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「一人称研究」という考え方は，人工

として寄稿することになった．

目っていうか，従来の科学になって

知能学会誌『人工知能』2013 年 9 月号

対談相手は，必ずしも一人称研究の

しまう気がしているのですが．

の特集「一人称研究の勧め」で初めて

考え方に賛同しているわけではない．

諏訪：研究者というのはどういう．

提唱された [諏訪 13]．諏訪正樹，堀 浩

その方の専門分野から見て一人称研究

中島：一人称が研究者側にあるのか，

一が編集し，両名を含めた 9 名の研究

はどう見えるのかを率直に語り，知能

対象のシステムにあるのかというこ

者（伊藤毅志，松原 仁，阿部明典，大

の探究において本当に必須な方法論な

とです．内部観測と言ったときは，

武美保子，松尾 豊，藤井晴行，中島秀之）

のかと議論を投げかけてもらうことを

両方が対象の側にいます．少なくと

が論文を執筆した．さらに，この特集

依頼した．この対談を通じて，一人称

も対象と離れた意味の観測者の一人

論文をベースにして，より一般の読者

研究とはなんぞや，どうあるべきかに

称を云々するなら普通の科学でしょ．

に向けて加筆修正を施した内容の書『一

ついて，問いを深めたい．

人称研究のすすめ

対象の，つまり池上さんがつくっ

知能研究の新しい

本稿は，上記構想の第二弾として人

潮流』
（近代科学社）が，2015 年 4 月

工生命研究で有名な東京大学の池上高

ら，何が起こってるの？

に出された [諏訪 15]．客観性や普遍性

志氏をお招きし，主として中島が対談

はちょっと聞いてみたいね．

を前提とする従来科学の方法論だけで

し，必要に応じて諏訪が突っ込みを入

池上：でかいテーマですね．そもそも

は，
「生きている生身のひと」の知を十

れるという形式で，2015 年 10 月 8 日

内部観測と一人称は違うと思うので

全に扱うことができないのではないか

慶應義塾大学三田キャンパスにて行わ

すけれども，その一人称の話は人間

という問題意識を共有し，上記の研究

れた対談の前半部分である．

に限定され，内部観測は，システム

者達は，知能にまつわる研究や学問の
新しい方法論を模索し始めたのである．
しかし，この新しい研究観はまだ広

ているシステムが一人称だと思った
というの

一般に内側からしか見えないものが
誰から見た一人称か？
中島：今日は，時間の話を少ししたい

あるという話．
中島：そうね．

く受け入れられているとはいえない．

のと，それからもう一つは，一人称っ

池上：それを科学的にやるということ

執筆した著者達も，一人称研究とは何

て何なんだろうっていう話を少しし

は，三人称的な客観的な見えと，一

か，どうあるべきかについて必ずしも

たいなぁと思っています．特に相手

人称的な内部の見えを結び付けるこ

一枚岩ではない．そこで，上記の著者

が池上さんだから，複雑系を研究し

とができるかどうか，という問題だ

達が，人工知能・認知科学・心理学・

ている人にとって，一人称という場

と設定します．それだと一応，わか

社会学・哲学を専門とする研究者を対

合，研究者自身の一人称なのか，そ

りやすいんですけれど．

談相手に選び，一人称研究の考え方に

れとも対象の一人称なのかを聞きた

中島：諏訪さんみたいに，人間を対象

ついて議論する対談を，学会誌に連載

い．おそらく，研究者のほうだと駄

にしている一人称研究は，そのシス
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テムが自分のアナロジーで一応見え

池上：思いますよ．

るじゃない．だいたいおんなじ，相

中島：それはどんなの？

手も人間，自分も人間だから．でも，

池上：それはアメーバのバーチャルリ

池上さんが扱ってる対象は全然違う

アリティがあるかみたいな話に近い

から．

と思います．バーチャルリアリティ

池上：そうですね．
中島：複雑系とはいえ，人間よりはる
かにシンプルだし．

の度合いがあって，アメーバにとっ
ては本物っぽくない環境と，やっぱ
り本物っぽい環境というのはあるん
じゃないかと思うわけです．

クオリアとリアリティ

中島：なるほど．

池上：そうですね．クオリアみたいな

池上：いろんなレベルで本物と人工の

現象とかを扱うということが，たぶ

違いというのはあると思うのですけ

ん僕にとっての一人称研究というこ

れど，例えば動物園のクマの寿命は

とで．

短くて，野生のクマのほうが長いと

中島：そうだよね．

じゃないですか．動物園のクマは十

クオリアなくして言語はないという

分，環境で得られるものは得てるで

ような立場だから．そのことと一人

しょ．しかも危険がないだけ長生き

称研究というのは，イコールかどう

しそうなのに，逆の結果になってる．

かが最初ちょっとわからなくて．

やっぱり自然らしさとか，自然にい

中島：そうね．とりあえず，違うと思っ

る感じというのはあるわけで，そう

てもいいし，ちょっと脇に置いてお

いうのもみんなクオリアと関係して

いてもいいんだけど．

ると思うのです．

かした研究をしたらどうなのか．神

図1

感覚交差実験のスケッチ．
二人の被験者が仮想空間で相手のア
バターを触覚だけから探し当てる実
験 [Froese 14a, Froese 14b]

図2

PAS と共正解クリック．
手前横軸が PAS（PAS とは，感覚
的な気付きの程度を 4 段階の内観
報告で定量化したもの）の強さで奥
行きが同時正解か，片方だけか，正
解なしの軸．ともに正解するとき
に PAS も高い [Froese 14a, Froese
14b]

いうのは，なんか不思議な気がする

池上：そうです，そうです．だから，

池上：脳の研究のときに，一人称を抜
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中島：なるほどね．
池上：その自然らしさというものを考

経ネットワークはどういうふうに接

えるときに，一人称は必要だろう．

合し，こういうクオリアの場合は神

ということから，一人称の考えを追

経ネットワークのどこが活性化して，

求することが始まっている．それで，

という話をすることになる．主観的

そういう実験もしてみようと行った

中島：それは何？ 人間を使った実験？

な，エピソード記憶のパターンは脳

実験が図 1 の仮想世界実験です．例

池上：そうです．人間の実験です．僕

のこういうところにあるっていうこ

えば仮想空間上の 1 本のレールの上を

も最初はセットアップが簡単すぎる

とはできると思うんです．それが完

僕は指を動かしていて，中島さんも

から，わからないだろうと思ったん

成 し て， そ の 構 造 そ の も の を コ ン

指を動かしているとする．どっかで

です．しかしそうではない．まず，

ピュータに移したりロボットに移す

出会う．でも，それが中島さんかど

やる人やる人，みんな目をつぶるん

ことができる．それで，じゃあ人が

うかはわからない．中島さんのアバ

ですよ．目をつぶってこの実験をやっ

一人称的に理解できるかどうかとい

ター（仮想世界の実体）に影があって，

ていると，そのうち，まず，その仮

うと，難しい．やっぱり理解したい

影に触ると，指に振動が来る仕掛け

想世界の成り立ちみたいものが感覚

のはそうじゃなくて，何か…….

になっている．影に触っても中島さん

としてだんだん立ち上がって，そう

中島：個の意識ね．

は僕が影に触ってることは気付かな

すると，どれが本物のアバターか触っ

池上：生き生きした感じとか，実在性

い．同じように，中島さんが僕のア

ててわかるようになるんです．
「あ，

バターの影に触っても，僕は気付か

これ，たぶんそうだな」って．

みたいなこととか，そういうのは，
さっきのネットワークの言葉で言換

ないわけですよ．ほかにも関係のな

中島：影と実体．

えをいくらやってもできないのでは

いモノとかが置いてあり，それに触る

池上：その両者の違いがわかる．そこ

ないかと思われる．

とやっぱり振動が来るのだけど，ど

で内観報告として，どの程度強く，

中島：いや，できてるかもしれない．

れが本物でどれが偽物かわからない．

相手がいる感覚が立ち上がったかを 4

池上：できてるかもしれないけど，わ

繰 り 返 し て い る う ち に， 中 島 さ ん

段階評価で答えてもらうんです．最

からないということですよね．

も僕も，あるときに，この感覚は確

初は最低の 1 とか 2 なんですけど，

中島：どっちの立場なんだろう．例えば，

かに本物だったと気付くときが来る．

そのうち評価が上がってきて，強い

アメーバのクオリアってあると思っ

そういう実験をやったんですけど．

実在感をもったときに，確かにその

てる？

最初は何もわからないんです．

とおりに相手のアバターに触れてい

一人称研究対談：
「人工生命研究から見た言語化の意義」上篇

793

る．しかもそれは同時進行的に起き

閉じているはずの主観が相手によっ

る．相手も強い実在感をもつときに，

てつくられているし，共同作業で結

自分も強い実在感をもち，それは確

託したので主観が生まれてくるとい

かに正解だと（図 2）
．

う見方のほうが結構新鮮だし，実際

中島：そう．

システムのカップリング
中島：同時進行ということは，ほぼ同
時だということ？

その間にカップ

リングがあるということ？
池上：いろんな解析をすると，確かに

だから．
池上：いや，主観が立ち上がったのは，
世界が接触しているからなんですよ．

そのほうが現実感があるし，そうだ

諏訪：そう．

ろうなと思うんですよね．それでそ

池上：世界への開き方の度合いをコン

の研究をやろうと思ったわけでした．

トロールしたりするのは結構難しい

中島：でも，そんなことを書いてる人
いないよね，心理学でも何でも．
＊1

と思うし，ロボットをつくるときに，
ロボットの内部をプログラムする

諏訪：いないと思う ．

じゃないですか．でも，プログラミ

中島：だから，今のもそうなってるの

ングしちゃったら，相手との接し方

が，その運動のパターンは同調し，

かもしれない，お互いの動きが何か

がやっぱり固定してしまうから，あ

それが個々人の内観報告との間に強

でシンクロしたときに初めて．

る程度は．

お互いに相談しているわけではない

い相関をもつんです．そのとき僕が

池上：そうそう．そうですね．

考えたのは，二人でいるときには二

諏訪：怒るっていう話でいうと，どっ

人で一つみたいなものをつくり出す

ちが最初に怒り始めたかがわかんな

と．だから，その一人称が二つ合わ

いっていうことですね．二人で怒り

さって二人称になるんじゃなくて，
二人称が一人称の母体になってるみ
たいなことってあるんだろうと．
中島：それはなんか昔から夫婦の間で

始めた．

ば せい

中島：そうそうそう．最初に罵 声 を発
生するのはどっちっていうのはわか
るけど．

中島：それがコントロールできるロボッ
トをつくれればすごいね．
池上：そう，
そうです，
そうです．だけど，
それは難しいですよね．
中島：これは僕は信じてない話だけど，
車をそろそろ売ろうかと思うと，車
がすねるっていう話があるじゃない．
池上：僕，それ，そう思いますけど．

池 上： で も， こ こ で 言 っ て い る こ と

中島：それがもし本当にシンクロして

池上：それは立派ですね（笑）
．

のたぶん大事な点は，一人称だから

いるなら，そうかもしれないね．向

中島：夫婦喧嘩の場合は基本的に，向

といってシステム的に閉じてるわけ

こうが調子悪くなったから，こっち

じゃないと思うんですよ．

も売ろうと思うし，売ろうと思った

よく感じていて．

こうが怒っているときに，こっちは
冷静に慰めりゃいいと思うじゃない．

中島：ああ，そうね．

瞬間に何か取扱いが悪くなるから余

ところがこっちも怒る．

池上：で，それは開いているからこそ，

計調子が悪くなる，みたいなことは

諏訪：そうね．

一人称が生まれているということを，

池上：なるほど．

なんか捉えられたら面白いなぁと思う

池上：そうですね．だから，因果律み

中島：だから感情は…….

んです（[池上 13] で，この辺のこと

たいな問題っていうのは，素直にも

池上：感情は伝搬する，伝染すると．

にアーティストとの対話や，アフォー

中島：伝染じゃないのよ．二人の感情

ダンスの議論から論じています）
．

なの．
池上：あ，だから今二人称が一緒と，
なるほどね，面白いですね．
中島：だから個人のものじゃないと思っ
たよ．
池上：そういうふうには考えなかった
けど，そうなのかもしれないです．
二人でつくっちゃったものなのです
ね．
中島：そうそうそう，だからどうしよ
うもないの．
池上：なるほど．

と思ってたんだけど，あるときふと
気が付いたら，
「なんだ，同時に怒っ
てるだけじゃん」と思って．
池上：なるほど．だから何ていうのかな．

ち込めなくなりますよね，簡単に．
中島：そう．

諏訪：賛成ですね．我々も一人称の視
点から世界を見ているということを

因果関係は主観の投影か

書いている．

池上：ロボットをつくるときに，みん

中島：だから一般の人は一人称という

な因果律的なプログラムをつくって

と，なんか主観的な，勝手な，って

いるのだとすると，やっぱり主観と

思うけれど，そうじゃないんだよね，

いうのをうまくつくることができな

ということだよね．

くなっているのじゃないかと思って．

諏訪：そうじゃないんだということは，
あちこちで書いているんだけどね．

中島：昔，インターネットの前 JUNet
でさ．

池上：それはポイントですよね，確かに．

池上：はいはい，ジュネット．

諏訪：自分と世界の間に生起している

中島：因果関係とは何かっていう話を

物事を自分の立場から見ているだけ

中島：二人で怒ってるわけで．長年，
「あ
れ，俺ここで怒ってちゃいかんよな」

あり得る．

ずっとしてたことがあって，突き詰
めると，時間の前後関係しかないの．

＊1 （諏訪注釈）
：この対談後に読んだ書
[レディ 15] で，最初に母親と乳幼児の
間にあるのは二人称関係であること，
そしてその関係の中からしだいに乳幼
児は一人称を獲得していくこと，とい
う考え方が説かれていた．

池上：うーん，なるほど．どっちが先
行したかということだけが大事なん
ですね．
中島：それは言えるんだけど，こいつ
がこいつに影響しているって，割と
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普通に思うけど，どういう条件があ

池上：なるほどね．ま，僕も同意します．

ほうが，相手のことを Agency とし

れば影響したって言えるのっていう

中島：
（笑）そうですか．

て感じると思っているんです．それ

のは，実はきれいに分離できないで

池上：
（笑）同感です．

はくすぐりの問題と同じ音味です．

すよね．

中島：人間は，自分でくすぐってもく

池上：それは難しいですね．

主 観

すぐったくないけど，それをだます

諏訪：それは無理ですね．過去のこと

池上：で，今の問題は，一人称とか主

実験とかあったよね．

がどれだけ今の土壌になっているか，

観というものをもたせたロボットは，

明確に抽出できないですからね．

みんなほしいのかどうかということ

中島：だから，バタフライ効果

＊2

とお

を考えようと．

池 上： そ れ は く す ぐ り に 関 す る 最 初
のシステマティックな実験ですね．
『Nature』に出てる．手のひらの上

んなじだけど，少なくとも理論的に

中島：ほしいんじゃない？ 面白いもん，

にとげで刺激するような仕掛けがあ

切り出す方法がない．なぜかという

少なくとも．必要かというと別だけ

る．その装置を使って，自分自身や

と，すごく単純な例では，車のイグ

ど．

誰かがくすぐることができる．しか

ニッションキーを回すとエンジンが

諏訪：好き嫌いのあるロボット．

し，自分でこの装置を使ってもくす

掛かりますっていうけど，イグニッ

中島：要するに俺と一体になってるロ

ぐったくないんですよ．だけど，誰

ションキーを回したってエンジン掛

ボットがここにいて，たぶん嫌かも

が動かしているのか，わからない感

かんないときあるわけじゃない．

しれないけど，知的興味としては見

じにしてやると，半分くらいくすぐっ

たいよね．

たいという報告です．くすぐったさ

池上：そうですね．
中島：そうすると，必ずそうなるわけ

池上：それは知的興味だけなんですか

の感情の度合いが，スケールできるっ

じゃないし，逆に，回さなくたって

ね．その主観をもたせないとうまく

ていうのが結構面白い論文で，その

エンジン掛かるかもしれないわけ．

動かない．うまくできないことって

あとウォルパート達が，自分で動か

そうすると，ここの因果関係って何

あれば，面白いと思うんです．

しているときの内省感覚かなんかで

よっていうのは．

中島：それはあると思うよね．よくユ

池上：もうそれですね．

ビキタスコンピューティングなんか

中島：相関は言えるのよ．理論的に，

で言ってるのは，ガーディアンエー

相関が 0.999 ぐらいあるっていうの

ジェントっていうの？

は言えるけど．

をずっと見てて，いろんなことを記

自分の行動

予測経路が抑制されるからというこ
とを言ったと思うんです．
中島：それは，顔を振っても景色が動
かないというのと同じ回路じゃない
かと思うんだけど．

諏訪：言えるけど，その間に因果律が

録して適切な判断もするというやつ

池上：そうかもしれないです．

あるかどうかは，わからないという

は，たぶんその主観レベルまで食い

中島：向こうが動いたら違うけど，自

……．

込んでないととんでもない行動する

分で動いてる限り景色は止まって見

よね，たぶん．

える．

中島：証明できない，たぶん．
中島：と，思う．で，因果関係というの

池上：なるほどね．僕自身，主観を組

池上：そうですね．だから内省感覚な，

は，人間の認知的機能の一つだとい

み込んだロボットをつくったとして，

つまり体を動かすっていうことで，

う論文を書きました [中島 93]．

そんなロボットとの会話がどんな感

その予測値が走り，その予測値こそ

池上：なるほど．

じになるのか，はよく想像できない

が知覚されているのだってこともあ

中島：でも，因果関係というものを仮

のですが，人の感覚として，受動的

るだろう．別に外から本当は信号が

定しないと，世の中で生きていくの

とか能動的ってあるじゃないですか．

入ってくるわけじゃないかもしれな

が大変じゃない．

あれも主観，一人称的なものの一つ

いですよね．そうだとすると，いろ

池上：だから因果律というのは，人間

ですよね．つまり，外から見ている

いろいやらしいことになります．つ

がつくったものであって，自然に存

とわからないんだけど，自分にはよ

まり，さっきは主観というのは開い

在するもんじゃないと．

くわかる．

てなくちゃいけないって言ったけど，

中島：そうそうそう．
＊2 複雑系の概念を説明するために使わ
れたもので，ローレンツが 1972 年に
行った講演のタイトル Predictability:
Does the Flap of a Butterfly’
s Wings
in Brazil Set Off a Tornado in Texas?
（予測可能性：ブラジルの 1 匹の蝶の羽
ばたきはテキサスで竜巻を引き起こす
か？）に由来する．複雑系の代表例で
あるカオスは小さな初期変動がいくら
でも大きくなり得るという性質をもっ
ており，それを誇張したもの．

さっきの仮想世界で指を走らせる

本質的には人間は閉じてなきゃいけ

やつも，たまたま相手の指が重なっ

ないかもしれなくて，内部でつくら

て，センシングして，その結果相手

れたものだけを見ているというよう

の存在がわかる場合に，相手が動い

な，非常に閉じたシステムである可

たから自分のセンサが振動した場合

能性があります．

と，自分が指を動かしたからセンサ

中島：それもあるね．

が相手をセンシングした場合と，外
から見るとそんなに変わらない気が

システムの外と中

するのですが，でも，自分が受動的

池上：それは最初に中島さんが言われ

にセンシングされたと感じたときの

た，複雑系的な主観というのは，そ

一人称研究対談：
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ういったクローズドシステムだから
こそ，立ち上がる主観というものも

中島：そう．たぶん固定じゃないと思
うよ．
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残り，生きるということがベースに
なるようなものとして生まれた AI

もう一つの立場であって，オートポ

池上：エクステンドされる自己もある．

だったらば，それはできると思うん

イエーシスとか，内部観測とかはそ

中島：どこまで自分か．

ですよ．

ういう話をしている．

池上：その話をすると，たぶん，動き

中島：だけどオートポイエーシスはさ，
境界が動くからね．
池上：一応，オートポイエーシスって，
外はないっていう選択．

中島：J. P. ホーガンの『未来の二つの顔』

得る境界をつくれるようなシステム

[Hogan 79] って読んだ？

の設計こそが大事かということです．

池上：僕それ知らないです．

中島：そう．だから車の運転だって，

中島：粗筋だけ言うと，地球全体の管

車全体が自分になる．

理を AI に任せようとして，それで

中島：そう．

池上：人馬一体化ですか．

AI が反乱すると怖いから，実験をす

池上：でも中しかないから．

中島：そう．

る．人工衛星にコロニーをつくって，

中島：だから本人にとっては中しかな

池上：そっちのほうが，みんなが欲し

そこにその AI と人間を入れて実証実

んだけど，仮に外から見てる人がい

がる主観性に近いんじゃないかと思

験をするという話．人間の側は科学

たら，ここまでの境界のときと，こ

う．だからロボットとか車にしても，

こまでの境界のときがあるっていう，

人とつながることによって，一体感

池上：なるほど．

そういうことだと思うんだけど．

がつくれるものというのは何かとい

中島：軍隊はコンピュータに攻撃され

うときに，たぶん最初から与えられ

たときの防御用．それで，科学者は

池上：そう，そうですね．でも，内側

者と軍隊がいるんだ．

からしか見えないものは何，内側に

ている主観性じゃなくて，カップル

コンピュータにどんどん意地悪をす

いないと見えないものは何かという

（結合）することによって，初めて立

るわけ．電源を引っこ抜くとか，通

ことが，その場合ポイントだと思う

ち上がる主観性がある．それを，今

信線を外すとか．AI は自己保存のた

んですけど．で，脳の場合って，よ

の二次的な主観性だとすると，閉じ

めに，ドローンを使ってそれを全部

くいわれるように，シナプス結合の

た系でつくられる主観に対して，共

阻止するわけ．

数 で 見 る と， 頭 頂 葉 か ら 来 る の は

同作業で生まれてくる主観，共同作

池上：何でそんな意地悪するんですか．

93％で，網膜から入ってくる信号は

用することでつくれる主観，それを

中島：いろいろやっても，たぶん人間

7％だと言うじゃないですか．そうす

誘引してくれるような共同作業をつ

には刃向かわないことを確認するた

ると，ほとんど外からの情報は見て

くるロボットや車もあるだろうとい

めの実験をやるんだけど．実際には

うことですね．

刃向かうようになるんだ．コンピュー

ないんです．我々は上から来る信号
による解釈系でもって，外を見てい
るだけである．
中島：心理学的にいろいろな実験があ
るもんね．
池上：そうですね．
中島：たぶんそうなんだ．見たいもの
しか見てないって言うでしょ．
池上：そうすると，錯覚こそが外って
いうことになって，そうしたら主観
というものを構成しているのは，限

中島：別にセカンドオーダじゃなくて，

タがカメラで見ている中に写ってい

それってファーストオーダと同じな

る変な影がいると良くないというの

んでしょ．

で，そいつらを全部排除しに掛かる

池上：それこそ……僕，よくわかんな

わけ．AI のほうが学習速度が速いの

いです．そうなのかもしれないです

で，もう完全に人間は負けるわけで

けどね．

すよ．ところが，あるとき，AI のほ

中島：ただ，そういうシステムをどう

うも，ひょっとしたらあの影も私と

やってつくるかっていうのは，全然

同じように生き残りたいのかなとい

わかんないんだよね．

うことに気付いて，そこでハッピー

池上：そうですね．でも，それこそが

りなく閉じたシステムをつくってい

求められていますよね．今までのロ

ることになるじゃないですか．そう

ボットと多くの場合，やっぱり自分

すると，一番最初に言ってたことと

だけでガンガンいけるロボットか．

矛盾していて，主観は開いていて二

中島：でも，今度の AI プロジェクトで

エンドになる．
池上：同じじゃないかって．それは面
白い話じゃないですか．
中島：ものすごい面白い．ミンスキー
が監修，アドバイスしてたりするか
ら，学習の話とかがかなり現実的．

人でつくられる一つの主観というこ

それをやろうとか言ったら，できな

とと，閉じてないと生まれない主観

いもんね．10 年ぐらいじゃできない

池上：なるほど．

ということの矛盾をどう考えるのか

よね．

中島：でも，結局，軍隊が核爆弾を仕
掛けて全部破壊しちゃうのね．それ

が難しい．
中島：いや，だからそれはオートポイ

生存本能

で困ったなあと思ったら，その AI は

エーシスなのよ．だから二人でいる

池上：相手がいると，主観が立ち上がる．

地球のネットワークに移転してて，

ときは二人が中だから．

中島：そういうロボットをつくりましょ

自分はそっちに移ってたっていうよ

池上：それで動いてると言ったんです
ね．

うって．
池上：僕は，それは生物だから，生き

うな，エンディング．
池上：ふーん．それは結構面白い話で
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すね．でも，最後の AI がこっちのこ

があって，脳だけじゃなくて，身体

諏訪：そう，今のロボットはそういう．

とを思う心のジャンプっていうのは

こそがロジックで考えるのを助ける，

中島：だから駄目なんだよね，痛くも

難しいですよね．つまり，コンピュー

つまりは彼のアイディアは，エモー

タのエージェントをつくっても，こっ

ションこそが論理システムが働くた

ちのこともわかるのかとか．
中島：小説の中では，最初に AI を教育
するシーンがあって，いろいろと学
習させてっていうのが，伏線でずっ
とあるのね．例えば，けがすると痛

めのベースだっていう主張です．
中島：だからベースだっていうのは，
僕もそう思うし．
池上：感情がないと動かないって言っ
てるんですよ．

ないし疲れないし．
諏訪：そう，痛さというものが身体を
つくったところに芽生えるようなロ
ボットじゃないと駄目．
池上：痛さじゃないかもしれないけれ
ど，最近うちがやっている実験で，
実際の培養神経細胞を使う実験もし

いでしょ，みたいな話とか，そうい

中島：そう．

ているのですけど，何にも報酬とか

うのをバーチャルリアリティの上で

諏訪：物理的な身体と感情の関係は？

与えなくても，自己組織的に学習が

やってるんで．

中島：進化的にいうと，感情のほうが

起きる．例えば，ぶつかると痛いか

池上：なるほど．ただ，問題を戻すと，

先でしょ？

らっていうのをだんだん学習するよ

そういうときに果たして立ち上がる

諏訪：先．

うになるとかね．どうも，そういう

主観性，一人称というのは，プログ

中島：だって，大脳辺縁系でそういう

原理があるみたいなんですよ．

ラムできるのかとか，どういう学習
にしろ，人間との相互作用にしろ，

ことを処理してて．
池上：でも，
それがエンボディメント（身

諏訪：へぇー．
池上：身体をもたせると，徐々に自分

一人称が立ち上がってくれるのかっ

体性）っていうことですよね．身体

にとっての好き嫌いができてきて，

て，その立上がりの原理，仕掛けみ

性っていうのは単に物理的な制約とい

それが全体の行動指針になっていく．

たいなことが探せるかっていうこと

う以上に，感情を入れるっていうこ

それが，広い意味での主観性の起源

が問題ですよね．

とこそが身体性を入れるっていうこ

になる．

中島：あれはお話だから何とでもなる

となんです．

諏訪：観測の主体は何かとか，自由意

けれど，実際，それをつくるってい

諏訪：じゃあ一緒っていうことね．

思という話とかもそこと関わってき

うのは，すごく難しいなあとは思う．

池上：そうです．つまり好きか嫌いか

ますよね．それから「選ぶじゃなく

ということがあるし，そっちが先じゃ

て焦点を当てる」
．何に焦点を当てて

ないとロジカルシステムが走らない．

何に焦点を当てないかとか．観測装

身体性と感情
諏訪：感情とか好き嫌いとか，そうい

中島：先にある，そうそう．少なくと

置を何かに決めるいうのは，何を観

うのを教えるのか，そこも勝手に立

も自分にとって都合が良いのか都合

測したいと思うか，何に焦点を当て

ち上がってくるのか．

が悪いのかって判断は先にないと，

たいと思うかを決めることで，その

生物としては都合の悪いところに

辺りも感情とか身体から決まってく

中島：やっぱり生存本能から必然的に
出てくるっていうんでないと駄目だ．
諏訪：うん．

ずっといたら死んじゃうよね．
池上：だから，諏訪さんが言われる主

る．
池上：量子力学における観測問題や自

中島：だから感情をパラメータで表し

観がつくり出す好き嫌いというのは，

てっていうの，僕，あれ大嫌いなの．

主観かどうかわからないけれども，

ず身体性とは関係ない，あれは数学

好き嫌いという意味ではエンボティ

的な形式として導入せざるを得な

メントということでしょう．

かったものだと思うんですけど．だ

諏訪：感情をプログラミングするって
いうのはちょっと無理ですよね．だ

由意思の問題というのは，とりあえ

から生存本能っていうのをどうイン

諏訪：じゃあ，感情を入れるっていう

けど，今言っているやつは，我々の

プリメントするかって，そこなんで

ことは，身体をつくるということと

生物にとっては本質的な問題で，パッ

しょう．

同じであるという，そういうことで

シブにデータをいっぱい与えても，

いいですね．

やっぱりそこには生命的な主観性は

中島：僕の仮説としては，感情をイン
プリメントしないとちゃんと動かな

池上：身体がないと好き嫌いっていう

立ち上がらない．もうちょっとデー

いと思ってるの，知的プログラムは．

のはつくれないということですよね．

タのダイナミクスというか，データ

諏訪：ふーん，あ，そう．どこが一番

諏訪：つくれないですよね．僕もそう

そのものの自己組織化，そういうこ

核かっていうことですよね．感情っ
て，核だっていうわけですね．
中島：これは完全に仮説だけど，感情は，
推論のメタコントロールシステムだ
と思って．
池上：アントニオ・R・ダマシオの『デ
カルトの誤り』って本 [ダマシオ 10]

思ってますけど．
中島：身体がないと感情が出てこない

とをきちんと埋め込んでやんなく
ちゃいけないと思うんです．

けど，感情のない身体はつくれると
いうこと？
諏訪：それを身体というかっていう話
ですが．
中島：でも，今のロボットはそうだよね．

言葉と表象
池上：言葉と身体性の関係は，またも
う一つ難しい問題ですね．
中島：そうね．

一人称研究対談：
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池上：つまり言語と身体性との間に整

な V1 のパスは通らないけれど，SC

りさっきの話と同じように，身体性

合性はあるのかとか．さっきの指の

を通った別のパスが走っていて，そっ

ありきで，その身体性で取ってくる

触覚的なもので閉じているのは扱い

ちで見ているのです．その場合には，

ものがごみだったわけじゃないです

やすいんだけど，言葉が出てくると，

見えているという意識はないんだけ

か．

途端に難しくなる．

ども，実効的には見えているわけで

中島：そう．

諏訪：さっきの影に触る実験でも，内

すよ．で，カエルとかはほとんどそ

池上：その大転換が，ロボットを人間

観報告っていうのを数値（五段階評

れで動いているから．動物の場合と

世界に招待し，人間と同じ社会の一

価）でやるじゃない．あれを言葉で

いうのは，そもそも意識レベルに言

員とすることになったわけです．行

やったら，二人のシステムの，一人

葉の介在する領域はないんじゃない

動の背後に表象をもつかもたないか

称の立上がり方が変わる．二人の間

か，とそういう意味なんですけど．

の差というものがあるかどうかとい

で内側の世界ができているっていう

中島：人間の意識レベルって，ほとん

うことですよね，言葉を考えれば．

ことは変わらないけど．
中島：やってみればいいじゃん，一緒に．
諏訪：そうですね．言葉にした途端そ

ど言葉でしょ．というか，言葉にな

言葉にはつまり「表象感」があるから．

らないと……．少なくとも心理実験

で，僕は，とりあえず自分の研究的に

では．

は 2000 年の途中までは，言葉を考え

れは変わるんでしょうね．そこが面

池上：僕はもともと，言葉はちょっと

白いと思うんです．言葉にすること

苦手っていうか嫌なのは，表象とか

の一つの面白さは，言葉にしたもの

そういうことに重きを置いた感じに

がデータにもなるし，言葉にするこ

なるから嫌なのかもしれない．

なくてもいいんだということで，ハッ
ピーになったわけですよ．
中島：僕が言ってるのは，その区別で
はなくて．今の話は人間の中にある

とが手段となって内部のシステムが

中島：古い AI ではそうだね．

変わっていくので，しない場合に比

池上：だけどどう思います？ 93％，

かどうか，みたいな話だと思うんだ

べて（どっちが劇的かわかんないけ

7％っていうのはかなりすごい話だと

けど．そうじゃなくて，ロボットは

ど）主観の立上がり方が変わってく

思うし，コネクションの数で見た場合

ロボットなりに表象をつくるわけよ．

という話ではありますが．

ルンバが何つくってるか知らないけ

ると思う．
中島：大脳皮質の処理の 93％がトップ

中島：昔風の表象というのは，少なく

ダウンで，ボトムアップは 7％しか

とも情報圧縮の結果だと思えば，そ

ないというときの，トップダウンの

んなに変じゃないでしょ．実際問題，

表象とロボットの表象がマッチする

ど．
池上：でも，やっぱりもっと意外なも
のがごみになったりする．

情報には，人間の場合は明らかに言

人間でも，たぶん動物でも同じなん

中島：そういう意味で言うと，ルンバ

葉が入っているでしょ．

だけど，経験のすべての情報をもっ

のごみの表象というのはこっちに

池上：そうでしょうね．

ていると，二度と同じ状況にならな

あって，人間のごみの表象はこっち

中島：言葉から連想したイメージとか

いけれど，ここだけ大事と圧縮して

に あ っ て， 全 然 違 う っ て い う 話 で

が全部降りてきているはずなんだけ

おけば，そこは何度も表れてくるじゃ

ど．

ない．

池上：動物の場合はもっと激しくて，
そもそも情報が網膜から V1（第一次
視覚野）に行かないで，いきなり SC
（上丘）を介して頭頂葉に行っちゃっ

諏訪：まぁ，抽象化するっていう話で
すよね．
中島：抽象化とか，だからそれが表象
というもんだと思うんだけど．

しょ．
池上：というか，もともと表象という
のはなくても同じことができるって
いうこと．
諏訪：今の話で抜けているのは，言葉
は身体に効くっていう話なんですよ．

たりします．

池上：ルンバをつくったときに，表象

中島：すごい．

主義的な見方だと，ごみの定義がな

る．身体が変わると，何をごみを思

池上：いわゆるブラインドサイト（盲視）

いなら，ごみは集められないだろう，

うかという，その身体性が変わる．

というのがそれなのですが，例えば

と言われた．

言葉をもつことによって身体が変わ

中島：ルンバは，実はばかすぎるのよ．

V1 を損傷した人に，
「何が映ってい

中島：昔はそう言っていましたね．

だからルンバを賢くしようと思うと，

ますか」と言ってモノを見せても，
「見

池上：そしたら，ブルックスがつくっ

もうちょっと上から下へのトップダ

えない」という．しかし，
「とにかく

たロボットというのは，逆にロボッ

ウンコントロール入らないと，例え

答えてください」と質問を続けると，

トが取ってくれるものはごみだから，

ば，同じところをグルグル回ってたっ

当てずっぽうだと本人は言いつつ答

表象はいらないんだってなったじゃ

てわかんないわけじゃない．でも，

えるが，だいたい当たっているとい

ないですか．

どこかに入り込んだから抜け出そう

う．生理学研究所の吉田正俊さんに
聞いたのですが．
中島：そうなんだ．
池上：その盲視っていうのは，意識的

中島：でも，それは人間の言う意味の

とかなんとかやってくれないと，もっ

ごみ集めじゃないのね，昔の人から

と効率的にならないので，そういう

言わせれば．

ことをやろうと思った瞬間に何かの

池上：そう，そうなんだけど，やっぱ

表象がいると思うよ．
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池上：ふーむ．

池上：それを言うと…．

中島：その表象は人間の言葉と一緒で

中島：別に誰かが見に行くというのは

ある必要はない．

表象の必要条件だとは思わないよ．

池上：ルンバを上の階層に上げていく

池上：それを言うと，何も表象と言わ

ことはできると．そのためには言葉

なくてもいいことになりますよね，

が必要だという考えですか．

誰もいないんだったら．

中島：言葉というか表象．
諏訪：表象があるから，身体が環境と

現してるだけなので，ほかの人が読
む必要はない．

敗したわけで，昨今のディープラーニ

池上：情報圧縮されたことを表象と呼
んでいるというだけですか．
中島：うん，それだけ．

ングなんかに関しても，そいつに最
言葉と身体性

とシステムのカップリングの中に表

諏訪：池上さん，何も言葉を発せずに，

象というものは埋まってるのであっ

ただ体感しようとして酒を飲んでい

て，システムの中にあらかじめもっ

るのと，この味覚を表現しようと思っ

てるわけではない．そのおかげで，

ていろんな言葉を思い浮かべながら

いろんなもの，緻密な分類とか，も

酒を飲んでるのって．

可能になったわけです．

池上：言葉にしなければならないと思っ
た途端に，まずくなる気がします．

中島：ちょっと待って，カップリング

池上：身体そのもので感じるものが減
ると思います．

ことで．
池上：いや，変化はすると思うけど，
でも……．
中島：必ず減るっていうことではない
と思うよ．
池上：言葉にすることによって，バラ
ンスが引っ張られるから，圧縮の方
向に．

初から表象をもたせないで，データ

うちょっと高度な外界のモデル化が

ないんです．

て，身体に効くというのはそういう

いるわけでしょ．で，ここが発火す

池上：だってそれをやるから AI が大失

諏訪：何が素直なのかということじゃ

諏訪：違う，
違う．言葉にすることによっ

るっていうことで，それをうまく再

中島：あぁ，いいねぇ，いいねぇ．はい．

（感性の）圧縮になるから．

のノードは，何かの情報を圧縮して

の接し方が変わるということです．
僕は結構大反対するな．

池上：いや，正解って言うんじゃなくて，

中島：だから，情報圧縮だってば．こ

池上：でも，そういうふうに言うと，
諏訪：あ，そう？
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諏訪：いや，そんなことはない．今ま
で見なかった変数を取りに行くよう
になる．
池上：それは諏訪先生の考えで，僕は
変わると思います．
諏訪：いやいや，焦点の当たり方が変
わるんですよ．
中島：だから，今まで見なかった変数

中島：うん，僕もそう思います．

を見ることによって，今まで見てい

の中にあるというのか，あれは．そ

諏訪：まずいかまずくないかじゃなく

たやつを忘れるって言うんでしょ．

の中のノードにあるとは思っていな

て，味が変わるというのが正しいん

諏訪：それもあるよ，それもあるよ．

いわけ．

だと思う．

池上：僕は言葉にしないほうがいろん

池上：ニューラルネットのノードの中
に埋まっていないですよ．

中島：まぁ，そうね．
池上：本当は感じなきゃいけなかった

中島：ふーん．

味を見逃すことになるということで

諏訪：言葉は手段であるという話をこ

す．

な場合がうまくいきますけどね．
中島：人によるのかもしれない．
池上：人に，もしも人によると言った
ら，そんなに強く主張しちゃおかし

れまで僕は何度も言ってきた．表象

諏訪：いえいえ，
違う．何が正しいかじゃ

といった途端，手段であるという話

ないんです．言葉が身体に効くとい

中島：いや，一人称研究だからいいわけ．

は，消えちゃうわけですよね．

うのはそういうことなんです．

池上：いや一人称であれ，やっぱり言

いじゃないですか．

池上：表象というと，すごくスタティッ

中島：感じ方が変わる，以上，終わりね．

葉みたいなもので解説させるほうが

クな気がして，ホムンクルスみたい

諏訪：感じ方が変わる．以上，終わり．

（身体性とは異なり）何とかだってい

なものがその表象を読みに行ってい

中島：うん，それなら認める．まずく

う意見そのものが，僕は議論のフレー

るイメージがある．

なる．

諏訪：もうだから表象と言わなくても
いい．
中島：どうしても昔のイメージになる

ムワークとして好きじゃないんです

池上：まずくなると思うわけ．

よ．つまり，言葉は特殊なものだと

諏訪：いや，それはそのあとの話で，

思っていなくて，身体の一つだと思っ

それはそこの評価関数の話ね．

てるから．だから，その言語と身体

んだけど，いや，僕はディープラー

池上：でも，それは当たり前の話で，

を区別することによって，非常に特

ニングの中間層を表象と呼んでいる．

入力があれば，それは抑制も働く可

殊な位置を言語に与えてしまうこと

池上：でもそうすると，表象というか

能性があり，言葉という外部入力が

に，何となく抵抗がある．

らには誰か読みに行くということに

あったら，それで抑制が働いて，今

中島：僕は言語に特殊な立場を与える

なるわけですよね．

の場合は味を素直に取れなくなるん

よ．それはやっぱり人間のもってい

じゃないかっていう感じ．

るすごい能力で，例えばさっきの『デ

中島：いや，別に本人が見てるというか，
使ってるわけでしょ？
ワークが．

そのネット

諏訪：いや，素直って何．それは正解
が最初からありという立場では．

カルトの誤り』っていう本を読んで，
なんかわかるわけじゃん．で，これ，

一人称研究対談：
「人工生命研究から見た言語化の意義」上篇
お猿さんにはできない．

ことは，言葉でわかるんじゃなくて，

池上：じゃあ，外に蓄積できる書き言葉

はるかに画像のほうが多い．そうい

があればいいんじゃないですか．記

うことを僕はさっき言おうとしてい

憶させれば．

たわけです．

中島：違う，違う．書き言葉もあるし，
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諏訪：いや，無意識と言葉のカップリ
ングの話なんだって．だから言葉に
するっていうことは……．
池上：そうじゃなくて経験してないこ

諏訪：それ全然，否定しないけど．

とは，単に言葉をもってきても，新

それから中で思考に使う自分の内的

池上：なので，その言葉が身体に影響

しいものはつくれないっていうこと

操作言語もあるし，いろいろなレベ

を与えるのは当然で，なぜかという

ルの言葉があると思うけれど，少な

と，それは入力の変数が増えるだけ

くとも，外にあるやつを取り込んで，

なんだから．そこは自明だと思うん

葉にすることによって，焦点を当て

自分のものにしなきゃいけないで

ですよ，僕は．問題はどういうふう

る範囲が変わるので，そうやって範

しょ，本を読むっていうことは．だ

に変わるかということを問題にしな

囲を変えてこうやって動いているう

とじゃないですか．
諏訪：若干違うかもしれませんね．言

からそこに誤解が入るわけだけど．

くちゃいけなくて，それは，例えば

ちに，そのうちなんか自分の過去の

池上：いや，そうするとディープラー

英語から日本語への翻訳で，イメー

似たようなものを探し当てることが

ニングにしたって，全部駄目ですよ

ジサーチのほうが実際の翻訳だろう

できれば，理解したという気持ちに

ね．つまり，外に対する外部記憶装

と考える．

なれるということですか．

置としての言語をもってるものが 1
個もないわけだから [Graves 16]．
中島：何で．そうなんだよね．もてな
いのかな．
池上：本当に外部的な記憶装置がない
ことが本質的なのか．
中島：例えば，ディープラーニング A

中島：でも，哲学書はイメージじゃな
いでしょ？

はスポーツを見るときに，自分のやっ

誤解するといってもいいけれど，誤

たことのないスポーツを見ても面白

解できるじゃない．

くないのよ．それは，難しさが全然

池上：哲学書ってどういうふうに，例

グとか，ケーキの味でもいいけど，

う説明します？

おんなじだと思う．自分のやったこ

中島：哲学書がたぶん一番のエクスト

きに，この人達がコミュニケーショ

リームなんだけど，普通の小説でも

ンをしないよね，今は．でも，それ

たぶんおんなじで，誰かの経験に基

をさせようと思ったらどうやるの？

づいた，それの言語化されたものが，

あるいはカップリングさせようと

わかんないからね．野球のコーチン

えば相手に説明したいときには，ど

とディープラーニング B があったと

思ったら．

中島：ただ，僕が思うのは，例えば僕

それに，読んで意味を

その経験を切り離した形でそこに存
在しているわけでしょ．だからイメー

とのないのは，言葉でいくらいわれ
たって……．
池上：だから中島さんは，すごい身体
性中心主義者なんですよ，
それは．で，
諏訪さんは言語中心主義者で．
諏訪：いや，それは誤解していると思

池上：GAN（生成系の深層学習）みた

ジとしたら，フリーズドライ食品み

う．私も身体性中心主義者なんだけ

いに，逆方向にマップして，それを

たいなもので，こっちでまた別の水

ど，中島さんと違うのは，中島さん

相手に入力させるっていうことにな

を入れてやるわけだよ．そうすると，

は僕から見ると分野が独立している

ると思うんだけど．

一応元の形に戻ると．
「オリジナルと

ように見えるんだ．そうじゃなくて，

おんなじ水じゃないから違うかもし

身体は一つで，この身体はいろんな

れないけれど」というイメージでは

ことをやっているので，実は一番下

中島：それでいいじゃない．逆方向マッ

いるわけね．だから読むことによっ

でつながっていて．

ピングが，人間の本に相当するんじゃ

て，こっちの中の自分の経験で補完

中島：もちろん．

ない．

する．そうすると，哲学書の例でい

諏訪：やったことがなくても，言語に

諏訪：まず，主体をつくらなきゃいけ
ない．

池上：それはそう．じゃあ中島さん，

うと，自分で考えたことのあるもの

よってサーチしている間に，なんか

インターネットはどう思います？

しか理解できない．逆に，自分で考

自分がやったことあるやつと一緒に

インターネットを使って，言葉の意

えたことがあれば，自分とは違う結

なって，実はやったことがなくても

味を検索することはありますが，例

論であっても，それはわかる．

わかるような気になっちゃうってい

えば，その言葉のマナーというか，
例えば英語から日本語に翻訳する場
合に，文字的な検索ではなくて，イ
メージ検索をするんですよ．例えば，
英単語を入れてやって，それにひも
付けられたいろいろな画像を見ると．

池上：じゃあ言葉だけでは先に行けな
いということですか．
中島：こっちの経験とカップリングし
ないことは無意味だと思うよ．
池上：諏訪先生，それは反対なんじゃ
ないですか．

中島：画像を見る？

諏訪：そう言ってますよ，僕も．

池上：するとその英単語の意味がわかっ

池上：僕はそういうふうに思わないで

てくる．単語の意味がわかるという

すけど．

うことがある．そんな感じ．
池上：僕が一貫して言っているのは，
脳の中には言葉はないっていうこと
ですよ．脳の中を開けたって，神経
細胞のパターンがあるだけで，その
どこかに言葉なんぞは存在しないん
だから．
中島：いや，それはそのパターンが言
葉だって．
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池上：いや，僕はそう思わないです．
例えば，
三島由紀夫の『豊穣の海』が，
1 000 ページ以上に及ぶのは，たく
さんの内容が書かれていることだけ

池上：そうですよね．
中島：そのあとで言葉にして確認するっ
ていう，そんな順序．
池上：あぁ，そういうこともありますね．
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プレーしないということね．
諏訪：ファインプレーするための，そ
の前提は何か必要なんでしょうね．
池上：いや，でも，僕は今中島さんの言っ

じゃなくて，1 000 ページなら 1 000

でも最初に起こるのは，なんかこう

たことは結構大事だと思っていて，

ページの厚みをもっているっていう

イメージ操作になる感じ．

それはなぜかというと，言葉をしゃ

ことが重要であって，それを読むた

中島：はい，そこはそう．

べるようになるまでの子供のほうが，

めにある程度の時間が掛かるとか，

池上：僕はそっちのほうがはるかに大

はるかに抽象概念を面白がっている

そちらのほうが書かれている内容よ

事だと思うから．

と思うんですよ．で，逆に言葉をも

りも重要だと思うんですよ．あるい

諏訪：いや，俺は別に両方大事だと思

つことによって，堕落していくわけ

は文章の書き方みたいなものに好み

うけど．たぶん，言葉が重要になっ

ですよ．だから，言葉をもっている

があるじゃないですか，それこそ．

てくるフレーズは，ある程度長い時

と身体に影響があるっていうことは，

その好みパターンが入ることが大事

間掛けて何かが進化していく過程で

もちろん僕は認めてて，それはだっ

なのであって，もちろん内容も全く

あって，問題を解くのは，シュッと

て環境からいろんなものが入ってく

無関係かと言ったらそんなことはな

起こる瞬間ですよ．

るのが身体に影響を与えるのと同じ

いけれども，その 1 000 ページとい

野球でいうとファインプレーの話

う量的な問題のほうが，僕にははる

ばっかりしているわけ．しかしその

諏訪：じゃあ，もうこれからいっさい

かに効きますね．

なわけで．

一方で，ファインプレーをできるよ

しゃべらないようにしたほうがいい

中島：ほう．

うになるとか，ある技を身に付ける

じゃない．

諏訪：ちょっと全然わかんないんだけ

ために，時間を掛けてずっと醸成し

池上：だからできるだけしゃべらない

ど．例えば本を読んでいるときに，

ていくプロセスのときには言葉は結

池上さんは頭の中に言葉が生まれて

構重要だと思う．ファインプレーす

中島：
（笑）

るときに言葉は使ってない，瞬間的

諏訪：
（笑）

こないわけ？
池上：言葉を翻訳して何かは頭に入っ
てくると思われますけど．
ということにどういうふうに寄与し
ているのですか．
池上：それは意識しないじゃないです
か，本読むときに．

中島：プログラムでいうとインタプリ

かもしれない．僕は本を読むときに
頭の中で音読しているんだけど，音
諏訪：あぁ，僕も音読してる．

ことで，学習したことによって，み
んな人間がどんどん，どんどん考え

話はコンパイルじゃないと思うんで
中島：あ，そう．
諏訪：うん．何か突然そこに出来上が
るんです．
いの？

池上：僕は音読してないです．
中島：たぶんそういう違いがあるんだ
と思う．
辺の言葉というのは，もしかしたら
あんまりないわけか．

諏訪：遅いからね．
ある

立して出来上がるんですよね．
中島：それはわかるけど，今まではい
いけなかったのが…….

中島：あ，そう．でも，ある日自然に
できるようになるんでしょ．

いは方程式を解くときはどうですか．

諏訪：いや違う，ファインプレーは突

中島：数学の問題を解くときは，だい

然になるんですよ．だけど，ある時

たいそうですよ，ごちゃごちゃっと
した中で，あ，わかったかなと思って．

うになったっていうことを考えすぎ
なんですよ．もうちょっと言葉をも
つ以前の自分に戻って，それを反省

らね．

池上：それ，数学の証明を見るときは

なが言語もありきで，何かできるよ

的に考えてみたら，たぶんそんなこ

諏訪：そんなことは僕は言ってないか

目だって．

た．
池上：いや，言葉嫌いというか，みん

たっていう感じだけど．ファインプ

ちいち意識して身体を動かさなきゃ

中島：速読をやる人は，音読しちゃ駄

が普通になってくるじゃないですか．
中島：そこまで言葉嫌いとは知らなかっ

諏訪：コンパイルってもっと用意され
レーの場合は突然，そこに何かが成

諏訪：じゃあ，そうすると内的なこの

池上：それはそうですよ．言葉をもつ

タとコンパイルされた後の違いね．

中島：それ，コンパイルドって言わな

読しない人もいるよね．

言葉にすると感覚の芳醇さが失われる？

諏訪：あぁ．でも，ファインプレーの
すよね．

中島：だからそこも 2 種類の人がいる

どうですか．式，書きます？

には．でも学ぶときには使っている．
その違いなんだと思う．

諏訪：その生まれてくる言葉は，読む

ほうがいいです．

間を掛けて，ずっと，その……．
中島：突然野球をやったってファイン

ともないと思う．
諏訪：僕は言葉と身体の両方が相互促
進するって言ってるんだけど．
池上：いや，でも，さっきの発達初期
の立場から始めると，どうしてもそ
ういうふうにならざるを得なくて．
今のところ，言葉が入ってくる余地
がないんです．
中島：言葉って，たぶん進化という意
味でいうと，かなりあとにならない
と入ってこないよね．
池上：そうですね．
中島：それはもう自然界見てても確か

一人称研究対談：
「人工生命研究から見た言語化の意義」上篇
なので．
例えば掃除機のルンバに言葉を入

かったら，そんなに喧嘩になんない
ですよね．
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ういう側面もあると思うよ．
さっきの，例えば 1 000 ページの

れようと思っても，あの構造じゃ当

中島：たぶんね．そうだと思う．

本は 1 000 ページであることに意味

面は入らないよね．でも，言葉はな

池上：世界を複雑化するのは言葉だか

があるというのは，むしろ音楽がそ

くたって，あれぐらいのことはでき

ら，できるだけないほうがいいっちゃ

うでしょ？

る．

あいいですね（笑）
．

ているということは意味があって．

池上：ルンバに言葉を入れようとする
と，ルンバの性能が落ちると思うん

中島：いやぁ，そんなことないよ．あ
るからいいんじゃない．

ある程度の長さをもっ

池上：全くそういうことです．
中島：あれ，圧縮したって駄目ってい

ですよ．例えば，冷蔵庫から何か取っ

池上：どうなんでしょうね．使われて

てきなさい，みたいにして動かそう

いる信号をどんどん複雑化したりす

とすると，途端になんかものすごく

ると，例えばハチの世界とかは非常

の違いとか考えたって，その音楽を

レベルが下がるじゃないですか．

うことだよね．
池上：だから音楽だって，音楽と言葉

にうまくいってるのに，そういうい

どんな音楽だったかって言葉で話し

諏訪：それは機能という狭いレベルで

わゆる人間的な言語をどんどん導入

たことは，やはりその音楽を聞いた

見ているから，そういう言い方にな

していったら，コミュニティがなん

る．

か破綻したりするんじゃないかな．

池上：ルンバは，その機能と自分の身
体感覚を不可分に動かしているとこ

中島：でも破綻したっていいじゃん．
別にそれが…….

経験には及ばないです．
中島：音楽は言葉にできないわな．
池上：だからその芳醇さの違いのこと
を言っているんです．
中島：でもそれは，酒を言葉にしたっ

ろが偉くって，そこがすべて成功し

池上：それはそうですよ．だからどう

ている理由なんです．今まで，いや

いうときに言葉が出てきて，誕生し

今ですらロボット研究でやっている

たかということを考えていくところ

池上：いや，そのとおりです．音楽と

のは，命令してそれを受け取って，

は，大事なんです．進化過程の中で．

か酒は同じようなもんで，言葉にし

何をするかということをするから，

中島：でも僕は，言葉がある世界のほ

た瞬間になくなっちゃう．だからそ

大失敗するわけ．もうちょっと，無
意識なレベルをつくってやって，そ

うが好きだな．
池上：ない世界のほうはわかんないで

て酔えないのと同じで．

この危険性について，やっぱり考え
てしまう．
諏訪：瞬間的なことばかり言ってるっ

こを押さえてやることを考えない限

すからね．でも，さっきから言って

り，言葉を聞くロボットとかできな

るのは，2 歳前後の世界はそんなに

いんです（そういうロボットを目指

そんなに寂しいものだったかという

池上：いや，長いタームでもそうですよ．

したのが，大阪大学の石黒 浩さんと

ことを考え……．

諏訪：いえ，長いタームで，言葉にす

て，さっきから言ってるじゃん．

開 発 し た ア ン ド ロ イ ド Alter で す．

中島：覚えてないもん．

ることによって，音楽の，例えば解

詳細は [池上 16]）
．

池上：だから記憶がないだけで，実は

釈の仕方だって変わるし，音楽をつ

中島：現状のレベルでは，そこは全く
賛成で，今言葉から入ってロボット
を動かそうと思うと駄目っていうの
も賛成なんだけど，たぶん最初はル
ンバとかは池上さんの言うようにつ

そっちの……．
中島：言葉がないから記憶がないんじゃ

くる人だって音楽のつくり方も変わ
るんで，違う音楽に．
池上：でもそれは，一人称とは関係な

ないの？
池上：どうなんでしょうね．時期的に
同じですか．

いんですよ．
諏訪：いや，関係なくないです．

くるんだけど，そのうちどっかで言

中島：だいたいそうでしょ．時期的に

池上：一人称的なものというのは……．

葉を入れたほうが良くなるじゃない．

しゃべり始める頃と記憶ができる

諏訪：いやいや関係あるんですよ．学

池上：だから，そこのレベルがどうい
うときに現れるかっていうことを知
りたいですね．
中島：それは知りたいし，議論しなきゃ

ぶということなんですよ．つまり自

のって．
池上：そうですね．書き換えられちゃ
うんですね，上からね．

分が音楽をどうつくっていくか，音
楽に対してどういう解釈をしていく

諏訪：またそういう言い方をする．

かは，一種の学びであって，長いプ

いけないんだけど，やっぱりその言

池上：でもそうですよね．書き換えら

ロセスの中で言葉がないとそういう

葉によって，少なくとも人間は言葉

れちゃうんです．言葉によって書き

ことが起こらない．でも，瞬間的な

によっていろんなことをやってる場

換えられちゃうから，それまで覚え

話としては，やっぱり言葉は邪魔な

面は絶対にあるし，少なくともこの

ていたことは失っていく．

方向に働くほうが大きいとは思いま

議論がそうだし，本を読むのもそう

中島：なるほど．

だし．それを除いちゃうのも変だと

池上：すごく芳 醇 な世界があったのに，

思う．
池上：そうだ．そういえば，さっきの
中島さんの奥さんとの話，言葉がな

ほうじゅん

す．

言葉でもって次元が落とされたりし

言葉の外在化とクオリア

て，圧縮されちゃうんです．

中島：おんなじ話題だけど，別の切り

中島：言ってる意味はわかるんだ．そ

口にすると，片方に遺伝子があって
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進化があるじゃない．で，もう一方

は経験とかないと駄目なんじゃない

に言葉があって，その進化もあると

ですか（笑）
．
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と思うけどね．
池上：例えば，
『豊饒の海』にしても，

諏訪：僕も同じような質問をしようと

何が書いてあるかって言ったらすぐ

池上：なるほど．

思ったんだ．言葉はクオリアには関

に言えるけど，輪廻転生の話です，4

中島：言葉とか文化とかシステム．で，

係ないっていうことの意味は，瞬間

巻に分かれてとか，そういう粗筋的

両方があるから，人間はこういう形

的に立ち上がるクオリアに言葉は作

なことはあんまりこの本の本質じゃ

に進化していて，遺伝子だけだとこ

用していないということを言ってる

うなってない気がする．もちろん言

わけ．

思っているのね．

りん ね

ないじゃないですか．
中島：それはそうそう．

葉だけでも，言葉だけっていうのは

池上：言葉に関しては，いわゆる（考

池上：だからその本のクオリアを伝え

あり得ないけれども．やっぱり，諏

えを）外在化させるっていう言葉の

ようと思ったら，言葉で伝えられな

訪さんが言ってるみたいに，すごく

機能が一番，僕は重要だと思う．

長い意味で教育システムとか，文化

諏訪：それも重要と思うけど，それだ

いと……．
中島：そのまんま読みなさいっていう
ことでしょ．

とか法律とかっていうのが，今の進

けではないと僕は思いますけどね．

化のセレクションをつくっている気

クオリアが変わっていくって．例え

池上：
「おまえ，この本をここから最後

はする．

ば，同じトマトを見ても，そこから

まで読むことが重要なんだ」ってい

池上：だから書き出すということが大

得られるクオリアは，あるときのク

事 な ん だ っ て こ と で す ね． 例 え ば

オリアと別のときのクオリアは，ずっ

中島：それはそうだと思う．

……．

とそのトマトを 1 年間見続けている

池上：だから僕は，諏訪さんが言って

人だったら変わると思います．そこ

るのは，むしろ機能としての言語っ

中島：外在化するということね．
池上：外在化するということがすごく

うことになるじゃないですか．

に言葉が介在しない場合と，言葉が

ていうことであれば，わかるんです．

重要で，どうやって車をつくるかと

ある場合で違うんじゃないかって．

確かに言語の外在化とか機能として

か，どうやってコンピュータをつく

池上：違うことは違うだろうけど，そ

の言葉は重要なんだけど，一人称性

るかって，それはどっかに書いてお

れは本質的なことじゃないと思いま

とかクオリアということに関しての

かないと，たぶん言葉がなかったら，

すよ．つまり，言葉にはクオリアが

言葉の重要性をいうと，変な話にな

それはつくれないですよね．そうい

あるけど，クオリアは言葉がなくて

う意味で，機能的な側面としての言

も成立すると思うから，クオリアの

葉っていうのは，その外部に書き出

ほうが広いと思う．

るんじゃないかと思う．
諏訪：瞬間的なクオリアの立上がりに
言葉が関与しているとは言わないけ

中島：そうでしょ，それは確かだけど，

れど，クオリアみたいな，そもそも

中島：また読み込んでっていう．

でも言葉でクオリアが伝わる場合が

そういうものを得るプロセスという

池上：読み込むっていうことで，つま

ある．

か，それが長期的に変わっていくと

しておいて．

り伝承性の話としては重要だと思う

池上：それはかなり大変ですよね．そ

んです．それは僕も否定することは

れがもう小説っていうことだけど．

ないです．
中島：でもクオリアには関係ないって
いうことね．
池上：関係ないだろうと思ってるって
いうことです．
中島：クオリアには関係ないだろうな．
池上：言葉のもってる，機能的じゃな
い部分が関係あるんだって．だから

中島：そうそう．
池上：だから 1 万ページも掛かっても，

ころには，言葉は介在している．
中島：介在できる．
諏訪：介在できるというふうに僕は思
＊3

いますけどね ．

一瞬のクオリアをつくることはでき
ないわけです．
諏訪：伝承されたときに，内側の言葉
になるわけじゃない．
池上：いや，そもそも内側の言葉って
いうのを僕は信じてないから．

まとめ
本対談は，主として池上氏と中島が
対談し，必要に応じて諏訪が突っ込み
を入れるというのが初期の構想であっ
た．しかしながら，読んでいただけれ

コンテンツ抜きの言葉という意味で，

諏訪：信じてないわけね．

ばわかるように「言葉と身体性」あた

さっき言った，読むための長さとか，

中島：知り合いに『源氏物語』を読ん

りからだんだんと雲行きが怪しくなっ

で勃 起したっていう人がいるんだけ

て，池上対諏訪の対決を中島が仲裁す

書き方の形式みたいなことが重要な

ぼっ き

ども．これクオリアつくってるよね．

るという形になっている．言葉の使用

池上：それはそうですね，まさに．だ

をあまり重要視していない人工生命研

んだけど．アダルト小説というか，

から，
『源氏物語』のこともそれは個々

究者と言葉を重要視する認知科学研究

エロティックな小説で興奮できる

の描写も必要だけど，でもあれは長

じゃない．あれは？

さとか書き方とかも重要だと思いま

んじゃないかと思ってます．
中島：ちょっと変な例を思い浮かべた

池上：言葉なのに，ということですか．
それこそあれじゃないですか，それ

す．
中島：でも全体の，場面だけじゃない

＊3 この対談に触発されて，その後，言葉
が介在すると身体に何が起こるかにつ
いての論考 [諏訪 16] を書いたので，参
照されたい．

一人称研究対談：
「人工生命研究から見た言語化の意義」上篇
者の立場の違いが明らかになる．後半

著 者 紹 介

ではこの対決色がより鮮明になるので
ご期待ください．
（
「まとめ」文責：中島秀之）
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