そういうことが可視化されます。筋活動のパターンが

全体的に理想状態と似てくると、このカーブが上に上がってく

るので、特定の筋の協調パターンを獲得することを支援するの

がこのシステムの目的になります。

もう一つ大事なのは、ピアノの動作は、スポーツもそうなの

ですけれども、動作が速い、それから複雑です。複雑というの

は、たくさんの関節のパターンが含まれています。例えば何か

ミスしたときに、それを感知することがなかなかできません。

なので、奥君がもう一つ面白いシステムを作ってくれました。
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まず、皆さん、これはちょっとテストなのですけれども、「こ

の人、うまいでしょうか」というテストです。うまいと思われ

ますか。いいですか、心の中で思っておいてください。これは

0.3倍の速度に落とした場合なのですが、とてもリズムが不正
確ですよね。実はこの演奏は私なのですが、やはり速く弾くと

きに、うまく聞こえるように錯覚させることができるかもしれ

ないのですが、実際にはタタン、タタン、タタンというふうに

不均質なリズムで弾いてしまっていることが分かります。耳の

よい方はそれでも分かるのですが、あまり耳のよくない方、あ

るいは初学者は、どこが間違っているのかが分からないので、

それを助けるために、こういうふうに時間方向に拡大してあげ

るのも一つです。

もう一つは、プロの方の動きと比べることができます。一つ

目はシャドーなのですが、シャドーがプロのピアニストの手指

の動きの映像です。もう一つのほうが自分の映像です。私の場

合、中指と薬指を非常に曲げ過ぎているのがこれで分かるかと

思いますけれども、これではちょっと分かりにくいので差分、

プロと自分の引き算をして、そちらの方向に矢印を表示してあ

げる。自分はもう少し持ち上げないといけないなとか、赤の矢

印は持ち上げなのですが、そういうふうな情報が共有されると。

まだこれでも少し情報量が多過ぎるので、情報を落としてあげ

ないといけないのですが、こういうシステムを作って熟達支援

を実現しようと考えており、こちらもポスドクの奥君が開発を

進めています。

もう一つなのですが、やはり指の速度が速く動くというの

がピアニストにとってとても大事なことで、それは別にアスレ

チックに速くだけではなくて、速く弾くということによる表現

を生み出せることを目指さなくてはいけない。そのためにどん

な機能が必要かということで筋力を調べたり、独立性を調べた

り、先ほどのロボットを使って指同士の結合がどれだけ強く
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なっていくかを調べてあげます。それで、機械学習をかけてあ

げると、人差し指をこういうふうに屈曲伸展でこうやって速く

弾ける人は何が違うかというと、親指がより外側に開くことが

一つ分かりました。親指の柔軟性です。もしかすると、このス

トレッチをずっとしているだけで人差し指が速く動くようにな

るのかもしれないし、因果性はまだ分からないですけれども。

あと、もう一つは薬指です。なぜか知らないですけれども、

人差し指の速度と薬指の独立性がここに関連していることが分

かります。なので、ここがまだ理由のわからない結果ですけれ

ども、大事なメッセージは何かというと、一つの指の機能を考

えるときに手全体をシステムとして考えないといけないという

のが、ここで考えないといけないことだと思います。

いろいろ調べていくと、例えば、国際コンクールで入賞した

ピアニスト 17名に、音階とかアルペジオとか、いろいろ弾い
てもらい、個人差をモデルによって評価します。そうすると、

最速で弾ける人は 1秒間に 14打鍵できています。人間ではな
いぐらい速いのですけれども、彼らは何が違うのかを見てみる

と、指を持ち上げるタイミングが速い。だから、打鍵するタイ

ミングよりも持ち上げるタイミングが速い人ほど、こういうふ

うに速く弾けることが、まず相関関係として分かります。

では、指を持ち上げるタイミングを速くしてあげれば、もっ

と速く弾けるようになるのではないかということで、指を強制

的に持ち上げるような力覚ロボットを使います。カチカチとい

う音はロボットが指を引き上げているのですが、見ていただく

と、鍵盤に位置センサーが入っています。ある鍵盤の位置まで

移動すると、引っ張り上げなさいというようなフィードバック

システムを作って、あるタイミングになったら持ち上げるとい

うふうに制御をしています。こうすることで、このタイミング

で指を持ち上げないと速く弾けないのだということを教師とし

て教えることができるのはないかと考えています。こういうふ
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うにして、超絶技巧の獲得を支援したいと考えています。

もう一つは、練習内容の最適化です。昔からよく「リズム

を変えて練習するといいよ」といわれているのですが、なぜい

いのかがよく分かっていません。スポーツ心理学の分野などで

は、リズムを変えて練習する、いわゆるばらつきを加えること

によって記憶の定着度が変わりますということはいわれている

のですけれども、では他のメリットは何かないのかということ

で、27名のピアニストに、ショパンエチュードの 10の 2とい
う非常に難しいエチュードなのですが、これを練習してもらい

ます。そのときの手指の筋活動を計測して、それに NMFをか
けてクラスタリングをして、どのような変化があるかを見まし

た。群は三つあります。リズムを変えて練習する群、リズムを

変えないで単一のリズムで練習する群、ぼーっとして本を読ん

でいる安静のグループです。1個目なのですが、よく音大生に
授業をするときに、練習しないとうまくならなかった、奇跡は

起きないということをきちんと強調しています。なので、まず

練習はしないといけない。練習するとどんなメリットがあるか

というと、速く弾けるようになります。なので、これは感覚と

合っているかと思います。

リズム練習をしても、リズムを変えずに練習をしても速度

は同じだけ速くなるので、これだけ見ると、リズム練習しても

意味ないのかなと思うのですけれども、同じリズムで練習をし

た場合には、筋の負荷が減らない。一方、リズムを変えて練

習すると、筋の負荷が低下することが分かりました。ここで、

ちょっと特異的で細かい話なのですが、この練習のときには中

指、薬指、小指しか使っていません。中指、薬指、小指でずっと

練習していると、筋の活動量が一番落ちたのが親指でした。な

ので、演奏に関連していない指が弛緩できるようになった、筋

の協調構造が変わったというのがこの研究で明らかになったこ

とです。従って、どんなふうに練習するかによって、時に local
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minimumになるし、時に global minimumに落ち込むとい
うことで、How to practiceが機能の最適化のためには非常に
大事になってきます。

速く弾ける人は脳の仕組みがどう違うかということで、うち

のポスドクの平野雅人君が、先ほどお話にありましたけれども、

TMS、磁気刺激を脳に与える装置ですけれども、これを使っ
て調べました。彼の手法はちょっとトリッキーで、指に電気刺

激を入れ、少し後に運動野に磁気刺激をポーンと打ちます。そ

うすると、普通にポーンと刺激を打ったときに筋肉の収縮が起

きるのですが、電気刺激を入れてから磁気刺激を入れてあげる

と、あまり収縮が起きない。抑制されています。体性感覚から

の入力が運動野の興奮性を落とすので、抑制です。この抑制が

強い人は、指を動かす速度が遅いことが分かりました。従って、

抑制が利きすぎると、例えば体性感覚の情報、指の触覚などで

すけれども、そういったものが入ったときに抑制が運動野に利

きすぎると速く動かすことができなくて、この抑制を外すよう

に、脱抑制といいますが、脱抑制がきちんとできる人ほど速く

弾けることがこの研究で分かったことです。これも指を速く動

かすためにどういう脳のメカニズムが必要かということを明ら

かにするために必要なことです。

一方、正確性について、聴覚の能力がとても大事だというこ

とを、うちの博士課程の古川君が見つけました。これは、ピア

ノを弾きながら脳を刺激すると少し筋肉が収縮するのですが、

まずミュートで弾いているときにポーンと刺激して筋肉にどれ

だけ反応が出るかを見ます。いわゆる脳の興奮性がどれだけ高

まったかを評価します。それから、音を聞きながら同じように

弾いているときにポーンと刺激すると、刺激による興奮性がさ

らに上がっている。いわゆる聴覚の情報、音の情報を使って、

これはこの動きの情報に必要だと変換して、運動野の興奮性が

上がるのですけれども、このような聴覚情報が運動野の興奮性
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を収縮する程度の大きい人ほど正確に弾けることが分かりまし

た。いわゆる音の情報をより正確に、適切に変換できる人ほど、

正確に弾けるのではないかというのが、ここで明らかになった

ことです。実際に弾いていて直感的に「あ、何かずれたな。タ

イミングがずれたな」と思ったとき、その情報を元にどんどん

修正しなくてはいけないのですが、それができる人とできない

人では、やはり正確性は違ってくるのではないかなというの

は、連続動作の特徴です。フィードバック情報を使いながら動

作を修正し続けるという連続の動作の特徴を表していると思い

ます。

フィードバックでもう一つ大事なのは、緊張すると走るの

です。私は緊張していなくて、早口になるのですが。大体、緊

張すると早口になってしまうという印象があります。これがな

ぜ起きているのかをいろいろ細かく調べたのが、卒業した修士

の小谷俊太郎君です。彼が見つけた一つ目の面白い現象は、緊

張すると心拍数が上がります。心拍数が上がる人ほどテンポが

速くなると皆さんよく言われるんですが、心拍数の増加とテン

ポの増加の間には相関もないということが分かりました。つま

り、「緊張して心拍数が上がっても、別に早口になったり、速

く演奏したりすることとは何の関係もない。取りあえず落ち着

け」というメッセージがここからいえると思います。

もう一つ大事なのは、緊張していないときにも割と走って

いらっしゃるのです。緊張しているときは走ってテンポが速

くなって、そこを戻せない。いわゆる戻せない機能というか、

フィードバック制御が適切に行われないというのが彼が見つけ

たもう一つの現象です。従って、あがって走るというのは多分

正しくない表現で、走った時に、あがっているとそれを戻せな

いというのが、彼の研究から明らかになりました。
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研究と教育で音楽文化を支える

最後のお話は、音楽家の局所性ジストニアのお話になります。

この局所性ジストニアはクラシックの音楽家がなりやすいと

か、あるいは男性がなりやすいとか、いろいろあるのですが、

発症率が非常に高く、1～2％になります。書痙は 0.08％なの
で、それに比べて非常に発症率が高いという問題になります。

ブラスバンドの方とかは口に発症する、アンブシュアジストニ

アというような病態もあります。これは脳の中でも大脳皮質運

動野、体性感覚野、小脳、大脳基底核の異常が主に機能面で報

告されているのですが、この機能異常を上原一将君と一緒に調

べました。局所性ジストニアがある方、ない方、それから非音

楽家を調べたのですけれども、左側はどの程度、運動野の抑制

が利いているかです。100から下に行けば抑制が利いているの
ですが、こちらが健常者で、下になっています。見ていただく

と、ジストニアの方は抑制があまり利いていないことが分かる

と思います。100から上がると運動野の興奮性が高まっている
ことになります。興奮機能を見てみると、これは健常者で興奮

機能はそれほど高くないですけれども、患者の方は興奮の程度

が大きいことがここで分かったと思います。

抑制が利かないことと興奮し過ぎること。ブレーキがあまり

利かなくて、アクセルが利き過ぎるというイメージが直感的に

わかりやすいと思うのですけれども、それはどういう症状と関

連しているかを調べるために、演奏の動作分析も行いました。

そうすると、離鍵といって指を持ち上げる動作がありますけれ

ども、このタイミングが遅れるというのが左側に書いてあるこ

とです。右にあるのがタイミングがバラついてしまう。毎回、

持ち上げるタイミングがバラついてしまうということです。左

側は俊敏性の低下、右側は正確性の低下という、違う二つの機

能異常が明らかになりました。先ほどの脳の話とどういうふう
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に関連しているかを LASSO回帰というものを使って調べてみ
ると、指の持ち上げの遅延、俊敏性の低下は興奮機能の亢進と

関係しているけれども、一方で動作のタイミングの不正確さは

抑制機能の低下と関連していることが分かりました。

ここで難しいのは、例えば新しいピアノを弾くときに重さを

変えて弾いてもらうと、ジストニアの患者さんは新しいピアノ

になかなか適応できません。つまり、脳の可塑性の低下が見ら

れます。局所性ジストニアを発症することによって脳は変化し

にくい状態になってしまうことがとても問題です。なぜ問題か

というと、薬を処方したりリハビリしても、ある程度まで変化

するのですが、そこからすぐにまた戻ってしまったり、あるい

は変化の度合いが小さいというのは、この局所性ジストニアの

問題となります。

最後なのですけれども、こういった研究をして、それを教育

に実践することによって音楽教育を良くするという、トランス

レーショナル研究を音楽教育においてやっていきたいと考えて

います。こういうふうに研究成果を社会実装するために、研究

するだけではなく、教育現場でそれを展開することも非常に大

事だと思っています。

私がいつも感動するのは、大変小さくて申し訳ないのです

けれども、これはピアニストの系譜図です。一番左に小さくフ

ランツ・リストと書いています。リストというと、先ほどもご

紹介しましたけれども、これをずっとたどっていくと、今生き

ているプレトニョフというピアニストに辿り着いたり、アント

ン・ルビンシテインとニコライ・ルビンシテイン、これモスク

ワ音楽院とか、サンクトペテルブルク音楽院をつくった人なの

ですが、そういった人たちをずっとたどっていくとブーニンや

ルガンスキーという生きている人に辿り着き、その後日本に

やってきたりします。こういうふうに文化というのはずっと、

それこそバッハの時代からずっと紡がれていって、今に伝わっ
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ているものなので、例えばジストニアなどを無くすことによっ

て、この伝達をどんどん促進していって、さらに素敵な表現を

生み出していくことが大事だと考えています。

ここで、終わろうかと思ったのですれども、私はMotor
Control研究会*7で今回、世話人をさせていただくことになっ *7 http://www.

motorcontrol.jp/

ており、こういう研究にもし興味がある方がいらっしゃいまし

たら、先ほどの中澤先生にも来ていただけるかなと思うのです

が、ぜひご参加いただければと思います。どうも、ご清聴あり

がとうございました。

味八木 ありがとうございました。ここでも 1、2件ぐらい質問
を受けたいと思うのですが、どなたかいらっしゃいませんか。

特に学生の方。ちなみに、これは学生向けイベントでして、い

つの間にか社会人の方のほうが多くなってしまったようなので

すが。学生の方、積極的にこれを聞きたいということがあれば、

どうでしょう。

質問者 2 お話、ありがとうございます。一つお聞きしたいの
は、学習の成績移動のところがあったと思うのですが、あの中

で局所最適解を救うようなところと、局所最適解で超絶技巧が

あったと思うのですが、奥に行く人はいるのですか。奥から行

くことによって、もう最初から局所最適解たどり着くことな

く、もう対極の最適解にたどり着くような方というのは才能と

いう？

古屋 それが才能と教育の一番大事なところだと思っています。
いい先生に恵まれた方は、正しい腕の使い方とか弾き方を教え

ていらっしゃいますから、局所最適解に行かないと思うのです

ね。そうすると、もう本当に迂回して対極のほうに落ち込むと

考えています。これをどういうときに感じるかというと、11歳
とか 13歳ぐらいのジュニアの方たちの演奏を見ていると、こ
れは絶対この子たちの能力の差ではなくて、先生の能力の差だ
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なというのがにじみ出ているのです。この子たちは先生のせい

で局所最適解に落ち込んでいるなと思いながら視聴するのは私

たちも非常につらいので、教育には伸びしろが大いに残されて

います。もちろん、才能がある方もたまにいらっしゃいます。

「なぜそういう弾き方をしているの」と聞くと、「体がそういう

ふうに言っているから」というような、天才的なことを言うピ

アニストもいらっしゃいますので、それは才能だと思います。

質問者 2 ありがとうございます。
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寄付講座活動報告

では、私のほうから、冒頭に名乗っていなかったかもしれませ

んけれども、私はこのヒューマンオーグメンテーション学寄付

講座の専任教員をしております味八木と申します。本日は、こ

の講座の取り組みとしてやっているものの中で話させていただ

きますので、お付き合いください。

「身体能力の拡張」に関する部分で、このような取り組みを

してきたということを中心にお話しさせていただければと思っ

ています。情報技術による身体拡張というと、このように外骨

格とか、義手・義足に代表されるような機械工学で研究されて

きたような技術を使って人間の行動をサポートするといったよ

うなものが多く見受けられると思います。筑波大学の山海先生

の CYBERDYNEのパワードスーツであるとか、左下のものは
MITで研究されている人間の腕にさらに 2本腕を追加する。そ
れによって作業を支援するというもの。それから義足の研究を

されている東京大学の山中研究室の山中俊治先生、それから

SONY CSLの遠藤さんが研究をされていると思います。なので
すが、私たちの専門は当然メカニクスではなくて、もう少し人

間に近い部分で、人間をサポートする技術なのですが、そのサ

ポートがなくなったときにも、その人が高いパフォーマンスを

発揮できるなど、そういう技能獲得に近い部分にもう少し着目

して研究を進めています。

ヒューマンオーグメンテーション学の講座は、このように 4
つの柱を中心に研究しているのですが、このスライドをあまり

変えずに当初から使っているものなのですが、この最初の部分

を注目していただくと分かるように、当初から知的能力に限定

されず、身体能力、例えば健康増進であるといったようなもの

の拡張も研究すると宣言しており、この「身体能力の拡張」は

非常に大きなテーマの一つです。
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それから「人間とネットワークの融合」であるとか、人間と

人間の能力がネットワークを介してつながるといったようなも

の。それから、人間と機械学習技術に代表されるような AIの
融合、それによって学習能力がどういうふうに効率的に拡張で

きるのかということに非常に興味があって進めており、研究と

人材育成の両輪で講座を運営しています。

この第 1回目のセミナーが実は「知覚と認知の拡張」です。
左側の絵にある「知覚と認知の拡張」の部分に焦点を当てて、

セミナーを昨年の 6月に安宅さん、伊藤先生と一緒に進めたの
ですが、その時の議論にもあるように、この 4つに区切ってい
る分野がそれぞれ独立しているわけではなく、複雑に入り組ん

でいるということなので、今回も「身体能力の拡張」というも

のも当然、知覚（PERCEPTION）であるとか、存在感、認知能
力にも影響しているということで、少し周りの部分から広げて

見ていきたいと思っています。本日の「身体の拡張」のトピッ

ク二つを紹介する前に、これまでやってきた知覚に関する部分

と存在に関する部分で、一つずつ過去の研究を紹介させてくだ

さい。

最初は、右側に表示している「存在の拡張」の部分です。こ

れは、東大のイベントに参加していただいたことのある方は何

回も見ているかもしれませんが、これは、私が東大の暦本研に

戻って、2015年に戻ってきたのですが、その時に始めたのが
この「JackIn Space」です。人間の存在感であるとか、その知
覚機能全体を伝送してあげることで、効率的に協働作業支援を

するとか、スポーツトレーニングをすることを念頭に進めた研

究がこれで、「JackIn Space」と呼んでいます。
図 1: JackIn
Space (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
jackinspace/).

ご覧になると分かるとおり、一人称視点のカメラ映像をを普

通に伝送することはよくありますが、それから抜け出して、自

分を見下ろすような第三者視点で自分のスポーツフォームを確

認するとか、遠隔コミュニケーションに活用するといったよう
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なことを考えて、このようなものを作りました。これは技術的

にはどういうことを実施しているかというと、RGB-Dの撮れ
る、奥行きが撮れる、Kinectのような RGB-Dセンサーを使
い、空間全体を再構成してあげる。そのように再構成してあげ

ると、少しこう見て分かるように、画像は粗いのですが、任意

の視点からの映像を作り出すことができます。これを普通のカ

メラ映像と合わせて視点を切り替えてあげることで、非常に自

然に視点から視点への移動ができるわけです。

このようなものを使って遠隔コミュニケーションをやろうと

いうことで始めたのですけれども、その一つとしてスポーツ技

能獲得というものもアプリケーションの一つだったのですが、

これがどちらかというと大失敗だったわけです。というのは、

RGB-Dのとれるセンサーのフレームレートが現状ではまだ低
くて、全然、人間の速い動きをキャプチャーすることができな

い。これをスポーツ科学の先生のところに持っていっても「こ

んなことではできないね」ということで、軽くあしらわれてし

まうことが 1個あって、この技術は遠隔コミュニケーションな
ど他のアプリケーションでは有効だと分かったのですが、もう

少し今、違うものを考えています。その部分は、身体動作計測

で中澤先生と一緒に進めているトピックでもあるのですが、も

う少したったら、こちらに関する部分もアップデートした情報

をお伝えできるかなと思っています。

もう一つが「知覚・認知の拡張」になります。これもスポー

ツトレーニングを念頭に置いているのですが、もう少し違った

角度から取り組んでいます。これは今、ドクターの学生の濱西

君とやっているトピックなのですが、「BodyCursor」といい、
自分の身体動作と同じ動きをするアバター、この場合だと、ス

ケルトン上に表示されている自分の棒人間のようなのが目の前

に座っていて、それが自分と同じ動きをしている。これは言っ

てしまえば鏡なのですが、鏡と違い光学的に実現しているわけ
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ではなので、その CGの自分の動きをする分身をいろいろな角
度から観察したり、あるいはその情報を記録しておいて後で見

返したり、スピードを変えて撮影したり、あるいはそのデータ

を遠隔地に送って遠隔地にいるコーチに指導してもらうといっ

たようなことが考えられます。これは今は、ここで動いている

人は Holo-Lens、Augmented Reality眼鏡のようなものをか
けているのですけれども、そのディスプレー上にこの棒人間が

映っています。自分と同じ動きをしているので、自分の動きの

どこがお手本と違うのかといったようなことが観察できるよう

になっています。というのが、「知覚・認知の拡張」の部分で今

まで取り組んできたことで、ちょうど去年から少しずつ身体拡

張に関する部分を進められてきているので、それの紹介を中心

に今日はお話ししたいと思います。

図 2: BodyCur-
sor (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
bodycursor/).

その 1件目が、電極をたくさん顔に貼っている人がいます
けれども、これが一つ目のトピックです。これは去年の寄付講

座の RAを務めてくれていた河野君と一緒にやっているものな
のですが、そのきっかけが暦本先生が冒頭のスライドでご紹介

したサマースクール、この寄付講座が主催して行ったサマース

クールでの教材として始まったものです。

この寄付講座も少し簡単にご紹介しますと、3日間のイベン
トで、1日目にソニー本社でイントロダクションというような
形で、導入技術を調べるといったことを導入としてやってきま

した。その後の 2日間で、東京大学のダイワユビキタスハウス
という私たちがいる建物の教室で、いろいろな分野の学生 36
名が集ってくれたのですが、情報科学だけではなくて建築学で

あるとか、デザイン、芸大生とかもいたりして、いろいろな分

野の学生が集ってくれて、その学生の、それぞれの得意なこと

も考慮しながら、少しずつそれもばらけるようにチームを作っ

て、そのチーム対抗のハッカソン、デジタルのワークショップ

を 2日間行いました。その 2日間のワークショップで使える部
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品のようなものとして、先ほどの電極付きキットを用意して教

材として提供しました。

図 3: multi-ems
(https://lab.
rekimoto.org/
projects/multi-
ems/).

それがこの基板なのですが、これは何をするものかという

と、FESという Functional Electrical Stimulationですね。電
気を流して人間の筋肉を動かすということを簡単に実現するよ

うな、そういうキットです。これは緑色の基板が河野君が設計

したものなのですが、この基板のデザイン自体は GitHubで公
開しているので、いくらでも作って再現・実験することが可能

になっています。これをチームに何個か渡して、実際に自分の

筋肉をプログラムから動かすことがすぐに試せるものを提供し

ました。実際のデザインはこのような感じですけれども、タイ

マー回路と昇圧回路がこのセットを介してつながっているとい

うような形の FES基板です。
どうなるかと思って、ちょっと遠くから眺めるような感じ

でワークショップの様子を見守っていたのですが、これが効果

としては大成功で、5チームいた中で 3チームぐらいはこの
基板に興味を持って使ってくれて、これは実際の体験会の様子

ですけれども、何か左二つはふざけているような感じに見える

かもしれないのですが、本当に驚きと共にこの技術を使っても

らうことができて、インターフェースの研究をこれから進めて

いく上でも非常に有益なアイデアが幾つか見られたと思ってい

ます。

一番右側の図が、少し分かりにくいかもしれないのですが、

これが実はハッカソンで優勝したアイデアです。肩の部分に電

極を付けている人が複数いると思うのですけれども、これは寒

気のような、悪寒がするとぶるっと震えますね。それを複数人

で共有したいというアイデアをハッカソンの間に出しているグ

ループがあり、それを実現しているものです。ネットワークを

通して、その人がぶるぶるっと武者震いしたようなのが他の人

に伝わるというデバイスです。　これは、年度末のシンポジウ
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ムで、SF特集回でも少しご紹介したのですが、道具が人間を作
るような話をしていただいたのですけれども、これはまさに道

具がアイデアを作る、道具が研究を作るような、部分の一例だ

というふうに思っています。このようにサマースクール自体の

取り組みは非常に成功したと思っていますので、継続したいの

ですけれども、今年度は少し違った形で実施しようかと考えて

います。これはこのイベントの最後でも少しアナウンスします

けれども、よりパワーアップした形で集中的に取り組めるプロ

グラムを考えているので、学生の方は期待していてください。

　もう一つのトピックを、実際に研究を進めている高橋君から、

説明してもらおうと思います。

高橋 暦本研究室の髙橋です。私が修士 2年の、去年のちょ
うど 8 月、9 月ぐらいから始めているプロジェクトで、
「Augmented Jump」というプロジェクトをやっています。
それは人間の身体の拡張という中では、身体能力の跳躍力をド

ローンを用いて拡張しようという方法をやっていて、それをい

かに、どういうデバイスで整備したらいいかということをやっ

ています。このように背中に装着できるドローンで、装着して

装着者自身の体重のほとんど支えてあげることで、装着した人

自身が自分の体が軽くなったような体験ができて高く跳躍でき

るというシステムなのですが、お見せしたいと思います。

装着者は 65kgくらいですが、ドローンで 50kgぐらい持ち
上げられているので、装着した人は自分の体重が軽くなったよ

うなジャンプができる。まだちょっと低いジャンプしか試して

いないのですけれども、こういうことをやっています。こうい

うのを作っていくと、新しいスポーツであったり、今、パーソ

ナルモビリティが都市環境を中心に提案されていますが、さら

に山とか足場の悪い環境とかで、アシストだったりというとこ

ろに使えるのではないかというところで開発しています。　
図 4: Augmented
Jump (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
lunavity/).
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そもそもなぜこういうことをやり始めたかというと、いろい

ろな外骨格（Exoskeleton）であったり、超人スポーツだった
り、両手にジェットバックを着けたような、いろいろな身体能

力を拡張するデバイスの研究が行われている中で、一方で、最

近だと Uberとか、いろいろなエアバスとかもやっていますけ
れども、ドローンをもう少しパーソナルなフライングデバイス

とか、都市の中での垂直離着陸可能な飛行、空路の提供であっ

たりとかも行われています。一方、スポーツなどでジェットを

使ったようなデバイスの開発もされてきています。

こういった乗り物がたくさんある中で、私たちの研究室で

は、能力をそのまま維持した状態で、足が自由に動くのは非常

に重要なのではないかと思っており、跳躍でもそのまま残そう

ということで、こういう右のようなデバイスを開発しました。

背中に背負うデバイスなのですが、アルミのフレームに 16個
の Electric Ducted Fanという小さい筒に入ったファンです
が、それを 16個搭載しています。1個のファンが 7kgぐら
い推力が出るので、全部で 110kgとかそのぐらい持ち上げら
れて、マシーン自体が 60kgぐらいの重さなので、プラスで
50kgぐらい推力が出るシステムになっています。
実際に実験をして、右下のグラフ、上のように先ほど動画で

お見せした 1回のジャンプの頭位置をトレースした点が右下の
図になるのですが、横軸が時間で、縦軸が頭の高さの位置で、

青い点、頭の位置をプロットしていって 2次関数近似すると、
このようなきれいな 2次関数を近似できて、これがどういう重
力加速度かを見ていくと、実際に 20～25％ぐらいの重力が一
定で削減できるという結果になったという図です。

5人ぐらい実際に実験をして跳んでもらったところでは、コ
メントから「きちんと自分の体についてくる」「意外に自分でバ

ランスを保つことができる」といった意見があり、まだ実験回

数自体は少ないのですが、可能性自体はあるのかなという感じ
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で進めています。

この前、3月に SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）と
いうテックと音楽と映画のイベントがアメリカ・テキサスであ

り、そこで「LUNAVITY」というタイトルで電通さんと一緒に
ショーケースをやって展示してきて、結構、海外からもいろい

ろな、30カ国以上の言語でメディアに取り上げていただいて、
動画もたくさん見ていただいたということで非常に反響があっ

てうれしいです。

今後なのですが、まだ低いジャンプしか試していないので、

もう少し高いジャンプを試したいというところと、水平方向に

も跳んでみたいなという気持ちがあり、この中でドローンを飛

ばしてもいいところがある、室内の心当たりのある方は連絡し

ていただければと思います。ありがとうございます。

味八木 高橋君はちょうど修士をこの 3月に卒業した学生で、
優秀修士論文賞も取った人なのですが、先ほど 5人体験しても
らったと言いましたが、「6人目、皆さんぜひ体験してくださ
い」と言いたいところなのですが、諸事情で今はちょっと跳べ

ない状態なのでということで、ちょっと彼にプレッシャーを与

えて発表してもらったのですが、「また跳び立てる日が来るの

をみんな待っています」という感じで、私からはこの講座の身

体拡張に関する部分の解説をさせていただきました。
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パネルセッション

味八木 まずはご講演ありがとうございました。お二方に共通し
て、身体拡張の研究をする上で特殊ケースの研究から始められ

ているようなのですが、例えばピアノの超絶技巧とか、障害を

持ちながらも脳の回復機能を利用して、それを克服して普通の

人を超えるようなパフォーマンスを身につけているアスリート

の方を対象に実験されていると思うのですが、そのような事例

に着目して研究される難しさのようなものと、それだからこそ

できることの利点。普通の人で試したのではこういうデータは

出せないけれども、特殊ケースに着目するからこういう新しい

発見があるといったものがあれば、ぜひ共有いただけるとうれ

しいです。というのも、私たちユーザーインターフェースの研

究をしていると、どうしても広い部分から考えるのが常套手段

のようなところがあり、その真逆をやられている点に非常に興
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味があります。その辺りのお話から聞かせていただけるとあり

がたいのですが、いかがでしょう。

中澤 ありがとうございます。非常に難しい質問ですかね。特殊
ケース、極端な例ですね。私の場合は、例外なく障害を持って

いるということで極端なケースに見えるのですけれども、その

基盤には人間が本来持っている本質的な能力といいますか、そ

れがここまであるのだという部分を見ているというふうに考え

ているので、そういう意味では、本質的な部分を見ているつも

りだったので、あまり特殊と思ったことがなかったので、特殊

といえば、そうかなと今思ったのですけれども。非常に極端な

例を見ることで、人間が持っている本質的な能力を見ていると

いうことなのではないかなと考えています。

古屋 まあ特殊ケースなんでしょうね、僕はピアノを弾く人間な
ので、ピアノを弾けない方を見ていると、嫌みではなくて純粋

になんでこれが弾けないんだろう、と思うのですが。そんな苦

労をすることはありませんでしたが、研究の初期のころには、

なんでそんな研究してるんですか、と言われることも度々あり

ました。研究においては、味八木先生が先ほどおっしゃったの

が大切なことで、社会における波及効果はなにかということを

よく問われます。先ほども質問にあったと思うんですが、「人類

のどんな役に立つんですか？」とか言われると、僕は関西人な

ので「知らんがな」と思ってしまうんですが（笑）、一応建前と

してこんなことあります、とか脳の働きがわかりますとか、建

前を用意して生き延びる術を蓄えつつ、本当にしたいことを維

持し続けて研究するというのが大変なことでした。今となって

は色々ありますが、研究を始めたときはより純真な心でやって

おり、そして大風呂敷を広げるスキルもなかったので、苦労し

ました。ピアニストのために研究します、と言い続けることで、

「じゃあ私たち関係ないよね」というような視点で見られるの
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は、私の説明も悪かったと思いますし、すごくつらいところで

した。

暦本 今日は本当にどうもありがとうございました。中澤先生に
お伺いしたかったのは、今回のパラリンピアン、パラアスリー

トという、非常に卓越したヴィルトゥオーソのような人なわけ

ですが、そうじゃない障害者さんとすると、練習の過程のよう

なものの知見などはあるのでしょうか。少し普通の人に近づけ

てという。

中澤 こういう研究を偶然始めたと言いましたけれども、まだ
データを取り始めて 2年ぐらいですか。縦断的に調べたという
ことは、あるのか。1、2例は見ているのですが、それほどな
いので何とも言えないのですけれども、高次脳機能障害、交通

事故で脳に非常に大きなけがをされ、脳の障害が残った方をト

レーニングしていたら、やはりとても変わっていって、ちょっ

と当初予想しなかったぐらいのことが、変化が起こってできる

ようにもなってきているので、その意味では、そこも何かとて

も変わり得るのかなというか、要するに、多くはもうかなりパ

フォーマンスが上がっている人、トレーニングをかなりやった

人を見ているのですが、その過程でもさらにまた面白い部分が

ありそうな気はしていますが、まだ少ししか見ていません。

暦本 多分、そこはピアノとかも。私も子どもの頃にピアノをや
らされていて挫折したのですが、4歳ぐらいの頃の私は生意気
で、右手で丸を描いて、左手で三角を描けないじゃないですか。

親に向かって「右手と左手、違うことをするのは無理」とか

言って、やめたのです。今から考えるともったいなかったと思

いますが。多分、そういうスキルのデベロップメントはいろい

ろな例があります。そうすると、パラリンピアンなど頂点の人

もいるけれども、そこにはわれわれもどうにかしてアプローチ

できる道がもう少しでも効率的にあれば、それはとてもリハビ
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リテーションにも音楽教育にもつながると思うのですが。それ

は、必ずしもスーパーマンにいきなりショートカットでぱっと

行くというのではなくて、先ほどの局所解に陥るところの穴が

少しでも埋まるような練習法など、その辺のデベロップメント

に私、個人的に大変興味があります。CSLの研究員がよく「ま
だピアノを練習したことがないけれども、今からでも古屋先生

に習ったらできるのですか」と聞くのですが、その辺はどうで

しょうか。

古屋 本当にそれはとても大事なことだと思っていて、ピアノと
いう分野のためにも、皆さんがピアノが弾けるということを体

験していただけると、いかにピアニストがすごいかがかなり分

かっていただけると思います。その上で、例えば、イチローの

スイングを素人がまねしてもイチローのようには振れないとい

うのはスポーツでよくいわれると思うので、段階に応じて、こ

の段階の人たちにはこのトレーニングが必要だというようなの

が、多分、最終的に、例えば AIとか機械学習を使えば、推薦す
るレコメンデーションのシステムのようなものを作れればいい

なとは思います。

そういう意味で、レコメンデーションのシステムで一番言わ

ないといけなのは、少し紹介したいのですが、頭を電気刺激す

るのは一つの方法で、取りあえず私の前に来る前に 1回頭を刺
激する。これ冗談ですけれども、できると思います。なぜかと

いうと、ピアノを弾くのはとても難しいと思っていらっしゃる

のですけれども、認知的なバリアのほうが多いと思います。「右

手と左手が別々に動くのが難しいな」とか、大体ごちゃごちゃ

文句を言う方は、生徒さんでも文句ばっかり言っているのです

けれども、「取りあえず、先に弾いてみて」と言ったら、できて

しまうことがあるので、それは多分、意外と簡単な時代かなと。

実は明日放映の番組で又吉さんがバッハを両手で弾かれたので
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すね。10分ぐらいしか教えていないのですが弾くことができ
たので、そこはできると思います。「ピアノが弾けるようになり

ますか」というのは、誰でもできるようになると思います。で

も、プロのようになることはできないと思います。

中澤 大事なことは、先ほどの暦本先生のご質問の答えという
か、答えではないのですが、関連することとして、今の古屋先

生のお話とも関連することです。ピアニストはプロになるには

みんなうんと小さい頃からやっていますよね。体操選手、今の

オリンピック、日本で非常に強い選手はみんな体操教室で生ま

れたとか、うんと小さい頃からやっていて、卓球もそうです。

そういう大変なスキルを要求されるような演奏家やスポーツ選

手はうんと早期にやらないと本当のトップにはなれないと言っ

ているのですが、教育系の人間としてはあまりそういうことを

声高に言うべきではないと思いつつも、それは現実かなと思っ

ています。今、自分で研究というか、自分でやっているなとい

うのを忘れていて、50半ばになってゴルフを始めました。いか
にうまくなるのか、プロ級になれなくてもどこまで上がれるか

と、脳に電気を流したり、いろいろやりながら、自分がどこま

でうまくなるかちょっとやってみようかなと、壮大でもないで

すけれども、みみっちい実験を始めています。そういうことも

やっていることをお答えしておけばよかったかと今、思います。

味八木 中澤先生のご発表で最後にモチベーションの話をされ
ていたと思うのですが、モチベーションをハックするというか、

そのモチベーション機能を直接、電気刺激するとか、そういう

可能性は近い将来にあったりするのでしょうか。

中澤 それはもう 3年ぐらい前からやっていまして、なかなか
うまくいかないのですが、脳に電気を流してモチベーションを

高めてやることはやっていました。それが本当に神経の可塑性

を高めるのかというのはやっているのですが、なかなか。途中
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までいい結果は出ていたのですが、まだお見せするレベルまで

行かなかったですね。そういうことはやっています。

味八木 難しさ、というのは何が。

中澤 これは、それをテストする、評価する。脳に電気を流すこ
とは何も難しくないのですが、評価が少し難しかった、そのテ

クニックのほうがちょっと難しかったものですから、そこで少

しデータが荒れていまして、うまくいっていないのですが、そ

ちらがうまくいけば何か出てくるのかなとは思っています。

暦本 あと、もう一つだけ。うまい下手って非常に興味がある
んですが、うまい下手ってなんでわかるんだろうとか、先ほど

ディープラーニング、ビデオだけ見せてこのプレイうまいか下

手かをぱっと当てるというのがありましたよね。音を聞く以前

に体の動きがうまいと、大体、普通ピアニストを見ても、やは

り初心者かプロかは一発で分かるから。だから、うまい、下手

ということのメジャーメントが、もう少し科学的、技術的にで

きると、「あ、この人、昨日より 0.01うまくなった」と言える
とか。そういうのはモチベーションにつながるのではないかと

思うのですが、そこでビービーと流してあげるとか。

古屋 スポーツと音楽教育で何が違うかという話は、私はよく
考えるのですが、スポーツの場合は高く、速く、強くという、

いわゆる軸の端っこの部分ですね。速さの軸の最も速いところ

をもっと引き伸ばすような、レンジを増やすというようなこと

をするのだと思います。で、私たち音楽の場合は、速くもやら

ないといけないし、ゆっくりもやらないといけないし、その間

をいかに細かく埋めるか、いわゆる粒度というか、粒の度と書

きますけども、グラニュラリティー（granularity）を高めない
と、細かい処理ができない。とても速く弾けるし、とてもゆっ

くり弾けるけれども、間のテンポが弾けないというのは表現の

可能性がとても小さいということです。だから、粒度というの
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が一つ表現する上では大事だと思います。

あと、もう一つは、速さというときに大きな音が出る、小さ

な音が出る。別の軸を用意すると、大きな音を出しながら速く

弾く、小さな音を出しながらゆっくり弾くというふうに、いろ

いろ空間が出てきて、それ全てをいかに密に埋めるかというこ

とが表現者としては非常に大事になってくると思います。従っ

て、表現に関連する空間をいかにスパース（sparse）にしない
かが表現力のバロメーターではないかなと一つ考えています。

もう一つ面白いのは、これは全然関係ないのですけれども、

先ほど動きを見ただけでうまさが分かるかということで、ドイ

ツであった研究なのですが、コンクールが始まるまで、舞台袖

から出てきてバイオリニストが弾く前までの動きで誰が優勝す

るかを当てましょうという研究があったのですが、これは誰が

優勝するか割とチャンスレベルの上から分かるのです。お辞儀

をして、どう動くか、演奏するかという振る舞いの中に多分、

スキルのようなものが潜在的にあって、それを抽出することが

できるのではないかというふうにはいわれています。

味八木 ありがとうございます。あっという間に時間が過ぎて
30分のうちの半分がたってしまいましたが、もしここでフロ
アのほうから、この先生にこれを聞いてみたいということがあ

れば。

質問者 3 スポーツも音楽もそうかもしれないのですが、なぜ
この人がうまいかとか、先ほどあった、このタイミングで指が

上がっているから速く弾けるとかあるのですが、分かるのとで

きるのはまた違うじゃないですか。ただ、言葉として全く出て

きませんでしたが、いわゆる何か随意筋とか不随意筋でしたっ

け。コントロールできるものとできないものがあり、例えば

トップレベルの人たち、トップレベルの演奏家というのは、普

通の人だと不随意な部分が随意だったりするんですか。それと
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も、そういうのは実は誰でも一定で、それは不随意の部分を何

か別の方法でコントロールすることができるのですか。親指が

実は力が抜けているというのは、親指の動きをコントロールし

ているわけではなくて他のところがコントロールしているのだ

と、何かその不随意の部分がほかのところをコントロールする

ことによって自動的にコントロールされているのか、何かその

辺の知見をお教え下さい。

古屋 とても興味深いポイントだと思っています。なぜかという
と、それができるかできないかが表現の数を決めると思ってい

るからです。ある動きをしたときに、不随意筋であり随意であ

り何でもいいのですが、他の筋肉が必ず連動してしまうようで

あれば、それは表現が 1個なのですが、それが独立で制御でき
るのであれば、一気に指を動かしたときに、例えば親指ですけ

れども、これが別の動きもできる、そうすると違うメロディー

を作ることができる、違うリズムを作ることができるというこ

となので、両方できると、私たちは可操作性があると言うので

すが、つられないことが大事だと思っています。独立に制御で

きることで表現できる、動きのレパートリーを増やすことがス

キルに関連すると思います。

質問者 3 ひょっとしたら、ちょっと質問と違う言い方かもし
れませんが、肉体的に、例えば随意か不随意かのような話は、

実は別にそんなに差がなくて、ただそうではない頭の中でコン

トロールするほうの能力がむしろ高いことによって、運動能力

が上がっているのですかね。

古屋 随意不随意を運動に関連する脳の制御、ととらえた場合、
ご質問が他の運動に関連しない部分での制御が違うんですか、

と言われるとそうだと思います。つまり音のイメージが音楽の

場合時間ですが、視覚からのイメージが複雑だとか筋感覚をよ

り詳細にとらえられるなどができるせいで随意不随意の制御が
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違う可能性というのはあると思います。

中澤 ちょっと関連してなのですが、古屋先生の随意的なコント
ロールのお話が今日は中心だったかと思うのですが、私は今日

この話をしなかったのですが、実は不随意、全く随意的ではコ

ントロールできないところで、われわれが体を動かすときにプ

リミティブな反射というのをもともと持っています。発育発達

の段階で、赤ちゃんは屈曲反射系というのが強くて、だんだん

リリースされて、そして巧みな動きを獲得するという、こうい

うプロセスを通ります。　これまた極端な例を挙げると、脳に

損傷であれ、脊髄を損傷すると、不随意でわれわれの体を動か

すときの基盤になっているのは反射なのです。だから、随意的

にはコントロールできない、反射のレベルが変わってきます。

脳卒中などは特にそうなのですが、屈曲反射系がまた戻ると、

今日、動画でお見せした脳性まひの方もそうです。あれは水の

中から上がると反射が強くなって、このようになる。反射を水

の中で落としてあげるとリリースされる。これによって随意的

な動きが可能になる。このレベルを、これはもう無意識の中で

変えていますから、ここがおかしくなると滑らかな動きもでき

なくなってくる。阻害する要因になると考えています。ですか

ら、フォーカルジストニア（局所性ジストニア）であるとか、

スポーツのイップス*8なんていうのもありますけれども、そこ *8イップス (yips) :精
神的な要因等により突
然自分の思い通りのプ
レー（動き）や意識が出
来なくなる症状．

のところがちょっとおかしくなってくる可能性はあるかなと

思っていて、これは情動系ととても関係している。情動系のレ

ベルが上がると反射がぐっと強まったり、情動系が変わると弱

まったり、これは随意的にはコントロールできないところで、

ベースの部分に決めていますから、実はここのコントロールは

非常に重要だと考えています。ちょっとお答えになっているか

分からないですけれども、関連事項としてです。

味八木 他に質問のある方、いらっしゃいますか。
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質問者 4 興味深いお話、ありがとうございます。一部、理解
できないところもあったのですが、中澤先生にお聞きしたいの

ですが、トップパラリンピックのアスリートの研究ということ

で、代償が反応でなされているということなのですが、まず一

つ目の質問としては、筋肉自体も代償されているので、患側が

健側より太くなっているとか、そういった脳自体の血流量も代

償されているだろうという説を説明されていますけれども、筋

肉自体にそういった変化があり得るのかというのと、こういっ

た代償は一部の選ばれた人たちだけに起きているのではないか

なという気もしなくもなくて、研究自体はいわゆるトップアス

リートに絞ったものだという感じですが、そこの 2点を聞いて
みたいと思います。

中澤 まず代償という話なのですが、これはトップアスリートに
限った話ではなくて、今日、途中で脊髄損傷の人の非常に単純

なグリッピングポーズをいかに安定させることができるかとい

う話をしましたけれども、あれは脊髄損傷で、特に競技者でな

くても競技者と同じぐらい高い。あそこには統計的な有意差は

ないので、そういった代償、これは機能喪失した結果、脳の手

の領域が足のほうに伸びていることが分かっています。これが

代償的な変化、放っておいてもそうなるのです。そこに加え、

さらにトレーニングすると、それがもっと助長されるか可能性

はあると今日、話をしたのです。ですから、代償的な変化は

トップアスリートに限った話ではないというところが 1点。　
もう一つ、筋肉のほうの、これは代償というかどうか分からな

いのですが、筋肉はもちろんトレーナビリティーがあるので、

非常に可塑性に富んだ組織ですから、これは使えば使うほど、

使えばそれに応じて適応していく能力があるので、これは代償

とはちょっと区別して、そういう適応能力があるというふうに

いえるかと思います。これ、答えになってません？
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質問者 4 ありがとうございます。例えば、先ほど人工義足で走
り幅跳びの記録を、いわゆる義足を使っていない人に比べて、

世界記録を出すような成果だったとお聞きしたのですが、義足

の性能が良いからかもしれないという話もありました。例えば、

そういった素晴らしい努力と筋力の結晶だと思うのですが、そ

ういった方々の筋肉の組成で、ちょっと私は医学的な研究もし

ているのですけれども、筋肉内脂肪の組成が変わるとか、そう

いった可能性というか、生体的なところの研究まではまだされ

ていないと理解してよろしいでしょうか。

中澤 ちょっと質問が、今、一部聞き取れなかった。義足ラン
ナーの話ですか？

質問者 4 そうです。幅跳びで、いわゆる両足がある選手を記録
的には上回ったというようなお話を紹介されていましたけれど

も、もちろん義足の性能があるかどうかは分からないので何と

も言えないのですが、筋肉自体が代償によって健常者が努力し

てもなし得なかった記録まで達成したということを考えると、

筋肉自体、いわゆる白筋とか赤い筋肉とかありますけれども、

それが変わり得るという説は成り立つのかなとちょっと思った

のですが。

中澤 はい、ありがとうございます。そこは変わると思います。
筋肉はトレーニングによって当然変わるのですが、それが健常

者以上に変わるかといったら、それはそんなことはないのでは

ないかなと思います。片足義足であれだけ記録を出したのです

が、私の意見としては、両足義足だと間もなく健常者の記録は

破って、もしかしたらウサイン・ボルトの結果もそう遠くない

将来、100mであれば破ることも可能ではないかなと思ってい
ます。これは性能うんぬん、ここはそれ以上、今日は言わない

のですが、その可能性は十分あると思っています。

質問者 4 ありがとうございます。
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質問者 5 お話、ありがとうございます。先ほどから何度か脳に
電気を流すというお話は結構挙がっていたので、ちょっと気に

なったので、お聞きしたかったのですが、僕も少し研究のほう

で TESを使っていて普段から疑問に思っていることがあり、そ
この TESの効果自体が運動レベルではいいけれども、知覚や認
知のレベルになると、そもそも本当に効果が出ているのかは怪

しいというような流れになっていると私は認識しているのです

が、その中で認知の研究、先ほどモチベーションの話とかあっ

たと思うのですが、そういった研究をするときにどうやって評

価をしていくのか、どうやってこの実験はきちんと効果があっ

たというのを同定していいのかというところのテクニックにつ

いて少しお聞きしたいなと思ったのですが。

古屋 素晴らしいご質問だと思います。なぜかというと、tDCS
の場合、EC、すなわちエレクトリックエスティメーション、
ICも入ると思うのですけれども、運動訓練の評価に対しては、
TMSを使えばMEPがどう変わっているかというふうに評価が
できると。知覚関連とか、聴覚であったりだとか、どう評価さ

れているのかというのは、私も論文を読んでいて、どうしてい

るのかなといつもそう思いながら読んでいます。一つは、行動

がどう変わるか、聴覚機能だったり視覚機能だったり、例えば

視覚の物体がどっちかのほうに飛んでいるかどうかより、検出

精度が上がるとか、そういうことはあると思います。もう一つ

は、例えばイメージング技術で、tDCSで取った前後で脳波を
取ったりとか、あるいはMRIを取ると。今までであれば、知覚
野の活動などが変わるのが見られるのですが、本当に重要なの

は刺激していない部分にも変化が見られています。例えば、DC
では表面しか刺激していませんけれども、それによって深いと

ころの、例えば大脳基底核の活動がこういう風に変わりますよ

ということも fMRIを使えば見ることができると思います。た
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だ、先ほど中澤先生がおっしゃられたモチベーションというと

ころに介入し得る可能性としては、そういう知見も取れている

のではないかなと感じています。

中澤 ちょっとごめんなさい。一部、聞き取れなかったので、き
ちんと答えられるか分からないのですが、評価に関してはどの

レベルのところで評価するか。さらに今、古屋先生のほうから

構造レベルでの評価というのもあるのだろうし、tDCSだと本
当に電流が流れているのですかという、そこで見るというのも

あります。そちらの話ではないんですね。何に効果があったか

というテクニックというか。私の話で言えば、先ほどの「モチ

ベーション、本当に上がりましたか。どうですか」というのは、

テストしていないです。本当に上がるかどうか分からない。こ

れは先行研究で同じことをやって「上がっていました。その辺

の活動が変わっていました」というのを信じて、それを使って

同じことをやります。だから、上がっているでしょうね。評価

したかったのは、それが上がると脊髄の可塑性が上がります。

脳ではなくて脊髄の可塑性なのです。だから飛ばしているので

す。非常に飛ばしているので、そこが本当に上がるのかという

のを見るテクニックがちょっと難しかった。ということで、難

しいと言いました。

質問者 5 ありがとうございます。

味八木 最初の私からの質問ですが、そういう場合は例えばどれ
ぐらいの工数というか、被験者数というか。どれぐらいの規模

で調べるものでしょうか。

中澤 これもまたよく聞かれるのですが、答えがないので、例え
ば fMRIは最近ではもう何十人も取らないと論文に載りません
よとか、そういう統計的な検定に耐えられますかとか、それが

一つだと思うのですが。もう一つは、いいジャーナルに通すに

はそういう、その手の研究だとこのぐらいの人数がいないとど
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うも駄目らしい。そういう話もあるので、ちょっと一概には言

えないです。一般論としては 2桁とかそれ以上とか、それ以上
というと 3桁になってしまいますが、数十人とかそういうオー
ダー、最近はビヘイビアなどを見るとなると、なってきている

という傾向ではないかと思います。

古屋 とても難しい。先ほどちょっとご指摘があったのと一緒な
のですが、個人差が割と大きい。DCの効果がある人とか、な
い人とか、そういうところを評価するのがニューロモジュレー

ションのトピックとしてはトレンドでもあるのです。そうする

と、その個人差を評価するのに耐えるだけの被験者数というの

が必ず必要になってくる、そういう意味では SNの悪い実験と
いうふうにいうことができるので、それで例えば 10人ぐらい
だと効果が埋もれてしまうかもしれないということと、個人差

を評価することは難しいということで、20人ぐらいは取らな
いといけないかなと思っていますし、学生にも頑張ってねと

言っています。

味八木 ありがとうございます。他に会場から、ないでしょう
か。実は時間になっているのですけれども。では最後に私から

質問して、お答えいただいて締めるような形でもいいでしょう

か。今回、お二方をお招きして、この会を企画したのはどうし

ても情報科学と他の分野との境界線のようなところを分野横断

的にこの講座でやってきたいと考えていて、その方々からの情

報を私たちのヒューマンインターフェースであるとか、あとは

もしかしたら機械学習、この中にやっている方もいると思いま

すが、この先、例えば機械学習とかディープラーニングの技術

が発展すると思われていますが、そういう情報学とか他の分野

に期待する何か、こういうことができるようになったら、こう

いう新しい検証ができるというものがもしあれば最後に教えて

いただきたいのですが。
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古屋 私はもともと工学の人間なので、とても興味を持ちなが
ら、いつもどう相乗効果を生み出すことができるかなと思いま

す。そういう意味で、テクノロジーだったり、そういうものが

どんどん、ハードウエアでもソフトウエアでも面白いものが出

てきたときに、それを一番うまく使う使い方って何だろうとい

うのが私たちの考える、考え方なのかなと思います。なので、

それをそのまま使うだけでももちろん効果があるから、HCIの
領域では意味があることだと思うのですが、その機能を最大化

する上で、脳とか体のことをきちんと理解すると、意外とこん

な使い方もできて、もっと能力が拡張するのではないかなとい

うようなことを思っています。なぜかというと、先ほど tDCS
の話が出たのですけれども、あれはもともと DC、プラス、マ
イナスを合わせて、興奮性を上げる下げるだったのですが、あ

れをもう少し使い方を変えると、脳の中に情報を転写できるの

ではないかというと、例えば、私などはリハビリに使ってみよ

うかとか、あるいはそれで運動の記憶を操作できないかという

ことを、後で東大の野崎先生などがされているわけなので、そ

ういうふうな異分野との掛け算とか、相乗効果があり得るのは

とても楽しいところではないかなと思います。

中澤 私は全然、専門家ではないので、全然、高級なことは言え
ないのですけれども、もういろいろ使いたいと思っています。

先ほどちょっとご紹介いただきましたけれども、東大にできた

スポーツ先端科学研究拠点という組織ができて、味八木先生、

暦本先生とも共同でいろいろやらせてもらえるようになった。

というところで、例えば、今ご協力いただいてやり出したとこ

ろに、何か見た目で、ちょっとわれわれが見て、この人、何か

具合が悪そうだねとか、何とかっていうのは分かるのだけれど

も、それが評価できないというのを、われわれが得意の姿勢だ

とか歩き方だとか、そういうのを見ながら、そういったところ
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で機械学習のテクニックを取り入れていただいて、それを評価

できるようなものを何か作ろうとか、そういった動きをようや

くすることができるようになってきたということで、ますます

いろいろ連携しながらやっていけると、いろいろ面白いことが

できるのかなと、私的には大変期待しているところです。

暦本 少し話題を戻すと、この前、中京大の先生といろいろ議
論させていただいて、練習方法とかなのですが、われわれは人

機一体とか、人馬一体とか、人間と機械が一体化するような、

そういうのを標榜しているわけです。機械が人間の境界がなけ

ればいいとか、人馬一体が究極だとか、そうじゃないような話

を聞いて、非常に面白かったので紹介したいのですが。練習は

練習で、マシーンの様にする。だけど、スーパーバイザーとし

てのモニターがいて、それが何かコントロールできるような、

要するに、ある意味、人人二体の関係のあったときが一番パ

フォームされると言って。もしかしたら、それって、今までわ

れわれがやっていた人馬一体、人機一体というのは、ちょっと

ナイーブ過ぎたかなと思って、とても教えられた感じです。つ

まり、F1とドライバーの関係。F1のマシーンのように体をト
レーニングするというのもあるのですけれども、それも残念な

がら、やはり肉体だから毎日毎日違って、状況も違う。ちょっ

とずつフラクチュエーションがあるときに、スーパーバイザー

としての何かがいて、その間のコントロールがうまくいくと、

要するに異体化されたほうがうまくいくのではないか。非常に、

なるほどなのですけれども、その辺ちょっとご意見を伺いたい

なと思ったのですが。　二つ、急に質問を思い付いてしまって。

もう一個、オーデコという装置ご存じでしょうか、おでこに電

気刺激パターンをマトリックスで提示すると、視覚障害者の人

がここにこう、要するに、道が見えるみたいにやると見えるの

があって。そういう研究があって、着けると視覚障害者の人は

68



比較的スムーズに見えるようになる。つまり、ここの皮膚感覚

が視覚野にマッピングできるからできるのですが、そうではな

い人は、ここは単なる皮膚なので、いくらやってもなかなか上

がらない。先ほど中澤先生のお話でもあったのですが、手がな

い人は、そこにコーテックスがないから、そこに能力を持って

いけるのですが、変な言い方ですけれども、全部ついちゃって

いる人はコーテックスの隙間がないので、オーグメンテーショ

ンするときに脳に割り込める場所がないようなところがあっ

て、それはどうしようという質問なのですが。ちょっと二つ、

もしかしたら後半、妄想ですけれども。もし何か知見とかあり

ましたら。

中澤 ちょっと関連するか分からないのですが、後半のほうが
ちょっと分かりやすかったので。後半の話は、目が見えない方

で、先天性と中途とまた違うのですが、視覚世界を経験したこ

とのない人でも、目が見えない水泳選手、泳いでいる時に視覚

野は光っているのです。それは恐らく体性感覚で何かを見てい

るというか、感覚系からの情報で何かやっている。これは先ほ

どの代償で、視覚がなくなったら聴覚が非常に発達するとか、

そういったことがあるので、その代償が起こった結果、そう

いったテクニックが、テクノロジーが入り込む余地ができる。

健常者にはないところに何か入り込めると言いますか、そう

いった可能性もあるのかなというふうには。

暦本 妄想なのですが、とってもピアニストになりたいから、
私、味覚は捨てる。嗅覚のコーテックスに空きがあるから、そこ

にもうちょっと音とか運動野を割り当てたいと。それはちょっ

と、すいません、妄想なんですけど。

古屋 ピアニストはご飯が大好きなので、あまりそういうことは
しないと思いますけれども、冗談はさておき、もしかすると、

エキスパートのほうがそれができるかもしれないのかなと思う
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のは、ピアニストの知見とかを見てみると、例えば必要な大脳

皮質の運動野の領域が、指を動かすのがどんどん狭まっていく

んですね。いわゆるリソースが足りなかったのが、20使うだけ
で同じ動きができるようになると、20は言い過ぎですが、そう
すると残った部分は何に使うかというと、不規則な動きのため

に使ったり、そういうことのために使ったりするのですが、そ

ういう意味でリソースの節約が起きているのはエキスパートな

ので、もしかすると介入する余地はあり得るのかもしれない。

暦本 エディティングできるようになると。自分の能力野を編集
可能みたいな。

古屋 そうですね。そこで何の優先度がそれを決めるかという
のはちょっと分からないです。もしかすると電気刺激で痛いと

思わせながらやると、そちらを優先するかもしれないですけれ

ども。

1個目は、割と面白いトピックだなと、私は。アネクドート
の話しかできないのですが、一流のピアニストの話を聞いてい

ると、自分が調子がいいときと悪いときと、どのテンポで弾け

るか決めているというふうに言うのです。お腹が痛くなりやす

いピアニストと話を聞いていると、お腹が痛いときはこのテン

ポで弾くけれども、お腹が痛くなければこのテンポで弾くみた

いな。必ず何か、もう 1個、上位の人間がいて、それで自分の
体の状態に応じて、それを決定する。あと、日本はピアノは大

変いつもいいのですが、ピアニストはいろいろなピアノを弾か

ないといけない。海外に行ったとき、大変悪いピアノもあるの

です。そうしたときに「あ、このピアノだったら、こうだ」とい

うふうに、体の状態プラス楽器の状態というのは人馬の馬のほ

うですかね、それを決めたメタの決定者になるものがないと、

適応というか、環境を利用できないかなというふうに思います。

中澤 一つ目、きちんと理解できていたか分からないのですが、
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われわれは別のプロジェクトで、意識しないところで醸し出し

ている自分たちの情報というもの、人間が醸し出している情

報、教養だったり、先ほどの姿勢だったり、そういったところ

から内面の状態を評価してやろうということも別のプログラム

でやっていて、そういうのができると、それを読み取って、何

か機械の、それを読み取ってうまいように動かしてくれると

か、そのような、もうちょっと、ただ単に動かすのではなくて、

それを読み取ってリハビリであれば、うまい具合に動きをアシ

ストしてくれるとか、そんなのができるといいかなと思ってい

ます。

味八木 ありがとうございます。では、ここで質疑を終えて、
ちょっとスライドを。最後にアナウンスだけさせていただいて。

冒頭で暦本先生が紹介しましたが、このセミナーを年に 2回
やっています。年度末にシンポジウムを 1個やっているのです
が、その全講演の書き起こしを元にして、再編集して注釈を付

けるという、手間のかかることをやっていますので、恐らく 1
回目のセミナーと 2回目のセミナーは今週、PDFで出せると思
います。今、全力でやっていてまたアナウンスしますので、ご

覧いただけるとありがたいです。そのシンポジウムとセミナー

がぎゅっと詰まった合本も出すようになるので、ということは

今日のイベントも出しますので、お二方もよろしくお願いいた

します。

次です。去年の講座に参加していただいた方は大体こういう

感じで進んでいくんだなと思っているかもしれないのですが、

ちょっといろいろ変えていこうと思っていて、今後、セミナー

であるとかシンポジウム、サマースクールを継続するのです

が、それ以外にもう少し小規模なワークショップのような形で

学生数名を対象に、少しより手を動かすような機会ができれば

なということを企画していて、1回目を近日予定しています。
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テーマだけプレビューしておくと「人格の拡張」のような形で、

Vtuberなどが最近出ていますけれども、そういうものを使っ
て自分の人格がアバターによって変わるとどうなるか、という

ことをやろうとしています。設備の都合で、それも人数が限ら

れてしまうのですけれども、どうしても参加したいという学生

の方がいらっしゃったら、個人的に私のところまで声を掛けて

くれれば、色々アレンジできると思います。

セミナーとシンポジウムはこんな形で今年も続けていくの

ですけれども、サマースクールに関して先ほどちょっと私の発

表の部分でも結構お話ししましたけれども、いい部分を残しつ

つ、変える部分を変えていって、もう少し充実したものにして

いきたいなと思っています。昨年は 3日間だけだったのです
けれども、今年は情報学環の秋学期の授業として毎週開催する

ような形の授業にして実施しようと思っています。東大でいう

A1タームという 6回分の授業になる予定です。情報学環の人
は単位になるはずです。他の学科の人も、もしかしたら単位交

換のようなプログラムを利用かもしれないので、ちょっとその

辺りは自分の所属でどういうふうになっているかを調べていた

だいて、こちらからのアナウンスを待っていただけるとうれし

いなと思います。

以上です。今日は本当にありがとうございました。（拍手）
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ヒューマンオーグメンテーション学セミナー＃４　
「存在の拡張」

2018年 11月 29日、福武ラーニングシアターにてソニー株式会社

による寄付講座「ヒューマンオーグメンテーション学」の第四回セミ

ナーが開催されました。前回までの「知覚の拡張」「身体能力の拡張」

というテーマに続き、今回は「存在の拡張」をテーマとして、3名の

識者による講演およびパネルセッションが行われました。
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開会の挨拶

石黒（石黒祥生）本日はヒューマンオーグメンテーション学ソ
ニー寄付講座、セミナー#4「存在の拡張」にお越しいただきま
して、ありがとうございます。私は寄付講座で客員をしており

ます石黒祥生と申します。よろしくお願いします。今日の流れ

は、まず開会のあいさつとしまして、暦本純一先生からあいさ

つをしていただきます。そのあと、今日は招待講演として 2名
の先生方にお越しいただいておりますので、それぞれ、面白い

お話を聞かせていただけると思います。そのあとで、ヒューマ

ンオーグメンテーション学の講座、ソニー寄付講座で行ってい

る活動や今回のテーマ「存在の拡張」に関する研究についてご

紹介したあと、パネルセッションへと移らせていただこうと思

います。おおむね 4時 15分ごろまでの会となっておりますの
で、どうぞおつき合いください。それでは、さっそくですが、

暦本先生から開会のあいさつをしていただこうと思います。よ

ろしくお願いします。

暦本（暦本純一）皆さん、こんにちは。東京大学の暦本です。今
日はようこそ。どうもありがとうございます。今回のセミナー

は全体タイトルを「存在の拡張」としているのですが、いわゆ

る存在感が拡張されるだけではなくて、前回はスポーツ的な拡

張でしたが、今回は少し違う側面で人間の能力の拡張というと

ころを考えてみたいと思います。先生を 2人招待しています。
最初の名古屋大学情報基盤センターの戸田智基先生は、人間の

音声能力、言語能力を拡張するという立場からお話しいただけ

ると思います。東京大学の鳴海拓志先生はゴーストエンジニア

リング、人間の感覚を VRにどうやって反映させるかという、
非常に面白いとり組みをされています。お二方とも、人間がそ

もそも持っている能力を少し変えていくことで、どんどん広が

りを持っていくというところがありまして、われわれの人間拡
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張の講座からしても、とても勉強になる興味深い話です。ぜひ、

皆さんも活発なご議論をお願いします。石黒先生も、われわれ

も、わりと新しい話が出せると思いますので、引き続きよろし

くお願いします。では、戸田先生から紹介をお願いします。
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音声変換による発声機能の拡張

戸田智基（名古屋大学情報基盤センター教授）

1999年名古屋大学工学部電気電子・情報工学科卒．2003年奈
良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士後期課程了．同
年日本学術振興会特別研究員-PD，2005年奈良先端科学技術大
学院大学情報科学研究科助手，2007年同助教，2011年同准教
授を経て，2015年より名古屋大学情報基盤センター教授．博士
（工学）．音声・音楽・音環境などを対象とした音メディア情報処
理の研究に従事．IEEE SPS 2009 Young Author Best Paper
Award，2013 EURASIP-ISCA Best Paper Award (Speech
Communication Journal)，文部科学大臣表彰若手科学者賞な
どを受賞．

戸田（戸田智基）ご紹介ありがとうございました。皆さん、こ
んにちは。名古屋大学の戸田と申します。本日は、このような

場を与えていただきまして誠にありがとうございます。私から

は「音声変換による発声機能の拡張」に関しましてお話をさせ

ていただきたいと思います。

先ほど、石黒先生からご紹介いただきましたが、今日話す音

声変換という研究から見たときの、戸田という人物のご紹介を

76



させていただこうと思います。こちらのグラフは音声変換に関

する、引用数が多めな 3本の論文を表しております。音声変
換自体が、だいたい 1990年ぐらいから研究が始まりまして、
2000年ぐらいからググッと研究が盛んになり、今まで、ずっ
と続いているような傾向が見られます。私の研究歴のなかで音

声変換に関するものをご紹介させていただきます。1998年に
名古屋大学の学部 4年生で研究を始めました。奈良先端大の修
士課程に入って修士とドクターをやりましたが、そのときは、

基本性能の改善にとり組んでまいりました。2003年から学振
の PDを行いまして、そこから基本性能だけではなくて、音声
を変換するという技術の応用技術に関しても、いろいろと研究

を進め始めました。2005年に奈良先端大学に助教として戻り
まして、そこから音声変換をより簡単に使いやすくする技術に

ついて研究を進めてきました。2011年、引き続き奈良先端大
学で准教授になりました。応用技術や柔軟性などがだいぶ改善

されてきましたので、これを使って、われわれの能力や身体機

能を拡張できないかということで、私は音声生成機能の拡張と

呼んでいますが、そういった研究にとり組み始めました。2015
年 9月から名古屋大学に勤務しておりまして、コミュニティー
の活性化という意味でも、チャレンジを行うみたいな、そうい

うものを開催するといった活動も始めております。非常にあり

がたいことに、音声変換技術の進展を非常に近くで、肌で感じ

てこられて、非常にラッキーであったと思っております。さら

に、もう少し宣伝をさせてもらうのですが、今の流れが、私自

身の研究となりまして、私の研究室*9としましては、音メディア *9名古屋大学大学
院情報学研究科戸
田研究室 https:
//www.toda.is.i.
nagoya-u.ac.jp

情報処理の研究にとり組んでおります。音声だけではなく、音

楽や環境音などの情報処理を行う研究室となります。メンバー

も、どんどん増えてきています。音メディア情報処理に興味の

ある方やドクターが欲しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ、

お声をかけていただけるとありがたいです。学生の方も修士か
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らやってみようかなと思っている方は、ぜひ、声をかけてくだ

さい。それでは本題に移ります。コミュニケーションにおいて

存在を拡張するという観点から、考えていきたいと思います。

外観に関しましては、ロボットやアバターなどの利用がパッと

思いつくと思います。ただ、やはり、コミュニケーションをす

るうえで、われわれは音声を日ごろ使っております。自分の意

思を相手に伝えるために、やはり声を発するわけです。外観が

変わったとしても、自分の声が変わらなかったら、やはり、そ

こで非常にアンバランスなことが生じます。では、この声をど

うするかという話ですが、今も、話していますが、私の声を、

まったく別の声に、私が望む声に変換する、変えてしまう、そ

ういった技術につきまして、いろいろとデモを交えて紹介させ

ていただきたいと思います。理論的な話は、あまりしませんが、

どういったかたちで使えるのか、そういう側面から広くご紹介

したいと思います。まずは音声の変換という処理です。そもそ

も、それが何の役に立つのかなど、そういった話をさせていた

だきます。その次に、音声変換のフレームワークを簡単にご紹

介します。その次に音声生成機能の拡張に関する技術をご紹介

して、もし、時間がありましたら、浅いですが、現状の技術レ

ベルについてご紹介します。それでは、音声の変換処理につい

て見ていきたいと思います。

音声の変換とは

われわれが音声を発声するときに、どうやって発声しているか

ですが、まず、声帯と呼ばれる部分がここにありまして、声帯

と呼ばれるひだを、呼気を使って震わせることでブザー音みた

いな音を生成します。これが、その音源の例です。（サンプル音

声）何を言っているのかがわかった人がいたらすごいのですが、

たぶん、わからないと思います。ブーブーといっている音です。

78



このブーブーといっている音が声帯で生成されて、その音が声

帯から口まで、声道と呼ばれる空間を伝搬していくわけです。

そこで反射が起きて共振が起こります。この声道と呼ばれる、

この空間のかたちによって、ある周波数、高さの音が強調され

るとか、そういった、この形状に応じた共振特性が付与される

ことになります。結果として、先ほどの音は口から、このよう

な音声信号として生成されて放射されることになります。（サン

プル音声）これが、われわれが音声を生成する仕組みとなりま

す。われわれは無意識に音声を生成できますが、コミュニケー

ションの観点から音声生成で何をやっているかを考えますと、

まず、音声を生成するということは、やはり、なんらか意図を

持っています。これを、言語を使って相手に伝えるといったこ

とを行います。それを、口を巧みにコントロールして、「あ」や

「い」とか、そういった音韻性をつくり出して付与します。そ

れにプラスして、われわれは、テキストに表れない情報をパラ

言語といいますが、例えば、感情などを、声色を変えたり、抑

揚を変えたりして、音声信号に付与します。さらに、物理的な

構造に基づいて音声を生成しますので、身体的な制約が入りま

す。これは非言語情報といいまして、その人の持った声色や声

の高さなど、そういった情報が音声信号に付与されます。ここ

でポイントは言語情報やパラ言語情報に関しましては、意図的

にコントロールできますが、非言語情報に関しましては、意図

的にコントロールできません。音声を変換する技術を使うと何

ができるのかという話ですが、発声した音声を、あたかも別の、

特定の話者によって発声されたように変換するとか、ある所望

の発話様式で話されているように変換するとか、所望のほにゃ

ららで発声されたように変換するだとか、こういった処理を行

うというのが音声変換です。ポイントは話している内容を保存

したまま、言語的な情報を保存したまま、ほかの情報を変換す

るという処理になります。
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音声生成機能の拡張

こんな技術が何の役に立つのかと思われる方もいらっしゃると

思いますので、それにお答えしたいと思います。また、どのよ

うに実現するか、簡単にご説明いたします。まず、何の役に立

つかですが、先ほど申しあげましたとおり、物理的な仕組みを

使って音声を生成していますので、非言語情報は、われわれが

コントロールできません。ただ、発声した音声を変換すること

できれば、非言語的な情報をコントロールできるようになりま

す。つまり、われわれが出せないような音源を生成したり、自

分で出せないような声色を生成したり、そういったものを使っ

て音声を生成することができるようになります。仮想的に音声

をつくり出すことができるわけです。誰でも、自分自身が持つ

音声生成機能を拡張して、自分が出せない声も出せるようにす

るといったことが可能になります。例えば、一例ですが、なん

らかの障害で口がうまく動かなくなってしまった場合、声が出

せなくなりますが、理想的には健常な人の、その器官を持って

きて移植すれば、また話せるようになるのではないかと考えま

す。しかし、そういうことは非常に難しいので、それを、情報技

術を使って、コンピューター上でやるというイメージを持って

いただければいいと思います。これが音声生成機能の拡張とい

う考え方です。どう実現するかですが、信号処理と呼ばれる技

術と、変換処理、機械学習など、そういったものをうまく使っ

て実現することになります。ここでは、非常に、一番単純な例

を書いています。まず信号処理を行いまして、音声信号から音

声の特徴量の系列というものを抽出します。先ほどのブザー音

ですが、声帯で生成されるブザー音の特徴を表す、基本周波数

の系列といったもの、これは声の高さの変化パターンとなりま

すが、それをとり出します。あとは口の中のかたちで決まる共

振特性です。これはスペクトル包絡の系列と書いてありますが、
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そういったものを分析処理を行うことで時々刻々と抽出してい

きます。これができれば、この抽出されたもの、音声特徴量と

いいますが、この音声特徴量を好きなように加工して、これか

ら、また音声信号に戻すという、ボコーダと呼ばれる技術があ

りますので、それを使って別の声に変換することが可能になり

ます。

実際に今の処理を、デモを使ってお見せしたいと思います。

こちらは名城大学の坂野秀樹先生がつくられたソフトウエアで

す。先ほどの 1個前の加工処理、変換処理の非常にシンプルな
ものができるようなソフトウエアになっています。例えば、声

の高さを一律高くしたり、低くしたり、そういったことができ

ます。また、共振特性ですが、この周波数の軸を伸ばしたり、縮

めたり、そういったことができます。実際に声が変わるという

のを聞いてみてください。（音声デモ）普通に、私の声が流れて

いますが、これが私の声を入れて分析しましてパラメータを抽

出して再合成してできた声になります。今もリアルタイム処理

していますので、例えば声の高さを変えることができます。こ

んな感じで、声の高さを変えることができます．続いて、共振

特性を今から変えてみます。周波数軸を伸ばしたのですが、こ

れは何をやっているかといいますと、私の身体のサイズをぐっ

と縮めたときに出る声に相当します。逆に、私の身体のサイズ

を大きくする、つまり、周波数軸を縮めてみますと、こんな感

じの声になります。お相撲さんなどの声に近くなります。これ

は、身体が大きくて声道が長いからです。声の高さと周波数軸

を同時に変えると、男でも女性っぽい声に簡単に変わっていま

す。これが音声変換のデモです。今、お聞きいただいたのが、1
つの音声変換の例ですが、こういったことをやりますと、私の

声を別の人の声にすることは簡単にできます。ただ、誰か特定

の人の声にするのは難しいです。どうやってやればいいかとい

いますと、機械学習を使います。統計的な処理を使います。学
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習データを用意しまして、それを使って、先ほどの音声特徴量

の変換関数を学習することを行います。ポイントは、必要とな

る変換の処理が、先ほどのような周波数軸を伸ばしたり、縮め

たり、そんな簡単な処理だけでは不十分なため、非常に複雑な

変換関数を学習する必要が出てくる点です。そのために、所望

の情報のみが変換されるように、学習データというものを設計

する必要が出てきます。結果として、音韻の「あ」なのか「い」

なのかによってどういった変化をさせるかが異なるような、そ

ういった非線形性の高い変換関数を学習するということを行い

ます。実際、それをやると、私の声を別の人の声にすることが

できます。

今から、それを、リアルタイム変換デモでお見せします。今

から私の声を、あるキャラクターの声に変換したいと思いま

す。これは、あまり出してはいけないのですが、今から、この

声に（サンプル音声）、どんなに頑張っても、私にはあのような

声は出せませんが、このシステムを使うと出せるようになりま

す。このような感じで話すことができます。先ほどの女性の声

に聞こえるでしょうか。このような感じで、リアルタイムで、

先ほどの女性キャラのような声でしゃべることができるという

話です。今、私は見た目を変換していませんので、たぶん違和

感がすごいと思いますが，アバターなどを使って、見た目も変

換すれば、別の人格を持つことができるかもしれないという話

です。これが、音声変換がどんな技術かという簡単な紹介です。

次に、どういった仕組みなのかを、もう少し詳しくご説明した

いと思います。機械学習を使うわけですが、まず、今、仮に、

別の話者の声に変換したいという、そういったシステムをつく

りたい場合は、入力する話者の人と出力する話者の人に、同じ

内容の文を発声してもらう必要があります。変換したくない言

語的な情報はまったく同じで、変換したい対象となる話者性だ

けが違うようなデータを用意するということになります。それ
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が、この一例です。（サンプル音声）これが出力の声です。（サ

ンプル音声）だいたい、50文とか、時間にして 3～5分ぐらい
のデータを集めて、ある音の特徴量が観測されたときには、こ

の特徴量に変換すべきと、そういった対応関係を学習します。

一度学習してしまえば、ここに含まれていないような、どんな

発話でも変換できるということです。この発話は含まれていな

いのですが、学習された変換関数で変換すると、先ほどみたい

な、こういった音声に変換されるという仕組みになります。

学習処理というのが出てくるわけですが、回帰問題として

定式化するというようなアプローチをとります。入力の音声と

出力の音声のペアがありますので、先ほどの声の高さの成分と

か、共振特性の成分といった音声の特徴量の時系列を抽出しま

す。当然、話す速さは全然違いますので、時間的な対応づけを

とってあげる必要があります。その対応づけを行えば、入力の

特徴量が与えられたときに、出力はこうすべきという教師あり

の学習データが得られますので、それを変換関数でモデル化す

ると、そういった処理を行うのが学習処理でございます。一度、

この変換関数を学習してしまえば、新しい音声波形が入ってき

ましたら、そこから特徴量を抽出して、先ほど学習した変換関

数を用いて、入力話者を出力話者に変換します。変換された特

徴量を用いて、先ほどお見せしたリアルタイム変換の、ああ

いったソフトウエアで処理をして、音声波形を合成すれば、そ

のターゲットの音になります。こういった枠組みとなります。

こういった方法を使って、私の声を、ある特定の人の声に変換

する、そういったことが実現できますということです。

身体的制約を越えて

残りの時間を使いまして、実際に、こういった統計的に声を変

えるという技術を使いますと、音声生成機能で、どんなものが
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拡張できるのか、そういった応用例についてご紹介させていた

だきたいと思います。音声生成機能拡張を使いますと、物理的

制約を越えまして、いろいろな発声をすることが可能となりま

す。例えば、自分がイメージする声を具現化すると、そういっ

たことも可能になるのではないかと考えております。これは身

体的制約を越えて歌を歌えるようになったり、発声ができる

ようになったりという可能性を秘めている技術です。例えば、

これは現時点の歌声の例です。（音声サンプル）統計処理をう

まく使って若返らせたり、（音声サンプル）逆に年齢を上げた

り、（音声サンプル）聞いた感じの年齢を変換するようなスライ

ダー、そういったものもつくれる可能性があります。別の例で

は失った声をとり戻すと、そういった応用例を考えておりまし

て、身体的制約によって声を出せなくなってしまった人を対象

としたものです。現状ですと、例えば、食道発声と呼ばれる方

法だと、こんな音声が発声できます。（音声サンプル）これは、

実際に、発声障害者の方が発声された食道音声の例ですけど、

非常にギュルギュルとした音になってしまうのですが、それを

変換するとこうなります。（音声サンプル）再び、この声が発声

できるようになるということです。別の障害者の方は、例えば、

こんな音声で会話をしているわけです。（音声サンプル）この機

械的な声を、より自然なものに変換するわけです。（音声サンプ

ル）こういったことができるようになると考えています。最後

の例ですが、声を出さずに会話をするという、何を言っている

のかわからないようなフレーズですが、周りに人がいて聞かれ

たくないような会話を可能とするものです。例えば、人混みの

なかで電話がかかってきてパスワードを言わないといけないと

いったような状況のときに、周りに聞こえないぐらい小さい声

で発声して、特殊なマイクを使って収録すると、こんな音が採

れます。（音声サンプル）何を言っているのかわからないと思い

ますが、これを、より明瞭なものに変換をします。（音声サンプ
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ル）これは普通のささやき声に変換しました。これはまた別の

例です。（音声サンプル）これは普通の声に変換していますけ

ど、こうすると、電話の向こうの人は、さきほど聞いてもらっ

たような、普通の声が聞こえるのですが、実際の発声者の周り

にいる人は、何を言っているのか、全然聞きとれないという状

況がつくりだせます。今、現在、私の研究プロジェクトとして、

JSTさきがけの支援を受けまして、こういった音声生成機能の
拡張に対して、さらに発声者がシステムに対して協力的な動作

をするといったものを活用して、よりよいものをつくろうとい

う研究をしています。今から、こちらの 3つの例を詳しくご説
明いたします。

1つ目は、まず、声を変えます。先ほどお見せした例ですが、
ボイスチェンジャーやボーカルエフェクターと呼ばれるもので

す。これは、まさに、カラオケなどで、私が、今日は、ある特

定の歌手の声色で歌ってみようかなといったようなものを実現

するものです。身体的制約を越えた発声、歌唱表現、そういっ

たものを可能とするものとなります。先ほどお見せしたように

できるのですが、さらに協力的な動作といたしまして、目標と

する、そのキャラと同じ高さの声でユーザーが発声すれば、よ

りよい音が出せると、そういった研究をしております。例えば、

女性のキャラの声で歌いたい場合、その女性のキャラと同じ高

さで歌を歌えば、よりよい音が出せるというシステムです。た

だ、私の場合は、そんなに高い声が出ませんので、裏声で歌う

と、そういったことをやります。今から、私の裏声の歌を、こ

のバーチャルシンガーの歌声に変換するデモをお見せします。

（音声サンプル）同じ高さの音で歌うわけですが、あの高さの声

が私は出ないので裏声で歌います。（話者の歌）これは、入力さ

れる裏声で気持ちが悪い歌声ですが、システムが出すものは、

先ほどの某バーチャルシンガーの歌声になってくれるというの

がこちらです。（音声サンプル）こういったことができるという
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話です。実際にやってみたいと思います。今、ここから裏声で

しゃべっていますけど、変換してリアルタイムで話せます。裏

声の歌声がバーチャルシンガーの歌声になります。別の曲も歌

えますので、例えば（話者歌声）、2回目はちょっとやりたくな
いので、すみません。こんな感じで、リアルタイムで変換する

ことができます。ポイントはユーザーが、システムに協力して、

同じ高さの声で歌えば、よりよい、きれいな音に変換できます

というということです。

続いて、発声障害者の支援ですが、私の研究で対象としてい

るのが、喉頭摘出者の方です。先ほども聞いていただいたので

すが、そういった方々は、こういった機械を使って、こういう

感じで発声します。（音声サンプル）こんな感じで話している

方々がいらっしゃいます。ただ、やはり機械的な声になってし

まいますので、これをきれいな声に変換しようという研究をし

ています。どういったことをやるかといいますと、この機械的

な声をリアルタイムで、よりきれいな声に変換するという技術

をつくっているということです。これは、身体的制約を越えて

失われた声を回復すると、そういった技術となります。さらに

は協力的動作といたしまして、例えば、キーボードで演奏して、

声の高さを制御して、再び、こういった方々も歌を歌えるよう

にしようという研究を進めています。喉頭摘出者の方は、こち

らを使って歌うわけですが、これは一定の高さしか音が出ませ

んので、メロディーは、同時に楽器を演奏してコントロールし

てもらうというものです。楽器演奏から得られるメロディーと

実際に発声した声の共振特性をうまく使って、歌声をつくると

か、そういったものです。演奏ができないという方には、カラ

オケバージョンもありまして、システムが伴奏を出しますので、

その伴奏に合わせて歌ってください、これで発声してください、

というものです。あらかじめ、伴奏に合わせてメロディーライ

ンを知っていますので、それを埋め込むことで歌が歌えますと
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いうことです。これもデモをやろうと思ったのですが、時間が

ありませんので、デモ動画だけをお見せします。これがキー

ボードを演奏して歌っている例です。（音声サンプル）口を動か

しながら、こちらでメロディーを与えることによって、また歌

えるようになるというものです。こちらが伴奏に合わせて歌う

バージョンです。（音声サンプル）これを健常者が使いますと、

音痴な人でもきれいに歌えると、そういったかたちのシステム

になります。

より自然な声に

あとは、声色も、ちゃんと変換して、より自然な声にすると、

そういった研究もしています。（音声サンプル）これは、もとも

とは、こちらの電気音声で発声した歌声だったのですが、声色

を変換するとこういったことができます。最後は駆け足になっ

てしまいますが、周りに人がいて、聞かれたくないような会話

をしたい場合に使う、サイレント音声通話についてご紹介して

終わりたいと思います。聴診器のような特殊なマイクを耳の後

ろにつけますと、こんな感じの音が採れます。（音声サンプル）

ボソボソしていて、何を言っているのか分からないですけど、

これは周りの人は、ほとんど聞こえないぐらい小さな音量とな

ります。これを変換して相手に届けます。（音声サンプル）こ

ういったことをやりますと、周りに人がいても発声者と電話の

向こうの聞き手だけで会話ができますので、テレパシーのよう

な、そういったものを実現できますということです。いくつか

デモ音声を用意してきたのですが、時間がありませんので割愛

いたします。現状の技術レベルも説明する時間がなくなってし

まったので飛ばしまして、最後にまとめさせてください。存在

を拡張するうえで、コミュニケーションを行う場合、音声もど

うにかしなければいけないということが出てくると思うのです
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が、そのときに使えるのではないかと思っているのが、この音

声変換という技術です。それを使って、音声生成機能を拡張す

るということについてご紹介させていただきました。最後にひ

と言、説明させていただきたいことがありまして、それは何か

といいますと、危険性です。やはり、これはなりすましを助長

してしまう技術といえますので、これについては、しっかりと

向き合わないといけないと考えています。変換音声を自動的に

検出するような、そういった研究もされていますが、これはい

たちごっこですので、本質的な解決にはならないのではないか

と考えています。重要なのは何かといいますと、この音声変換

でなりすましができるということを隠すのではなくて、逆に、

あえて、みんなに知ってもらえるよう、そういった社会にする

ことが重要だと考えています。例えば、写真ですと、自由に加

工できるということを、みんなが知っていますので、怪しい写

真が出てきても疑うことができます。音声に関しても、そう

いったことができるということを社会的に認知してもらうとい

うことが重要ではないかと思っております。そういった活動を

しっかりとやって、ちゃんと、音声変換技術は使い方を間違え

ると非常にまずいのですが、正しく使えば、生活を豊かにする

包丁みたいなものだろう、そういったことを、皆さんに認めて

もらうということが重要ではないかと考えています。私からの

講演を終わらせていただきます。ありがとうございました。

質疑応答

石黒 戸田先生、ありがとうございました。時間が押しています
ので、短い質問がありましたら受けます。

質問者 1 ありがとうございます。某バーチャルシンガーの声
に変換されたのが印象的でしたけれども、このバーチャルシン

ガーの声を使っているのは、それが変換の限界ですか。実際の
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人間の歌手の声に変えるのは、まだ実現していないという感じ

でしょうか。

戸田 バーチャルシンガーの声を使ったのはデータが手に入れ
やすいからです。実は、実際の人の声に変換するほうが簡単で、

よりクオリティが高くなると思います。バーチャルシンガーは

合成音になりますので、独特の特徴というのがありまして、そ

の分、品質が下がる傾向があると思います。

質問者 1 ありがとうございました。

石黒 ありがとうございました。また、後ほどパネルの時間に
も、質疑の時間を設けたいと思いますので、戸田先生、どうも

ありがとうございました。なかなかライブデモ発表は難しいと

思いますが、今日はありがとうございました。
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身体拡張から心をデザインする

鳴海拓志（東京大学講師）

2006年東京大学工学部システム創成学科卒業．2008年同大学
大学院学際情報学府修了．2011年同大学院工学系研究科博士
課程修了．同年同大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専
攻助教．2016年より同大学同専攻講師，現在に至る．博士（工
学）．JSTさきがけ研究者．バーチャルリアリティ，クロスモー
ダルインタフェース，人間拡張技術等の研究に取り組む．日本
バーチャルリアリティ学会論文賞，ヒューマンインタフェース
学会論文賞，文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門
優秀賞，グッドデザイン賞など，受賞多数．

鳴海（鳴海拓志）ご紹介いただきありがとうございます。ま
た、今日は、この場でお話しできて嬉しいです。情報理工の鳴

海と申します。よろしくお願いします。今日は、存在の拡張と

いうテーマではあるのですが、自分という存在が拡張したとき

に、自分の心はどう変容するのかという話をさせていただこう

と思います。実は、暦本先生のさきがけに採択していただきま

して、その中でやっているプロジェクトについて、少しご紹介

できればと思っています。私はずっとバーチャルリアリティの
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分野、特に、五感をどう提示するかという研究をしてきました。

最初に感覚についてやってきた研究をご紹介していこうと思う

のですが、例えば、最近やっているものは、こういうふうに曲

がった壁があって、それを触って歩いてもらうのですが、ヘッ

ドマウントディスプレイをつけて見ると、壁が真っすぐに見え

るのです。このときに壁を触ると真っすぐに感じてしまうわけ

です。その状態でずっと歩いてもらうとどうなるかというのを

やってみました。そうすると、実際は曲がっているのに、壁が

真っすぐだと感じて、それに沿って歩くと自分も真っすぐ歩い

ているように思ってしまうのです。直径 6mのところを、あの
ようにグルグル回っているだけなのに、VRのなかではずっと
直進しているように感じられるということができるというのが

わかってきました。これが触ることなく、一歩踏み出すごとに

視野がグルグル回っていくということをやっても、同じように

グルッと回って同じ場所に戻ってくるということはできるので

すが、直径 44ｍぐらい必要だということがわかっています。
ここに、触るという、新しいリアリティを加えることによって、

44ｍが 6ｍまで小さくなるということがわかったと。いろい
ろな感覚を同時に提示してあげると、リアリティを上書きしや

すく、バーチャルな環境を本物のように感じさせることが簡単

になるということを研究しています。

存在感を大きくしたり、小さくしたり

ほかに食べものの研究もいろいろとやっていまして、ヘッドマ

ウントディスプレイをかけて、ご飯を食べようとするとご飯が

大きく見える研究をしました。この状態で食べると、すぐにお

なかいっぱいになるという研究です。逆にフルーツをいっぱい

食べないとビタミンが足りないというときは小さくしてあげる

と、たくさん食べられるのです。ある意味では、食べものの存
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在感みたいなものを大きくしたり、小さくしたりしているので

す。回転寿司で、お子さんがたくさん食べるのを防ぐために大

きく見せるのもいいよねと、そういう話をしているのですが、

実際に効くかということが大事なので、プロの研究者として

は、ちゃんと実験をして検証しています。学生さんにおやつ食

べ放題の実験というと、喜んで協力してくれますので、こうい

うふうに試してもらっています。できるだけ条件を整えて、例

えば、昼ご飯を食べて 2時間後に来てくださいと、そろえても
らって、見た目を変えたときに何枚ぐらい食べられるのかとい

うのを計算していきます。人によって条件はいろいろですが、

例えば、この子の場合、小さいときは 13枚食べて、普通のと
きは 11枚で満腹になり、なんと大きく見せると 7枚と、全然
違います。だいたい、アベレージをとってみますと、小さいと

15％ぐらい食べる量が増えて、大きいと 1割ぐらい食べる量
が減るというわけです。見た目を変えて、存在を大きくして見

せただけなのですが、これだけ食べられる多さが違うのです。

実際に、食べた人に、どれくらい食べた量が変わったと思いま

すかと聞きますと、実験は同じだけ満足するまで食べてくださ

いという実験だったじゃないですか、だから私は同じだけ食べ

ましたと、実験協力者さんが言うのですが、実際には、食べる

量が変わっています。おなかの中のことというのを、なかなか

人間は正確に知ることはできません。どうやって普段それを判

断しているかといいますと、見た目に頼ったりしているわけで

す。そうしますと、見た目を変えるだけで、われわれはこのよ

うに大きく影響を受けてしまう。具体的な存在の変化というの

が、だんだん、われわれの気持ちや行動を大きく変えていると

いうことが、これまでの研究でわかってきました。こういう研

究をしていて、でも、眼鏡をかけてご飯をたべないですよねと

言われて悔しいので、いろいろと調べたのですが、『バック・

トゥ・ザ・フューチャー PART2』という SF映画がありまして、
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未来はみんなが HMDをしてご飯を食べているというシーン
が出てきます。これは、実はテレビを見ているだけですけれど

も、でも、来たるべき未来だと思っていたら、この未来という

のが 2015年なのです。われわれのほうが、実は未来に生きて
いて、残念ながら、こういう未来は来なかったということがわ

かりました。一方でどういう未来が来たかというと、プロジェ

クションマッピングを使うことが、結構、いろいろな場所で、

エンターテインメントとしては、当たり前になってきました。

例えば、レストランでセントラルパークの真ん中でご飯を食べ

ているような感覚を味わいましょうというように、環境を変え

ることにプロジェクションマッピングが使われています。先ほ

どのバーチャルリアリティのテクニックというのは、HMDが
なければならないものではなくて、人のリアリティをどう変え

ていくのかという話なので、それがプロジェクションマッピン

グでもできればいいのです。それでわれわれがつくったのが、

テーブルトップ型の拡張満腹感システム*10です。これはテーブ *10鳴海拓志，伴祐樹，
梶波崇，谷川智洋，廣
瀬通孝：拡張現実感を
利用した食品ボリュー
ムの操作による満腹感
の操作，情報処理学会
論文誌，Vol.54 No.4，
pp.1422-1432, 2013
年 4 月．

ルに好きな映像を出すことができます。ご飯を置きますと認識

して映像を出してくれるのですが、この映像の出し方を変える

と、全然、中に入っているもののボリュームが変わって見える

というわけです。テーブルトップディスプレイなので、ものを

置くと、ちゃんと認識をして、そこに映像を出してくれるので

すが、何を食べるかをカメラで検出するのは少し難しいので、

人がパスタだよと教えると適切なお皿のサイズにしてくれると

いうのをやっています。原理としては、同じものがあるのに、

大きいものに囲まれると小さく見えて、小さいものに囲まれる

と大きく見える、デルブーフ錯視と呼ばれる錯覚の現象を使っ

ています。そうすると、結構ボリュームの推定が変わるので、

同じ食べものを食べているのに、満足感が変わったり、食のバ

ランスが変わったりします。そういうものは、実はリアルのお

皿でも起こるのは起こるのですが、食べていくと比率が変わっ
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たりして、結構慣れてしまうのです。コンピュータが間に入る

といいことは、やはり、インタラクティブということです。食

べれば食べるほど、お皿が縮むようになるのです。この近くに

も用心棒という二郎系ラーメン屋がありますが、食べるよりも

麺がのびるスピードのほうが速くて、食べても、食べても減ら

ないという、そういう状態に近い感覚が作れます。さらに、ア

イトラッカを置いておくと、テレビやスマホを見ているときに

お皿を縮めることができます。こうすると、縮んだことにさえ

気づかないで、さっき、もっと食べたのだけど、と思いながら、

気付かずに食べ続けておなかいっぱいにさせるということがで

きます。これもある意味では、食べものの存在感というのを、

非常に強くしてあげて、環境との関係を変えてあげることに

よって、われわれの食行動が大きく変わるという実例です。

コンピュータにより少しずつ環境を変える

こういうふうに少しずつ見た目を変えるとか、匂いを変えると

いうアプローチで、人間の体の外にあるもの、環境を変えると

いうことに今までとり組んできたのですが、環境を変えるとい

うことと、自分を変えるということは、実は同じテクノロジー

なのではないかと、ふと最近思いました。これは、エルンスト・

マッハという人が描いた、マッハバンドを見つけた科学者なの

ですが、自画像です。自画像といっているのに顔も写っていな

いし変だと思うと思われますが、これは左目から見た風景を、

そのまま描いています。西洋人なので彫りが深いので自分の眉

毛のここのところがあって、このあたりに見えているのが鼻で

ひげが生えているわけです。自分はソファにゆったりと座って

いるので、投げ出した足が見えていて、その向こうにソファや

部屋が見えています。こういうふうに外を認識するときに、必

ず自分の体が見えています。昔の科学では、環境と自己という
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のは最初から分かれて存在をしていると考えていました。自分

は、自分だということがわかっていて、環境を見て、環境のこ

とを判断しているというふうに考えていた時代に、エルンス

ト・マッハは、この絵を通じて何が言いたかったかというと、

目で見たなかには自分の情報も含まれていて、外から得たもの

のなかから、ここまでが自分、これが環境というのを切り分け

ています、と。環境と自己というのは、本来は非分離なもので、

そのなかで感覚を通じて得られたものから、これが体で、これ

が環境ですというのを切り分けているということが言いたかっ

たのです。実際に、いろいろな感覚の情報を与えてあげると、

体だと思っているものが、全然変わるということが起こります。

自分の認識が変わっていく

身体拡張というのが 1つ、人間拡張の大きなテーマだと思う
のですが、身体を拡張するということができるようになると、

それによって自分の認識が変わっていくということがわかりま

す。例えば、身体拡張の非常に顕著な例というのが、ラバーハ

ンドイリュージョンではないかと思います。ラバーハンドイ

リュージョンというのは、こういうふうに、ゴムの手袋があっ

て、ついたてがあって、自分の手が置いてあります。自分の手

とゴムの手袋を、実験をする人が筆で同期してなぞります。こ

れをされると、だんだん、ゴムの手袋が自分の手だと信じてし

まうのです。ここにナイフを刺しにくる人がいます。そうする

と、痛いと言うのですが、言ってリアクションをしたあとに自

分の手ではなかったというのに気づいて、先ほどのように笑っ

てしまう、照れてしまうということが起こります。それくらい、

やはり人間というのは、いろいろな感覚が同期して入ってきた

ものを体と思い込んでしまう性質があります。これがなぜ起こ

るのかといいますと、道具を使うためではといわれています。
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ペンを使ってきれいに字を書くときには、ペンまでが自分の体

になっているのです。そのようにして道具をうまくつかいます。

自転車に乗っているときは、自転車まで体の一部になるだとか、

そういうような道具をうまく使いこなすために体を自在に変え

ることができるという能力があります。こういうものを、もっ

とうまく活用すると、自由自在に新しい体を獲得することがで

きます。例えば、これは私の研究室の小川奈美さんがつくって

いる「えくす手」*11という作品なのですが、ピアノを弾こうと *11小川奈美，鳴海拓
志，伴祐樹，櫻井翔，
谷川智洋，廣瀬通孝：
えくす手: バーチャル
な拡張身体を用いたピ
アノとのインタラク
ション，日本バーチャ
ルリアリティ学会論
文誌，Vol.23, No.3,
pp.91-101，2018 年
9 月．

すると、指がビヨーンと伸びます。これは非常に視覚的に気持

ち悪い感覚がするのですが、弾いてくださいというと、結構、

うまく弾けるのです。弾ける条件と弾けない条件というのがあ

ります。例えば、指が 10本だと弾けません。手の色が変わっ
ているのは、なんの関係もなくて、右手が左手になると、弾け

ないのです。どうも、左右反転めがねの研究などをしている人

だと 4週間ぐらい練習すれば弾けますというのですが、なか
なか、すぐには弾けないということがわかります。こういうこ

とを通じて，どれくらい人間が、自分の体と違う体を操れるか

ということがわかると、ある種、一種の身体拡張というのが簡

単にできるようになったり、例えば、遠隔地のロボットに乗り

移って、例えば、原発のなかで作業しますというときに、その

ロボットのかたちというのは、人間とどれくらい離れていても、

人間が直感的に操れるかというのがわかってくるわけです。ど

ういう範囲まで身体拡張ができるかな、みたいなことを、さっ

きの研究を通じて、いろいろと考えたりして、見た目より動き

が一致しているほうが大事だということや、見た目を 2倍くら
いまで伸ばしても、意外とみんな弾けるけれど、4倍ぐらいに
なると、結構弾けなくなってくるというところから、どうも人

間には大きさの制約がありそうだということがわかりました。

あとは複数の感覚を同期してあげると、これは体だと思い込み

やすくなるというのが、わかってきています。こういうものが
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わかってくると、どれくらい人間の体というのが柔軟にかたち

を変えられるのかなというのが、わかってきます。こういった

VRで新しい体をつくるとか、いろいろな体をつくるというの
は、結構できるようになってきたのですが、今日のトピックは、

その先を考えてみたいのです。例えば、これは PSVRのバット
マンというゲームですが、こういうふうに両手にコントローラ

を持って、HMDをつけて、手を動かすと、ちゃんとゲームの
世界で体を動かすことができます。最終的に、悪人が出たので

バットマンで出動してくださいといわれると、バットマンスー

ツを体につける作業を始めます。最後に仮面をつけて手を下ろ

すと、前に鏡があって、自分がバットマンになっているところ

が見えるのですが、バットマンを見た瞬間に背筋がピンとする

わけです。自分がバットマンになったと思うと、ヒーローらし

く振る舞おうと思うのか、シャキッとしてしまうのです。実際、

そういう効果というのは研究で確かめられているところで、こ

れは、太鼓をたたく VRで、太鼓のたたき方を先生に習うので
すが、VR空間で隣に先生がいて、先生のたたき方に合わせて
たたいてくださいというふうに教示されます。そのときに、A
のように手だけの状態や、Cのようにスーツで、カチっとした
サラリーマンみたいなアバタを使っても、なかなか、うまくた

たけないのですが、Bのミュージシャンらしいアバタを使うと
どうでしょう。黒人で、アフロで、のりのよさそうなお兄さん

のアバタを使ったときだけ、手の振りが大きくなるということ

がわかっています。これは、そう振る舞ってくださいといわれ

たわけではなくて、自分で、体を見ることによって、無意識に、

自分はそう振る舞ったほうがいいのだとなってしまう、そうい

うふうに認知的な影響によって行動のパターンが変わっている

のです。
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人のリミットを VRによって解放する

社長になったら社長らしく振る舞うとか、そういうことは、こ

ういうところから来ているのだなと思われます。もっと極端な

話でいいますと、今年こういう研究が出ました。アインシュタ

インのアバタを使うだけで、認知課題の成績が上がるという研

究です。自尊心が低い人はという条件はついているのですが、

自分は駄目かもと思っている人が VRで、ほかの人になって、
この人は天才だ、この人は尊敬できると思っている人のアバタ

を使うだけで、実際に課題の成績が上がるわけです。やはり、

われわれは、メンタルにどこかでリミットを設けてしまってい

るので、そのリミットをこういうふうに、体を変えるだけで解

放できるのではないかということが考えられています。こうい

うことをどう考えればいいのかという話ですが、古くは、デカ

ルト的な心身二元論みたいなものがありまして、心というのが

先にあって、それが身体を操っているのだ。心というのは絶対

的な存在で、身体というのは、それに操られている存在だとい

う話が多かったわけです。けれど、最近の認知科学は、そうい

う見方はしていません。体と心というのは表裏一体の関係で

あって、体が変わると心の状態も変わるし、心の状態が変わる

と体の状態も変わるのです。体にとってみますと、影とかゴー

ストみたいな存在であるというふうに捉える見方というのが、

結構大きくなってきました。このような体と心の関係を、ちゃ

んと考えてみようというところで、ゴーストというところに着

目して、最近研究をしています。技術的に第三の腕を増やしま

す、みたいな研究が結構多くなってきています。そのときに、

体に手が増えたら、心にも新しい機能が増えているはずなので、

そういう心の変容というのを、ちゃんと捉えていかないと、変

な身体拡張をしてしまったときに、人が、実は、悪に走りやす

くなるとか、そういうような副次的な効果があってはいけない
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わけです。逆にいうと、人のメンタルをいい方向に導くために

身体の役割というのを使うこともできるのではないかというこ

とです。実は、こういうゴーストについて、ちゃんと考えよう

というのは、サイエンスの文脈では、結構、出てきています。

先ほどのアインシュタインの話だとか、あとは、自分がスー

パーマンになって、子どもを積極的に助けにいくのですが、そ

のときに、VR体験が終わって帰ってきたあと、リアルでも人を
助ける確率が高くなるというような研究があります。あとは、

黒人の人の体験を白人の人が VRでやってみます。終わったあ
とには無意識的な人種差別意識が下がっているというように、

VRで違う視点の、違う身体を体験するということが、われわ
れの思考のパターンであったり、メンタルモデルというのを大

きく変えているというのが、少しずつわかってきています。わ

かっているのであれば、その効果をもっとちゃんと使えるよう

にしようというのが、私のスタンスです。

楽しいから笑うのか，笑うから楽しいのか

例えば、われわれの研究室では、こういう研究をしています。こ

れは扇情的な鏡といいます。微妙でわかりにくいのが申し訳な

いのですが、実は、鏡に見えてモニタになっています。リアル

タイムに自分の表情を撮って、それを少しだけ変形してフィー

ドバックします。どういうふうに変形するかといいますと、少

し笑っているように口角を上げて見せます。もしくは、悲しん

でいるように眉を下げてみせるということをやります。そうし

ますと、それに影響されて、笑っている自分を見ると、どんど

ん楽しくなってポジティブになっていきます。悲しい顔を自分

で見ると、悲しくなってくる。こういう風に感情に影響を与え

ることができるということが研究で示されています。ある意味

では、泣くから悲しいということです。普通は悲しいから泣く
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と思うのですが、心理学の人たちは、いや、泣くから悲しいの

ですと平気でいわれます。怖いことがあって、怖いと思ってか

ら鳥肌が立つ人はいません。鳥肌が立って走って逃げたあとに、

あのとき怖かったという、体に反応があったことに意味をつけ

ているのが感情喚起のプロセスではないでしょうか。われわれ

の研究では、先ほどのように、自分の体が反応していますと見

せるだけでも、自分の感情というのが動かされているというこ

とがわかりました。これは、少し怖い使い方ではありますが、

試着室で使ってみるというのもやりました。2種類試着をして、
どちらが好きかと聞くのですが、片方でニコッとするフィード

バックをします。そうすると、つけた瞬間にニコッとするので、

私はこれが好きかもと思います。どちらを買いますかと言いま

すと、ニコッとしたほうを選ぶ確率が上がるということがあり

ます。そういうポジティブだとか、ネガティブだとかは、些細

な心理的な変化だと思われがちですけれど、それが、われわれ

の好き嫌いの判断であるとか、もっと高次な判断に影響してい

るというところで、そういうところの影響というのは無視する

ことはできないということがわかってきました。こういう影響

を対人関係に使ったらいいのではないかということを考えたの

が、この SmartFaceというプロジェクト*12です。皆さん、最 *12吉田成朗，鳴海拓
志，櫻井翔，谷川智洋，
廣瀬通孝: リアルタイ
ムな表情変形フィード
バックによる感情体験
の操作,ヒューマンイン
タフェース学会論文誌,
Vol.17 No.1, p.15-26,
2015 年 2 月.

近遠隔で会議することが増えているのではないかと思うのです

が、東大生を集めてビデオ越しにブレーンストーミングをして

もらいます。それで 5分間で、れんがの新しい使い方をいっ
ぱい考えてくださいといった課題を出します。そのときに、だ

いたい、普通にやると 8つぐらい出ますが、これをお互いが
笑顔に見えるように表情を変形してフィードバックをするので

す。そうすると、話している相手が笑顔だと、変なことも言い

やすいのか、よくわかりませんが、お互いが笑顔に見えるだけ

で、アイデアが出るのが 12個ぐらいですから、1.5倍になっ
ているわけです。これは非常に面白いと思っています。そうい
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うふうに少しポジティブな環境をつくるだけで、われわれは、

出せる能力、クリエイティビティが、圧倒的に上がるというこ

とを示しています。このように感情を変えるというテクノロ

ジー、身体だけではなくて、心の状況を変えるというテクノロ

ジーをコミュニケーションのなかで使うと、結構、面白いこと

ができそうだと思います。人間の能力が拡張されるのではない

かと思いました。それで、さきがけでやっているプロジェクト

は、ゴーストエンジニアリングと呼んでいるのですが、自分の

体をデザインする、デザインし直すことによって、心や認知の

状態なども変わります。それによってコミュニケーションを豊

かにしたり、人の気持ちを理解するのを手助けしようとしてい

ます。例えば、おじいちゃんが子どもに変身して、子どもの気

持ちになって考えますと、もっと年金に使うより保育園を増や

したほうがいいと思ってくれるかもしれません。分身して、人

と話したほうが、冷静に話せるのではないか、など、いろいろ

な体の再デザインのパターンというものを試しているところで

す。こういうものを考えついたきっかけがありまして、これは、

FaceRigという 20ドルぐらいで、すでに誰でも手に入るアプ
リですが、2年前ぐらいから、われわれは使っています。この
ように、リアルタイムでウェブカメラがとった自分の顔や表情

を、こういうふうに違うキャラクタに転写することができるの

です。表情の転写みたいなことができて、非常に面白いという

ことで、たまに私は、今日のように講演をお願いされたとき

に、遠隔でいけない場合にロボットを送って、ちょっとロボッ

トでいいですかというときがあるんですけど、ただ、こういう

ロボットを送るだけだと、ちょっとつまらないかなと思いまし

て、今、バーチャル YouTuberがはやっていますけど、私は 2
年前ぐらいから女の子になって講演をするというのをやってい

ます。このときは、ボイスチェンジャーも使っていて、私は地

声が低いので、元ヤンみたいな声にしかならないんですけど、
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戸田先生の、先ほどの技術が非常に欲しかったと、今思ってい

るところです。こういうふうに女の子になって講演をするので

す。そうすると、結構、悔しいことに、生身で講演をするより

も聞いてくれるのです。講演は一方通行だからいいのですが、

質疑の仕方も変わってくるのです。私の身長は 180cmですけ
れども、ロボットは、これぐらいの背丈 (150cmほど)なので、
皆さんが質問に来ると、ちょっと前かがみに話しかけてきま

す。そうすると、私も、普段と人の接し方が違うというのを画

面の向こうで感じるわけです。しかも皆さんが女の子に話しか

けるように優しく質問してくるので、私もかわいい女の子だっ

たのかもしれない、と考えてしまって、質疑応答で答える日本

語のバリエーションが少し柔らかく変わっていったりすること

を自覚しました。こういうところを出発点にいろいろとできな

いか考えてきました。こういうようなバーチャルの身体を使う

人たちは、そんなにすぐには増えていかないのではないかと思

いながらも研究をしていましたが、最近はそんなことはなく、

バーチャル YouTuberというのが去年末ぐらいから大ブームに
なりまして、プロジェクトを始めた直後に、こんなにブームに

なりましたので、もう研究しなくてもいいのではないかという

状況になったらどうしようと思いましたが、逆に、研究しない

とこういう人たちが本当に、心がどういうふうに変化するのか

わからないと思っていますので、最近はバーチャル YouTuber
の方たちと一緒に、いろいろと議論をしながら研究をすること

も少し進めています。あとは、VRChatのような、セカンドラ
イフの後継といいますか、セカンドライフというと、皆さんに

は、あのとき駄目だったというイメージがあると思いますが、

もう少し、世界を自分で、自由につくってアップロードできて、

フルボディの一人称の体験ができるみたいな VRChatが、結構
はやってきています。去年の年末ぐらいから、少しはやり始め

まして、1月、2月ぐらいでガッとユーザーが増えて 300万人
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ぐらいいます。セカンドライフのピークが 1,000万人ぐらいだ
といわれています。最近はどのくらい増えているのか、統計を

見ていませんのでわかりませんが，かなりのユーザー数が、自

分とは違うアバタで活動している。おじさんがかわいいアバタ

で、おじさん同士でいちゃいちゃするみたいなことが，夜な夜

な VRChat上で行われているわけです。そういうアバタを得る
ことは「バーチャル美少女受肉」と呼ばれていまして、「バ美

肉」とか言われますけど、かわいいアバタでおじさんが活動す

る、みたいなことに名前がつくぐらい、結構なユーザーの人が

そういうことをやっています。そういうなかで、どういうふう

に人の印象が変わって、それがコミュニケーションを変えてい

るかということを、ちゃんと考えなければならないと思います。

印象がコミュニケーションを変えるか

研究の説明に戻りますが、われわれは、相手への印象がどうい

うふうにコミュニケーションを変えるかという研究をいくつか

やっています。例えば、コミュニケーションで触るというのは

非常に大事です。例えば、私が、暦本先生に、今度、授業をお

願いしたいと言うときに、肩をたたくかたたかないかで、3割
ぐらいやってくれる確率が変わるということが調べられていま

す。ただ、私が暦本先生にそれをやっても意味がないというこ

とも、非常によくわかっていて、実は、この効果は非常にいい

効果ですが、異性間しか効果的でないのです。私が女の子だっ

たら、暦本先生の肩をたたいても非常にいいんですけれども、

男性同士だとあまり起こらなかったり、何をやっているんだこ

いつと思われると、逆の効果が出るということが知られていま

す。でも、例えば、募金をしてもらうとか、やってくれる率、

量を上げるとか、患者さんにお医者さんが触れるとストレスが

減るなど、かなりいい効果がたくさんあります。これを常に出
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すにはどうしたらいいかというのを考えました。それが、この

ソーシャルタッチアバタという研究です。スマホの下に腕がつ

いていて、仕事をお願いするときに、ちょっとなでてくれるだ

けの道具です。作業をしてというときになでる、でもこの動画

では、男性が男性に遠隔で頼んでいるので、なんの効果もない

のです。そこで、ボイスチェンジャーでネカマをやってみよう

と。ただ、声を女の子にして聞かせるだけ。それで仕事を依頼す

るときになでるのですが、そうすると、仕事をやってくれる量

が 1割増えるということがわかりました。非常につまらない、
ただ、ドラッグをして、丸を四角に入れるという仕事をいっぱ

いしてもらうのですが、終わったあとに、女の子の声でなでら

れたときだけ、全然退屈じゃなかったですといわれます。ただ、

女の子の声にしただけのときには、相手への友好度や信頼度み

たいな指標が、とても下がってしまいます。ちょっとうさん

くさくなるのです。それが触られると回復するということで、

ちょっと女の子の声になって触ると、男性同士でもソーシャル

タッチの効果が出せるということがわかりました。こういうふ

うに相手の印象みたいなものをうまく制御すると、コミュニ

ケーションで、いい効果というのが結構出るのです。男性が女

性に弱いだけじゃないの、みたいな見方もありまして、実験は

東大で工学部の男子がいっぱい来てやっていますので、ただ、

そういう子が女の子に弱いだけじゃないのという向きもあるの

ですが、ほかの研究でも、そういう性別の効果というのは示さ

れています。人間が、異性間でコミュニケーションに異なる性

向を持っているというのはいかがなものか、という考え方とは

別に、もう、そういう性向を持っているのだったら、それをう

まく社会で活かす方法を考えてもいいんじゃないかなと思って

います。もう一個、時間がないのですがご紹介したいのが、分

身をするという事例でして、例えば、砂漠で飛行機が落ちまし

た、ヘルメットとサングラスとマスクのどれかしか持っていけ
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ませんというときに、2人がサングラスと言うと、残りの 1人
はヘルメットと思っても言い出しにくいだとか、言っても、な

ぜ、おまえは、みんながサングラスといっているのに、変なこ

とを言うんだ、みたいに冷静に議論ができないということがあ

ります。同調圧力と呼ばれます。これをなくすにはどうしたら

いいのでしょうか。最近は、ポストトゥルースとかエコーチャ

ンバーと呼ばれて，同じような意見しか聞かないということが

問題になっています。そういうものに対抗して、われわれはど

うやったらいいのかといいますと、少数派の人が存在感を見せ

ることです。単純に、彼が影分身を使えるといいんじゃないか

と、それでつくったものがこれです。（動画再生）1人でナチュ
ラルにしゃべっていますと、話の切れ目というのを自動的に検

出して、それを 2体のアバタに交互に割り振ります。そうしま
すと、この人はなんの努力もしなくても画面上では 2人になっ
ているように見えます。それでオンラインでディスカッション

をしてもらうのですが、実際に、これを少数派の人に使っても

らいます。少数派の人には、自分と意見の違う人が 2人いるよ
うに見えます。多数派の人には、自分と同じ意見の人が 1人い
て、そうじゃない人も 2人いるように見えるのですが、裏側に
は 1人しかいません。しかし、2対 2に見えますので、真面目
に話を聞いてディスカッションしようと思ってくれるのです。

実際に、実験をしてみますと、全員が、この意見に合意しまし

たというときに、実際どのくらい納得していますかと聞いたと

きの納得度が上がるということがわかっています。ですから、

何人いるかとか、どのくらい相手の存在感を感じるかというの

は、大変些細なことのように見えて、われわれが、冷静に議論

ができるのかということを大きく変えてしまっているのです。

少し存在感を上げるとか、うまくバランスをとるということを

やると、われわれは賢くなれるということを考えています。こ

ういう分身というのは、結構面白いと思っていましたら、うち
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の学生の畑田君が今日来てくれていますが、いっぱい分身した

らどうなるのだろうという作品を、この前つくって展示してい

ました。この作品では、展示に来てくれた方がその場で、iPad
で 3Dスキャンをされて、その場でとり込まれるのです。そう
しますと、鏡のなかに自分がいると思っていたら、その鏡がい

きなり消えて、真っ暗な空間になって、もう一人の自分が出て

くるのです。その自分が、こういうふうに、どんどん分裂して

増えていくのです。この分身の自分が、例えば、いきなり、他

人に暴力を振るい出します。このときに何をやっているんだ俺

は、という感じになります。あとは他人に暴力を振るわれると

か、もしくは、自分が動くと 100人の自分が連携して動いた
り、しかも分身というのは、大きくも小さくもなるので、小さ

い自分がわらわらと自分の周りにいて、自分のことを見つめて

くるという、そういう特有の体験をすることができます。こう

いうふうに VRの世界で、自分のコピーをすると、自分の存在
というのは、どんどん広がっていくわけです。そのときに何が

起こって何ができるかというのを、今、畑田君と一生懸命研究

しています。

心のデザイナー

例えば、天使と悪魔みたいな表現がありますけど、天使自分と

悪魔自分みたいに、自分同士が言い争っているのを VRで見ま
すと、ちょっと待て、みたいな気分になって冷静に思考ができ

るのでないかとか、他人が殴っているのも、殴られているのも

自分だと、すべてのことが自分事に感じられるとか、あとは、

自分がカラオケで熱唱しているときに、自分が 100人ぐらいい
て大変盛り上がっていると寂しくなくなるとか、そういうよう

なことを考えています。最後に余談ですが、拡張身体を使うこ

とによって、われわれの心や考え方が変わっていって、ある意

106



味では、新しい自己をつくれているというわけです。体という

のは、普段意識していない存在ですが、あらゆる意味で、世界

のものさしになっています。体のサイズが変わると、知覚も変

わるし、認知も変わるし、思考も変わります。そういう影響も

ちゃんとデザインして、使わないといけないと思っています。

われわれのような技術者は、最初にどういうことが起こります

というのを示すのが、一番の役割です。その先には、それはこ

ういうふうに使えるのではないかという、心のデザイナーのみ

たいな人が、これから、いっぱい現れてくれるといいのかしら

と思っています。そのような仕事を一緒にしてくれる人がいれ

ば、われわれも一緒に研究していきたいと思っています。以上

です。ありがとうございました。

質疑応答

石黒 鳴海先生、ありがとうございました。何か短めの質問があ
れば、この場で、どなたかございましたらどうぞ。

質問者 2 面白いお話をありがとうございました。今回は、主に
変わるというところについて、フォーカスした話だったと思い

ますけれども、実験されているなかで逆に変えられないものと

いうものに、例えば、どういうことがあるのかとか、その場合、

変えられないものと変わってしまう部分の違いというのはどう

いうところなのかということについて、もし、何かありました

ら、お聞かせいただければと思います。

鳴海 変わらないものは、ぜひ研究したいと思っていますが、い
ろいろなパターンをやってみないと、まだわからないと思って

います。結構、変わる部分に、今はフォーカスをして研究して

いますので、それがだんだん積み重なってくると、ここは変

わらないんだということがわかってくるかなと思っています。

やっぱり、変わらない部分に自分があるという見方と、変わっ
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てしまう部分こそが自分だという見方の両面があると思うの

で、その比率というのが、私は将来的には知りたいです。いい

質問でした、ありがとうございます。

質問者 2 ありがとうございます。

石黒 もう一人だけどうぞ。

質問者 3 ありがとうございます。やってうまくいかなったとい
うものは何か、教えていただきたいです。

鳴海 何があるでしょうか。結構、うまくいかないことが多い
のですが、最近、うまくいかなったのは、単純に影分身して、

びっくりはしますけど、だから何だという面もありまして、ど

ういうふうに効果を評価したらいいのか、なかなかわからない

というのもあります。主観的には、ぐっとくる経験はいっぱい

ありますが、それが、どういう指標で測ったらいいのかという

のがわからないことが一番難しいかなと思います。直接的な答

えになっていませんが、例えば、最近ではムキムキのアバタに

なって、ものを持つと軽くなるのではというのをやっている子

がいまして、出そうな面と出なそうな面というのがあって、最

初に持った瞬間は効くけれど、だんだん、持ってじっとしてい

ると、やっぱり重さに負けてしまうところがあります。どれく

らいが、ワンショットで効くけど、どれくらい長期だと効かな

くなる、というような時間の配分が、やはり期待と全然違うと

いうようなときがあります。

質問者 3 いいえ、とても面白かったです。ありがとうござい
ます。

石黒 では、また後ほど質疑の時間がありますので、また、各自
たくさん質問があると思いますので、そのときにお願いします。

鳴海先生ありがとうございました。非常に興味深いお二方のお

話のあとですが、私から暦本研究室、あるいは、このヒューマ

ンオーグメンテーション学、ソニーの寄付講座で、最近行って
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いる研究や、最近開催したイベント等について、皆さんに時間

を借りてご紹介したいと思います。
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「存在の拡張」活動紹介

石黒祥生（東京大学大学院情報学環客員准教授）

石黒 本日のテーマは人間拡張学と「存在の拡張」ということを

テーマとして設定しています。ヒューマンオーグメンテーショ

ン学ソニー寄付講座では、もともと身体、知覚、認知、存在の

4つの方向性を考えています。今回で 4回目ですので、これま
で何回か来られた方がいらっしゃれば、また繰り返しの部分も

いくつかありますが、ご容赦ください。これまで 4度行って、
シンポジウムを合わせると 5回行っているイベントに参加され
たことのある方はどのくらいいらっしゃいますか。半分ぐらい

新しく参加されています。ありがとうございます。前回が「身

体の拡張」、今回が「存在の拡張」ということで行いました。知

的能力に限定されず、身体能力の拡張も想定したり、あるいは、

人間とネットワークの融合や、人間とAIの融合、学習能力と拡
張といったことを研究テーマとしてとらえています。また、講

座ですので、学際的研究の推進と人材育成ということも視野に

入れながら、われわれは活動を行っております。今回、この 4
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つの大きなテーマのなかで存在の拡張ということを挙げていま

すが、例えば知覚の拡張であれば、皆さんのなかにもお使いの

方が半分ぐらいはいらっしゃるでしょうか。眼鏡は、昔から人

間の視覚能力を拡張する、補助する、拡張するというものの 1
つです。あるいは、認知の拡張では記憶やビデオ、写真を撮る

といったことです。さらには身体の拡張としては、最近の研究

では、外骨格スーツのようなものを研究されている方もいらっ

しゃいますし、昔から義足や義手といったものが用いられてい

ます。存在の拡張としては、遠隔会議やテレプレゼンスという

ものが挙げられるのかと思います。最近では、鳴海先生の発表

にもありましたが、遠隔地で講演をしたり、遠隔地で参加する

ロボットといったテレノイドなどの研究や製品というものが世

の中に出てきています。実際に、その場に行かなくても、あた

かも遠隔地に自分がいるような、存在しているように感じさせ

るといったようなことが挙げられます。今回、存在の拡張とい

うことでお話ししておりまして、われわれの暦本研究室では、

それに関わるいくつかの研究を行っているので、この時間を借

りてご紹介したいと思います。

身体の拡張、認知の拡張というものがあると考えています

が、それぞれ順番にご説明したいと思います。まず、1つ目
は、前回もご紹介しましたが、学生がとり組んでいる課題で

Lunavityというものがあります。

図 5: Lunav-
ity (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
lunavity/).

これは人の跳躍力を拡張し、飛び上がることを目指したもの

です。実際、人が飛び上がるところまではいかないですが、自

分の体がだいたい 9分の 1くらいにすることができます。ちょ
うど月の重力ですね。これはダクトファンというか、クワッド

コプターのようなものによって補助されます。そうすることで

人間の体が軽くなります。跳躍力を拡張するということを目指

したものです。これは、実際に人間そのを持ち上げることを目

指したもので、月面の重力のような状態を体験できます。ある
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いは、次のものですと、OmniGazeという研究があります。

図 6: Om-
niGaze (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
OmniGaze/).

これも暦本研の学生がとり組んでいる研究で、これは従来

のテレプレゼンス、あるいはロボットというのは、この視線の

方向が伝わりませんでした。たとえ、パネルを置いていて、目

を動かしていても、その視線の方向というのは必ずしも見てい

る人と一致しないという問題がありました。あるいは、なんら

かのロボの上に置いてある全周囲カメラを見て、遠隔地から人

がその操作をするような場合に、遠隔地の人が、どこに注目し

ているのか、あるいは、このシステムがどこを見ているのかと

いった情報を遠隔地側にいる人に伝える必要があります。それ

を行うために、この研究では、遠隔地オペレータが、全周囲映

像のなかのどこを見ているのかというのが、ぼんやりと第三者

に伝わるようなカメラです。こうすると、遠隔地とオペレー

ターと、少し言いにくいですけれども、オペレーションをして

いる人が、どこをみているのかというのが、なんとなく向こう

の人に伝わって、私は見られているというようなことが、存在

感として伝えることができるというような研究です。ちなみに、

これは、今度の HAI、Human-Agent Interactionという学会
で発表されるので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

続いて、存在の拡張ということで、これも、また前回でもご

紹介しましたが、JackIn Spaceという研究です。これは、テ
レプレゼンスシステムの一種といってもいいと思うのですが、

空間を映像として捉えるだけではなくて、3次元的に遠隔地に
再構成することによって、どこかで誰かが行なっている作業と

いうものを、その場にいない人、その場に存在しない人が確認

したり、あるいは、いろいろな視点から、その様子を自分自身

を含めて観察することができるというシステムです。先ほど鳴

海先生からもありましたが、こうすることによって、人間が自

分を客観的に見ることができたり、あるいは任意の視点から、

その空間の様子を観察できるという研究です。CAVEのような
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システムがあって、そのなかに入っていると、別の場所にある

実際の空間を、自由に見回すことができます。3次元空間とし
て、遠隔地に伝えることで自由な視点をつくれますし、ゲーム

のように飛んでいる視点であるとか、人の後ろから見ている視

点であるとか、誰かの視点に乗っかって、何かをするというこ

ともできるわけです。こういったように CAVEのようなシス
テムに入ると遠隔地に入ってコラボレーションをしたり、自分

がそこに存在しなくても、第三者にとっても存在するように

自分を置くことができる、遠隔地の自分を 3次元的に伝達し
て、自分を三人称として見ることで、自分の挙動を把握した

りすることができます。また、この研究は少し古いのですが、

ChameleonMaskです。今日は、もともとは暦本研の学生で、
この研究をやっていた本人も来ています。本人から説明しても

らったほうがいいかもしれませんが、この研究は、第三者の体

を使って遠隔地での作業やコミュニケーションを行うもので

す。遠隔地にいる人が、こうやって指示をされて、先ほどのよ

うな iPadをつけている人と、遠隔地から、その人を操作する人
と 2人います。その人を外から、先ほどのようなジェスチャー
なり、音声なりで操作して、現実問題を解決します。これは実

際にディスプレーをつけて役所に行って住民票をもらってきた

のです。第三者が、人の存在感を代替するようなもので、映像

では、頭の部分は外、つまり遠隔から別の人がやりますけど、

実際、細かい動きであるとか、作業をするのはロボットではな

く第三者がやるというのは、理にかなっていると思います。最

後は、これは戸田先生のとり組まれている課題にも近い部分が

あるのですが、音声の部分です。これは、ソニーコンピュータ

サイエンス研究所のオープンハウスでも公開したものですけれ

ども、深層学習を用いて、完全に無発音の音声を生成するとい

うシステムです。
図 7: Sot-
toVoce (https:
//lab.rekimoto.
org/projects/
sottovoce/).

これは音声が入っていないわけではなくて、彼は口だけ動い
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ています。この口の動きというものを機械学習に投げ込みます。

そのときは、実際は、あらゆる発音を学習していくんですけど、

学習して、その動きに応じて音声を再現するようなシステムで

す。超音波エコーにより口の中の様子を把握します。戸田先生

のシステムに比べると、変な音声ですけどアレクサも優秀です

ので、結構認識してくれます。こういったように、ヒューマン

オーグメンテーション学を含む、暦本研究室全体としてですが、

研究としてはより身体の拡張に近いような研究や、あるいはロ

ボットに対してそれを操作する人間の存在感を緩やかに伝えま

す。ロボットを通じて第三者に伝えるもの、あるいは、なるべ

く遠隔地の情報を、離れたところに 3次元的に再構成すると
いうような、非常に忠実に再現するものだとか、あるいは、少

し変わった人とのコミュニケーションとのあいだにコンピュー

ターシステムを入れて、遠隔地に存在感を提示するというよう

な研究にとり組んでいます。

また、東京大学大学院情報学環のヒューマンオーグメンテー

ション学ソニー寄付講座そのもののとり組みをご紹介したいの

ですが、前回のセミナー NO.3のあとにワークショップ NO.1
としまして、人格パーソナリティーの拡張というものを行いま

した。これは暦本先生のインスタグラムから持ってきたのです

が、先ほど、鳴海先生のところにもありましたが、VTuberと
いうのが、昨今、非常に話題になっています。あれは一種の存

在の拡張であり、存在の変換であるというような、さまざまな

研究的要素を持っているのではないかということです。ちなみ

にこのなかに写っているのは、VTuberのさきがけでしょうか、
「マックス・ヘッドルーム」という番組で、見たことがある方は

いらっしゃいますか。日本では、たぶんやっていませんが、オ

リジナルはイギリスでつくられた、番組だそうです。この人は

1985年にこれが公開されていまして、1985年といいますと、
世界初の CG映画の「アビス」や「ターミネーター 2」よりも
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前ですので、その時代に、こんな、今の VTuberみたいなもの
ができるかと思えば、これは、普通の役者さんが CGみたいに
見えるようにメークをして撮影して撮った番組だそうです。一

応、テレビムービーとして、1985年に放映されたものです。
最近だと、これも暦本先生のインスタグラムから持ってきたも

のですが、VTuberというのがあって、かなり一般的に受け入
れられています。この VTuberというのは、一種の人格、パー
ソナリティーの拡張であろうということでワークショップを行

いました。このワークショップはヒューマンオーグメンテー

ション学ソニー寄付講座として行ったもので、かなりクローズ

ドなワークショップになっていて、参加者はすでに VTuberに
関係することにとり組まれているベンチャーの方や、学生に来

ていただいて、皆さんの意見交換やディスカッションを通じて

可能性を探るということで行いました。 図 8: Workshop1「人
格・パーソナリティ
の拡張」(https://
humanaugmentation.
jp/events/
workshop1/).

まず、最初に、寄付講座前任教授である、味八木先生から

ワークショップの講座についてのレクチャーがあり、そのあと、

情報学環は、なかにメディアスタジオという素晴らしい設備を

持っています。こちらは、業務用カメラであるとか、グリーン

バックのあるスタジオみたいなものがありまして、実際に、そ

の設備を使いまして VTuberの人と対話するであるとか、ある
いは VTuberのシステムを参加者の人たちがお互いに見せ合っ
たり意見交換をするという会です。実際に、こういった体験を

するようなシステムを構築しまして、これは動画にですけれど、

このチームは移動しながら、VRを体験する、VTuberと話す
みたいなシステムの紹介と体験を行いました。ヘッドマウント

ディスプレーをつけているのは暦本先生ですけど、実際は、み

んなでお互いに体験しあって、VTuberの格好でキャラクター、
コンテンツを体験して、実際に人格、存在拡張というようなこ

とに対して、どういったことがあり得るといった議論を行いま

した。
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また、前回のセミナーのあと、もう一つイベントがありまし

て、これはサマースクール 2018ということで行いました。こ
れは昨年度も行っています。 図 9: Summer School

2018「ヒューマン
オーグメンテーショ
ン特論」(https://
humanaugmentation.
jp/events/
summerschool2018/).

サマースクールというのは、東大の大学生、大学院生を対象

とした、一種のヒューマンオーグメンテーション学に関する講

座を行ったものです。これは、今年は、ヒューマンオーグメン

テーション学特論という大学の講義として、学生に参加しても

らって講義や実習を行いました。全体では 6日で、1日は講義
なしで製作しました。ヒューマンオーグメンテーションに関わ

るシステムをつくるという製作を行いました。中身としては、

暦本先生の講義や、電気通信大学から、感覚や触覚、そういっ

たデバイスを研究されている梶本裕之先生に来ていただいて特

別講義をしていただいたり、あるいは、実際にソニーの方、ソ

ニーの高速カメラや最近話題の Arduinoよりも性能がいい、
スプレッセンスを、実際に開発している方からレクチャーして

いただいて、講義期間のなかでつくる製作物に活用できればと

いうことで、非常に有用な情報をいただきました。最終日はそ

れぞれの、学生を 5チームぐらいに分けまして、その講義全体
を通じて、何か 1つヒューマンオーグメンテーションに関わる
ものをつくるということをテーマにしていますけれども、実際

に、このチームの例ですと、ダーツをうまく打てるようにする

ためのシステムというものをつくったりします。この講義日程

の短い時間で、よくここまでつくったなという、すべてチーム

が非常によくできたものでしたが、非常に面白い体験会をする

ことができました。実際につくった他の例ですと HMDを使っ
て、ズボッと首が浮くみたいな体験ができるといったそういっ

たものをつくっていたり、非常に楽しい体験会でした。以上が

最近のヒューマンオーグメンテーション学のとり組みのご紹介

でした。何かご質問がある方はいらっしゃいますか。特にない

ようでしたら、パネルディスカッションに移りまして、先ほど

116

https://humanaugmentation.jp/events/summerschool2018/
https://humanaugmentation.jp/events/summerschool2018/
https://humanaugmentation.jp/events/summerschool2018/
https://humanaugmentation.jp/events/summerschool2018/


のお二人を交えまして、パネルディスカッションに入らせてい

ただこうと思います。準備をお願いします。

パネルディスカッション

石黒 今から、先ほどの講演を踏まえまして、今回、招待講演と

して来てくださった、お二人の先生方と暦本先生と私で、パネ

ルセッションを行います。このなかで、質疑の時間があります

ので、何かご質問されたい方は適宜でも構いません。お願いし

ます。では、鳴海先生、戸田先生、お願いします。さっそく始

めさせていただきたいと思います。今日は、お二人、遠路はる

ばる、鳴海先生は近いですが、来ていただきましてありがとう

ございます。非常に興味深いお話が、お二人から聞けたと思い

ますが、何か、お二人のあいだで、あるいは暦本先生のほうか

ら、それぞれ聞いてみたいことはございますか。じゃあ、それ

ぞれにお伺いしたいと思うのですが、戸田先生のほうで、音声

生成の機能の拡張とか、イメージする声を具現化するというよ

うなことをとり組まれているのですが、例えば、音声生成機能

を拡張して、もう一度繰り返しになるかもしれませんが、目指
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されているのはどういったことで、どういったことをきっかけ

に、こういう研究にとり組まれたのですか。

戸田 もともとは障害者補助から入っています。私は、どちら
かというと、音声の基礎技術の研究者なので、変換技術の基礎

研究から始めていったのですが、応用研究は声が出せない人で

も出せるようにするというところから入っているというのがあ

ります。その問題を解くときに、声を失った人の元の声をつく

りたかったのですが、そのデータはすでに存在しませんので、

今、存在しているほかの人の声を混ぜ合わせることで、元の声

に近い声をつくるという考え方を実装しました。画像でいく

と、いろいろな人の顔を混ぜて、別の人の顔をつくるというの

があると思いますけど、それと同じ考え方で、この世に存在し

ない声をつくるみたいなかたちでして、かつ、コントロールし

やすいようにスライダーをつくろうということを行いました。

そういったかたちでつくっていったら、障害者応用だけではな

くて、一般の人でもボイスチェンジャーのような技術にも使え

そうというふうになったという経緯です。

石黒 戸田先生はずっと、音声合成、非常に難しい分野ですし、
結構、研究としても高度な分野だと思うですが、そういったと

ころに飛び込まれてきて、また今日は鳴海先生との内容に視覚

と聴覚の対比といいますか、お二人のお話を同時に聞くことが

できてとても面白かったんですけど、何か、鳴海先生のところ

で興味があったところはありますか。

戸田 大変たくさんありました。非常に面白かったです。実は、
私のさきがけのテーマも、変換音声を発声者に聴覚フィード

バックをさせて、それをうまくコントロールすることでシステ

ムが望むような発声を導き出すというのが、本当はやらなきゃ

いけないことです。まだできていないのですが、先ほどの話を

聞いていますと、普段、私がしゃべった声を自分で笑っている
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声に変換すれば、いつでも私はニコニコできるのかなと思った

ので、非常に勇気づけられました。

鳴海 実はわれわれも、学生さんが 1人、発表のときに、とて
も緊張しがちな子がいまして、その子がどうしても冷静に発表

できるようになりたいということで、リアルタイムで音声を

フィードバックして緊張を押さえた声にすると、しっかりしゃ

べれるのではないかというのにとり組んでいるところで、まだ、

やっぱり、われわれは、そんなに、音声変換の技術がないので、

基本的なちょっとした変換はやっていますが、そこまできれい

に変換ができていませんでしたので、今日のお話を伺って、結

構、もっといろいろできるのだろうなというところが広がりま

したので、またご相談させてください。

戸田 ぜひ、お願いします。私が、自分のプロジェクトで難しい
と思っているのが、最終的には、自分の行動を変容させたいと

いうところに行きたいのですが、どうやって評価するのかとい

うのは、非常に頭を悩ませる問題だなと思っていました。今日、

いろいろと実験でしっかりと結果が出ているようなものを、た

くさん見せていただいたので、どういうふうに実験をすると、

うまく効果が出るみたいな、そういったコツみたいなものがあ

ると、非常に聞きたいと、講演を聞いていて思いました。

鳴海 それは、大変いつも悩ましいところで、何をどう実験し
ていいのかよくわからないことが多くて、社会心理学などで、

類似の実験をやるときに、どういう条件を使っているかという

のを、かなり、いろいろなものを読んで似たようなことを調べ

て拾ってきています。解答としては、ある程度、過去に似た実

験でやられている課題を、できるだけそのまま持ってきて、そ

れよりも効果が大きいとか、実際にこういう状況では出るとい

われていたものが、いろいろなシチュエーションでも出ますと

いうことを確認するだとか、もちろん、調べたいことに合わせ
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るために工夫もたくさんしていますけれども、実験そのものの

オリジナリティをできるだけ出さないというほうがいいのかと

思っています。

戸田 ありがとうございます。勉強をしようと思いました。いろ
いろとお話を、ぜひ相談させていただければと。

鳴海 あとは、結構、心理学系ですと、アンケートにすぐいきま
すけれども、アンケートは、エンジニアとしては、あまり信頼

していないところがあって、できるだけ行動に落とそうという

のをやっていて、これが変わったら、こういう行動指標が変わ

るのではないかというのを考えて測っています。

石黒 なるほど。ありがとうございます。あと、私が興味深いと
思ったのは結構、バーチャル YouTuberみたいなのは、どちら
も音声もそうですし、鳴海先生の VRでもそういうビジョン的
な部分もかなり関わってくると思いますが、会場の皆さんにお

伺いしたかったのですが、バーチャル YouTuberを見たことが
あるという方はどのくらいいらっしゃいますか。お気に入りの

キャラクターがいるという方は。なるほど。自分とは、性が合

わないというか、見たけれどもあんまりだなという方は。そう

ですね。

鳴海 ついでにアバタをお持ちの方はどれくらいいらっしゃい
ますか。

石黒 結構、暦本先生もかなりバーチャル YouTuberを早い段
階から見られていますけど、何か、今日のお二人のことに関し

てありますか。

暦本 先ほどの分身で、自分を増やして、自分が強くなるのは非
常に面白いといいますか、あれはリアルワールドではできない

ことかなと思いましたが、どうでしょうか。

鳴海 そうです。やはり、リアルワールドで、それが自分だと
思い込むのは、結構難しいです。いろいろなパターンを考えて
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みましたが、阪大の石黒浩先生ぐらい頑張ると自分が 2人い
るような感覚になるかもしれません。あれは本当に、その場で

どんどん増やしていくみたいなものが、やはり、なかなか難し

いので、デジタルなアプリケーションで、でも、体がちゃんと

あるみたいなものができるといいのですが、やはり、テレプレ

ゼンスインタフェースの doubleとかだと、顔を表示して数と
してはいっぱい出せるのですが、やはり、ディスプレイの中に

出ているという知覚になりがちで、自分のほうを向いている写

真が置いてあるだけに見えてしまうのです。VRのなかで自分
の体が変わることを調べる研究では必ず鏡を使っていて、鏡に

映ったものは自分だと思えるのですが、鏡の枠をいきなりモニ

タっぽくしただけで、映像を見ているのと変わらなくなってし

まって、自分がリアルタイムで出ているというよりも、どこか

らか録画された映像が再生されているのではないかという知覚

になってしまって、そうするとコピーというかたちにならない

ということに、最近気づいて、もっとやり方がないのかと思っ

ています。

暦本 先ほどの、われわれとしては、球体のテレプレゼンス、球
体ディスプレーのなかに顔を出すのをやって、それだとわりと

実在感があったりするのです。1つは、そういうディスプレー
の方向があると、バーチャルになって、リアルの世界に干渉

できるかと思っているのと、あとは、身体をどうするかです。

ジェミノイドまで頑張るのか、もう少し、中間に抽象的でもい

いから表現があるのかなと思いました。

鳴海 　そうですね。たぶん、なんでもいいから、体がついてい
たらいいと思いますけど、それが、ただ、じっとしているだけ

だと、やっぱり、存在感がないので、ただ、揺らぎを持ってい

るだとか、それだけうまく工夫してあげるといいのではないか

と思います。
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石黒 私も、先ほどのご質問で、何が変えられる、何が変えられ
ないのかも、少しあるのかと思いますが、例えば、映像表現と

して、あるいは音声としてやる場合に、どこまで抽象化できる

のでしょうか。先ほどの暦本研のとり組みのなかでも、全周囲

カメラに対して視線が、結構、情報を共有するみたいなことも

ありますし、例えば、人によっては車とか、私は普段、名古屋

大学で車の研究をしているのですが、車に対して生きているよ

うな愛着を感じるだとか、人ではない、本当に生きもののよう

に感じるという部分もあったりして、それが、自分のアバター

に対して、どこまで抽象化できるのか、あるいは、第三者のな

かで働いているのかだとか、実際、音声でいえば、オレオレ詐

欺みたいなものにもかかってしまう、中身なのかとか、いろい

ろと難しいところがあると思いますが、それぞれ、どうでしょ

うか。どこまでが抽象化できて、どこまでを拡張すると面白い

かというところに、何か知見などがございますか。

戸田 今、私の研究ですと、こだわっているのは、リアルタイ
ム性なので、実は話す速さとかは変えていないです。時間軸は

ちょっと難しいです。時間軸は固定したうえで、変えるところ

は変えているので、言い方を変えると抑揚みたいな部分は逆に
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保存しているというようなかたちで今、変換しています。抑揚

は、ある程度、人がコントロールできますので、人がコント

ロールできるところは人に任せて、絶対できないところは機械

にやらせるという立場で研究を進めているところです。あと、

最近思うのは、やはり、拡張するというのは、無意識でシステ

ムに答えてほしい部分と、意識的に、ちゃんとコントロールし

たい部分というのは、どうしても出てきて、これを、やはり、

うまくモデル化しないといけないと、ちょっと考えています。

先ほど、手のやつで動きがちゃんと一致しないと、それっぽく

感じないというのがあったと思いますけど、やはりいかに、意

識的にちゃんと、システムをコントロールできるか、全部意識

的にやるのは大変ですから、無意識に、ちゃんとコントロール

できるところを、ちゃんと切り分けてというのを、今後いかに

やっていくのかが、ポイントかと思います。話がずれてしまい

ましたけど、そういうふうに感じています。

石黒 そもそも、自分の声を、自分で認識できないのが、一番気
持ち悪いですね。

戸田 やっぱり、体から伝わってくる声も、私たちは聞いてい
ますので、先ほどの特殊なマイクでとった声と、普通の声を、

普通の空気伝導マイクでとった声をまぜると、普段の声と近く

なったりします。後々は自分が聞いている声を再現できるよう

になるかもしれません。

鳴海 身体の観点でいうと、自分がこれでなければならないとい
うのは、ほとんどないんじゃないかと思っていまして、たぶん、

どれぐらい時間がかかるかです。たぶん、右手と左手が入れ替

わると駄目ですというのは、ぱっと触った瞬間にできるかとい

う問題であって、それが例えば、3週間とか 1カ月、本当にそ
れだけ使っていれば、絶対慣れて、それが使えるようになって

しまいます。人間の可塑性は非常に高すぎて、逆に、かなり表
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面的なもので自分はできていて、それが変わるだけで、がらっ

と変わってしまうことも多いのでは。過去の経験にもよります。

そんなに、これでないといけないというものが、なさそうな気

がしています。一方では、やっぱり、今までの過去の経験から、

どれくらい抽象化して離れてもいい、みたいなリミットは動か

ないと思っていて、それがないと、手足がついていて、体とい

うのは、こういう構造みたいなものというのは、必ず頭のなか

にはあるので、体の外側と内側を分ければなんでもできるので

はない、ということは、最近思っていることです。

暦本 音声は、ディレイすると、自分で聞いてしゃべれなくなっ
てしまうという、ディレイがあります。あれも、だから、身体

のループを、ある意味、壊すのですか。

戸田 はい。

暦本 あれは、最近、展開はあるのですか。

戸田 よくどもりやすい方というのがいらっしゃるんですけど、
そういった方はあえてディレイさせて聞かせると、どもらなく

なるというのは、昔からあります。今日、見せたようなリアル

タイム変換ですと、やはり、ある程度まで、ディレイを抑えな

いと話せないです。今日、聞かせたやつでも、結構、たぶん、

初めは練習がいると思います。いきなりは、ちょっと使いづら

いかもしれません。やはり、時間的な制約というのは音声に

限っては極めて強くて、普段、やはり、自分の声を聞きながら

しかしゃべられなくて、フィードバックがないとしゃべられな

くなってしまいますので、ここに関しては、非常に強い制約が

あると考えています。

暦本 うまくフィードバックがあったら、英語の発音もですか。

戸田 まさにそれについてはやってみたいと思っているんです
けれども、いけるかどうか、ちょっとわからないです。

石黒 そのあいだに質問をしたいのですが、難しい話になってし
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まうのですが、昨日のニュースで話題になったデザインベビー

という話で、遺伝子操作によって子どもを産んで、戸田先生の

音声変換は倫理のお話が結構あったと思いますが、我々のよう

な研究内容は、普段あまり生命倫理には関わらないというのが

あると思うのですが、何か、お考えなどありますか。

戸田 なりすましの話ですか。やっぱり、研究テーマ柄、昔か
らずっと話題になっているものとなります。正直なところ、や

はり、研究者の気質が強過ぎるので、知的好奇心が勝ってしま

うところがあり、気をつけてはいるのですが、たぶん、どんな

技術でも、表裏一体な部分がありますので、やはり、隠すので

はなくて、みんなに知ってもらうというのが、一番重要かなと

いう意見が、私の周辺の研究者の間ではよく出ているところで

す。あとは、ちゃんと、今後、声に対して、ちゃんとロイヤリ

ティーを発生させて、その人の声を使うんだったら、その人に

ちゃんと金銭がバックするような、そういった社会的な仕組み

とかもつくっていくと、うまく回るかもしれません。

石黒 私も、かなりスタンスとしては近いです。何かの会議で話
していて、VRはどうしても酔うじゃないですかといわれたと
きに、お医者さんが、「効くから酔うのです、効かない薬には副

作用も出ない」という話をしていました。VRは薬とかなり近
いと思います。使い方を間違って、用法や用量を間違うと、大

変な影響になってしまいます。先ほど言ったように、これを買

いますかというときに使うみたいな使い方をすると、みんな嫌

がりますけれども、でも、自分が自分をポジティブに変えるた

めであれば使ってくれます。何が受け入れられて、何が受け入

れられないかというのは、技術者だけでは考えられないので、

用法、用量みたいなものは、みんなで話し合って決めていかな

いといけませんし、そのためには、やはり、技術者がこういう

ものをつくったらこうなることがわかりましたということを示
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して，それに対してみんなで、こういう使い方がいいというガ

イドラインをつくっていきましょう、みたいな、そういう取り

組みが絶対必要だと思っています。ヒューマンオーグメンテー

ションは、おそらく、非常に人間に対して影響力が強い分野な

ので、こういうセミナーをやって、ちゃんと、みんなに知って

もらって、そこで広まって議論ができたら、非常にいいかたち

だと思います。

石黒 ありがとうございます。では、暦本先生。

暦本 ちょっと差し込みですが、急に思いついたのですけど、こ
れの続きです。これは、われわれが最近やっている、超音波エ

コーの喉の動き、口のなかの動きで、結構、気がついたのです

けど、いきなり音声認識に飛ばさないほうがいいと思ったので

す。というのは、黙ってしゃべって、いきなり反応したら、でき

なかったら一生できないですけど、声が聞こえるにも、自分が

こういう声を出せたということがわかることがとても重要で、

自分が出せているということで、自分がまたヒートアップする

ので、あえていうと、最初は変な発音でも人間のほうが歩み寄

るという可能性があるのかなと。それは、結構最近、ヒューマ

ンイヤーインテグレーションと呼んでいて、つまり、自分の、

オーガニックニューラルネットと、アーティフィシャルニュー

ラルネットが、ある意味くっつくと、もっといいかなと。その

ときは、完全に 100％認識する為に、両者が歩み寄る。われわ
れが初めて言語を獲得するときは、当然、脳も真っさらなので、

赤ちゃんがビャーとかアーとかいってからしゃべることに近い

かと思っています。それに関して、暦本研で、このシドニー・

シェル先生とジェフリー・ヒントン先生と共著で、SIGCHIで
唯一、たまたま、VRSTで、このシドニー・シェル先生が、今
メキシコの大学にいますけれども、日本に来ていて、きのう、

ちょうどこの話をしていたのですけど、何かといいますと、20
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年前に、そういう研究で（音声再生）つまりデータフローを

ニューラルネットにつけて発音させようと、何かしゃべってい

るようです。結構、自然です。ただ、これは、被験者 1で、こ
の人は 100時間練習したのです。しかも、この人はピアニスト
です。だから、ある意味、これは楽器を覚えるのに近いのです。

最初からバイオリンを弾けない人が、だんだん弾けるようにな

るのと近くて、ある意味、自分の体にくっついているニューラ

ルネットが楽器だと思って音楽の代わりにしゃべっています。

会話するシーンです。（音声再生）こんな感じです。きのう、そ

れのディスカッションで、とても面白かったのは、こうやって

しゃべると駄目ですが、そのうち、相づちを打ち出すのです。

つまり、英語で、uhとか huhとかいいます。手でちゃんと、
相づちを打っています。だから、言語ではなくて、単語という

のではなく、人間はリアクションをするのに、反応を音で出せ

るようになると、だんだんそれをやるようになるのです。だか

ら、結構音声認識研究と違っていて、今、このビデオでいっさ

い、音声認識は入っていないのです。しかし、われわれがこれ

を見ると、この人はコミュニケーションを始めたとわかってい

るわけです。ですから、ヒューマンオーグメンテーションの 1
つのあり方というのは、われわれに新しい、この話は次回のセ

ミナーでの話でしたが、オリジナルのオーガニックニューラル

ネットをわれわれは持っていますけど、アーティフィシャル

ニューラルネットが来たときに、あえて、cyber cortex要する
に、電脳皮質です。だから、前頭葉とか側頭葉となったら、そ

の電脳葉という皮質がついたときに、何ができるかです。だか

ら、あれをジェスチャーでしゃべるという、1つの例ですけれ
ども、われわれがついてきたときに、音声だけで自分の身体観

みたいなものが変わってくるというのが、とても面白いと思っ

て、勝手に差し込んでしまいました。これは次回しゃべる話で

した。非常に関連する内容なので、ただ、あの人は実は、昔の
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研究は牧歌的で被験者 1でも論文が通ったらしいですけれど
も、だから、音楽家だったという背景があったのです。それが

今のように人間が寄せられるので、あれが 100時間ではなく
て、数時間ぐらいでできるようになったら、まさに、しゃべら

れない方がしゃべる 1つのあり方かもしれないと思っていて、
先ほどの戸田先生のお話の研究と、かなり通じることがあった

かなと思って、差し込みで紹介させていただきました。

戸田 ありがとうございます。まさに、さきがけの提案書に書い
たようなことが、デモ動画になっていて、とても勇気をもらい

ました。頑張りたいと思います。私も、人間の適応力というも

のに、非常に期待しているところがあります。実際に、私がシ

ステムを使っていて、昔、まだ精度が悪いころは、「あ」と言っ

ているのに、「え」に変換されたり、そういうことがあったんで

す。それを、聴覚フィードバックを自分で受けて、このシステ

ムを使うときは、ありがとうを、「えありがとう」といったほう

が、それっぽく聞こえるなとか、そういうふうに自分が適応し

たという経験がありますので、そこを、うまく学術的に記述し

て評価して、どこまで無意識、どこまで意識的というのを明確

にできたら面白くなるというのを考えているところです。

石黒 そろそろ質疑よろしいですか。残り時間が、ちょうど 10
分弱となりました。会場から質問があれば、ぜひ、今の時間に

お願いしたのですが、何か質問等ございますでしょうか。
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質問者 1 先ほど、鳴海先生のほうからリアルワールドで自分
の複製をつくることができないのかという話が出たかと思うん

ですけど、思いつきで申し訳ないのですが、プロジェクション

マッピング的な手法で、単に壁につくだけですと、全然、自分

の複製を作ることができないような気がしますが、例えば、白

い人のかたちで、多少動くものがあったりすれば、瞬時に別の

人の顔にもなりますし、何か、そういうことでできる可能性は

ありませんでしょうか。

鳴海 そうですね。研究室にマネキンが置いてあるのですが、夜
中に見ると、ハッと、誰もいないはずなのに、いる気配がする

みたいなときがあって、なんとなく、そういうシルエットだけ

いっぱい出ていて、それが、何かをすると自分だと思い込める

みたいなことがあるかも知れません。ありがとうございます。

暦本 ここまでシンプルに来ても、実在感を感じるだろうみたい
な限界を。

石黒 ほかはどうですか。もし、あれば挙げていただければよろ
しいです。

質問者 2 いくつかありまして、簡単な質問からですが、今日の
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お話のなかにあった、自分が複製されることで、同調圧力を抑

えられるという話ですけれども、あれが、1人が 2人になった
ときというのが、影響が大きいかと思うんですけど、2人が 4
人になったりとか、4人が 8人になったり、みたいなかたちの
場合よっては、その影響度は下がるのかなというところが、ま

ず、知りたいと思いました。あとは、別ですけれども、音声変

換のところのお話で、自分が個人的に体験してみたいなと思う

のは、過去の偉人が、自分の音声で、その名言をしゃべってく

れる、みたいなことがあると、たぶん、文字だけに見たときに

比べて、説得力が増すのかなと思うんですけれども、そういっ

たことが例えば写真であるとか、音声は残っていないけれども

映像だけは残っている、みたいな、そういう映像を元にとか、

写真とかからある程度の説得力を持って、再現ができないのか

なというところを、もし、何かありそうでしたら教えていただ

ければと思いました。すみません。あとは、存在の拡張という

のが、今回のテーマだと思いますけれども、その場合に、やっ

ぱり、プレゼンスを得るためには、何かしらフィードバック

がきちんとなされるものが大事なのかなと思いますけれども、

やっぱり、そういういろいろなものをバーチャル空間に出した

りした場合、どうしても、こちらからのアクションに対しての

リアクションに不自然なものが生じて、それで、存在性の拡張

が失われるみたいなことが多いかと思うんですけれども、そう

いったものに対して、どういったアプローチが今、主流になっ

ているかとか、逆に、ある程度、こういう部分であればフィー

ドバックは無視しても構わないみたいな実験結果があるのであ

れば、教えていただければと思いました。

鳴海 最初のご質問に関しては、私への質問だと思いました。あ
の技術は、おそらく、顔を見て、対応ができる範囲の人数でし

かきかなくて、たぶん 10～15人ぐらいまでに対応してバラン
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スを直すというのはできると思います。けれども、Twitterな
どで、例えばきのこ派とたけのこ派のどちらが多いのか、たぶ

ん実際にはわかりませんので、自分のほうが多いとみんな勝手

に思ってしまいます。本当はそういうところに、顔の見えない

マスなやりとりに、それぞれの顔や存在感を感じられるような

テクノロジーがあると、おそらく、いろいろなことが自分事に

なったり、顔を見て話しているのと同じように反応することが

できるのではないかと思っています。ただ、そこは、まだ未踏

の領域で、これから考えないといけないと思います。

戸田 2つ目の音声のほうに関してですけれども、デモで聞いて
もらったもので、年齢を変えるというのがあったと思うのです

が、実は、どうやってやっているかといいますと、いろいろな

歌声を聞いて何歳に聞こえるかというのを、人がラベリングし

ています。それで年齢が増えたら、こういう歌声になるであろ

うというのをモデル化しています。実際に年をとったら、その

声になるのかどうかは、実はわかっていないというアプローチ

になります。同じようなアプローチをとるのであれば、写真を

見たら、こういった音声、こういったしゃべり方というのをラ

ベリングしてしまえば、その人にとって、ある程度、それっぽ

く見えるような、そういった写真・トゥー・スピーチみたいな

システムはつくれる可能性はあるかなと思います。ただ、実際

はラベリングが、かなり難しい問題だと思いますけど、ある程

度個人差もあると思いますので、そういったデータをちゃんと

集めることができたらできる可能性があるかもしれません。

質問者 2 年をとったら、自分はこんな声かなというので、若い
うちに運動しておかないとこうなるんじゃないかといったら、

めちゃくちゃ効きそうです。

戸田 めちゃくちゃ効くかもしれません。あとは、自分の子ども
の声で応援されると頑張れるかもしれないです。
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石黒 よろしいですか。ほかはどうですか。どうぞ。

質問者 3 仕事でも VRゲームをつくっているんですけれども、
そこで、意味付けといいますか、プレーヤーに対してポジティ

ブな印象を持ってほしいというのがあって、自信を持たせると

きに、そのプレーヤー自身がそういう体験をさせたほうがいい

のか、それとも、自分が分身した人のほうが活躍するのを見た

ほうが、効果が高いのか、どちらなのか、知見があればお伺い

したいのですが。

鳴海 おそらく、自分自身がそういう体験をできるというのであ
ろうと思っています。今日は紹介しませんでしたが、例えば、

実際に、自分がボールを投げて的に当てるような競技を VRで
練習するのです。そのときに、大きく外れていなければ当たっ

ているようにみせるということをします。ではそれを外して、

現実でやるとどうなるかといいますと 2割ぐらい成績が伸びる
のです。それは、VRのなかで自分はいけるぞという気持ちを
つくると、それに引きずられて現実でも成功率が上がるという

話です。結果を少しポジティブに解釈してねじ曲げても、結構

人は気づきません。そういう演出をしてあげると、自分はでき

る状態なんだとか、このゲームに向いているんだと思わせるこ

とができるかなと思います。

質問者 3 ありがとうございます。

石黒 時間が、あと少しとなってきてしまいましたが、何か会場
のほうから質問等がございましたら。どうぞ。

質問者 4 面白いお話をありがとうございました。自分の声と
いうものには、オーナーシップというか、これが自分の声であ

るというのはあるのですか。延長したときに、どこまでが自分

の声と思えるのかとか、これは、人間の声だなという境界みた

いなものはあるのでしょうか。

戸田 自分の声の境界はあると思います。今、研究したいと思っ
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ているのは、例えば、あるキャラクターの声に変換してしまっ

た場合、より、そのキャラになりきれるのかという所です。自

分というものを捨てて、そのキャラの人格を持てるのか、みた

いなことは少しやりたいと思っているところです。どこまでが

人の声に聞こえるのかという点ですが、それも、やっぱり、あ

るのではないかなと思っています。私は技術者なので、やはり、

事前知識によって知覚が成り立っていて、経験が大きく影響を

与えると思います。やはり、全然聞いたことがないような、そ

ういったところの音を出されても、言語的な情報は聞きとれな

いんじゃないかなという気はしています。逆に、コンピュー

ターは認識できるけど、人は認識できないという音は、結構、

簡単につくれるんじゃないかと思います。

石黒 そろそろ、お時間がいい感じのお時間になりましたが、何
か、ほかにございませんか。

鳴海 私が聞いてもいいですか。先ほどのお話で、例えば、声優
さんは、いろいろな声を出し分けられるのですけど、声優さん

が好きな人というのは、全部、同じ声優さんだという一貫した

認識があるわけです。キャラによって、全然違う声を出すとい

うふうにも見ることができますし、でも、裏側を見ると 1つだ
と見ることもできていて、それは、先ほどのお話は、たぶん、

出す側の自分にとってという話だと思いますが、受ける側に

とって、どれぐらい一貫性があって聞こえるだとか、どれぐら

い違うキャラだと思うかということと、自分が、それが同じよ

うに自分だと思うかというのは、どれくらい一致していて、ど

れくらい一致していないのでしょうか。

戸田 すみません。わからないです。

鳴海 非対称性がありそうだと思います。

戸田 やはり、知覚なので、非対称性は絶対あるのではないかな
という気がしています。あとは、個人差も結構大きいのではな

133



いのかなという気はしています。

鳴海 自分の声がしゃがれていて、今日、調子が悪いなと、人が
いつもと違う声かなというので気づきやすかったり、全然違い

そうな気がしました。

戸田 なるほど。人が感じるときの知覚のセンシティビティー
と、自分が感じるときが、結構違うということですか。

鳴海 違いそうな気がしますし、今日は、いい声が出ているな、
みたいな気持ちが自分にはあるけど、他人はそう思っていない

のか、他人は思っていても、自分にはそういう感覚がないのか

というのは、メンタルの状態が変わるうえでは、知っておかな

いといけないなと思って聞いてみました．

戸田 なるほど。そういったものを、しっかりと整理できてモ
デル化できると、周りには、あまり影響を与えなくても、自分

だけを盛りあげるような、そういったフィードバックみたいな

ものをつくるかたちになって、非常に夢があっていいと思いま

す。ぜひ、いろいろと相談させてください。

暦本 今、声優さんがいろいろな声色を使い分けるといいました
が、この技術があると、それどころじゃないぐらい、普通の人

でもお化粧するぐらいの感覚で、声をチェンジするとか、そう

いう人格が拡張するというのがあり得ると思います。

戸田 声のお化粧というのは、よく例で使ったりしています。自
分で言っていて、本当にそうなるのかなと疑いを持っていた面

もあったんですけど、今日、いろいろなお話を聞いて自信がつ

きました。声優さんに関してですが、個人的には、やはり、人

の適応能力が高いので、こういった技術が出ると、より声優さ

んの能力を生かす方向に行くのではないかなという気がしま

す。デモでは見せられなかったんですけど、キーボードで歌う

というのも、人ができない歌い方が、今度できるようになって

いきますので、さっきの、きれいな声の例もあると思うんです
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けど、そうなってくると、これまでにないというような表現法

などが生まれる可能性が、十分出てくるかなと思っています。

鳴海 十何回授業をするときに、前に出てくる先生が、毎回同じ
人だけど、毎回声が違ったりしたら、学生は気が狂うのか、そ

れとも、こんなもんかな思うのか、どちらでしょうか。

戸田 どちらでしょうか。センターの教員なので、動画をどう配
信するのかとか、よく考えるのですが、例えば、学生が、私の

講義動画なんか見たくないけれど、このキャラの講義だったら

聞けるのであれば、そういうふうに変換してもいいかなと、そ

ういったことも考えたりしてます。話し手がどうこうという話

もありますけど、聞き手のほうで、今日は、この声で聞きたい、

そういったこともできるようになる可能性も十分あるかなと思

います。

石黒 すみません。時間が来てしまいました。最後にまとめをさ
せてもらいますが、あらためて、今日、招待講演に来ていただ

きましたお二人、ありがとうございました。今日のセミナー 4
は以上でおしまいとなります。最後に簡単なご連絡ですが、今

後の活動としまして、年度内 3月を予定しておりますが 1つの
テーマというよりは、もう少し広く、具体的なテーマはありま

すが、シンポジウムを行います。また、こちらもぜひご参加い

ただければと思います。また、来年度も引き続き、この講座と

いうのはありまして、またテーマを変えましてセミナーである

とか、あるいは、ワークショップ、サマースクールなどをやっ

ていく予定です。最後に、これまでのセミナーやシンポジウム

の内容をすべて活字として残したものがありまして、こちらは

ヒューマンオーグメンテーション学 1、2、3、それをすべて合
わせました、ヒューマンオーグメンテーション合本の 4バー
ジョンございます。こちらは印刷版もありますが、ヒューマン

オーグメンテーション学ホームページから、PDF版をダウン
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ロードしていただくことも可能ですので、ぜひご興味のある方

は、ダウンロードしてください。では、今日のセミナーは以上

になります。ご参加いただきまして、ありがとうございました。
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ヒューマンオーグメンテーション学サマースクール
2018: テーマ「感覚の拡張・変換」*13 *13 2018 年 9 月 25

日—10 月 30 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

サマースクール開催報告

2018年 9月 25日から 10月 30日にかけて、ソニー寄付講座
「ヒューマンオーグメンテーション（人間拡張）学」の 2018年
度サマースクールを開催しました。今回は、東京大学大学院学

際情報学府の全 6回の授業「ヒューマンオーグメンテーション
学特論（総合分析情報学特論 XII）」という形で行いました。
今回のサマースクール受講者には、「ヒューマンオーグメン

テーションを実現するプロトタイピングと発表」という課題が

与えられ、Human-Computer Interaction(HCI)に関する講
義の受講を通してチームでこの課題に取り組みました。
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サマースクール初日では、本講義のスケジュール説明やプロ

トタイピングの際に使用可能な暦本研究室の設備を説明するツ

アー等のオリエンテーションを行いました。さらに、受講者は

4-6人のグループを作るチームビルティングを行いました。二
週目の講義では、暦本純一教授から HCIの基礎に関する講義が
行われました。

三週目の講義では、ヒューマンオーグメンテーションを実現

するプロトタイピングに使用可能なセンサーや機材等を紹介し

ました。特に、ソニー様より 1000fpsで対象物の検出と追跡
を行う高速カメラや、スマートセンシングプロセッサ搭載ボー

ドの SPRESENSEを提供していただきました。四週目の講義で
は、電通大学の梶本裕之教授から触覚の基礎技術・触覚ディス

プレイ・VR応用の勘所という内容の講義が行われました。
五週目の作業日を経て、最終日にはダイワハウス石橋信夫記

念ホールにて、各チームが提案するヒューマンオーグメンテー

ションを実現するプロトタイプのデモを含めた発表会が行われ

ました。発表では、「ゲームが得意な人の目線の動きを下手な人

に真似させて上達させるシステム」、「眠くなるとジャーキング

のような錯覚を与えることで目を醒ます居眠り防止システム」、
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「モーションキャプチャを用いてダーツが上達するシステム」な

どユニークなアイデアが披露されました。発表の後はデモの体

験会が行われ、体験を交えた活発な議論が行われました。
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IoA（Internet of Abilities）実現への挑戦，放送
の未来」*14 *14 2018 年 5 月 24

日、NHK 放送技術研究
所　技研講堂

概要

人間の能力をテクノロジーによって増強・拡張させる技術と，

背景となる人間の探求を統合的に追求する学問領域は，ヒュー

マンオーグメンテーション（Human Augmentation）ある
いは人間拡張と呼ばれている。拡張の対象は，知的な能力に加

え，身体能力・認知能力や人間の存在などを含み，さらに障害

者や高齢者の能力補綴 (ほてつ)や能力回復も重要な対象領域
となる。ネットワークを介して人々やロボット・AI（Artificial
Intelligence）がそれぞれの「能力（Abilities）」を結合し，相
互に拡張し合うことで，ヒューマンオーグメンテーションはさ

らに発展する。モノのインターネットであった IoT（Internet
of Things）は，IoA（Internet of Abilities：能力のインター
ネット）に拡張される。相互接続する関係は，人間と機械，人

間と人間，その複合型など多様な可能性がある。これらの可能

性は，放送の未来という観点からも極めて興味深いものがあ

る。ヒューマンオーグメンテーションが一般化すると，人間の

働き方や交流の仕方も含め，社会全体の構造も変化していくだ

ろう。本講演では，このように多面的な波及効果が期待できる

研究領域についても議論したい。

ABSTRACT

Human augmentation is an academic field dedicated to
using technology to augment and amplify human abil-
ities by attempting to integrate humans and machines.
In addition to intellectual capacity, human augmenta-
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tion also considers physical and cognitive faculties, hu-
man existential experience, prosthetics and restoration
of abilities for the impaired and elderly as important ar-
eas of study. Human augmentation will further progress
as the respective abilities of people, robots and AI com-
bine via networks and mutually amplify each other.
The Internet of Things (IoT) will be extended by the In-
ternet of Abilities (IoA). Various possibilities exist for
interconnectivity―human and machine, human and hu-
man, or a combination of these. Extremely interesting
possibilities can also be seen through the perspective
of the future of broadcasting. As human augmenta-
tion becomes more common, the structure of society
as a whole―how people work, how they interact and
much more―will surely change as well. In this keynote
speech, I would also like to talk about the fields of re-
search where we can anticipate such ripple effects.

はじめに

今日は，「IoA（Internet of Abilities）実現への挑戦，放送の
未来」と題して，主に私たちの研究室でやっているような人間

能力を拡張する新しいヒューマンインターフェースについてお

話ししたい。そして，それが放送の未来につながるのでは，と

いうことをご紹介していきたい。

私は現在，東京大学の情報学環とソニーコンピュータサイエ

ンス研究所に勤務しているが，先ほど講演者紹介で話が出た特

許の賞（平成 30年度全国発明表彰）は，20年近く前にやって
いた IoTのようなインターフェースの話を今評価していただい
たものである。特許関係でもう 1つご紹介すると，2000年ご
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ろに，マルチタッチの基本特許となった技術も研究していた。

これは，現在 iPhoneなどで使われている静電センシングと全
く同じ原理であり，タブレットなどにおいて，人間の指で写真

をぱっと広げるときのピンチングなどの感覚を引き出そうとし

たものである。物をつかむときにはマルチタッチが基本であり，

これによって一気にズーミングすることもできる。

インターフェースは人間の能力拡張に非常に深く関わってお

り，インターフェースが良くなると，われわれが潜在的に持っ

ている能力そのものを，どんどん引き出してくれるようになる。

空間の拡張（Programmable Reality）と調整現実（Me-
diated Reality）

「2001年宇宙の旅」という映画が 1968年に公開されて今年
で 50周年となるが，今見ても非常にすばらしい映画である。
この映画に登場する HAL9000という AIと同等のものが，現
在どこまで実現したかと考えるだけでも非常に興味深い。

本章では，ヒューマンオーグメンテーションの話の前に，も

う少し IoT的なものとして，空間の拡張ということをご紹介し
たい。これは例えば，IoTでわれわれの住んでいる空間がどの
ように拡張されているかということに関わる。

液晶技術の建築空間への応用

マーシャル・マクルーハンという非常に有名なメディア学者

143



が「環境やテクノロジーも，人間の拡張である」と言っている。

例えば，衣服は皮膚の拡張，ラジオは耳の拡張，テレビは目

の拡張というように，あらゆるテクノロジーを人間の拡張とし

て考えることができる。そこで，空間そのものも人間の拡張で

あると考えて，われわれを取り巻いている建築空間はどうなる

か，ということを少し考えた。

この図は，2016年にグッドデザイン賞を取らせていただい
た Squamaというスマートウインドウである。液晶の技術を
使っているので，一応放送技術と少し関わりがあるが，液晶を

できるだけディスプレーとは関係ない方向に使おうというもの

である。透明度が変化する特殊な液晶があり，これを使うと，

見えたり見えなかったりすることをコントロールすることがで

きる。液晶の中にある細かい分子のパーティクルを電荷で制御

することにより，透明度を変化させることができる。電子ブラ

インドのように，向こうが見えたり見えなかったりということ

を自動的に調整できる。

液晶技術が非常に浸透してきて，液晶が非常に安くなって

きているので，大きなテレビの価格と高級な窓の価格を比べる
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と，実は高級な窓ガラスの方が高いこともある。そうすると，

建築の空間にこのような液晶の技術を取り入れることは，かな

りリーズナブルで，現実的である。

表面が変化する建築や，汗をかくとフィンが上がるスポーツ

ウエアのように，物の表面が状態に応じて変化するスマートネ

スを持ったものは，研究や製品として，いろいろと出て来てい

る。このように，われわれを取り巻いている空間を，液晶技術

などを使って，もう少しスマートにしたらどうなるか，という

ことを考えている。

例えば，透明ディスプレーという技術があって，窓を見る

とそこに例えば，今日の天気予報や，株価やニュースが出てい

ますというように，窓そのものがディスプレーとして使える。

ということは，1つの方向として，もう少し踏み込んで考える
と，われわれがふだん生活している空間にある窓ガラスそのも

のに，このようなスマートネスが入ったときには，それは情報

ディスプレーではなくて，窓ガラスそのものとしての機能を高

めているというように考えることができる。

このような窓ガラスの機能を用いて，プライバシーと開放性

を維持することもできる。例えば自分のうちのマンションの窓

から外を見たときに，反対側はやはりマンションで，お互いが

アイコンタクトできるのは少し気まずいが，ずっとブラインド

かカーテンを閉めていると，それはそれで外の景色を見られな

い，というような場合に，絶妙にあるものだけを見せないよう

なウインドウがあれば好都合である。

ちょうどモザイクを写真にかけるような感じで，空中にモザ

イクがかかった感じになり，反対側から見ると以下の図のよう

な感じになる。人間の位置をトラッキングする技術があるので，

その人が見ようとした部分だけを選択的に隠すことができる。
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このようなテクノロジーが生活に入ってくると，生活空間の

中の視認性をどう制御するかといったところに，ディスプレー

に関連するテクノロジーが入り込んでいける。そういうことが，

生活の水準，いわゆるクオリティーオブライフを上げると思っ

ている。

もう 1つの例としては，窓には採光という役割があるが，
テーブルに果物を置いたときに，直射日光が果物に当たらない

ようにしたいけれども，部屋全体を暗くすることはしたくない，

といったときに，先ほどの技術を使って，部分的に影にするこ

とができる。ホテルのラウンジでも，直射日光が当たり過ぎた

ら，そこだけ暗くすることができる。繰り返しになるが，情報

を表示するディスプレーという意味だけでなく，生活の中で非

常に自然に，クオリティーオブライフを上げるようなものに転

用していけるのではないか。
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静かな技術と調整現実
今 IoTという言葉が非常にはやっているが，実は 30年以上

前に，ゼロックスパロアルト研究所のマーク・ワイザーという

研究者が，ほとんど同じ意味で，ユビキタスコンピューティン

グという言葉を使った。今まさに，われわれには携帯電話もス

マートフォンもあるし，あるいはスマートスピーカーもあった

りするので，まさにコンピューターがどこにでもある時代に来

ている。そういう時代が果たして生活あるいは社会にとって良
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いのか，という意味で，マーク・ワイザーは「静かな技術（カー

ムテクノロジー）」という言葉を使っている。

カームテクノロジーとは，生活に自然に溶け込み，その存在

を忘れてしまう域に達した技術である。例えば鉛筆みたいなも

のは使っていることを忘れてしまうくらい非常に浸透している

ので，鉛筆はカームテクノロジーである。しかし，コンピュー

ターや IT（Information Technology）は，その使っているこ
と自体が，まだちょっとメンタル的に騒がしくなってしまうの

でカームではないのではないか。カームになるということが重

要な方向ではないか，と言っている。先ほどの窓も，多分その

ようなものを目指していて，窓の存在を忘れるけれども絶妙に

明るさがコントロールされているような世界であると思う。

AR（Augmented Reality：拡張現実）や VR（Virtual
Reality：仮想現実）を考えると，1つの軸としては現実世界
（Real）と仮想世界（Virtual）があり，もう 1つの軸としては，
コントロールできないスタティックな世界（Static）と可変な
世界（Programmable）がある。われわれが今現実に住んでい
る世界は，リアルな現実（Real Reality）であるが，あまりコ
ントロールできない。一方，Virtual Realityは完全に虚構の世
界なので，何でも作れるけれども，現実でない。

これに対して，今話題にしているテクノロジーは，図の左

上の領域となる。リアルだけれども，先ほどの窓のように，コ

ントローラブルな何か，すなわち光をコントロールするよう
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なことができるので，この領域は多分，IoTが目指しているよ
うな世界につながっている。われわれは，これをMediated
Reality（MR：調整現実）と呼んでいる。MRは，現実そのも
のを少し変えて，暮らしよくしてあげよう，というようなこと

を目指している。これも空間の拡張ということにつながる。

ディープニューラルネットワークによる空間の拡張
空間の拡張の例をもう 1つご紹介したい。これは，最近非常

に流行しているディープニューラルネットワークを使った例で

ある。皆さんテレビをご覧になったときに，さらにその外側を

見たいと思ったことはないだろうか。普通のテレビで，もしこ

のように画面の外側に映像が広がれば，自分の部屋そのものが

Virtual Realityになる。この例ではプロジェクターとテレビを
組み合わせているが，人間の視野特性には中心視野と周辺視野

がある。テレビの画面を中心視野で見る場合はかなりの高精細

が必要となるが，その外側はそれほど高精細でなくても，空間

的に広がってほしいという場合がある。問題は，外側のコンテ

ンツが作られていないので，それをどうするか。それを AIで
作ってみたという例である。
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ニューラルネットの分野で，2014 年くらいから非常
に注目されている GAN（Generative Adversarial Neural
Networks：敵対的ネットワーク）という技術がある。これは，
2つのネットワークを戦わせるというアイデアである。この図
では一方に，何か本物らしい物を作ろうとするGeneratorとい
うニューラルネットがある。そして，もう一方に，Generator
が作った物が本物かどうかを見極めて True or Falseを出力す
るDiscriminatorというニューラルネットがある。この 2つを
戦わせると，だんだんと両者が切磋琢磨 (せっさたくま)して，
クオリティーが非常に上がっていく。この構造が，いろいろな

分野で使われている。

GANを応用した Pix2Pixというニューラルネットがあり，
これも非常に有名なので，ご存じの方も多いと思う。これは，

Generator（G）が Discriminator（D）をだますための画像
を元の画像から作り，Dの方は，その画像のペアについて，本
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物のペアか，Gが作ったものかを見極めるというものである。
例えば，白黒カラー変換であれば，白黒からカラーを作ること

は難しいので，白黒からカラーを作るニューラルネットGを作
り，これに元の白黒画像を付けて Dに渡してあげると，本当
のカラーなのかということを，Dの方が当てるということであ
る。切磋琢磨するとカラーに変換できるので，これは基本的に

万能画像変換ニューラルネットと考えることもできる。

この図のように，右から左はやさしいが，左から右は難しい

といった問題の場合は，左から右に行くようなニューラルネッ

トがいろいろな分野で作れる。たとえば，エッジ画像から元の

写真を復元するようなニューラルネットが作られている。この

枠組みを使うと，外側がクリップされた画像から，外側が補完
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された画像を作るニューラルネットが実現できる。このニュー

ラルネットを学習させると，左から右が作れて，それをさらに

右にもう 1回適用すると，右のさらに外側の画像を作ってくれ
る。図の例ではコンサート会場が広がっていて，クリップされ

ていた部分の外側の画像は，ニューラルネットが作った画像で

ある。

テレビを見ているときに，テレビの周りに自然に広がるよう

な映像を作り出すということは，空間の拡張，あるいはテレビ

放送の拡張になると思っている。拡張される映像はコンテンツ

そのものから作っているので，ニューラルネットを放送と一緒

に送ってあげれば，家庭の受像機の方で，ニューラルネットが

このような映像を作り出すことが可能である。ニューラルネッ

トの学習には時間がかかるが，実際に出来ているニューラル

ネットを動かす処理は非常に軽いので，このような映像をテレ

ビのフレームレートで作ることは，現在でも十分可能になって

いる。

人間拡張（Human Augmentation）

人間拡張と IoA（Internet of Abilities）
人間拡張とは，AIが人間をリプレイスするというよりも，AI

と人間の関わりにおいて，人間を強化する AIという立場もあ
るのではないか，ということである。

近年，非常にエポックメイキングだったのは，囲碁の世界

チャンピオンがグーグルのアルファ碁に負けてしまったことだ

と思う。これで，AIと人間はどちらが賢いのか，あるいは AI
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が人間の仕事を奪ってしまうのでは，といった議論が多く聞か

れるようになった。ところが最近では，ペア碁というものが登

場した。これはダブルスのようなゲームで，人間とコンピュー

ターがチームを組んで，交互に打つというものである。それは

もはや人間対コンピューターという構図ではなくて，人間 and
コンピューターのコンペティションになっている。多分，時代

的には，AIと人間のどちらが賢いかということを競うよりも，
その相乗効果としてどれだけ大きなことを引き出せるか，とい

う方向に移ってきている。この場合，実は単独の人間よりもコ

ンピューターの方が強いが，人間とコンピューターのコラボ

レーションの方が，現実世界では，コンピューターよりまだ強

いというようになっている。これがヒューマンオーグメンテー

ションであり，どうやってテクノロジーによって人間の能力を

高めていくか，ということに，多分，興味というか技術の方向

は変わっていくのではないか。

この人間の能力を拡張するヒューマンオーグメンテーショ

ンも，実は AIの歴史とともにある。例えば，AIは Artificial
Intelligenceの略であるが，AIという言葉が登場した 1950
年代から，すでに IA，すなわち Intelligence Amplification
あるいは Intelligence Augmentationという言葉もあった。
漫画的に言うと，鉄腕アトムのようにわれわれの代わりに

なってくれるような存在が AIだとすると，ヒューマンオーグ
メンテーションはサイボーグ 009のように，われわれに何か
テクノロジーが付いたことによって，われわれをもっと拡張す

る，能力が高まるというようなことを目指している。これは，

インテリジェンスだけでなく，フィジカルな能力や存在感の拡

張のようなことにも展開できる。どのように拡張するかについ

ては，いろいろな可能性があるので，整理する必要がある。

東京大学のヒューマンオーグメンテーション学講座では，基

本的に 4つのディメンジョンを考えている。この組み合わせに
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よって，人間の拡張を捉えて，それぞれの技術や応用を考えよ

うということである。

この図における「身体」は，まさにサイボーグのように外骨

格を付けたりして，それによって身体をオーグメントするとい

うことである。私が兼務しているソニーコンピュータサイエン

ス研究所では義足の研究をしており，義足のブレードで走る選

手の能力は年々非常に高まってきている。この義足も含め，外

骨格で作業効率を上げるようなことが非常に進んでいる。また

「存在」は，テレプレゼンスのように，ここにいるという概念が

広がるものである。さらに「知覚」は ARのパーセプションが
広がって，「認知」で，頭の中で理解したり物を学んだりするプ

ロセスもオーグメントできる。この 4種類の複合として人間拡
張を捉えている。

この 4つを組み合わせて，1人の人がオーグメントされる
というサイボーグ的な世界観もあるが，自分だけでなく，自分

と他人がつながったら，さらに能力が拡張するであろうと考え

られる。あるいはそれが人間ではなく，ロボットであるかもし

れないし，ドローンであるかもしれない。このようにして，人
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間の能力がネットワークを越えて，他の人の能力とつながった

り，あるいは他の AIやロボットの技術とつながったりするこ
とで，さらに拡張していくであろう。

IoTはモノがつながるインターネットであるが，その次の考
え方として，IoA（Internet of Abilities）という考え方を提案
している。IoAでは，能力がネットワークにつながっていく。
まさに放送に関しても，映像や音声を伝えるということから，

体験を伝える，あるいは能力そのものを伝送するということに

広がると思っている。

人間拡張の例
次の図はドローンと人間がつながったという例である。この

人が見ている映像はドローンから見た映像なので，この人の動

きはドローンを追従している。この人は完全に自分がドローン

になったつもりなので，テレプレゼンスのようなことが可能に

なる。
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このように電脳世界に没入し，自分と違うものにつながるこ

とを「ジャックイン」と呼んでいる。これは，ウイリアム・ギ

ブスンが書いた SF小説「ニューロマンサー」に出てくる概念
である。それを例えば，ロボットにジャックインするとか，人

間にジャックインするというふうに展開して使っている。

では，人間が人間にジャックインするとは，どういうことで

あろうか。例えば，放送の 1つの究極の姿というのは，ある
人の体験が完全に別の人に伝送されることではないか。あるい
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は，人と人が体験を完全に共有して，そこで新しい教育をした

り，技能を伝達したりする。まさに IoAの世界を作ることが，
放送の 1つの究極ではないかと思っている。また，パッシブに
見るだけでなく，インタラクティブに見たり，双方向で見たり

することもできる。

こういったことを再現したのが，ジャックインヘッドであ

る。これは，頭に装着する 360度カメラで，体験を拡張しよう
というものである。下図の左のようなカメラを頭につけて，そ

の映像を別の人に送り，その人は 360度の映像として体験す
るので，この 2人は完全に同じ空間を共有することができる。
ある人が見ている全周囲の視野をインターネット上で共有し，

例えば一緒に旅行したり，あるいは遠隔からエキスパートが自

分の頭の中にジャックインしてきて，手を教示して教えてくれ

たりするような新しいコミュニケーションの姿になる。

ロボットと人間をつなぐこともやっている。次の図は，ZMP
という会社が作っているキャリロ（CarriRo）という自動走行・
搬送自動車である。例えば都市の中で，コーヒーなどの配達を

オートノマスロボットでやろうというものである。周りの人と

話ができると，さらにロボットとして能力が高められるので，

このロボットに人間がジャックインするということをやってい

る。上に 360度カメラが付いていて，人間がジャックインする
と，例えば周りの人と話をすることができる。
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人間から外に飛び出す，ということもスポーツ認知の拡張と

してやっている。これは体外離脱という考え方であるが，自分

を客観視できる外部視点を持っていることが，トップアスリー

トの 1つの素養となる。つまり自分のフォームが曲がってるこ
とは自分では分からないが，これが他人の視点で客観的に見え

れば，スポーツの能力向上に非常に役立つわけである。これは

昔，世阿弥が言っていた離見の見，すなわち演者が自らの身体

から離れて客観的な視点を持てることが能の極意である，とい

う言葉と同じである。

そこで，この離見の見を人工的に作ったものが，上図の右の

写真である。ある意味，離見の見を無理やり現代の技術で作る

感じで，ドローンで外から見る視点を自分で見られれば，自分

のランニングフォームがおかしいこともすぐに分かる。あるい
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は，このドローンに誰かエキスパートがジャックインしてくれ

れば，遠隔地のコーチから教示を受けることもできる。これは

ドローンバージョンであるが，水中バージョンもある。水泳は

スポーツとして自分のフォームが最も分かりにくいスポーツの

1つであり，この離見の見のロボットがあれば，自分のフォー
ムを知ることができる。

存在感の拡張（Tele-Presence）

自分の存在感を拡張して伝達したいという場合がある。今

アメリカの国際学会では，図のようなロボットで参加すること

が可能になってきている。iPadに車輪が付いただけの非常に
簡単なものであるが，これで一緒に話し込んでいたりする。数

年前はまだ実験的であったが，現在は実証的な運用になってい

る。このロボットで，1セッション 50ドルくらいで参加でき
るというような営業がすでに始まっている。あるいはシリコン
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バレーでは，買い物に行くテレプレゼンスロボットがおり，自

分でプリペイドカードを持って行って，商品を持ち帰ることが

できる。

そこで学生とディスカッションをして，人間ウーバーという

ものを作ってみた。ウーバー（Uber）とはシェアリングエコノ
ミータクシーで，普通の人でも 3時間くらいタクシーの運転手
になれる配車サービスである。人間ウーバーは，Telepresence
Maskを付けるだけで代理人（Surrogate）になり，「3時間
だけあなたになってあげます」というものである。最初は少し

ジョーク的だったが，国際学会で賞をもらったりして，このく

らいでも，人間の存在感はかなりうまく伝達できてしまうこと

が分かった。ちょうど同じくらいのサイズの顔・形があって，

その後ろにいる人が誰か理屈では分かっていても，この顔の人

としゃべってしまうので，われわれが思っている存在感という

ものは結構危ういかもしれない。今私がここにいる代わりに，

誰かにプレゼンテーションをやってもらうことも，実はできる

かもしれない。この図では平面ディスプレーであるが，最近は

3Dプリンターなどで顔の形のスクリーンが作れるので，立体
のスクリーンにすると更にリアリティーがある。
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以上で話してきたのが，能力のネットワーク（IoA）によっ
てわれわれの能力を拡張していくというビジョンだ。放送の未

来という意味では，単に映像や音声を伝達することから，われ

われの体験や経験を放送し，それをアーカイブし，再放送して

共有する，あるいは能力そのものを伝達するという時代に移っ

ていくと考えている。

幸福感を増すテクノロジー

いままでお話したような人間拡張技術は、一般的に性能向上や

効率化という観点で語られることが多い。しかし、人間の拡張

技術は人間の充足感や幸福にもつながるものだと考えている。

次に，これらのテクノロジーとわれわれの幸福がどうつながる

のか，というお話をしたいと思う。

身体フィードバック仮説というものがあり，よく言われるよ

うに，うれしいとかおもしろいから笑うのではなくて，笑って

いるとおもしろくなる，という現象がある。つまり，表情とメ

ンタルや感情とは，実は単方向ではなくて，表情から感情が引

き起こされる，という表情フィードバック仮説あるいは身体心

理学というものがある。

表情フィードバック仮説の実験例にこのようなものがある。

全然うれしくない人が笑顔をしたらうれしくなるかどうかにつ

いて，例えば以下の図のように，ボールペンを縦にくわえる人

と横にくわえる人のグループを作って心理実験をすると，明ら
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かに横にくわえるグループの方がポジティブになる。

このように人間は，実は表情のフィードバックでかなり左右

されたり，行動に左右されたりするので，ポジティブになれる

インターフェースや IoT機器を作れないかと考えた。

図（a）は，笑顔になると反応する鏡である。自分がそこで
笑顔になろうというフィードバックをもらうことで，精神的に

もポジティブになれる。図（b）は，もう少し突っ込んで，笑顔
にならないと開かない冷蔵庫というものを作った。ある意味，

笑顔のエクササイズを IoT的に，日常に組み込もうというもの
である。実際に使うと非常に効果があり，例えばシニアの家庭

の方にインストールして実験をさせていただいたところ，10
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日目くらいになると結構幸せそうな笑顔になるといった結果が

得られた。

あるいは，社内でよくブレインストーミングなどがあるが，

全然笑顔が出ないブレストは，だめなブレストである。多分，

笑顔にならないと人間は創造的になれないので，例えば笑顔に

ならないと入れないような会議室を考えた。これは，未来のア

イデアを作るのに非常に有用ではないかと思う。アラームク

ロックについても，朝，目覚ましが鳴ると，普通に押しても止

まらず，朝からにっこり笑わないと止まらない目覚まし時計を

考えた。

これらは，インターフェースとしては，不便か便利かで分け

ると，われわれに何かを強いるという点で，不便である。しか

し実は，不便というものは非常に重要であり，何か不便なこと

があって，そこから幸せになるとかポジティブになるといった

大きなベネフィットが得られる場合は，スポーツでエクササイ

ズをして健康になるのと同じ構図である。これからは，このよ

うな構図が非常に重要であり，AIに任せた方がよい仕事は当然
あるけれども，自分の幸せとかモチベーションは，自分が何か

やることによってはじめて得られるので，それをテクノロジー

が動機づけてくれるような方法は重要である。
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アルツハイマー病の方のためのフォークが，アメリカのス

タートアップ企業で作られている。手が震えて食事がうまく

できないときに，これを安定化（スタビライズ）する技術を

フォークに入れれば，この人は介護なしに自分で食べられると

いう提案である。自分で食べるといった，自分で何かをすると

いう行為は，人間にとって非常に強いモチベーションと尊厳を

与える。AIが勝手にやってくれて便利ということではなくて，
例えば AIの力を使いながら自分で何かやるのをサポートする
ことが極めて重要である。このような技術によって，食事をす

るという行為を継続できることが大事である。

この図は，心理学者のマズローが言っている人間の欲求階層

である。一番上の階層は自己実現であり，自分で何かできると

いうことが人間の幸せにとって非常に重要であり，AIで効率
的にというだけでなく，われわれの効能感（Efficacy）をどう
やって担保するかということが，人間拡張という意味でも最終

ゴールだと思っている。
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むすび

下図のように，効率性と効能感で分類すると，拡張アプローチ

が必須なもの（クラス 1）は，例えば眼鏡や義足のように，効
率性と効能感の両方を兼ねている。義足があれば歩けるように

なるので，効率的でもあるし，効能感もある。拡張によって性

能が上がるもの（クラス 2）は，人間とコンピューターの共生
や統合といったことである。また，拡張によって，不便であっ

ても充足感が増すようなモチベーション支援というものもあり

える（クラス 3）。クラス 1～3に入らないものが，AIによって
自動化すればよいもの（クラス０）である。われわれがテクノ

ロジーで何かをするときには，このように 4つくらいのカテゴ
リーに分けて考えるとよいのではないかと思っている。
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ヒューマンオーグメンテーション学シンポジウム
「Augmenting Creativity: AI×人間時代の創造性」

2019年 3月 29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。ゲストに徳井直生さ

ん（Qosmo）と三宅陽一郎さん（スクエア・エニックス）をお招きし、

テクノロジーと創造性の未来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 大変お待たせいたしました。年度末のお忙しい時期に
お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。それ

では、ただ今より、「東京大学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）の年度シンポジウム 2019、
Augmenting Creativity：AI×人間時代の創造性」を始めさ
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せていただきたいと思います。　最初に、数点アナウンスです。

2時間休憩なしで、講演とシンポジウムのパネルセッションを
行いますので、ご了承のほどお願いいたします。本日の式次第

はこのようになっております。私から、「ヒューマンオーグメン

テーション学（寄付講座）」の紹介と展望を述べさせていただ

き、その後、「創造性」をテーマに 2件の招待講演を予定して
おります。

お一人方が、徳井直生さま、もう一方が、三宅陽一郎さま

にお願いしております。その後、情報学環の暦本先生もお迎え

して、パネルディスカッションを 45分程度行い、閉会の次第
となっております。この会の終わりには、懇談会などもご用意

しておりますので、ご登録の方はぜひお残りになって、懇親の

場とさせていただければと思っております。この寄付講座です

が、2年前の 4月 1日からソニー株式会社の支援を受けまし
て、3年間の予定でヒューマンオーグメンテーションという研
究分野、これをより深めていって、学問の一分野としていこう

という目的で、ソニーさまから支援を受けて寄付講座を開設し

ました。大学院情報学環という文理融合型の組織の中で、この

研究と教育を推進する形で、私が専任の教員として活動してい

ます。その他に、暦本先生と名古屋大学から石黒先生にもご協

力をいただき、運営をしております。

本日のシンポジウムは、年度末の活動報告という意味合いも

ありますが、少し先を見据えて、「創造性の拡張」という、まだ

私たちも手が付けられているとはいえない未知の領域ですが、

その分野について、広く皆さまと一緒に議論を深めていきたい

という形で企画した次第です。

ゲストのお二方と非常に興味深いお話を共有していただける

と思います。徳井さまは、このシンポジウムを企画したときは

年末で、そのときには発表していなかったのですが、この 4月
から、慶應大学の湘南藤沢キャンパスで教員になられます。そ
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の研究室のテーマがずばり「Computational Creativity」と、
このシンポジウムのテーマに一番即した方をお呼びできたので

はないかと自負しています。音楽と AIの融合ですとか、AI DJ
プロジェクトなどで、ご存じの方も多いと思います。

もうお一人方の三宅陽一郎さまです。スクウェア・エニック

スで、ゲーム AIの研究開発を中心に活動されているのですが、
ご著書も多数ございます。例えば、本屋で AIのコーナーをの
ぞいていただくと、たくさん三宅さんの本が平積みされている

と思います。人工知能の本の中でも、少し哲学を含むようなご

著書を書かれています。非常に文理融合といった、理系のエン

ジニアリングだけの話ではなく、もう少し客観的にその技術を

どういうふうに社会が受け入れていくのかという話も含め、お

話しいただけるのではと思っています。

というわけで、音楽とゲーム、遊びという、暦本先生も何週

間か前に、「AIが遊びだしたら本物」というツイートをされて
いたのをみた方もいらっしゃるかもしれませんが、今、ニュー

スや新聞で行われているような人工知能の一般的なトピックで

なく、もう少し先を見据えた議論ができればいいなと、個人的

には思っております。よろしくお願いします。

それでは、私の方から 10分程度使わせていただき、「ヒュー
マンオーグメンテーション学講座の活動紹介と展望」について、

お話しさせていただきたいと思います。先ほど申しましたよう

に、これは 2017年 4月から 3年間の計画で、ちょうど 2年目
が終わる時期の寄付講座です。この寄付講座がどのように始ま

り、今、どういう状態なのかということを、ご説明したいと思

います。

「ヒューマンオーグメンテーション」という言葉自体も、そ

んなに聞き慣れない方も多いかもしれませんが、例えば、今日

いらしていただいている方で、寄付講座のイベントに初めて参

加するという方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いします。
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ありがとうございます。ほとんどの方が初めてということです

ね。これは繰り返し使っているスライドですが、省略せずにす

べてきちんとお話をしようと思います。

ヒューマンオーグメンテーションというと、新しいことの

ように響きが聞こえるかもしれませんが、考え方自体は非常に

古くからあります。たぶん、最初の例が、顕微鏡を発明したロ

バート・フックさんです。理科で、フックの法則というバネの

実験を行ったことがあると思いますが、あのロバート・フック

さんは、光学顕微鏡をそもそも発明した方でもあります。それ

を発表した『Micrographia』という本の中で、「顕微鏡は視覚
の拡張である」と述べました。非常に微細な微生物の研究をす

るときに、人間の肉眼では見られないので、光学顕微鏡を使っ

てそれを拡大して研究できるようにという形で、視覚の拡張

ツールを作ったと、この本の中で言っています。さらに驚くの

は、聴覚、嗅覚、味覚、触覚についても、人間の能力の限界を

拡張するような技術が発明されるだろうと、16世紀にはすで
に言っておりました。従って、ヒューマンオーグメンテーショ

ンの元祖を一人挙げるとすれば、たぶん、ロバート・フックに

なるのではないかと思っています。

もう少し時間がたっていって、コンピューターサイエンス

の分野でそれを広く広めたのは、おそらくダグラス・エンゲ

ルバートという人ではないかと思います。この人は、今から

約 60年前にマウスを発明した人です。マウスは、コンピュー
ターで皆さんも日常的に使うと思います。このマウスであ

るとか、その他の GUI の元になるような技術を発明した論
文、”augmenting the human intellect”というものでして、
この論文の中で、彼も、「マウスは人間の知力拡張という、よ

り大きな目標のための一要素に過ぎない」と言っています。人

間の能力を技術によって拡張するといったことを明示的に考え

ていて、その第一歩としてマウスを発明したと言っています。
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従ってこのように、コンピューターサイエンスのコンテクスト

を新しい技術を使って人間の能力を拡張することを、この講座

の中心に置いて研究を進めています。

たぶんこの 2、3年で、皆さんは、よくニュースを騒がせて
いる「AI vs人間」という言説をよく耳にされると思います。
これは 2016年に碁の世界チャンピオンの Lee Sedolさんが、
現在は Googleに買収された、ディープマインドという会社の
AlphaGoというプログラムに負けたと、ニュースで大々的に
放送されていました。「遂に人間はコンピューターに勝てない」

といったような、言い方を聞くことも多いと思います。

さらにさかのぼりますと、チェスでは、とっくの昔に負けて

いました。ゲイリー・カスパロフさんが IBMの「ディープ・ブ
ルー」に 96年にはもう負けていました。ということで、「人
間よりコンピューターの方が賢いのではないか」といったこと

を、よく耳にするかもしれません。

しかしその一方で、面白い事も起きています。これは「ア

ドバンスト・チェス」という、人間とコンピューターがペアに

なって相手のペアと戦います。テニスの混合ダブルスの複雑な

形のようなものですが、これを「サイボーグ・チェス」といっ

て行っているリーグがあります。この結果で面白いのが、当然

コンピューターの助けを借りた人間は人間より強いです。カン

ニングしているようなものなので、当然です。それだけではな

く、人間とコンピューターがタッグを組むと、コンピューター

よりも強くなることがあるというのが、ヒューマンオーグメン

テーションの文脈では非常に面白い結果になったのではないか

と、思っています。

従って、「人間対 AI」という構図で見るのではなく、人間が
AIの助けを借りながらどういうふうに能力を拡張するか、パ
フォーマンスを発揮するかといったことが、非常に重要になる

のではないかといった意味で、人類はサイバネティクスの力を
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借りてより進化し「ホモサイバネティクス」のようになるので

はないかといったことが、コンセプトとして考えられるのでは

ないかということです。

これを裏付けるような事もいくつもあります。これは少し古

いですが、2016年のアメリカの人工知能研究開発戦略ですと、
その大きな柱のストラテジーの中で、すでに人間と AIの協調
のための効果的手段の開発というのが重要になるのではないか

ということが、明示的に言われています。

もう少し最近の例ですと、スタンフォード大学が AIの研
究センターを作りました。たぶん 200人ぐらいのファカル
ティがいる組織ですが、この Human-Centered Artificial
Intelligenceという研究センターの、3つあるうちの 1つのリ
サーチフォーカスが「augment human capabilities、人間の
能力の拡張」ということを明示的にうたっています。よりアカ

デミックに近い所では、10年前に「オーグメンテッド・ヒュー
マン」という学会が設立されました。暦本先生も創設メンバー

ですが、そのような学会が行われています。今年も今月初めに

フランスで開催され、暦本研からも 2件発表しました。ちょう
ど 10回目の会議が終わったぐらいの、まだ若い会議ではあり
ますが、こういったコミュニティも育ってきているという状況

です。

あと、お読みになられた方もいるかもしれませんが、『日

経エレクトロニクス』で暦本先生が提唱されています「IoA
（Internet of Abilities）」、「Internet of Things（IoT）」という
のを皆さんも聞かれたことがあると思いますが、そこから一歩

進んで、人間の能力をネットワークでつないで拡張していくと

いう、IoAというコンセプトを提示しています。といったよう
な文脈の中で、ソニー寄付講座を立ち上げまして、この 4つの
大きな柱を中心に、研究と教育の両面から活動していこうとし

ています。
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今日、全部をご紹介できませんが、例えば、研究の面からで

すと、このようなトピックスを立ち上げています。知覚認知の

拡張では、人間の視線を使って言語学習をヘルプするようなも

のですとか、身体の拡張をするときに人間を飛ばしたいと、突

飛に見えるかもしれませんが、そういった事を研究としてトラ

イしています。存在を拡張するための ARディスプレイを設計
するといったことを行っています。これは暦本研のオープンハ

ウスをちょうど今月 9日に行いましたが、そこでご紹介して
いる部分が多いので、このシンポジウムでは少し割愛させてい

ただいています。懇談会のときにポスターを用意していますの

で、もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、スタッフの

方までお声掛けいただければと思います。

もう少し教育寄りの活動としましては、年 2回のセミナー、
そして年 1回のシンポジウムを行います。今日が 2年目の終わ
りなので、2回目のシンポジウムになります。それに加えて、
夏の期間にもう少しプラクティカルなスキルを、学生と一緒に

追究するようなサマースクールを行っています。また、特定の

テーマに基づいたワークショップを、これは不定期ですが、開

催しています。その他の、学会連携として、論文集の特集号や、

ワークショップを企画し運営しています。

全部は紹介できませんが、セミナーをすでに 4回行っていま
す。先ほどの 4つの柱をマトリックスでお見せしましたが、そ
れぞれについて特集対応しています。この会場ではありません

が、福武ホールという、もう少し小さめの会場で学生を中心に

200名程度の参加者を募って開催しています。サマースクール
は、このような形です。この年は最初の年ですが、30名ぐらい
の、東大だけにかかわらず美大生であるとか建築の学生も集め

て、グループワークをしてハッカソンをしてもらうという、試

みを行っています。

これが去年のシンポジウムです。SF特集のような会でした。
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ちょうどソニーさんの協力の下に、ソニーストーリーズという

企画で、暦本先生とウイリアム・ギブソンという SF作家の方
をご存じだと思いますが、そのお二方の対談を実現しました。

その内容を受けて、SFが人間拡張の研究テーマにどういう影響
を与えているのかといったことを議論しました。

このとき、上田岳弘さんにもご参加いただきましたが、今

年、160回芥川賞を 1月に受賞されました。非常に良いときに
声を掛けたなというふうに思っています。なので、もしかした

ら、今日ご登壇いただく方の誰か受賞されるかもしれないとい

う、淡い期待を寄せています。

その他の活動としては、学生向けのワークショップや、もう

少しアウトリーチの活動、この講座の活動を広く知っていただ

くためにキーノートであるとか、そういった機会がある場所で

行っています。先の 4月に NHKの技研公開で暦本先生が講演
されていまして、その内容がおそらく活動報告の今年版に含ま

れるのではないかと思いますので、そこで内容を知っていただ

くこともできるかと思います。

その活動報告ですが、こういうイベント、セミナーとシンポ

ジウムを参加されなかった方のために、参加された方もたぶん

面白く読んでいただけるとは思いますが、全部文字起こしして

一冊の本にしています。これをWebから PDFをダウンロード
いただけるようになっていますので、過去の活動を知りたい場

合は、ぜひ講座のホームページからアクセスいただけると、大

変ありがたいです。年一冊ペースで作っています。2年目が終
わったところなので、今、2冊目の編集作業に追われている段
階です。おそらく、7月ぐらいには出せるのではないかと思い
ます。頑張ります。

ということで、ほとんどの情報はこの講座のホームページに

アクセスいただければ、過去の記録が残っていますので、ぜひ

ご参照いただければと思います。私ばかりが話してもあれなの
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で、今日の本論であります、「創造性の拡張について」進めてい

きたいと思います。どうぞ、講師の方を拍手でお迎えください。

移動の準備の間に、私から概要だけ説明させていただきま

す。「創造性」という言葉だけを聞きますと、人間だけが持って

いる素晴らしいものだと思われるかもしれませんが、そもそも

道具とか技術の力を借りて創造性を拡張するということは、か

なり昔から普通に行われてきたものだと思います。

そういう事を今の技術、例えば、今、かなり熱く議論され

ているような機械学習であるとか、ディープラーニングの技術

を使って、どういうふうに創造性の支援に役立てていけるのか

といったようなことに非常に興味があり、そのトピックについ

て話していただける非常に強力なスピーカーをお招きして、こ

の後に招待講演をいただこうと思います。徳井さまと三宅さま

に、それぞれ 20分程度、最近の活動や興味についてご講演を
いただきたいと思います。

最初の講演は徳井直生さまからです。簡単に私の方からご

略歴を説明したいと思います。2009年にQosmoを設立され
ました。Computational Creativity and Beyondをモットー
に、AIと人の共生による創造性の拡張の可能性を模索されてい
ます。近作に AIを用いたインスタレーション作品群やブライ
アン・イーノのミュージックビデオの制作など、また AI DJプ
ロジェクトとして、AIの DJと自分が一曲ずつ曲をかけ合うス
タイルでの、バック・トゥ・バックというのでしょうか、DJパ
フォーマンスを、MUTEK Japan（2017）をはじめ、国内外で
活動されています。4月から慶應 SFCでの教育活動もされると
いうことで、非常にそのあたりの事も、今日お伺いできるとう

れしいというふうに思っております。それではよろしくお願い

いたします。
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創造性のサーフィン – AI ×音楽の実践を通して

徳井直生（(株) Qosmo）

2009 年に (株)Qosmo を設立。Computational Creativity
and Beyondをモットーに AIと人の共生による創造性の拡張
の可能性を模索。近作に AIを用いたインスタレーション作品群
やブライアン・イーノのミュージックビデオの制作など。また、
AI DJプロジェクトと題し、AIの DJと自分が一曲ずつかけあ
うスタイルでの DJパフォーマンスを、MUTEK Japan(2017)
、Google I/O(2019)をはじめ国内外で続けている。2019年
4月より慶応義塾大学 (SFC)准教授。東京大学工学系研究科電
子工学専攻博士課程修了。工学博士。九州大学客員准教授・東
京大学非常勤講師。

徳井 皆さん、こんにちは。徳井と申します。よろしくお願いし
ます。ここに出ているように、少し変わったタイトルで今日は、

お話しさせていただければと思っています。今日、私が言いた

い事はこの 2つです。創造性というのは積極的な受動性だとい
うことです。それから AI時代の創造性を考えるには、サーフィ
ンについて考えるのが一番いいのではないかという、この 2点
です。なぜサーフィンなのか、追々お話しできればと思います。
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最初、簡単に略歴からご紹介したいと思います。もともと私

は、ここの学生でした。できの悪い学生でしたが、何とか博士

を取りました。その後、2009年にQosmoという、今やって
いる会社を設立します。今年で 10年目ですが、先ほどあった
ように、4月から慶應大学 SFCの准教授を兼任することになっ
ております。

このQosmoですが、10年たってもまだ「コスモ」と言う
人がいますが、読み方は「コズモ」なので、それだけでも覚え

て帰っていただければ、今日はいいかなと思います (笑)。
モットーとして、Computational Creativity and Beyond

を掲げています。Computational Creativityとは何かと言い
ますと、コンピューター上に創造的な振る舞いをしているよう

に見えるシステムを作ることで、人の創造のプロセスがどんな

ふうに働いているのか、テクノロジーを使って、どう拡張して

いけるのかを考える研究分野です。私自身の個人的なライフ

ワークでもあります。

この Qosmoですが、ご覧いただいているように、5人し
かいないとても小さいチームです。割とインターナショナルな

チームになっていて、Ph.D.を持っている人間が 2人いるとい
う、このような会社としては珍しい会社ではないかと思います。

ただ、ジェンダーバランスが悪いというのはあります。

「実際、Qosmoは何しているのですか」とよく言われるの
で、簡単に説明します。基本的には作品の制作と、それを支え

る研究開発を行っています。営利団体なので、どこかでお金を

もうけないといけないということで、基本的に行っているのは

2つです。研究した部分を RDのプロジェクトとして、他の大
きい会社さんと一緒にやらせていただく、あるいは技術を売る

ということを行っています。あとは、表現として作ったものを、

いわゆる広告クリエイティブのような所で応用しています。

今日は主に、アートワークの所です。自分たちの作品につい
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て 2つほどご紹介して、その後で、普段自分が考えている事を
お伝えできればいいかなと思っております。最初は先ほどご紹

介いただいたのですが、「AI DJプロジェクト」という、割とス
トレートなタイトルのプロジェクトです。私自身 20年ぐらい
ずっと DJを行っていまして、その中で生まれてきたプロジェ
クトです。AI DJというと、何か AIに全部やらせると思われが
ちですが、実際に先輩の DJに怒られたりしています。そうで
はなく、一曲ずつ曲をかける、バック・トゥ・バックという言

い方をされますが、そういうやり方で AIと私がある種掛け合
いをする、共演するというスタイルになっています。あえて、

昔ながらのレコードとターンテーブルを使っています。最近の

DJは、割とソフトウエアだけで行っていて、ボタン一発でミッ
クスできたりするのですが、あえてレコードを使っています。

それは失敗する可能性なども含め、DJのパフォーマンスに驚き
や、ある種の緊張感のようなものを与えられたらと思い、こう

いう事を行っています。最終的な目標は、自分自身 20年行っ
てきて、ある程度手癖のようなものが固まってきているので、

それをどのようにして崩していけるのかを考えています。

実際にどのようにパフォーマンスを行うかといいますと、基

本的に人間が行っている事と全く同じです。最初に曲を選んで、

曲をつないで、お客さんがウケているか、ウケていないかを識

別します。唯一できていない所があります。それは何かといい

ますと、レコードをターンテーブルに載せるというところです。

ここは人間が代わりに行ってあげています。いったん一通りの

流れが終わると、次、それに対して人間が曲を選んで曲をつな

いで、雰囲気を読むという形で、掛け合いが生まれるわけです。

実際やっている様子をご覧いただけますでしょうか。今、

ちょうど人間がかけているので、三次元のグラフィックが出て

いると思います。これは AIが解析している音の特徴量です。楽
曲の特徴量が三次元にマッピングされていて、端的に言うと、
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似ている曲が近くに来るという形になっています。基本的な

DJのスキルとして、今の雰囲気というかノリをキープすると
いうのがあるので、基本的には人間がかけている曲に近い雰囲

気の曲を選んでいくことがポイントになります。レコードを選

んでターンテーブルに載せると、これがカスタムのターンテー

ブルで、コンピューターからビートをというか、テンポをコン

トロールできるようになっています。後ろに今、グリッドが出

ていると思いますが、このグリッドがぴったり合うように、2
つの先に人間がかけている曲と、次に AIがかける曲のビート
を合わせる形になります。ぴったり合うと、真ん中に赤い線が

立つのですが、そうしますと、ミックスします。ミックスが終

わったら、今の曲はウケたかというのを、カメラを使って解析

します。骨格のようなものが見えていると思いますが、これを

カメラで解析し、どれぐらい踊っているのだろうというのを、

見ているわけです。先ほど、似ている曲を選ぶのがポイントだ

と言いましたが、基本的にはお客さんが踊っていたら似ている

曲を選びます。あまり踊らなかったら、この曲はウケなかった

と思ったら、今かけている曲の雰囲気から特徴量の空間の中で

遠い曲を選ぶということを行っています。

ただ、2017年末なので、1年少し前ですから、失敗したと
思ったのは、こういうパフォーマンスの場合、みなさん、何が

起きるのだろうと踊らずに見てしまう人が多いようです。そう

すると、AIは曲がウケなかったと勘違いして、雰囲気のかけ
離れた曲に行きます。またウケなかったといって、どんどん曲

が飛んでいって、全然選曲として成立しなかったという問題が

ありました。どれぐらいずらすのがいいのかというのは、非常

にクリエイティブなことだと思います。似ている曲を選ぶこと

は、割合に簡単にできますが、適切にずらすというのが、いか

に難しいかというのを、あらためて感じた部分です。それがで

きるのが良い DJだということだと思います。
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次に、これはこの間の 2月に「YCAM」という山口にある
アートセンターで行った「Israel＆イスラエル」というタイト
ルのダンスパフォーマンスです。「イスラエル」といっても国

のイスラエルではなく、天才フラメンコダンサー、スペイン人

のイスラエル・ガルバンという人と YCAM、山口情報センター
とQosmoが共同で作ったダンス作品です。なかなか私自身も
そうだったのですが、フラメンコは縁遠いです。あまりイメー

ジはないと思いますが、何となく妖艶な女性が踊っているとい

う感じのイメージで思っていたのですが、実は手の振りという

のはおまけだと、視覚的なメロディであって、ハートビートを

刻んでいるのが、サパティアードといわれるタップダンスのリ

ズムだということを、イスラエルに言われました。そこでサパ

ティアードに着目して、専用のシューズを作って、彼のステッ

プをひたすら学習します。ただ彼のステップというのは本当に

強くて、最初に作ったセンサーのブーツが 3秒で壊れてしまい
ました。1秒間になんと 15回ぐらいたたきます。それを撮る、
それをセンサーで取得するにはどれだけ解像度を上げなくては

いけないかと、結構苦労しました。そうしてデータを集めた上

で、サパティアードを生成するディープラーニングのモデルを

学習し、学習したモデルと本人が交互に踊るようなことを行い

ました。ダンスのバック・トゥ・バックです。

最初に彼に言われたことがあります。「自分の劣化版コピー

とか、中途半端にうまい AIダンサーなんて要らないから」と、
ズバッと言われました。彼は人間のダンサーと踊らないという

ことで、有名です。何と踊るかといいますと、あえて椅子の足

を一個カットして、ぐらぐらした状態で近くで踊るとか、それ

に対して椅子が跳ねるのに対して、合わせて踊るようなことを

行っているダンサーです。それに対して何ができるかというの

は、かなり苦戦しましたが、実際出来上がったパフォーマンス

はこんな感じです。

181



結果的に終わったときに、本人はスペイン語しか話せないの

で、なかなかコミュニケーションを取るのが難しかったのです

が、初日のパフォーマンスが終わったときに、「全然人間っぽ

くなかったし、ダンサーっぽくも全然なかった。しかし未知の

生き物と踊っているような気がしてとてもインスパイアされた

し、自分自身一人で踊っているような気がしなかった」という

ことを言われました。それで私自身は非常に、この一年間この

プロジェクトを行ってきてよかったと、思った次第です。

ダンスの方をお見せできなかったのであれなのですが、二つ

のプロジェクトに共通しているポイントがあります。AI DJの
所は、まず、人間の DJの選曲を学習させなかったということ
です。最初、学習させたのですが、そうしますと、結構当たり

前の選曲にしかなりませんでした。「確かに、これならこの曲を

かけるよね」というふうにしかならなくて、それを一切やめて、

音楽の特徴量のみから、雰囲気が似ている、似てないというこ

とを選んで、そこから選曲するようにしました。従って、ジャ

ンルとかを完全に無視して、非常に意外性のある選曲をするよ

うになりました。それによって、私自身、そんなに選曲がある

のだというのを、いつも教えられているという感じです。

イスラエルの方もそうです。あえてフラメンコらしさから

適度に逸脱します。どうせ二流のダンサーにしかならないのな

ら、ではなくて、少しずらしてあげることで、ダンサーにイン

スピレーションを与えられるのではないかと考えていました。

まとめますと、人間がこれまで行ってきた創作というもの

を、ある種の正解だとするならば、そこからいかに適切に間違

えるか、ずれるかといったことが、こういったAIを使ったプロ
ジェクトで大事なのではないか、ということを考えています。

全然サーフィンの話が出てきませんが、少し話を変えて、い

きなりですが、この本の話をしたいと思います。『バベルの図

書館』という本です。これをお読みになったことがある方はい
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らっしゃいますか。ありがとうございます。本当に短い短編な

ので、ぜひ読んでいただきたいと思います。お読みになってな

い方のために簡単に説明しますと、ほぼ無限に広がる広大な図

書館が舞台です。その中で生まれて本を探しながら生活し死ん

でいく司書が主人公になっています。

その図書館にはありとあらゆる、あり得る本があるという

設定になっています。あり得る本というのは、何かと言います

と、この世界ではラテン語が話されているという設定になって

いますので、ラテン語のアルファベット 22文字とスペース、
コンマ、ピリオドの 25文字で表現可能な、全ての組み合わせ
の本があります。ただし同じ本は一冊たりともないという設定

になっています。これはどういうことかと言いますと、この図

書館の中には当然『聖書』があったり、ラテン語が書かれてい

たらですが、『ハリー・ポッター』があったり、まだ書かれてい

ない『ハリー・ポッター』も、全ての組み合わせがあるのです

から、どこかにあるはずです。もっと言うと、あしたのニュー

スや、今私が話している原稿の書き起こしも、全ての組み合わ

せがあるとしたら、どこかにあるはずです。

私は学生のこの話をいつもしていますが、「この図書館の中

であなたがたまたまとても面白い本を見つけたとして、あなた

は創造的ですか、あなたに創造性があると言えますか」という

話をします。そうすると、学生はたいてい「いや、それはもと

もとあったものだから、別にそれは見つけたからって創造的だ

と言えないでしょう」って言います。

ただ、考えていただきたいのですが、本の数です。どれぐ

らいあるかということを考えますと、いかにその中で面白い本

を探すということが、創造的な事かというのが分かると思いま

す。使える文字が 25文字で、一行 80文字という設定になっ
ているので、それだけで 25の 80乗です。こうしていきます
と、何と 1.95の 10の 183万乗の組み合わせの本があるはず
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ということになります。

これは宇宙に存在する原子の数がどれぐらいかというと、だ

いたい 1.58の 10の 79乗というふうにされているので、たっ
た 410ページの本の中に、宇宙に存在する原子の数をはるか
に、はるかに超える組み合わせの可能性があるということが言

えるかと思います。だからその中で面白い本を見つけるという

ことは、よほど創造的でないと見つからないはずです。広げて

話しますと、あらゆる創作活動というのは、私は『バベルの図

書館』の司書だと思います。つまり膨大なあり得る選択肢の中

に散らばっている解を、どのように効率的に探していくかとい

うことです。良い作家とかデザイナーというのは、うまく探す

方法を知っているわけです。

AIで行おうとしている事は、基本的にこの膨大な可能性の
中で自動的に効率的に本棚を探すということだと思います。実

際、囲碁の世界とは違って、まず図書館というか探索する空間

を決めないといけません。それから何をもって良いとするかと

いうようなことを、評価関数を決めないといけません。これは

囲碁の世界と違って、今のところ人間の役割です。創作者の役

割ということになるわけです。音楽を例に考えますと、例えば、

考えられる音楽を全て含んだ空間が定義できるとして、そこに

は過去に作られた既知の音楽がたくさんあります。なかなか定

式化はできないのですが、何となくたぶん人間は評価関数を

持っていて、この辺に良い音楽があるというのを知っているわ

けです。AIによって新しい音楽を作るといった場合に、基本的
には過去に人間が作ってきた音楽を基に作ることになるので、

潜在的にこういった人間が持っている評価関数を反映した音楽

を作ることになるはずです。

ただよく考えてみますと、こういう所にまだ気付いていない

良い音楽というものがあるかもしれません。ずっと人間が作っ

てきたものに引っ張られた AIの学習や、学習した AIを使って
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音楽を作っている限りは、なかなかこういう所にたどり着けま

せん。私が言っている、適切に間違えることの重要性だと思い

ます。それを私は artificial stupidity、intelligenceではなく
stupidityだと、言っていたりします。
もっと言いますと、考えられる音楽全てを含んだ空間自体

も、実は全て含んでいないという可能性もあります。もっと外

に良い音楽があるという、未知の音楽です。少し乱暴に言いま

すと、本当に本質的に創造的なものというのは、自分の中にな

いから創造的なものではないでしょうか。自分が想定している

問題提起の外側からやってくるからこそ、創造的と言えるので

はないかと思います。なので、創造的な人間が行うことは、外

部から刺激に対してそれをうまく受け入れて、自分の探索空間

や、評価関数をアップデートすることだと思います。これを私

は最初に申し上げた、積極的な受動性と言っています。

この積極的な受動性、これを一言で言いますと、私はサー

フィンだと言いたいのです。実はこれはもともと私の言葉では

なく、私が敬愛する、ミュージシャンでありアーティストであ

り哲学者のブライアン・イーノが言っている事です。人間は得

てして、完璧にコントールされている状態か、コントロールが

ないカオスの状態かの二極端で考えがちです。しかし本当に面

白いのは、真ん中です。自分はそれをサーフィンと言っていま

す。サーフィンをするときは、基本的には非常に複雑な波とい

うシステムの上に乗って流されるわけです。どの波を選ぶのか

とか、流されながらもどちらに行くのかというターンを主体に

行います。これこそが、特に AIとこれから向き合っていく上
で大事な、創造性の考え方ではないかと思っています。

これは全部自分で撮った写真ですが、大事なのは下準備で

す。イスラエル・ガルバンにとって、未熟なダンサーが面白い

のは、自分の中で完璧に評価基準というか、ダンスのパターン

を身に付けているがゆえに、そこから外れるものがうまく評価
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できる、そこに刺激を受けることができるわけです。なので、

まずは波が来るポイントに出ないといけないわけです。刺激を

受け入れる態勢を整えることです。それができて初めて、外か

ら来る、AIによる新しいインプット、それが例えば、間違っ
ていたとしても、それを面白いと思える感覚が生まれるわけで

す。これは波を待っているような状態です。いざ、波が来た、

これは面白いと思ったら、そこで自分の評価基準や探索空間を

アップデートして、ある種、流されることになります。

大事なのは、波に乗ることと、波にのまれることは、全然違

うということです。今日、ここまでオフィスから電車で来たの

ですが、本当に携帯で YouTubeなどをずっと見ている、まさ
に情報の波にのまれている人たちはたくさんいますが、そうで

はないのです。大事なのは、何もしないとか、待つとか受け身

になること自体を、意識的に選択できるかどうかです。それが

ある種の今後の創造性、AI時代の創造性のキモではないかと思
います。だいたいこのような感じです。

サーフィンというと楽しそうですが、波が来る所に出るだけ

でも、結構大変で過酷な環境だったりしますが、これからも自

分なりのやり方で、AIと創造性について考えていきたいと思っ
ています。ご静聴、ありがとうございました。

味八木 ありがとうございます。質問を受け付ける時間をパネル
セッションの後にまとめて設けたいと思います。これからその

まま、三宅さまのご講演に移らせていただきたいと思います。

私からご略歴をご紹介します。株式会社スクウェア・エニッ

クスで、リード AIリサーチャーをなさっています。京都大学で
数学を専攻された後に東京大学に移られまして、2004年より
デジタルゲームにおける人工知能の研究・開発に従事されてい

ます。現在、東京大学客員研究員、理化学研究所客員研究員で

いらっしゃいまして、学会のチェア、理事なども務めていらっ
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しゃいます。先ほど申し上げましたようにご著書に、『人工知

能のための哲学塾』『人工知能のための哲学塾東洋哲学篇』な

ど多くご執筆なされています。それではよろしくお願いいたし

ます。　　
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人工知能にゲームを作らせる

三宅陽一郎（株式会社スクウェア・エニックス）

京都大学で数学を専攻、大阪大学（物理学修士）、東京大学工
学系研究科博士課程（単位取得満期退学）。2004 年よりデジ
タルゲームにおける人工知能の開発・研究に従事。東京大学客
員研究員、理化学研究所客員研究員、IGDA 日本ゲーム AI 専
門部会設立（チェア）、DiGRA JAPAN理事、芸術科学会理事、
人工知能学会編集委員。著書に『人工知能のための哲学塾』『人
工知能のための哲学塾東洋哲学篇』（ビー・エヌ・エヌ新社）、
『人工知能の作り方』（技術評論社）、『なぜ人工知能は人と会話
ができるのか』（マイナビ出版）、『＜人工知能＞と＜人工知性
＞』（iCardbook）。共著に『絵でわかる人工知能』（SBクリエ
イティブ）、『高校生のためのゲームで考える人工知能』（筑摩書
房）、『ゲーム情報学概論』（コロナ社）。監修に『最強囲碁 AIア
ルファ碁解体新書』（翔泳社）、『マンガでわかる人工知能』（池
田書店）、『C++のための APIデザイン』（SBクリエイティブ）
などがある。

三宅 ご紹介にあずかりました、三宅です。まずはこの動画を見
ていただきたいと思います。実は、私は山口までこれ *15を見に *15 Israel イスラ

エルwith Israel
Galván + YCAM
https://qosmo.jp/projects/israel-
israel-with-israel-
galvan-ycam-2/ 188



行かせていただきまして、非常に感銘を受けました。こちらは

徳井さんの作られた装置と、YCAMにおける世界的なフラメン
コダンサー、イスラエル・ガルバンさんと人工知能装置の競演

です。おそらくリハーサル中です。すごいなと思いました。

徳井 ありがとうございます。いろんな事を試しました。最初に
考えたのは、Pepper君のようなのは置きたくないよね、とい
うことを考えました。ダンサーが自分の分身と踊るというと、

何となく Pepper君のようなのが出てきて踊るのかなと思われ
る方がいますが、それはやりたくないということで、いろんな

木琴だったり振動子だったり、いろんなものを試しました。結

局最終的には、いわゆる、ソレノイドで床をたたいたり、そう

いう機械を作って生成したモデルです。なぜかこの帽子がお気

に入りで、本番でもこれを意味もなくかぶっていました。

三宅 ありがとうございます。では、自分の講演に移らせていた
だきます。人工知能にゲームを使わせるということで、20分
ほどお話しをします。　まず、自分が作っている人工知能は、

ゲームの中で自ら環境を認識し、自分で考えて自分で体を動か

します。このようなことを自律型 AIといいます。キャラクター
自身が自分で自分の経路を見出します。

こちらがプレイヤーで、こちらがキャラクターです。この

キャラクターは AIを持っていて、さらに感覚を持っているの
で、プレイヤーがいるなと思ったら近付いてきて、やっつけよ

うとして勢い余って落ちるのですが、また経路を見つけて，こ

ういうふうに、あたかも現実世界の中で、自分で行動できるの

が自律型人工知能です。自分はもともと数学を研究し、原子核

物理学を、超伝導工学を研究していました。そういう経緯もあ

りまして、ゲーム業界に行きました。主にプレイステーション

のシリーズのゲームの AIを作ってきました。
ゲーム AI分野は、実は若い分野で 20年前ぐらいから盛り
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上がってきた分野です。その知見を本にして、世の中に還元し

ています。人間とは何かということを考えながら、常に人工知

能を考えるので、その基礎にあるのは、実は哲学なので、それ

をまとめた本を出しています。今年も出す予定です。

つまり哲学に深く入っていって、人間とは何かというのが分

かった知見を、エンジニアリングに還元するということも続け

ています。唯一主観的に体験できるのが、私の場合は人間しか

ないので、そういうことにしています。

人間と人工知能は協調できるかというのは、昔、J・P・ホー
ガンという有名な SF作家がいるのですが、『未来の二つの顔』
という作品が、人間と人工知能は共存できるか、というテーマ

の議論が収まらないので、宇宙ステーションで人間と自分を生

成できる人工知能を共存させてみようというものです。実は、

小説版とマンガ版でエンディングが違うので、ぜひ両方とも読

んでみてください。

そのように、今のゲーム開発というは、人工知能と人間が協

調してゲームを作っています。昔は人間がゲームを作ると言い

張っていて、データを実際に打ち込んだりしていました。とこ

ろが最近は、間に人工知能が入らないとゲームが大き過ぎて、

運営も 2年とか 3年続けるので、人間だけではできなくなって
います。今日はここの人工知能の部分を説明したいと思います。

人工知能というのは、人間の自然知能に対して人工知能とい

いますが、機械に宿る知のことを言います。人工知能を探求す

ることは、だいたい人間を探求することでして、ダートマス会

議というのが、一応、人工知能の始まりといわれています。そ

こで言われていたのが、「人間の知能を機械の上に移しましょ

う」と、そういうことを言っていました。つまり体、機能、知

能のようなものがありまして、人工知能もそっくり移しましょ

うということです。タチコマ *16さんがいたら、機械があって制 *16『攻殻機動隊』（士郎
正宗）に出てくるクモガ
タロボット御系があって、知能があるということです。
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ところが、知能というのはよく見ますと、「どこまでが脳で

しょう問題」というのがありまして、首の辺りかな、この辺り

かなと言いますが、しかし脳は全身につながっています。従っ

て、体と脳はあまり分けられません。体全体が知能と言った方

が、むしろすっきりします。意識的なものと無意識的なものと

身体というものと環境があって、この三体問題を解くというの

が、知能の一番難しいところです。

もう少し詳しく見ますと、人間の知能は意識と無意識的な部

分がありまして、無意識的な部分というのは言語によって構造

化されています。それがいろんな環境からの情報を解釈して意

識に上げています。知能は多層構造になっていまして、外部か

らとの境界面とか、よく考えると五感というのは電気信号なの

で、電気信号が言語に変わる境界面とか意識と無意識の境界面

という、さまざまな境界面があります。人工知能も同じように

多層的に作っています。

だいたい人工知能の教科書を開いて、情報科学としての人工

知能というのは、意識的な所の部分の知能のことを言います。

ところが、ロボットとか私がやっているような身体を含む全体

としての知能は、体と環境と心の問題を解かなければいけない

ので、まず無意識的な部分の知能を多く扱います。これらを生

態学的人工知能といいます。もう少し身体よりの部分は、身体

知と呼ばれるものです。全体の知能を組み立てるというのが、

ゲームのキャラクター AIの特徴になっています。
無意識的な部分というのは、環境からの情報を非常に高速で

解釈します。何か異常があると、意識に「何か異常があります

よ」と挙げて、問題を解いてもらう感じになります。人間との

違いは、人間は自然言語で無意識が構造化されていますが、人

工知能の場合はプログラム言語でそれを作るのを、AIプログラ
ミングというわけであります。

ですので、人間の知能を機械に移すというのが、ダートマス
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会議以来の人工知能の王道となっています。人間と人工知能を

考えると、そういう意味では非常にいろんなチャンネルがあり

ます。もちろん体と体をぶつけるようなこともありますが、人

工知能の無意識と人間の無意識のコミュニケーションとか、意

識下のコミュニケーションとか、さまざまな実はチャンネルが

あって、こういったチャンネルを一つ一つ開いていくというの

が、人間と人工知能の相互理解と協調のために、必要だという

ことになります。これからはそういった機械の人工知能と自然

知能は協調して動いていく時代ということになっています。

2つ観点が重要でして、人工知能をわれわれが理解するのも
重要ですが、人工知能に人間を理解させるというのも、非常に

重要です。さっきの SF小説もそうですが、「痛みって何？」の
ような、人工知能に人間の痛みを分からせないと、このまま行

くと人工知能を兵器に使うことだけがメインになってしまうの

で、双方向の理解が重要となります。

西洋は特に、神・人間・人工知能のような縦の序列が非常に

好きなので、『ターミネーター』とか物語になると、人工知能が

反乱します、という話です。東洋的な知能感は非常に大雑把な

話ですが、初音ミクとかのように「見立て」文化が強いので、

キャラクターたちをあたかも実際に生きているかのように扱っ

てくれます。そういった文化をキャラクター文化と呼んでいま

すが、仲間としての知能を作ろう、という意識があります。

ゲームの人工知能にはいろんな人工知能がありまして、メタ

AI、キャラクター AI、ナビゲーション AIというのはゲームの
中に入る AIです。それ以外はゲーム開発工程で、人間の補助
をしてくれる人工知能ということになっています。今日は中の

AIの話をしたいと思います。
昔はアセンブラで書かれたような時代が、結構最近まであり

まして、最近といっても 15年前ぐらいですけれども、そこか
らゲームは大きくなったので、ゲーム AIを 3つの AIに分化し
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ました。一つは「キャラクター AI」という、キャラクターの頭
脳、さっき見ていたたいだキャラクターの頭の中に入っている

ものです。一つは「メタ AI」といって、神様のAIです。人間を
見つつゲームをコントロールする AIです。そして最後はカー
ナビのような「ナビゲーション AI」です。
「メタ AI」というのは何かといいますと、ユーザーは今、何
を考えているのか、ずっと監視しています。何か怒っていると

か、退屈しているとか、そういうことを監視しています。昔、

「ゼビウス」というゲームがあって、敵がどんどん強くなって

いきますが、一回撃墜されると敵の強さが巻き戻っていきま

す。これは何をやっているかといいますと、下手な人はどん

どんゲームの難易度が下がっていって、うまい人には上がる

という難易度自動調整システム（DDA, Dynamic Difficulty
Adjustment）です。
今の「メタ AI」は、積極的にゲームに干渉します。敵の配置

とか生成とかストーリーとか地形マップとかも、AIが作りだし
ます。さっき言ったように、ゲーム開発者がゲームを作るので

はなくて「メタ AI」にゲームを作らせるという方向に、どんど
んゲームをどんどんシフトさせています。そうすれば、理想的

には無限にゲームを「メタ AI」が、調整すれば作ってくれるの
で、人間ではなくて「メタ AI」にどんどんゲーム開発者の頭脳
を結集させましょうという、そういうアプローチです。ゲーム

開発のノウハウを人工知能の形で残しておきたいという希望が

あったりします。

真ん中のグラフが、ユーザーの緊張度です。ユーザーがリ

ラックスしていますと、敵をバババッと出します。ユーザーの

緊張度があまりにも上がって閾値を上げたら、もう敵を出さな

くします。しばらくは敵を出しません。ユーザーは非常にリ

ラックスしています。この辺からだんだん退屈しだすので、ま

た敵をババババと出してユーザーの緊張度を上げます。「メタ
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AI」はずっとゲーム開発者がゲームの中に宿っているような感
じで、ユーザーが退屈していると思ったら、ゲームを変化させ

ます。ゲーム会社によりますが、開発中は、手の発汗量を取っ

ていまして、緊張度曲線にフィッティングするようにゲーム内

のパラメーターの関数を作っておいて、ゲームタイトルの中で

も使います。「メタ AI」はずっと上から神様のように見ていて、
ユーザーがこっち行くなという経路予測をします。ですので、

経路を予測して、ユーザーがこっち来るのなら、ここにボスを

置いておこうかなという、そういう事を行います。昔はゲーム

は固定だったのですが、最近はゲームシステムを人工知能化し

ようということで、ゲームクリエイションそのものを AIにや
らせましょうということになります。

もう少し最近は進んでいまして、ダンジョンとかですと、

パーツだけを用意して動的に組み合わせます。ダンジョン自動

生成といいますが、人工知能がダンジョンを作ったら、今度は、

CGでよく行う骨格解析を行います。さらに、ナビゲーション
メッシュといわれる、AIを動かすためのメッシュを自動生成
します。入口と出口と目的地を決めて、あとは、ヒートマップ

という方法で、熱シミュレーションを行って、プレイヤーを熱

源として温度が上がっていく方向に、どんどん敵を置いていき

ます。そうしますと、プレイヤーから見ますと、どんどん敵が

やってくるので、うまく配置されているなと感じます。

そういうふうに、ゲームは今、人間ではなくて人工知能にな

るべく作ってもらおうという方向に進んでいます。エンターテ

インメントは、ずっと緊張していても、ずっとリラックスして

いても面白くないので、そのアップダウンを人工知能によって

人工的に作り出します。

さらにもう少し進んだ話があります。ストーリーを AIに作
り出させます。とりあえず、ゲームの開発中は、象さんとか、敵

とか、役者のキャラクターだけを用意しておきます。ユーザー
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が退屈しているなと思ったら、イベントをその場で生成します。

イベントを生成しますと、例えば、象と原住民の方が争ったり

動物同士が争ったりして、ユーザーの行く先々でたくさんのイ

ベントが自動的に生成されます。そうしますと、無限のイベン

トがユーザーから見ると、生成されているように見えます。

これからゲームの作り方というのは、まずマップは自動生

成します。これはプロシージャルでその場でイベントを作っ

て、配置もその場で AIが行っていきます。つまりゲームその
ものを、人工知能によって自動生成し、かつその自動生成する

やり方は、プレイヤーがうまいか下手かとか、この人がどうい

う感情的特性を持っているかで変えていこうということになり

ます。

つまりかつては、一つのすごいコンテンツを作って、みん

な同じ体験をしてもらうというのがエンターテインメントであ

り、われわれの作ってきたコンテンツでもあります。

しかし最近は、親切なことに、せっかく作ったゲームを、す

ぐ YouTubeにアップしてくれます。そうしますと、ゲーム買
わなくても YouTubeを見ればいいじゃないということになり
ます。さらに最近はさらに実況という文化がありまして、解説

しながらゲームを流してくれるという、非常に親切な人たちが

たくさんいるので、ユーザーごとに人工知能によって少しずつ

違うコンテンツを提供したいのです。ですから、この人は上手

なので、とても大きなダンジョンを作っておきますとか、この

人は下手なので、とりあえず一直線のダンジョンだけ作ってお

くので早く出てくださいということが、今の人工知能によって

できるわけです。

そういうふうにコンテンツに微妙にゆらぎを作って、オリ

ジナルの体験をユーザーが体験すると、その体験はいくらでも

YouTubeにアップしてくださいということになります。一つ
として同じ体験がありません。しかしだいたいよく似ていると
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いう、そういう所にゲームは行こうとしています。

キャラクターの中身は、どんどん進化しています。ここだ

け言って終わろうと思います。昔は『スペースインベーダー』

（TAITO、1978年）のように、規則正しい行動でした。それ
がだんだんだんだん、チャンバラのようなことができるよう

になって、相手の事を認識しつつ動くような AIになってきま
した。

2000年ぐらいになりますと、こういった三次元でキャラク
ター自身が認識して行動するということになります。つまりそ

れぞれのキャラクターが環境を認識して自分で判断するという

ふうに、もう開発者がコードを書くというよりは、AI自身が
ゲームの中で、自分で考える、ということになります。

さらに進むと、環境も自分で学習するということになりま

す。たとえば、格闘ゲームで人工知能と人間を対戦させます。

そうしますと、人工知能が動かすキャラクターの方は強化学習

といって、適当に技を出します。たまたまうまく技が決まる瞬

間があります。その間合いをよく覚えておきます。これを 30
試合ぐらい行いますと、人工知能は間合いを覚えて人間にほぼ

100％勝てるようになります。
ただあまりこういう事を行っていると、暴力ばかりという感

じになるので、今度は報酬を変えます。うまく避けたときに報

酬を与えます。そうしますと、これも 30試合ぐらい行うと、
ひたすら逃げる人工知能というのが出来上がります。今、人工

知能が人を傷付けるという話がありますけれども、それはうそ

で、誰かが、人間を傷付けるという、そういう報酬を与えてい

るのです。ですから、人工知能に責任を押しつけるというより

は、その裏に必ず人工知能って作った人間がいますので、そう

いうところをゲームから学ぶこともできます。時間ですので、

私の講演はこれで終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。
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味八木 三宅さん、ありがとうございます。私は三宅さんのご講
演を初めて聞いたのは、言論カフェのイベントでした。東浩紀

さんとドミニク・チェンさんです。ドミニク・チェンさんは、

去年のシンポジウムにもご登壇いただいた方です。その録画を

見たのですが、5時間ぐらい行われたのですが、ずっと面白い
のです。ぜひおうちに帰ってご覧になってください。

三宅 よろしくお願いします。

味八木 今日は 20分にぎゅっと縮めていただいて、非常にあり
がたかったのですが、この後のパネルディスカッションにつな

げていきたいというふうに思います。その前に暦本先生の方か

らも、話題提供として何枚かスライドをいただけると思います。

暦本 今日はどうもお集まりいただきまして、ありがとうござい
ました。暦本です。先ほど、三宅先生の方からご紹介がありま

したが、上田岳弘さんが見事、芥川賞を受賞されました。これ

は芥川・直木賞受賞会場です。私は初めて呼ばれて行ったので

すが、非常に超アウェイな空間で、作家さまがいっぱいおられ

ました。

『ニムロッド』という受賞作品を、読んだ方はどのぐらいい
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らっしゃいますか。ありがとうございます。ビットコインを題

材にしています。先ほど、『バベルの図書館』というのがありま

したが、バベルの塔のようなモチーフで非常に面白い本です。

上田さんは純文学で非常に突っ込んだ作品もありますが、これ

は比較的分かりやすいのですが、世界観がすごいです。人間拡

張的にも面白いと思いますので、ぜひお読みください。

実は私は上田さんと対談しているのがご縁だったのですが、

受賞後の取材や『文学界』で会ったときに、恥ずかしいのです

が、「人間拡張の第一人者の方との刺激的な対談で、そのとき、

『ニムロッド』をすでに書いていまして、いろいろヒントを頂

きました」と、超光栄な事を言っていただいたので、多少なり

とも上田さんに貢献できたかなと思います。今日登壇された方

も、後に大きな賞を取れば、このシンポジウムをやったかいが

あったかと思います。

今日は、AIと人間拡張なので「Human-AI Integration」と
いうタイトルで、少しお話しさせていただきたいと思います。

最近、われわれの研究室でも AIをやっています。ただよくあ
る「AI対人間」というのには、実は全然興味がなく、人間を
拡張するために AIをどう使えるかというものです。これが最
近、いろんな所で登場していますが、SottoVoceという口パク
だけでしゃべるインタラクションがあります。今、スマートス

ピーカー、「アレクサ」とか Google Homeのように、音声の
インタラクションはすごいですが、外ではしゃべれません。電

車のいきなり、「アレクサ、今日の予定は？」と言ったら恥ず

かしいですが、もし口パクだけでしゃべって、完全に音声でコ

ンピューターと対話できると、全く新しいウェアラブル・コン

ピューティングになるのではないかということです。それをわ

れわれは超音波エコーを使っています。超音波エコーというの

は、お腹の中を見るものですが、喉の下から通ると見えます。

舌が見えます。
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これは本当にしゃべっている声です。これを機械学習させ

て、「今、アレクサ」というのは、ニューラルネットで作った声

です。口パクのときの舌の動きというのを開示して、それから

本当に音にすると、実際の声帯を震わせることなしに、口の動

きからこういう声だろうというのを、ニューラルネットが推定

して出せます。これは新しいウェアラブルコンピュータですが、

例えば、声帯を損傷された方も、将来的には口を動かすだけで

話せるようになるというのは、そういう事も含んでいます。ア

テンドのアレクサですけれども、無介助のアレクサが動きます

と言っています。Human Computer AI Integrationと呼ん
でいるのですが、将来的にはこういうウェアラブルになります。

一つ面白いのは、われわれがやっていて、口パクすると声が

出るわけです。それをやっているうちに練習ができている感じ

がします。つまり AIが認識するというだけではなく、われわ
れもそれに対してインプルーブしているような感じになってい

ます。とても面白いと思うのは、われわれはもともと赤ちゃん

のときに言葉を覚えているとき、「ああ」とか言って、声帯を

適当に震わせて声を出します。耳で聞くと、自分が「ああ」と

出しているのと、お母さんが何とかと言っているのをだんだん

比較して、だんだんインプルーブするからしゃべれるようにな

るわけです。ですから、発声器官とパーセプションがぐるぐる

回っているうちに何かできるのですが、そこにニューラルネッ

トが入ると、今度は人間の脳とニューラルネットがくっ付いた

感じでぐるぐる回るというのは、これはわれわれがないような

状態です。しかし、人間とロボットが対話しているのとは全然

違って、われわれのもはやニューラルネットが入ってきている

ような、段階ではないかと思います。

それで非常に興味深いのは、ちょうど一昨日、コンピュー

ターサイエンスのノーベル賞といわれる ACMチューリング賞
で、ディープラーニングの 3人が受賞されました。一人がト

199



ロント大学のジェフリー・ヒントンさんです。ヒントン先生が

共著者の 1995年の CHI（Computer-Human Interaction）
の学会のトークです。これは何をやっているかと言いますと、

ジェスチャーが付いていますが、ニューラルネットで解析して、

ジェスチャーを認識して、しゃべるという実験を行っています。

実はこの人、ピアニストらしくて 100時間練習してやっと
できたと、論文に書いてあります。これは要するに単語をやっ

ているわけではありません。つまり、発音の母音とか子音しか

行っていません。今「ヤッ」と言いましたが、あれが結構面白

くて、つまり単語とかコマンドを認識しているのではなく、人

間の舌と同じで母音とか子音の原理しか行っていません。あと、

イントネーションです。組み合わせているので、この人にとっ

ても話しているのと同じです。ですから、ある単語認識は全然

行っていませんが、そのうちに非言語的に「ヤー」とか、われ

われは「ハア」とか言いますが、特に単語ではないのですが、

言語のコミュニケーションというのは、普通、非言語的なもの

を言います。非言語的なものを言い出しました。ですから、完

全に人間拡張で、この人にとっては話しているのとて全く同じ

になります。従って、こういうニューラルネットにつながって

くるということは、われわれにとって新しい発声器官になるの

かなと思います。

その延長でわれわれは音楽もやっています。これはサック

スの練習ですが、サキソフォンではタンギングがありまして、

リードで「タ」とか「ル」とか発音させます。ところが、初心

者は自分が出している、タンギングができているかどうか分か

りません。それはニューラルネットで分かってしまいます。そ

れをつなげると、自分が出した音が正しくできているかどうか

をニューラルネットで解析させると、このループがインプルー

ブさせるようになります。これはたぶん楽器ではなくて、英語

や語学の発音にも適用できるかなと思っています。これもある
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意味、われわれにとって拡張した耳を持っている、ニューラル

ネットの耳を持っていて、楽器は耳が良い人ではないとできな

いのですが、初心者でそこまで行かないときにある意味、増強

された耳を与えるようなことです。

今度のこれは語学学習ですが、語学の学習は Netflixのよう
な英語のビデオタイトルを映画のサブタイトルで見ると結構良

いと言われています。日本の字幕ではなくて、英語のタイトル

を英語のサブタイトル付きで見ていると結構効果的ですが、た

だ初心者ですと、英語のサブタイトルを読むのに必死になって、

難しい単語があって分からなくなったりすると、リスニングの

勉強にならないので、適度に易しくしてあげないといけません。

これは何をしているかといいますと、ビデオを見ている人の

視線をトラッキングします。そうしますと、視線というのは、

英語を読むのがうまい人と下手な人と全く違います。うまい人

ですと、ほとんどサブタイトルを見ないで、ときどき見るだけ

です。普通の人だと見るのですが、初心者ですと、べったり字

幕を見て画面を見ていません。このパターンからその人がどの

ぐらいの言語レベルかというのが分かります。それを使います

と、例えば、サブタイトルで難しそうな単語に日本語を付けて

あげるというふうにして、ビデオコンテンツの方が、その人の

英語能力に適応していきます。それもこういう視線の情報を、

これはランダムフォレストという機械学習を使って分類して、

どのぐらいうまいかを適用しています。そういうふうにします

と、見ている人からすると何もしないで、ただ見ているだけで、

何となく難しそうなときに適度にサジェストしてくれます。こ

れも全体としてはインタラクションしている意識はなく、勝手

に適用してくれています。

こういうのができるようになりますと、これは私、大好きな

『マトリックス』という映画の非常に有名なシーンです。ご存じ

でしょうか。「ヘリコプター飛ばせるか」と聞いていまして、ト
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リニティーは「まだ」と言うのですが、要するにヘリコプター

の操縦能力を電話でダウンロードするというシーンです。これ

はたぶんこれは究極のヒューマンオーグメンテーションとか、

アビリティ・エンハンスメントです。われわれの能力というの

は、ずっと長年培わなくてはいけないと思っていたかもしれな

いですが、AIがアタッチされることによって、ある程度、こう
いう世界に行けるかどうか分かりませんが、かなり効率化する

のではないかというのがあります。

われわれの能力を実際プログラミングするというのは、そ

んな破天荒なことではなくて、一番左側に『サイボーグとして

生きる』という本があります。これは非常に面白くて、人工内

耳を付けた患者さんの本です。患者さんですが、実は科学者で

す。人工内耳の先生から「DSPのプログラム、3種類あります
けれども、どれがいいですか」と言われます。3種類をダウン
ロードして感触を確かめることを行います。すでにわれわれの

要するに耳の能力を書き換えることができているわけです。最

近、WaveNetのような、音声を認識するニューラルネットが
あるので、もしかすると、英語のＬとＲが聞き分けられない人

は、ＬとＲを聞き分けられるニューラルネット的なプログラム

を入れることができるかもしれません。ですから、われわれの

能力というのは、だんだんプログラミングできる、Program
of Humansと書きましたけれども、プログラムできるように
なるかもしれません。

真ん中は何かといいますと、これは先週、サウス・バイ・サ

ウスというのがありましたけれども、その 2週間ぐらい前に
「ボディハックス」という学会がありました。カンファレンスで

す。体に埋め込む専用の学会で、うちのポスドクと学生さんが

2人行って、RFタグを手に埋めて帰ってきました。体のここに
RFタグを入れています。技術的には FeliCaもできるので、こ
れで課金もできます。法律的にグレーですが、こういうチップ
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を埋めるというのは、手術ではなくてバシッと穴を開けるだけ

なので、イアリングと同じぐらいにできます。

折も折、「Google Edge TPU」と一番右のチップはGoogle
が「TensorFlow Processing Unit」という、ディープラーニ
ング用のチップを出してきて、これをエッジに展開することを

行っています。非常に近い将来「Google Edge TPU」という
ニューラルネットを自分に入れることができるかもしれませ

ん。勉強ができなかったらニューラルネットに、さっき、ゲー

ムは AIにやらされると言いましたが、足りない能力は AIにや
らせて、さらに自分に入れるということは、あながち絵空事で

もないかなというので、脳のサイバーコーテックス、電脳皮質

があります。そこは自分がプログラムできるレイヤーではない

かと思っています。

そうしますと、ヒューマン・コンピューターインタラクショ

ンというのが、上の二つが大きな潮流で、一つは皆さんが使っ

ている、スマホのようにダイレクトマニピュレーションでマ

ニュピュレイトするインタラクションです。マルチタスクとか

を良くしようというようなコントローラブルな、コントラビリ

ティをなるべく上げようという、一つの流れと、あと右のよ

うに、ヒューマンロボットインタラクションのようにオート

ノーマスなエージェントですね。向こうも事実的に動くような

ロボットのようなものと人間がコラボレーションするという

2つだったのですが、たぶんそれに対する第 3の Human AI
Integrationで、AIは自分の方にインテグレートされていま
す。われわれはインタラクションとやっている能力そのものが

AIで拡張されているので、われわれが自分でできると思ってし
まうようなところがあるのではないかと思って、それがたぶん

われわれのこの講座でも追究したいと思っています。従って、

バズワードシリーズ、Human AI Integrationと Program of
Humansと Cyber Cortexという、3つのバズワードを提案し
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ました。

最後に、ソニーの寄付講座と言ってもいいと思いますけれど

も、ソニーコンピューターサイエンス研究所で左のような本を

出しました。これは SONY CSL、Sony Computer Science研
究所、私も研究員ですが、研究者がどうやったら研究できるか

ということを、それぞれの人が勝手に書いている本です。もし

よろしければぜひ、お手に取っていただければと思います。来

週の 4月 2日にこの本に関連したイベントを、六本木ヒルズの
アカデミーヒルズで開催しますので、もしご興味がありました

らよろしくお願いします。以上です。

味八木 ありがとうございます。25分ほど残っています。どう
いうふうに進めましょうか。私が質問するのも変なのかもしれ

ないですが、暦本先生の部分で、創造性に絡めて言いますと、

何かございますか。

暦本 たぶん、自分がパフォームできる能力が高まるというの
は、創造性に非常に関連すると思います。ピアノを全然弾けな

い人に作曲しろと言うのではなくて、ピアノが弾ける人の方が

できるように、自分が外に出せる能力が高まるということは、

それはかなり創造性に直結するのではないかと思っています。

こういう話をしますと、オーグメンテーションのものを外し

たらどうなるのですかという話をしますが、最近、外す必要は

ないのではないかと思います。つまりランニングシューズは、

ナイキとかアディダスとかありますが、究極には裸足で走る人

をつくるわけではなくて、ランニングシューズを履いた状態で

速く走る人をつくっているわけです。ですから、こういうもの

も付けた状態で創造性を発揮できるのであれば、外す必要がな

いのではないかといことで、AIをインテグレートした人がより
高い創造性を持つというのは、非常に可能性があるのではない

かと思います。　

204



味八木 楽器演奏の話が出てきましたが、音楽の観点で、徳井さ
んから、今の話を聞いて、何かお話しいただけますか。例えば

新しい楽器を作るとか、先ほどの AI DJもある種そうだと思い
ますが、楽器演奏とか音楽を奏でるための AIといったような
ものについて、コメントを頂ければと思います。

徳井 お見せしてもよろしいでしょうか。時間がなかったもので
すから、お見せできなかったのですが。今、まさに AI DJの次
のステップとして、AI DJは基本的に人間がやっている事を違
うロジックでシステムにやらせようというものです。本当に AI
にしかできないような事、人間にできない事をやらせたらどう

なるかということで、今、こういった事を行っています。

プロトタイプなので、ご容赦いただきたいと思います。何

を行っているかといいますと、音を取っています。音が鳴って

いないですが、いろんな音を取っています。それを切り刻ん

で、このような感じです。ここまではスタンダードなのです

が、ここからディープラーニングが絡んでいます。この音は、

ここのパーツはキックっぽいなとか、ここはスネアっぽいな、

ハイハットっぽいなというのを識別して、ある種、即席のドラ

ムキットを作っているわけです。ここからディープラーニング

のモデルでリズムを生成して、即席のビートボックスのような

ものを自動生成するということを行っています。将来的には

AI DJの中でリミックスのようなことを自動的に、かけている
所を自動的にサンプリングして組み替えてリミックスすること

ができたらと思っています。注目は右上の私です。これもやは

りずれです。リズムを生成してドラムマシンで鳴らすこと自体

行っていると思います。よく AIで音楽を生成するというので、
MIDIを生成して、それでピアノを弾くとかあると思いますが、
それはそれで面白いのですが、過去の作品を学習して再生産し

ていることにしかならないのではないかと思います。
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私はここで行いたかったのは、キックだったりスネアだった

り、いろんな音を入れることで、そこに多少認識のずれだった

り、キックっぽくない音が入ってくる可能性もあるのですが、

そういう音が組み合わさることで、聞いたことなかったような

リズムのパターンだったり、格好良いグルーブのようなものが

生まれる可能性があるのではないかと、そういうずれを担保し

たいと思って、こういう事を行っています。

味八木 ご自分が第 1号ユーザーだと思いますが、行ってみて
意外性は、だいぶ今までのツールと違うたくさんの仕方があり

ますか。

徳井 あります。右上の私を見ていただくと分かるとおり、楽し
くて、ついつい乗ってしまうというところはありました。

味八木 ありがとうございます。例えば、よく美大生でコン
ピューターを制作に使い始めた人が乱数生成のように、ランダ

ムのノイズを使って創作するような、意外性を取り入れるため

にそれこそ、チャンスオペレーションのようなものではないの

ですが、そういう自分と違うデータソースを使うのと、やはり

少し違うというのは、実感としてありましたか。

徳井 そうですね、おっしゃるとおりで、乱数でも意外性はある
と思います。AIの面白い所は、言ったとおり、適度に間違え
るとか、賢くずらすということができることだと、私は思って

います。なので、artificial stupidityと言葉を言いましたが、
あれも実は、ブライアン・イーノが最初に言っていた言葉で

す。単にばかでしたから、それは乱数でいいわけです。そうで

はなくて、適度に自分が持っている固定概念や、アイデアの外

側のようなものを提示してくれます。なので、私は artificial
intelligent stupidityだという、人工的に賢いステューピディ
ティ、愚かさだということを言っていたりします。

味八木 ちょうど昨日、何かの発表で、「大学生の AI人材を何万
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人か増やす」というニュースがありました。たぶん、芸大の藤

崎先生だったと思いますが、それに反応していて、AI人材は
AI人材だけど、artistic intelligenceと言っていました。あと、
他にもこの講座的にうれしいのは、augmented intelligence
とか言っていて、私が一番好きだったのは、あほインテリジェ

ンスでした。その話とも今の artificial stupidityの話がつなが
るかなというふうに思って聞いていました。

意外性の部分で言いますと、例えば、ゲーム制作で先ほども

パラメーター設定なども AIにやらせるということのお話があ
りましたが、その部分で意外性を実感として感じられている部

分のコメントを頂けますでしょうか。　三宅 そうですね、最

初は乱数とかで変数を振るので、テストすると意外なものにな

ります。ある程度自律型なので、いったん動き出すと勝手にシ

チュエーション作っていきます。人が動かしているのか、AIが
動かしているのか、よく分からないときもあります。オンラ

インゲームのテストとかだと、「動きがおかしいな」と思った

ら、人が動かしていたり、「何か今日、賢いな」と思っていた

ら、AIのところに人が乗っ取っていたり、あるいはその逆のよ
うなものもあります。年に一回チューリングテスト大会もあり

まして、オンラインの対戦ゲームがありますが、誰が AIか誰
が人間か伏せて対戦します。最後に終わった後に、AIと思うプ
レイヤーを当ててくださいということがあります。一番高いの

で 40％ぐらい人間と間違われるような感じです。残念ですが、
50％は超えません。人間の方も結構な確率で AIと間違われて
います。うまいプレイヤーって AIぐらい正確になっているの
で、あんなショットを決められるのは AIに違いないという感
じになって、ゲームの中で実はあまり人間と AIって、どんど
ん分からなくなっているようなことがあります。ツイッターで

も、ボットとずっと会話してというのが、昔ありました。確か
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に、そういう意外性はあります。

味八木 その他に、私が一番聞いていて思ったのは、「AIは身
体に宿る」というお話しがあったと思います。例えば、AI DJ
なら、実際にターンテーブルを使ってプレイするとか、ゲーム

キャラクターならキャラクターの物理世界をデザインしてあげ

て、その上で知性が生まれるという話があったと思います。

最後、暦本先生の話で出ていたのは、人間と AIが融合する、
チップを埋め込むとなったときに、その身体はどこなのかとい

う事は、まだよく分からない部分もあると思います。例えば、

機械学習でトレーニングするときは身体があって、それを使う

ときは身体がなくてもいいとか、そういったことがあり得るの

かということです。身体がない知性が、HALのような、そうい
うのがあり得るかについてはいかがでしょうか。3人の方、そ
れぞれにお聞きしたいと思います。

徳井 難しいなと思いますが、私の立場としては、繰り返しに
なってしまうのかもしれませんが、必ずしも AIのシステムの
方が賢くなくてもいいという気はしています。賢くなくても、

一緒に何かを作ったり作業したりする中で、答えが難しいです

が、AIが介在することで、人間側が新しいアイデアを得たりと
か、先ほどの楽器演奏の話がありましたが、人間の能力が高ま

る話があると思います。

それこそエンゲルバートが言っていた事です。彼は、マウス

だけではなくキーボードを作っていました。鍵盤のようなキー

ボードを作っていて、Ａと押すにはドミソの和音、Ｂはドファ

ラの和音という、和音を押すことでタイピングすることをやっ

ていました。実際にその後、完全に下火になって消えてしまっ

た、歴史の中で埋もれてしまったものですが、あれはああやっ

て使っていくことでどんどん人間側が学習し、より早く打てる

ようになるという想定の下で、多分、作られていたものだと思

208



います。そういった考え方というのは、別にシステム側が人間

を超えるような知能を持っている必要は全くなく、少し賢いシ

ステムであれば、それとインタラクションすることで、人間側

の能力が拡張するとか、新しいアイデアを得るということがあ

るのではないかというふうに思っています。すみません、答え

になっていないかもしれません。

味八木 ありがとうございます。三宅さん、いかがでしょうか。

三宅 物理的身体があるかどうかは別にして、身体がないと現実
への参加というのができません。つまり頭脳があるだけでは、

情報処理はできるのですが、現実世界にコミットする手段がな

いというのは、まず大きいです。あと、身体がないということ

は、問題が全て乾いてしまいます。ロジカルな問題だけに還元

してしまって、今の人工知能もそうですが、非常にウエットな

問題、環境と身体と生理的なインタラクション、食欲とかそう

いうのがない前提で、生存というのがないので、極めて問題意

識が乾いてしまいます。

もう一つ重要なのは主体性です。身体というのは、常に世界

への主体的な行動を脳に強いるわけです。そういった恣意性の

ようなのがなくなってくるのと、あと、知能というのは何らか

の変化がないとやっていけない所があります。例えば、真っ白

い部屋に人間をやって閉じ込めると不安になりますが、唯一の

救いは身体です。身体がどんどん次の瞬間に対して差分を作っ

ています。あの白い部屋で今度は体が全部麻痺したら、本当に

前の瞬間と次の瞬間の差分を、全くゼロにした瞬間というのは、

おそらく人間の知能は狂ってしまうと思います。そういう差分

を身体が作り続けるというのは、あるのかと思います。

あと、人間の脳というのは、今回は拡張がテーマですが、棒

をもって何かをたたいたときと、指で何かをたたいたときの脳

の刺激度は一緒だという話があります。つまり何か道具を使う

209



ように、人間の脳はすぐ拡張できます。つまり自分の分身とし

てバットとか道具を一体として使うという、極めて可塑性が高

いのです。あと、身体性も結構あいまいなものです。遠心性コ

ピーという話があって、脳が体に命令を出すのが脳にたまって

いて、それで体の動的イメージをシミュレーションして、その

差分と実際の計測を取るというのがあります。これは人工知能

に身体性を与えるヒントだと思っています。つまり遠心性コ

ピーを取り、頭の中で身体運動をシミュレーションしておけば

実際の身体とシミュレーション上の身体の差分が取れるので、

そこの差こそが意識に注意を促す契機になります。身体性とい

うのは知能をドライブする一つの大きな装置の一部なので、人

間、生物の知能は身体がないという状況に適応するように、そ

もそもできていないというのが、あるのではないかと考えてい

ます。　味八木 ありがとうございます。暦本先生、いかがで

すか。

暦本 まさに今、遠心性コピーとおっしゃったのですが、遠心性
コピーというのは、われわれがこうやったら、この次こうなる

だろうという、未来予測がわれわれの脳にあって、未来予測と

現実が一致すると、エージェンシーを感じるわけです。全く未

来予測と無関係に動くと、おかしいと思います。

ですから、例えば、体にエグゾ・スケルトンや AIを付けた
ときに、自分の遠心性コピーの範疇になって、つまりこうやっ

たらエグゾ・スケルトンがこう動くよとか、楽器はこう鳴るよ

というのが分かると、たぶんそれは自分の身体になると思いま

す。たぶん、ARなので、ここに字が出るというのは、遠心性
コピーっぽくありません。ARで見ると情報が出て読んでしま
うので、割とインタラクションループが 200mm secondよ
り長い感じがして、遠心性コピーとかエージェンシーから外

れてしまうので、ARも人間拡張ですが、もっと身体的なのは
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100mm secondぐらいのループで、自分の脳が持っているプ
レディクションと合うような感じで拡張していきます。ですか

ら、そういうような感じで、楽器が弾けたり言葉がしゃべれた

りすると、非常に自分の一体感があります。その場合のニュー

ラルネットというのは、そのニューラルネットそのものに意識

とか主体性がある必要は全然なく、完全にわれわれニューロン

の先の一部分が人工になっているだけのような関係が生まれる

のではないでしょうか。

味八木 ありがとうございます。ずっとお話を続けたいのです
が、終わりの時間が近づいています。ぜひここで、フロアのご

来場いただいている方からの質問を受け付けたいと思います。

何かある方は挙手いただきたいと思います。マイクを持った者

がまいります。真ん中の列の方、お願いします。

質問者 1 非常に面白い講演で大変勉強になりました。気になっ
た事というか、思った事があります。環境というか身体性とし

て、新しい第三の目とか複数の目があるキャラクターが、例え

ば、ゲームだといたりすると思います。そうなりますと、人工

知能としての知性が変わってきたりしますか。将来的にヒュー

マンの中に機械を交ぜたときに、人間の知性が変わっていった

りするのかという、そのあたりのご意見、見解を伺いたいと思

います。

味八木 たぶん、ゲームの中のモンスターは、人間と同じ形を
やってしているとは限らないと思います。

三宅 そこがまさに面白いところでして、私は 10本足のモンス
ターとか、足が流体になっているものとか、体が 3つに分かれ
ているモンスターとか、その知能をどういうふうにして作ろう

かというのを日々格闘している、変な職業です。そこがまさに

人間でない知性を作るというところが面白いのです。

昔は人間の知性こそが知能の規範であるという、天動説のよ
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うな話があったのですが、人間の知能というのは、ただ地球の

環境にたまたまヒットしているだけの知能なので、では『2010
年宇宙の旅』のように、木星のガス状星雲の中にいる知能はど

んなものでしょうとか、例えば、体の境界というのは、かぶっ

てしまうのでありません。あるいは二次元の生き物や、あるい

はブラックホールの中の生き物はどうなのでしょうか。宇宙の

いろんな環境の中の知能というのは、きっと人間とは違う形を

しているのですが、ただ、センサー、思考、エフェクターは、

きっと同じはずです。その中で何が違うかというのを見定めて

いくので、SF小説を読んでいるのと似ている感覚です。つまり
人間と違う環境で、人間と違う知能とは何だろうというのを、

人間をまず原点にしながら考えていくということは、目が 3つ
あったり、4つあったりするのは普通にいますが、そうした場
合にどういうふうに情報を統合すればいいのか、足が 20本あ
れば運動の統合をどうするのかというのがあります。あと、生

物から見た主観的世界が一体どうなっているかというのがあり

ます。それぞれ身体が違うモンスターが主観的に捉えている世

界は何だろうと考えると、どんどん人間が相対化されていって、

天動説から地動説に移った人類のように、より広い視野を人工

知能を通して持てるのではないでしょうか。

味八木 よろしいでしょうか。

質問者 1 ありがとうございます。

味八木 他にご質問のある方は、いらっしゃいますでしょうか。
では、一番前の女性の方からお願いします。

質問者 2 皆さま、お話、ありがとうございました。三宅さんに
お伺いしたいのですが、最後の締めで、人を傷付けることに報

酬を与える AIを作ると人を傷付ける AIになるとおっしゃった
ので、そのときに、逆に人に優しいとか人に役立つということ

に報酬を与える AIを作り続けたら、人に優しい AIというもの
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ができてくるということでしょうか。

三宅 はい、基本的にはそのとおりです。ただ、「優しい」の定義
は難しいです。ティッシュをバンと渡してボンと殴るような、

よかれと思ったのにという、報酬の与え方に非常に微妙なとこ

ろがあります。与え方が、とにかく難しかったりします。質問

者 2：分かりました。ありがとうございます。

味八木 一つ後ろの方、お願いいたします。

質問者 3 非常に挙味深いお話を聞かせていただきまして、あり
がとうございました。時間を感じる感覚とかも拡張できるので

しょうか。『ドラゴンボール』の「精神と時の部屋」とか、夢の

ような感じの、そういう体験は可能なのか、お聞かせいただき

たいと思います。

徳井 AIで可能かどうかは分かりませんが、私自身、最近、時
間が長くなったように感じています。3年ぐらい前から毎日、
朝、10分から 20分、メディテーションを行っています。そう
しますと、何か一瞬一瞬が点になっていきます。そうしますと、

決まった線分が無限に伸びるという、そういう感覚がしていま

す。最近、非常に時間が伸びたような気がしています。それは

メディテーションという、テクノロジーとかを何も使っていな

いものですが、そこに何らかの具体的にどうやったらいいかと

いうのは分かりませんが、そういった時間の感覚というのもコ

ントロールできる可能性があるのではないかと思っています。

ただ、やはり長くなったといっても相対的なもので、年度末に

なると、やばい時間がもうない、ということになったりはしま

す。そういう感じです。

三宅 時間の問題は非常に大切です。人工知能を動かしているの
は CPUのクロックの時間ではありません。われわれを動かし
ているのは分子の運動ではないように、人間が感じる主観的な

時間というのがあって、それを人工知能にも主観的時間感覚を
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与えるというのが、おそらく人工知能の最後の課題でもありま

す。ちょうど物理学が相対性理論で時間という感覚を変えたよ

うに、人工知能にとって時間というものはとても本質的で、主

観的時間というのをどういうふうに人工知能上で再現できるか

というのは、まだできていません。単に計算、クロックを回し

ているだけです。ニューラルネットはそこが面白くて、人工知

能は記号主義とコネクショニズムと 2つありますが、記号主義
はどうしても時間の概念がないので、クロックに頼らざるを得

ません。ニューラルネットはニューラルネットの中に多重に時

間を持っています。われわれの脳は、1,000億のニューロンが
あって、実は一つの時間を生きているのではなくて、こっちの

ニューロンはこういう時間の流れで、こっちのニューロン群は

こっちという、多重の時間があって、それが一つの時間として

統合された感覚のように思っています。

そういうふうなマルチな時間というのが、巨大なディープ

ラーニングという大きなニューラルネットの中に含まれてい

て、そこから主観的時間感覚をどういうふうに知能の上で再現

するかという問題に対して人工知能の開発をかければ、非常に

知能の本質に沿った議論ができます。そこにさっき暦本先生が

おっしゃられたような、200mmsecのフィードバックがなぜ
必要なのかということも、おそらく分かってくるのではないか

と思います。

暦本 非常にプラクティカルな話ですが、最近話題になっている
のは、バーチャルリアリティで、けん玉を覚えるというのを見

たことがありますか。VRの世界でけん玉をするのですが、時
間がゆっくりです。そうしますと、ゆっくりの世界のけん玉が

できます。だんだん時間を元に戻すことができるようになって

いるという意味では、VRの世界で時間をいじって、逆に言い
ますと、人間拡張しています。それは非常に可能性があります。
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たぶん、NHKの放送技研で昔行われていましたが、しゃべ
りの頭だけをゆっくりにするラジオを作りました。そうします

と、結構、聞き取れます。最初聞き取れないので、最初ゆっく

り、だんだんスピードを戻しますと、普通のラジオと同じ時間

ですが、人間の感覚からしますと、聞きやすく聞こえるような

ラジオになっているというのがありました。それも時間をい

じっています。ですから、時間をいじるというのは、VRの世
界は結構、先端的な非常に面白いいろんなアイデアが、これか

ら生まれるのではないかと思います。

質問者 3 ありがとうございました。

味八木 最後の質問になるかと思いますが、真ん中の方、お願い
いたします。

質問者 4 お聞きしたい事がありまして、最近ですと、スマート
ドラッグで集中力を高めるというのがありますが、AIで身体拡
張を用いて、人間の志向性とか欲望をコントロールできるよう

になったときに、自分の意識とか、私という存在が変わってい

くのではないかと思いますが、これからどのように変わってい

くのかということについて、何かお考えがあれば聞かせていた

だきたいと思います。

三宅 今日のシンポジウムで非常に刺激になったのは、これか
ら人工知能の 20年と考えますと、一つの集積点はロボットだ
と思います。いろんな知的な機能が収蔵されて、シンギュラリ

ティのような話も一つあると思いますが、もう一つは人間の側

がどんどん拡張されていきます。つまり埋め込みもそうですが、

電話も一つの拡張です。ネット空間も拡張です。つまり人間側

もどんどん拡張されていって、それに伴って意識というのがど

んどん変わっています。

つまり、新幹線が東京と大阪の間の距離感を変えたように、

人間と人間との距離感というのも、今、ネット空間や LINEな
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どにより、どんどん変貌しています。そういう人間拡張によっ

て、環境そのものも変わってきているので、人間は、環境に相

対化されて知能を形成します。社会とか空間が変われば、意識

も簡単に変わってしまいます。身体が変われば、簡単に意識も

変わってしまいます。そういった意味では、より実際のフィジ

カルな身体により形成される意識の割合というのは、比較的、

おっしゃったように、欲求はコントロールされて低くされて

いって、デジタルデバイスなどにより拡張された部分の意識

が、その部分を補うような形になって、ひょっとしたら、物理

意識フィフティ、拡張意識フィフティのような世界になったと

きに、実は案外ロボットとかのスーパーインテリジェンスと対

峙できる所まで、人間は行けるのではないと思いました。

味八木 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

質問者 4 ありがとうございます。

味八木 他にもいろいろと質問があると思いますが、この後、懇
談会の方にもゲストの方がご参加いただけるようになっていま

すので、ぜひそこで議論を深めていただければと思っています、

ここで暦本先生から、閉会のあいさつをいただくようになって

います。

暦本 今日は本当にお忙しいところ、お集まりいただきましてあ
りがとうございました。本当にあっという間の 2時間でした。
われわれも実は、話し足りないところがあるかもしれません。

ぜひ懇親会にお残りいただければ、いろいろ議論をさせていた

だきたいと思います。

これからもヒューマンオーグメンテーション学のシンポジウ

ム、セミナーを開催していきたいと思いますので、またぜひご

来場いただければと思います。今日は本当にありがとうござい

ました。

216



「Human Augmentationポータルサイト」紹介

https://scrapbox.io/humanaugmentation/

東京大学大学院情報学環ヒューマンオーグメンテーション学（ソ

ニー寄付講座）では、人間拡張に関連する研究・技術・書籍・ニュースな

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

域であり、要素技術や応用範囲も広く、既存の研究や技術などのリソー

スを追うことが難しくなっています。そこで本サイトでは、収集した

ヒューマンオーグメンテーションに関する様々な情報を概観し、また

その詳細情報へのアクセスを容易にすることを目的として運営してい

ます。

ヒューマンオーグメンテーション学とは何かを理解し、その先の新

しいアイデアを着想する場として是非ご活用ください。

https://scrapbox.io/humanaugmentation/
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