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論を導くことをいう．よく使われる例は
x は鳥である

1．コモンセンスとは何か

という情報だけから
英語の common sense は共通の感覚，つまり万人が同
じように感じることに由来する：

x は飛べる
という結論を導くことである．もちろん，生まれたての

common sense も common knowledge も日本語

ヒナやダチョウのように飛べない鳥もいる．しかし，日

では「常識」と訳されることが多いが，前者は「だ

常の場面では鳥は飛ぶと推論できたほうが有用なことが

れもがもっている健全な思慮・分別，すなわち良識」

多い．

を指し，後者は「皆が共有する知識，すなわちだれ
もが知っていること」を意味する．
【研究社新英和辞典版第 6 版】

昔々，多湖 輝の『頭の体操』が大ブレークしたことが
ある．著者の印象に残っている問題に以下のものがある．
【問 20】ある急な坂道を，前引き後押しして，汗

本稿ではこのようなコモンセンスを AI にもたせるこ

だくで荷車を動かしている二人連れがあった．ま

とができるのかという点を中心に考察したい．AI にお

ず，引いている人に，
「後押ししているのは，あな

ける常識推論の研究は 1980 年代に盛んに行われた．ま

たの息子さんですね」と尋ねると，
「はい」と答えた．

ずはこれを現在の視点から振り返っておくことが肝要と

ところが，後ろへ回って，息子に，
「前で引いてい

考える．当時扱われた常識には二つの側面がある．一つ

るのは，きみのお父さんだってね」と尋ねると，
「と

は「フレーム問題」と呼ばれ，知識の全貌を記述できな

んでもない！」と言われた．さて，この二人の関係

い問題である．もう一つは，そのような全貌が記述され

は？ [多湖 66]

ていない知識を使っていかに多くのことを推論するかと

『頭の体操』は，このような問題が解けるように頭を

いう問題である．両者は一枚岩の問題であるが，取り掛

柔軟にすべきであるという趣旨で書かれているが，著者

かる観点が若干異なっている．以下，おのおのを概観す

はこのような問題に引っ掛かる能力が人間の重要な側面

る．

「十分な情報がなくても結論を導ける」を表していると

その後に環境との相互作用を重要視する知能観を示

思う．実は問題文には引いている人の性別に関する情報

し，それがフレーム問題解決への手掛かりとなることを

が欠如している．しかし，人間は「常識で」これを補っ

示す．ここでいうフレーム問題の解決とは個々の推論規

て，重い荷車を動かしているのは男に違いないと考え

則に関して人間並みに問題を扱えることを意味するが，

る＊1．一方で，前にいるのも男だというのは現在の AI

フレーム問題を一般的に解決するということではない．

には不可能な推論である．実はこの問題では必要な情報

これは人間にも無理である [松原 89]．ロボットが環境

はそろっている．人間には男と女しかいない．
「父」で

との相互作用を通して学習を続け，個々の場面での常識

ないなら「母」に違いない．AI は上記の問いを何の問

を増やすことは可能である．しかし，人間と同じ体をも

題もなく解いてしまうだろう．しかし，著者はこの問題

たないロボットが人間と共通の判断（コモンセンス）を

を解けない能力のほうが重要だと考える．論理的に計算

もつことはないであろう．

2．常 識 推 論
常識推論とは，情報が欠落していても通常は正しい結

＊1 著者の記憶では「荷車を動かしている医者の親子」というバー
ジョンもあったように思う．医者のほうが，より男へのバイア
スが強い．調べてみたら女医は息子の手術の問題で登場してい
た．
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すると長くかかるものを，短時間で解いてしまうのが

これらの間の優劣は論理の枠の外（常識の問題！）になっ

人間の能力＝常識である．一般的にいって，
『頭の体操』

てしまう．これを明確に示した例がエール射撃問題
（5 章）

にはこうした「常識」の裏をかくものが多かったように

である．

思う．試したわけではないが，AI に解かせると簡単な
ものが多いのではないかと推察する．

4．フ レ ー ム 問 題

諏訪 [諏訪 18] も多湖同様，さまざまな場面に臨機応
変に対処できるという，人間の「クリエイテイブ」な側

フレーム問題とは，人間にとって常識であるような知

面に注目し，これが身体性と関わっていると主張してい

識や規則を AI が扱えるよう，いちいち書き下さなけれ

る．著者は AI 的な観点から見れば常人がフレーム問題

ばならない問題であるということができる．

に対処している能力と，これらのクリエイティブな能力

オリジナルのフレーム問題とはマッカーシーらが発見

は連続的なものであり，顕著な差はないと考えているが，

した問題 [McCarthy 69, McCarthy 77, マッカーシー 90]

諏訪も「人は誰しもクリエイティブなことを何気なく成

で「ある行為を記述しようとしたとき，その行為によっ

し遂げているのだ」[諏訪 18, p. 20] と述べている．クリ

て変化する事柄と変化しない事柄をいちいち明示的に記

エイティブなことは身体が暗黙知的に行っているのだと

述するのは（記述，推論において）煩わしい（計算量が

いうのが彼の主張だ．本稿でも 7 章で「生活」というキー

指数関数的に増大する）
」というものである．行為の前

ワードでこの問題を採り上げる．

提条件や帰結の記述の量を問題にする記述問題と，それ

3．非 単 調 論 理

らの規則を用いて（例えば予測などの）推論をするとき
の計算量を問題にする処理問題がある [松原 89]：
初期フレーム問題：

先に述べた鳥が飛ぶという推論を定式化したものが非

● 記述問題：ある行為の前提と帰結の記述量が膨大

単調論理 [Ginsberg 87] である．通常の論理は既知の事
実（公理）が増えればそこから演繹できる結論（定理）

になる問題
● 処理問題：ある行為の帰結の計算量が膨大になる

も増えるので，単調であるという．これに対し，少ない
情報から結論（定理）を導く常識推論では，新しい知識
（公理）が入ることによって，
先の結論が覆ることがある．
公理に対して定理が単調性をもたないので非単調論理と
呼ばれる．
具体的には「普通，鳥は飛ぶ」という推論規則を，M
という様相記号を導入して
∀x 鳥（x） M 飛ぶ（x） 飛ぶ（x）
のように記述する．MP は P という命題が無矛盾（ P

問題
この頃には記述や計算量が膨大になるという以外の本
質的な問題はまだ明らかになっていなかった．フレーム
問題の解決を探る中でその問題が浮き彫りにされた．
エール射撃問題やその後に提案されたさまざまな問題
を通して，その発展型として以下の二つが浮かび上がっ
てきた．
後期フレーム問題：
● 限定問題（qualiﬁcation

problem）

● 波及問題（ramiﬁcation

problem）

が証明できない）であるという意味である．つまり，鳥

波及問題とは，ある行為によって生じる波及効果をど

x が飛ぶとしても他の知識に矛盾しなければ飛ぶと推論

のように予測するかという問題である．例えば，ある部

してよいということである．

屋にいるロボットが，その部屋には時限爆弾が仕掛けら

実際にはこのような規則が複数存在し，互いに矛盾す

れていることを告げられた．部屋にはロボットにとって

る結論を導く場合には問題がある．例として以下の規則

大事なバッテリーが貯蔵されている．ロボットはバッテ

を考えよう：

リーを台車に載せて部屋から運び出した．しかし，爆弾

● 頭足類は殻をもたない．

はその台車に仕掛けられていたのである．台車を動かせ

● オーム貝は頭足類である．

ば時限爆弾も動くという，自分の行為の結果を予測でき

● オーム貝は殻をもつ．

なかったロボットはバッテリーを守れなかったばかりで

● アンモナイトはオーム貝である．

さて「アンモナイトは殻をもつ」であろうか？ アン

はなく，自らをも破壊してしまうはめになった [Dennett
87]．

モナイトはオーム貝であるから殻をもつという推論と，

限定問題とは，ある行為が成功するための必要十分条

アンモナイトは頭足類であるから殻をもたないという両

件を記述したり推論したりできないという問題である．

方の推論が可能である（実際にはアンモナイトは殻をも

先ほどのロボットの爆死（?）で教訓を得た技術者は新

たない）
．形式的には Mp と M p が別々の推論規則内

たなロボットをつくった．同じ状況でロボットがちゃん

に現れたときには p と  p という複数の結論が導出可能

と動作することを実験してみた．今度はロボットは台車

である．もちろん両方が同時に成り立っては矛盾なので，

を運び出せば爆弾もついてくることをちゃんと推論し，

二つの別々の，両立し得ない結論が導かれるのである．

爆弾を分解することにした．しかし，通常の時限爆弾に

AI がコモンセンスをもつ日
は分解を阻止するためにさまざまな工夫がなされている
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∀f, s, a T
（ f, RESULT
（a, s）
）
T
（f, s）  M ends
（a, f, s）

ことを知らなかったロボットはその場で爆発させてしま
う．爆弾分解の前提条件を推論できなかったのである．

と表せるが，これだけでは正しい推論が保証できないと

これでさらに教訓を得た技術者は，今度は慎重に前

いうのが YSP である．ここで M は非単調論理のところ

提条件や波及効果を推論してから行動するロボットをつ

で使われた無矛盾性を表す様相記号で， p が証明でき

くった．このロボットは始動された瞬間から一歩たりと

ないこと

も動けなかった．動いても大丈夫という推論が終了しな
かったからである．
初期のフレーム問題が計算量や推論量の爆発を問題に
していたのに対し，これらの発展形は記述や推論の不可

 Mp  
 p
と定義される．
さて，YSP は以下のように構成される：

能性を問題にしている．フレーム問題の完全な解決とは，

時刻 t0 で A は生きている（ALIVE）
．

行為の前提条件や帰結の記述の量，および行為の影響範

時刻 t0 で銃に弾を込める（LOAD）
．

囲の推論の量をともにある一定の範囲におさえ込みなが

時刻 t1 で関係ない事件が起こる（WAIT）
．

ら，なおかつ，いかなる場合にも行為の影響に関する完

時刻 t2 で銃を A に向けて撃つ（SHOOT）
．

全な推論を行うことを意味する．行為の影響は，状況の

時刻 t3 で A は生きているか，死んでいるか？

変化の影響を受けるうえに，状況というのはほとんど無
限のバリエーションをもっていることを考えると，この
要請の充足は不可能に思われる．機械にはできないが，
人間には可能な推論として哲学者達の議論の的となった
が，我々は人間にも完全な解決はできていないと考えて
いる [松原 89]．人間の場合はむしろ逆に，多くの潜在
的影響を排し，ある行為に関する“本質的な”前提条件
や影響だけを囲い込むことにより推論の量を減らしてい
ると考えられる．これが常識であるが，さらにいえば

これは，状況計算には以下のように表現される．
T（ALIVE, t0）
∀s T（LOADED,RESULT
（LOAD, s）
）
∀s T（ALIVE,RESULT（SHOOT, s）
）
∀s ends（SHOOT, ALIVE, s）T（LOADED, s）

t1 ＝RESULT（LOAD, t0）
t2 ＝RESULT（WAIT, t1）

t3 ＝RESULT（SHOOT, t2）

因果関係の把握であると考えている [中島 93]．ここで

我々が普通に推論すれば，
時刻 t3 では A は死んでいる．

詳しく展開するスペースがないので結論だけ書いておく

すなわち，T（ ALIVE, t3）が成立する．非単調論理で

と，因果関係とは物理的なものではなく認知的なもので

も，もちろんこの解は出るのだが，困ったことにもう一

ある．物理的にはさまざまな物事が関係しているのだが，

つの解が存在する：

それらの中から通常の推論に必要な関係だけに絞り込ん
だものが因果関係である．

時刻 t2 で弾は出ず，時刻 t3 で A は生きている．
というものである．
以下，時間順に両方の解を示す．

5．エール射撃問題
波及問題の典型例として知られているのがエール射撃
問題 [Hanks 86]（以後，YSP と略記）である．
状態変化の推論には，通常は，非単調推論の枠組み
を使って，
“特に変化することが明記されていない限り
変化しないと推論する”というフレーム公理が用いられ
るが，このようなフレーム公理の導入によっても問題は

表1
状況と行為

第 1 の解

第 2 の解

t0

ALIVE

ALIVE

ALIVE
LOADED

ALIVE
LOADED

ALIVE
LOADED

ALIVE
 LOADED

ALIVE

ALIVE

LOAD
t1
WAIT
t2

解決されていないことを示すのが YSP である．これは，

SHOOT

以下で述べるような情報が与えられたときに人間の直感

t3

に合う結末を導く枠組みとは何かという問題として捉え
ることができる．

第 2 の解は，時間に関して逆順に推論したことに相

論理で時間の流れを扱うには，状況計算（situation

当する．すなわち，まず時刻 t3 を考える．
“ある時点で

calculus）を使うのが普通である．まず，2 階の述語 T

成立する事柄は，特にそれが変化するという情報がな

と，状態に関する関数 RESULT を導入する．T
（ f, s）は

い限り，そのまま未来でも成立すると考える”と，t0 で

状態 s で f という命題が真という述語，RESULT（a, s）

ALIVE だったのだから，t3 でも ALIVE に仮定する．そ

は状態 s で，行為 a を行った結果の状態を表す関数であ

うすると，遡って t2 では  LOADED でなければならな

る．行為 a が状態 s では命題 f を変化させるということを，
ends
（a, f, s）と書くことにすると，フレーム公理は

い．撃っても（SHOOT）死ななかった（ALIVE）のだ

から，銃には弾が装されていなかった（ LOADED）は
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ルーマン [ルーマン 16] は社会システムもオート

ずである．WAIT という行為の影響で，t0 で装された弾
がなくなったと思われる．例えば証拠隠滅のために氷の
銃弾を使っていた場合，あまり長く WAIT すると弾丸が
溶けてしまう．
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ポイエシスだとしている．
● 服属アーキテクチャ（subsumption

architecutre）

[Brooks 91]．

これまでのフォーマリズムでは，上記の二つの解の

Brooks が提案したロボット用アーキテクチャ．

一方を選択することは，システムにはできない．例外を

さまざまなレベルで環境とのループを回すことに

含む規則が二つ（以上）あり，どちらかは例外でないと

よって知識表現や推論に頼らずに柔軟な動作が可能

辻褄が合わないときにどちらを例外とするかは，システ

であるとしている．

ムの外なのである．Shoham はこれを時間順の推論に
限定することにより一方の解のみを残すことに成功した
[Shoham 88] が，そのやり方では例えば 10 日間車を駐

● 状況理論

[Barwise 83, 中島 92]，状況オートマトン

[Rosenschein 87]
● 服属アーキテクチャ（subsumption

車しておいて（10 回の WAIT として定式化する）
，11

architecture）

ロ ボ ッ ト 用 の ア ー キ テ ク チ ャ と し て Brooks

日目に盗まれているのが発見された場合，10 日目に（の

[Brooks 91] が提案したもの．従来は直列であった，

み）盗難されたとする推論をしてしまうので，これも不

認識─推論─行動を縦に積み重ね，環境と主体の間を

自然であると批判されている．

複数のループで回すもの（図 1）である．上位層が

非単調論理では既知の事実（公理）に対して複数の解

下位層に介入することで制御する．例えば近接セン

が存在することが多い．それらの中から適切なものを選

サをもったロボットなら図の行為のループだけで歩

ぶのがコモンセンスであろう．具体的には，複数の，互

き回ることができる．ここに上位の認識や推論の層

いに異なる結論を導く規則間の序列を定める必要がある

から方向の指示などが入る．

のだが，これが機械的にできないところが難しい．

環境を知能システムの一部として捉える考え方は図 2
のように図示できる．この図を見ればシステムには入力

6．環境との相互作用

も出力もないというオートポイエシスの主張が理解でき
よう．

知的主体を環境から切り離した形でモデル化するので

環境との相互作用を利用するとフレーム問題の大部分

はなく，それを環境の中に位置付け，環境との相互作用

が解ける．例えば Dennett [Dennett 87] が示したロボッ

にこそ知能の本質があると考えている [中島 15]．これ

トのジレンマ（波及問題）は，すべてを頭の中で推論す

に類似した考え方は AI のみならずさまざまな分野で見
受けられる．
● 環世界

[ユクスキュル 73]

動物は環境からの情報を受動的に受け取るのでは
なく，能動的にほしい情報を取りに行っているとす
る考え方．アフォーダンスの考え方に近い部分があ
るが，能動と受動の差が大きい．
● アフォーダンス

[Gibson 79]

環境の情報を取り込んでから処理するという従来
の心理学の考え方に異を唱え，主体は環境からの
情報（アフォーダンス）を受動的にピックアップし
ているだけだとするもの．環境が主体の行為をア

図1

服属アーキテクチャ

フォードしているという主張であるが，著者にはな
じめない．環世界とアフォーダンスでは認知に関す
るほぼ同じ現象を扱いながら微妙に見方がずれてい
る．
● オートポイエシス

[河本 95, Maturana 80]

第三世代のシステム論．オート＝自己，ポイエシ
ス＝産出である．ハトの視覚系の研究を通じ，
“神
経システムには入力も出力もない”という主張をし
ている．視覚系が外界の情報を取り込んで処理して
いるのではなく，対象物から脳までが一体となった
システムとして，自己の境界をつくりだしながら動
作しているというもの．

図2

環境との相互作用を重視する見方

AI がコモンセンスをもつ日

349

るのではなく，少し行動してみればよい．バッテリーの

が人間と一緒に暮らすようになると，徐々に人間の常識

乗った台車を動かすことによって何が一緒に着いてくる

を学習するようになるかもしれない．しかし，体が違う

かは，台車を少し動かしてみればよい．そして爆弾も一

以上，両者の常識が完全に一致することはないと考えて

緒に動くことを確認した時点で爆弾を別の場所に移す

いる．

か，バッテリーだけをもち出すかをすればよい．
別の例：登山でガレ場を歩くときに浮石に足を取られ

Russell は IJCAI 2017 の招待講演でロボットに人間
の価値観を学ばせる必要性と，その際に“人間の価値観

ないように注意する必要がある．この場合も，ジッと観

を完全に理解することは不可能である”ことをロボット

察して浮石かどうかを推論するのではなく，少しだけ体

にわからせておく必要があることを述べた [Russell 17]．

重をかけて動くかどうかをチェックすればよい．

ロボットに価値の理解できないものの例として，そのロ

積層アーキテクチャ（服属アーキテクチャを拡張した

ボットのキルスイッチをあげている．キルスイッチはロ

もの [中島 96] だが，ここではその差異は気にしなくて

ボットにとっては自己の仕事の遂行を妨げる存在である

よい）としてこれを実現すると図 3 のようになる．浮石

が，人間にとって何らかの価値があるのだろうと推論さ

かどうかを確かめるモジュールは下位の動作モジュール

せるとよいというのである．人間とロボットの価値の共

に指令して足を動かす．その結果を観測すればよい．

有はこういうところから始まるのかもしれない．

このようにして環境との相互作用からさまざまなこと
を学べる．この考え方を推し進めると 7 章で述べる，生活
によってコモンセンスを得るという考え方に辿り着く．

図3

積層アーキテクチャによる浮石チェック

7．生活とコモンセンス
著者が現時点でもっている答えはコモンセンスとは生
活から得られるものであるということだ．皆が同じ体を
もち，同じ社会，同じ環境で生活していることから共通
の判断が生まれる．生活者のもつ価値システムのことだ
と言ってよい．
この定義に従うと，AI やロボットは人間とは，厳密
な意味での共通（コモン）のセンスをもたない．しかし
ながら，ロボットは環境と相互作用しているわけだから，
それを通じてさまざまな学習をさせることが可能であ
る．特に深層学習 [神嶌 13] のように自動的に概念の獲
得をするシステムを使えばロボットなりの常識が得られ
るはずである．諏訪 [諏訪 18] が身体知と呼ぶもののロ
ボット版である．
ロボットに生存本能をもたせる研究も以前からさまざ
まなところで行われている．例えば人間が空腹で食事を
することのロボット版はバッテリー残量が少なくなった
ときに充電することである．このようにロボットならで
はの価値観に基づいて生活させることによってロボット
なりの常識が芽生えると考えられる．そして，ロボット
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