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「一人称研究」という考え方は，
『人
工知能学会誌』2013 年 9 月号の特集「一

るのでは？

して寄稿することになった．
対談相手は，必ずしも一人称研究の

人称研究の勧め」で初めて提唱された

考え方に賛同しているわけではない．

[諏訪 13]．諏訪正樹，堀浩一が編集し，

その方の専門分野から見て一人称研究

両名を含めた 9 名の研究者（伊藤毅志，

はどう見えるのかを率直に語り，知能

松原 仁，阿部明典，大武美保子，松尾

の探究において本当に必須な方法論な

豊，藤井晴行，中島秀之）が論文を執

のかと議論を投げかけてもらうことを

筆した．さらに，この特集論文をベー

依頼した．この対談を通じて，一人称

スにして，より一般の読者に向けて加

研究とはなんぞや，どうあるべきかに

筆修正を施した内容の書『一人称研究

ついて，問いを深めたい．

✓

状況依存的な現象を見いだすこと
と，状況に応じて行動する様態を
見いだすことは異なる

✓

仮説を検証する研究 vs. 新しい仮説
を立てる研究

✓

仮説生成＋仮説検証のサイクルは
研究者の紡ぐ物語

✓

認知科学といえば内省報告だった
はず：主観的データをどう扱うか

のすすめ 知能研究の新しい潮流』
（近

本稿は，対談第一弾（青山学院大学

✓

ことばの役割

代科学社）
が，
2015 年 4 月に出された [諏

の鈴木宏昭氏をお招きし，主として諏

✓

一人称視点から見たデータをどう

訪 15]．客観性や普遍性を前提とする従

訪と鈴木が対談し，堀が必要に応じて

来科学の方法論だけでは，
「生きている

突っ込みを入れるという形式で，2015

生身のひと」の知を十全に扱うことが

年 1 月 26 日慶應義塾大学三田キャン

できないのではないかという問題意識

パスにて行われた）の後半部分である．

を共有し，上記の研究者達は，知能に

上篇は前号（5 月号）に掲載した．本篇

まつわる研究や学問の新しい方法論を

の内容に入る前に，上篇の小見出し（対

模索し始めたのである．

談を内容的にパートに分け，それぞれ

扱えばよいか？
✓

ことばは本人が変わる手段：時間
を止めて知を見ないことが重要

✓

学習者の言語報告データは，研究
者の着眼点を広げる

✓

分析方法をつくりながら研究する
コスト

しかし，この新しい研究観はまだ広

に付けたタイトルを「小見出し」と呼

✓

ことばをどう捉えているか

く受け入れられているとはいえない．

んでいる）をリストアップし，その概

✓

ことばは結果としての後付けか，

執筆した著者達も，一人称研究とは何

略をお伝えする．

か，どうあるべきかについて必ずしも

✓

一枚岩ではない．そこで，上記の著者
達が，人工知能・認知科学・心理学・

✓

ことばが身体を変えるのか

一人称研究特集号の経緯：まち歩
きの研究への批判がきっかけ

コーチング

situated cognition の思想（動的対

鈴木：数年くらい前に生田久美子さん

応力，生成的性質）

の『わざ言語』という本を読みまし

談相手に選び，一人称研究の考え方に

✓

situated cognition に対する世の反応

た [生田 11]．そこで，スケートの小

ついて議論する対談を，学会誌連載と

✓

状況依存性は客観的研究でも扱え

平奈緒のコーチをやっている，結城

社会学・哲学を専門とする研究者を対
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匡啓（信州大学）という相当すごい

然駄目で，でも，そういわれたこと

そればかりやっているそうです．そ

コーチの人の話がとても面白いと感

がきっかけになって別のことをやっ

の結果，親からさっさと走ることを

じました．やっぱり彼も，選手に伝

てみようとか思ったりする．

教えてくれ，という苦情がくるそう

えるためには言葉というのはものす

それもメタ認知の効用の一つ．コー

ごく大事で，それによって理解や定

チがそういうことを言うから，それ

諏訪：昨今の日本の教育では，教える

着が進むと述べています．だけど，

に着眼してみようとして，それを言

とはどういうことかについての「学

そのためにはまず言葉に対応する身

葉にして体感に留意をしてみる．そ

びのモデル」が，朝原さんが言って

体経験が必要とも言っています．例

うすると，コーチは「ほうきで掃く

いる類のことと違ってきているから

です．

えば，足の送り方を「ほうきで掃く

ように」と言っていたけれど，自分

で す よ ね． コ ー チ か ら 言 葉 を 受 け

ように」と言うらしいんですね．だ

は「そこに静かに物を置いていくよ

取ってそのまま自分の身体に適用し
ましょうという学びのモデルだから，

けど，今の子供は掃除機しか使わな

うに足を蹴る」みたいな，ことに行

いから，まずほうきで掃かせるのだ

き着くかもしれないわけです．学び

そうです．いろいろな身体感覚とい

というのは必ずしも相手から与えら

うものをもたせて，それに対して，

れたものをそのまま受け取ること

あのときのほうきっぽい動き，とい

じゃないんですよね．

うと，うまく選手にも伝わったりす
るという話でした．

鈴木：いや，だから，それがきっかけ
になるということですよ．

だから，教育の手段としてとかツー
ルとしてとか，あるいは学習の定着

諏訪：そう，きっかけになるというこ
とです．

を言われてしまうわけ．
画家が絵の描き方をどう教えるか，
我々大学教員が学生に研究のやり方
や仮説の立て方みたいなことをどう
教えるかも，似たようなところがあ
りますね．何かふわっとした感覚と
か，あそこでバチバチッと何かが起

の方法として，言語化というものが

こりそうだとか，そんな体感レベル

僕はすごく価値あるものだろうなと

学び観

思いますよ．

鈴木：最近新聞で，陸上の朝原宣治さ
＊1

「そんな教え方はどうなの？」と文句

のことについて，コーチが何らかの
＊2

方法で伝えたものをもとに（
「伝える」

堀：あと，再構成．意識の再構成 ．

んの話

を読みました．彼は陸上の

という言葉は嫌だけど）
，学び手は何

諏訪：僕は，その伝えるというところ

コーチを小学生達にやっているとい

か自分でヒントをつかんでほしいと

に関しては，若干，悲観的なんです

うんだけど，走り方なんて全く教え

私は思います．

けどね．

ないらしいです．足を上げたときに

学びのモデルをどう子供に伝える

鈴木：まあそうでしょうね．

どんな感じがするのかとか，要する

のか？

諏訪：コーチの着眼点がそのまま本人

に自分の筋感覚，体感というものを

美術教育なんかともすごく関係して

にうまく適用できるとは限らない，

どういうふうに自分が感じているの

コーチの自己受容感覚がそのまま本

かというトレーニングばかりやるそ

人も受容できるかどうかはわからな
いので，本人が自分で発見するしか
ない．自分で発見するという意味は，

うです．
諏訪：素晴らしい．僕が思っているこ
とと一緒だ．

小中学校の情操教育とか，

いるような気がしますけどね．
鈴木：そういう意味で，とにかく教育
だとか学習ということにおいて「メ
タ認知的言語化」というか（最近は
「からだメタ認知」というの？）
，そ

全部一人でやっていくことじゃなく

鈴木：一流の選手になるためには，自

て，コーチからいろいろなことをい

分がこう動いたときにどういう感覚

われたことの中で取捨選択するとい

がするのかをしっかりと意識に上げ

うこと．コーチが「ほうきで掃く感

ないといけないそうです．それを分

言語化は揺らぎをもたらす？

覚だ」といっているけれど，自分は

析対象にできない人は，絶対に一流

鈴木：だいぶ前に諏訪さんが企画した

ほうきで掃く感覚でやってみたら全

になれないって，彼は言っているん

認知科学会の冬のシンポだと思うん

ですよね．

だけど，その後に学会誌に「知覚と

＊1 （諏訪注釈）
：もちろん，ことばで定着
というフェーズもある．しかし，こと
ばの役割は定着だけではないと諏訪は
考えている．発散的にいろいろなこと
を意識に残して，その関係性をあとで
考えるために，ことばにすることが機
能する．意識に残したことがひょんな
ときに結び付くと学びが生まれるのだ．
ここで堀さんが「意識の再構成」と言っ
たのはそういう類のことかなと思う．認
知科学ではいわゆる「外的表象化」の
行為．デザイナがスケッチをする理由
[Suwa 97, Suwa 00] と同じ．

堀：へー．
鈴木：それは多分諏訪さんの感覚とも
近いんだろうなと，と思います．

ういうのはすごく可能性があると僕
は思っています．

創造」という特集号も組んだよね？
諏訪：はい．2004 年でしたね．
鈴木：あのときまで，僕は言語データと

諏訪：近いですね．

いうのはやっぱりアウト（No Good）

鈴木：ただそのためには，ものすごい

みたいな感じでした．そのときもそ

訓練をしなきゃいけないらしいです．

んなやり取りをいろいろとやりまし

ちょっとやそっとのことでは全然そ

たね．諏訪さんはその当時から言語

んな感覚はわからないので，ずっと

は熟達だとか創造にとってすごく大
事な意味がある，みたいな話をして

＊2 「朝日新聞」2015 年 1 月 8 日朝刊

いたけれど，僕は違うと思っていま
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した．それはなぜかというと，前に

というのはものすごくたくさんある

してしまう．ついつい，言葉のそう

すごくいい言葉を聞いたんです，ダ

んです」と，彼は言うんですよね．

いう一面しか捉えないようになる．

＊3

で踊っ

言語というのは独自のコネクティビ

その側面も重要な役割なんだけれど，

てくれたりした，相原朋枝さんとい

ティーとか，プロダクティビティー

多くの研究者がその側面しか捉えて

う人から．

とか，コンポジショナリティーとか，

いないことに，僕はフラストレーショ

そういうものがあるから，言語とい

ンを感じています．

ンサーでことば工学研究会

堀：お茶の水女子大学の人？
鈴木：そうです，元お茶大で今は日本

う平面に置き換えることによって，

「どうやって踊っているんですか」

社会事業大学です．あの人が踊って

図の世界でぱっとは気付かない結び

と 聞 い た 方 は， そ う い う オ ー ソ リ

くれたときに，誰かが「何を考えて

付きみたいなものが生まれて，それ

ティーのある言葉を求めていたのか

踊っているんですか」って直接聞い

がまたデザインに戻ってくるという

もしれない．
「あなたの身体の真実を

たんですよね．そうしたら，
「そうい

ことですね．それを聞いて「なるほ

言葉で表現してください，正しくモ

う質問に答えられるくらいだったら

どね」って．
「やっている本人が本当

ニタリングして表現してください」

別に踊りません」って言ったんです

に言うんだから，それはそうだね」っ

という意味だったとしたら，そして，

よね．
つまり，言語で表現できて，
「こ
うこう，こういうこと，これの苦悩

て．それ以来，僕は言語が意味がな

受け取るほうもそう解釈しちゃった

いという言い方をやめようと思いま

としたら，非常に不幸なことです．

したね．

当然さっきのような回答になると思

はこういう格好で表したかった」み

つまり，言語もパータベーション

たいなことを言えるんだったら，そ

というのか，タービュランスという

そうじゃなくて，
「あなたの身体の

れは身体を動かす必要はないんだと．

のか，揺らぎというのか，そういう

中で蠢いている何かを，完全な言葉

身体の動きというのは言語化できな

ものを起こすときのすごく重要な

にならなくてもいいけれど表現して

い，もっと原初的ないろいろな感情

ツールになるんだと理解したという

ちょうだい！

だとか情動だとかを喚起するような

わけです．身体だとか，スケッチだ

体を動かして表現してもらってもい

力があるから，踊るなり楽器を弾く

とか，絵だとかという，いわゆる言

いですよ」とか，質問の仕方によっ

なり絵を描くなりということをやる

語を使わない分野にとっては，言語

て回答は変わると思うんです．

んだと．それでなきゃ散文で書いて，

のもつ独特な性質が何か良いインス

別におしまいになるんだというふう

ピレーションというか，揺らぎとい

におっしゃっていて，
「なるほどね」っ

うのか，そういったものを与えてく

鈴木：はい．もちろん語っているんで

て僕も強く共感しました．僕はそう

れる．それで次のステップに行くと

すけど，彼女が否定したのは，この

いう思いがすごく強かったんだけれ

か，そういうことがあるのかなと思っ

ダンスのテーマは何かとか，自分が

ど，諏訪さんのシンポジウムのとき

たしだいです．そういう意味でメタ

なぜここでこういうことをやるかと

うんですよ．

もしくは今ここで身

堀：相原さん，
「ことば工学研究会」で
結構語ってくれたりとか．

にデザイナの方の発表を聞いて，だ

認知的に考えてみるとか，メタ認知

いぶ考えが変わりましたね．

的言語化というのは，多分その分野

諏訪：それは否定しますよね，当然．

でとても有効なツールなのかなと，

鈴木：諏訪さんはすごく大事なことを

諏訪：三浦秀彦さんという方のスケッ
チ [三浦 04] ね．

いう動機，意図に関わる言語化です．

それ以来考えています．

書いていて，
「自分の内面を語ること

鈴木：スケッチですよね．

堀：道具としてはもともと．

じゃないんだ，自分の身体と環境と

諏訪：大岡山の東京工業大学でシンポ

諏訪：道具．言葉というのはもろ刃の

の関係について書くんだ」と言って

ジウムをやったときですね．
鈴木：彼の創作ノートについて，
「ス
ケッチばかり描いてたんだろうな」

剣なんです．道具にもなり得るし，

いる．これはツールとして言語を使

しゃべったがゆえに縛られるという

うときにすごく大事なことじゃない

こともあるけれどね．

かと思っています．動機は駄目だよ

と思ったら全然違う．もちろん描い

うごめ

ね．

てあるんだけれど，字もいっぱい書

意図や動機よりもむしろ身体の 蠢 きを

諏訪：そうですね．

いてあるんですよね．それで，
「字が

言葉で表現する

鈴木：諏訪さんの言語化は，
（何で心理

どういう意味をもつのか」って僕が

諏訪：縛られてしまったときの言葉は

学者はあんなに言語化が嫌いかとい

ある種のオーソリティーを発揮して

うときの）エリクソンやサイモンの

諏訪：鈴木さんです．

しまう．子供のときからの「言葉を

言っているバーバルプロトコルに近い

鈴木：そうですか．そうしたら「やっ

しゃべるときには責任をもちなさい」

[Ericsson 93]．一方，諏訪さんが「そ

という教育が，言葉は不安定な揺ら

れは駄目ですよね」と言ったのは，ニ

ぎを与えるものとか，ツールとかで

スベット達が取り上げたレトロスペ

はなくて，ある種のオーソリティー

クションのこと [Nisbett 77]．
「何で

をもったものとして捉えることを促

あなたはこうやったんだ？」と，動

聞いたのか誰かが聞いたのか……．

ぱり言葉によって発想が広がること

＊3 第 8 回ことば工学研究会（2001 年 7 月
14 日）
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機とか意図とかって過去の行為の意

がよくわかってきました，だんだん．

図を聞くみたいな，それは駄目だと．

鈴木：僕はかみ合っていたと思って，1

諏訪：体感とか知覚とか，そういう身
体のレベルに焦点を当てて言葉で表
現することが重要だと思っています．
意図とかゴールとかプランとか，す
でに昔からある概念をいくら語っ
たって新しいことは起きない．そこ
が「メタ認知」と「からだメタ認知」

確かに．
をしたことがあります．例えば建築
家の隈 研吾さんも，模型をつくると

るんですけど（笑）
．
＊5

諏訪：うーん，かもしれないですね，
堀：僕もいろいろなデザイナさんと話

回和解している……
諏訪：僕もかみ合っていると思ってい
鈴木：デザイナの人

32 巻 4 号（2017 年 7 月）

のノートは本当

に衝撃的で．

言葉がふっと浮かぶんですって．で，
その言葉からまた新しい形が浮かん

諏訪：ええ．あのときに鈴木さんが変
わったと思いました（笑）
．

で，次の模型をつくる，そういうサ
イクルが回るそうです．

堀：そうなんだ．

諏訪：メタじゃないと．

鈴木：ただ，諏訪さんには昔から「メ

堀：それってメタじゃないでしょう？

タ認知って言うな」と何回も言って

完全にデザインループに入っていま

いた．メタ認知は認知心理学の業界

すよね．日比野克彦さんという人は，

で定着した言葉で，さっき批判して

線をこう描くと「あっ，雲」とか．

いたようにモニタリングの意味合い

それで，雲じゃないものを描こうと．

諏訪：十分身体を使っていますよ．

を非常に強くもっているし，自分の

言葉は浮かばないと言ったのは河口

鈴木：自分の身体と音楽との関係を語

プロセス自体の内省をして「これっ

洋一郎だけ．

の大きな違いだと思っているんです．
鈴木：例えば，身体を使わない場合は
どうするんですか．
諏訪：身体はあらゆることに使ってい
るというのが一つの仮説で……．
鈴木：例えば音楽を聴くとか．

れといわれると，みんな禅問答みた

て正しいことを言っている」みたい

諏訪：河口洋一郎さんって……．

いにしか思えないんじゃないかな．

な意味合いがすごく強くあるので．

堀：CG アーティスト．

諏訪：いや，でも知覚って身体と環境

諏訪：なので，最近「からだメタ認知」
一人称研究：ツール，データ，方法論

と言っている．

の関係だから．
堀：いま「意図とかゴールは語れない」

堀：ああ．じゃあ，別に何か新しい用
語をつくったほうがいいかもね．

と言った？
諏訪：いや，意図とかゴールは語れる

諏訪：今回の特集号の論文にも書いた

鈴木：最後のほうで話をしようと思っ
ていたのだけれど，全体を通してよ
くわからない部分があるのね．何か

んだけど，それだけを語っていても

んですが，メタ X って「X の X」と

というと，一人称研究とかメタ認知

しょうがないと言いました．体感と

いう意味でしょう．メタデータとは

とかというときに，それは教育手段

か知覚とか，身体に近いものごとを

そのデータの中に何が書かれている

とか学習手段としてのメタ認知なの

たくさん語るのがよいです．

かを要約したデータです．
「認知」と

か，データとしての一人称というこ

堀：でも，意図とかゴールが生まれる，

は，頭のことだけじゃなくて環境と

となのか，トラディショナルなサイ

そのときに語るというのが諏訪さん

身体のインタラクションも含むのだ

エンスの方法論と両立するくらい強

とすると，
「からだメタ認知」が本来

い方法論としての一人称なのか，と

のメタ認知で，従来のメタ認知は「頭

いう点です．これがぐちゃぐちゃに

メタ認知」だと思うのです．

なっていて，僕はそこらへんがよく

のデザインの研究

＊4

でやっていたこ

とですよね？
諏訪：はい．
堀：それはもちろんありだと．
ことばが促す行為・知覚のループ
はメタレベルではない？
鈴木：言語がもっているすごいところ
は，語りができると……．

鈴木：まあ，それはそうだ．

わからない．

堀：メタじゃない気もする．なんか下

諏訪：それは我々もよくわからない．

のほうでぐるぐる回っているところ

堀：そこは確かに整理できてないね．

に言葉が組み込まれているんだった

諏訪：
「データとしての」というとき，

＊6

ら，メタじゃないのかもしれない ．

堀：いろいろなことが明らかになる対談
になってきました．昔からお二人が
かみ合っていなかったところの中身
＊4 （諏訪注釈）
：デザイナがなぜスケッチ
を描くのかという問題意識で行った諏
訪の研究（脚注 1 を参照のこと）
．建築
家を相手に，自分が一つ一つの線に込め
た意図や背景の思考を語っていただく
という実験をした．そこで語られたこ
とは，もちろん意図や動機も含むが，ス
ケッチを媒介してこれからつくりだす
対象に対して自分が感じている何か曖
昧模糊としたものごと（本稿で知覚や
身体の蠢きと称していること）も含む．

その「データ」という言い方について
は，さっきの話に戻りますよね．過

＊5 上述の三浦秀彦氏．
＊6 （諏訪注釈）
：本稿を整理していて思う
ことを追記．自分の身体が環境との間
にどういうインタラクションを有して
いるのか（
「認知プロセス A」とする）を，
「感じて，言葉にしてみる」という行為
自体は，元の認知プロセス A に対して，
やはり「メタ」ではないか？ しかし，
そこで表出されたプロダクトとしての
言葉は，そのときの身体と環境のイン
タラクションにそのまま組み込まれて
いくから，組み込まれた時点でもう「メ
タ」ではない．
（堀注釈）諏訪さんのこの注釈は興味深
いので，もう少し考えてみたい．

去の現実を正しく捉えようとするた
めのデータだと思うとよろしくない．
僕は，
「データとしての」という言
い方をするときは，
「いろいろな時間
でのさまざまな現実を浮き上がらせ
ることができるデータ」ってぐらい
にしか思ってないです．なので，デー
タとしてのメタ認知と，ツールとし
てのメタ認知は僕にとっては一緒．
鈴木：例えば，特集の中の羽生さんにつ
いての論文 [伊藤 13] は，
インタビュー

一人称研究対談：
「一人称研究とはなんぞや」下篇
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デ ー タ を 使 っ て， デ ー タ と し て の

です」とかというのは，やっぱりま

一人称という感じがするんだけど．

ずい例なんじゃないかなと．

は決める必要があるかなと思う．
例えば，心理学でよく使う SD 法

諏訪：そうですね．

堀：方法論としてはね．

はどうですか．例えば，
「慶應」と聞

堀：そう，だからいろいろ混ざってい

鈴木：まずいと思います．

いて，明るい─暗い，軽い─重い，暖

諏訪：方法論は一朝一夕にできないじゃ

かい─冷たい，みたいな形容詞対を並

諏訪：混ざっている．

ないですか．多分物理だって何百年

べて印象評定するという，あの方法

堀：その指摘はそのとおりですね．た

ると．

かかっているわけですよ．でも何が

です．この SD 法って一人称ですか？

だ，教育とか学習とか，さらに実践，

方法論として適切なのか，
「適切」と

自伝的記憶研究なんかも，あのと

例えば野球をやるとか創造的設計を

いう言葉も嫌だけど，そこをああで

きの環境と自分とのつながりを書い

するとかというときの一人称をやり

もないこうでもないと詰めていくた

てくださいという質問紙をやったり

たいわけですよね，基本的にはね．

めの，今は入口に立っているに過ぎ

もする．それは一人称研究になるか

それを研究として話すときに三人称

ない．

もしれないし，ならないかもしれな

の方法論でしか論文を書けないこと

鈴木：そう．もちろんやってないから

だとなかなかつらいなというのもわ

駄目だって怒っているわけじゃなく

とは心理学の（実験心理学じゃない）

かっているので．

て．

人達は山のように使うわけですよね．

諏訪：そうですね．方法論としての一
人称．
堀：方法論として．従来の三人称の方

いけれど，どうですか．そういうこ

諏訪：もちろん．こういう一人称研究

そういう手法と諏訪さん達の手法と

の考え方を許容して，いろいろな人

は，やっぱりだいぶ違った性格のも

がこの分野に入ってきて，駄目なや

のかなという気がするのね．

法で論文に書けないとしたら，どう

つもあり良いやつもありという中で，

堀：それはそうですね．

いう書き方がいいのかと．でも何も

じゃあ，一人称という方法論は何が

鈴木：だから，ゼミで諏訪さんの論文

答えは出てないですけど．

許容されて何が駄目なのかというの

を読んだときも，
「これって質問紙調

鈴木：方法論という場合は，要するに
理論ということと同義だから，僕は
めちゃくちゃに敷居が高いかなとい
う感じがするんですね．
堀：そうですね．
鈴木：つまり，一人称を方法論として
用いるということは，こういうタイ
プのデータというか，言葉や概念は
使っていいけれど，こういう概念は

が決まると，それでいいのではと思っ

査も含まれるのですか」と，当然そ

ています．

ういう質問がゼミ生の人から来るわ

堀：実験心理学の方法論でできないこ

けですね．

とをやりたくて認知科学をつくった．

堀：あぁ，面白いね．

そこの方法論をつくろうとしていた

鈴木：そうすると，
「質問紙は駄目だろ

のに，何でまた実験心理にみんな戻

う，
多分」と言うと，
「何でですか」
「
，い

ろうとしているの？

というのはあ

や，諏訪さんから考えて許すはずな

鈴木：いや，実験心理学も認知科学に

諏訪：変数を与えちゃうことになるか

るよね．

使っちゃいけないみたいなことを明

は重要な柱の一つですよ．

示するということですよね．例えば，

堀：いや，そうだけどさ（笑）
．

物理学の物理法則を説明するときに，

諏訪：だけど，もともとひとの心のな

いんじゃないか」って言ったら……．
らね．
堀：SD 法は鈴木さんもお嫌いでしょ
う？

意図だとかそういうことを使っちゃ

かがブラックボックスじゃいけない

鈴木：もちろん．

いけないと明示的に言うじゃないで

といって，行動主義からの批判でもっ

鈴木：自由に記述しろと言ったら，じゃ

すか．質量だの時間だの何だのって，

て認知科学ができた．だから，レト

そういうことだけで語るって，そう

ロスペクションが何で駄目なのと堀

あ，一人称になるの？
諏訪：それは一人称になるための条件

いうオントロジーで決める．オント

さんが言うのは，そういうことです

ですよね．メタ認知って何を書けば

ロジーって，オントロジー工学的な

よね．

いいのかという質問を昔から鈴木さ
んに問われていて，答えとして「何

意味じゃなくて存在論．言葉の使い
方．どういう言葉を使っていいかと

一人称研究におけるデータ取得：良い

いうことだけど．

を書くかをこちらから与えたくない

方法 vs. 悪い方法

んです」と言ってきた．そう言うし

それから，その言葉の間にはどう

鈴木：堀さんの論文のこともちょっと

かないのよね．書いているうちに何

いう関係が成立しているかというこ

お話ししたいなと思っていたんだけ

を書くかは自然に決まっていく．例

とを，そんなに物理のようにきっち

ど， そ の 前 に 方 法 論 に つ い て も う

えば，あのボウリングの研究 [諏訪

りとは（どんな学問も）できないけ

ちょっと．確かに，初めから「おま

06] だって 1 年間にこんなに

れどもある程度固めないとまずいか

えは駄目，これも駄目」と言ってし

なと思います．なんか「インタビュー

まうと，多分諏訪さんと仲間達しか

をやった」と言って「一人称です」

いなくなって孤立しちゃうからまず

とか，
「1 回しか起きないから一人称

いと思うんだけども，ある程度限界

＊7

書い

＊7 （諏訪補足）
：その学生は実際に大学
ノート 7 冊分のことばを書き綴った（そ
の厚みを手で示しながら「こんなに」
と表している）
．
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ている．書いているうちに何とかな

鈴木：落とすよね．

ても恐れていて，ふるいにかけられ

るんですよ．そういうものなんだっ

諏訪：落とすと闇に消えちゃうから．

て残ったものの中でものを考えてい

て．だから自由記述なんですよ，基

堀：SD 法 の 論 文 が ほ か に 出 て い て，

きたいということなのかなって．だ

「ああいうのは嫌いなんだよね」とい

から科学というのは再現可能性だの

本的には．
鈴木：まあ，そうなんでしょう．
諏訪：それと僕が授業でよく言ってい
るのは，
「あるいっときだけで自由記

うのを書くのかな．
諏訪：日本人はなかなか書かないでしょ
う，それ．

反証可能性だのというのにかかるの
だと思うんですけれども．
堀：その今おっしゃっている科学とい

述のデータを取ろうとするな，何度

鈴木：方法論，オントロジーとコーザ

も取れ，同じ人で」と．1 回の自由

リティみたいなものを決めて，一貫

記述で良いデータが出てくるわけが

してやれるようにしてくださいとい

鈴木：えぇ．

ない [清水 14]．

うのは，多分何年も続けた後に徐々

堀：伝統的な人文科学はとりあえず入

鈴木：そうですね．僕は本当に，方法
論として，
「これは駄目なんだよ」と

に形を表してくるものだから今すぐ
できないのはよくわかります．でも，

うのは，19 世紀後半のいわゆる自然
科学からという意味での科学？

れないで？
鈴木：入れないということ．だから，

悪い例と，良い例「これは一人称の

「少なくともこれが一人称だよね，見

それがもちろん良いことだけ生み出

本当に良い研究だよね」というのを

事に一人称ですね」という研究，こ

すわけじゃないんだけれど．ただ，

示してほしい ．そして一人称をやっ

れはわかりやすい例で出してくれる

間違えた知識がずっと残っていくと

ていない人達に訴えるものだから，

と面白いかな，伝わるかなという感

いうのは，やっぱりおかしなことに

じがするんです．もちろん今までも

つながる危険性は高いかなと思って

やってきたっておっしゃるだろうな

います．そこら辺を従来科学ではな

＊8

「あなた達のデータ，ほら，一人称で
やるとこんな姿を現してくるよね」
と言うのが一番わかりやすいわけ．
まち歩きも悪くないんだけど，やっ

……．

かなかまずい部分があるって，特に

諏訪：うちの研究室の多くの卒論生が

再現可能性は中島秀之さんも相当厳

ぱり実験心理学者はまち歩きじゃ論

そういう研究をやっているんだけど，

しく批判していたと思うんです．で

文は書かないので「あぁ，面白いで

卒業する学生はなかなか学会論文を

もどうやって正当な知識を蓄積して

すね」と言うか，あるいは無視する

書かないですよね．大学院に行くん

いくのか，流通させていくのかにつ

かどっちかだと思うのね．あと
「これ，

だったら論文書かせるけど．結構良

いての保証はどうやるのかなって．

一人称っぽいけれど駄目なんですよ

い一人称卒論たくさんあるんです．

ね」というようなことも．
諏訪：まち歩きの研究に関していえば，

そ れ で， 堀 さ ん は 透 明 性 と お っ
しゃっていたけれど，透明性という

知の探究の積上げ

のは要するにやったことがわかると

いきなり正解を求めているような感

鈴木：堀さんの論文もとても面白く読ま

いうこととほぼ同義と考えていいで

じじゃなくて，まち歩きだって研究

せてもらいました．一人称とか，工

すか．

になるんだ [加藤 12, 諏訪 17] と示し

学と科学の違いとか，そういうこと

堀：うん．

て，もっとたくさんの人に参入して

をおっしゃっていましたよね．僕は，

鈴木：やったことがわかるということ

もらって，そこから「これは良さそ

科学というのは人類の発明した最も

うだけど，これは駄目だね」という

効率的で確かな，知識の生産とコミュ

感じになっていけばよいのだと思う

ニケーションシステムかなと思って

堀：基本的にはつくれる．だから，僕

んですけどね．

います．その前提としてあるのは何

のやつは割と再現可能なのが多いん

かというと，人は間違えるというこ

ですよね．だけど現象は再現可能じゃ

鈴木：良いプロトタイプがほしいとい
うことなんです．
堀：二人が言った，両方だったら？
実験心理学もやって，でも実験心理
じゃわからないことが一人称でわ
かったと．

となんですよね．論文を書くような
立派な人でも間違えるということだ
と思うんです．
その間違いをどうやって減らすの

ととは違うんですか．

ないので．
鈴木：一人称研究でやったときに，
（方
法論の問題にまた戻るのかもしれな
いけれど）
，おかしな研究の結果をど

確実な知識を積み上げていか

うやってこれはおかしいですよとい

諏訪：そのためには良い論文だけ通す

ないと，誤った知識の上に積み上がっ

えるのでしょうかね．例えば，あな

んじゃなくて，
「駄目だね」と言って

ていくととんでもないことが起きて

たの解釈じゃないんです，僕の解釈

通すというのがないと，わからない

しまうことありましたよね．遺跡の

はこうなんですという話になっちゃ

ですね．

発掘で 50 万年前から日本人がいたと

うと，全然つまらないじゃないです

堀：通すわけがないじゃないの．

か？

は，もう 1 回またつくれるというこ

かって訳のわからない研究．ああい
うのが放置されている世界になると，

＊8 この問題に関連する最近の記事とし
て，[諏訪 16] を参照のこと．

か．
諏訪：何が正しくて何が間違っている

いつか全部ひっくり返っちゃうわけ

かということを割と明確にいえるド

ですよね．科学というのはそれをと

メインとそうじゃないドメインがあ

一人称研究対談：
「一人称研究とはなんぞや」下篇
ると思っています．人の知のドメイ

き残れない作品もあるわけで．
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そういう相手がいて，相手に対する

ンはあまり明確にいえないドメイン

諏訪：そう．

反論という部分をすごく含んでいる

がじゃないかというところから，一

鈴木：でも見る人達が見れば，多分そ

と．

人称研究の思想はスタートしている．
自然科学って，自然の世界には人の

んなにものすごく大きく違うことは
ないと……．

きちんとレビューして縦糸つけて，
「今こんなムーブメントです（例えば

解釈の世界が存在しないという意味

堀：それはだから……．

ディープラーニングとか）
」とか言っ

で，何が正しくて何が間違っている

諏訪：みんな同じことを違う言葉で言っ

て横糸をつけても，斜め糸がなけれ

かというのを割と明確に証明できる

ている．積上げという言葉は広くて，

ばそれが誰に向けたものなのかがわ

分野だと思うんです．でも，知の学

鈴木さんの言った積上げというのは，

からなくなる．
「それじゃダメだ，
ちゃ

問を扱っているときには，一人一人

堀さんの言った積上げ（影響を与え

んとした（別の軸での）闘う相手が

生い立ちも違い，考えも違い，何が

るという意味での積上げ）よりちょっ

要る，それをちゃんと考えましょう」

正しくて何が間違いかということを

と狭義ですよね．

というのが佐伯さんの言った斜め糸

いえないドメインではないかと．
僕，
「知識の積上げ」という言葉が

ということだと思うんですけど．
斜めの糸：多様な軸を有する他の研究

諏訪：それもある程度やっていかない

すごく嫌いなんです．積上げという

との対話

とできないかも．今は，
「相手は従来

概念は，これが正しいからとある程

堀：自然淘汰もあるだろうし．でも学

の科学だ」といってスタートしてい

度わかったから，その上にこれ，次

問としては，佐伯 胖先生が『認知科

る気もするけれど，そこはまだ明確

はあれと．それは割と理想的なドメ

学の方法』[佐伯 07] に書いていた，

インだからこそいえる言葉ではない

縦糸・横糸・斜めの糸をきちんと明

堀：でも，一人称研究の方法論は何か

人間の知の分野はそうじゃな

らかにするというのが大事．一人称

と問われたときに，佐伯先生の『認

くて，積上げではなく，やっぱり「味

研究もおそらくそのとおりで，ただ

知科学の方法』に書いてあることと

語りっぱなしじゃだめで，縦糸・横糸・

相当程度重なりますというのは言っ

か？

わう」みたいな話

＊9

だと思うんです

よね．
芸術の分野なんてまさに，いろい
ろな人がいろいろな作品を発表して
いて，人に影響を与える作品もある

斜めの糸の中にどう位置付けるかと
いうのがきちんとできるというのが
大事だと．
諏訪：
「斜めの糸」って何でしたっけ．

し影響を与えない作品もある．そう

僕も，あれ，学生のときに読んでい

やって人々の中で自然にふるい分け

るはずなんだけど．

られてきたわけです，アーティスト
の中で．
積上げではなくて，影響を与える
か与えないか．知の研究は多分そう
いうことなんだというふうに僕は堀
さんの論文を解釈しました．

じゃないですね．やりながらですね．

てよいと思う．
諏訪：もう一度ちゃんと読み直さんと
いかんな．
堀：あれを読み直すと面白い．
鈴木：ところで，つくるって本当に面
白いですよね．僕は全然そんな文化

鈴木：要するに，それは何に向けた言

にいないので，というか，何もつく

葉なのかということ．誰に対する反

れない人間だけれど，GUI とかああ

論かとか，誰を相手にして闘ってい

いうもの，マッキントッシュが最初

るのかということなんですよね．

に出たときも厳密な地道な研究の中

例えば，マジカルナンバー 7±2 み

からではなくて，
「これ，いいよね，

たいな話は一体何に向けた話になっ

いいはずだよね」というのをぼんと

ているのか．あれはジョージ・A・ミ

つくっちゃう，そこから研究が逆に

けど，19 世紀以降の自然科学で証明

ラーが 1950 年代にやった研究です

始まるというのは絶対あるわけです

されるものだけが積み上げられるの

[Miller 56]．記憶研究のレビュー論文

ね．

堀：積上げは，僕，否定しないんです

ではなく，伝統的な哲学とか伝統的

だから，もちろん縦糸はしっかりし

な文化とか，あるいは伝統工芸の世

ているに決まっているわけですよね．

界とかで続けられてきて，積み上げ

そのときに情報科学が勃興し始めて

られるものもあるんだと思います．

きたわけですね．そういう横糸があ

鈴木：どうかな．いわゆるコマンドラ

諏訪：
「これはいいよね」って直観で出
したものは，最初はその「斜めの糸」
はあまり語れないわけですよね．

それは，多分，正しい・正しくない

るとよいわけです．ただ過剰な形で

イン型のインタフェースなんかには

とかいうのとはちょっとずれちゃう

情報の概念が用いられ，機械的な認

やっぱり強烈な不満があったから，

のかなと．この九谷焼は正しいとか

知主義というか計算主義も出てきそ

GUI みたいなことを考えたんだと思

この益子焼は正しいとかではなくて，

うになった．そのときミラーは「記

いますけどね．

九谷焼は九谷焼として生き残る．生

憶は確かに情報っぽいんだけれど，
ビット計算できないよね」というカ

＊9 特集号の諏訪論文に夏目漱石の言葉を
引用して，研究の世界も「味わう」と
いう態度が必要ではないかと問うてい
る．

ウンターを放ったわけです．本当か

諏訪：コマンドラインが相手だという
わけですか．
鈴 木： 字 を 打 っ て 何 か や る の が コ ン

どうかはよくわからないけれど，多

ピュータだよね，という，そういう

分そうだろうなとは思います．必ず

ものが闘う相手じゃないのかなと思
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とたくさんの人がやって，いろいろ

みるといいですよ．僕が語った心理

諏訪：だとしたら，我々は語っている

なケーススタディが出てくることで

学と全然違った心理学のイメージを

んじゃないですかね，斜めの糸を．

しかわかりようのないということで

もっている人達だから．そういうの

す．最初からそんな比較実験できな

をつくりたくて質的心理学というの

堀：そうだと思うよ．

いですよ．
一人称研究の良さをわかってもらうた
めに

鈴木：だから多分主張は限定的になら
ざるを得ないということですね．

をつくったという経緯があるから．
諏訪：やっぱり量というものに対する
アンチですか．

鈴木：だから「一人称研究の考え方」

諏訪：ならざるを得ないですよ．ただ，

が，個別の研究とか個別の何かのも

我々はそういうコンジェクチャに期

のの見方についてものをおっしゃる

待を抱いているという話で．その期

ところにあまり出てこないですよね．

んだったら結構だと思います．例え

待を抱く人がたくさん出てきてほし

どこにいらっしゃるんですか．

ば「学習についてこういう見方をす

いと願っているという，そういうこ

ると全然別のものが見えてきますよ」

とですよね．

鈴木：そうですね．
諏訪：その人達は認知科学会みたいな

鈴木：認知科学にもいますが，質的心
理学会というところがありますね．

とおっしゃるんだったらいいんだけ

堀：鈴木さんがゼミでこれを読ませた

ど，客観主義批判とか実験心理学批

と聞いてすごくうれしいと思ったん

鈴木：それから，発達心理学会の中に

諏訪：あぁ，そういうのがあるんだ．

判とかというと，学問全体の批判に

だけど，僕は，うちの研究室で研究

も結構な数の質的心理系統の人達は

なると，ちょっと．
（一人称研究が個

している学生にはちょっと読ませた

いるはずですよね．心理学会ではあ

別研究の積上げになるのなら OK と

くないなと思っているところがあっ

まり見ないけど，特にインタラクショ

思うけれど）
，初めから実験心理学批

て．なぜかというと，やっぱり航空

ンとか関係，要は保育だの母子だの

判だ，それが斜め糸だ，みたいにや

宇宙工学科の学生だと完全に自分で

ああいうところって実験のような統

られると，相当誇張を含まないとそ

ものづくりできるようになって，そ

制はそんなにできないじゃない？

んな主張はできないはずだから，やっ

の次の段階になってから読まないと，

だから，どうしてもシングルケース

ぱり論文としていい加減なのが出て

これ，わからないんじゃないかなと

でものを考えてみたくなるとかとい

くると思う．

思うんです．だから，単に対立とい

うのはあると思う．一人称とは多分

だから，個別の同じような現象に

うよりは，完全に従来型の研究がで

言わないような気がするけれども，

ついて，
「実験心理学でやるとこんな

きるようになった連中が次にこうい

そこら辺は大きな学会になっていま

ことしかわからないんだけれど，僕
達はこういうことをやったおかげで，

うことを……．
諏訪：つまり，自分で不満か何かを抱

こういうことがわかりますよ」と，
「こ

いてからでないと読ませたくない

の記憶現象に関わることとか，この

と？

学習現象に関わることで主流の考え

堀：もう一歩，何か別なことを考えた

方というのとは違ったものが見えま

いと思ってくれたときに初めて読む

すね，これ，大事ですよね」っておっ

と面白いのかなという気もしますね．

しゃったほうが絶対いいと思う．
諏訪：その比較ができないから困るん
ですよね．

すよ．逆に，発達心理学なんかでは
認知発達なんかをやっている人はも
のすごいマイノリティーで．
諏訪：どういうデータの取り方をする
んですかね．
鈴木：ごめんなさい，直接聞いてくだ
さい．僕は全然．
堀：質的心理学会の人達を，伝統的心

他の心理学分野との接点
鈴木：僕が読ませたのはなぜかという

理学の人はばかにしているというこ
とはない？

鈴木：だからといって，だから自然科

と，学科の人が質的な研究に関心を

学批判だとか実験心理学批判という

もっているからです．心理学という

るいは無関心なのかもしれませんね．

のは，それはぶっ飛びすぎのような

のはもちろん全然一枚岩ではなくて，

また，一緒になってやろうねと考え

気がする．

鈴木：しているかもしれませんね．あ

臨床心理みたいのもあれば，社会心

る実験心理学者もとても少ないと思

堀：なるほど．それは正しい．

理もあれば，実験心理学もあるんだ

いますよ．

諏訪：それもやってみないとわからな

けれど，特に最近質的心理学という

諏訪：なるほど．じゃあ一度……．

いのよね．だから，一人称研究でデー

分野が活性化しているんですね．こ

堀：なるほどね．

タを集めまくることを続けていくと，

れは一人称とは相性が良いと思いま

鈴木：でも，相当の会員がいて，何百

その違いがだんだん見えてくるわけ

す．ナラティブだの物語だのという

人とかという学会ではないはず，全

です．我々が一人称でしか見えない

ことをすごくいうし，相当程度オー

然．

世界があると言っているのは，今は

バラップしている部分はあるかなと，

まだコンジェクチャにすぎない．

骨格の部分はね．個々の研究はわか

そのコンジェクチャが割と全うな

らないんだけど，やまだようこさん

ものかどうかは，こういう研究をもっ

（現 立命館大学）なんかとも話して

諏訪：それは良いことをお聞きしまし
た．

一人称研究対談：
「一人称研究とはなんぞや」下篇
論理的思考を育てる数学と国語の必要性
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体」や研究対象の人達の「身体」は研

称研究には．

堀：ただ，気を付けないといけないの

堀：国語と数学は相関が高いでしょう．

究活動のやり方や研究内容にどう関わ

は，一人称研究ってばかにされる研

諏訪：ええ．国語が要ります．要は，

るのがよいか．研究成果はどのように

究になっちゃいけないと思うので

解釈力がないとアンテナが張れない

記述し，伝搬するのがよいのか．それ

す．数学とか物理ができない連中が，

気がしますね．メタ認知を学生にずっ

を学ぶ後世の（同世代）の研究者は，

あぁ，そんなものがあるんだって入っ

とやらせるとわかるんです，国語が

どう受け取ればよいのか．
「一人称研究」

てくるようなことは避けたい．やっ

できるかどうかが．テストにおける

は，これらの問いを改めて掘り起こし，

ぱり数学も物理もちゃんとできる連

国語じゃなくてね．

知の研究の進め方を「とにもかくにも，

中がこれをやってほしいというのは
ありますね．
鈴木：だけど，これをやるときに数学
要るの？

やりながら，デザイン」しようとする
まとめ

運動なのだと考えている．

「一人称研究」は，現状の学問ではひ

対談を通して，そして本稿を整理編

との知にまつわるものごとを捉えきれ

集する過程で，そのことをさらに強く

諏訪：結構要りますね．

ていないという直観のもと，
「どう学問

意識するようになった．あやふやさが

堀：数学できないやつが一人称研究を

すればものごとを捉えられるようにな

目立つ箇所，疑問に思うことなど，数々

るのか」という学問の「やり方」
（本稿

の論点を提示してくださった鈴木さん

で「研究データの取得方法」や「方法論」

に大いなる感謝の意を表したい．

やっても駄目だと．
諏訪：要ると思います．結局，言葉の
データをどう扱うか．数学って何の

という言葉で語られたこと）を探ろう

ために……．

とするものである．探る途上にあるた

堀：物事を論理的に考えることができ
ないやつが……．

め「やり方」はいまだ定まっていない．
しかし，一つ重要なことは，
「やり方を

諏訪：そう．

しっかりと定めてからでないと学問は

鈴木：じゃあ，数学っていわないでく

できない・やってはいけない」という

ださい，私できないので（笑）
．
諏訪：いやいや，だから「数学とは何
か？」ということなんですよ．
堀：鈴木さんとか，数学ができる人に

ことではないということだ．何ごとも，
新しいものごとをつくりだすときには，
「やり方」自体を模索しながらものごと
をつくるという方法しかないのだから．

仲間になってもらいたい．

本稿の読者である，これから研究を

鈴木：いやいや，できない．

やっていこうとしている人達には，既

堀：そう？

存の学問や方法論に無自覚的に従うの

数学というとまずいのか

な．

ではなく，自らの身体の声に耳を傾け

鈴木：数学といわれると……．

（上で「直観」と書いたこと）
，学問の

堀：そうか．じゃあ，論理的と．

「やり方」を編み出そうと模索すること

諏訪：場合の数．数学におけるあの辺

にも興味をもってほしいと思うのだ．

りのトピックは，何をもって網羅し

模索フェーズはとてもあやふやである．

ていると思うかということを一生懸

あやふやな状態だと進めないと思って

命考える．ああいうことはすごく重

しまうのではなく，あやふやな状態の

要なんだと今になって改めて思いま

ままそれでもあえて突き進む選択をし

す．

てほしいのである．

堀：統計的検定って何かというのがわ

＊10

「デザイン」

するって（より一般

かって，じゃあ，検定できないもの

的には，新しいものごとをつくりだす

という話をしないと，やっぱり検定

とは）
，実はそういうことなのだ．研究

そのものがわからない人がここに

活動における「ことば」とはどういう

入ってくるのはまずいと思っている

存在か．知の身体性という概念が叫ば

んですね．最初からあまりうまく実

れて四半世紀が経った今，研究者の「身

際にわからない子がいるから．
諏訪：そうなんですよ．
鈴木：そうね．やっぱりいろいろ……．
諏訪：もう一つは国語ですね．
堀：国語ね．
諏訪：圧倒的に国語が要ります，一人

＊10 ここでいう「デザイン」とは「新し
いものごとをつくりだす」という，広義
の意味である．日本認知科学会の 2010
年 9 月号の特集「デザイン学」や，科
研費の総合系複合領域の「デザイン学」
も同じ意味である．

次号は「中島秀之，池上高志，諏訪
正樹の鼎談」です．
（
「まとめ」文責：諏訪正樹）
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シドニー大学建築デザイン学科主任研究員
（Senior Researcher）
．2000 年 よ り 中 京 大 学
情報科学部助教授，2004 年より同学部教授．
2008 年 4 月より慶應義塾大学環境情報学部教
授．身体知の学び，感性を育む方法論，コミュ
ニケーションのデザインの研究に従事．共編著
に『一人称研究のすすめ 知能研究の新しい潮
流』
，
『知のデザイン 自分ごととして考えよう』
（ともに近代科学社，2015）
，単著に『
「こつ」
と「スランプ」の研究 身体知の認知科学』
（講
談社，2016）
．日本認知科学会，日本デザイン
学会各会員．

鈴木 宏昭（正会員）
1958 年生まれ．東京大学
大学院教育学研究科，単
位取得退学．博士（教育
学）
．現在，青山学院大学
教育人間科学部教授．研
究関心は，相互作用によ
る創発である．これらが
絡む類推，洞察，熟達化，インタフェースにつ
いての研究を行っている．著書に『教養として
の認知科学』
（東京大学出版会，2016）
，編著
書に『知性の創発と起源』
（オーム社，2006）
など．日本認知科学会（2013 〜 14 年会長）
，
日本心理学会，日本教育心理学会，日本教育工
学会，Cognitive Science Society 各会員．

堀

浩一（正会員）

1979 年東京大学工学部卒
業．1984 年同大学院工学
系 研 究 科 博 士 課 程 修 了．
工学博士．同年，国文学
研究資料館助手．同助教
授を経て，1988 年東京大
学先端科学技術研究セン
ター助教授．1997 年同大学院工学系研究科教
授．現在に至る．2015 年より東京大学附属図
書館副館長を兼務．創造活動支援システムを
中心とした人工知能の基礎から応用にわたる広
範囲の研究に従事．2008 〜 10 年本学会会長．
2010 年〜本学会顧問．IEEE，ACM，電子情
報通信学会，情報処理学会，日本認知科学会，
日本ソフトウェア科学会各会員．
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