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W杯カタール大会 日本vsドイツ戦について 

清藤「はい、では行きましょう。2022年11月24日浜松町のシン・オープンラボスタジオから

お送りします。昨日の夜サッカーワールドカップの日本戦がありましたね。見ましたか？」 

 

小平「もちろん見ましたね。前半見てあーあ、という感じだったんですが、さっき誰かが言

っていましたが、ドーハの悲劇からドーハの奇跡になりましたね。ちょっと嬉しいですよ

ね。」 

 

清藤「これを撮影してくれているスタッフが2000年代生まれなんですよね。平成生まれどこ

ろか2000年になってから生まれていて、ドーハの悲劇を知らないんです。中島さんは見まし

た？」 

 

中島「見ましたよ。素晴らしいというか面白かった。何が面白いって、あんなドラマがスポ

ーツっていうのは起きるんだと。だからスポーツ番組は面白いですよね。」 

 

清藤「昨日の夜まではお二人とも見る気なかったですよね。すごく残念な気持ちになるか

ら、見ない方が良いかなということを言っていたじゃないですか。」 

 

中島「そうそう。斜めで見ていた。もういつも期待して最後1バウンドでひっくり返されて

しまっていたから。今日もがっくりする夜かなと思いながらも、気になって見ていたんだよ

ね。でもあんな風にドラマが起きるっていうのは、人間って凄いよね、面白い。」 

 

小平「すごい選手は努力をしているんじゃないかなと思うんですよ。相当練習しているから

実戦で使えたと。なんにしても、準備をしていないと絶対勝てないなと思いました。」 

 

中島「そんな評論家になっちゃったの。」（笑） 

 

清藤「優勝候補のメッシ率いるアルゼンチンが、サウジアラビアに負けたと。これも大どん

でん返しですが、この日本対ドイツも、優勝候補のドイツに後半にトントンと入れてしまう

という。すごい鉄壁のゴールキーパーと言われていたのに点を入れられてしまって、今まで

強かったところがどんどん崩れていっていくというところは、現代の世の中の進行とよく似

ていますよね。」 

 

小平「うまくまとめましたね。」（笑） 

 

サッカーという競技について 

清藤「さっき中島さんも仰っていたと思うんですけど、サッカーって色々察知しているじゃ

ないですか。自分の動きだけではなくて、頭で結構人の動きを察知していて、頭の中で物凄

くコンピューターが働いているみたいなところがあると言っていらっしゃいましたよね。」 

 



中島「他のスポーツと違って、360度行動の予測をしているんだよね。野球の場合はボール

だけを一か所見ていればいいんだけど、サッカーは前を見ながら、後ろも気にしないといけ

ない。」 

 

清藤「前をみながら走っていますけど、後ろが全然見えてない中でどう動いているか、察知

しながらプレーをしているので、野球よりも相当な察知能力を使っているいということです

よね。」 

 

中島「そうですね。頭で考えるのと、体まで埋め込ませているのがすごいよね。」 

 

清藤「ほぼコンピューターと一緒じゃないですか？」 

 

中島「コンピューターはそこまで頭は良くないです。計算通りにしか動かない。微妙な空気

とその組み合わせの隙間の、別のパターンの中で動いていると思いますよ、彼らはね。」 

 

シン・オープン・ラボについて 

 

清藤「このシン・オープン・ラボというのがなぜ作り上げられたかということを、今からお

伺いするのですが。21世紀になってパーソナルコンピューターが発達して、誰もがこういう

コンピューターが内蔵された電話機、このiPhoneに総称されるスマホを持つという時代にな

ってきました。AIがかなり人間の生活の中に入り込んできて、AIのこと自体がライブという

か生活になってきている流れの中で、この東京のど真ん中に、シン・オープン・ラボを作っ

たというところをお二人に聞いていきたいなというのがまず一つあります。 

それが、ただ単純に今現在の人達、社会を支えている人達が作り上げたというものじゃなく

て、中島さんも小平さんも若かった時代の精神に基づいてここに来ているんだということが

今日わかると思うので、そこの話をお伺いしていこうかなと思います。」 

 

清藤「まず、なんでここを作ったのかなということを中島さんにお伺いしていきます。中島

さん、肩書きを教えてください。」 

 

中島「CIMX INITIATIVEの代表取締役です。もう35年目のコンピューターソフト会社で

す。」 

 

清藤「ここのシン・オープン・ラボというギャラリーの、オーナーですね。」 

 

中島「なぜここを作ったかというと、コロナで2年間じーっとしていて、次の時代どうなる

のかなと、色んな人が色んなことを言っていた。 

その中で自分なりの答えを見つけたかった。答えとして、この”オープンラボ”に辿り着い

たんですよね。 

それには２つの意味があって、１つは、イノベーション。イノベーションってよく言われま

すけど。」 

 



清藤「変革という意味ですかね。」 

 

中島「そう、変革。新しい物が生み出されるというけど、 

私15年間東京大学と共同研究でインターネットの部分を研究してきて、そこに集まってきて

いるみなさんもオープンラボとかイノベーションって言葉をよく使われていらっしゃる。企

業と大学に対して僕は失望していた。1つもイノベーションを生み出してこなかったでしょ

と。なぜかというのを2年間考えた。結論は簡単でした。忖度。 

みんなが忖度している。若い研究者達が、無意識のうちに忖度している。」 

 

清藤「つまり開発を進めているけど、それぞれの研究のジャンルや方向性があって、忖度と

いうか遠慮をしていたり、自分のところが優位に立つためにいいようにいろんな所と付き合

ったりという形で、結局全体を良くしていこうとか、進化のためにというふうに考えていな

いというところでしょうか。」 

 

中島「その通りなんですよ。企業にとっては、それが将来儲かるの？と。」 

 

清藤「あー。営業的な意味合いでのことしか考えていない。」 

 

中島「その方向にそって考えちゃう。大学にとっては、特別なアカデニズムにとっていいこ

とですか？という話、ユニークかどうかという話。」 

 

清藤「つまりお金を稼げるか儲かるかということ、あるいは研究でその分野が進展するのか

というこの2点くらいでしか良さを追求していなかったと。」 

 

中島「それが無意識なんですよ、みなさん。一人一人お会いするとね、みんな真面目に頑張

っていらっしゃると思うんですよね。無意識のうちにそこで道を選んでいらっしゃると見え

た。それに対して、ボツになったやつを持ってきてくださいというのがこのラボです。ボツ

になったプランをここに持ってきてやってごらんなさいというのがこのラボです。」 

 

清藤「多少世の中の人の感覚でいうと、お金を稼げるITでもない、研究が進化しているとい

うか、先端技術のITでもないというもの。どうでも良いようなものであったりとか、これが

大事なの？というものがいっぱい抜け落ちちゃっているという状況があって、それを持って

きてくださいということでしょうか？」 

 

中島「そうそう。一番はね、自分が面白いと思ったやつを持ってきてください。人の評価を

気にして何か持ってこないで。こんなことをやってみたいとか、こんなことをくっつけたら

面白いだろうっていうものを持ち込んでくださいって。 

 

意図がもう一つあって、若いひとたちがやっぱりチャレンジが少ない。 

 

あとは、AIと言ってパワーポイントで説明したらどんどんお金が集まる時代なんですよ。す

ると頭でっかちばっかりができてきて、リアルなことは何もわからない。 



人間が歴史上持ってきた経験と勘というものは、全て古いものとして扱われている。 

そんなことはない。お前らの考えている絵に描いた餅を持ってきたらここで失敗する。 

目の前で失敗してみろというのが、僕が若い者に対する挑戦状ですね。」 

 

“化学反応”を起こす場所 

清藤「ここからは広い浜松町の広い芝離宮、それから東京湾が見えますね。その向こうには

レインボーブリッジが走っていますね。そしてこの辺には各企業のビルが立ち並んでいま

す。そこには携帯電話大手３社のソフトバンクさんがありますね。 

AIというか、先端技術のテクノロジーと人間の心というか精神性、僕はアートと捉えたんで

すが、アートとテクノロジーが交差する。 

もう一つは、人間性のアートという、そういう人間性とアートとテクノロジーという３つの

ものものが交差する場所だと。 

ぜひこういう場所でいろんな企画をしていきたいというところで、ここで化学反応を起こさ

せるということが、まず最初の狙いだったと思うんですが。」 

 

中島「化学反応と言った理由が、成功か失敗かみなさんいつも気にしている。でも、子供時

代に砂場で何か家を作ったりビルを作ったりする時、遊ぶ時に成功か失敗かなんて考えな

い。それと同じで、人間が何かしたい時は成功失敗じゃないんですよ、やっていて面白いか

らやる。成功失敗を求めないからここで反応が起きる。 

アートとテクノロジーをまぜ合わせた化学反応が大事であって、そのあとは自分達がどうし

ていくかは勝手にやればいいやと思って。」 

 

清藤「その化学反応を起こすような場所というところで、ここに来たきっかけになったの

が、僕テレビディレクターで25～30年近くテレビの現場に関わっているんですけど、美術番

組をやることになったんです。 

たまたま小平さんという写真家の方とお付き合いがあって、個展に行った時に次はここで変

なギャラリーをやるんですよという話を聞いて。小平さんが30年くらい前に撮った、スティ

ーブ・ジョブズの若き日の写真があるんですが、その写真の展示をここのギャラリーでやる

と。でも普通のギャラリーじゃなくて要予約制だということで、予定が合わずに設置の際に

強引に押しかけたんです。設置しているから相手にできないので、別の日に来てくださいと

言われたんですが、押しかけたことで中島さんとお会いしたんですよね。そうして化学反応

が起きて、今日に至るということでした。 

では、小平さんがなぜここに関わっているのかということを、自己紹介も兼ねてお願いしま

す。」 

 

スティーブ・ジョブズについて 

小平「僕は昔、新潮社のForcusという雑誌に創刊当時から関わりがありまして、報道カメラ

マンをやっていたんですけど、色々疲れてアメリカに移住した。1986年。たまたまITが徐々

に上がっていくという革命が起きている時ですね、ITを写真に撮るにはどうしたら良いかな

という時に、人しかいないと。色々きっかけはあったんですが、ITレジェンドをのべ10年く

らいで、100名くらい撮影することになったんです。その中で一番際たるものが、スティー



ブ・ジョブズだったんです。僕は不思議とスティーブ・ジョブズと関わることが多くありま

して、何度も写真を撮らせてもらった。 

会って話をしたというのは写真家としてエビデンスを取っているわけですから、ジョブズの

良い悪いは別にしても、みんなに彼の持っているパワーを届けたい。僕はレオナルド・ダヴ

ィンチの次はジョブズじゃないかなと思っているんだよね。 

シン・オープン・ラボのオーナーである中島さんがある文章に”stay hungry stay foolis

h.”というフォーラスカタログの最後に書いてあった言葉を書いていらして、「実はこれは

ジョブズのスタンフォード大学の卒業式で話した言葉ですね」と会話していくうちに、ジョ

ブズが持っているパワーを共有しました。さっきも仰っていましたが、アートとテクノロジ

ーとリベラルアーツの交差点を唄うように高らかに、Appleは進んでいくんだというのを、

もう1995～1996年Appleに復帰したところから言い出したんですけど。Think differentとい

う言葉がありますけれども、まさしく、ここのオープンラボが日本で交差点になれると思い

ますし、既になりつつあるということで、今日はお披露目のお話をさせていただいておりま

す。」 

 

清藤「この写真撮った頃は、スティーブ・ジョブズが自分が作った会社Appleを一回追い出

されている時に会ったということですか。」 

 

小平「そうです。ネクストっていうコンピューターを作った時です。なぜ追い出されたかと

いうと、ネクストっていう超ハイエンドのコンピューターを作りたいと。でもそんなことを

したらAppleが潰れちゃうから、役員会でだめだって反対を受けるんです。でも、ジョブズ

は俺がやりたいのはこれだって。その時に作っていたネクストっていうUNIX 64ビットのコ

ンピューターが、今のみなさんが使っているPCなんですね。」 

 

清藤「マックだけでなく？」 

 

小平「マックだけでなく、今の全ての標準がこれです。なおかつ、この初めて作ったジョブ

ズのネクストのコンピューターに、初めてインターネットが繋がったんです。すごく性能の

良いコンピューターを彼が作り上げたんです。その当時、２００万円以上したコンピュータ

ーを彼が作り上げた。」 

 

清藤「その頃に会っているんですね。」 

 

小平「そうなんです。その時に、日本企業が全面バックアップしていたんですよね。日本企

業が非常にリッチだったから。」 

 

清藤「バブルの直後でしたしね。」 

 

小平「ネクストを作ったのは日本企業なんですよ。だから、日本人メディアとして参画して

いったという。」 

 

清藤「そういう流れがあったんですね。」 



 

小平「はい。」 

 

清藤「ちょっと整理をすると、 

Appleというスティーブ・ジョブズが立ち上げた会社があって、パーソナルコンピューター

を開発して、スティーブ・ジョブズとしてはもっと性能をあげたいと思っていた。ところ

が、会社としてはもっと普及させるために、そんなに高性能じゃなくても良いからもっと売

れるものを作れということでAppleと喧嘩をして、結局、退社した。 

ネクストというかなり高性能で、お金がかかりすぎて売れないだろうと思われていたパソコ

ンを開発したことが、後のWindws95というビルゲイツの開発に繋がり、そして、Appleもマ

ッキントッシュをもっと普及させていく方向に発展していって、繋がっていくということで

すね。そこからスマホにも繋がっていくんですね。」 

 

中島「スマホに繋がることがすごいことで、そこまで小さくできなかったから、多機能は。

したくもなかったしね、技術者は。」 

 

清藤「なんで技術者はしたくなかったんですか？」 

 

中島「自分の世界を守っていきたいんですよ。昔のコンピューターは、神主というか神様の

ように特別な部屋にいて、特別なエリート集団ですから。」 

 

清藤「それは分かります。自分の作ったものだったら、デカくて誰でも使えるものじゃなく

て、開発者だけが使えるから全部聞いてくれよと。テキトーに押すなという考え方があっ

て、人間だから独り占めしたいという考えがあったんですよね。ジョブズはもっとそれを一

人一人のものに、こうやって携帯できる、今だったらwatchのような状態のものまでにした

いと無双していったということですよね。それは、ネクスト時代からすでにそういう考えだ

ったのですか？」 

 

小平「元々Appleを作ろうということそのものが、パーソナルコンピューターの入り口なん

ですね。パーソナルなコンピューターですから、自分のものということです。大きな汎用コ

ンピューターに対するカウンターカルチャーですから、みんなが大きなコンピューターを使

っているから、それをダウンサイジングして小さいコンピューターにして使いましょうじゃ

ない。全員一人一人、自分のコンピューターを作りましょうということです。今知らないう

ちに騙されてこう（スマホを見せながら）なっちゃいましたけど、このiPhoneはこれはこれ

で凄いし、パーソナルコンピューターにこだわったことが、世界の一つの産業革命のパワー

になっていった。今、当たり前のようにパーソナルコンピューターを使っていますが、のべ

何百万人という男が夢を持って開発してきたんですよ。 

やっとここまできたけれど、まだまだ先がありますよね。コンピューターは命令しないと言

うことを聞かない、というか反応しない。勝手に自分でこうかなと考えて動くのはもう少し

先だと思います。AIはありますけどね。 

しかし、カオスに考えるということがなかなか難しくて、その人間のエネルギーをここで交

差点にして、中島さんを筆頭に化学反応をボンボン起こしちゃおうかなと。」 



 

清藤「ということでこの場所で化学反応が起こって、今に至るということですね。」 

 

小平「そうです。まずこの二人が化学反応を起こしたと。」（笑） 

 

団塊の世代の後の世代 

清藤「そして一つね、中島さんに話を聞いていて面白いなと思ったのが、お二人が同世代な

んですよね。僕自身は1969年生まれなのですが、お二人が活気盛んな青春時代の真っ盛りな

中、僕が生まれて今に至っているという。ちょっと世代的には違いがあるんですが、ちょう

どその世代に二十歳前後だったということは日本では、戦後ベビーブーマーとして団塊の世

代と称される方々の１軍だったんじゃないですか。」 

 

小平「団塊の世代のちょっと後ですよね。」 

 

中島「そうですね。団塊の世代がお兄さん。我々が末っ子甘えん坊の世界。」 

 

清藤「60年代の終わりに大学に入って、ちょうど僕が生まれた69年の春に東大安田講堂事件

っていうのがあって。」 

 

小平「4月にね。」 

 

清藤「僕が生まれる1か月前なんですれども」 

 

中島「よく覚えているね。」（笑） 

 

清藤「いやいや、覚えていないですよ。僕は歴史で知ったんですよ。」（笑） 

 

中島「よかった、よかった。」（笑） 

 

清藤「僕は1月の東大安田講堂陥落の後の2月に生まれているので、その時代のことを知らな

いんですけど、その時点ではお二人はまだ高校生だったんですか。」 

 

小平「まだ高校生でした。」 

 

清藤「その後に大学に入られたお二人ですが、団塊の世代を上に抱えながら今やられている

というね。」 

 

中島「小平さんと大学は一緒で学部は違うんだけど、当時はまだ全然知り合いじゃなかっ

た。共通項でいうと、大学に入ったら戦争後の廃墟みたいな、学生運動が終わって虚無とい

うのかな。」 

 

小平「そうですね。」 



 

清藤「それより大学に入る何年か前までは、角棒持って自衛隊というか警察と戦ったり。」 

 

中島「機動隊ね。」 

 

清藤「機動隊ですか。機動隊と戦ったり、大学を封鎖して授業ができなくなったりとか。」 

 

中島「あれが一番幸せ。」 

 

清藤「あれはお兄さん世代ですよね。なんでああいうことをされていたんですか？」 

 

中島「ヒューマニズムですよ、基本的には。マルキシズムじゃないんですよね。」 

 

清藤「一応マルクス主義を掲げて戦っていたって言いますけど。」 

 

中島「看板はね。日大は使途不明金追求だったし、東大は違法に処分された学生の復活とい

うすごく純粋な正義に対して動いていた。その時の波がちょうどマルキシズムだったのが不

幸なんだよね。」 

 

清藤「だから学生運動としては、そういう学校内の不正を正すためにとか色々正義感があっ

たけど、なぜかその思想性というか国家というか、日本はこういう形でいいのかっていうこ

ととか。あとは、マルクス主義を進展させた、いわゆる共産主義みたいなところを競合して

いた。」 

 

中島「だから複合的条件になるわけですよ、何事も。一つの条件で学生運動が動くわけじゃ

なく、ベトナム戦争というのは深刻な問題として抱えていて。日本が反戦と言いながら、ア

メリカ同盟軍として裏で支えているという実態があり、それに対する怒りというものがあっ

たと思いますね。なぜベトナム戦争が起こったかというと、共産主義がベトナムまで行くド

ミノ倒しになるっていうドミノ理論をアメリカが出して、次々と共産化されることに対する

不安感があった。それを止めたかったんです。まだ冷戦後の話の、最もホットな戦いになっ

てきた。それが一番混じり合っていった場所が学生運動です。日本の場合は、戦後から共産

主義を共謀する組織が強かった。アメリカは少ないんですよ。だからアメリカの学生運動は

そこまで共産主義でもないですけど、アメリカでも起きているし、フランスのソルボンヌで

も起こっているんですけど。 

日本の非常に強い組織力がソ連と中国からの支援もあって、動いていたってことだと思いま

すね。」 

 

清藤「なるほどね。日本では左翼対右翼みたいなところがあって、学生運動イコール左翼

が、国家に対して左と右を転覆しようという動きだったと思うんですけど。実際に下から見

ていた感じからすると、実は自分自身達の考え方の問題でもあったり、印象としてはどうで

したか？高校時代はそこに参加しようと思っていたんですよね？」 

 



中島「そうそう、参加していましたよ。ヘルメット被って参加していましたけど、別にそれ

しか手段がなかったんですよね。」 

 

清藤「それは、やっぱり自分もやりたいと思っていたんですか？」 

 

中島「そうですね。その社会に対して抗議する手段ってそれしかなかったし、大きな力だっ

たので、そこに参加することによって、それが広がるという夢はありましたよ。」 

 

大学時代について 

清藤「でも入ってみたら、すっからかんだったと。」 

 

中島「そうですね。マルクス資本論を読んでいる人もいなければ、意味もわからない。アジ

テーションというのは、ヒトラーの演説と同じで”我々は〜”とやるわけだけど、“判定主

義で～”とやっていく中で、盛り上がったスピーカーのもとに気持ちがどんどん盛り上がっ

ていくと、サッカーの応援と変わらないですよ。」 

 

清藤「入ってみたらすっからかんで、一体なんだったんだという感じですよね。」 

 

中島「それはやりながらもどこかで感じていたわけで、思想的にはね。」 

 

清藤「小平さんはその時期何をされていたんですか？」 

 

小平「私は北九州の小倉っていう場所に生まれて、高校まで小倉にいましたけど、全くそう

いうことは感じていませんでした。」 

 

清藤「あ、じゃあ地方まではいっていなかったんですね。」 

 

小平「はい、全くいっていませんでした。もう、伸び伸び！」 

 

中島「自然と！」 

 

小平「自然と遊んでスポーツやって、勉強はしていなかったんですけど、好きなことを沢山

やって、さあ東京に出てきて大学に期待して行ったら何もなかった。あれ！？って。 

今でもあるんじゃないかなと思うんですよね。僕も今大学で教えていますけど、1年生に絞

って教えているのは、1年生は大学入ってこんなはずじゃなかったと、こんなに受験勉強し

てきたのにあれ？！って。爺さんがね、まあ僕も爺さんですけど。爺さんの先生が20年くら

い同じこと教えていて、やっぱりもっと最先端のことを、一番新しいことを教えるべき大学

のはずが、未だに全然そういうことがないということを最近感じています。もっと新しいこ

と、ワクワクするようなことを教えてくれる学校であれば、もっとワクワクしたはずなの

に、何にもなかったと。それがずっと続いているんじゃないかなと思います。 

 

もうちょっと自分で考えなさいって言葉はいいですよ。 



勉強するのもいいんですけど、自分の意見をマルチタスクで考えて、みんなで討論したり、

会話していくことが素敵なんじゃないかなって。私も正直言って、ジャーナリストになって

色んなところに取材に行きましたけど、社会主義の問題とか、大人になってみて冷静に考え

ると、どうして社会主義は破綻したのかとか、人間は浅はかだったのかとか、色んなことを

見れました。皆さんも旅をして勉強したり、色々経験していくことがとても大切なんじゃな

いですかね。その１つとして、こういうラボに来てトークをする。小学生・中学生・高校

生・大学生でもここに来てもらって、大人と一緒に同じヒエラルキーのないところでやった

ら良いのかなと思います。」 

 

清藤「若い世代っていったら、10代・20代・30代とかもっと言うと40代初めまで含めて、っ

ていうくらいだと思うんですけれども、自分でこうしたいとか、こっちの方が良いんじゃな

いかというのを、なかなか社会の中では言えない状況があるのかなと思っています。今もっ

と団塊の世代の一個下のお二人から見て、世の中的にはどんな感じですか？ 

今の若い子に、自分達がこういうことがしたいとか、情熱があった頃と比べると、今の社会

を支えているという意味合いで、20代・30代・40代初めの人たちの意思というか、心の感じ

からするとどういった印象ですか？小平さん。」 

 

小平「僕としては、やっぱり組織というか、要領良く勉強して、要領良く学校に行って、要

領良く企業に入って上手いこと生きていくと、まあ良いかなという風潮になってしまった。

でも親には、好きなことしていいよとか、世の中に貢献できる人間になりなさいと言われす

ぎて、そのようなことばかりになってしまって、同調圧力が強いっていうんですか？ 

20代をもっと元気さにせなきゃいけないのに、30代・40代は上のおっさんたちが締め付けち

ゃっていて伸び伸びとしてない。グランドデザインを考えていない人生なんです。グランド

デザインを考えることが、人生において大切なことだと思います。特に20歳の時に、20代の

時間をどう過ごすのかって、ジョブズも言っていますよ。20代で一番大切なものは時間だ

と。もうTシャツとジーパンで良いんだと。子供がいたり、親の介護もあるわけじゃない

し、水飲んでおけば良いって。好きなことを色々やって20代のうちに冒険しておかないと、

30代・40代・50代はそれがないんですよ。そんな強引なカウンターカルチャーだったわけで

すよね。」（笑） 

 

カウンターカルチャーについて 

清藤「今日の最後にカウンターカルチャーというというところに行こうと思うんですけれど

も、中島さんはどうですか？」 

 

中島「今のはね、僕ら70近くなってきた人がいう若者論だよね。だって、小平さんもそんな

にしっかりした学生時代送っていた？」 

 

小平「送ってないですよ。」 

 

中島「そうですよね。だから、今僕らが見て、今の若者は空っぽだって言ってもね、若い頃

はみんな空っぽなんだよ、僕らも。そこが面白くて、こういう番組になると大人として答え

なきゃいけない場面になると、忖度して答えなきゃいけないわけ。」 



 

清藤「若い時には違いましたか？若い時にはもっとべらぼうにというか、テキトーにじゃな

いですけど。」 

 

中島「僕らの若い時も、今もあまり変わっていないと思っていて、社会環境の条件が変わっ

ているだけで、本質的には僕はあまり変わっていないと思っています。もし歯痒さを感じる

ならば、それを作り上げたのは我々だし、その次の世代の親達がそうなっただけだと思って

いて。でも、一般論として語ることは良くないと思っていて、個で語るべきだと思っていま

す。一人一人違う心持ちでみなさん生きていて、それをどう表に出して聞き取れるかだと思

う。世代論っていうのはテレビとか雑誌とかは描きたいけど、あまり関係ないと思ってい

て、すごい人は僕らの世代にもいたし、次の世代の若い人たちにもいる。ただ条件が違うの

が、あまりにも情報が溢れている世界になった。このスマホの、それこそ我々の世代から出

だしたパソコン革命によって、情報革命が起きたのは事実で、そこを上手に溺れないように

生きていらっしゃるっていうだけだと思う。」 

 

清藤「そうですね。溺れないように情報がちゃんと取れるっていうものが、パーソナルに常

に携帯できる時代になった。AIが作った情報革命社会に若干丸め込まれているというか。若

い人も含めて上手いように利用しているけど、ただその中に本当に包まれている状態で。」 

 

中島「そうそう。」 

 

清藤「これが良いのかどうかっていうのを・・。」 

 

中島「いや、もうそれは良くないよって。それが良くないことを伝えたいっていうのがここ

よ。」 

 

清藤「もうちょっというと、さっき小平さんが言われたスティーブ・ジョブズのこれ自体

が、カウンターカルチャーの中から出てきた。いわゆる、さっき話に出たstay hungry,stay 

foolishが、ホール・アースカタログという、カウンターカルチャーを象徴するような雑誌

というか、カタログなんですよね。そこのチームというか、そこでパソコン開発をしていた

グループがいて、その中にスティーブ・ジョブズと共同開発者のウォズニアックという2

人がいた。それが最初のAppleを立ち上げるという流れに進んでいった。いわゆる団

塊の世代というか、カウンターカルチャーやサブカルチャーとかいう、メインカル

チャーではないカウンターカルチャーから出てきた人々の文化だったと。それが、

今のパーソナルコンピューターとスマホの誕生に繋がっているということで言う

と、日本で言うと団塊世代、カウンターカルチャーと呼ばれたアメリカを作った今

の60代・70代の人達が、今の社会の行動の底辺というか、そのAIの文化を作ったん

だとしたら、その中に我々も含め若い人達も丸め込まれている状態なんです。それ

は、その人達が作った意図というか、意志そのままですか？はっきり言って、革命

を起こしたかったんじゃないんですか？ということなんですが。」 

 



中島「カウンターカルチャーという言葉を使うと、カタカナじゃない？ 

だから、僕ら60年代・70年代の人間は、反体制と呼んだのね。ここの本質を一言で

いうと、規制の価値観の否定です。若い人にいうとね、社会が思っている、先生に

言われる、親から言われる価値観を徹底的に拒否する。拒否から始まるわけ、ヒッ

ピーもそうですよ。価値観を否定するということは、自分の存在を否定されるんで

すよ、社会から。そこの凄いせめぎ合いを戦い抜いてきたのがジョブズだと思う

し、僕らの世代なんですね。その結果が良い形で認められ始めて、インターネット

や携帯の情報革命が起きてきて、その情報革命をまるっと浴びながら生まれてきた2

000年以降の人達。 

すると、それで終わりだと思っているんですよ。与えられた情報で、ググったら終

わりなのね。分かったつもりで生きている。それに対して、人間の悩みや経験から

深みを持って、自分で試作するということができていない。そういう経験というも

のを通さない限り、何者も知識は自分のものにはならないというところを味わって

もらいたい。そのような意図を持って、このラボを始めています。」 

 

清藤「なるほど。だから本当はスティーブ・ジョブズ達のような、カウンターカル

チャーから出たAIを無双した人というか目指した人達は、コンピューターが個人個

人のものになることによって、個人の意思とか希望をもっと社会に反映する社会を

作って、国家や一部の人が抑え込むような社会ではなくて、個人、人間1人1人が快

活に自由に生きられる社会に変換したかった。本当はその革命をするための意思が

あったのではないかと思うのですが、今は、さっきも言ったように基本的にはこれ

に丸め込まれているわけですよね。」 

 

中島「そう、ひっくり返すものはなくて、勝手に自分達でコミュニティーを作りた

かった。あいつらはあいつらでやっていれば良いじゃんっていう。西側は特にそう

で、シリコンバレー側はそう思っていた。ニューヨークやワシントンの規制の連中

は、あっちで生活していれば良いじゃないって、こっちはこっちでやるぞっていう

考え方で。まさか向こう側までひっくり返せるような力が、自分達にも回ってくる

ようなことになるとは思わなかったから、今は取り込まれてしまった。」 

 

小平「なるほどね。」 

 

清藤「そういうことか。どちらかというと本当にサブで良いというか、メインには

いけないけど、こっちでコミュニティーを作って、一つの自分らの主張ができれば

いいというか。最初はネット社会というか、10年前とか2000年代のはじめぐらいだ

と、コンピューターネットワークという一つのコミュニティーが出て、そこのグル

ープで一つの社会ができるみたいな。今もありますけど、だんだんとメインの社会

がそっちに近づいていっている状態で、メインの社会がそれを取り込んで、丸め込

もうとしているのではないかと。」 



 

中島「というか、逆にメインストリームになってしまった。時価総額のAppleは、日

本の全企業を集めるよりも大きいわけですから。我々、日本の製造業を集めたより

もあっちの方が大きいわけでしょ。これは完全に取り込まれ、丸め込まれた状態に

ある。これがすごく大事で、取り込まれているわけだからGAFAをなんとかしたい

と。これは国も支配できないから、もっと支配権を強化したいという動きがヨーロ

ッパであるし、中国はアメリカの支配はいやだと拒絶している。もう一つすごく大

事なのは、元々個人なんだと。国も関係ないし、人種も男性女性の差もないし、1人

1人個人が平等なんだと。それを獲得できるのがパーソナルコンピューターであり、

情報革命の道具なはずだと。本気でちゃんとそれを追求しているのがWeb3ですよ。W

eb3は、あれは何、罪滅ぼしなの？中島聡さんは。」 

 

小平「いや罪滅ぼしではないですよ。」 

 

中島「こんな社会にしちゃった。windows95を作ってこんな社会にしちゃったことに

対して罪滅ぼしとしてやっているの？」 

 

小平「僕はですね、Web1は一方通行、Web2は双方向性、Web3は今からですね。みん

なで分散して、みんなで考える。学校で、みんなで考えましょうというと、何？っ

ていう人がいます。一人一人の個人がどうのこうのっていうけれども、みんなでチ

ェックして、みんなでフェアな国を作っていこうっていう。みんなでやっていれ

ば、1人だけが儲かるわけではない。ずるをしたことがバレてしまうわけですから、

そういうような組織にして、分散型のスマートコントラクトにして、気持ちよくみ

んなでボーダーラインというか、ボーダーレスを作っていこうじゃないかという

ね。まだ今からですよ、今黎明期でそれこそお金を仮想通貨で乱高下しちゃって、

儲かったり大損したり色々やっています。それもすごく面白くて大切なことで、イ

ンターネットもアダルトビデオから始まったわけで、ここで化学反応が起こってい

る今面白い時期なんです。色んなことがざわざわしていて、これから面白い時代な

んです。だから、偉そうになんとかこうしてとか、DXっていうけど、30年間どうし

てとかいうけど、そんなこと考えないで、今からどうなっていこうかと楽しみにや

れたらいいなと思っています。僕はそのスイッチを入れたい。」 

 

中島「面白いのがね、もしこのメッセージを伝えるとすると、ここまで支配されて

出来上がってしまった、スマホ・インターネットの情報化社会に対するカウンター

カルチャーとして、今度はWeb3が一つの候補として上がっていると。グループとし

てもっと違ったものが上がってくるはずなので、社会というのはそういう風に変化

する。常に体制と反体制のせめぎ合いではないかと。その出発点がここであったら

面白いなと思う。」 

 



清藤「いいですね。さすが、言葉にするとあれですけど、団塊パワーじゃないです

が、上の団塊世代の失敗を見つめてきたお二人が語る、リアリティのある言葉だな

と思います。」 

 

小平「ジョブズが僕にこういうことを言ったんですよ。今どん底だと、どん底最高

だと。上に行ったら落ちるのが怖くて、もう生きていけない、大変だったと。夜も

眠れなかった、この僕でさえ。だから今が楽でしょうがない、だって落ちないんだ

から。これ以上落ちないところまでいってガーンと上がっていくっていうのが、ま

た素晴らしいエネルギーになっていく。それが乱高下することによって色んな人生

があるんじゃないかなと。まだまだ未熟者ですけど、そう思うんですよね。」 

 

清藤「そのジョブズが、カウンターカルチャーのホール・アースカタログの集まり

の中で、パソコンの仲間を原点としてAppleを開発していったというところ。つま

り、Windowsも含めた今のパーソナルコンピューターや、スマホにせよ、その時の社

会に対する革命的な意識というのは、ジョブズの中にあって、我々が使っているこ

ういうものには、そういう思いというのがあって、遺伝子があるのではないかなと

思うんですけど。つまり、やっぱり体制ではなくて、反体制の個人というものを浮

かび上がらせたいという時限爆弾が埋め込まれているような気がするんですよ。そ

れはなんだと思いますか？」 

 

小平「いや、元々ジョブズは別にコンピューターが好きでもなんでもなかったんで

すよ。でも、面白いことやっているよねって。その当時はですね、パソコンという

ものもなかった。彼のスタートはホンブルワーズコンピュータークラブに行って、

みんなと一緒に先生がいて兄貴がいて、そこでハッカーをしていたんですよ。タダ

で国際電話をかけるっていうのを楽しみで。昔は国際電話も高かったんですよ。」 

 

清藤「すごいですよね、何秒かで何十円も。」 

 

小平「それをタダで電話をかけて喜んでいたんですよ。ハッカーするわけですよ。

そこから始まったんですよ。」 

 

清藤「極めて高度な思考性とかではなく、人間のただの欲求だったと。物凄い遠い

外国人とタダでしゃべりたいと。」 

 

小平「タダだ、これはみたいな。」 

 

清藤「そういう人間の本当の欲求も大事ですよね。高度なアカデミックな開発だけ

でなくて。」 

 



小平「僕らがあーだこーだしていくうちに、良いものを見つけていくわけですよ

ね。 

良いiPhoneができて、自分の思ったことを実現させるためにウォズニアックという

友達ができて、2人で何かやっていきましょうって色んなものを巻き込んでね。それ

でマッキントッシュのApple１を作っていくんですけども。細かいテクノロジーのこ

とは抜きにしても、今から新しい時代を築けるんだと。その当時はインターネット

とかネットワークに繋がっていないのにコンピューターがあって、ただ会計ソフト

があって、それを使っているだけだったんですよ。今はもう考えられないでし

ょ？」 

 

清藤「年代的には80年代くらいだったんですか？」 

 

小平「70年代後半から80年代前半かな、ジョブズが追い出されたのも86年ですか

ら。そういう意味でいうと、彼らが面白い時代を築いてきたというのは間違い無い

ですよね」 

 

清藤「中島さんとしては、時限爆弾っていうのはどう思っているんですか？」 

 

中島「時限爆弾っていうのは実は日本にあるんですよ。 

ジョブズはね、自分のイメージしたものを作り上げるために、日本の企業、特にSON

Yが大好きで、作って欲しかった。逆にいえば自分が作りたくなくて、でもSONYが乗

り切れなかったんです。日本の色んなところの技術がiPhoneにも生きているし、彼

は非常に技術としての日本を評価していた。そこに乗らなかった日本の企業の問題

が一つあるんだけど。もう一つは禅宗でしょうね、彼が持っていったのは。1人で自

分が生きる中で、生き様として何が重要なのか、禅宗の中から彼は見つけ出してき

たのかなと思います。」 

 

清藤「なるほど。だから、ここ東京・日本ですけども、AIが進化する原点のところ

からいうと、スティーブ・ジョブズだと。スティーブ・ジョブズも1人のカリスマで

はなく、人を巻き込んでいって、ここで起こそうとしているような化学反応みたい

なものを起こしたかった。ホール・アースカタログのようなチームから出てきたと

いうのもあって、その中で日本に注目したと。中島さんが仰っていた日本の企業の

力があった。当時80年代後半はバブルだったので、日本企業の力が物凄かった。そ

こに開発してほしいと。それと禅思想、日本の仏教思想に非常に惹かれたというこ

とですね。」 

 

中島「そうしたら3つですね。技術としての日本。バブルが終わった後のスポンサー

としての日本。それと古くからある仏教・禅宗思想としての日本。この3つがあっ

た。今あんまり日本はお金が無いかもしれないけど、技術もお金かかっているけ



ど、仏教はどうなっているの？って話になっているけど。でも実は眠っていて消え

たものではないので、もう一度そこを掘り起こしたら次の世代にまた新しいものが

見つけ出せるのではないかっていうね。」 

 

小平「まさしくそうです。」 

 

中島「ここを選んだ理由って、先ほど紹介されたハイテクの特別区になっているの

ね、スマートシティのね。あそこ映っているのが、それです。だけど反対側に行く

と、芝大門で門があって、その後ろには増上寺という、古くからあるお寺があ

る。」 

 

清藤「古くからあるお寺が」 

 

中島「そうそう」 

 

清藤「でかいお寺がね、徳川幕府が。」 

 

中島「すぐそばには芝神宮っていう、1200年の神社があると。この歴史と未来都市

の交差点に、まさしく物理的にここにいるわけです。」 

 

清藤「なるほど。ここの場所がね、土地的にも意味があるわけですよね。いわゆる

古くからある江戸時代からある増上寺という仏教のお寺があって、その横に芝神宮

っていうのがあって。古くからの日本思想、神仏の思想がある土地と、反対にはIT

の特別区というのがあると。」 

 

中島「その先にはお台場ですからね。お台場っていうのは、黒船がきた時の大砲を

置いていたところですよ。開国に抵抗した場所でしょ。これはすごく面白い。」 

 

清藤「面白いですね。つまりこの先のお台場の向こう側に黒船が来たので、スティ

ーブ・ジョブズが住んでいた国と繋がる150年前の改革が、ここで行われていた

と。」 

 

中島「僕が言っている、ネットで見た情報がイコール知識だと思わないでくれと。

ここに来て、この空気と場所を見て、経験とは一体なんなんだと。流れている風・

土地を見て感じて、自分の考えをもう一回そこから考えはじめてくれっていう意味

でここを作っています。」 

 

清藤「今、本番で聞いて震え上がりましたけど、すごい場所にありますね。下は新

幹線も通りましたよ。東京、大阪、福岡まで繋がる線がありますからね。」 



 

小平「飛行場も近いですからね、モノレールがあってね。」 

 

中島「浜松町からすぐなんでね。最近よく色んな方が寄られるのでね。それが非常

に面白い。やっぱり出会ってみると、違った色んな新しいアイデアがあって、ここ

の風景を見ながらみなさん考えて帰られる。何も説明しなくても、その方の中で化

学反応が始まってくるので、それが面白いかもしれない。」 

 

清藤「いいですね。そういう形で、ここに様々なゲストや錚々たるメンバーを呼ぼ

うと思っています。ちょっと難しい話になるかもしれないですけど、少しこの理由

をね。なぜこのiPhoneができたのか、パーソナルコンピューターがみんなに広まる

ようになったのかというのを。今ちょっと理由出たと思いますけど。すごい革命を

起こしたいと思っていた世代の中にいたスティーブ・ジョブズがちょっとだけ自分

の単なる人間的欲求を叶えたいということだけで、ハッカーして国際電話をかけた

いっていう思いが強かったために生まれた産物なわけですよね、極端にいうと。 

そういう化学反応が起こることで今の社会のベースが作られているので、これから

ももっと、そういう人間の本当の心の欲求が社会を作っていくということが起こる

んじゃないかと。起こって当たり前なんだということを、ここで聞いてみたい。」 

 

中島「そうですね。」 

 

清藤「その種がどこにあるかというのを聞いてみたい。これは、やっぱり今我々も

丸め込まれてiPhone・スマホ・パソコンを使って、さっき言ったように情報社会に

丸め込まれています。その中では見えてこないものがあるので、こういう風に経験

された方から、少しずつ知識というか経験を聞かせてもらって、その種を発見して

いこうと。それができれば、たぶんここから色んなものが生まれるのではないかと

思っています。」 

 

中島「なるほどね。」 

 

小平「面白そうですね。」 

 

清藤「誰を呼びたいかっていうのは、シリーズにしていきたいと思います。時々お

二人にも入っていただきながら、今日披露していないかなり密な話がありますの

で、それも公開していきながら続けていきたいと思います。今日は第一回、シン・

オープン・ラボのスタジオからお送りしました。ホール・アースカタログみたいな

場所になればいいですよね。ありがとうございました。」 

 

中島・小平「ありがとうございました。」 


