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NTTコミュニケーション科学基礎

研究所は，本年9月22日に「環境知

能シンポジウム2006――知性の森

が織りなす未来」を開催し，情報通

信技術の可能性・将来像・課題を

「環境知能」という言葉を基軸に広

く世の中に問いかけ，NTTの情報系

基礎研究の存在感をアピールしまし

た．ここではその開催報告を紹介し

ます．

環境知能シンポジウム2006概要

昨今，私たちを取り巻く環境の中
に情報通信技術（ICT）が深く入り
込み，それがかたちづくる社会インフ
ラとしてのインターネットが，１つの
知識群として私たちの生活に作用する
ようになりつつあります．こうした中，
新しい「環境」における新しい「知」
のあり方を問い直す必要があります．
そこで，NTTコミュニケーション科学
基礎研究所では，ICTを機軸とした技
術が果たし得る可能性・将来像・課
題を環境知能に絡めて広く世の中に問
いかけ，環境知能が実現する未来像
や課題の提案を通じて，NTTにおけ
る情報系基礎研究の存在価値を主張
することをねらいとして，環境知能シ

ンポジウム2006を開催しました．
本シンポジウムでは，まず，NTTコ
ミュニケーション科学基礎研究所所長
の外村佳伸が，ICTが実現する未来像
や課題を環境知能という枠組みでとら
え，問題提起としてシンポジウム参加
者へ投げかけました．引き続き，パネ
ル討論第一部では，招待パネリストと
してお迎えした，東京大学大学院教
授の竹内郁雄氏，哲学者・批評家の
東浩紀氏，大阪大学大学院教授の石
黒浩氏の３氏と，NTTコミュニケー
ション科学基礎研究所主幹研究員の
前田英作を加えた４名によるポジショ
ントーク，さらにカリフォルニア工科
大学生物学部教授の下條信輔氏によ
るビデオ出演が行われました．続いて，
パネル討論第二部では，当日参加い
ただいた230名の来場者を含めた活発
な議論が行われました．次に，問題提
起，各パネリストの講演（ポジション
トーク）および議論（パネル討論）内
容を抜粋して紹介します．

問 題 提 起

外村は，まず，問題提起の中で，
ICTの発展に伴って，生活が便利，快
適になった反面，ICTがもたらすもの

に対して居心地の悪さや不安を感じる
面もあることを述べ，カナ漢字変換の
利便性を享受する一方で，読めるけれ
ども書けない漢字が増えたり，時差を
克服するはずの電子メールが，仕事と
プライベートの時間の区別をあいまい
にしたりといった誰もが覚えのある現
象を取り上げました（写真１）．
外村は，こういった居心地の悪さや
不安は，これまでのICTの研究開発が
「便利，簡単，早い，安心」を軸に進
められてきたことに一因があるのでは
ないかと指摘しました．人にとって何
が本当に良いのかという原点に立ち戻
ると，手間をかけることや，答えを簡
単には提示しないといったことにも利
点があることがみえてくると述べまし
た．例として，手間をかけることで記
憶が定着することや，簡単には答えが
得られないことから自分自身で考える
ことが促進される，といったことを挙
げました．
こういった複雑な問題に取り組んで
いくためには，大きな環境的視野で考
える必要があり，自然，人工物，
ICT，人を含めた新しい環境系の中で
問題をとらえ，さまざまな事象間の相
互関係の広がりを長い時間の中で考え
ていく必要性について述べました．ま
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た複雑化した現代においては，科学，
技術，哲学を含めたさまざまな知が必
要とされることを指摘し，今回のシン
ポジウムが，幅広い分野のパネリスト
との討論を通して，哲学，社会，
ICT，ロボット，人間といった広範な
トピックにわたって，私たちが直面し
ている問題を鮮明にし，課題が抽出さ
れることの助けとなることを期待する
ことを述べ，問題提起を結びました．

パネル討論第一部
ポジショントーク

パネル討論第一部では，ポジション
トークと題して，各パネリストが環境
知能にかかわる問題意識を提示しまし
た（写真２）．
(1) 竹内郁雄氏
竹内氏は，まず，環境，道具，コ

ミュニティという３つの事柄のバラン
スを考慮することが重要であると述べ
ました．ここで，環境とは，受身で受
け入れるものであって，そこで手に入
るものは安心感，くつろぎ感であり，
道具とは，人間が能動的に制御感を
持って使うものであり，コミュニティ
とは，主体的な知性が人間とのコミュ
ニケーションを通して形成するもので

ある，とまず定めました．
そのうえで，竹内氏は，技術開発

が目指すものは人と人の間に介在しな
い黒子に徹した道具に近いものである
という立場がある一方，当研究所で進
められている環境知能研究では，人と
システムの間に介在する知性の役割が
重視され，コミュニティに重きを置い
ている印象を持つと指摘しました．人
とシステムの間に介在する知性として
環境知能の研究を進めていくうえでは，
人と対等なものになりきらない工夫が
必要であろうことを指摘し，例えば，
人が話しているかのようなリアリティ
を持った声でシステムが情報伝達する
ことが人に対して与える影響を十分に
検討する必要性を主張しました．
加えて，人間が無限の情報を扱う

ことは不可能であり，情報爆発の時代
においては，編集の復権が必要とされ
るであろうこと，編集という作業なし
では爆発する情報に対処することは難
しいことを論じ，編集を行うためのテ
クノロジや，それを支える社会システ
ムについて検討していくことが課題と
なることを指摘しました．
(2) 東浩紀氏
東氏は，以前から，人間を信用せ

ずに社会秩序を維持するシステムであ
る環境管理に関して論じています．今
回のシンポジウムでは，まず，環境知
能の世界と環境管理との関連性につ
いて述べました．環境管理の例として，
飲酒運転の防止を実現するために，ド
ライバーを規律や教育でコントロール
するのではなく，飲酒したら動かなく
なる車を開発することを挙げました．
また東氏はここ20～30年間に，個

人を尊重する多文化主義・グローバル
化・リバタリアニズムという概念の広
がりにより，社会の秩序を維持するシ
ステムは，規則を重んじる従来の規律
訓練型から環境管理型へと変わりつつ
あり，この変化をユビキタス技術やイ
ンターネット技術が後押ししているこ
とを述べました．例えば，インター
ネットショッピングにおいて利用者の
好みに合わせて商品を薦めるリコメン
デーテンションの機能も，環境管理の
１つと考えられます．環境管理社会で
は，人がどこまで自由に選んでいるか
という自由意思の問題が身近なものに
なってくることを指摘しました．
さらに，現在の社会制度は，問題

が生じたときの責任の所在を自由意志
を前提に規定しているが，環境管理型

写真１　問題提起をする外村佳伸所長 写真２　パネル討論
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社会が進むと，自由意志の問題が表
面化し，技術と社会制度との間に齟
齬が生じてくる可能性があることも指
摘しました．
(3) 石黒浩氏
石黒氏は，かねてより，人とかかわ
るロボットを開発するという立場から，
環境知能という言葉を使って，ロボッ
トと環境の相互作用の中に宿る知能
という概念の重要性について論じてき
ました．今回のシンポジウムでは，ま
ず，人と相互作用するロボットをつく
るためには，ロボットの知覚だけでは
なく，環境内の情報を柔軟に取り込
む仕組みが必要であり，センサネット
ワークと連動した環境一体型ロボット
がロボットの標準的形態になっていく
ことを主張しました．こういったロボ
ットは人に能動的に作用するメディア
としてとらえることができ，ロボット
がインターネットと融合することで，
ロボットが人間の活動を支援すること
を可能とするロボットインフラが構築
されるであろうことを述べました．
次に，石黒氏は，人とかかわるロボ
ットを開発する際には，ロボットがど
れほど人間らしくあるべきかという設
計原則を持つべきであり，環境知能の
研究を発展させていくためには，人間
と環境との複雑な相互作用をどのよう
に情報システムの設計に取り込むかと
いう論点が重要な役割を果たすことを
指摘しました．
さらに，人間らしいロボットを構築

するためには，工学的なアプローチに
よるロボットの開発と，脳科学・認知
科学のアプローチによる人間そのもの
の理解の両輪が必要であり，ロボット
工学と脳科学・認知科学が融合した
アンドロイドサイエンスについて提唱
しました．

(4) 前田英作氏
前田は，『新しい「環境」における

新しい「知」へ』というタイトルで，
発展したICT環境の中での新しい知の
あり方として環境知能の問題をとらえ
ていることを述べました．近年喧伝さ
れることの多いシンビオシス（共生），
ユビキタス（遍在），アンビエンス（環
境）といった概念に通底している基本
思想は，環境知能で提起しようとして
いる問題点と非常に近いということを
指摘したうえで，最近10年のICT環
境の変化は生物としての人間にとって
大きな環境変化だと考えられること，
こうした変化の中で環境知能の問題を
とらえたいこと，さらに，これまでの
既存概念の中で取り残されてきた問題
点を拾い上げていきたい，ということ
も述べました．私たちの生活をささや
かではあるが，陰で支えてくれるもの
は，いつの時代にも必要で，これから
のICTが目指していくべき課題の１つ
であるということを指摘しました．
さらに，前田は，小さな世界と大き
な世界という比喩を用いて，基礎研
究，先端技術の位置付けを説明しま
した．私たち人間が広い意味で「理
解」をしている世界は小さな世界，そ
の先にどこまで広がっているのかさえ
分からない未知の世界も含んだ全体が
大きな世界であり，人間の知的活動，
特に先端領域の研究開発は，小さな
世界を大きな世界に向かって広げてい
こうとする営みに相当すると主張しま
した．小さな世界と大きな世界の境界
は，フロンティアとしての大きな厚み
を持つと同時に，基礎，先端領域の
研究の場でもあり，昔の人たちが，彼
らにとっての小さな世界と大きな世界
とをつなぐ存在として，妖精・妖怪を
とらえていたように，私たちの現代に
も妖精・妖怪は存在することができて，

それは現代社会が忘れつつある何かを
取り戻すためのきっかけになるのでは
ないか，ということを述べました．そ
のことを妖精・妖怪との復縁という言
葉で呼び表しました．
最後に，未来社会における妖精・

妖怪的なるものに「まっしゅるーむ」
という名前を付け，50年後の将来情
景を表現した３つのアニメーション
「見守られている」「さり気なく」「つ
ながっている」を上映しました．そし
て，こうした世界につながる研究開発
の必要性を指摘するとともに，そのい
くつかについてはNTTがすでに研究を
手掛けつつあることを述べました．ま
たシンポジウムで取り上げたい論点と
して，時間と記憶の問題，環境管理
の問題，未来に向けた取り組みの必要
性の３点を挙げました．
(5) 下條信輔氏
下條氏は，都合により映像によるご

出演となりました．あらかじめ，関連
資料をお渡しし，いくつかの論点につ
いてインタビュー形式でお答えいただ
いたものを当日上映しました．下條氏
は映像出演というかたちでありながら，
他のパネリストの問題意識と通底する
論点を多く提示してくださいました．
まず，「情報環境の変化と人への影

響について認知神経科学の立場からど
のように考えるか」という問いに対し
ては，第１に，ヒトの脳と身体と環境
とは，それぞれ孤立したものでなく相
互に作用しながら記憶，知能がかたち
づくられていることを指摘しました．す
なわち，環境そのものが脳であるとい
う唯脳論という見方と，ブレイン・マ
シン・インタフェースのように脳その
ものが制御可能な装置化していくとい
う見方は，本質的には同じことではな
いかということです．そのうえで第２
に，脳と環境をつなぐちょうつがいの



役割を果たすものとして身体の重要性
を指摘しました．ロボティクスにおけ
るEmbodied Intelligenceのような
身体の存在を前提とした知能の研究，
さらに，あえて「比較生態神経科学」
という新しい言葉を使って，身体性に
着目した生物種を越えた認知発生論
的な知能の研究への期待を述べまし
た．第３に，工学（ものづくり）にお
ける認知神経科学の役割にも言及し，
人間にとって最適なエンジニアリング
についてよく考えるべきであるという
指摘を行いました．
次に，「ICTと人の未来について潜

在脳機能研究の観点からどのように考
えるか」という問いに対しては，潜在
的に認知された音が顕在化されたとき
に何が起こるかという点に興味を持っ
ており，これは，環境管理と自由意思
の問題に深く関係する問題であるとし，
潜在的な認知過程とそれが顕在化さ
れた時の認知過程との相互作用が鍵
になると述べました．
最後に，「そのほかにシンポジウムで

議論したいことはありますか」という
問いに対しては，２つの論点を提起し
ました．第１は，人間にとっての快・
不快の問題です．東氏が指摘する人
間の潜在機能へ訴える環境管理，あ
るいはユビキタス社会というものを考
えるうえでは，快・不快の問題をより
深く，そしてさまざまな側面から研究
してみるべきであると指摘しました．第
２は自由意思の問題です．ビン中に長
く置かれた蚤が跳ねることをしなくな
るという事例を引いて，現代の消費者
の多くは実はこの蚤のような状況にあ
るのではないか，という危惧を述べま
した．

パネル討論第二部
ディスカッション

パネル討論第二部では，外村が司
会し，竹内氏，東氏，石黒氏，前田
の４名のパネリストが，フロアからの
意見も交えながら，環境知能にかかわ
る問題について活発な討論を行いま
した．
討論の目的は，環境知能にかかわ

る問題について結論を導きだすことで
はなく，さまざまな問題を洗い出し，
環境知能に関する議論を活性化させ
ることにありました．次に，パネル討
論第二部で取り上げられた論点をいく
つか示します．
環境知能の実現へ導くICTの進歩

により，人と環境，人と機械との境界
があいまいになっていくことが考えら
れます．これに伴う問題として，環境
管理の観点から，事故などが発生した
ときに，責任の所在が分散し，現在
の社会制度とは齟齬が生じる可能性
があることが指摘されました．これに
対して，責任の所在を明確にするため
に社会制度をどのように整えるべきか，
技術の進歩が人と機械の間の境界を
不明瞭にするとき，そのことが人々の
人間感や自由感にどのような影響を与
えるか，といった問題が議論されま
した．
環境知能を支えるユビキタス技術が
日常生活に浸透していくと，プライバ
シの問題を新たな視点からとらえる必
要があることが議論されました．人を
見守るための技術が監視されていると
いう居心地の悪さを生む場合があるこ
と，見守られることと監視されること
の違いは，システムに対する信頼感に
依存し，信頼感を醸成するためにはシ
ステムと人の双方向のインタラクショ
ンが重要な役割を果たすであろうこと，

監視されているという感覚を生じさせ
たとしても，その見返りで安全，利便
性，心地よさが得られるかどうかが重
要ではないかなど，さまざまな意見が
交わされました．
情報爆発の時代においては，単に大
量のデータを収集できるということだ
けではなく，人間の振る舞いに関する
統計的な情報を獲得することができ，
そういった統計的情報を誰がいかに管
理するかということが重要な問題とな
ることが指摘されました．人間の振る
舞いの統計的な性質を獲得することに
よって，人がかかわるさまざまなシス
テムを恣意的に制御することが可能と
なります．その一方で，そういった統
計的な情報は，特定の機関だけでな
く，多くの人が共有して持ち得るもの
となるので，特権は発生しないという
意見や，そういった技術が広まれば，
特定の者が利益を得ることができない
ように，社会はそのシステムを変えて
いくのではないかという意見も示され
ました．
環境知能といった人や社会に介在

するICTを開発していく際には，倫理
の観点も含めて幅広い視点から，技術
が人や社会に与える影響について考え
ていく必要があるという指摘がなされ
ました．一方で，50年先の未来を予
測することは難しく，人や社会制度の
ほうが新しい技術に適応して変わって
いくことも考えられるという指摘もな
されました．また人とかかわるような
システムには人間らしさが重要であり，
技術を通じて人間とは何かという理解
を深めていかないと，システムにどこ
まで人間らしさが必要か，人間とシス
テムの関係はどうあるべきかという問
題に対する解決策はみえてこないとい
う意見も示されました．
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シンポジウムに対する評価・反応

本シンポジウムに対する反応を調査
するために，来場者にアンケートを配
布しました．またシンポジウム開催後
にWeb上でもアンケートを受け付けま
した．結果として83名（回収率：
36％）の方から御協力をいただきまし
た．参加者にシンポジウムの感想をい
くつかの観点から尋ねたところ，「シン
ポジウムが環境知能の理解を深めるこ
とに役立った」「今後の社会における
情報科学技術の役割を考えるうえで重
要な論点である」との好意的な回答を
多くいただきました（図）．
また問題提起とパネル討論の内容に

ついて感想を自由回答形式でお尋ねし
たところ，「環境知能というテーマも
含め，社会がこれからどうなっていく
のかさまざまな視点から考えさせられ，
普段は考えないことに興味・関心を持
つきっかけとなった」「技術論ではな
く，倫理的な面も含め，また科学の陰

の部分も含めて十二分に議論を尽くし
ていくべきだと思った」などの意見を
いただきました．シンポジウムが，幅
広い視点から今後のICTの課題につい
ての議論を深めるきっかけとなったこ
とを示していると考えられます．
その一方で，「議論するテーマが広

すぎて，論点が発散しがちである」と
いった意見もいただきました．広い視
点から問題をとらえる必要があると同
時に，今後は，本シンポジウムで取り
上げられた各論点に関して，焦点を
絞って，議論を深めていきます．

シンポジウムを終えて

本シンポジウムでは，環境知能とい
う概念を基軸にICTの可能性・将来
像・課題について，問題提起を行い，
社外のパネリストの方々やシンポジウ
ム参加者の方々との議論を通して，
ICTにかかわるさまざまな課題を俎上
に載せることができました．本シンポ
ジウムを通して，私たちは，環境知能

という枠組が，将来のICTのあり方を
議論していくうえで，有用な視点を与
えてくれるものとの考えを深めました．
今後も，環境知能という概念を基軸
に将来のICTにとっての課題について
考察を深めていくとともに，課題を解
決すべく研究開発を進めていきます．
なお，シンポジウムの記録映像を環

境知能シンポジウム2006ホームページ
（http://www.kecl.ntt.co.jp/KCS
2006/）で公開しています．シンポジ
ウムでの議論の詳細について関心を持
たれた方はぜひ記録映像をご視聴くだ
さい．

NTT技術ジャーナル 2006.1276

（左から）堂坂 浩二/ 南　 泰浩/

森　 啓/ 近藤 公久（右上）

環境知能というキーワードを基軸にして，
今後のICTが目指すべき方向と解決すべき課
題を見極め，より良き未来の実現に貢献す
ることを目標にして，研究開発を進めてい
きます．

◆問い合わせ先
NTTコミュニケーション科学基礎研究所
メディア情報研究部
TEL 0774-93-5250
FAX 0774-93-5305
E-mail dohsaka@cslab.kecl.ntt.co.jp
URL http://www.kecl.ntt.co.jp/

KCS2006/図　環境知能シンポジウムに対する感想 

シンポジウムに参加したことで，環境知能に関心を持つようになった 

環境知能という考え方は，今後の社会における情報科学技術の役割を考えるうえで重要な論点であると思う 

環境知能に関連する研究テーマを自分自身でも推進したい 

環境知能をテーマにしたシンポジウムは今後も開催する価値があると思う 
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シンポジウムでの議論は，環境知能について理解を深めることに役立った 
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