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例をあげよう．私たち一人一人が有する言葉の意味は

1．は じ め に

まさに身体知である．第三次 AI ブームの真っただ中，
人工知能研究の隆盛は凄まじいが，人工知能にとっての

身体知とは，身体に根ざした知，より広義にいうな

大きな壁の一つは「意味」である．2016 年 11 月には，

らば，身体と心と社会のすべてに根ざして存立する知を

ロボットに東大の入試問題を解かせることを目指す研究

指す．長年，心理学や人工知能は，知を身体や生活や社

チームが，問題文に含意された（言外の）意味を人工知

会の文脈から切り離して研究してきたが，1980 年代に

能に理解させることは難しいという発表をした（[日経

身体性という概念が脚光を浴びて以来，身体知の研究が

16] を参照）
．古くからシンボルグラウンディング（記号

徐々に隆盛してきた．ロボティクス研究の勃興 [國吉 08,

接地）という概念が物申すように，言葉の意味も身体知

けいはんな 04] はその表れである．本特集「身体知の発

であるからこそ難しいのである [諏訪 16]．例えば
「お酒」

展」の各論文の著者達は，2006 年に本学会の一分科会

という言葉の意味は，化学物質としての組成の知識だけ

として「身体知研究会」＊1 という組織を結成し，それ以

ではなく，それを飲んで酔った状態，ほろ酔いで夜の街

来 10 年強にわたり，身体知とは何か，どう研究すべき

をさまよう楽しさ，料理との相性が合ったときのうれし

かを少しずつ探究してきた．本稿は，本特集の冒頭論文

さなど，お酒にまつわる生活体験のすべてを内包してい

として，身体知とは何かについて「身体知研究会」で議

る．酒というものに対する社会の認知や，お酒にまつわ

論されてきた思想を簡略にまとめることを目的とする．

る文化も，
「お酒」という言葉の意味の一翼を担ってい
るのである．

2．知は身体・心・社会と共につくられる
3．身体知の研究の仕方
身体知を身体と心と社会に根ざすものと捉えるなら
ば，高齢化社会，子育て支援，障害や性差，働く形の多

では，身体知をどのように研究するのが良いのか？

様化，生涯にわたって幸せで健やかであることなど，さ

身体，心，社会の文脈の中に成立する知を研究するので

まざまな領域のものごとが，実は身体知の問題といって

あるから，当然，それらから切り離して研究するわけに

もほかならない，知は物理的な存在である身体にどう根

はいかない．日本酒の化学成分だけを分析しても，人が

ざして形成されるのか？

心とどう結び付いているの

有する日本酒についての身体知を垣間見たことにはなら

か？ 社会や生活の文脈にどう影響を受けるのか？ こ

ない．アスリートの身体知の研究を行う場合には，身体

れらの問いを，おのおのの領域の問題ごとに精査して分

の動きを計測・センシングすることはもちろん重要では

析する研究が今後ますます重要度を増すであろう．

あるが，身体の動きだけ取り出して議論しても身体知の

さらにいうならば，ある知が形成されると，身体の処
し方，心の在り方，社会や生活も変容する．つまり，知

探究としては事足らない．
日本酒の場合であれば，人がそれを味わうという行為，

は身体や心や社会に根ざすと同時に，それらを進化させ

その行為を司る意図，そしてその行為が生起する文脈を

る．身体知の形成は，身体，心，社会の形成そのもので

まるごと研究する必要がある．アスリートの場合であれ

あるといってもよい．したがって，知だけ切り離して探

ば，スキルを獲得した後の身体の動きや状態だけではな

究しても意味がない．

く，その動きや状態を支えている本人の意識，そのスキ
ルの獲得に至る学びの過程でのさまざまな問いの意識も
含めて探究する必要がある．そのアスリートがチームの

＊1 http://www.jaist.ac.jp/ks/skl/index.html

一員であるならば，チームという社会で彼（彼女）が果
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たす役割と，それについての本人の意識も探究のター

[堀内 16a, 堀内 16b] など非常に数少ない．西山らは，
モー

ゲットに据えるのが良い．

ションキャプチャによる身体運動の分析データをもと

本特集内の「身体知研究を支える理論・方法論」
（pp.

に，長期間にわたる身体運動を可視化し，それを本人に

222-228）に詳細は譲るが，意識のデータを取得するこ

フィードバックした結果生じた意識変容とパフォーマン

とは一筋縄ではいかないことをここでも触れておく．従

スの変化について論じている．堀内は，陸上選手として

来の科学的方法論では，観測は客観的であるべしという

速く走るこつを模索するために，日々メタ認知的に動作

思想が根強い [中村 92]．これを意識のデータ取得に適

や体感を言語化する習慣をもった結果，約 1 年間にわた

用するならば，研究者は，研究対象である被験者から完

る動作と意識の変遷の関係を論じている．

全に分離された状態で，客観的に被験者の意識を観測し
なければならないことになる．しかし，それはほぼ不可

5．技術・方法論・イシュー

能である．観測行為がアンケートやインタビューであれ
ば，多かれ少なかれ研究者と対象者の間にコミュニケー

ディープラーニングという学習アルゴリズムの確立に

ション（より一般的にはインタラクション）が生じ，完

基づき AI 研究の産業適用が活発な昨今にあっても，身

全分離は難しい．そして，コミュニケーション（インタ

体に根ざした意味の世界についての研究は未成熟であ

ラクション）が生じるということは，
「対象者の心に抵

る．つまり，身体知の獲得の問題は，現状の AI 研究に

触しないように意識をそっと取り出す」ことはできない

はまだ難関であるといえる．知能研究が次に探究すべき

ことも意味する．つまり，意識の深いデータを取得した

領域の一つとして，身体知は重点領域であることに疑い

いのなら，客観性指向だけでは立ち行かないのである．

の余地はない．

従来型のアンケートやインタビューは一時の表面的な

最後に，
「身体知研究会」で議論された多岐にわたる

データしか捉えられないことを限界と捉え，むしろ，イ

研究を俯瞰して，研究者達がこれから重要になると考え

ンタビュワー（研究者）とインタビュイー（対象者）の

てきた技術，手法・方法論，イシューを列挙しておく．

コミュニケーションの中から立ち上がってくる対象者の

● センシング・計測手法の確立や開発

意識をデータ取得するのがよいという考え方も起こり始

● 計測データの精緻化

めている [ホルスタイン 04, 忽滑谷 12, 清水 14]．

● それに基づく分析手法の開発

意識を深く掘り下げてデータ取得する一つの有効な手

● スキルの可視化とモデル化

法は，本人にメタ認知的に意識を語らせることであろう．

● それに基づくスキルの共有

インタビュワーとインタビュイーのコミュニケーション

● コーチングや伝承の手法・方法論

とは，実は，インタビュイーに深く考えさせる（メタ認

● 身体感覚をことばで表現する手法・方法論

知させる）ことにほかならない．意識のデータ取得法と

● 意識内容の分析手法の開発

してのメタ認知の意義については，
「身体知研究を支え

● 一人称研究

る理論・方法論」を参照いただきたい．

● 身体・道具・環境のインタラクションの分析
● 生活研究（生活や社会の文脈で知を捉えるという思

4．身体知研究のドメイン事例

想）
などである．この特集の各論文において議論しているも

スポーツにおけるスキルは身体知の代表的な事例で

のごとは，目下，リストアップしたことの一部に過ぎな

ある．しかし，スポーツを題材とし，アスリートがスキ

いが，本特集が身体知研究を発展に導く糸口になること

ルを獲得する長期間にわたる深い意識を取り扱った研究

を願う．

はいまだ数は少ない．野球 [諏訪 09]，ボウリング [伊東
05, 諏訪 06]，ダーツ [諏訪 07, 高尾 07]，スノーボード
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