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NTTコミュニケーション科学基礎

研究所は，本年６月２日に未来想論

2006 NTTコミュニケーション科学

基礎研究所研究交流会を開催しまし

た．ここではその報告をします．

未来想論開催への経緯

未来想論は，ご来場の皆様と技術
の未来像について熱く語り合う場をつ
くり出したいとの思いから始まりまし
た．未来──これは我々NTTコミュニ
ケーション科学基礎研究所を象徴する
言葉です．
まず，当研究所について簡単に紹介
します．当研究所は情報科学分野の
基礎研究所であり，未来を語り，知
恵を持ってサイエンスとテクノロジを
結び，新概念，革新的原理を創り，
事業，社会に貢献することを所是とし
ています．NTT研究所の中で唯一関
西にも拠点を置く研究所であり，京阪
奈と厚木のマルチロケーション体制を
とっています．
当研究所の研究成果を一般に公開

することを目的に，両ロケーションの
所員がけいはんな学研都市にあるNTT
京阪奈ビルに集結して，毎年６月に
オープンハウスを開催してきました．昨
年の開催報告の記事が本誌2005年11

月号に掲載されています．
オープンハウスは毎年多くの方にご

来場いただき，大変好評を得てきたと
自負しています．しかし，本年は，従
来の成功に安住することなく，基礎研
究者としての開拓者精神をみせ，従来
のオープンハウスを，交流の場として
の新しいイベント「未来想論」に変身
させることにしました．従来のオープ
ンハウスはややもすると一方通行の発
表の場であったかもしれません．そこ
で，ご参集の方々のご意見にもっと耳
を傾け，さらに熱く語り合って，一緒
にコミュニケーションの未来への想い
を多いに論じる場にしようというのが
変更の意図です．

未来想論の概要

数百名規模の来場者と議論する場
をつくる，これはなかなか難しい課題
でした．従来のオープンハウスは２日
間の開催でしたが，濃密な議論の場と
するには，１日に圧縮せざるを得ない
と判断し，６月２日だけ，NTT京阪
奈ビルでの開催としました．内容は，
全体講演（所長講演，特別講演，概
要講演），８つのテーマセッション，お
よび２つのデモセッションからなり
ます．

テーマセッションの設置は今回初め
ての試みであり，全体講演の後に，私
たちの研究分野を中心にした問題提
起，私たちの挑戦の紹介，そしてご来
場の皆様との意見交換，議論等を行
いました．デモセッションでは，デモ
展示を中心にして，当研究所が最近
取り組んでいる融合領域に関する研究
を，デモを中心にして紹介しました．
テーマセッションとデモセッションはパ
ラレルセッションとし，興味あるテー
マを選んでいただき，１つのテーマに
ついてじっくりと話を聞き，議論して
いただくという形態をとりました．
１日間の開催であったにもかかわら

ず，未来想論には，445名の方にお集
まりいただくことができました．なお，
本年は，説明員はクールビズの装いと
させていただいたことを付記しておき
ます．個々の様子について以下に順に
紹介します．

全体講演

未来想論では全体講演として，ま
ずNTTコミュニケーション科学基礎研
究所所長外村佳伸が「未来を想う～
CS研の挑戦─to boldly go where
no one has gone before」と題して
講演を行いました（写真１）．この講

「未来想論2006
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演では，未来想論にかける思い，当研
究所の方針，当研究所の未来へ向け
た挑戦を紹介しました．
次に，特別講演として，２件の講

演を行いました．
・「時の流れを受けとめる～人間の
時間情報処理の新事実」西田眞
也（人間情報研究部主幹研究員，
特別研究員）
・「IT世間の誕生～日本のケータ
イ事情から」正高信男（NTTリ
サーチプロフェッサ，京都大学霊
長類研究所教授）
一方では，デモを交えた講演で人間
の視覚の不思議さを紹介し，一方で
は，軽妙洒脱な語り口でITによる人
間のコミュニケーションの変容を紹介
しましたので，研究者の持つ問題意識
が皆様によく伝わったのではないかと
思います．

テーマセッション

テーマセッションでは，技術の未来
像を議論できる場となるよう，講演・
ポスタ展示・デモなどを交えた構成
としました（写真２，３）．本年は，

当研究所内で募集したオーガナイザが
テーマに合わせてセッションの構成を
決定しました．それぞれ，工夫を凝ら
したプログラム構成です．次に８つの
テーマ名を紹介します．
(1) 検索，Web，ポータル系（３
テーマ）

・「全地球的メディア探索～メディ
ア探索研究の進化」柏野邦夫
オーガナイザ
・「Webは知識の宝庫～Webを対
象とした知識処理」山田武士，
安田宣仁オーガナイザ
・「net社会に対応した言語処理研
究の新たな展開～自然言語処理
の現状と今後の課題」永田昌明
オーガナイザ

(2) 音声，感覚運動系（２テーマ）
・「ここまで聞き取れるようになり
ました～実環境音声情報処理の
現状と課題」石塚健太郎オーガ
ナイザ
・「五感で感じる，身体が動く～
感覚と運動のメカニズムとその応
用」五味裕章オーガナイザ

(3) 情報セキュリティ系（３テーマ）
・「『乱れ』から『秘密鍵』をつく

る～光デバイスの乱雑現象に基づ
くセキュリティ」吉村和之，
Peter Davisオーガナイザ
・「数理で創る鉄壁のディフェンス
～フォーマルメソッド（数理的技
法）によるセキュリティ検証」真
野健オーガナイザ
・「量子情報処理がひらく未来通
信～基礎から最先端まで」河野
泰人オーガナイザ
議論を深める題材として，当研究

所所員が講演するだけでなく，NTTア
ドバンステクノロジ，NTTレゾナント，
NTTデータなどの方々にも，事業会
社からみた基礎研究への期待などにつ
いてご講演いただきました．また共同
研究を行っている大学の先生方にも
共同研究の成果をご紹介いただきま
した．
セッションの中には，パネルディス

カッションを開催して，会場からいた
だいた意見を基に議論を進めるなど，
随所で活発な議論がみられました（写
真４）．これらの企画により，来場者
には技術内容を理解していただくだけ
でなく，基礎研究者の研究マインドに
ついても理解を深めていただけたので

写真３　テーマセッション
（ポスタ展示）

写真２　テーマセッション
（テーマ紹介）写真１　所長講演
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はないかと思います．

デモセッション

デモセッションでは，デモを中心と
した展示を行い，私たちが目指す未来
の生活像を提示しました．
・「考える環境～s-room：センサ
ネットワーク環境における意味処
理技術」岡留剛オーガナイザ
実世界イベント検索のデモを展示し
ました（写真５）．これは，例えば，
花瓶を割ったのは誰という質問に答え
るというもので，センサネットワーク
環境を前提として，センサ情報からデ
キゴトを推定し，言語表現から起こっ
たデキゴトを検索可能にするという技
術です．

・「まっしゅるーむの世界2006～環
境知能の構築に向けて」南泰浩
オーガナイザ
環境知能をキーワードにして，コ

ミュニケーション科学によって変革さ
れる生活様式を体験していただくデモ
展示であり，妖精や妖怪をイメージし
た「まっしゅるーむ」たちが，人の動
きを見守っていて，人の質問に答えて
くれたり，なぞなぞをしてさりげなく
知識を教えてくれるといったデモを皆
様に体験していただきました（写真
６）．
「まっしゅるーむ」の詳細は本誌

R&Dホットコーナー『「環境知能」プ
ロジェクトの進展』をご覧ください．

未来想論を終えて

本年も大勢の方にご来場いただき，
NTTコミュニケーション科学基礎研究
所の研究成果に関して十分に議論で
きたと思います．今回は未来想論元年
ということで，手探りのところもあり
ましたが，いただいた意見を研究活動
や次回の未来想論の運営に役立てて
いきたいと思います．基礎研究は決し

て孤立したものでなく，ご出席いただ
いた方々をはじめ，多くの方との交流
により，存在価値を持つものです．未
来想論に限らず，今後も皆様の忌憚
のないご意見をいただければ幸いです．
なお，未来想論20 0 6の詳細は

http:/ /www.kecl.nt t .co. jp/miraisoron/

2006/でご覧ください．

（後列左から）松原 繁夫/ 鈴木 潤

（前列左から）木村 昭悟/ 古川 茂人

未来想論自体も今後発展して，未来への
想いを語り続けることで，私たちの研究活
動に共感してくださる方が少しでも増えれ
ばと願っています．

◆問い合わせ先
NTTコミュニケーション科学基礎研究所
企画担当
TEL 0774-93-5020
FAX 0774-93-5015
E-mail miraisoron06@cslab.kecl.ntt.co.jp
URL http://www.kecl.ntt.co.jp/

写真４　テーマセッション
（パネルディスカッション）

写真５　デモセッション（考える環境）
写真６　デモセッション

（まっしゅるーむの世界2006）


