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人工知能基礎

コンピュータの計算能力の向上とソフトウェアの進歩に

[1-1]

総論

より，深層学習（deep learning）や統計的学習など，さま
ざまな機械学習（machine learning）の技術が発展してき
た．その結果，実用的な能力を備えた人工知能システムが
次々に現れてきている．例えば，将棋や囲碁などのゲーム
やクイズ番組では，すでに人間の専門家を超えるシステム
が開発され，自動車の自動運転も実用化に近づいている．

人工知能とは
人工知能（artiﬁcial intelligence; AI）とは，推論，認識，

また，これまで進展が遅れていた音声認識，画像処理，対
話処理などにおいても機械学習による研究が進んでおり，
実用化への期待が高まっている．

判断など，人間と同じ知的な処理能力を持つコンピュータ

このように人工知能技術が実用化され，われわれの日常

システムである．人工知能の研究は，人間の知能を人工物

生活で活用されるようになると，人工知能が人間の仕事

として実現することを目的とするが，それだけでなく，そ

を代行する能力を持つようになり，人間の職を奪うのでは

れを通じて知能の働きを解明することを目指す研究分野

ないか，また，人間の能力を超えて人間の存在を脅かすの

でもある．コンピュータが発明されて以来，コンピュータ

ではないか，という問題が浮上してきた．さらに，人工知

を知的な処理に用いるための研究がなされてきた．当初

能の行為の法的責任を誰が担うべきか，人工知能の活用に

はチェッカーや定理証明など，定義が明確な問題を解決す

よって得た利益は誰のものかなど，さまざまな社会問題の

る研究が対象となった．“Logic Theorist” は数学の定理証

検討も必要になっている．

明を行うシステムであり，最も古い人工知能システムと言
われている．このシステムはプログラムによって人間と

人工知能研究の歴史

同じように定理証明を行えることを示した．しかし，定理

先史時代

証明は知能の一側面に過ぎず，より高度な知能をプログラ
ムで実現できるかどうかについて，その後，哲学的な論争
が引き起こされることとなった．1956 年のダートマス会
議（Dartmouth conference）で「人工知能」という用語が
使われるようになった．しかし，人工知能とは何かについ
て，専門家の間で共有されている定義は未だにない．そも
そも脳には，思考，計算，言語の処理を行う左脳と，直観，
感性，創造に関する処理を行う右脳がある．人工知能を実

コンピュータなどの人工物によって知能の実現を目指す
人工知能の考え方は，万能計算機械としてのコンピュータ
の原理とほぼ同じ 1930 年代に芽生えたと言えよう．すな
わち，今日のコンピュータの原理的基礎を構築した偉大な
科学者が，AI という言葉が生まれる以前に，すでにコン
ピュータによる知能について思考を巡らせていた．

創成期

現するには，両方の脳の働きを実現する必要があるのか．

「人工知能」
（AI）という名称が生まれ，AI という研究分

また，感情，心，価値観，パーソナリティなどは，人工知

野が陽に形成されたのは，アメリカのニューハンプシャー

能の実現に必要な要素であるのか．人工知能をテストす

州にあるダートマス大学で 1956 年に開かれた研究集会に

る方法として著名なチューリングテスト（Turing test）に

おいてである（p.3 [1-a] 参照）
．この研究集会を立案した

おいても，この点は明らかではない．

のは，当時 29 歳のマッカーシー（J. McCarthy）であり，

人工知能の実現のためには，多くの要素技術を開発し

その後の AI 研究の指導的役割を果たしてきたミンスキー

なければならない．人間は目や耳や皮膚などのさまざま

（M. Minsky）
，サイモン（H. Simon）
，ニューウェル（A.

なセンサから外部情報を受け取り，その内容を理解する．
これをコンピュータで実現する技術が，画像認識（image

recognition）
，音声認識（speech recognition）
，自然言語理
解（natural-language understanding）などのインタフェー
ス技術である．次に，外部から獲得した情報に対して，持っ
ている知識を利用して問題を解くための処理を行う．これ
をコンピュータで実現するには，状態空間における解の探
索技術や，知識を表現する技術，知識を利用する技術（推
論技術）
，経験やデータから知識を獲得する学習技術が必
要となる．さらに，医療診断，会計処理，機械の制御，法
律相談などの専門分野ごとに語彙体系や基本ルール（オン
トロジー; ontology）の構築が必要となる．
近年，大規模なデータが利用できるようになり，また，

Newell），そしてシャノン（C. Shannon）らが参加した．
この集会では，まだ数値計算が主体であったコンピュータ
の潜在的能力に着目し，人間のように思考し知的能力を発
揮するコンピュータの研究について議論された．この研究
集会はダートマス会議と呼ばれ，最初に動いた AI プログ
ラムとも言える Logic Theorist のデモが，ニューウェル，
ショー（J. C. Shaw）
，サイモンによりここで行われてい
る．彼らは，手段目標解析（means-ends analysis）法とい
う汎用的な問題解決機構を備えた一般問題解決器（general
problem solver; GPS）を翌 1957 年に開発した．
AI の重要な分野である自然言語処理については，コンピ
ュータが誕生した頃から機械翻訳（machine translation）
の構想が示され，1950 年代初期に 2 言語間での辞書引きと
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[1-a] ダートマス会議
ダートマス会議は，1956 年夏にダートマス大学（米国ニ

タで言語を使えるようにする方法や，ゲームなどの探索問

ューハンプシャー州）で開かれた AI に関する初の研究集会

題の効率的解法，ニューラルネットワークなどによる概念抽

であり，AI 分野が形成された歴史上の始まりと見なされて

象化の方法，自己学習などが議論された．ダートマス会議

いる．この研究集会の提案は，1 年前の 1955 年 8 月に，J・

に先立つ 1955〜1956 年にニューウェル，サイモン，ショー

マッカーシー（当時ダートマス大）を中心として，M・ミン

（当時 Rand 社，サイモンはカーネギー工大に所属し Rand 社

スキー（当時ハーバード大）
，N・ロチェスター（当時 IBM）
，

のコンサルタント）は，最初の AI プログラムと言える Logic

C・E・シャノン（当時ベル研究所）らにより，
（資金助成を

Theorist を書き，ラッセルとホワイトヘッドによる「数学原

求めて）ロックフェラー基金に対してなされた（この提案書

論」
（Principia Mathematica）第 2 章にある 52 定理中の 32

はマッカーシーの Web ページに掲載されており，見ること

定理の証明を見出せることを示した．これは，ダートマス

ができる）
．“Artiﬁcial Intelligence”（人工知能）というこ

会議で示された，動作する AI プログラムの唯一の具体例で

の研究分野を表す術語も，ここで初めて選ばれた．ほかに

あった．また，この Logic Theorist は，並行して開発され

考慮された術語には，次のようなものがあったという．

た IPL（Information Processing Language）というリスト

• Complex Information Processing（複雑情報処理）

処理用言語で作成されていた．集会では，サミュエルによ

• Machine Intelligence（機械知能）

るチェッカープログラム（checkers program）
，ソロモノフ

• Automata Studies（オートマトン研究）

による帰納的推論，ミンスキーによる幾何定理証明（theo-

• Heuristic Programming（ヒューリスティックプロ

rem proving in geometry）などの発表もあった．この時点

グラミング）
• Cognology（Cognition + logy）

集会の参加者には，上記の提案者に加え，以下の研究者

では，AI に関する確固とした合意が形成されたわけではな
かったようである．
ダートマス会議後の 1957 年，ニューウェル，ショー，サイ

らが含まれている：H・サイモン（当時カーネギー工大）
，

モンは，手段目標解析（means-ends analysis）に基づく一般

A・ニューウェル（当時カーネギー工大）
，O・セルフリッ

問題解決器（general problem solver; GPS）という探索プ

ジ（当時 MIT）
，R・ソロモノフ（当時 Technical Research

ログラムを開発した．MIT に移ったミンスキーとマッカー

Group）
，A・サミュエル（当時 IBM）
．

シーは，1958 年に，MIT に AI 研究所を創設した．この頃

しかし，集会を通じての参加者は 11 名ほどと少数であっ

にマッカーシーは，リスト処理言語 Lisp を創案・開発して

た．情報通信理論の創始者であるシャノンが提案者，参加

いる．1961 年にミンスキーは論文 “Steps Toward Artiﬁcial

者に含まれているのは，1950 年前後にコンピュータチェス

Intelligence”（Proc. IRE）を発表し，AI 研究の課題を提示

の先駆的研究を行ったことに加え，1953 年にはミンスキー

した．1963 年には，スタンフォード大学に移ったマッカー

とマッカーシー（当時ともにプリンストン大）にベル研究所

シーにより，同大に AI ラボが創設された．このように，ダー

のサマージョブの機会を与えたことで，彼らと交流があっ

トマス会議を起点として，AI 研究の展開が始まった．

たことによる．

■ 石塚 満

集会の包括的テーマは，人間の知能機能はいかにしてコン
ピュータによってシミュレートできるかであり，コンピュー

語順の並び替えによる機械翻訳の試みがなされている．当

の思考と機械的計算との関係について論じ，機械が知能を

時米国では露英機械翻訳を中心に研究が行われた．1957

持つと考えられるか否かを判定する方法として，チューリ

年にチョムスキー（N. Chomsky）により提案された生成

ングテストを提唱した．同じく 1950 年頃に，情報理論の

文法（generative grammar）理論は，自然言語解析の基礎

創始者であるシャノンにより，チェスを探索問題として解

を与えた．

く研究が行われた．これらに先立つ 1943 年には，マカロッ

後年にプログラム内蔵のコンピュータの基本形を創案

ク（W. McCulloch）とピッツ（W. Pitts）によりニュー

したフォン・ノイマン（J. von Neumann）は一流の数学

ラルネットワーク（neural network; NN）の基礎となるモ

者として幅広い分野でその才能を発揮し，2 人ゲームにお

デルが提唱されている．

ける探索の基本であるミニマックス法を定式化している

人工知能を実現するには，人間の知識や体験を参照しつ

[1]．計算原理の基礎であるチューリングマシンを考案し
たチューリング（A. Turing）は，1950 年の論文 [2] で人間

つ，思考・論理・計算・読み書き・言語処理など左脳優位の
情報処理と，直感・感性・創造性・イメージ認識など右脳
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構成的発達科学に向けて
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人工共感の設計は，認知発達ロボティクスにおける発達
段階の流れを再現する一つの例であるが，この一般化が構
成的発達科学に繋がる．すなわち，前段階の学習結果が次
の段階の前提となり，その前提のもとでの学習の結果獲得
される心的機能が，その次の段階の前提条件となる．この
ような発達段階を経て，共感のような高度な心的機能が実
現されると考えられる．最初に前提として基本的な神経
アーキテクチャが考えられ，身体性や社会性の拘束のもと
に，各種学習手法が適用され，機能分化が生じると考えら
れる．図 4 は，その概念図である．構成的発達科学は，神
経科学，認知科学，発達心理，人工知能，ロボティクスな
どの分野の超域的な結合により，新たな学問分野を拓くと
期待される．
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なるようにできるか）を楽しむものである．指し将棋とは

■ 松原 仁

[16-14]

詰め将棋
Tsume Shogi

詰め将棋とは，指し将棋の終盤だけを取り出したパズル
で，攻め方と玉方に分かれて，攻め方が王手のみによって

違った面白さがあり，よくできた詰め将棋の問題は芸術作
品と捉えることができる．
詰め将棋は（指し）将棋よりもコンピュータで扱いやす
い．攻め方は王手である必要があり，玉方は王手から逃れ
る手で必要があるので，候補手の数が将棋に比べてはるか

[16-15]

に小さいのである．詰め将棋にも，1 桁の手数で詰む問題

囲碁

から，詰むまでに千をはるかに超える手数がかかる問題ま
で存在し，一般には人間にとってもコンピュータにとって

Go

も長い手数の詰め将棋のほうが解くのが難しい．最初に
詰め将棋を解くプログラムが作られたのは 1970 年代のこ
とであるが，80 年代の半ばになってもコンピュータに解け

囲碁のプログラムの研究が始まったのはチェスに比べる

るのは十数手詰めまでがせいぜいであった．それが 90 年

と遅く，1960 年代になってからであるが，将棋よりはか

代になってからの約 10 年間で一気に研究が進み，もはや

なり早く始まっている．これは，将棋に比べて囲碁が国際

コンピュータで詰め将棋を解くことは，研究としてはほと

的によく知られていて，ほかに似たゲームが皆無であるこ

んど終わっている．

とから海外の人工知能研究者の注目を集めやすかったため

アルファ−ベータ探索（alpha-beta search）を基本にさ

だと思われる．最初の研究も海外であり，それ以来海外が

まざまな工夫を重ねて解答能力を向上させ，野下のプロ

研究の中心であったが，2010 年代に ZEN という日本のプ

グラム T2 [1] は，1994 年までに 25 手詰め以下の問題は

ログラムが世界最強となった時期があった．チェッカー，

ほとんど解けるようになった．その後は，もっと長い詰

オセロ，チェス，将棋と，人間の世界チャンピオンに勝つ

め将棋を解くために，アルファ−ベータ探索から，詰め将

プログラムが開発されるようになってきたが，このような

棋の探索木を AND/OR 木と見なした手法に移っていっ

思考ゲームで世界チャンピオンに勝つまでに最も時間が

た．伊藤 [2] は，最良優先の AND/OR 木探索によって，

かかりそうなのが囲碁だと考えられてきた [1]．2016 年に

1994 年に 611 手詰めの “寿” という問題を解くことに成功
した．脊尾 [3] は，深さ優先（depth-ﬁrst）の AND/OR 木
（AND/OR tree）探索によって，1997 年に 1525 手詰めの
“ミクロコスモス” という問題を解くことに成功した．長
井 [4] は，最良優先の PN 探索（PN search）と同じ振る舞
いをする深さ優先探索手法を提案し，コンピュータに解け
ずに残っていた長い詰め将棋のほとんどを解いた．
1500 段階以上も深く枝が伸びるような探索木を扱う題
材は詰め将棋のほかにほとんどないことから，詰め将棋は
探索の優れた題材になっている．詰め将棋を題材として
新しい優れた探索手法が（それも日本から）いくつも開発
されたことは，非常に喜ばしい．詰め将棋を解く研究はほ
とんど終わり，その後は芸術作品としての詰め将棋の問題
をコンピュータで自動的に生成する研究に関心が移って
いる．

Google のアルファ碁（AlphaGo）が世界トップレベルの
プロ棋士のイ・セドルに勝って世界チャンピオンを超えた
と言える．
チェスは探索空間の全体が約 10120 ，将棋のそれは約
10220 であるが，囲碁は約 10360 にも達する（状態の数は約
10170 である）
．探索空間が大きくても，チェスや将棋は探
索という人工知能が得意とする手法で何とかアプローチす
ることができたが，囲碁は探索空間が大きすぎて，探索だ
けではなかなかアプローチできない（本来の囲碁は 19×19
の広さだが，9 × 9 の広さに狭めた囲碁では探索がかなり
有効であることが知られている）
．
人工知能がこれまで得意としてきた手法だけではうまく
いかないので，囲碁の強いプログラムを作るためには何ら
かのブレイクスルーが必要であった．2000 年代に，モンテ
カルロ法（Monte Carlo method）がそのブレイクスルー
になった [2]．モンテカルロ法は統計手法の一つであるが，

