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1．ま え が き

野がつくられたのは，ある意味，コンピュータにかける
人々の期待と見ることができよう．ちなみに 1964 年の
ACM の分類にはすでに応用の一つとして人工知能は位

本連載も 8 回目となり，これまでの執筆者の説明の中

置付けられている＊2．

にたいていの答えは用意されている．改めて勉強させら

さて，初期の人工知能のターゲットされた分野は定理

れることが多くて，著者がこの続きを書くのはもはや蛇

証明，ゲーム，探索であり，さらにはコンピュータビジ

足ではないかと不安を覚えつつ，せっかくの機会なので，

ョン，自然言語などが続いた．つまり，ここでの「知能」

これまでの執筆者との相違点を中心に記していきたいと

は定理証明をする能力であったり，ゲームをする能力で

思う．なお，類似のことを違う言葉で言い換えたりする

あったり，探索する能力であるということである．

のはかえって紛らわしくなるので，著者が大筋で同意す

人間がもつ知能一般から見るとかなり特殊な能力であ

る答えはそのまま引用して，話を進めることにする．

る．

2．人工知能が目指す知能とは

は当時のコンピュータにおいてもきっと可能であり，か

なぜ，このようなものがターゲットになったか．それ
つ人間の知能の働きらしいものを選んだということであ
問い：人工知能とは何ですか？

ろう．確かに定理を証明する，ゲームをプレイするとい

答え：人工的につくられた，知能をもつ実体．あるいは

うのはいかにも人間の知能の発露らしいではないか．コ

それをつくろうとすることによって知能自体を研

ンピュータサイエンスというのは多くの分野でプラグマ

究する分野である．
（中島氏）

ティズムであり，実現可能性のあるところを研究すると
いうのは悪くない．ただ，コンピュータサイエンスの分

堀氏が指摘するように，この答え（ほかの人の答えに
も）
「知能」が含まれている．では，ここでいう知能と

野と異なり「知能」などという抽象的あるいは哲学的用
語を入れてしまっただけに，混乱を招いている．

は何であろうか．実は，この文章の中の「知能」はあく
まで人工知能という研究分野における「知能」であり，

問い：人工知能における知能とは何ですか？

その背景なしの一般的な意味での「知能」でない＊1．

答え：コンピュータによって実現の見込みがありそうな

人工知能という概念（分野）はコンピュータサイエン

人間の知能の一部．

スの歴史の中でも比較的古参であり，その中で「知能」
は定義され，またその定義は変遷してきた．

上の答えが歴史的には主流といってよいだろう．し

人工知能という研究分野は 1956 年のダートマス大学

たがって，この見込みのありそうな知能はコンピュータ

での会議で明示的に現れている．世界初の汎用電子式コ

技術の発展によって，どんどん変わる．技術の発展とい

ンピュータといわれる ENIAC が 1946 年稼働であるこ

う動き続ける白波の波頭が人工知能の研究分野といえよ

とから考えても，コンピュータサイエンスの草創期から

う．これが現在の人工知能学会全国大会の多様な分野を

存在している．当然当時の貧弱な計算パワーではできる

自然に受け入れているゆえんであろう．

ことが限られていたわけで，それでも人工知能という分

＊1 これを明示化するために浅田氏は「自然知能」という普通に
考えれば不思議な名称を導入している．浅田氏のいう自然知能
がここでいう普通の知能のことである．

ただ，これで知能に関する議論を終えては，はぐらか

＊2 1964 年の分類，http://www.acm.org/about/class/1964．
1991 年の分類では計算方法論の 1 分野になっている（以降同
じ）
．
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されたようで不満であろう．人工知能の視点からの知能

トリーはつくられてきた．このシリーズでは両者のアプ

をもう少し見ていこう．

ローチが紹介されており，それが全体で一つの知能を構

最初に設定された人工知能のトピックスは単に人間の
知能の特殊な部分というだけでなく，知能のレベルとい

成するかのように説明された．それを端的に示す図は溝
口氏の図 1 であろう．

う視点から見ると中途半端なものであるという点も興味
深い．つまり，発明をしたり小説を書いたりする創造性
豊かな能力より低く，かといって単にものが数えられる

心

かといった原始的な能力よりは高い．

人の知能

人間の知能は重層的になっている．浅田氏の議論で詳
細に説明されているとおり，人間の知能というものは生
物としての知能のうえに成り立っているものである．一

生命の知能

方，ほかの生物と異なり，人間は高度な社会を形成して，
その中で生きている．人間には，このような社会をつく

図1

り，そしてこの社会の中に生きる知能というものが存在
する．

自然知能の階層（溝口氏）

一見問題ない図に思えるが，ここに実は誤解を生む仕

この視点から見ると，どちらかといえば初期のトピッ

組みが紛れ込んでいる．生命の知能と人の知能（これは

クスは社会に生きるために必要される知能のほうであ

前述の二つのアプローチに対応）が隣接するように描か

る．ゲームをする能力とはルールに基づいてある設定さ

れているが，ここのギャップはまだまだ大きい．これは

れた目的に向かうという能力であり，社会で生活するう

あくまで扱うトピックスの関係性を描いているだけであ

えで重要な能力の一つである．コンピュータビジョンも

り，これが一つの知能だという捉え方をするのは適切で

初期のトピックスは積木といった人工的なオブジェクト

はない．

の認識であった．つまり，人工知能研究が目指していた

生物としての知能は個別の生物に対する知能として

ものは人間の知能のうち，社会的な営みをするに必要な

扱うのは当然である．したがって，外部との関係性をで

知能の実現であったといえる．

きるだけ絞って，内因を探るということになる．しか

もっとも，人工知能の原点がここであっても，そこ

し，社会に生きる知能は個々の人間に対する知能として

から技術発展に応じて対象が変化していく．人工知能の

切り離して考えることは適切ではない．人が社会に適応

研究者の多くはこの社会における知能の実現を目指して

して生きていくことができるのに，何を外から学んだか

いった．

を知るのは容易ではない．溝口氏は知能の問題を分解し

このように考えていくと，溝口氏が以下のように知能

ていったときになぜ「知識」が出てこなかっただろうか

を定義したのは，人工知能研究の初期から流れに沿って

と率直に述べているが，知能を個々の存在とし単純に個

いる．1 ～ 4 は明らかに社会な存在として必要とされる

の内因と外因に分けて考えると，知識は外因になってし

知能である．

まい，知能から分離されてしまうからである．ここに社
会に生きる知能としての人工知能研究のボトルネックが

問い：知能を構成する要素にはどんなものがあります
か？
答え：知能の要素をあげてみると，以下の六つがあると

あったし，またブレークスルーがある．
人工知能の初期の問題設定に戻って考えると，別に物
理的に個にあたるような知能をつくりたかったわけでは

思われる．1．推論と思考，2．学習と記憶，3．問

ない．社会における知能を実現したかっただけである．

題解決，4．言語とコミュニケーション，5．自己

個の知能という軛を外したところで，人工知能はあり得

認識とメタ認知，6．先の五つのすべての基盤と

る．

なる記号処理を支えるための，実世界と記号の双
方向変換機能．
（溝口氏）

くびき

ただ，エキスパートシステム開発における知識ボトル
ネック問題に象徴されるように，社会における知能研究
では，探求すべき研究対象が何であるか判然としなかっ

この方法への拡張は人間の専門家の代行をさせようと

た．生物としての知能研究には生物という明確な研究対

いうエキスパートシステムの興隆と衰退という流れを経

象があるが，社会における知能研究にはそれに対応する

て，いったんいわば挫折する．その反動もあり，もう一

ものはなかったというわけである．

つの方向への拡張，すなわち生物として知能の方向への

そこで World Wide Web（以下 Web）の出現である．

拡張に多くの注目が集まるようになった．それは主にロ

Web の歴史は語らなくてもよいだろう．とにかく Web

ボット研究との関係で進展していったことは浅田氏の説

は人類のもつありとあらゆる情報・データを吸収して成

明にあるとおりである．

長を続けている．これは大きな技術展開であり，我々は

このような経緯によって今の人工知能の研究のテリ

初めて社会における知能を追求するための研究対象を手
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に入れた．社会における知能は，Web 時代において「コ

会的能力として必要とされた記憶能力に類似した能力を

ンピュータによって実現の見込みがありそうな人間の知

発揮している．IBM 社の Watson はもう一歩進んで問合

能の一部」になったのである．

せに対する回答能力をもった社会的人工知能といってよ

これをここでは社会的知能ということにしよう．そし

いだろう．あるいは大規模コーパスに基づく翻訳システ

て人工的な社会的知能として人工知能をこの先では考え

ムも異なるタイプの社会的人工知能の萌芽といえよう．

よう．以下はこれまでの質問を「人工知能」を「社会的

興味深いことに，これらのシステムは人間の能力の模

人工知能」に「知能」を「社会的知能」と読み替えて見

倣としてつくられてはいないが，結果として人間の能力

ていく．

に似た能力を提供している．これはこれまで諸氏が明に
暗に述べてきたように，人工知能は自然の知能の模倣で

3．社会的人工知能とは

はなく機能として同等のものをつくるという立場とよく
合致している．

問い：社会的人工知能における知能とは何ですか？
答え：人間が社会で生きていくうえで必要な能力．
社会における人間は他の人間との関係が必須である．

4．知 能 と 知 識
問い：社会的人工知能の実現にはどうしたらよいか．

他の人間あるいは総体としての社会と切り離してしまっ

答え：人間間のインタラクションと社会における人間の

てはその能力は消えてしまう．人間とその関係性で捉え

振舞い，社会の構造や活動，知識の観察・収集・

＊3

分析を通じて行う．

るのが適切である ．むしろ関係する個を全体として見
る人間の集団・コミュニティ・社会を対象にしたほうが
知能を捉えるのに適切なこともある．つまり社会的知能

社会といっても，原始的なムラ社会からグローバル

を考えるうえで生物として個体に限定する必要はない．

化した高度な現代社会まで多様である．原始的なムラ社

つまり社会的知能の担体は個々人であることは必須では

会であれば，言語能力，対人能力，協調的活動能力など

ないということであり，社会的人工知能も同様である．

求められる能力は比較的少数であろうが，一方，今の日
本にあるような現代社会ではより多種多様な能力が求め

問い：社会的人工知能が実現することが期待される知能
はどのようなものか．
答え：まだよくわからない．集団的行為，創造的行為，
議論行為といったことはその一部であろう．

られている．すべてをいきなり解くのではなくて，取り
組みやすいところから順次俎上に乗せていけばよいだろ
う．
ここでは対象を大きく三つのカテゴリーに分けた．人
間間のインタラクションと社会における人間の振舞いは

社会的な知能とは何であるか，それは我々の社会が

人間が直接関わる活動で，これは生物として人間との接

どんなものであるかを知ることと同値である．巨視的に

点になる．一方，社会の構造や活動は，社会的な人間に

見れば文明をつくることなのであろう．ただ人工知能に

とって生きていく環境でありかつ，先の活動によってつ

おける社会的知能は，実現の見込みがありそうな知能な

くられるものである．知識はこの両者，人間の社会的活

ので，いきなり究極的な知能を目指す必要はない．今の

動と社会を結び付ける手段である．

技術水準から見て，複数の人やエージェントが共同して

今，Web によって我々の社会的活動はかなり多く観

何かを行うといった集団的行為，何かをつくり出すとい

察・収集されるようになった．多くのデータを集めるだ

う創造的行為，お互いに意見を交わし合う議論行為はス

けでもわかることはたくさんあるが，さらに先に進むに

コープに入るだろう．さらにはその組合せとして新たな

はモデルが必要である．それがヒューリスティックに人

知識をつくる行為が可能となる．

類が長年かけてつくり上げてきたのが知識である．知識
によって，我々の社会的活動は解釈可能かつ実行可能に

問い：社会的人工知能は実現可能か．

なっている．

答え：はい．
問い：知識とは何なのか？
Google 検索は社会的人工知能の成立の可能性を示し
ている．知能としては記憶だけであるが，我々人間が社

答え：知識とは社会を維持するために社会の記憶を伝達
する媒体（メディア）である．
この考えは Dawkins [Dawkins 76] が導入したミーム

＊3 これは生物としての知能が環境に依存するということと同形
である．が，生物における環境は多くは所与であり関係の仕方
もおおむね不変であるのに対して，社会の存在や社会との関係
はより相互的かつダイナミックなものである．

（meme）やその考えに触発された Stefik [Stefik 86] の
知識メディアと同じである．知識は言葉のないところで
は身振り手振り，話し言葉があるところでは口伝で，書
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き言葉があるところでは文書で表現される．これからは
コンピュータを使って表現されるだろう．

5．知能と Web・インターネット

伝える必要がないところには知識は存在しない．例え
ば，無人島に流れ着き孤独に過ごす人には知識は存在し

問い：では，Web が社会的人工知能なのか？

ない．自分の体験・経験に意味があるといって話すこと

答え：いいえ．Web 自身は人間の社会での振舞いに関す

も書くこともない以上，外在化されないという点におい

る大規模なデータの集積に過ぎない．

＊4

て知識は存在しない ．この人が知識をもっていないの
ではなくて，知識は伝達するために初めて存在すると考

ただ，今までにない多様なレベルの人間の振舞いに関

えるからである．

するデータが含まれている．例えば，これを検索という

問い：知能と知識の関係は何か？

いう機能においては人工知能といってよいだろう．ただ，

形で統合したのが Google 検索で，Google 検索は記憶と
答え：知識は外在化された知能の一部である．

Web からはまだまだいろいろな知能が引き出せる．知識
の発見・抽出やその適用によってはもっと多様な人工知

知識は我々の社会の歴史的活動の所産であり，社会的

能が構成できるだろう．また，Web のほうも，技術の進

知能の重要な一部である．人間は知識を学ぶことで社会

展に伴い，より粒度の細かいデータ（センサデータ）や

的知能を身に付ける．

構造的なデータが入ってきて，順次その内容が変わって

データで記述できるような知識が知能という能力の一
部になるというのは奇異に思えるかもしれない．しかし，

いくだろう．そのつど，Web に基づく社会的人工知能の
可能性は大きくなると考えている．

これはプログラムコードのアナロジーなら理解できるだ
ろう．プログラムコードはそれ自身はデータであるが，

問い：社会的人工知能は集合知のことか．

解釈可能なプロセッサがあれば実行可能になる．

答え：一部は重なり合うが違う．

また知識を解釈できる（理解できる）にはまた知識が
必要である．プログラムコードのアナロジーでいえば解

集合知は多くの人間が一つの問題に対して認知や貢献

釈するためのプロセッサのためにまたプログラムコード

を行うことで，全体として個別の人の活動の総和以上の

が必要ということである．このような重層性が社会的知

価値をもたらすものである．集合知はまずは多数の目
（認

能を多様かつ豊かにしている．また，このような重層性

知）や多数の手（貢献）といったマスの力が注目されたが，

をほどいていくと，その先には生物的知能との接点があ

多数の共同活動（共創）といったことはもっと重要であ

るだろう．

る．集合知は多数の人間の相互作用の現象として社会的
知能を解明し実現するのに重要な対象である．これから

問い：知識は研究可能か？
答え：はい．しかし，まだ始まったばかりである．

多くの探求がなされることを期待する．
このような集合・集団による知能は実は人間社会に限
らない．アリの社会など他の生物にも共通するものであ

知識は研究対象になり得て，現在も研究されている．

る．この面での研究は人工知能分野で研究されており，

しかし，その研究のレベルはまだずっと低い．科学を第

これは生物的知能との接点であり，集合知の基礎理論に

1 の科学を理論科学，第 2 の科学を実験科学，第 3 の科

貢献する可能性がある．

学をシミュレーション科学と段階的に分けるとするなら

一方，今注目されている集合知はインターネットを通

ば，まだ第 1 の科学に届いているかが怪しい．人工知能

じて初めて達成できたという点で，人間を助けて賢くす

におけるオントロジーの研究は提唱されて 20 年以上経

るコンピュータという Intelligence Amplifier と通じる

つが [Gruber 92]，まだ思弁的科学（第 0）の域にある．

ものがある．巷でいわれている集合知は人間抜きでは考

非単調論理の研究は第 1 の科学を目指しているが，これ

えられないので，この点では社会的人工知能とインター

は天動説なのか地動説なのかはわからない．Cyc [Lenat

ネット的集合知は，人工知能と Intelligence Amplifier

85] はある意味，いきなり第 2 科学を目指したといえる

の関係に近いといえる．

が，環境的にまだまだ準備不足であった．

また，社会的知能の研究は必ずしも多人数の直接的

しかし，先に述べたように，社会のおける人間の振舞

参加が必要なわけではない．先にあげた知識の研究は知

いのデータが大量かつ包括的に得られるという技術の変

識そのものが多数の人の参加によってできたものである

化によって，環境は整いつつある．著者はこれから大い

が，人を直接対象とする必要はない．

に期待できると思っている．
＊4 唯一の例外は未来の自分に対して残しておきたいということ
はあるだろう．そのときは外在化される．
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人から見れば十分にスーパー知能であるものがある．こ

6．人工知能がある世界

れによって我々の生活が変わっていった．ことに社会で
人間に要求される“知能”は変わりつつある．これまで

問い：社会的人工知能はどのような形態になるのか．人

記憶は重要な知能の要件であったが，今や記憶でなく判

のように振る舞うエージェントなのか．

断力や創造力になった．これはコンピュータと人間がな

答え：それを含むもっと多様な形態であろう．

す知能系としてうまく回るように我々自身や社会が変
わったということであり，これは悪いことではない．今

社会の構成員としての社会的人工知能は多様な形態

後もこのような変化は順次起こっていくのだろう．

をとるであろう．エージェントといっても人間との類似

人間の知能を超えるスーパー知能が生まれると，自ら

性は多様で，人間に近いロボットのような形態から人間

の優越性から人間を無碍に扱う独裁者的あるいは，独善

を取り囲む環境のような曖昧な存在までいろいろであろ

的存在が生まれるという SF 的シチュエーションを想定

む

げ

う．Google をある種のエージェント（人間のアナロジー

しがちだが，スーパー知能としての社会的知能では必ず

で，人間と似たように振る舞う）と考えてもよい．この

しもそうはならないだろう．スーパー知能としての社会

とき非常に記憶だけが素晴らしい人間となる．個の人間

的知能は我々の社会のもつ矛盾や不完全性を内包して存

に近い存在しては，人と常に一緒にいるパートナーエー

在するだろうから，独裁者あるいは独善的存在にはなら

ジェントのような人工知能が考えられるだろう．社会に

ないであろう．むしろ，スーパー知能としての社会的知

近い存在としての人工知能は一つの社会システムそのも

能は人に民主主義を諭す，ということが起こるというこ

のであろう．

とが期待できるだろう．

さと

かつて地上を動くものは動物しかなかった，自動車が
走行したり（機械＋人）
，さらにはロボット自動車（機
械だけ）が動き回るという状況になったと同じように，
社会には異なる知能があふれるようになる．
問い：社会的知能に意識はあるか．
答え：定義によるが，あってもよいだろう．

問い：結局，人工知能には身体はいらないということで
よいか．
答え：いいえ．究極の人工知能には必要でしょう．
本稿では，生物としての知能と社会に生きる知能には，
研究として今なお大きなギャップがあり，それを安易に
結び付けることは不適切であるということを指摘した．

意識をもつかどうかを内部観察的に考えるのはさすが

ただし，人工知能はこの両方を包含したとき初めて完成

に哲学的議論になるので避けるが，外部観察的に意識を

される．究極の人工知能はこの両方の働きをもつ担体と

もつかどうかは振舞いの問題であり，この観点で見れば

なるだろう．この時点では身体はいる．ただ，そのとき

意識をもつように見える社会的人工知能は存在するだろ

に個体として身体をもつかどうかは定かではない．

う．A 社と G 社と I 社と M 社が異なる社会的人工知能

これから二つの知能の研究は相互に関係し合い，互い

を構築して，相互に批判し合ったり，自分自身を弁護し

の要素を適宜取り込み進展するだろう．しかし，両者が

たりするとき，多くの人はそれらの人工知能に意識があ

簡単に一つになることはない．これまでの技術の進展に

ると思うだろう．

伴い，何度もいろいろなレベルで統合したり連結したり
する試みがあったが失敗している．それは人工知能研究

問い：スーパー知能ができたとき，それが社会に与える

としては適切で，これから続けられていくであろう．

影響をどう考えるか．
問い：確かに影響は大きいだろうが，他の技術発展と同
じく適宜解決されていくだろう．

7．あ と が き
しっ た

自分の叱咤も兼ねてやや極端に書いているところもあ
実は社会的人工知能がもたらす知能はスーパー知能で

る．しかし，まだまだ広大な知の問題があるということ

ある．もしスーパー知能が個としての人間の知能を超え

を少しでもわかってもらえれば幸いである．編集委員長

る知能をもつことと定義するなら，社会的人工知能はそ

の松尾氏，これまでの著者である中島氏，溝口氏，堀氏，

れ自身スーパー知能である．社会における知能が既存の

松原氏には本稿の草稿に目を通していただき，有用なコ

知能を超えるという定義であっても，インターネット型

メントをいただいた．ここに感謝の意を表する．最終稿

集合知がすでに示しているように，一部の能力において

にはそのコメントのいくつかに答えたつもりである．

はすでに超えている．
こう考えるとどこかに特異点があって，人工知能と人
間の関係が劇的に変わるというのは想定し難い．Google
検索やナビといったサービスはコンピュータ時代以前の

人工知能とは（8）
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