AI に関する覚書
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2019 年９月 18 日
長谷川
AI（Artificial Intelligence：人口知能）の発展が目覚ましい。2045 年には、AI が人類の知
能を超えるという、所謂「シンギュラリティ（技術的特異点）」仮説(１)が、世の中に喧伝さ
れている。実際の処、現在の AI の水準はどうなのか、どのような問題があり、それは解決
可能なのか、シンギュラリティは実際に起こりえるのだろうか。それらの疑問を整理し、議
論のたたき台になればと考え、以下、AI について私なりにまとめてみた。ご笑覧いただき
たい。
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１．AI の技術的変遷
まずは、AI の変遷をざっと見ておきたい（以下、
「ＡＩ原論」
（西垣、2018）を中心にまと
めてみる）
。
（１） 第１次ブーム（1940 年代後半～）
：コンピュータ誕生の理論的意義として、
「真理の
自動導出」があった。背景には、フレーゲの「概念記法」やＢ．ラッセル、Ａ．ホ
ワイトヘッド「数学原理」がある。コンピュータは、ある面では、記号論理で表さ
れる諸命題を所与のルールに基づいて高速で組合せ、正確に推論して判断をえる「思
考機械」と認識されていた。こうした認識の延長線上で、1956 年にダートマス大学
で開かれた国際会議で、
「ＡＩ」という概念が登場し、コンピュータはそれを実現す
る機械と考えられた。しかし当然のことながら、人間生活においては、形式的な論
理操作だけでは実践的な目的を達成することはできず、ブームは終了した。
（２） 第 2 次ブーム（1980 年代～）：第１次ブームの絶対的真理の追求という目的から、
人間生活に役立つという実践目的に舵を切った。
「知識工学」
（多様な知識を論理命
題の形で表現しておき、それをメインフレームコンピュータで組み合わせることで、
有用な知識命題を導出する）や「エキスパートシステム」（エキスパートの知識を、
自動推論機能を用いて取出し、専門家の助言・代替を行う）が喧伝された（期待が
集まったのも事実）
。ただ、これも、コンピュータが出力した解（そもそも不十分な
もの）を人間がどう解釈するかという、多分機械と人間とのコミュニケーションに
関する最も根本的な考察の不徹底さから失敗に終わった（と私は考えている）。
（３） 第 3 次ブーム（現在）
：今回のブームの特徴は、技術的には、2010 年代前半からの
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人工知能が自分の能力を超える人工知能を自ら生み出せるようになる時点。ほんのわず

かでも自分より賢い人工知能を生み出すことができた瞬間から、人工知能は爆発的に進化
するとされる。
（松尾「人工知能は人間を超えるか」
、P202）

「深層学習（Deep

Learning）」を中心としたニューラルネット（コネクショニズ

ム）
・モデルによる機械学習によるパターン認識の進展と、ビッグデータの処理方法
が進展したことにあると考えられる。ニューラルネット（コネクショニズム）
・モデ
ルについては門外漢なので正しい説明を行う自信はないが、単純化して言えば、人
間の脳神経を模して構築された信号送信のネットワークと言っていいと思う。それ
を多層にわたって構築し、それらの層の間で学習機能を持たせることで、形状や音
声の認識を行う。正しく認識するためには、それにまつわる大量のデータを蓄積し
それと当てはめて判断することになる。そのために、次にビッグデータの的確な処
理という技術が必要となる。ビッグデータとは、ただデータ量が膨大というだけで
はない。データが構造化されていないという特徴もある。こうした非定型・非構造
化データをどのような形で保管し、どのように検索・活用するのかも、私には良く
分かっていない。ただ、構造化されたデータのみを相手にしてきた私には、このビ
ッグデータの処理についても不安（というか疑い）を持っている。西垣は、
「今回の
ブームで特徴的なのは、
『処理結果には誤謬が含まれざるを得ない』ことを前提にし
ていることだ」と述べている。当初、AI が目指していたのは「誤謬のない完全無欠
な推論の高速実行」であったが、
「今回の中枢概念は、統計及びこれに基づく確率的
予測である。例えば外国語翻訳は一種のパターン認識であり、最も蓋然性の高い翻
訳文を（膨大な過去の使用例から）選び出す作業である。それが見当違いの翻訳を
してしまうことは十分に考えられる」。そのため「たとえもっともらしい結果を AI
が導いても、その信頼性は厳密には分からない」
（西垣、P18）と主張する。今次の
AI ブームの理論的な基礎となっている深層学習とビッグデータの処理技術の進展
によって、
「人類の知能を超える」ことが本当に実現するのかどうか、が検討の対象
になるのだろう。
２．人工知能によって何が実現するのか（実現すると思われているか）
AI のたどってきた道を、西垣の「AI 原論」をもとにざっくりとたどってみた。では、研究
者は、AI によってどのような世界が開けると考えているのだろうか。日本の代表的な AI 学
者松尾豊東大教授の「人工知能は人間を超えるか」(角川 EPUB 選書、2015)から、実現し
つつあること、実現しそうなことを挙げてみる(p18～)。
① ゲーム、クイズの世界で人間が負け始めた（将棋、チェス、クイズ番組）
② 医療分野での治療方針の的確な提示
③ 銀行のコールセンタでの迅速な回答
④ 入学試験（現時点でも私大の 8 割に合格の可能性がある）
⑤ 自動車の自動運転
⑥ 飛行機、ヘリコプターの操縦（ドローンによる配送サービスはすでに実用化の段階）
⑦ 人間の感情を読み取るロボットの開発（Pepper）により、介護などの現場での活用

⑧ インターネットの検索エンジンでの活用（キーワード検索、迷惑メールの防止など）
⑨ ネット広告における広告技術での活用（最適掲載場所の決定など）
⑩ 広告枠のオークションでの入札、オークションへの参加の検討、投資枠の決定
⑪ 金融市場での取引（トレーディング）。
⑫ 訴訟時のドキュメントレビュ支援での活用(膨大なメールやビジネス文書の調査)
⑬ 小説の執筆（大量の文章を覚えこみ、その組み合わせで小説を作る）
⑭ ニュースの執筆（AP 通信は企業の決算報告記事を書かせる AI を 2014 年に導入済
み）
⑮ 自動掃除機「ルンバ」他、人工知能を組み込んだ「スマート家電」の登場
⑯ iphone に搭載されている Siri などに見られる、音声対話システムの実現
⑰ 人工知能搭載のアプリの開発（お勧めのファッション、スケジュール、ニュース、
転職などで、個人を意識した情報提供をする）
また、某氏の提供してくれた資料（吉野敏行「第四次産業革命の地域社会への影響」
）によ
ると、上記以外に
⑱ スマートシティ構想の実現（街全体で電力需給バランスを最適に保つ都市構想）
⑲ スマート産業構想
などが挙げられている。BI（Basic Income）などもこれらの延長線上で話題になっている。
BI についてはロボットやＡＩの発想の根底にある労働のとらえ方にも関係して
いると思う。それで、渡辺京二さんが「労働と交わり」
（「原発とジャングル」収
録、p65）の中で述べている「労働（labor）
」、
「仕事（Work）」、
「活動（Action）
」
を援用して、少し私の考えをご披露したいのだが、話が拡散しそうなので今回は
禁欲する。
これからの生活に大きな影響をもたらすと思われる産業や社会の変化について、松尾教授
は上記のような個別の事象を、以下の 6 分野(6 段階)で整理している（同書、p216）
。
① 画像認識の精度が向上することによって、広告やマーケティング、レントゲンなど
の画像診断、ネット企業などが影響を受ける（現在進行中）
。
② マルチモーダル（視覚、聴覚、触覚など）な認識技術が向上することで、パーソナ
ルロボット、防犯（警備会社+警察）
、ビッグデータ活用企業などの産業分野が変化・
成長する(2020 年頃)。
③ 人工知能が自身の行為の結果や影響を認識できるようになることで、行動計画の精
度が上がり、自動車メーカ（自動運転）
、交通・物流（ラストワンマイル問題、ドロ
ーン）
、農業（自動化）などの分野で大きな変化が起こる。
④ 行動に基づく抽象化（例えば手を強く握ると人間は痛いと感じるなど）が実現する
ことで、従来人間にしかできなかった繊細な行動ができるようになり、家事、医療・
介護、受付・コールセンタといった分野にロボットが進出してくる。
⑤ 獲得した概念に言葉を割り当てることで、言葉を理解するようになる。この結果、

人工知能は外界をシミュレートしながら思考して答えられるようになる。通訳・翻
訳といった行為は不要になり、ビジネスのグローバル化が一層進む(2020 年頃)。
⑥ 人工知能が人間の「言葉」を理解するようになると、人類が過去に蓄積した知識を
人工知能に吸収させる事が可能になる。その結果、人工知能の活動範囲は人間の知
的労働の分野にも広がる。教育、秘書、ホワイトカラー支援などが、対象になる（2030
年以降）
さて、こうしたＡＩの進化によって、人工知能が人間の仕事を奪い取っていき、大量の失業
を生み出すとの懸念も出始めている。この件に関しては、2014 年に英国デロイト社が、英
国の仕事のうち 35％が、今後 20 年間でロボットに置き換わるとの報告を発表した（松尾、
P29）
。また、2013 年にオックスフォード大学は 702 の職業を 9 つの性質に分解し、今後な
くなる職業を予測した（松尾、p229、資料１として添付）。
一方、人工知能関連で新たな産業分野が形成されつつある。2014 年に米国ブルームバーグ
者のアナリストがまとめた世界中の人工知能ベンチャー企業のリストがある（松尾、p235、
資料 2 として添付）。
３．何が問題か
これらの未来像を聞かされると、へそ曲がりな私は AI に対して様々な疑問が浮かぶが、ま
だ問題を整理できていない段階にあるため、以降は箇条書きに疑問点を羅列するにとどめ
る。
（１） そもそも、人間を超えるというという「人間」の定義は何か。何ができれば「人間」
を越えたことになるのか。それは、
「人間とは何か」
、という疑問に行きつく。AI は、
「脳」＝「人間」という立場から、深層学習を発展させることによって、人間の脳
の働きを再現しようとしている。しかし、
「人間」
（生物）は脳が全てなのか。西垣
は「心」の問題を取り上げている（「周囲環境が突然激変したら人間はどうするか。
もちろん過去の記憶に基づいて変化に対応しようともするが、一方で、自らの作動
を変化させて対処する。もし失敗したら死滅するだけだ。」同上書、P116 を独断で
変更）
。脳以外の各器官が、外界と交感し、脳と連携して人間の全存在を作り上げて
いるというイメージが浮かぶ。
（２） ビッグデータに基づく確率的予測をベースにした技術だとすると、結局は過去に顕
在化した事実しか扱えないことになる。新たに「人間」が作り出した事実（簡単な
例で言えば、新しい言葉や用法）は、使われた時点で初めて AI のものになる。勿論
AI が新しい言葉や用法を生み出すことも考えられる。しかし、こうした新たに作り
出された事実は、
（社会的、文化的な領域の場合）
「人間」の共同幻想的なものに根
拠を置いて了解されるのではないか。
（３） 言葉についていえば、AI が人間の使う言葉を制約するという状況になることも考え
られる。
「1984 年」
（ジョージ・オーエル）のなかに、「ニュースピーク」という概

念が出てくる。例えば、
「自由（free；自由な／免れた）」という言葉の意味を極度に
限定して、
「犬は虱を免れている」といった用法しか示されていない言語社会がニュ
ースピークだ。そこには、
「政治的に自由な」とか「知的に自由な」といった用法は
概念として何処にもない。こうした言語社会であれば、AI は言語と概念を対応でき
るようになるかもしれない。しかし、そこでは、豊かな言語文化はなくなり、詩も
小説も哲学も死に絶えることになるのだろう。奇しくも、８月 17 日の天声人語に
「新指導要領に沿った試験問題例には、実用文として行政のガイドラインや駐車場
の契約書が出てくる。
」とあり、「これが国語か」と書かれていた。文芸誌の「すば
る」と「文学界」が今月号でそのことに関する特集を組んでいるようだ。AI を実用
化するために、言葉を徹底的にやせ細らせるという離れ業を、社会はやるかもしれ
ない。
（４） 一方、AI は「論理的にはもっとも信頼に足る結論を提示する」という暗黙の前提が、
「差別や深刻な排除を生む可能性がある」
（朝日社説、2019/5/3）との認識も示され
ている。差別や排除だけではない。ある種の主張が、AI というお墨付きを得て力を
得る、ということは十分に考えられる。
「これは AI が下した判断だ、だから正しい
のだ。
」
（５） ビッグデータの活用が進むことによって、懸念されるのはプライバシーの問題だ。
今でも十分にプライバシーが侵害されている状況にあると感じるが、それがさらに
進む（膨大なデータを結び付けて、個々人の内面迄暴く）。データマイニングの話ど
ころではなくなるのではないか。8 月 11 日の朝日新聞朝刊には「匿名でも個人特定
可能 ビッグデータ安全性、海外研究で懸念 15 の属性で 99％特定」という記事
が出ていた。ネイチャーに発表された英国とベルギーの大学での研究成果で、15 の
属性を組み合わせることでマサチューセッツ州 700 万人の住民の 99.98%が特定で
きたとのことである。
（６） AI の下した判断に対する責任の問題は、すでにいろいろな処で取り上げられている。
身近な問題では、自動車の安全性だ。AI によってコントロールされた自動車が事故
を起こしたらだれが責任を取るのか。AI のプログラムは、当初は人間が作るのだが、
多分自己学習によって増殖していくと思われる。何も規制しなければ、多分解読不
能になるであろう。
（７） AI における「死」とは何か。人間のような「心」
（感情）迄持ち合わせる AI を作る
ことを考えているのであれば、「死」は避けて通れない問題のように思われる。「人
間」の作りだした文化は、多くが「死」を考えることから生まれたと言って過言で
はないだろうから。
（８） 「軍事」との関係。松尾教授も指摘しているが、人工知能の大スポンサーは DARPA
（米国国防高等研究計画局）である。2014 年時点で年間数百億円規模の投資がなさ
れていると書かれている（松尾、p239）
。AI とドローンを組み合わせた兵器が開発

されつつあるとの報道も耳にした事がある。最も有効な殺戮方法として AI を用い
るという発想は、多分容易に出てくると思われる。戦争において、人が自分の意志
で殺すということをしなくなることにより、殺戮がさらに容易になることが考えら
れる。湾岸戦争時、テレビで、夜空に輝く火器の光をまるで何の痛みの感じずに見
入っていた状況がさらに深刻化するのではないか、と思えてくる。こうした懸念に
応えるかのように、
「ＡＩを搭載したロボット兵器が自らの判断で標的を選び攻撃す
ることは認められない、との決議が国際会議で採択」という報道があった（朝日新
聞、2019/8/20）
。しかしこれも指針にとどまっており、法的拘束力はない。
４．AI に関するいくつかの「根本的」問題
AI どう定義するか、がまず問題になる。現在は、コマーシャリズムの側面もあって、何に
でも「AI」という表示を付ければ「優れている」、
「正しい」というイメージを喚起できると
ばかり、
「AI」大流行である。しかし、その定義はあいまいである。本当であれば、まずそ
こから議論を開始すべきであろう。
しかしその前に、まず AI における根本問題を取り上げておく。西垣は以下を AI の難問と
して挙げている（これについては、多くのＡＩ研究者が同じ認識をしている）。
（１） フレーム問題：コンテクストが設定できない問題に対しては、AI はどこまでもコン
テクストの枠を広げようとして、結局解決不能になる、という問題
（２） 記号設置問題（シンボルグラウンディング問題）
：記号の持つ意味を AI は理解でき
ないという問題。
「給与計算を実行しているコンピュータは、数値が貨幣価値を表し
ていることとは無関係に加減乗除している」
（西垣、p23）
。
上記の問題が、AI と生命体との決定的な差異をもたらしていると西垣は述べる。
更にこれは、西垣の「観察されたシステム」と「観察するシステム」の問題に結びつく。
「生
命体の認知をモデル化するには、外部からの観察ではなく、視点を生命体の内部に移し、生
命体が環境の中で活動しながら内的に世界を構築していく安定点を求めなくてはならない」
（同上、p29）
。あるいは、
「生命体の神経システムにおいては、外部刺激と内部変化の間に
直接の因果関係があるわけではなく」、
「自らの歴史にもとづいて、自らが作動し続けられる
ように変化する」
、
「自己に準拠して自己を創り出していく『オートポエティック・システム』
である」
（同上、p29～p30）
。
つまり、生命体を脳という観点からだけ分析しても、「心」の問題の解明には行き着かず、
「心」をコンピュータに載せることはできない。すなわち AI に「心」を持たせることは不
可能だという結論を導く。
一方、松尾は、もう少し単純（？）である。上記二つがＡＩにおける難題であることはみと
めつつ、脳万能主義的論理を展開する。
「人間の脳の中には多数の神経細胞があって、そこ
を電気信号が行き来している。脳の神経細胞の中にシナプスという部分があって、電圧が一
定以上になれば、神経伝達物質が放出され、それが次の神経細胞に伝わると電気信号が伝わ

る、つまり、脳はどう見ても電気回路なのである。
」
「電気回路というのは、コンピュータに
内蔵されているＣＰＵに代表されるように、通常は何らかの計算を行うものである。
・・・
人間の脳の働きもこれと全く同じである。」
「人間の脳が、もし何らかの「計算」なのだとし
たら、それをコンピュータで実現できないわけはない。」
（p40、下線は長谷川）とし、
「人間
を特別視したい気持ちもわかるが、脳の機能や、その計算のアルゴリズムとの対応を一つひ
とつ冷静に考えていけば、
「人間の知能は、原理的にはすべてコンピュータで実現できるは
ずだ」というのが、科学的には妥当な予想である。
」(P43)とまで断言している。とはいえ、
「もし何らかの「計算」なのだとしたら」という留保をつけているところを見ると、やはり
どこかに不安を残しているのかもしれない。
５．まとめ
なぜ、AI を作り出したいと考えるのか、という疑問が根底にあります。私の感覚からいえ
ば、
「人間」
（もっと広く生命とか宇宙）とは何か、という疑問があって、それを解明したい
という欲望はあります（叶わぬ夢だけど）。ですが人間（のような存在）を作り出すことに
意味があるのか、良く分かりません。私たちは「人間」
（生物、生命）について全く知らな
いと言っていいのですから（こういう態度を、松尾氏は「分析的」と言っています。そうじ
ゃなくて、
「人工知能研究者の多くは、知能を「構成論的」に解明するために研究している」
のだそうです。なお「
「構成論的」とは「つくってなんぼ」というアプローチ」だそうです
（松尾、P44）
）
。
ヨーロッパ文化圏には、フランケンシュタインのような「人造人間」を作る話があります。
西垣氏は、AI と一神教の関係を論じています。これは、宗教に疎い私には少々強引な主張
のように思えますが、意外と正解なのかもしれません。
とりあえずこの辺で終わらせておきます。

資料１：残る職業となくなる職業

資料２：人工知能関連企業

