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【要約】知識と外部世界を論じるため，まず，外部世界とは何かについて考える．「外部世界」につい

て厳密に考察した哲学用語として，「外界」がある．外界について考察することで，「知識」の捉え方

は改訂を迫られる．人工知能や論理型言語の問題点も明らかになってくる．問題を克服するには，我々

の「外部世界」についての考え方をどのように変え，どのような計算機構を実現していけばよいのかに

ついて述べたい． 
 
【キーワード】外部世界 外界 現象学 間主観 論理型言語 
 
1. はじめに 
人工知能の研究では，研究の進展に応じて，対象となる知能が扱う対象が拡張され，それに応じて，

様々な知能像が追求されてきた．1950 年代に研究が開始されたが，1960 年代には主としてパズルやゲ

ームが対象とされ，知能の本質は探索であるとされた．推論機構の基礎となる融合原理(resolution 
principle)が提案されたのも，この頃である．1970 年代に入ると，計算機の能力の向上も相俟って，探索

や推論を種々の分野に適用することが可能となり，計算機の内部に対象分野ごとの知識を構築すること

が試みられた．知識工学が体系化され，知識を格納するための器となる種々の知識表現が提案され，1980
年代には知識工学の技術を実用化するための企業が設立されるようになる．計算機科学の観点では，知

識表現とは従来の手続き型の高級プログラミング言語をさらに高級化したものである．高級化の一つの

宣言的プログラミングでは，各々の場面で計算機の動作を指定しなくても，一つの知識で複数の局面に

対応させることが可能な技術とされた．一般的な知識をたとえば述語論理などで記述することで，局面

に応じた複数の手続きを自動的に生成する．知識表現は知能の内部に存在し，外界の事物に対応づけら

れるとされた． 
ところが，実際に知識表現を備えた専門家システムを開発すると，想定した外界は変化し続け，知識

表現内のデータだけではなく，知識表現も常に改訂を続ける必要が生じ，その手間は膨大なものになっ

た．Winograd と Flores (1986)は，その理由を哲学で研究された現象学にまでさかのぼって論じた．外界

とは客観的なものではなく，間主観的なものである．人々が言葉を交わしている間に，辻褄の合った事

柄が外界に存在しているという信憑が人々の間に生じ，それが広がって，社会的に定着したものが知識

と呼ばれているに過ぎない．そのため，人々から主観的に見れば，外界は動的に変化し続けるもので，

対応する知識も個人，小さなグループ，専門家のみに通用する信憑から，社会的に定着した信憑まで，

様々な段階がある．客観的と思っていた「知識」は，実は主観的な共感の輪なのである．西条(2005)は，

そうした様々な信憑を許容しつつ，人間科学を再構築することを提案しており，人工知能の研究者にと

っても興味深い．一方，従来の知識表現と専門家システムは，様々な信憑を複数保持して，適切に扱え

るようにはなっておらず，結果として杓子定規で脆いものとなった．それが人工知能の限界となったの

である． 
 この限界を突破するには，唯一無二の知識表現を知能の中に配置するのではなく，たとえば，複数

のエージェント間で，信憑の候補をやりとりしながら，間主観的な信憑として動的に知識を構築する必

要がある．そうした構成を取るマルチエージェントシステムは存在しており，個々にアドホックに作成

されている．セマンティックウェブでは，サイト間でタグ付き記述をやりとりしている．どちらも，プ

ロトコルとその解釈には柔軟性が必要である．シンボルは，各エージェントが経験してきた現象に結び
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ついている．しかし，外界に対応物(状況理論でいう「錨(anchor)」)があるというのは，信憑に過ぎない．

そのようなマルチエージェントシステムやウェブを形式化する論理が提案されているが，分散したシス

テムで論理的推論を実行するための手法がない．複雑な記述のデバックができず，記述は絵に描いた餅

となっている． 
 以上の状況を取り扱うため，本研究では，論理的な記述の分散推論手法を提案する．これまでの論

理プログラミングでは，ホーン論理の推論過程を，単一プロセッサによる手続き実行過程と見なしてい

た．このパラダイムから脱して，推論を情報の流れと見なす．その流れを(パケット)スイッチで制御す

る分散推論エンジンを構築する．そのプログラマからは，計算が項の書き換えにより行われているよう

に見え，書き換えの優先度が情報の流れの優先度として，制御される． 
 
2. シンボルに柔軟性を与えるためのアプローチ 
論理型言語は，コワルスキー(Robert Kowalski)による述語論理式(ホーン節)のプログラム的解釈に基づ

いて，その基本的な考え方が確立した．この解釈は 1970 年代の比較的単純な計算環境にはよくマッチ

しており，1980 年代に第五世代コンピュータの基盤言語として論理型言語 Prolog が採用されたことは，

よく知られている．しかしながら，1980 年代には，LSI 技術の進歩によりマイクロプロセッサが普及し，

計算機はミニコンピュータからワークステーション，パソコン，組み込みシステム(Embedded system)，
ユビキタスコンピューティングへと小型分散化の一途を辿った．計算は単一の中央処理装置ではなく，

分散したネットワーク上で行われるようになり，現在の主流はクラウドコンピューティングである．第

五世代コンピュータが一般には普及しなかったのは，論理型言語は，並列化には対応したものの分散ネ

ットワーク化された計算環境で利点がなかったからである．また，論理型言語を並列化した際にホーン

節のプログラム的解釈の面が強調され，論理との対応が希薄になったため，論理に基づいているメリッ

トが発揮できなくなった．論理型プログラミングの誤謬と言われ，論理は抽象的なもので，論理でプロ

グラミングをする必要はなく，論理で記述したものを通常の手続き型言語で記述し直して，プログラミ

ングするのが正しいということになった．論理を高級言語として使用する考え方自体に疑問が持たれ，

現在に至っている．従来の手続き型言語によるプログラミングは，分散環境ではますます困難になって

いることは変わらない．しかし，論理型言語もプログラム的解釈ばかりが拡大され，バックトラックを

抑制する方向に進化した．ガードにより，バックトラックを抑えて使用するので，分散環境では，手続

き型言語と同じように記述は複雑で，実行を一つ一つ追いながらプログラミングせねばならず，手続き

型言語に対する優位性は全くないのである．このように，ホーン節のプログラム的解釈に固執している

限りは，論理型言語は消えていかざるを得ず，すべてを手続き型言語に頼るしかない．逆に言うと，プ

ログラム的解釈が論理型言語の足枷になっている． 
論理式の書き換えにより推論を行うのが，論理学の基本である．その基本に立ち返った自動推論手法

として，(関数型言語で成功を収めている)リダクションマシンが提案されたことがある．しかし，記憶

上に展開された論理式を中央処理装置で書き換える構成だったため，効率が上がらず，分散環境に最も

適さない手法とされた．現在の高速ネットワークには，パケットのスイッチが多数配置され，パケット

を目的地に配送している．高階の述語論理式を規則で書き換える機構を実現するのに，分散配置された

スイッチと状態記憶を用いることを提案する．その上で(メタ)規則を記述することで，各種の論理や代

数の計算が行える．専門家システムで用いられたプロダクションシステムと似て非なる手法であり，作

業記憶の分散配置と(メタ)規則の自動最適化の導入により，分散システムに適した手法を目指す． 
従来の論理型言語では，信頼に足る論理式を手続きと見なして，一筆書きのように実行することで，

計算結果を得る．それに対し，人々の間で泡沫のように生じては消え，共感および共有されるシンボル

を扱いたい．そのシンボルは外界と結びついているのではなく，人々の間のコミュニケーションにより

共感され，常にぐらついた儚い存在である．人の言葉を形式化したものが論理式なのであるから，論理

式を融合(ユニフィケーション)で結び付けることにより，共有され，共感されるシンボルを表すことが

できる．融合結果は，手続きを一度実行する間だけ保持されるのではなく，シンボルが存在するしばら

くの間は，継続的に保持されて利用される．通信においてコネクションを張ることに相当し，共感され

たシンボルがコミュニケーションを媒介する． 
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3. ぐらつくシンボルを支える推論 
上の考え方に基づいて，一階述語論理を分散システムで推論する手法を提案した(沼尾 1999)．この論

文では，ホーン節を例題として，推論を行う手法を提案しているが，ホーン節を手続きと見なして実行

するのではなく，論理記述を順次書き換えることにより，融合(resolution)を行っている．したがって，(ホ
ーン節とはならない一般的な) 節の推論にもそのまま使用できる．通常，論理記述を規則で書き換える

が，この手法では論理記述と規則の両方が節で表され，一つのグラフで表現される．グラフを等価変形

する少数の(マイクロ)計算規則を用意して，グラフの変形を行う． 
論理記述を書き換える操作を，メモリ上に書かれた記述を書き換えるようにすると，並列化するには

共有メモリを用意せねばならず，分散実行には適さない．沼尾(1993)では，このことを克服する手法と

して，「１アーク書き換え」による計算機構を導入した．この計算機構では，計算規則による書換えに

対して，図 1 のように中間ステップを導入して計算規則を複数の規則に分割することにより，計算規則

の条件部に一つのアークとその両端のノードのみを含むようにする．たとえば，図 1(a) において，3+2
全体を一度に簡約化して 5 を得るのではなく，まず，3 と+ から 3+ というノードを作り，3+ と 2 を簡

約化することにより，5 を得る．一見操作は複雑化したように見えるが，簡約化の各ステップにおける

書き換えを一つのアークに限ることができ，計算の分散化が容易になる． 
しかしながら，この方式はまだまだ複雑で，計算機構をソフトウェアで記述せざるを得ない．分散化

の粒度を細かくしていくと，アークが二つのプロセッサにまたがる頻度が増える．またがった部分の処

理が手間取るため，分散化による高速化が困難であった．以上の事情で，計算シミュレータを開発して，

小規模な計算を行っただけにとどまっている．ホーン節よりは強力ではあるが，一階述語論理の推論が

行えるだけでは，利用範囲は限られる． 
そこで，計算ノードとパケットスイッチを用いて，「１アーク書き換え」をメッセージのやりとりだ

けで，行うようにする．本手法の規則(節)は，ホーン節に限らないので，両辺に高階述語構造が記述で

きる．規則中のリテラル Li, Ri が，「(引数 1, …,引数 p)」と記述されるとする．通常，引数 1 に述語名

を書くが，変数を置くことで高階の柔軟な処理をする．規則の形式は， 
 

L1,  …,  Lm  :-  R1, …,  Rn.                      … (1) 
 
とする．この形の規則を注意深く記述することで，各種の論理や代数の計算が行える．この形は，専門

家システムで用いられたプロダクションルールの形に似ているが，作業記憶を介さずに，リテラル間で

直接融合を行うことにより，表現のコピーを極力避ける点が異なる．たとえば，自然演繹の規則を記述

すれば，自然演繹が実現できる．種々の論理による推論も，その推論規則を記述することで行える．論

理型言語ではメタインタプリタが多用されるが，本手法では，規則の両辺に高階述語構造が記述できる

ことから，その利用範囲は遙かに広くなる．メタインタプリタの利用は，解釈実行系に負担をかけるた

め，動作速度が遅くなるのが普通である．一方，David A. Turner のコンビネータによる関数型言語の書

き換え系によるインタプリタには，プログラムが自動的に最適化される性質があり，「自己最適化性
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図 1： １アーク書き換え 
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（self-optimizing property）」と呼ばれている．これはメタインタプリタを実現するのに，適した性質で，

メタ規則を解釈実行するためのオーバーヘッドを解消できる．本手法でも書き換え系を用いていること

から，自己最適化性を持っている． 
純粋な論理推論だけでは，実問題を解決することはできず，何らかの方法で推論の制御が必要である．

規則の組合せに重みを導入し，推論を調整することが重要である．その手法を考察し，確率プログラミ

ング，確率推論や機械学習の成果を導入することが必要である． 
 
4. 知識と外部世界 
テーマセッションでは，「知識と外部世界」を論じることになっている．「外部世界」とは，社会を

構成する常識的かつ良識のある市民(=プログラマ)が信じている外部の世界というニュアンスが感じら

れる．しかし，常識や良識にある幅の変異が許容されているように，同じと信じられている外部世界に

も，ある幅の変異があり，それは個人(=プログラマ)に依存している．ある時点での個人は目の前の外部

世界を確固としたものに感じるが，それは実は，その個人の過去の体験やコミュニケーションの蓄積に

依存して，そのように見えているだけである．「外界」という用語は，「外部世界」を短くしただけの

ものであるが，そういうニュアンスを含めて使用した． 
各個人同士は，少しずつ異なった外界をもっているが，ある程度のコミュニケーションは可能である．

相手が人間ではなく，愛犬であっても，なんらかのコミュニケーションはできる．もちろん，それらに

は限界があり，限界を越えたところでケンカが起きる．それと同じように，各プログラマ同士は，少し

ずつ異なった外界を持っているが，各プログラマが作成したプログラムがコミュニケーション可能であ

るような柔軟性を持たせたい．プログラム同士のコミュニケーションで，齟齬が生じた場合に，ある幅

でそれを修復できるような修復演算子を融合(ユニフィケーション)部分に導入したい．形式的にはそう

いった演算子も，式 (1) の形式で記述できる．したがって，融合部分のアルゴリズムを変更する必要は

ないが，無理矢理辻褄を合わせているのだから，修復演算子の適用優先順位は低くする必要がある． 
 
5. むすび ― 共感計算との関係 
携帯電話やパソコンなどの情報機器の普及により，コミュニケーションは密になったように見えるが，

人に深く共感する機会は却って減っていると言われる．従来の人工知能や知識工学は，情報機器が個人

に普及する前にその概念が形成されたもので，情報機器の普及が招いた社会のこのような新しい危機を

さらに加速させている．筆者らは，「共感計算機構」実現を目指し，人工知能に共感する能力，すなわ

ち，自身が共感すると同時に，ユーザを共感させる能力を持たせる研究を行っている (Numao, 2012)．
センサにより環境を知的にする「アンビエント知能」の研究が進んでいるが，センシングの手法に重点

が置かれている．人工知能の入出力は，論理的な構造を持つことが期待されている．そのような入出力

を扱える共感計算機構を，音楽，個人教育，アンビエント知能等を対象にして，構築している．本論文

は，知識や論理の側から，共感について述べたものだが，逆に共感の観点から，知識や論理を論じられ

るように研究を進めている． 
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