人 工 知 能

988

32 巻 6 号（2017 年 11 月）

「一人称研究」
〔第 4 回〕

一人称研究対談：
「人工生命研究から見た
言語化の意義」下篇
What a Researcher on Artificial Life Thinks of Significance of Language（2）
中島 秀之

東京大学先端人工知能学教育寄付講座

Hideyuki Nakashima

Chair for Frontier AI Education, The University of Tokyo.
nakashima.hideyuki@i.u-tokyo.ac.jp, http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/FAIRE/member

池上 高志

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻

Takashi Ikegami

Department of General Systems Science, The Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo.
ikeg@sacral.c.u-tokyo.ac.jp, http://sacral.c.u-tokyo.ac.jp

諏訪 正樹

慶應義塾大学環境情報学部

Masaki Suwa

Faculty of Environment and Information Studies, Keio University.
suwa@sfc.keio.ac.jp, http://metacog.jp/

Keywords: first-person’s view, complex systems, endo-system view, Alife, embodiment, language, representation,
robot.

「一人称研究」という考え方は，本誌

もそもそういうものを得るプロセ

ですよ．1 ディラック単位は 1 時間

2013 年 9 月号の特集「一人称研究の勧

スというか，それが長期的に変わっ

に 1 語しゃべること．でも彼はもの

ていくところには，言葉は介在し

すごく優れた物理学者だった．ディ

ている．

ラックの先生でやはり優れた物理学

め」で初めて提唱された [諏訪 13]．
しかし，この新しい研究観はまだ広
く受け入れられているとはいえない．

中島：介在できる．

者のボーアはしゃべって考えるほう，

執筆した著者達も，一人称研究とは何

諏訪：介在できるというふうに僕は

ディラックはボーアはぐちゃぐちゃ

か，どうあるべきかについて必ずしも

思いますけどね．
】

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・
社会学・哲学を専門とする研究者を対

うるさくしゃべるから，付き合わな
いって言ってて．

池上：それは具体的にはどんな例です
か？

諏訪：いや，そういう人もいるってい
う話で．

談相手に選び，一人称研究の考え方に

諏訪：もう日々の生活が全部そう．味

池上：いやいや，数学にしても，ある

ついて議論する対談を，学会誌連載と

覚の体験もそうだし，身体スキルを

いは 2 歳，1 歳以前の，人間の素晴

して寄稿することになった．

学ぶというのもそう．

らしい直感や感性，それは言葉から

池上：損なわれることもあるのでは？

自由であることによって，展開され

工生命研究で有名な東京大学の池上高

諏訪：プロ野球の一流選手は，みんな

るものがあるだろうと考えているん

志氏をお招きし，主として中島が対談

自分なりの言葉でしゃべるじゃない

し，必要に応じて諏訪が突っ込みを入

ですか．

本稿は，上記構想の第二弾として人

れるという形式で，2015 年 10 月 8 日

池上：それは聞くからですよ．

慶應義塾大学三田キャンパスにて行わ

諏訪：いやいや．しゃべれないプロ野

れた対談の後半部分である．
学習にとっての言葉の意義

ですけどね，僕は．
中島：それでいいんだと思うよ．人間
は野生を失って文明を得ている．
諏訪：それはそうだね．

球の選手はたくさんいるんです．そ

池上：そうです．野生を抑えて低次元

ういう選手は 30 歳を超えると，急に

に落とすために言語というのは存在

能力が落ちていくんです．40 代まで

している．

【本対談の前半部分（9 月号）の最後の

活躍している人は皆自分なりの，な

中島：本来なら，100 のクオリアがあ

トピックからの続きであるので，最

んかこう，聞き手に感情が伝わるよ

るところを 50 ぐらいにして，ってい

後の関連部分をここに再掲しておく．

うな言葉をしゃべりますよ．だから

諏訪：瞬間的なクオリアの立上がり

テレビ番組に出るんですよ．

に言葉が関与しているとは言わな

池上：ディラックっていう天才物理学

いけれど，クオリアみたいな，そ

者は，ほとんどしゃべらなかったん

うことだよね．
池上：そうそう，それで初めて社会生
活にも置き換えることができたんだ
けど．
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やってたりする……．
池上：ものすごく加速したことによっ
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フォーマンスであり，僕が知ってい
る舞踏とかはそういうことを目的と

中島：だから問題は，仮に 100 のクオ

て，たぶん，まだ気付いていないけ

している．だから，言語化するな．

リアを 50 に落として現代文明がある

ども，違ったクオリアと価値観が生

しないことによって，自分の経験が

まれたに違いない．

開けるだろうっていうことが，一番

としたら，200 に戻す言葉があり得

中島：そこはそうだと思うけれど，で

大事な話なんです．今の質問は，僕

池上：それは素晴らしい提言です．

もインターネットがある以前の小説

にとっては，だからすごくコアな質

中島：でも，なさそうな気がする．

も，それのプリミティブなことはし

問で，できるだけ言葉に落ちないこ

るか，っていうことね．

諏訪：残念ながら，それはなさそうで
すね．

てたでしょ．
池上：それはもちろんそうです．だか

とを目指しているんです．
諏訪：その部分はあまり反対しないで

池上：でもインターネットとか，ある

ら何らかの形で，メディアとか道具

すよ．先ほどから言っているように，

いはそれの発展系というのは，その

を与えるというのはそういうことで

学習というフェーズにおいては言葉

ために僕はあると思うんですよ．つ

す．

が必要だけど，瞬間的なパフォーマ

まり，今まで人間にはなかったよう

中島：そうだよね．

ンスとか，瞬間的に人の間で交わさ

な時間的・空間的スケールでコミュ

池上：その一部として言語もあるにす

れる，共有されるものにおいて，言

ニケーションを取ったり，会話をし

ぎないと，僕は思うんですけどね．

たりすることが可能になるのは，イ

諏訪：演劇については池上さんはどう

池上：でもパフォーマンスとかは，別

ンターネットのおかげなんですよ．

思ってるんですか．言葉なしにやる

に瞬間的っていうわけじゃないです

そういうような，新しいデバイスと

演劇って少ないでしょ．

よ．例えば，ものすごく長い時間を

葉というのは必ずしも必要ない．

か方法論としての，僕の言葉で言う

池上：もちろんそうですよね．

使ってつくるものに関しても，それ

と，人工生命化されたシステムとい

諏訪：ですよね．尾形イッセーみたい

は言葉にしないからこそ長い時間を

うものをガンガンつくんなきゃいけ

に完全にしゃべらずにやるのもある

掛けて心に浸透するものがあると思

ないと．
中島：バーチャルリアリティでもって，
クオリアは増やせる？
池上：増やせると思いますよ．明らか

けど．
池 上： パ フ ォ ー マ ン ス っ て， 例 え ば

いますよ．
諏訪：まあ，それもいいですよ．そう

フォーサイスとか，ピナ・バウシュ

いう学びもあるけど，言葉を介在す

とか，言葉はほとんど出てこないけ

ることによって進化する学びもある

に増えると思う．言葉というのを，

ども．でも，脳に対するその威力と

と言いたい．瞬間的な発想，その場

もしも耳から入ってくるものだけに

かは……．

のパフォーマンスをどう受け取るか

限るならば違うかもしれませんが，
そういうもんじゃない．五感が全部
入って，それぞれのチャンネルに対

諏訪：そういう言葉芸，例えばお笑い
なんかもそうです．
池上：こういう議論になるのが僕には

応する新しい言葉というものが開発

ちょっと不思議なところがあって．

とか，そこで何が伝わるかとか，そ
れが言葉で制限されてしまうという
ことはあり得ると思いますよ．
中島：でもそこに関して言うと，僕は

されたら，違うものになる．今のと

諏訪さんを含め，身体性に対する人

ころ知ってるのは，インターネット

の僕の感じっていうのは，言葉にし

みたいなもんだと思うんですけれど．

ちゃったら，言語化しちゃ駄目だろ

諏訪：それはそうですね．どっちが先

中島：でも，小説を読むというのは，

う，みたいなことを結構大事にする

かっていう話もあるけれど．あとか

そうでしょ．自分の体験していない

と思っていたんです．つまり，言葉

ら文字になる場合もあるからね．

世界．だからインターネットより前

にしないパフォーマンス，例えば，

中島：それでもやっぱり原作のほうが．

で，おんなじようなことやってたん

さっきのフォーサイスにしても，た

池上：例えば，どういうのだろうね，

じゃないの？
池上：でも，文章を読むとかいうのは，

くさんの人数で，ものすごく早く展

原作より良い映画って見たことない
んですよ．

それ．

開したり，体が動いていくっていう

中島：例えば『2001 年宇宙の旅』でも，

人間の体のスケールで，人間が読め

ことを通じて，言語以上のものを見

あれが僕はビジュアルにはかなり良

るスピードで，文字で書いてあるっ

せているからこそ，みんな好きにな

いと思ってるから例にしているけれ

ていうものが本．それが小説を読む

る．逆に言葉があるとそれを聞いちゃ

ど，たぶん原作のほうが良いんだよ

ということの土台にあるじゃないで

うんですよ．それで自分の限られた

ね．原作のほうが後なんですけど．

すか．でもインターネットは，もち

経験に基づいて解釈しようっていう

原作っていうか，書き起こし．

ろん情報の書込みというのは，人間

ことを始めちゃうから，それはやめ

のプロセスであっても，超高速で行

たほうがいい．僕はいかにしてその

われるし．
中島：だから加速したり違うところを

経験，自分の経験っていうのを開い
ていくか．知覚は開くことこそがパ

池 上： そ れ は 中 島 さ ん の イ マ ジ ネ ー
ションの力が強いからですよ．
中島：そう言っちゃたら終わりだけど
さ．
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池上：でも作品っていうのは，どのく

池上：だからそういうことを考え出す

らいイマジネーションの力を引っ張

と，すべてぶっつぶすと思いますよ．

り出すかっていうことが勝負だから．
中島：そういうことだよね．だから，
映画とかにビジュアライズすると，
固定しちゃう，逆にね．
諏訪：そう思います．
中島：だからそれは池上さんが言って

32 巻 6 号（2017 年 11 月）

場合は．
中島：タイプが違うんだよね．
池上：たぶんあれなんじゃないですか，

堂々巡り
中島：
（笑）さっきからおんなじところ
を回ってますな．
池上：それは，僕は強く言語と身体性
の関係を確信しているので．登山の

スポーツ選手はみんなそうだ，とは
僕は思わなかったですけど，さっき
の言語化できないプロ野球の選手は
消えていく話……
中島：だから長嶋対イチローみたいな

いるように言葉によって縮退すると

例を出すのなら，言語化すると有効

いう．

性を言わなきゃいいと思うの．それ

諏訪：僕は，長嶋は言葉を使ってた人

池上：そうだと思います．だから，僕は，

はうちにいて，エベレストのビデオ

間だと思っているんです．ただほか

すごい不思議だなぁ．言葉と身体が

でも見ていればいいんだって．自分

の人から理解されない言葉を使って

カップルするのは当たり前としても，

の体を動かすからこそ，言語化しな

いるだけで．

その言葉の重要性を言うのだとした

いからこそ，その記憶が鮮烈にある

中島：
「ビュー」とか？

ら，逆に，何で身体性という分野が

と思う．

諏訪：本人の中では，あれは十分，体

立ち上がったのか……．
中島：もちろんそう，歴史的にはそう
だよ．
池上：言語ですべてをつくろうとする

ことはあるんじゃないの？

諏訪：いや，違うんだよ，それは．

感を表す言語をしゃべってたという

池上：いや，それは僕の考えだからしょ

ことだと思います．

うがないじゃないですか．
諏訪：まぁ，そうね．僕は考えが違い

中島：それは，諏訪主張とはあんまり
関係ない言葉の使い方なんじゃない

ことに対して，アンチとして始まっ

ます．言葉と身体，同時に使うから

の？

たのが身体性なのであり，だから僕

いいんだと思っています．

よって．

のような「ことばなき」立場ってい
うのは，当然のことながら，例えば
人工生命（ALife）の分野，には自然
と出現する立場だと思いますけどね．

中島：だからやっぱり 2 種類でいいん
じゃない，それ．
諏訪：まあ，ここは相入れないのかも
しれないね．

これをビューと言ったことに

諏訪：そんなことないですよ．僕らは，
酒の味に関して，以下のように言っ
ています．いきなり言葉にするより
は，
「ビュー」とか言っといてから，

中島：ちょっと違うことがあって，AI

中島：お酒飲んで言語化，被験者とし

とか，要するにシステムをつくろうっ

てやってたんだけど，やっぱりやめ

える．
「ピュー」とは何が違うのかを

ていうときに，記号から入るってい

てしまった．

考える．つまり，暗黙性の高い体感

何で「ビュー」って言ったのかを考

うのは駄目だと思うけど．人間を見

諏訪：途中から駄目だと．

を表現するためのインタフェースに

たときには，言葉は結構良いことを

中島：酒だけ飲んでいればいいよねっ

なってると．

やってると思うよ．
中島：記号オリエンテッド AI は，今の

て思う．
諏訪：O さんがこの間言っていたけど，

池上：共感覚ってどうなんです？

言

葉を聞くと色が見えるっていうやつ．

ところ全く駄目だよね．そこはそれ

中島さんは，
「お酒の言葉が貧困のよ

中島：脳の間違い．

で良いと思う．

うだ」って．

諏訪：あれは病気ではないと思ってい

諏訪：僕もそう思う．

中島：もちろん貧困よ．

池上：でも，人間の言語というときに，

諏訪：体感を表す言葉が貧困なんじゃ

そういう意味じゃうまく定義できな

ないかと．

いですよね．どこまでを人間の言語

中島：もちろんそうだよ．

といって，どこまでを身体性という

池上：必要がないからでしょ．そんな

のかよくわかんない．
諏訪：言葉とは何かという定義が，僕
が思っているものより，池上さんが
思っているもののほうが狭いような
気がする．
池上：少なくとも山に登ったりすると
きに，あんまり言葉をしゃべったり
しないから，ということもあるんで
すけどね．
諏訪：でも，どういうふうに登ると楽
しいかということ．

ます．
池上：もちろん病気じゃないですよ．
諏訪：ある種の才能かなぁと．
池上：音楽を聴くと色が見える場もあ
る．でも通常の人間でも，言葉を聞

こ と し て も， 自 分 の 経 験 を ワ イ ド

くと色が見える．例えば「海」って

ショー化しても経験は拡張できない

聞いたら．

から，意味がないんです．
中島：ある程度は，お酒飲んで，旨い
かまずいかだけじゃないことはそれ

中島：青いんじゃない．
池上：でもそれとは違う感じで色を感
じている．

なりに言えるけれど，すべてじゃな

諏訪：今のは，なんか知識っぽいよね．

いもんね，やっぱり．

池上：海イコール青，という意味だっ

諏訪：
「身体の感じ方が変わる，以上，

たらば，もうちょっと言語と意味の

終わり」ってさっき言ったけど，身

マップは記号的ですけどね．つまり，

体の感じ方がどんどん変わっていく

言葉がどういうふうに脳とか身体作

のが楽しい．そういう感じね，僕の

用するかっていうことで，たぶん身
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体的な状態が変わるから，青い色が

みると，こんな感じになってるんじゃ

諏訪：それは僕も重要視していますよ．

見えると思うんですよ．それは単に，

ないかなと思って．

池上：で，そういうことに対して言葉

池上：だから理論にしちゃってるから

がどういうようなことをやれるかっ

身体の状態っていうものを，言葉が

良くないんですよ．もうちょっと身

ていうことのほうが面白いんじゃな

脳の回路だけの問題だけじゃなくて，
本当に変えているから，本当に青い

体的な，主観性というものになぜ僕

色っていうのを視覚できて，それが

が興味をもってるかって言うと，言

立ち上がると思うんですよね．

葉に書けない部分があると思ってる

体感をつなぎ留めることができる．

から．

つなぎ留めておくから，あのときの

中島：それはそうだよね．
池上：だけど共感覚でもそうじゃない

中島：たぶん，二人は同じこと言って

場合っていうのがある．つまりどっ

て，それが良いと思ってる人と悪い

かで，脳の中の言語的解釈の部分を

と思ってる人の違いだけだと思うよ．

いかって．
諏訪：言葉にするからこそ，いろんな

あの体感と，今日のこの体感の類似
性に，あとになって気がつく．
池上：それこそがインターネットやコ

経由して言葉と視覚や聴覚を変換し

諏訪：そうかもしれないですね．

ンピュータでやったことなんですよ．

ている感じがして，それがちょっと

中島：要するに，広い感覚の世界を絞

それはいろんなところでリンクを

好きじゃないんです．つまり言葉を

り込むことによって，何かを効率化

張ったり，そういうふうにやってお

聞いて，そのことを解釈して，それ

している．それが言葉だと思う．

かないとデータのシェアができない．

でもって音を色に変換している．面

池上：僕もそれは賛成しますよ．

白い共感覚の場合だったらば，ダイ

諏訪：絞り込むっていう言い方はちょっ

諏訪：池上さんは，学びっていうプロ
セスをどう思ってるのかがすごく興

レクトに視覚と聴覚に変換パスがあ

と違うと思っています．言葉にする

味深いですね．人はどうやって学ぶ

るのに，間接的な言葉の作用という

からこそ生じる連想とかがある．

か．学ぶってどういうことなのか．

ものが……．
中島：でもそれは，言葉というものの
縮退された使い方じゃない？
池上：共感覚の中で，それはもう身体
性にすごく近い．
諏訪：僕は言葉が絡むから良いと思っ
てるんです．池上さんは，言葉だけっ

池上：それは僕賛成しますよ，それ全然，
全く反対するものはない．

タイプうまく走れるようになったか

い抱いていることが違うかもしれな

ら次のことができるっていうような

いです．

ことで言ってないですよ．そんなの

池上：いや，身体性，全然同じでしょう．

は単にロボットでもできるし，普通

好き嫌いっていうことをつくり出すも

に計算プロセスとかでもいいじゃな

ていうのが良くないと，ずっと否定

のを身体性って言っているわけです．
それがなかったら始まらないから．

体と言葉が両方使われて，言葉にし

諏訪：そうか．僕は，言葉と（好き嫌

た途端，言葉にするからこそ別の領

いレベルの）体感とのマッピングが
身体性だと思ってるんだけどね．

のいろんな概念も意識に上る．そう

中島：マッピングを身体性と言うって

した新しい概念が出てくるから，お

いうのはちょっと定義としてどうか

酒の味の感じ方が変わるということ

なぁ．

もあり得る．言葉にしなかったらこ
んな概念，思い付かないっていうよ
うな．
池上：やっぱりせこいと思う．言葉を学
習する前の乳幼児や，90 歳ぐらいに
なったおじいさんが，なぜしゃべら

きたら次の計算ができるとか，この

諏訪：じゃあ，身体性という概念に思

している．それは僕も賛成する．身

域へのさまざまな連想が働いて，別

池上：学ぶって，例えばこの計算がて

池上：子供は，言葉がないときにも身
体性があるじゃないですか．
諏訪：子供の身体性と大人の身体性，
違うのかなぁと思っています．
池上：それはどんどんカテゴリーが増
えていくという意味で？

いですか．
諏訪：料理でも何でもいい．身体を使
うような学びプロセスをどう池上さ
んは理解してるのかなって．
池上：どう理解するっていうのは？
諏訪：どういうメカニズムで，身体を
使う学びが行われているのか．
池上：イメージの蓄積なんじゃないん
ですか．
諏訪：イメージの蓄積だけで学べると
思ってる？
池上：学びって諏訪さんが言うときに
は，いつも外部に測りがあって，3
のものが 5 になったような感じがど

諏訪：マッピングを身体性と呼ぶのは，

うしてもしちゃうから，
「せこい」っ

の必要性を感じないからです．そう

ちょっと荒い言い方ですね．言葉の

ていう言葉を使っちゃたんだけど．

じゃなくても，想いや思考は自分の

意味は，体感に根ざすことによって

そうじゃないだろうっていうことを，

中でも進行していく．画家のモネの

出来上がってるというのが，身体性．

僕は言ってきているので，だから外

晩年の活動もそうだと思うんだけど．

中島：だから言葉が身体とつながって，

ないかと言うと，しゃべってること

諏訪：
「せこい」ってどういう意味？
池上：機能的に考えすぎ……頭で考え
てる理論だから．
諏訪：そうかな．僕は，素直に自分の
体感で生じている現象を理論にして

初めて意味をもつっていうのはそれ
だと．
池上：それはそう思います．
でも触覚とかは，言葉よりも大き
な集合だと思われるもの？

部的に測られる，なんか効率が良く
なったとかいうことで……．
諏訪：僕はいっさいそんなこと言って
ないです．
池上：学びというのは，例えば，やる
気になったときに学習できるという
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ことはなぜか，ということを理解し

客観的にまずくても，主観的には旨

て，その結果として言葉を考えざる

たいです，どちらかと言うと．

いんですよ．そういうことを説明す

を得なくなったことは十分考えられる

るために，第一人称性とか主観性と

けれど，その言葉の影響について考

いうことを取り出してるのかと．あ

えるっていうのは，それはなんか二

諏訪：
「やる気になる」とはどういうプ
ロセスか？ あるドメインを選んで，
ある状態からある状態になるという

るいは第一人称的な想いも，第三人

ことを学びというならば，そのプロ

称的なイメージに変換して考えてる

セスはどう運営されているのか？

のであれば，学習がうまくいくとい

池上：わかんないですが，ニューラル
ネットワークとかで考えたり，ある
いは感覚で考えたりしても「やる気」
はつくれるのかな．
諏訪：じゃあそのときに，言葉という
のは，あまり作用しない？

うふうに．
諏訪：いえいえ，僕はそんなふうに考
えてないです．
池上：だったら別に学習ってなくたっ
ていいじゃないですか．
諏訪：いや，学びというのは，本人にとっ

池上：出てこないでしょうね．

て旨さが変わっていくプロセスだと

中島：コーチは？

思っているのだけれど．

普通，ピアノでも

先生に就くとか，お習字でもそうだ
し，体操も全部そうでしょ．コーチ

池上：だったら，言葉なんて要らない
ですよ．本人の問題だから．

次的問題のような気がするから．
中島：興味の中心がどこにあるかだけ
ど．
池上：まあ，そうですね．でも少なく
とも，客観的に計れるメジャーで済
むんだったらば，主観性っていうの
はもち込まなくてもいいんじゃない
かって．
諏訪：いや，そんなことは言ってないっ
て．
池上：じゃあ，どういうふうに考える
んですか．
諏訪：感性を育む学習なんてことはあ

中島：本人の問題だってしちゃった瞬

るわけ．自分がそれで納得できるな

池上：言葉を使う場合もあるし，たた

間に，言葉があったほうがいいと思

ら，感性は進化したという自分にとっ

いてきたりする場合もあるかもしれ

う人と，言葉がなくてもいいと思う

ないけれど，そのコーチから学べる

人に分かれて，この間の両者の合意

といったときに一番大事なのは，信

は成り立たない，以上，おしまい，

いうときに言葉が関係するかしない

みたいね．

かっていうのは，もうわからないじゃ

は言葉で伝える．

頼感とかなんじゃないですか．
中島：でも，それだけじゃ方向性が伝
わらないじゃない．

池上：でも，中島さん，僕の今言って
ることわかりません？

池上：もちろんそうだと思います．

中島：わかるよ．

中島：ここをこうしなさいというのは，

諏訪：僕も池上さんの言ってることは

もちろん手本を見せるというのもあ

わかりますよ．

ての学びが成立する．
池上：いや，でも，そうしたら，そう

ないですか．だって感性がどうする
かという問題だったらば，それこそ
もう言葉の問題じゃないですよね．
諏訪：いやいや，言葉が関わる場合が
あるのです．例えば，日本酒の味を

るけれど，でも手本だけじゃ体が違

池上：だったら全然反対じゃないです

うから，やっぱり何か言葉を介すん

よね．だって，僕はそもそも言葉を

中島：だから，そこで別に言葉が関係

じゃないの？

……．

獲得する前の人間の気持ちというも

するかしないかを決めなくたってい

池上：コーチが普通に思ってる，自分

のとか，その脳の状態にいかにした

いじゃない．

の主観的なこうやったらうまくいく

らアクセスできるか，ということを

ということを伝えるためには，言葉

考えているわけだし．そのために，

言語化できるんだとかそういうこと

を一生懸命つくるっていうことはあ

どういうプロジェクトを走らせれば

いろいろ言うから，じゃあうまくな

良いかということを考えている．

い人で，それで言葉，言語ができな

るでしょう．
諏訪：コーチという話はいま出さない
にしても，つまり，一人でずっと学

中島：ゴールが違うことがよくわかり
ました．

池上：プロ野球選手のうまい人は全部

い人は 30 歳から駄目になっちゃうと
か言うから．

んでいくとして，例えば，プロ野球

池上：で，その結果として言葉がその

の映像とか，料理を上手につくる人

あとに出てくるっていうことは，つ

客観的な評価基準があるからそう

の映像とか，いろいろなものを見て

くれるかもしれないけど，出てきた

なっちゃうわけです．

るだけ？

言葉のあとにはあんまり興味をもっ

例えば，チャーハンのつ

くり方を学んでいるときのことだけ
ど．
それぞれの立場
池上：何が違うというのか，わかりま
した．僕も最初，この話のテーマで
ある「主観性と第一人称性」と言っ
たときに，例えば（このゴハンは）

てないということです．

諏訪：身体スキルの場合は，外部的な，

諏訪：僕は，学びという言葉を池上さ
わい しょう

んが矮 小 化して取ってるという印象

中島，諏訪：うーん．

をさっきから感じています．学びと

池上：で，それは結局は生命が誕生す

いった途端「外部指標があって客観

るときに興味があるかなんですよ．

的に計れるものがあって」と．それ

中島：僕は，やっぱり言葉に興味ある
なぁ．
池上：生命が誕生したり知性が誕生し
たりするっていうことに興味があっ

は狭すぎる．
池上：じゃあ，まぁ，スキルというのと，
街歩きだったら，街歩きのほうが．
諏訪：感性的なスキルと身体的なスキ

一人称研究対談：
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味がないだけだと思うよ．

がない．身体スキルの場合は，まぁ

中島：諏訪さんも教育というのはこう
だと思って，彼はやってみたらそう

悲しいかな，外部評価がある．外部

大学での学び

なった．池上さんも別の教育論をもっ

評価と，その本人の中の評価の，両

池上：大学の教育とも関係あるかもし

ていて，それをやってみたらそうなっ

方ある．だから，自分的にはいま上

れないですね．つまり，大学の教育

たって言っていて，それは自分の見

達しつつある，しかしまだ打率には

とか，あと自分がどういうものを学

たいところだけ見てるからどっちも
そうなんだけど．

現れない，そういう状態もある．身

校で学んだか，みたいなことと．諏

体スキルは，両方ある領域なんです．

訪さんの場合は，何かができるよう

でも，感性的なスキルに外部評価は

になったっていうことがうれしかっ

一人称研究の限界

ない．そして両者ともに僕は学びだ

たと．大学ではこれを学んだから，

中島：一人称研究に戻ると，一人称研

と思ってる．学びって言った瞬間に

次に自分の中でインプルーブされて，

究の一番まずいところは，自分の見

すぐ外部評価の話に行くのは，学び

次はこういうところに行けるように

という言葉が狭すぎると思うわけ．

なったからうれしいって，それが学

池上：全くそう．

びであると．

諏訪：という一人称は駄目なわけだね．

中島：違うんだと思うな．学びという
からには，行為だけじゃなくて，そ
れのインプルーブメントを，外部で
あろうが内部であろうが，求めてる

諏訪：そうは言ってないです．別に大
学の教育の話は関係ないです．
池上：いや，僕は自分の中では関係さ

でしょ．行為をするだけでいいと言っ

せてますけどね．つまり，クラスで

てるんだよね，池上さんは．

何を学生に教えるべきか，とか．僕

池上：でも街歩きも学びって言ってる
わけだから．
中島：池上さんは学びって言わなくたっ
ていいんでしょ．

たいところしか見ていない．

中島：いや，一人称研究はそれでしか
ない．だから，そこが限界であると
いうことは知っておかなきゃいけな
い．
諏訪：それはそうでしょうね．だけど

にとっての学びっていうのは，学生

一人称研究だからこそ，今まで埋も

が何を学べるかとかそういうことだ

れてきたところを拾えるっていうと

から．だからどのように授業の中で

ころがある．

セットアップしていったら大学とし

中島：もちろんそう．でも，自分の制

池上：うん．

ての学びっていうものがつくれる

定した枠組みでしか見えないってい

中島：街歩きしたら面白い，それでい

かっていうことは，それなりに考え

いんでしょ．
池上：インプルーブされたって言われ
ると，やっぱりちょっと，何でかなぁ

中島：そのときには何？

インプルー

ブメントを．
池上：インプルーブメントっていうか，

と思う．
諏訪：感性のことを研究している人は，
みんなそう思いますよ．アートの人，

う限界はある．
諏訪：しょうがないですね．局部視野

ます．

今まで考えないことが考えられるよ
うになるとか．

ですからね．内部観測も一人称視点
も．
中島：実行して，その結果を見るって
いう行為は，ひょっとしたら全部同
じかもしれないけどね．

デザインの人．例えば，街歩きとい

中島：そういうことでしょ．

池上：何か限定しないと進まない．

うのは，本人の中で世界に対する見

池上：そういう意味でのインプルーブ

中島：そう，できないからね．良い悪

方が変わるって言います．
池上：え？

世界に関する見方が変わ

メントだとしたら，僕は考えますよ．

いじゃなくて，そういうもんだって

大学の教育の中では，学生は何を学

いうことでしょ？

るのは，別に学びと言わなくてもいい

ぶか．どういう状況，どういう状態

諏訪：そういうことですね．だけど，

のでは？ しかも僕は一応，アート

になったかとか，そういうことは考

そういう一人称視点で語るという教

もやってるし．
諏訪：僕は学びだと思ってる．世界に

えますけどね．
諏訪：それと同じことを，違うドメイ

対する見方が変わるっていうのは，

ンで僕は言ってるんだなぁという気

本人にとっての……

がします．例えばゼミの学生には，

池上：それは言葉の問題だから，どち
らでもいいんじゃないですか．
諏訪：まぁいいですよ．だから興味の
範囲が違うんだな．

育を受けていっても，何らかのイン
「あいつ，最
プルーブメントがある．
近言うこと変わってきたな」とか，
「文章変わってきたな」って何かが現

街を歩く課題を出したり，いろんな

れるわけよね．それが学びですね．

ところへ行かせたりして，自分はど

中島：いや，
「最近，あいつ言うことが

ういう感じ方をしたかを表現する課

おかしくなってきたな」っていうの

題をやらせたりします．そうすると，

もあるわけでしょ．

池上：興味の範囲が違うっていうか．

本人達のしゃべる言葉も変わってい

諏訪：そっちもある．

諏訪：たぶん，身体的な学びっていう

くし，問題意識の立上がり方も変わっ

中島：それも学び？

ことにあんまり興味がないんだなっ

てくる．彼ら自身もそう思っている

諏訪：それは外部評価的には学びじゃ

ていうふうに，今日は思ったね．
中島：身体的なじゃなくて，学びに興

し，僕が教員として見てても，そう
なってくるし．

ないかもしれないけどね．
中島：でも諏訪授業は，諏訪さんの理
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屈で思うインプルーブメントの方向

なことを考えさせるという，そっち

に学生を導くようにつくってあるし，

をやってるから．

それに失敗していたらたぶんやり方
変えるんだよね．

中島：ここで立場がコロッと入れ替わっ
た．

諏訪：そうでしょうね．僕なりの評価
（そ

池上：入れ替わってないけど．

れは外部評価）で，やり方変えるん

諏訪：そう？

でしょうね．

池上：うん．

中島：たぶんそういう意味では，池上
さんも同じで．ただ，その方向が，
ちょっと二人では違うと．それはそ
れでいいんじゃないの？

いろんな

学生が育って．

中島：だってさっきのインプルーブメ
ントの話……．

中 島： 軸 も パ ラ メ ー タ も 変 わ る ん で
しょ？
諏訪：変わります．
中島：まあいいんだわ，何だって．人
生なんだから．
諏訪：落ち着くところに落ち着いたか
もしれませんね．
池上：全然落ち着いてないと思うけど，
単に発散してると思います．

池上：いや，学びについてインプルー

諏訪：いや，だからこういうのが．立

ブメントって言われるのは，僕はそっ

場が明確になればそれでいいじゃな

ちのほうがフェアだと思うから，だ

諏訪：いいと思いますけど．

32 巻 6 号（2017 年 11 月）

から教育の話をあげただけで．むし

い．
中島：これは，だから別に結論を出さ

池上：だけど，僕が言おうとしたのは，

ろ学びで，さっき諏訪さんが言った

教えるっていう教師の立場に立った

ように，インプルーブメントは関係

ときの学びっていうのは，第三者的

なく拡張して定義しだしたら，変化

一人称研究をやる意義は？

なもんじゃないですか．だって何を

とか何でも学びになっちゃうから．

池上：でも第一人称をやりたい理由が，

諏訪：いや，教員自身の評価基準とい

僕は聞いているうちだんだんよくわ

プロジェクトとして与えて……

なくていいわけだから．

中島：それは第三者的なんだけど，で

うのがあって，それが一般的な外部

からなくなってきました．つまり，

もそれは自分の評価基準でやってい

基準と一致するとは限らないと言っ

第一人称的なことを問題にしている

るという意味では一人称的．

てるだけです．自分の中の評価基準

だけではいけない根本的な理由って

池上：もちろんそうなんだけど，でき

に照らして，インプルーブメントと

いうのがあるのか．

るだけ個々の学生が主観的なものを

評価できることを学びだと僕は言っ

諏訪：それ，新しいものごとを立ち上げ

わかるようになってくるっていうこ

てますよ．変化イコール学びとは言っ

ていく瞬間に，自分はどうしてそう

とを与えてやるのが大事．

てないです．自分の価値基準は必ず

立ち上げられたのかを見ようと思っ

しも外部的な客観基準とは一致はし

たら，そこの動的な対応力（それを

ない．

動的な対応力の知というならば）は，

中島：だからそれがいいと思ってるか
らそうしてるんでしょ．
池上：でも，大概のプロジェクトはそ

やっぱり一人称視点で見るしかない．
タイムスケール

今までの研究はそこの部分が欠落し

かるように．わかった気持ちにさせ

池上：長い時間をかけての学びはどのく

ているから，創造する知とか，発想と

てあげることも大事だし，試験で客

らいのタイムスケールで計ってるの

か，何であの芸人はあんな面白いこと

観的に点が上がるようにするわけな

でしょう？

をポッと言えるのかとかが研究され

ういうふうにしているのでは？

わ

んです．
中島：それは，同じことで，だって自
分は，自分がやろうとしていること
を計る試験問題を出すわけだから．
池上：それだけ自由にやれればいいん
だけど，そんなことないでしょ．
中島：そう？
池上：だって普通の理科だったら共通
試験になっちゃったりするじゃない
ですか．

諏訪：それ難しい問題です．
池上：そしたら 10 年後にいいと思うか

なかった．それを達成できている人に
とっては，結構，自分の中では何か

もしれないじゃないですか．

があるのかもしれないけれど，三人

諏訪：それはそうかもしれない．

称的に外から見ている限り，そこの知

池上：だとしたら定義できないですよ

は一向に明らかにならない．新しい

ね．
諏訪：長期的なアップダウンがあると

ものごとが醸成されていくプロセス
で本人が何をやってるのか？

そこ

きに，短期的に進化だと思ってても，

はもう一人称的な視点での研究でし

実はそこへ行かないほうがよかった

か無理だろうなぁと思っています．

かもしれないし，落ちてきたらここ

池上：それはなぜ？ 一人称的な視点を

中島：そういう意味ではね．

でやめるか，いや，これはもうちょっ

言葉にすることによって，他の人に伝

諏訪：世の中には正解のあることと，

と行ったらこうなるんだと思って

承可能になるかもしれないから？

正解のないこととがあるので．
池上：もちろんそうですよ．
諏訪：池上さんは正解のあるものごと
について語っているような気がする

……．
中島：評価軸が変わることも含むんで
しょ？
諏訪：そう．だからそんな最初から評

諏訪：いや，すぐに伝承できるとは思
えないです．身体性の問題があって，
その言葉を読んだからといって，そ
の人と同じ面白いことを言えるよう

んだよ．僕はたぶん研究室の中では，

価基準が定義できるもんではないで

になるわけじゃない．物語でしかな

正解のないものごとに対していろん

すよ．

いです．マニュアルをつくるわけじゃ
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ない．マニュアルなんかできないで

けない時期かもしれない．あるいは

ん ね． 教 え て い る と き に， こ こ は

す．だけど，そういうものを，物語

一人称的な学び．

ちょっと方針を変えてって，なんか

として蓄積していく，世に出してい

池上：最初に僕がちょっと言おうとし

くためには，一人称研究しかあり得

た，二人で初めて一人称が生成され

別のことに行ったほうがいいなぁ，
なんて急に感じるっていうのは，そ

ない．そこが必然的な理由．そうい

るっていうのは，そっちの，今の例

ういうことですかね．
「あと 30 分余

う研究は今までいっさいされてこな

のような方向から考えたんですけど

分に議論させようか」とか，
「30 分

ね．

の予定だったけど，この流れからす

かった．だからいつまで経っても創
造の知とか発想の知とか，そういう

中島：うん，そういうことね．

ると 10 分で打ち切って，別の刺激を

ものが埋もれたまま．

池上：盗めとか，いわゆるその場をつ

入れたほうがいいなぁ」なんて思う

僕は，松本人志がすごく好きなん

くることによって一人称が生まれる

というのは，その 12 番目の目線なの

だけど，何でああいうことをひょっ

んであって，一人称が何か考えたり

かもしれません．

と言えるのかなぁって思う．彼の一

するわけじゃなくて，その場という

人称視点での記述が（彼が研究者だっ

ものが，一人称性をつくる．

たら）見れるのになぁと思っていま
す．
池上：中島先生は？

一人称研究の面

白さとか，必要性とか．

中島：今の例は，第三者目線の気がす
るけどね．

諏訪：場というのが重要だって僕も思

諏訪：そうかなぁ．その場の中にいる

う．一人称っていうのは，
「一人称の

からこそ，それがわかるって．外か

視点から世界を記述しましょう」と
言ってるだけで，
「一人でやりなさ

ら見てるんだったらわからない．
中島：だからそこで，刺激入れたほう

中島：僕は一人称も二人称も三人称も

い」って言ってるわけじゃない．そ

がいいかなって言った瞬間に，11 人

いるでしょ，としか思ってないので．

の場が重要なんです．人が絡むこと

を客観的に見てる視線に戻っていて．

池上：科学の場には，普通の一人称は
あんまり入ってこないですけど．
中島：入ってこない．だからすべてに

が重要．

刺激を入れたほうがいいなぁってい

諏訪：どこ？

うのは，自分も含めて．

一人称を見なきゃいけないっていう

中島：二人で一人称っていうのもある

ことでもないし，やっぱり一人称で

でしょ．あるいは 10 人で一人称．

しか見れないことはあるから，そう

諏訪：まぁ，それでいいです．

いうときは素直にそれで見りゃいい

中島：教育もそうなんだよね．例えば

よねって思ってるだけで．一般論と

クラスに 10 人いて，先生が一人いて

してはね．

11 人いたとしたら，11 人による一人

諏訪：僕もそう．

称的行為があって．

中島：ただ，僕は心理学を専門にして

諏訪：僕は，その 11 人の場ができると

いないので，自分で使うことはあん

言っています．そこには 11 人分の一

まりないと思うけどね．

人称視点の記述があり得ると．

池上：一人称の必然性を感じることは
ない．
諏訪：研究者は皆，ものごとを創造し
ているんだから，研究者がどうやっ
て自分の研究テーマを決めているか，

諏訪：いや，そんなことはないですよ．

中島：うーん，ちょっと違う．

中島：だから，
「刺激，入れたいなぁ」っ
ていうことならいい．
「入れたいなぁ」
諏訪：入れたい，まぁ，
ですね．
中島：だから，もうちょっと醤油足そ
うぐらいの感じね．
諏訪：あぁ，そうそうそう．
池上：そのメタファーと言わんとしてい
ることはでかいけどね（笑）
．
中島：
（笑）

中島：そうじゃない．いや，あり得る
けど，最後の 1 個ね，12 番目の一人

オーセンティシティ

称っていうのがあり得る．

池上：僕はもうちょっとオーセンティッ

諏訪：それもあり得る．でもそれは記
述できないね．誰が記述するのって．

クなもの（必然的なものを）考えて
いるので．そうすると，諏訪さん，

どこに焦点を当てているか，あると

中島：先生．

また，自分もそうだと言うかもしれ

きぴょんと飛んで，という，そうい

諏訪：誰が記述するのって言った途端，

ないですけど．つまり，例えばピナ・

う過程は，すべて一人称です．その

こっち側のあれでしょ，一人称や二

バウシュやフォーサイスの舞踏にし

プロセスをどうやって研究するのか

人称．

ても，オーセンティシティとしての

といえば，一人称研究でやると面白
い．

中島：教師はそれができなきゃいけな
いかもしれない．

運動って，それは言葉以前みたいな
もんだと僕は思う，そこに主観性の

中島：そういう意味では，例えば昔の

諏訪：じゃあ，教師は一人としての一

徒弟制度みたいなのは，まさにそう

人称もできるし，12 番目の一人称記

諏訪：それはいいんじゃないですか．

でしょ．自分で勝手に盗めっていう

述もできなきゃいけないと．まぁそ

僕はそこじゃなくて，別のところに

やつね．それに対して，今，文科省
は大学でそれをやっちゃいかんって
言ってるから，そういう意味では一
人称研究，大事だって言わなきゃい

れはそれでいいか．
中島：そうでなきゃその場はつくれな
いんじゃないの？
諏訪：うん，まあ，そうかもしれませ

起源があると．

興味があるから．
池上：オーセンティシティとしての言
葉みたいなものとか，そこから始ま
る問題もあると思うんですよ．それ
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で，それはインプルーブメントとか

なくちゃいけないんじゃないですか．

そういうことじゃなくて，インプルー

諏訪：いやいや，たぶんそこは理論家

ブメントと言っちゃうと，生命の場

として見ている感じがあって，僕は

合は適応度の最大化とか，そういう

やっぱり，生きている人間としての

諏訪：いや，言葉が介在するプロセス

ような感じがしちゃう．だからそう

インプルーブメントというのは，成

のところをいっさい見ないようにし

じゃないものがあるかと．

長とかそういうことを考えると，必

ているっていうふうに思える．

いることになるんじゃない．
池上：ん？

言葉は，そんなことは全

然ないでしょう．

諏訪：そこが物理学者だなぁと思うん

ずしも池上さんの言ってるような意

池上：いや，そんなことはないですよ．

だけどなぁ．評価関数の最大化って．

味でのものじゃないなぁと思うけど．

別に言葉が入ったって全然いいと思

池上：インプルーブメントって言った

池上：学びというのは，そういうもん

うけど，その言葉が使われる，その

ら，何かを上がっていく，良くなるっ

じゃないかもしれないけれど，イン

土台っていうものは，1 歳とか 2 歳

ていうのがインプルーブメントの定

プルーブメントと言った場合には，

のときにつくられると思ってるのだ

義のような気がしてしまう．で，評価

評価曲線がある気がしてしまう．

けど．

関数も何もないとすると，変化とか単

諏訪：いや，評価関数はどんどん変わ

諏訪：違う，つくられたあとに，その

にランダムな運動と変わらなくなる．

るって言ってるじゃない．途中で評

言葉が，人間が生きていくうえでど

何かの学習曲線を上がっていくっ

価関数が変わるからこそ，新たな評

ういうふうに関わっていくかって．

ていうふうにしたほうが，議論とし

価軸が加わったり，今まで注目して

池上：僕は，それはイージープロブレ

ては成立すると思いますよ．でも，

ないような変数がそこに入ってくる．

そこを外しちゃって，ただ動いてい

だからこそ面白いわけです．最初に

く概念そのものを相手にする場合に

定義と言った瞬間に，評価関数が固

は，下手にするともう何でもありに

定になっちゃう，それは人間の学習

なってしまう．そのときに，でもオー

とはちょっと違うと思う．

センティシティっていうのをもち出
す，オーセンティシティっていうの

池上：僕は別に人間の学習ということ
じゃないんだけど．

ムと思ってるからでしょうね．
諏訪：いや，そんな簡単じゃないと思
いますよ．
池上：うーん，そうかもしれないですね．
とりあえず，その身体性のところが
わかんないと，たぶん解けないだろ
うと僕自身は思うから，さっきの話

は身体性をもつがゆえに生成され

諏訪：僕は生きてる人の学習に興味があ

てしまう必然的なパターン．ピナは

るんで，途中でどんどん変わるわけ

いうのは大事にしているんです．残

それを目的をなくした運動そのもの

ですよ，評価軸が．なぜ変わるかと

りはそのあとで考えればいいんじゃ

についてあれこれ考えるっていうこ

言うと，言葉があるから変わるんで

とが，舞台の表現をつくっていたと

す．言葉と身体のマッピングをつけ

中島：それは昔から物理屋さんが言っ

言うし．フォーサイスの場合は，パ

るっていう作業があるから，その評

てきたことだと思うんだけど，AI は

フォーマー 1 個，
1 個の個性をなくし，

価軸が変わってくるんだと思ってる．

土台から始めなきゃいけないという

に戻ると，身体性とか一人称性って

ないかと思って．

しかし全体として立ち上がる運動性

池上：たぶん，立場の違いとしては，

のは．でも，わからない部分がある

みたいなものを表現としてやろうと

僕はブラックボックスをつくりたく

けど，とりあえずその先をやろうと

した．

ないからでしょうね．ブラックボッ

いうのは，ありだと思わない限り AI

さっき，アートやパフォーマンス

クスをつくりたくないから，人間で

でも言葉がどうのこうのって議論が

言ったとしても，いかにして，それ

池上：そうですね．それはそうだ．

あったけれど，みんなそういうことを

を構成可能かっていうことを考える

中島：もちろん，上から下まで通した

わかったうえで，例えば言葉以前と

から．

か，全体の空間と時間がどうやって
フォーマットされるかということを

諏訪：一番「下」がつくりたいと思っ
てるわけね．

は成立しないからね．

いっていうのはあるけど，必ずしも
わかっているところから，次を重ね
なきゃいけませんっていう立場では
ないと思う．

考えているんだと思います．僕自身

池上：
「下」じゃなくてもいいけども，

はそうやってアートに関わっている

トップダウンでもいいけども，ブラッ

し．だから，言葉に対してそんなに

クボックスはつくりたくないです．

るから永遠に上にたどり着かないっ

限定してものを見なくてもいいんじゃ

人間だから何とかができるとかいう

ていう感じがするじゃないですか．

ないかというふうに僕は思うけど．

のは，そこをブラックボックスにし

下からずっとつくり上げていって，

諏訪：同じ言葉を返すような感じだけ

ちゃったら話にならないと思うから．

その積み上げていくっていう方針で

諏訪：ロボティクスは，下からやって

やってる感じがする．上からも，両

ど，インプルーブメントという言葉
の見方をかなり池上さんは限定して

身体の土台と言葉

方から行かないといけないんじゃな

見ているなぁと思うね．

諏訪：だけど，言葉の存在をそこまで

いかなぁと思いますけどね．

池上：でも，インプルーブすることが

否定すると，言葉が介在しているプ

池上：アンディ・クラークはそういう

わかるためには，なんか学習曲線が

ロセスをブラックボックスに入れて

ふうな立場です．だから，結構，メッ
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すかね．
昔は言葉は重要じゃないと思って

は理解できないだろうというのは，

ない．人に伝えるための言葉じゃな

ましたよ，学部生ぐらいまでは．身

僕もそうだろうなぁと思ってました．

くて，言葉にはもう一つの働きがあ

体だけの人間でした．言葉にしない

中島：その辺，作業仮説でしかないけど，

る．自分の体感と言葉のマッピング

人間でした．だから，野球選手にな

まだ，今はね．

を模索していることによって，体感

れていないんだと思います．その頃

諏訪：そうですね．

ががらがら，うねうねと変わってい

からもし言葉にしていたら，僕，た

中島：でも大脳皮質の情報の 93 パーセ

くっていう働き．今まで全く関係な

ぶんスポーツの世界に行ってたんで

いなと思っていたことが，急にパッ

はないかと．若いうちにそういうモー

と結び付くというか．言葉と体感の

ドになれるかなれないかで，プロに

マッピングを一生懸命，更新してい

なれるかなれないかという差がある

ントは上からか．
池上：
（笑）それは恐ろしいよね．ある
意味……．
中島：その何パーセントっていうのは，
どうやって計ったのかね．
池上：コネクションです．神経細胞の
コネクション．
諏訪：でも，外から入ってくる情報が，
7 パーセントなのか，6 なのか，5 な

るからこそ，そういうことが起こる
んだな，という感覚があります．
池上：そういうふうに考えられるって
いうことですね．
諏訪：そういうことを自分の身体で感
じるからですね，学んでいるときに．

のかっていう微妙な違いは，実はす

中島さんは「味覚を言語化すると

ごくでかいっていうことなんじゃな

まずくなるばっかりだ」って言うけ

のかなって，そう思っています．
池上：じゃあ身体性っていう言葉以外
の何かがあるのかもしれないですね．
今の話を聞いていると．
諏訪：それは身体性という言葉だと，
まだ表現しきれてないですか？

何

なんだろう．
池上：僕は，例えば自分の高校時代と

いですか．そこがすごく人間の生に

ど，僕は，言葉にすることを通じて，

か思ったりしても，そういうふうに

対して大きな影響をもってるってい

今までこんな体感は感じなかった

は思わなかったですからね．何か全

うことじゃないですか．その辺の 1

なぁって現象に出合うわけです．こ

然それとは違ったもの．

パーセントの違いは．

の新しい体感がありだとすると，
「こ

中島：でも，それ言ったってしょうが
ないじゃん，今の段階で．

の新しい体感と今までの（この体感

諏訪：今のようなものごとを，僕は身
体性だと思ってるんですけどね．

がなかったときの）あの体感との差

池上：だから言葉と身体のマッピング

諏訪：まあ，言ったってしょうがない

は何か」と．全然別のものが生まれ

みたいなことというのは，ロボット

けど，言葉がどうそこに関わってる

たっていうよりは，どこかでつながっ

研究においてしなくちゃいけないと

かっていうのと，そこのパーセンテー

ている感じがあって，体感と体感の

思ったりしますが，自分の体験かと

ジはかなり関係してるのかもしれな

連動みたいなことから新たな言葉が

い．

生まれたりします．
つまり，言葉の領域に行ったり，

いうと……．
諏訪：僕は日々の生活の中でそれをずっ
と思ってるから．

言葉の効用についての一人称視点から

体感のレベルに行ったりって，この

池上：なるほどね．それこそ一人一人

の仮説

行き来を感じられるから言葉があっ

の人生経験が違うっていうことです

池上：でも，僕がこの話に興味をもっ

たほうがいいんじゃないかと思うん

たのは，なぜ諏訪さんはそこまで言
葉に執着してるのかを知りたかった
だけなんです．

です．
僕はかなり身体人間，普通の意味

よね．
諏訪：人生経験がね．
池上：そういう意味じゃぁあれですね．

での学者よりもかなり身体人間だと

僕は一応大学で先生をやってるかも

諏訪：何ででしょう．

思っている．
「身体人間」という意味

しれないけど，むしろそういったふ

池上：それは何でですか．何かのトラ

は，言葉と体感のマッピングを自分

うにロジカルに考えて，設計してっ

ウマがあるんですか．
中島：人間しか言葉を使わないからじゃ
ない．
池上：人間というのは，言葉を使うも

で感じることを通して，体感レベル

ていうふうにあんまり思ったりして

の連動を非常に重要視しているとい

ないからかもしれないです．何かも

うことです．

うちょっと直感的にやっちゃってる

昔はもっと言葉にしなかったです，

からかもしれないです．

んだからという定義から始まりたい

学者になる前は．身体だけでやって

から？

たんですよ．だけど学者になって，

での居心地です．座る場所によって

そういうことをやり始めてからのほ

居心地は変わるんだって．講談社か

諏訪：いやぁ，たぶん，僕の今まで学

諏訪：最初に考え始めたのは，カフェ

んできた体験からなんじゃないです

うが，がらがらと自分の身体知が変

ら出る本に書いた例なんだけど，割

か．

わっていくことを肌身で感じる．だ

と良い感じの喫茶店でした．その頃，

池上：言葉が大事だっていうこと？

から言葉っていうのを重要だと思う

喫茶店に入るやいなや，
「どこに座

諏訪：野球もそうだし．
「言葉にすると

ようになってきているんじゃないで

るべきか」ってバーッと考えてたん

人 工 知 能
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ですよ．あの席の場合，あの席の場
合，どこが一番居心地が良いかなぁっ

池上：じゃあ気付きっていうことなん
ですね，いろいろ．

て．あるとき，その喫茶店で，窓際

中島：でも，今のは言葉によって自分

に一つ席を空けて座りました．その

の体感を変えた例にはなってない．

頃からわかり始めたんですが，どう

諏訪：一番最初に言葉が立ち上がって

やら，右前方に自分だけが専用でき

きた例です．その後，そういういく

るスペース，小さいスペースでいい

つかの変数がどんどん出てくること

んだけど，誰にも邪魔されないスペー

によって，僕にとっての居心地って

スがあると僕は心地良い．左側じゃ

いうものがどんどん変わっていった．

駄目なんです．だから右に 1 個席を

そこの例をちょっとしゃべれないん

空けた．窓の外は表の通りで，人が

だけど．

わーっと歩いてるのだけど，あんま
り関係なかった．
で，なんと，そこにおばちゃん二
人が入ってきたんですよ，ガヤガヤ
ガヤって．結構でかい喫茶店ですよ．
池上：
（笑）座られちゃったんですか，
そこに．

中島：そこがわからん．モニタして，
どっちがいいかぐらいは普通やるよ．
諏訪：1 回目はね．身体の向きっていう
ものが，変数として加わった．
中島：俺は窓際が好きだとか，外が見
えてるほうがいいとか．
諏訪：そこもあります．

諏訪：はい，右側の席に二人座ったん

中島：その言葉によって，座る位置が

です．
「おい何でやねん，いっぱい他

変わったとか，そっちがないと駄目

にも空いてるやんか」と．
「仕事や

よね．

ろうと思ってたのに〜」ってなって，

諏訪：その例が今は思い出せない．

「居心地が害された．もう出ようかな」

中島：そろそろ時間だし，飲みに行こう．

と思ったけど，入ったばっかりだし

【ということで結論は出ないけどおし

コーヒー頼んだし．

まいです】

で，ふと，ちょっとこうしたんです．
池上：向きを変えてみたんですか．
諏訪：30 度ぐらい．30 度もいかない．

まとめ
人工知能や認知科学を専門とする諏

45 度も向きを変えたら，あまりに露

訪，私中島と，複雑系や人工生命を専

骨だから．そうしたら，
「ほっ，これ

門とする池上との対談であるが，私と

はこれで，さっきよりかなりようなっ

してはすべての分野に興味がある．昔

た」って思って．

情報処理学会の「人工知能」研究会の

池上：なるほど．

主査だった頃に「知能と複雑系」研究

中島：それぐらいのことは言語化しな

会と改名したこともある．対談の大き

くたって，するでしょう．
諏訪：最初は言語化しなくてもするか

な流れとしては，言葉は認知を豊かに
すると考える諏訪と，言葉は認識を制

もしれないけど，あるときそれに気

限するとする池上との対決となった．

が付いたら，
「あぁ，身体の向き ! っ

私はどちらの主張も理解できる（つも

て」って思うわけじゃない．身体だ

りな）ので，両者の中間的な位置をとっ

けでそれをやってるときと，身体の

ている．

向きと思ったときは，その後が明ら

後知恵であるが，ある一瞬を捉える

かに違います．次から，身体の向き

と言葉は認識の枠組みをつくっている

が自分にとって重要な変数になる．

という意味でトップダウンに制約を加

そういう言葉が一つできることに

えるものであるという池上の意見にな

よって，居心地の体感がガーッと変

るし，長い目で見ると新しい枠組みを

わっていく．そういう感覚を覚えた

つくり出すという諏訪の意見になるよ

んです．その後，いろんなカフェに

うに思える．いずれにしても，何らか

行っては意図的に居心地を形成する

の結論や同意に至ったわけではないが，

みたいなことをやってたのが，一番

重要な議論が交わされたことは間違い

最初かもしれません．

ないと思うのだが，読者諸氏は楽しん
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でいただけたろうか．
（
「まとめ」文責：中島秀之）
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