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1．は じ め に

コミュニケーション」に関わる発表が 47 件，
「郷土芸能・
アート」に関わる発表が 41 件，
「スポーツ・身体運動」
に関わる発表が 55 件，
「医療・介護・福祉」に関わる発

身体知研究会（SIG-SKL）
（http://www.jaist.

表が 15 件，
「工学的応用」に関わる発表が 54 件，
「教育・

ac.jp/ks/skl/index.html，主査：藤波 努，主幹事：

伝承」に関わる発表が 27 件あった（複数のトピックに

諏訪正樹）は，身体技能を言語化する方法論の確立を目

またがる発表は重複してカウント）
．その他，カオスや

指し，2005 年に活動を開始，2008 年に人工知能学会の

生命科学など哲学領域にまたがる発表，議論も活発に行

第 2 種研究会として発足し，今年で 12 年目を迎える．

われてきた．

その間，28 回の研究会を開催したほか，International

本稿ではこれらの各トピックについて概説する．2 章

Workshop on Skill Science を 5 回，人工知能学会全国

では身体知研究全般に関わるイシューとメソドロジー，

大会での OS を度々企画するなど，精力的に活動してき

方法論（諏訪）を，3 〜 7 章では身体知と各ドメインの

た．過去の研究会（全 28 回）での発表を振り返ると，

関連について，3 章はコミュニケーション（児玉）
，4 章

計 134 件の発表が行われ，身体知と関連して，
「言語・

は郷土芸能（松田）
，
5 章は芸術創作（清水）
，
6 章はスポー
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ツ（橋詰）
，7 章は医療・介護・福祉（大武）を，8 章で

メイン，例えば，日常生活における感性（音楽・アート

は身体知研究と工学的技術，応用，メソドロジー，方法

鑑賞，味わいの感得，散歩に楽しみを見いだすことなど）

論（大海）を，最後の 9 章では身体知自体の教育，伝承

も身体知である．普通の思考回路では思いつかない発想

というイシュー（松浦）を概説する＊1．

力（例えば，お笑い芸人のボケや大喜利の力）も身体知
であろう [諏訪 18]．

2．身体知研究の両輪

身体知研究は，いわゆる科学の方法論で扱いやすい
物事だけを研究対象にしていては事足らない．上記の二

身体知研究の両輪は

つの問いが両輪であることを理解したうえで，もし従来

● 身体でどんな知が成り立っているか

の科学的方法論が対象の本質を扱いきれないと思うなら

● その知が身体においてどう発現した
（学習した）のか

ば，方法論自体を刷新する勇気を研究者はもたねばなる

を探究することである．これは過去 14 〜 15 年の研究会

まい．学問理論は，常に現実に迫ろうと目論むものの，

活動の成果として得られたものである．

その全貌を捕捉できないことが多いのだから．

二つの中でより難しいのは，後者であろう．前者は，

例えば，一人称視点（
「からだメタ認知」手法 [諏訪

外部観測として身体の動きの計測をして探究可能な場合

16] はその典型）のデータに基づく一人称研究は，従来

が多い．一方，後者は，内部観測的な方法によって，本

科学では捕捉できない，主体と外界の相互作用の身体知

人が問題意識を抱き，試行錯誤し，環境や相手と関係

を解き明かす期待がもたれている [諏訪 16]．

を抱き，行動をなし，再び問題意識を刷新するというサ
イクルを縦断的に探究することが必須になる [諏訪 16]．

3．コミュニケーションと身体知

身体による実践，本人のことば（意識）
，社会的な物事
など，多様なモダリティーが絡み，生活に伴う長い時間
経過を探ることになる．だからこそ難しい．

近 年， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 研 究 分 野 で も 身 体 性
（embodiment）がキーワードとなり，ヒトどうしだけで

知能研究者は誰しも知の発現に迫りたいと思うもので

はなく，
ヒトと機械（ロボットやエージェント）のコミュ

あるならば，後者のほうが，より根源的な問いであろう．

ニケーションにおいても，身体のもつ意味や役割が重要

先天的な知能を基盤にして，生まれてこのかた外界とイ

視されている [Wachsmuth 08]．例えば，ヒトは話すと

ンタラクションを繰り返し，後天的に知が醸成されてい

きに身振り手振りをし，相手の話にうなずいたり相づち

く様の探究にこそ，知能研究の本質がある．

を打ったりもする．これらの身体行動は，ヒトの認知過

本研究会は，
「身体性」についても繰り返し議論して

程を反映し，逆に思考や想起などの認知活動の基盤とし

きた．身体性とは，
「物理的な身体があるからこそ，知

ても考えられている．また，他者の行動や存在は，社会

的活動（推論，認識，予測，言語，学習，対話，発見，

的環境として我々の身体的な行為・行動を制約し，可能

創造など）が発現する」という意味であり，身体性の研

にもする [Marsh 16]．さらに，他者との身体的な協調・

究とは，身体の存在が知の発現に寄与する仕組みを探る

同期は，コミュニケーションを円滑にし，関係性を構築

ことである．身体性は後者の問いにおける中心的概念で

するなどの社会的な機能があるとされている．

ある．

近年，計測技術・解析手法の発展によって，高精度で

それは，ロボティクス研究において顕著である．國

リアルタイムに複数人のコミュニケーション場面の身体

吉康夫氏は，ロボットに物理的な身体をもたせることで

データを同時に計測し，複雑なデータの解析を行うこと

どんな知が発現するかを問う多様な研究成果をあげてい

も可能になってきた（8 章参照）
．これら方法論の発展

る [國吉 08]．アンドロイド研究で著名な石黒 浩氏の一

により，マルチモーダルで複雑なコミュニケーションと

連の研究は，見た目が人とそっくりのロボットが世に出

いう現象を，定量的に解析・視覚化し，数理的にモデル

ることで，どのような社会インタラクションやコミュニ

化できる可能性も示唆されてきた．しかし，これらの研

ケーションが生まれるのかを問うている．

究は，主として客観的に三人称的視点で現象を捉えよう

身体性概念に準拠するならば，身体知は，スポーツや

とするアプローチといえよう．他方，生身の身体をもつ

楽器演奏といった，身体を陽に駆使するようなドメイン

個々の主観や一人称的視点から現象を捉えるアプローチ

だけには限らない．一見身体の関わりがわかりにくいド

も重要である．また，コミュニケーションにおける身体
知に対しては，その実践家の視点からのアプローチも重

＊1 本稿では紹介しきれない研究などについては，身体知研究会
のホームページを参照されたい．また，本研究会では発起人の
一人である古川康一氏の功績を表し，2018 年度より古川記念
賞を設置した．本賞は音楽関連領域に関して重要な貢献が認め
られた研究発表を表彰するためのものである（身体知研究会の
ホームページ：http://www.jaist.ac.jp/ks/skl/index.
html）
．

要である．例えば，カウンセリングやリハビリテーショ
ンの臨床，スポーツや芸術の実践のフィールドにおいて
も，身体を介したコミュニケーションを通して治療や表
現という相互行為が展開される（6 章・7 章参照）
．彼ら
実践家の身体知，スキルにアプローチする際にも，当事
者の一人称的視点 [諏訪 15a]，対象との関わりをもちな
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がら捉えていく二人称的視点 [佐伯 17]，および客観的

た，データの中のどこを見ていて，何を特徴量とすれば

に視覚化・定量化する三人称的視点の融合が期待される．

よいのか，さらに，その可視化方法が適切かを模索する．

本研究会でも，これまでさまざまなコミュニケーショ

データの取得，フィードバック，検証，を継続する

ン場面にアプローチする発表が行われてきた．うなずき

ことは，被験者だけでなく，指導者が過去のデータを見

運動と相づちの相互作用関係 [細馬 11]，バラエティ番

ながら振り返って考える機会にもなっている．フィード

組の芸人のコミュニケーションスキル [坂井田 11]，リ

バックにより新たな気付きを得ている様子が見えるの

ハビリテーション場面での理学療法士のスキル [児玉

は，非常に興味深く，著者もそれにより学ぶことも多い．

19] などである．2019 年 6 月に開催された第 28 回身体
知研究会では，
「二人の身体知：対人場面におけるダイ

5．アートと身体知

ナミクス」というテーマを企画し，剣道，音楽，教育な
どの対人場面のコミュニケーションについて，さまざま

本章では，芸術創作と身体との関係性・重要性につい

な発表と議論が行われた．今後，AI やロボット，VR・

て考え，その中で過去に報告された関連研究を紹介する．

遠隔技術の浸透に伴い，さまざまなコミュニケーション

芸術創作とはいかなる行為か？ この問いに答えるこ

の在り方が現れてくるだろう．そのような時代の流れの

とは困難な一方，例えば，芸術と関連する事象や社会，

中で，今一度，生身の身体を介した〈いま・ここ〉での

世界に関する各個人特有のものの捉え方の構築とその提

コミュニケーションのあり様や，その意味や価値も問い

示，とする考え方も見られる．ピカソやモネら著名な芸

直されるだろう．

術家の作品はまさにこの特徴が結実したものとも考えら
れよう．

4．郷土芸能と身体知

近年では，芸術創作に関して個人の高次認知のみに強
く依拠した営みとする認識を捉え直す必要性が提案され

郷土芸能は地域に根付いた固有の文化であり，技能伝

つつある．例えば，数多くの芸術作品が私達の身体を経

承は，主に口伝により行われる．また，
「良い」とされ

て初めて外在化され形をなす点は同意が多く得られるも

る動きが厳密でなく，同時に複数存在することも珍しく

のの，見逃されることの多い観点である．加えて最近で

ない．このような特性から，マニュアルがないことが多

は，芸術家の抱くイメージが具現化を通して発展するこ

く，学習者の動きの良し悪しは，個々の指導者の主観に

とが徐々に示唆されている．例えば，水墨画家の創作過

より判断される．このとき，指導者は理解できていても，

程を検討した研究 [Yokochi 05] では，空書（イメージに

学習者に理解させることが難しいケースがある．

基づく身体動作）を通して，
水墨画家がイメージを発展さ

従来，動きの比較・分析においては，映像やモーショ

せる様子が示唆されている．同様の過程は本研究会のダ

ンキャプチャが用いられてきた．例えば，吉村ミツらは，

ンス創作の報告 [清水 18] でも示されており，芸術家の

舞踊における被験者間の違いについて，関節の角度や位

高次認知過程と身体運動とが相互作用することで，創作

置の変化に着目し数値的な比較を行っている [吉村 08]．

のイメージが活発に発展することが示唆されつつある．

一方，著者（松田）は，指導者の指導「方法（過程）
」

また他者や社会・文化との関わり合いを経て創作が営

の可視化，という視点で捉えており，身体知研究会にて

まれることも近年理論的な示唆が行われつつある．着目

報告してきている [中塚 17, 髙橋 18]．これは，指導者が，

すべき点は，社会的な関わりの多くが身体を経て外在化

（1）どこに着目し，
（2）変化の量を捉え，
（3）判断した

されたイメージを通して営まれる点であろう．このよう

か，という過程において使った知見を，データに基づき

に，芸術創作とは身体や社会との深い関わりを経て，個

明らかにするアプローチである．

人・集団によって蓄積・発展するものと考えられる．そ

（1）
，
（3）は指導者達から情報が得られることが多い．

こでは創作時の作者の表象に加え，生じる身体行為や他

その一方で，感覚的捉えているため説明しにくい場合や，

者との関係性も含めて包括的な検討を行う必要がある．

そもそも意識をしていない場合がある．前者の場合，話

例えば，本研究会の発表の一つでは，創作物に加えて身

題を広くとり，工程すべて，抽象度を高いほうから低い

体行為の特徴なども含めて記録・可視化を行う創作支援

ほうへ，など，琴線に触れる概念を探り当てる聞き取り

システムの開発が行われている [永井 19]．身体が芸術

を複数のメンバに行う．後者の場合は，
特に（2）の「量」

創作において一つの基盤をなすことは確かであるが，い

による分析を併せて行うことで明らかになることがあ

かなる役割・機能を担うのか，その領域差などについて

る．

は今後の検討が必要であり，研究会を通して考える価値

分析においても重要な「量」が感覚量である場合は，

のある論点であろう．なお，9 月 16 日の第 29 回研究

一筋縄ではいかない．重要なことは，指導者が感じてい

会では「アートと身体」というテーマを設定し，上記の

る「量」がデバイスから得られた情報と対応することで

身体の重要性も含めた芸術に関する議論を行う予定であ

ある．さまざまなデバイスの特性を踏まえ，デバイスか

る．

ら得られたデータをどのように加工すればよいのか，ま
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られてきたわけではないが，例えば，当事者研究という

6．スポーツと身体知

形で，患者自らの語りのアーカイブや共有，それに基づ
く治療や看護，介護のデザインや教育などが行われてい

我々はサッカー，野球，テニスなどを学習し，才能が

る [石原 13]．二人称視点として，ユマニチュードなど，

あれば観客を魅了するほどまでに熟達する．その過程は

身体を通じたコミュニケーションがケアに有効とされる

身体知の宝庫である．

理論と実践が，ケアの現場に普及しつつある [ジネスト

運動学習では，まずは行為（ボールを蹴る・つかむ・

18]．三人称視点として，疾患や障害の定量的な評価を

打つ）の実行が目指される．テニスであればボールを相

目指して，モーションキャプチャや加速度センサを用い

手コートへ打ち返すことだが，当初はラケットとボール

た身体運動の計測，解析などが行われている（例えば，

が出合わないか，ボールがどこかに飛んで行ってしまう

[日高 16]）
．これには，発症リスクの推定，診断，リハ

（行為目的に至らない）
．ここでの動作は稚拙で，どう動

ビリの効果評価など，発症前から慢性期までの適用が検

けばよいか，どの筋を使うかなどはよくわかっていない．

討されている．身体知研究会においては，第 18 回研究

やがてフォームの指導を受けたり試行錯誤を繰り返すこ

会において，
「コミュニケーションを通じて一人称視点

とで，ボールと身体の関係性や身体の使い方（姿勢や四

を探る」というテーマを企画し，特に看護学の研究者を

肢間の協調的な動作構造）を会得し，ボールは思う方向

招いて，認知症患者の機能のアセスメントに基づいてケ

に飛び始める．コツが獲得され始める段階である．

アに生かす方法や，訪問看護師が在宅介護者の気持ちを

しかしこの段階の動作はバリエーションに欠け，多様

くみ取る方法などについて，研究発表と議論が行われた．

なボールにうまく対応することは難しく，ミスも多い．

このほか，初期から直近に至る研究会において，医療・

多様なボールを安定して打ち返すためには，ボールとの

介護・福祉分野における身体知についての報告がある（例

関係性に基づく多様な打ち方（あるいはコツ）を獲得し，

えば，
[江藤 10]）
．多くの分野との情報交換と議論を通じ，

ボール飛来時にはそうした動作イメージをしっかりとも

身体知研究が，幅広い分野の基礎理論となることが期待

つことが必要となる．やがて多彩なコツに基づく多様な

される．

フォームを，ほとんど意識することなく駆使してボール
を返球することが可能になる．

8．身体知と工学技術

このように運動学習は動作を意識できないところから
始め，意識的に動作やコツを得る過程を経て，その遂行

身体知にアプローチするために，さまざまな身体運動

がほぼ自動化される段階へと進む．そこでは動作の多様

の計測手法を用いた研究が本研究会で発表されている．

化や精緻化は重要だがゴールではなく，状況（相手の返

例えば近年では，小型マイコンやセンサの発達に合わ

球）変化に応じた行為の質（戦術的配球）の向上が目指

せてそれらを利用したもの [川原 18] や，深度センサや

される．

OpenPose などから得た人間の骨格情報をもとに運動を

さらに熟達者レベルでは，環境の微妙な変化を感じ取

解析したもの [Nakai 18] がある．身体知研究は多様な

り，動作を微妙に調整して成果を上げることが可能とな

ボールの動きに対応したり，新しいダンスの獲得だった

る．テニスでいえばコートの特性（ハード，人工芝，土）

り，そのときの状況への適応の仕方について扱うものが

であり，体操競技であれば床の反力であり，スキージャ

多く，ただ既製品の測定装置をそのまま用いただけでは

ンパーなら風向きや風速である．このようにして熟達者

なかなか身体知に迫り切れない．そのため，その構築し

は，安定した状況であれば非常に高度なパフォーマンス

たシステムの開発や実験方法についても議論に活発に扱

を，変動する状況では安定したパフォーマンスを発揮で

われている．

きるのであろう．こうした習熟プロセスを検証したり形

特に，計測した結果を用いてフィードバックを返す環

式知化することが身体知研究に求められており，これま

境を構築し，それに対する人間の挙動を観察することで，

でスポーツ技術の習得過程やトップアスリートへのイン

身体知の適応的な振舞いについて積極的に調べられると

タビューによる研究などが報告されている [橋詰 12, 橋

考えている．そのような研究として，人間の走行時の状

詰 14, 児玉 16]．

態をセンサで取得し音でフィードバックさせたもの [吉
岡 18] や，HMD を用いて VR 環境での人間の挙動を調

7．医療・介護・福祉と身体知

べたもの（安田和弘氏招待講演，2018）が本研究会で紹
介されている．

当該分野では，身体知に関する，一人称，二人称，三

人体モデルを用いたシミュレーション研究 [今井 18]

人称視点からの研究が求められる．身体をどのように知

やヒューマノイドロボットを用いたコーチングの研究

覚し，働きかけて，より望ましい状態に導くかが，当事

[Okuda 17] など，身体のほうを構築するというアプロー

者と専門職の共通の課題であるためと考えられる．それ

チをとっている発表もある．運動や認知科学についての

ぞれの分野で，一人称研究，身体知といった言葉が用い

他の学会ではなく，人工知能学会の研究会として，身体

身体知研究会（SKL）身体知の研究：イシュー，メソドロジー，ドメイン
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に対して環境を構築したり，身体自体を構築するという

達度に寄与しているのか，熟達のためにどのような感覚

アプローチによって身体知を考えることができるのが，

で身体をコントロールしなければならないか，といった

本研究会の特徴であろう．

感覚情報についてはまだ不十分である．したがって，今

最近はロボット分野において，例えば深層学習によっ

後は認知科学的，脳科学的アプローチも含めて，熟達者

て構成した身体モデルをさまざまなロボットに適用でき

がもつ身体スキルの感覚情報の外化と得られた情報を学

るか，という問題などで身体性が取り扱われている．今

習者が容易に理解，習得できる手法の研究が期待される．

後は本研究会としても，例えばディープニューラルネッ
トワークやソフトロボットのもつ身体知について考え，
それをロボット研究に応用できると面白いのではないか
と思う．また，人間の運動研究と人工知能・ロボット研
究の交流の場としても本研究会が貢献できればと考えて
いる．

9．身体知の教育・伝承
身体知研究会でこれまで発表された一般講演論文 134
件のうち，身体知の教育・伝承に関係した論文は 27 件
であり，全講演論文の 2 割の割合を占めている．この状
況は，身体知を獲得する過程や価値のある成果が要求さ
れており，身体知の教育・伝承の方法論および支援シス
テムに対する社会的ニーズが高いといえる．したがって，
本研究会において「スキル獲得を促進する環境デザイン
方法論の探求」を目的の一つとしている．実際に，陶芸
教室などでは，特徴的な身体動作を伴う制作方法を教わ
る過程や熟達する過程が，生徒にとって価値があり，身
体知教育としてビジネスが成立している．これまでの身
体知研究会の講演論文では，
（1）伝統工芸や伝統芸能な
どの分野，
（2）スポーツや音楽などの分野，
（3）工業製
品分野が主な研究対象となっている．
（1）については歴
史的価値が含まれているため，道具の使い方や手順，
「形」
といわれる身体の使い方をそのまま伝承することが重要
となる．
（2）についてはパフォーマンスの向上を，
（3）
では製品の高機能化，高品質化を実現するためのスキル
を身につけることが重要としている．このように，研究
対象分野に応じて扱う身体スキルとスキルの価値の違い
を考える必要がある．
また，これまでの暗黙知を多く含む身体知の教育・伝
承方法の多くは，学習者が模倣し，そのパフォーマンス
を評価してフィードバックすることを基本としている．
例えば，著者（松浦）の研究対象である被覆アーク溶接
技能では，直接溶接棒や姿勢などを見ることができない
ので，溶接結果の良否から習熟度を推定しなければなら
ない [松浦 12]．したがって，熟達者と初級者のパフォー
マンスや身体動作の比較をし，熟達度に寄与するパラ
メータの導出や評価法に関する研究が多い [松浦 17]．
また，身体知を学習者に理解させるための新たな表現手
法や，コーチングや学習支援などのコミュニケーション
手法の研究も行われている [諏訪 15b]．しかし，熟達者
の個人差が大きく，モデル化による身体知抽出が困難な
場合が多く，さらに取得した定量的情報がどのように熟
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