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概要：本論文は，人と違和感なくコミュニケーションできる人工知能（AI）の実現に必要なメカ
ニズムの一つとして，概念の獲得に注目する．人は，さまざまな言葉で表現される概念を先天的
に持っているわけではなく，後天的な学習により獲得している．人と AI の円滑なコミュニケーシ
ョンを目指したとき，この学習メカニズムの実現は重要であると考える．
本論文では，2 章において，人の概念が言語的・文化的にどのように異なるのかを検証する．
文化により概念がさまざまに異なる例から，概念が絶対的なものではなく，環境や文化に大きく
依存する可能性について述べる．3 章で，人が概念をどのように獲得・学習していくのかを，小
児の発言を例に検証する．概念を獲得する学習が，概念を用いた表現の学習と同時並行的である
可能性について述べる．4 章で，概念を獲得できる手法として知能ネットワークシステム（INS：
Intelligence Network System）を提案する．INS を用いて初期段階の知能から高度な知能を獲得
していくシステムの創出を目指す． 5 章で，INS の実現に向けた予備実験について述べる．6 章
で，まとめと今後の課題を述べる．

1．研究の背景と目的
人間の頭脳の働きをコンピュータ上で実現する AI 研究において，人間の頭脳の働きはさまざまに分類
され，さまざまな視点から研究されている．なかでも，知識の表現方法や論理構造モデルを自己組織的に
構築していく研究や，概念や感情など表現が難しい問題に対する研究がひとつの流れをつくりつつある．
本論文では，概念を人間の知能の基礎と捉え，概念を生成・操作するための知能ネットワークシステム
（INS：Intelligence Network System）を提案する．ここで概念とは，(1)複数のものを同類と認識する
ことにより，同類のもののそれぞれについての表象から共通部分をぬき出して得た表象，及び(2)複数のも
のを同類と認識する基準，または基準となる集団や集合，と定義する．
従来の学習手法の一つであるＱ学習では，予め状態空間を分割したＱテーブルを用いる．このとき，環
境からの入力が，どの分割されたテーブルであるかによって入力を同類と認識する．状態空間の分割を自
律的に再構成する研究[Asada97]は少ない．また，学習分類子システム（クラシファイアシステム）では，
予め入力が区分される候補が設定されており，その組み合わせの変更はできる．しかし，予め設定してい
ない入力区分を新たに設定する研究[Wada02]は始まったばかりである．このように，環境からの入力を同
類と認識して新たな概念を生成し，その概念に基づき学習を進めていく手法の研究は少ない．概念を生成
できない手法では，予め全ての概念やその候補を設定する必要があり，高度な知能の実現を目指す上でボ
トルネックになる可能性がある．なぜなら，人が用いる全ての概念を予め定義することは困難であるから
である．一方，人は，環境や文化に応じてさまざまな概念を学習により獲得していると考えられる．人の
知能をコンピュータ上で実現する AI 研究において，この概念を学習するという機能は重要であると考え
る．特に，人と AI のコミュニケーションの実現を目指す場合，人とは全く異なる概念や概念学習・概念
化のメカニズムを AI に用いると，円滑なコミュニケーションが実現できない．
本論文では，人が用いている概念の文化や環境による相違と，人が概念を学習する過程に注目する．人
と円滑にコミュニケーションする手法の実現を目指し，概念を生成・操作するための知能ネットワークシ
ステム（INS）を提案する．
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2．

人が用いる概念

人は，同じ事象や物体を見たときでも，環境や文化によりさまざまに異なった概念に区分（概
念化）される．本章では，最も基礎的な概念化の例として， 色 と 空間 に関する概念に着目
し，文化により概念がどのように異なるのかを検証する．

2.1

色の概念

図1：二次元で示す色情報

図2：色情報の概念化の例

一般に，色は赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）や，色相（Ｈ）、彩度（Ｓ）、明度（Ｖ，Ｂ）といった
三次元の情報として表現される．図 1 はその三次元空間を二次元で表現したものである．このと
き，人はいくつの色に見えるだろうか？ ある人は図 2 のように三次元情報を同類の色と認識し，
概念化するかもしれないし，他の人は異なる区分で概念化するかもしれない．つまり，三次元情
報の概念化といった単純な例でも，その概念化のパターンは無限に存在する．実際に，虹は何色
として表現されるか調査した文献[鈴木 90]によると，使用する言語（母国語）の違いにより表 1
のように異なる．また，別の資料によると国ごとに一般的な虹の色数と色名は，表 2 のようにな
る．

言語

色数

日本語
Korean
フランス語
Shona語
Bassa語

７色

国
日本

色数
７色

色名
赤,橙,黄,緑,青,藍,菫(紫)

７色
７色

イギリス
アメリカ

６色
６色

赤, 橙, 黄, 緑, 青, 菫

３色

ドイツ

５色

フランス
ソ連

７色
４色

赤,黄,緑,青,菫
赤, 橙, 黄, 緑, 青, 藍, 菫(紫)

２色
英語（民衆レベル） 決められていない
英語（百科事典）

７色

ドイツ語

決められていない

赤, 橙, 黄, 緑, 青, 菫

橙, 黄, 緑, 青

表2：国ごとの一般的な虹の色数と色名

表1：言語ごとの虹の色数
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このように，同一の事象や物体を見た場合に，どのように概念化されるかは，文化や言語によ
りまちまちであるが，全く異なる概念化がなされるとコミュニケーションが困難となるため，同
一の文化圏や言語圏では，ほぼ同一の概念化がなされていると考えられる．
すなわち，人と人工知能のコミュニケーションを考えた場合に，
(a)人は，文化や環境により，それぞれ異なる概念を用いる可能性がある．
(b)AI は，人が用いる概念に近い概念を用いる必要がある．
と考えらる．そのため，相手に応じた概念化が必要であると考えられる．概念を予め固定する
手法では，相手に応じた概念化ができないのは明らかである．

2.2

別の次元の色

先述の通り，一般に，色は三次元情報の区分として概念化される．このような，予め定められ
た三次元入力に対し，どのように概念化するのかといった問題も，工学的に大変興味深い．しか
し， 色

のなかには，これらの三次元情報という定義に当てはまらないものも存在する．

図3：金色
三次元情報では表せない

色

図4：玉虫色

の例として金色（図 3）や玉虫色（図 4）がある．金色は，本

来，三次元色情報には含まれない「光沢がある（光の拡散係数が小さい）」や「輝きがある（光の
反射率が高い）」といった，先述の色の三次元情報とは異なる情報に基づく条件が含まれる色であ
る．また，玉虫色は，光の当たり具合や見る角度で変化するという条件を含んだ色である．これ
らの色の表現は，三次元情報の平面的な変化や時間的な変化から知覚されている．このように，
概念を獲得するにあたり，さまざまな情報を元に概念が生成されていると考えられる．つまり，
適切な概念化のためには，RGB 系と HSV 系のいずれを用いるかといった問題や，そのような予
め定められた次元で示される状態空間を自律的に構成する方法[Asada97]だけでなく，どの入力
を用いて概念化するのかも含めた自由度を持つメカニズムが重要であると考えられる．

2.3

空間の概念

無重力空間という環境では「上」や「下」という概念は存在しえないであろうし，イソギンチ
ャクのような，ほぼ線対称（真上から平面的に見たら点対称）な生物にとって，
「前」や「後」の
概念は理解できないであろう．本節では，前後左右といった平面方向の概念化に注目する．
日本語には，東西南北といった話者に依存しない方向（絶対的方向）と，前後左右といった話
者に依存する方向（相対的方向）が存在する．多くの言語は絶対的方向と相対的方向の両方を持
っている．しかし，文献[井上 98]によると，自らが受けた刺激を他人にジェスチャーでどのよう
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に伝えるかの実験（図 5）や，並べた動物を別の方向を向いた別の場所でどのように並べなおす
かを調べた実験（図 6）などから，全世界に存在する言語の約 30％は，「右」や「左」という相
対的な方向を持たないことが分かったという．

図５ ジェスチャーの指示枠

図６ ｢一列並びの動物たちゲーム」のセットアップ

相対的な方向を持たない言語を用いる文化圏の人間は，図 7 の[絵 A]と[絵 B]の違いを相手に伝
える実験では，絶対的方向と相対的方向を共に用いる人々と大きな差は無い．しかし，[絵 B]と[絵
C]の違いを相手に伝える実験では，「右」や「左」という相対的な方向を持たない人々は，絵の
説明により多くの時間を費やした．

図７ 位置の識別

実際には，絶対的方向や相対的方向だけではなく，「池の方向」や「林の方向」といった特定の
物体との位置関係を示す場合もある．これらの例からも，連続空間を概念化する基準となる軸は，
複数存在することがわかる．

2.4

さまざまな概念

ここで，三次元情報としての「色」と，平面（二次元）情報としての「空間」の概念化を包括
的に考えてみる．「色」における 赤 や 青 といった概念は，状態空間上のある範囲を示すと
いう意味で，
「空間」における 日本 や 京都 といった場所を示す概念に対応すると考えられ
る．一方，「空間」における 前 や 右 といった概念は，状態空間上の方向を示すという意味
で，「色」における 明度（明るい） や 彩度（鮮やか） といった概念に対応すると考えられる．
すなわち，一部の言語圏の人が， 相対的方向
環境や文化によって状態空間を

位置

と

絶対的方向

で概念化するのか

方向

の両方を用いないのと同様に，
で概念化するのか，あるいは

両方を並列的に用いるのかも，環境に依存すると考えられる．そのため，概念化を実現する手法
としては，このような自由度を持つメカニズムが重要であると考えられる．
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3．

概念の学習

人間は，実際に成長過程において，概念をどのように学習しているのであろうか？ 本章では，
人の概念学習が，AI における概念の獲得メカニズムの参考になると考え，朝日新聞コラム「あの
ね―こどものつぶやき」から，大人とは異なる概念を用いた小児の発言を例に検証を試みる．

平成１３年７月２０日朝日新聞朝刊

図８ 学習途中の概念を用いた例
ここでは，図 8 右上に示す春樹君の発言に注目する．日本の文化では，「元気」とは，体内で
増減するものである．そのため，
「元気が増える」⇒「元気が出てくる」⇒「元気が出る」と用い
るべきである．しかし，春樹君の「切ったところから元気がすうっと出ていってしまってん．元
気って空気みたいなものやから」という発言から分かるように，
「元気」を，体の内外を移動する
概念として捉えている．つまり，「元気が出て行く」という発言は，「元気が体外に排出される」
⇒「元気が出ていく」⇒「元気が出る」と，「出る」という言葉を別の意味で用いている．このよ
うな，概念の相違による興味深い例として，「目に眠いが入った」や，「おこりんぼ，もらった」
といった例がある（図 8 右下）．
このコラムの発言で示されるように，小児は

元気 ， 眠い

といった言葉の概念を先に学習

してからその概念を用いた表現を後から学習するのではなく，概念自体の学習と概念を用いた表
現の学習を同時並行的に行っていると考えられる．すなわち，人が概念を獲得するメカニズムを
実現する場合には，概念化や概念の再構成だけを先に学習するのではなく，概念自体を再構成し
ながらコミュニケーションの中において学習を進めるモデルが，より好ましいと考えられる．
なお，このコラムで取り上げられる特に多い表現として，「お空がないている（雨が降ってい
る）」や「星が瞬きしている（星がきらめいている）」といった過度の擬人化がある．このような
表現も，人間（特に自分）に関する概念を拡張して用いた学習過程の概念と捉える事ができる．
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4．

概念を学習する知能ネットワークシステム（INS）

本章では，2 章，3 章で検証した人の概念や概念化のメカニズムを参考に，概念の学習を可能
にする知能ネットワークシステム(INS)提案する．本論文では，知能とは外部からの入力に対し
て外部への適切な出力を決定する機能と定義する．生命個体の場合，入力は知覚により得られた
外界状態であり，出力は外界に影響を与える行動全般である．さらに，知能は，さまざまなエー
ジェントの

協調

や

競合

などの相互作用から構成され，相互作用を通してタスクを実行し

ていると考える[Minsky 90][戸田 92]．すなわち，ここでは，個体の知能を複数エージェントの
相互作用からなるシステムとしてモデル化する．
具体的には，INS を図 9 のように設計し，このシステムを持つ個体によるシミュレーションを
考える．各個体は，INS を持ち，各 INS はエージェントの相互作用からなるものとする．INS
により，人の

概念

に相当するものが獲得できると考える．

システム構成法としては，知能及びその表現をあらかじめ設計する手法と，進化・学習機構な
どにより知能を獲得させる手法がある．本研究では，自己組織化的な知能の獲得を目指すため，
進化･学習機構に基づくボトムアップな手法を導入する．

4.1

モデルの概要

マルチエージェントシステムに基づく INS のモデル化にあたっては，エージェント間の協調と
競合の制御性の点から，エージェント同士の相互作用をコロニー内に制限するコロニー離隔モデ
ル[中山 02]を採用する．INS を用いてシステムが知能を持たない段階から順次知能を獲得してい
く段階は，INS 自体が発達・進化していくプロセスそのものである．そこで，そのプロセスをメ
タモルフォーゼ［Metamorphose：変態，変形，変身］と呼ぶこととする．すなわち，INS はメ
タモルフォーゼにより以下の 4 段階を経て知能を獲得していく．
本研究では，概念モジュールの生成とその組合せ，相互作用により，各段階を順に実現し，そ
れぞれの機能が獲得されることを目指す．以下に各段階の概要とその意味を述べる．
第一段階.：外部状態のクラスタ化

環境

コロニー
(c)

力から適した行動を出力する問題に

入力素子
(i)

i

エージェント
(a)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

i

i

による概念生成・・・外部からの入

i

おいて，INS は適した行動別に外部

出力素子
(o)

o

o

入力をクラスタ化し，行動を導く概
念モジュールを生成する段階である．
この段階では，ある瞬間的な入力に
対して適した出力を獲得する．本研

o
個体
(INS)

行動

究では，エージェント（ニューラル
ネットワークではニューロンに相当
する）による自律的な学習を取り入

図９：ＩＮＳの概念

れる．独立したエージェントが個別

に学習することにより，ニューラルネットワークと同様のシステムが一つの INS として得られる
ことが期待される．
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第二段階：複数の概念から新しい概念の生成・・・第一段階で得られた複数の概念モジュール
をさらにクラスタ化することにより上層の概念モジュールを生成する段階である．
第一段階で得られた概念モジュールの出力を入力とする新たな概念モジュールを生成すること
により，余分な情報の切り落とし（必要情報の抽出）と抽出された情報に基づく行動出力が得ら
れる．また，エージェントが互いに出力しあうことで，過去において概念に基づき得られた結果
を利用することも可能となる．これは，短期記憶のメカニズムに相当する．これにより，外部入
力を時系列的にとらえた行動出力が実現できる．また，過去の情報を得る入力素子を導入するべ
きか否かを設計時に決める必要がなくなり，必要に応じて過去の入力を用いることができるシス
テムが期待される．
第三段階：複数の概念の並列処理と操作・・・外部状態を並列な複数の概念モジュールに入力
し，その結果を操作することにより，概念に基づいた思考を目指す段階である．
ある外部状態を複数の概念モジュールに入力することにより，多面的な異なる複数の概念が同
時に発生する．その概念の選択方法や組合せ方法を操作する機構を INS 自体が構築することで，
より高度な知能を獲得することが期待される．これにより，あらかじめ知識の表現や論理構造モ
デルが定義されているシステムとは異なり，新しい論理構造モデルの構築など，新たな知見が得
られることも期待される．
第四段階：概念の拡張・・・第三段階までの知能をさらに発展させて，概念モジュールの組合
せと相互作用により知能の実現を目指す．ここでは，概念を拡張し，外部入力なしにエージェン
トが自ら出力を生成することによる想像機構や，他の環境で学習した内容を別の概念モジュール
に当てはめる推論機構，複数の INS の組合せによる論理的思考機能などの実現を検討する．

5．

予備実験

INS の学習における特徴は，ここのニューロンの学習によりシステム全体の最適性を実現する
ことである．ここで，予備実験として，2 層パーセプトロンの学習（図 10）を例に，ネットワー
ク全体を一つの遺伝子としてコーディングした場合と，ニューロン毎に遺伝子をコーディングし
た場合の実験結果（図 11）を示す．詳細[Nakayama02]は割愛するが，コーディング以外の条件
を同様にした場合，ニューロンごとにコーディングした手法が，より正解率が高い事が分かる．

Input B
Output “00”
Output
“01”

Input-NT Input-NT

Output
“10”

Neurotransmitter-pool
Neurotransmitter-pool

Receiving
sensitivity
Threshold

Output “11”

Output

Input A

problem
problem

network
network

neuron
neuron

図10 ニューロンを選択単位とするネットワークの学習実験
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図11 実験結果

これらの結果から，従来のネットワーク全体を学習主体とする手法ではなく，ニューロンを学
習主体とする手法の有効性が示唆される．

6．

まとめ

本論文では，人と円滑にコミュニケーションできる AI の実現を目指したときに必要なメカニ
ズムとして，学習による概念の獲得に注目した．人が用いる概念は，文化的にさまざまに異なっ
ていることを例証した．また，小児が概念を学習する過程について例をあげ，概念学習に必要な
条件について述べた．また，そのような概念学習が可能なメカニズムとして，知能ネットワーク
システム(INS)を提案した．INS による学習の予備実験として，ニューロン一つ一つを選択単位
としたニューラルネットの学習について述べた．
今回の論文では，INS については提案だけであり，INS の詳細な設計や実装，及び実験が不可
欠である．今後の課題として，これらのシステムを実際に構成し，実験により有効性を検証して
いきたい．
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