
SexyCyborg 様インタビュー（というか独演会）記録 
 
 

 
 
2016 年 12 月 20 日 1400－1630 
Holly’s Coffee @ 深圳 新世界購買中心 
聞き手：高須正和、山形浩生 
 
（インタビューする、というので事前にちょっと高須氏が質問を送ったところ、さくっと質

問への回答がきていた。で、それを受けて、高須氏が「ありがとう！明日は sharing と 
community について話がしたいと思う」と返事をした。すると……） 
 
 
日本オヤジ二人：……じゃあ始めましょうか。えー…… 
 
SexyCyborg: （前置きなしでいきなり）そうそう、Sharing と community の話ね！ そ

れってすごく重要で、でも Make の Dale とかもうクソで、ジェンダー差別せずインクル

ーシブな make 文化とか言ってるじゃない？でもそれって口だけで、あたしの格好がどう

したとかで、まったく扱ってくれないってとにかくろくでもないわよ、でもって女性メイカ

ーとかいって、なんか編み物してるおばちゃんまで記事にしてるくせに、こっちはそんなレ

ベルじゃなくて自分で 3D プリントしてコードも書いて、そういう本物を全然見せないで、



女性メイカーの地位を高めたいとか言ってるけどふざけんじゃないわよ、それでなんだか

メッセージがきて「誤解だ」とかいうんだけど、でもあたしがセックスワーカーみたいな格

好してるから載せられない、とか言うんだけど、あたしだって

いつも露出してるわけじゃないし、そうでないふつうの格好で

Make してるのもいっぱいあるじゃない、それでもとにかく載

せないとか、セックスワーカーみたいな格好してるときもある

からよくないとかなんとか、もうホント頭にくるわよダブルスタンダードもいいとこよ、イ

ンクルーシブで多様性とかいいつつ Make の表紙に女性が出たことないでしょう、ほんと

最悪で教育用市場狙いだからおまえみたいなのは出せないって何なのよあれは、基本 Make
ってのは最高の自己表現だと思っててあたしは高いバッグとか靴とか全然買わなくて、あ

んなの出来合いだしなにもオリジナルなものってないじゃない、でも自分でいろいろ作る

ことで、自分のオリジナリティってものがちゃんと出せてほ

かのどんな人ともちがうってことよね、だからあたしは自分

の作ったものの商品化とか興味なくてむしろそれを見てみ

んな独自の作って！と思って何でも公開してて、AdaFruit
の Limor はもうずっと応援してくれててあたしのヒーローなのよね、もうツイートとか全

部リツイートしてくれるし、そっちから Make にもアプローチしたらしいけど全然どうし

ようもなくて、結局 Make とかも白人の男ばっかでその価値観だけで、あたしの格好がセ

ックスワーカーとかいうんだって、それは西側での話であってこっちでは別にそんな意味

合いないんだけどどういう文化的な差も全然考えないで自分たちの価値観だけでなんでも

話をしてて、まったくどうしようもないでしょう。あたしはもっとアジアの、それも女性を

どんどん広めて活躍させたいと思ってんのよ、だから本業で Ruby on Rails を選んだのも、

Ruby は唯一アジア人の作った言語じゃない？もうそれがすごいって思って選んだんだけ

ど (注：SexyCyborg 様はウェブデザイナーが本業です) 日本はこないだきた、ギャル電と

か結構女性でも活動できるのはいいわよねー、アジアではあたしもふつうに広まってるん

だけど、でもそれでだんだんいろんな話もくるんだけど、中国の IT の会社とかが「うちの

秘書にならないか」とかで、女性秘書って中国では、昼も夜も(wink wink) お仕事みたいな

ニュアンスがあって、そんなもんやるかっ！ ちゃんと Make 活動をもっと広めないとと

思って、で 3D プリンタ会社がうちの使えとかいうんだけど、

これもステマみたいなやつだからいやだー、必ず写真撮るとき

はそのプリンタのロゴが入るようにしろとか、あれはすんなと

かこれはダメとかうるせーんだよ、それと作品の権利もよこせ

とか、ちゃんと公開してシェアするのが大事なのよ。中国人はそこらへん、すぐにとにかく

お金にしようとかで、ここらへんもちょっと思いつきがあれば、クソみたいなのでもすぐ起

業とかいってお金集めだけするのが、もう勘弁してって感じだし、深圳は好きなんだけど深

圳の会社ってみんなそんなのばっかしであたしにコンタクトしてくるのも、変なステマみ

注：このあたりで山形はメモ取りをあき

らめましたです。 

注：聞き手二人、いきなりのことで、話

がどっちへ向かっとるんじゃ、と呆然ア

ワアワしてます 

注：一時激しい頭痛とめまいに襲われて

ましたが、このあたりでなんとか復活 



たいなのだらけで上海とか北京の会社のほうがまだましで、うちで使ってる３D プリンタ

とかも北京の会社がくれて結構いいんだけど、でもこれもステマにならないように写真の

角度とか考えてあまり目立たないようにしてて、でも結構きくはきくみたいなのよね、質問

とかでも「３D プリンタは何使ってるんですか？」とか言われるんだけど、どれでも同じ

だ！そんなの何もちがわない！そんなこと気にしてないでとにかくつくれ！それをシェア

しろ！あたしはもうビデオも作るし図面もデータも全部公開してるけど中国の連中はシェ

アリングとか全然考えないで、無料でもらえたらありがとーだけど、何も返そうとしないの

が増えちゃって、しかもそれを商売にしようとするあたしの偽物とか出てきて信じらんな

いわよ、昔とかあたし数学だめだから宿題見せてーっていうと見せてもらえたじゃない、で

代わりにあたしが英語の宿題写させてあげてそれでシェアすることで発展するのが理想な

んだけど、そういうのわかんなくて、Make ネタにしたリアリティ番組みたいなのやろうと

したりして、おまえも出ろって声がかかってたのに、そこんとこがイマイチわかってないみ

たいで断ったんだけど、どっかから変な女の子たちつれてきてくだらないことやらせて人

気投票させたりとかしてクラウドファンディングする、みたいなのにして、それが最近にな

って得票を操作してたとかいうのがバレて、どこを勝たせるか決まってて 70 パーセントく

らい票を盛ってたので、ファンディングした人たちからすごい文句でそういうほうにいっ

ちゃうのがダメなのよ、地元でちゃんと共有して Make するのを盛り上げてくってのをや

らないと。 
 
日本オヤジ二人：(圧倒されて呆然)…… 作品の一つのキャプションで、Seeed とコミュニ

ティエンゲージメントの考え方がちがうと書いてたけどいまのはそれとも関係した話？ 
 
SexyCyborg: Seeed は最初の頃何回かいったけどその後もいろんなイベントに全然呼んで

くれないしなんかあそこにいる女があたしのことずいぶん悪く言ってるとかで、あそこは

いまいっしょうけんめい教育市場とかを見てるようでそれであたしみたいなのがいるとイ

メージが悪くなるとかなんとかそんな話じゃないかと思うんだけどまあ別にあたしは

Seeed とやらなくてもいいので自分で好きな Make を続けられればいいんだけれど、でも

こうやって実際にモノを作っている女の子がいるというのはすごい重要なことだと思うの

よ。教育市場とかいったって実際にそういう活動やってる人がいるってことのほうがアピ

ールできるはずなのよね、それが Dale のクソとかも含めちゃんと採り上げずに自分の思い

込みにあわせてこっちにあーしろこーしろってうるさい！ それやってるとまわりから、

将来のことをもっと考えた方がいいよとかいう話で、おまえももう 23 歳だしこんなことい

つまでも続けられないから、これを商業化して収入につなげるようなこと考えろとか、うち

の会社で秘書やれとか、でもあたしはちゃんと本業もあるし、これはこれでお金にしなくて

もやってけるから、中国はとにかく「いずれおまえも結婚して子供作らないと」とか言われ

るけど、あたしは当分そんな予定ないし、Make は究極のオリジナリティの表現のはずでそ



ういうのにあわせる必要もないと思ってるけど、さっきのリアリティ番組のプロデューサ

ーは何度も何度もコンタクトしてきて、いい人なんだけど向こうの勝手な鋳型にあわせよ

うとするから「えー、いやですー」って断りつづけてたら「このオレの申し出をこんなにし

つこく断りつづけたやつは一人もいない！」とか怒りだしちゃって、知るかって感じ、だい

たいそういう申し出してるのはあんただけじゃねーんだよヘヘッ、テレビのプロデューサ

ーとかだと、ふつうはタレント志望の子とかが必死で取り入って出してもらおうとするか

らなんだろうしふつうはそのために後付けで Make やったりするんだろうけど、あたしは

べつに国の起業家育成みたいなのに協力したいわけじゃなくて、でもなんか深圳とか特に

そういうのばっかなんだよね。 
 
 
日本オヤジ二人：……あ、そういえば昨日こんな本もらったけ

ど……(注：深圳ロボット協会みたいなのの総会でくれた。深圳

の外国帰りの起業家紹介みたいな本) 
 
 
 
SexyCyborg: あそうそう、こういうの！ こいつらちょっと外

国いって帰ってきたら、すぐにこういう協会とかがたきつけて

「ちょっと目立つことやれよ、クラウドファンディングとか、そしたら国からお金引き出し

て補助金もらって起業して金儲けして」とかで、しかもかけ声だおれになっちゃって全然中

身あるものが出てこなくてさあ、あたしはこんな外国で勉強したりしてないけど中国が好

きだしその発展のためにはどうすればいいかを真剣に考えていて、いろんなことができる

というのを示すことが重要なんだと思ってるからあたしみたいなのがいていろいろ成果を

シェアしあうことで発展していくことを考えるべきだと思ってるわけ。 
 
 
日本オヤジ二人：……えーと、ビデオとか見てると、部屋とか 3D プリンタが二台あってワ

ークベンチも部品棚もあって、どこで寝食してるのかと…… 
 
 
SexyCyborg: そうそう、もうずいぶんせまくなっちゃって、あの部屋があって、ベッドル

ームがあってダイニングがあって、あとテレビの部屋だけどテレビはもう最近プロジェク

ターでやっちゃうんで、それから居間ね、そこはとにかくもうタオバオとかで買いまくって

るので、すっげー物置状態ですごいことになってて人に見せられないんだけど、でも手狭で

はあるわよねー、昔は 200 ㎡の家にいたんだけど今のところはもう 125 ㎡しかなくて（注：



「しか」！！！！）、しかもマンションの上のほうであの部品用の台車がきたときにはもう

大変で、重くて運べないし、しかも運送会社が「上までは運ばない、建物入り口まで」とい

うんで「えー、あたし女の子だから無理、この腕見て」と言ったんだけどダメーっていわれ

たので、そこで組み立ててとにかく車輪だけつけてって言って、あとはゴロゴロ自分で押し

てきたんだけど３D プリンタのでかいやつとかも運び込みにはえらく苦労したんだけどと

にかく頑張って設置して、やっぱやりたいことがあるとそういうのも何とかなるもんよ。居

間とか片付ければ深圳にくるハッカーMaker のための AirBnB みたいなのできるかなーと

か思ってるんだけどそれはそれで面倒そうだし、でも考えて見てもいいかもね。 
 
 
日本オヤジ二人：Ruby とかできてもそこから 3D ってハードル高いでしょ、どうやって

…… 
 
SexyCyborg: それはもうコミュニティのおかげよ、いまはネットでもなんでもあるし、

TinkerCAD とかも使えってとにかくその気になればなんでも勉強できるし、困ったらここ

は深圳じゃない？そこらにエンジニアがうようよしてるからなんでも聞けるしオンライン

もあるし、失敗何度もしながら一歩ずつ進めるしかないわよ、当たり前だけどいきなり成功

するわけないんだし自力でいろいろやるしかないのよ、それはコードも同じで、本業のほう

でもホントいろいろ苦労はしてて EC サイトとかの構築でも客の中国人はあんまり知らな

いから、最近は新規のよりは既存のお客のサイトメンテや機能拡張なんだけど、データ分析

すればここは緑にしたほうがいいってはっきり出てるのに、自分の考えでお客さんが「赤に

しろ」とか言ってきてるのを一歩ずつ…… 
 
日本オヤジ二人：……え、そういうデータ解析までやるの？ 
 
SexyCyborg: ……やらないと仕事にならないじゃない！それをもとにずっと説得してて一

歩ずつ作ってくしその中で勉強するんだけど Make だって同じことで、でもそれをどんど

ん公開してくのが重要で、そうやって共有してちゃんとクレジットしつつ発展するから、あ

そうだ、こういうの作って(……と次のを出し

てくる) これ作ったらみんな「わーすごい、オ

リジナリティある～」みたいなんだけどこれっ

て中国の昔からのハンコ押さえなのよね、そう

いうとこにイノベーションのヒントがあって

それをどう作ってくかに Make の醍醐味があ

ると思うからそれをやってかないといけない

し可能性あるでしょう。だからあたしはオープ



ンソースとかシェアがすっごく大事だと思ってて、何でも公開してシェアしようとするん

だけど。 
 
日本オヤジ二人：脇道にそれるけど、豊胸はそれって重くない？胸が大きいと背筋に負担

がきついって聞くけど…… 
 
SexyCyborg: えー、これはシリコンインプラント 800ml だけど、あたしの背丈くらいだと

別にこのくらいは大して問題じゃないし 1000ml くらい平気で入れてる人もいるから。背

中に悪影響とかするのは変な業者とかが即席でやったりする場合で全然問題ないわよ、あ

たしは全部で一週間くらいかけて入れて、まずこの脇んとこ切って、なんか血みたいなどろ

どろしたのいっぱいだして、それが安定するまで三日で、それからシリコンだんだん入れて

いって、ゆっくりやって無理しなければちゃんと安定するから大丈夫よ。最近ほら、make
界隈でも rfid チップ入れたとかでサイボーグだ～、とか騒いでるのいるじゃん？もうあた

しからすれば、そんなちっこいもの入れたくらいで何がサイボーグだよ、へへーん笑わせん

なって感じ。 
 
日本オヤジ二人：MakerFaire 深圳で液晶シャッタービ

キニ作って、それで踊ってたよね。その胸でそこそこ重

量ありそうな液晶ビキニをつけて、しかも踊ってたけど

よく落ちないね、どうやってあれは固定してるの？ 
 
 
SexyCyborg: いやあれはかなりきつくてベルクロでき

つく背中で止めてるんだけど、やっぱつらいわ、特にワ

イヤーが走ってるから、そこのところがすごくすべるの。ちょっと汗かくともう大変なくら

い。それでもすぐ落ちそうになるからかなりつらくて、踊ってるビデオを撮るときだけなん

とか固定されてるけど、あれはあの時間だけね。よくタンクトップとかの透明な肩紐あるじ

ゃん、あれもやってみたんだけれど、あれもすべって落ちるし結構つらい。だからいまのは

一時的なソリューションなんだけど時間なかったし、仕方ないよね。 
 
日本オヤジ二人：豊胸したのは背を伸ばせないからで、中国では背の高い女の子が人気が

あって次が胸の大きい子だ、と書いていたけど、そうなの？日本だとチビの可愛い系が人

気で、背の高い子は威圧感があるって敬遠されるからもてなくて、みんな猫背になっちゃ

うんだけど…… 
 
SexyCyborg: ああ、ガールフレンドにするなら中国もそうだけど、でもモデルとか女優と



か秘書とか見せびらかす仕事の人は背が高いのがいちばん目立つから人気あるんよ。あた

しはちっこいからいつもこうやって厚底の靴（つま先 15 センチ、かかと 25 センチという

ところ）はいてるけど、これがセックスワーカーみたいだって言われて Make とかで扱え

ないとかいうんだけど、こっちでは全然関係ないんだから、そういう文化ないんだから関係

ないわよねー。でも靴底にいろんなものを仕込む靴を作ろうと思って、最初は３D プリンタ

で作る気でいたらアメリカとかにはすでにあって、ストリッパーが小物入れるために引き

出しのある靴を作ってて、輸出用のやつが中国でも手に入るからこっちの Make にも役立

ったのはおもしろかったけど。でもちゃんと Make してる女の子がいるぞというのを見せ

るには目立つのが重要だし、それで豊胸もしてるので、reddit とかで採り上げられてコメン

トしてくる連中の 7 割はまあ胸しか見てねーな、という感じではあるけどでもそれはそれ

で仕方ないし、そういうスタイルもありだし、中国というとこれまではずっと従順で

conform してというので、それが次はコピーばっかりになったけど、そろそろ独自のスタイ

ルとかちがったものを出してく必要があって、あたしはオリジナリティ作ってきたいしア

ジアで女性で Maker でみたいなのをもっともっとやってくべきだと思ってるのよ。だから

アメリカこないのかとかヨーロッパこないのかとか言われるけど、んー、別にそんな興味な

いから、中国でできることいっぱいあるし、それを出してきたいんだよね。別にアメリカで

勉強したりしてないし、それを特にありがたいとも思わないし。深圳もその意味ですごくお

もしろいし、あなたたちみたいに外に人が深圳を紹介したがるってのはすごくおもしろく

なってきてる。 
 
日本オヤジ二人：深圳で好きなところとして Baishizhou を挙げて、クラフトビールがいいと

言ってたけど、地ビールみたいなやつ？ 

 

SexyCyborg: あー、Baishizhou ね、あたしは家で仕事して Make も家だから結構こもってて、

日本語でなんとか言うんでしょ、引きこもり？なんかそんな感じなのであんまり見所と言われ

てもアレなんだけどこないだドイツの知り合いがきててさ、reddit とか見てよくコメントとかく

れるんでいい人なんだけどさ、たまたま華強北にいたら、そいつがなんだかスーツにネクタイし

た連中をいっぱい引き連れてあちこち案内してるのよ、であちこちのハッカースペース見せて

るっていうんだけど、ハッカースペースもいいとこ悪いとこさまざまで、ホント最近できたのは

かなり無内容な補助金目当てのやつとか多いし、HAX 見てああいう起業させて手軽に金儲けす

るもんだと思ってる連中もいてそんなとこ見せてどうすんのかねー、それでおまえも深圳のハ

ッカーのみどころをいろいろ案内してまわらないかとか言われたんだけど、あたしはツアコン

じゃねーし！そういうのやらんわ。だからちゃんといい MakerSpace もあるんだけど、なかな

かつらい感じだし、どうなるのかわからないけど。 

 

 



日本オヤジ二人：……えー、それで Baishizhou のビールは…… 

 

SexyCyborg: ああそうそう、いくつかいい店があるのよ、自分たちでビール作ってて。AAA と

か BBB とか、それと外人のやってる店とか、なんかオーナーが気が向いたときにしか開けない

けど、それはそれでおもしろいじゃない？やりたいようにやるっていう。あたしもやりたいこと

しかしないし。それもお金じゃなくて、別に高いバッグとか買わないしそんなもの買ってもどう

しようもないし、実はみんなここで安く作ってるのよね、オリジナリティで自分の独自性をどう

出すかが Make の本当の意義だと思う。あたしの作ってるものなんて、別にまだまだ素人工作だ

けどそれを自分でやるってのが意味あることだし、それを商品化するとか、やってもいいけどあ

たしのやりたいこととはちがうよね。 

 

 
 


