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小特集ノート：寄稿

個人主義と公益
～公私共創のDX～

武邑 光裕1

Individualism and the Public Interest:
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1. はじめに
ご紹介いただきました武邑です．今日
は個人主義と公益というテーマで，主に
ウェブスリー1) (Web3：以下Web3 と記
す）とメタヴァース2)という，いまバズ
ワードになっているこのテーマについ
て，少しお話をして行きたいと思ってい
ます．
私は 2005 年から 2015 年まで札幌に住
んでいまして，札幌市立大学の開学準備
の⚑年間，札幌市役所に勤めたことが
あって，2006 年から 2015 年まで札幌市
立大学の教鞭を執らせていただいていま
す．もともと⚕年ぐらいのつもりだったのですけれど，札幌はなかなか居心地が良い街だったので，
トータル 10 年住んだことになります．ただ，どうしても自分がやりたいことをちょっとやろうと
思って，大学を早期退職してベルリンに移住しました．約⚖年半ベルリンに住んで，最近，日本に
帰国しました．その間，⚓冊の本を出版することが出来て，特にプライバシーの問題について論述
することができました．一番最近は，⚓月 14 日に発売になりました『WIREDWEB3：所有と信頼
のゆくえ』．ここで私が 2013 年からやっている私塾，武邑塾の紙面上での武邑塾を開講しましたの
で，ぜひ読んでいただければと思います．Web3 の課題について書いたものです．
ベルリンは，皆さん名前は聞いたことあると思いますが，EU 一般データ保護規則3) (General
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Data Protection Regulation：以下 GDPRと記す）というEUの法律の発火点になった場所でした．
なぜベルリンからこの法律が世界にインパクトを与えたのかということについては長くなるので割
愛しますけれども，これに呼応して 2020 年⚑月にカリフォルニアでもカリフォルニア州消費者プ
ライバシー法4)というものが施行され，GDPRとほぼ同様の規制措置が展開されています．

1.1 Web3 と二つの課題
1990 年代の初頭から，ワールド・ワイド・ウェブ（WorldWideWeb：以下WWWと記す）と関
わっている訳ですけれど，情報を入手する，あるいは情報を発信するという方法を根本的に変えた
革命が起きました．原則として，インターネットは誰のものでもないため，もともと分散型に編成
されていました．ソーシャルメディアと e コマースプラットフォームがそののち出現し，Web は
Web2.0 に進化したということです．プラットフォーマーという，ある意味で信頼できる中間者と
いう形で，プラットフォームは継続的に最適化されて，ユーザー，私たちの生活を便利にしたとい
うことです．
しかし，プラットフォームはユーザーのデータを完全に制御できて，独自のルールを設定して，
誰がどのサービスをいつ利用したかを正確に追跡できる為，例えば，追跡広告とか，様々なマネタ
イズをプラットフォームにもたらしたということで，その引き換えにプライバシー保護などの問題
が生じてきたということです．
1989 年の⚓月に，ティモシー・バーナーズ＝リー（Timothy “Tim” John Berners-Lee)5)は，スイ
スの欧州原子核研究機構というところがあるのですけれども，そこでWWWを考案した人です．
この人が，いまのWeb というものの基本的な要件というものを定義し，実装したということです．
彼が最近，「インターネットは壊れてしまった」という発言をして，世界に大きな影響を与えました．
なぜ壊れたのかということですが，現在のインターネットプロトコルというのは，主に企業によっ
て定義されています．そのため，セキュリティと ID，特にプライバシーの重要な領域に関する標準
がほとんど無いということなのです．Facebook や Google，Amazon などの企業が巨人になること
を可能にしたのは，これらの「基準」の欠如だったわけです．テクノロジーとしてのブロックチェー
ンは，近年，非常に注目をされていますけれども，中央のプラットフォームや仲介者を必要とせず
に，安全に分散化された方法でユーザーの ID を検証し，個人データの安全な交換を可能にすると
いうことが言われています．つまり，ここに「壊れたインターネット」問題を解決する可能性があ
るということです．
Web3 の大きな課題を二つ挙げてみました．産業界，そして政府はデータに対する貪欲なニーズ
と，消費者のデータプライバシー保護を，どのように調和させることができるのか．Web3 は，デー
タ経済とプライバシーの間の固有の対立をどう解決できるのか，ということです．データプライバ
シーにおける公私問題ということを，今日のテーマの一つで考えていきます．個人データの保護と
いうのは，非常に重要なことです．それと同時に，医療や公衆衛生，防犯，スマートシティの運営
などに，こういった個人データを「提供する」ということ．これによって公益性を担保することが
できる．しかし，このデータ保護と公益性というものの間には，対称性が存在するということです．

1.2「個人主義」を振り返って
ここで個人主義というものを振り返って考えてみたいと思うんですね．私たちが個人であるこ
と．欧州では，市民である前に，まず個人である必要があったということです．これは歴史的に「個
人」という概念が殆どなかった中世期から，徐々に個人の目覚めというものが起こってきます．国
家や社会の権威に対して，個人の権利と自由を尊重する立場，あるいは共同体や国家の重要性の根
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拠を個人の尊厳に求め，その権利と義務の発生原理
を解く思想として知られています．
図⚒は，ドイツのロマン主義の代表的な画家で，
カスパー・ダーヴィド・フリードリヒ（Caspar
David Friedrich）という人が描いた『雲海の上の旅
人』という有名な絵です．なぜこの人は背中を向け
て山の上に立っているのか．彼は喜んでいるのか，
悲しんでいるのか．こういった感情の内面というも
のを，ロマン主義というのは大きく主張したのです
けれども，ここにおいて「個人」という概念が，非
常に大きな意味を持ってきた時代です．近代におけ
る自由の概念，つまり「個人」と「自由」という関
係について少し考えていきますと，他者の意志では
なくて，自身の意思によって行為すること．「自由」
というのは，福沢諭吉が日本語にしたとき，仏教用
語に由来して「自らに由る」と訳しました．
この自由の概念というものが，封建的な身分制か
らの解放という思想を導いて，ヨーロッパにおける
市民革命というものを育んできました．
しかし 1930 年代のワイマール共和国の時代のド
イツですけれども，あらゆる検閲が無くなって，出

版の自由が認められて，資本主義というものが一気に開花した時代です．当然，エーリヒ・フロム
（Erich Seligmann Fromm）が『自由からの逃走』という有名な本を書いていますけれども，自由が
謳歌されると同時に，自由というものが，ある意味で人々の大きな義務とか責任というものを要求
する．そこからどんどんドイツの人々は，お腹いっぱいの自由からどんどん逃げて行った．その結
果，ドイツの人々が全体主義に個人の自由を捧げたということが言われています．これによって中
世以来の自由の喪失を，身をもって知ることになったということです．身体的な自由の抑圧どころ
か，精神と文化の自由，これもちょっと長くなりますけど，自由というのは，精神と文化領域のみ
に存在するということなのです．これが経済と政治というところに自由が混交されてしまったこと
によって，ある意味で非常に大きな問題を生み出してきたという歴史があります．その精神と文化
の自由そのものが存在しない恐怖を体験することでしか，人々は自由の特権を認識できなかったと
いうことになります．
ドイツで有名な哲学者，政治哲学者であるユルゲン・ハーバーマス（Jürgen Habermas）という人
がいます．この人の『公共性の構造転換』という有名な本がありますけれども，これによると 18 世
紀のヨーロッパ市民社会によって，言論や出版の自由を得て，自由に討論することで市民の政治的
な参加が可能となる．「公共圏」というものが生まれたということを，ハーバーマスは指摘します．
それは専制政治を行う国家権力による封建化に対抗して，家族や職場などの私生活の領域を解放す
る仲裁役として機能したということです．ある意味で理想的な民主主義が，近代の初期にも実現し
ていたとハーバーマスは考えました．しかし，彼が思い描く公共性というのは，ある意味で全域的
にその本質というものを失っていく，家産経済の時代には，市民はほぼ自営業者だったのですけれ
ども，組織的な資本主義になるにつれて，多くの人は従業員になったということです．
また，マスメディアが資本と結託したために，ニュースは私的なものになりました．この写真は，

科学技術コミュニケーション 第31号（2022） Japanese Journal of Science Communication, No.31（2022）

－ 109 －

図⚒ カスパー・ダーヴィッド・フリードリヒ
（1818）『雲海の上の旅人』

(Public domain,Wikimedia Commonsより引用)



ルーズベルトがラジオというメディアを使って国民に訴えてきたということの写真です．ハーバー
マスは，このような変化を「システムによる生活世界の植民地化」と呼びました．システムという
のは，政治や経済といった社会制度のことで，ここにはガバナンスとか官僚主義，経済を含んでい
ます．このようなシステムに回収されない，私たちが生活する世界が，生活世界なのです．価値観
とか，信念とか，夢とか神話というものを人々が持っている社会．システムと生活世界の均衡が崩
れ，システムが全域的に浸透していくのが現代社会だと，ハーバーマスは指摘しました．
公共性というのを，よく言葉として聞きます．ハーバーマスは公共圏という言葉を使っているの
ですけれども，この公共性はあくまで生活世界から立ち現れるもので，一人ひとりの人間の意見が
集約されながら，一つのまとまりになる．これが純粋に公的なものです．しかし，システムには常
に権力，特定の他者が介在します．このような場合，いくら巨大であろうとも「私的なもの」にす
ぎないということです．つまり，「私的なもの」の専制が世界を形作っているのが現代だということ
を，ハーバーマスは指摘しました．
シリコンバレーのビッグ・テックというのは，GAFA6)とよく言われていますけれども，かつて
のマイクロソフトとインテル7)の合計売上のはるか 10 倍になっているという桁違いの規模のゲー
ムが，現在，行われているわけです．

1.3 新たな資源：個人データ/プライバシーを原資とするデータ経済
私たちは，石油に取って代わる新たな天然資源として，個人データ，プライバシーというものを
多くの企業に提供してきました．それによって様々な問題が生まれてきたということは皆さんもよ
くご存知だと思います．EUでは，ドイツの前首相であるアンゲラ・メルケルが，企業がデータを支
配している米国，国家がデータを支配している中国，EUは第三の道として，市民のデータ主権を目
指すということを宣言しています．
ハーバーマスは『コミュニケーション的行為の理論』という 1981 年の書籍で，20 世紀において再
封建化が進み，衰退した公共圏の理想的な姿を取り戻す方法を見出します．人と人が相互に了解を
追求・達成するコミュニケーション行為によって，人を理解し，普遍的な社会批判の根拠を成すこ
と．より民主的な社会伝達や交流を可能にすべきだと主張しました．ハーバーマスは，一時的に存
在していた「公共性」を何とか復権させようとしました．参加者がみんな平等で，オープンで，し
かもシステムに対して自律的な「討議空間」こそが民主主義に不可欠だと考えたわけです．そのた
め，「対等で生産的なコミュニケーションはいかに可能か」という問いが，この基礎を固めるための
不可欠な問いになったわけです．市民社会の核心をなして行くのは，自由な意思に基づく非国家的，
非経済的な結合関係だということを主張しました．同時に経済成長などの目的合理性が，それ自体
で支配的な観念となり，人間疎外をもたらすと彼は指摘しました．すなわち，目的合理性が支配的
な世界では，文化的な人間性は否定され，人間行動は目的合理性に適合するようになると警告した
わけです．

1.4 プライバシーとは何か？：サイファーパンク宣言からみたプライバシー
ここで，プライバシーとは何かということに焦点を当ててみたいと思います．私も何冊かの本や，
論述の中で，「プライバシーというものが，なぜ保護されなければいけないのか」ということについ
て，検証してきたのですけれども，最も重要なポイントが，実は 1993 年の「サイファーパンク8)

(cypherpunk）宣言」．これは「サイバー」ではなく，「サイファー」というものです．この「サイ
ファー」というのは 1990 年代の初頭にサンフランシスコのバークレーで生まれた暗号家のグルー
プで，これがブロックチェーンの源流になっていくものなのです．私も当時，サイファーパンクの
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メンバーと交流がありました．1993 年にエリック・ヒューズ（Eric Hughes）という暗号学者が「サ
イファーパンク宣言」という有名なマニフェストを書いています．この冒頭で，ヒューズは次のよ
うに述べています．

電子時代のオープンな社会には，プライバシーが必要である．プライバシーは単なる秘密主義
ではない．個人的（プライベート）な事柄は全世界に知られたくないし，秘密の事柄は誰にも知
られたくないことだ．しかし，プライバシーとは自分自身を選択的に世界に公開する力のことな
のである．（Hughes, 1993）

ここが非常に重要なポイントです．

2. Web3 の文化
これから起こること，Web3，特にメタヴァースとアバター9)の文化ということについて，少し触
れていきたいと思います．
メタヴァースという概念は，ニール・スティーヴンスン（Neal Stephenson）が 1992 年に発表した

『スノウ・クラッシュ』という SF小説の中で提唱したもので，サイバー空間と物理的な空間，世界
が表裏一体となった近未来を舞台にしています．中でもメタヴァースにおける「アバター」の一般
化というのは，今後の自己主権型，分散型 IDにおける重要な課題でもあります．この分散型 IDと
いうのは，物理的なアイデンティティ，パスポートやマイナンバーといった形で個人を集約する一
つの IDとは異なり，様々な個人の分散型の IDを保証するという，そういった考え方です．

2.1 メタヴァースとアバターの文化，そしてアバターの夢
アバターの夢というのが，実は私たち全世界の人々の中の一つの要件になっています．コン
ピューターサイエンスは長い間，社会の技術的な夢と絡み合ってきました．サイエンスコミュニ
ケーターの皆さんにとっては，なぜ技術と科学というものが，私たちの生活や文化，様々な世界と
いうものと関わるのかということに関して研究をされてきたと思うのですけれども，例えば，自動
化された家．スマートホームとかよく言われていますけれども，ここには知覚力の機械，IoT10)，あ
るいは人工知能に関連しているユビキタスコンピューティングというものと深く関わっているとい
うことです．
社会のもう一つの夢は，「アバターの夢｣11)というもので，これはコンピューターを通じて人々が
誰にでも何にでもなりたいという，文化的に共有された未来のビジョンでもあります．なぜかとい
うと，メタヴァースの市場空間，これはベンチャーキャピタルの予想によると，2035 年には新しい
仕事の半分がメタヴァースの中で実行され，2050 年代にはメタヴァースの GDPが現実の国家経済
を追い越すという予測12)があります．現実の国家経済，つまり国連にいま加入している 160 数ヵ国
の，それぞれのGDPの合計を，メタヴァースのGDPが上回るということです．

2.2「現実へのジョーク」としてのバーチャル・リアリティの本当の意味
バーチャル・リアリティという言葉は，日本では仮想現実というふうに訳されていますけれど，
33 年間，この言葉を日本が使い続けてきたというのは，ちょっと私は大きな問題だと思っています．
それはなぜかというと，バーチャルというのは，「実質的で事実上の」という意味で，決して「仮想」
という言葉が当てはまる概念ではないのです．バーチャル・リアリティのパイオニアであったジャ
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ロン・ラニアー（Jaron Zepel Lanier)13)という人がいます．彼を日本に最初に呼んだ時に，この「バー
チャル・リアリティというのはどういう意味か」と聞いたら，彼は「現実へのジョークだ」と言っ
たんですね．つまり，実質的な現実を作り上げていく世界，これがVRだということです．ここに
はいろいろな概念があります．ミックスド・リアリティ14)とか拡張現実15)とか，それらがクロス
オーバーしたクロス・リアリティ16)とか．これを IDと重ねてみると，このヴァーチャル ID（物理
IDを含む），ミクスド ID，拡張 ID，クロス IDと言っているものが，今後，非常に大きな意味を持っ
てくるということです．

3.「自分」とデジタルアイデンティティ
日本人とデジタルアイデンティティということで，少し触れていきたいのですけれども，ベルリ
ンに⚖年半住んでいて，ヨーロッパやベルリンを肌で感じながら考えていたのは，日本人，あるい
は日本という国というものが，逆にヨーロッパからよく見えてくる瞬間があります．

3.1 日本人とデジタルアイデンティティ
江戸時代の文化というのは，多才な小規模なコミュニティ（連・社・座・組），こういったものに
よって花開いたということが言えます．そのコミュニティに参加する個人は，それぞれに異なる名
前（ID）を使い分け，多様な自分を表現していたわけです．「選択的自己表現」ということです．例
えば，名取や襲名．華道，茶道，香道などの生活芸能や，各種の邦楽，舞踊など，家元制度を持つ
伝統的な芸道の分野では，家元が技芸を習得した弟子に対して自分の流儀名の何文字かを与えるこ
とが一般的でした．今でも落語は複数の人格を，一人の噺家が演じています．現代のコスプレ文化
もそうですし，日本にはしなやかで自由なアバターの「分身文化」があったということです．これ
はある意味，文化のDNAとして今でも息づいていることだと私は思っています．
そもそも日本語の「自分」という言葉は，一人称にも二人称にも変化します．つまり，「自分は他
者とつながっている」ということなのですね．江戸時代，「ご自分」という言葉は二人称としても用
いられて，現代でも「自分，昼飯済ませたか」というような，大阪の方言の会話では，自分と同等
のものに対する親しみを表す二人称として用いられることがあります．俳諧を生むための場，そこ
に集まる人々のサロンっていうのを「連」と言います．歌舞伎とか人形浄瑠璃など興行を行う場所，
劇場，これを座元，つまり「座」と言います．一つの仕事や，ある目的のために同士が集まって結
成された集団，これが結社，講，社中，会社，講社とか言います．「社」です．同じ目的，行為など
のために，仲間同士の相互扶助の関係になった人々の一団を，「組」といいます．他にもいくつか小
さなコミュニティというのは日本の中にいくつもあるのですけれども，これを現代のソーシャルメ
ディアの中で，それぞれアバターとして区別して，分身・分有したキャラクターを主張している人々，
非常にたくさんいると思います．
なぜ複数のアバターが必要なのかということなのですけれども，ネット世代の若者たちにとって
複数のアバターは不可欠な自身の「分有」であって，サブアカウント，裏アカウントを含めて 20 以
上の個性を使い分ける人もいます．最近，10 代の方，20 代の方にインタビューする機会があったの
ですけれど，驚くほど，このアバターや分身というものを使い分けている人たちが非常に多いとい
うことです．戸籍やパスポートによって規定された物理 ID から離れ，多彩な自分を表現するため
の手段となっています．これを「能動的プライバシー」と私たちは呼んでいます．
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3.2 分散ドロップアウトが意味する経済個人主義と分散化
今，世界に起きている様々な個別の事象，あるいは現象．例えば，ブロックチェーン17)，暗号通
貨，クリエイターエコノミー18)，これはクリエイティブエコノミー（Creative Economy）ではなく
て，クリエイター自身が個人的な経済主義を実行しようとする世界中の大きな動きです．あと，グ
リーン革命とかドーナツ経済，循環経済ですね．リモートワーク，アンチワーク（Anti-Work)19)と
いう，仕事を辞めようという運動がアメリカを中心に，このコロナ禍の間で強力な動きになってき
ています．投稿サイト，レディット（Reddit)20)のアンチワークに関するコミュニティが⚒年前に
登場しましたけども，最初 10 万人規模のコミュニティだったのが，今や，200 万人を超えています．
マイクロ・スクールというのは，アメリカやヨーロッパでは「フリースクーリング21)」と言って，
1960 年代ぐらいから，ヒッピーの子供たちが学校行かない，行きたくないと言うので，親たちが頑
張って政府と戦ってきた歴史があります．1990 年にはアメリカの全州でフリースクーリングが認
められています．日本では学校に行かない子たちが 20 万人いるというふうに言われています．実
は，学校に行かなくても良いという事が，日本ではなかなか認知されていないというか，学校の代
わりのマイクロスクール22)や塾とか，コミュニティが運営するフリースクーリングという仕組みを
使うことによって，学校に行かない．だから不登校やいじめの問題というのは非常に減少したので
す．それから，NFT（非代替トークン)23)，メタヴァース，そして，CaaS（Citizenship as a Service)24)

と言う，市民権というものを提供していこうという国家が，これから⚕年ぐらいの間に非常に増え
ていくだろうと．
当然，サイバー国家の創出というものが，現実に起きています．インターネット上の国家です．
これらに共通点があるのかということを考えてみると，人々が既存の「レガシーシステム」，つまり
これまでのシステムから脱出する現象だということです．貨幣制度，大手銀行，マスメディア，産
業教育，⚙時から⚕時までのラットレースからの分散ドロップアウトというのは，人々が自らの主
権を取り戻そうとする「経済個人主義と分散化の動き」を示しているということが言えるのだと思
います．

3.3 多様な「自分」が衰退した日本
「自己の統一」や「近代的な自我」，一人の自分に統合しなければならないという価値観が，日本
では近代以降生まれたことで，日本人の多様な「自分｣25)を表現する文化というのが急速に衰退し
ました．透明性と自己責任の時代の中で，一つのアイデンティティに縛られ，「自分はひとり」とい
う社会．これはかつてあった多様なアイデンティティを切り捨てた結果となりました．これが西洋
の個人主義とも違う道に向かった日本の，一つの姿だと思います．
欧州の個人主義というのは，まず利己的な自分．これは「我々」より「我」ですね．多様な自己
というものを見出し，次に社会的公益に自分自身の特化した利他性，つまり，「公益としての我や
我々」を実行して行くという特徴があります．つまり，まず西洋の個人主義は利己主義であるとい
うことと，その次に社会的公益に自分自身を向かわせるということが非常に重要な役割になってい
ます．

3.4 公益と個人主義
日本で個人主義というのは利己的で協調性に欠ける人として，集団性や公益全体主義によって排
除されました．日本はどちらかというと，個人であるよりも「公益の人間」であるということを，
最初から求められます．これがある意味で公益全体主義というものを加速させているのではないか
と思います．日本に帰ってきて，これはより強く感じることです．ドイツやベルリンの個人主義と
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いうものと肌で関わると，最初は「この人たちは何て利己的なんだ」と，すごく冷たい人たちだと
いうふうに思ったりもしたのですけれども，そのうち暮らしていくと，その利己的な自分というの
は，他者の「個人」というものを認めあう社会なのですね．その後に，自分は社会にどんな貢献が
できるのかということをちゃんと考えている．そういった人たちだったということを知って，自分
のヨーロッパにおける個人主義の概念が，いかに浅い考えだったということを痛感したのがベルリ
ンでの大きな体験でした．デジタルアイデンティティ，データプライバシーの可能性というのは，
決して一人の自分に収束させることではないということです．つまり，これによって，データプラ
イバシーの公益化や，公私共創というのが起こるということです．

3.5 対話による「アソシエーション」
もう一度，ハーバーマスに戻ると，ハーバーマスは対話によって私たちの生活の舞台，生活世界
を基本とする社会関係を発達させることが，システム的な物事の進行の歯止めになると考えました．
私たちの生活は，一人だけでは限りなく微小であるわけですけれども，束になることで社会に対し
てひとつの形になることができる．例えば，世論の形成，その意味でハーバーマスは人々の連帯，
ネットワーク，あるいは自発的結社（association：アソシエーション）というものに期待を寄せまし
た．
これから⚑分半の動画を見ていただきますけれども，これはスウェーデンの電話番号26)というも
のです．スウェーデンは，250 年前に検閲制度というものを廃止した世界で初めての国です．この
電話番号にかけると，ランダムにスウェーデンのボランティアの人と電話がつながって，スウェー
デンに関するあらゆる質問に答えてくれるという，一つの電話番号がスウェーデンの国民とス
ウェーデンに関心のある人たちとがつながるということです．
いま見ていただいたプロジェクト，これは電話というインターネット時代の中では，少し古いメ
ディアを使った試みです．つまり，実際に会話をするということですね．しゃべるということです．
アソシエーションというのは，強制力や営利目的とは異なる仕組みで発生し展開する場，「コミュニ
ケーションによって維持・展開される団体・集団」を意味しています．日本にあった個人主義の温
床，つまり，連，座，社，組，会，結，衆というのもあります．こういったものが失われてしまっ
た現代，こういったものがさらに復権されていく一つの場所が，場合によってはメタバースになっ
ていくのではないかということです．
連の特質ということを，田中優子さん27)は，江戸の文化の研究家で，江戸とアバターに関しての
本が出ています．昨年から何回か田中さんとお話しする機会があって，連の特質というものを彼女
がまとめているので引用させていただきます．

「適正規模を保っている」「宗匠（世話役）はいるが，強力なリーダーはいない」「お金が関わら
ない」「常に何かを創造している」「人や他のグループに開かれている」「多様で豊かな情報を受け
取っている」「存続を目的としない」「人に同一化せず，人と無関係にもならない」

（田中 2019，11)

連句とか，連歌の精神ですね．「さまざまな年齢，性，階層，職業が混じっている」．武士も町民
も農民も混じっているということです．「多名である」「個人の中の複数の私」というのが，非常に
重要なポイントだと思います．
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4. まとめ：DXにおける最大の変革とは
Web3 というのは，プラットフォーム経済における企業のデータ主権から，個人にデータ主権を
シフトする動きだと言えると思います．このDXこそ，最大級の変革です．紙をデジタルにして行
くというようなことがよく言われています．日本に帰ってきて，いまだにこれほど紙がまだ必要な
国は，ドイツも文書主義の国ですけれど，たぶん世界で本当に日本ぐらいなんじゃないかと思うぐ
らいに，私，日本に帰ってきてからインクジェットプリンターとかスキャナーとか，もう圧倒的に
増えました．デジタル化するということだけがDXではなくて，もっと本質的な変革というものが
必要になってくるということです．メタバースなどのネット上に埋もれる多元的なアバターアイデ
ンティティの自由と可能性に留意して行くことが，個人主義による公益．すなわち公私共創を促す
経路となるはずです．一人の自分ではなく，多様で選択的な自己表現．能動的なプライバシーから
政治，経済，文化に至る，選択的な個人主義が，結果，公益を生み出すことになるということです．
最後に，サイエンスコミュニケーターを目指す皆さんに，一つだけお伝えしたいことがあります．
課題解決能力と同時に重要なのは，新たな問いの発見であるということです．この新しい問いを発
見することというのが，たぶん皆さんにとって非常に，これからの将来に重要な役割を演じるので
はないかと思います．
以上で，私の講演を終わらせていただきたいと思います．ご清聴ありがとうございました．

注
1) Web1.0 は読むことが主流なホームページの時代，Web2.0 の頃にはインターネット上で見る発信する
ことが可能になった結果，消費者生成メディアが活況を見せた．こうした結果，いくつかの企業に通信
や商業が集中する中央集権型のプラットフォームという構造も生まれた．そこで Web3（ウェブス
リー）はブロックチェーン技術を用いることで中央集権型から分散型の構造になり，データの主権を
ユーザーに戻すことが目指されている．なお，Web は，セマンティック・ウェブの意で用いるWeb3.0
（ウェブ 3.0）と区別する意味で用いられることがある．

2) メタヴァースとはニール・スティーブンソン（Neal Stephenson）が 1992 年に発表した SF小説『スノ
ウ・クラッシュ』の中で提唱したものを起源とし，バーチャル空間とそこでのサービスを指す．

3) EU一般データ保護規則（GDPR）は，EU域内の個人が自分の個人データをコントロールする権利を取
り戻すことを目的として作られた．企業が EUを含む欧州経済領域域内で取得した個人データを域外
に移転することを原則禁止し，違反した場合巨額の制裁金が科される．よって GDPR では，あらかじ
め製品やアプリの設計段階でプライバシー保護を設計するプライバシー・バイ・デザイン（設計上のプ
ライバシー）が強調される．

4) カリフォルニア州消費者プライバシー法（CCPA：California Consumer Privacy Act）は，2020 年⚑月に
カリフォルニア州の事業者，同州民の個人情報収集している営利目的の法人を対象に施行された個人
情報保護の法律．

5) Solon (2017).
6) GAFAとは，グーグル（Google），アマゾン（Amazon），フェイスブック（Facebook），アップル（Apple）
の⚔社の頭文字をとった総称．

7) ウィンテル（Wintel）とも略される．
8) サイファーパンクとはサイファーパンクは暗号技術を社会や政治を変化させる手段として活動するグ
ループのことである．暗号を意味する「サイファー」とサイエンス・フィクションのサブジャンルの一
つ「サイバーパンク」に由来する．ヒューズは，「サイファーパンク宣言」のなかで「プライヴァシーそ
のものが，世界に向けて自分自身を表現するひとつの権利になりうる」（Wired 2022, 71）という概念を
示した．
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9) アバターとは，インターネット上でユーザーの分身となるキャラクターを指す．アバターの語源はイ
ンド叙事詩に登場するヴィシュヌは人や動物など 10 の「化身」（アヴァターラ）を持つことに由来する
とされている．

10) モノのインターネット（Internet of Things：以下 IoTと記す）とは，これまでインターネットに接続さ
れていなかったモノ（センサー，住宅，車，家電製品など）がインターネットに接続されることで，モ
ノ同士が相互に情報交換をする仕組みのこと．

11) Fox Harrell, D., Lim, C. (2017).
12) WBPRO (2022).
13) VR のパイオニアであり，デジタル環境での人間のあり方を研究している．主な著書に『今すぐソー
シャルメディアのアカウントを削除すべき 10 の理由』（2019），『人間はガジェットではない』（2010）が
ある．

14) ミクスト・リアリティ（Mixed Reality：以下MRと記す）は，現実世界と仮想世界を融合させ空間を作
る技術で「複合現実」とも呼ばれる．MRはエクステンデッド・リアリティ（Extended Reality：以下
XRと記す）の中の技術の一つでもある．

15) オーグメンテッド・リアリティ（Augmented Reality：以下ARと記す）とは拡張現実を意味する．
16) XRはMRやARといった技術を包含するもの．
17) サトシ・ナカモトが 2008 年に発表した技術とその概念を示す言葉．取引記録を残し代表的な技術に
「ビットコイン」がある．

18) クリエイティブエコノミー（creative economy）とは創造産業のこと．一方，「クリエイターエコノミー」
とはアーティストや Youtuber など個人の創作や発信による経済を意味する．発信のプラットフォー
ムだけではなくクリエイター自身への金銭的な循環が可能になりつつあるということでもある．

19) アンチワーク（Anti-Work）運動とは「働かない運動」のことで，「⚙時から⚕時」という従来の仕事の
考え方に否定的な意見を持ち，余暇を優先して仕事量を抑える，もしくは仕事量や労働時間を自律的に
管理する自営業となるということを意味する．

20) レディット（Reddit）は 2005 年にサービスを開始した掲示板型ソーシャルニュースサイト，月間利用
者数⚔億 3000 万人といわれている．

21) フリースクーリングとは，家庭に拠点をおき学習を行うこと．
22) マイクロスクールとは，学校外で学ぶ場や小規模の学校を意味する．それぞれの理念に基づき運営さ
れているのも特徴．

23) NFTとはNon-Fungible Token（ノン-ファンジャブル トークン），非代替トークンと訳される．
24) シティズンシップ・アズ・ア・サービスは，サーズ，ナーズとも言われる．
25) ここでの多様な「自分」とは，「自分（本分：本来備わっている性質）」，「芸事，技芸，社会参加」を指
す．

26) Svenska Turistföreningen (2019).
27) 専門は江戸時代の文学・生活文化，アジア比較文化．法政大学第 19 代総長．共著に『江戸とアバター
私たちの内なるダイバーシティ』（2020）がある．

文献
Fox Harrell, D., Lim, C. 2017: “Reimagining the avatar dream: modeling social identity in digital media”,
Communications of the ACM, https://cacm.acm.org/magazines/2017/7/218864-reimagining-the-avatar-
dream/fulltext, (2022 年⚔月 17 日閲覧).
フロム 1952: 日高六郎（訳）『自由からの逃走』東京創元社; Fromm, E., Escape from Freedom, Farrar &
Rinehart, 1941.
ハーバマス 1985: 河上倫逸・平井俊彦（訳）『コミュニケイション的行為の理論 上』未来社; Habermas, J.,
Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp Verlag, 1981.
ハーバマス 1986: 藤澤賢一郎・岩倉正博（訳）『コミュニケイション的行為の理論 中』未来社; J Habermas,

－ 116 －

Japanese Journal of Science Communication, No.31（2022） 科学技術コミュニケーション 第31号（2022）



J., Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp Verlag, 1981.
ハーバマス 1987: 丸山高司・丸山徳次（訳）『コミュニケイション的行為の理論 下』未来社; Habermas, J.,
Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp Verlag, 1981.
ハーバマス 1994: 細谷貞雄・山田正行（訳）『公共性の構造転換』未来社; Habermas, J., Strukturwandel der
Öffentlichkeit — Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Suhrkamp Verlag,
1962.
Hughes, E. 1993: “A Cypherpunkʼs Manifesto”, https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html (2022
年⚔月 17 日閲覧).
Solon, O. 2017: “Tim Berners-Lee on the future of the web: ‘The system is failingʼ”, The Guardian, November
16, 2017, https: //www. theguardian. com/technology/2017/nov/15/tim-berners-lee-world-wide-web-net-
neutrality, (2022 年⚔月 17 日閲覧).
Svenska Turistföreningen. 2019: “The Swedish Number | +46 771 793 336”, https://youtu.be/mtb3f_NAmK0,
(2022 年⚔月 17 日閲覧).
田中優子 2019: ｢基調講演『家から連へ』」, https://www.kao-foundation.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/
02/family03_report02.pdf, (2022 年⚔月 17 日閲覧).
WBPRO, 2022: “The metaverse is coming”, WEPRO, January 19, 2022, https: //www. wbpro. com/the-
metaverse-is-coming/, (2022 年⚔月 17 日閲覧).
WIRED 2022: 『WIRED』44, コンデナスト・ジャパン.

科学技術コミュニケーション 第31号（2022） Japanese Journal of Science Communication, No.31（2022）

－ 117 －


