
知識情報処理システムから創造科学ヘ

園藤

1. はじめに

最近，学界・公官庁・産業界の一部に，創造科学

あるいは創造学を育成・援助せんとする気運が盛

りあがっている.なかでも東京創造性懇話会[ 1 ] 

を設立母体とする日本創造学会(川喜田二郎実行

委員長)が1979年 10月に発足したこと， r流動研究

システムによる創造科学技術の推進J という科学

技術庁関連の予算枠が今年になって認められたこ

とは，記憶に新しい.また日本学術会議科学振興

基本問題特別委員会(川上正光委員長)では「学

問研究の独創性・先見性の啓発」に関するシンポ

ジウムを 1980年に開催しており，文部省総合研究

(A) r研究推進のための研究j でも萌芽的発想につ

いての試論(北JII敏男委員他)が展開されており，

創造性・独創性問題の重要性が各界の識者から指

摘されている.

このような気運は既存の学会にも影響を与えつ

つある.電子通信学会教育技術専門委員会(阿部

善右衛門委員長)で、は，昨年 8 月“創造性"特集

の研究会[ 2 ]を開催し，今年も 8 月に同様の主旨

の研究会開催を予定している.また本学会におい

ても「創造性開発の数学的モデルと Computer

a゚sed Design 研究会J (三重野博司主査)が組織

化されたのが注目される.すなわち学会レベルで

くにふじ すすむ富士通紛国際情報社会科学研究所
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進

の創造性の理論・方法・技術の結合と創造性研究

の育成発展への堅実な歩みが，漸進的ではあるが

進展しだした.

産業界においては，古くからこの問題の重要性

が認識されており， r1950年代は能率の時代， 1960 

年代は生産性の時代， 1970年代前半は創造性の時

代」とも言われていた. 1970年代前半のアプロー

チは主としてK] 法(川喜回二郎)， NM法(中山

正和)等を中心とする技法的アプローチが中心で

あった.さらにこれより先1940年代に等価変換理

論(市川亀久弥)とし、う創造工学的アプローチが生

誕していることは特筆に値する.これら諸技法を

情報学的見地から論じた川喜田・中山と北川との

対話[ 3 ]も興味深い.

ところで以上述べてきたような直接的に創造性

の問題にとりくむアプローチとは別に，間接的に

人間のもつ創造活動を支援するマン・マシン・シ

ステム開発の動きが顕著になってきた.とりわけ

通産省が1990年代のコンビュータとして開発を目

ざす「第 5 世代コンビュータ」を知識情報処理シ

ステムとし、う見地からみるならば，パターン情報

処理機能・連想機能・学習機能等の人工知能的性

能をもっ点が注目される.ある意味で機械による

知能の実現を意味する人工知能研究の歴史は，ゲ

ームとパズルの時代，ロボットの時代，自然言語

理解システムの時代を経て，今や知識工学と認知

科学の時代に突入したといわれる.本小論では，

(15) 261 © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



/人間の情報処(知識の獲得と忘却
l 理過程の解析]
¥ -"";lI!!I=v-'l'l'f17I l 知識の同化，組織化，決定

認知科学イ
i 人聞の情報処{知識の表現法
l 理過程の合成 l 知識の利用法と推論形式

認知科学の諸領域図 1

拾っていこう.

これら人工知能研究の最前線を鳥轍し，人間の知

的創造活動を支援する知識情報処理システムをイ

ンプリメン卜する際，中核的な部分にあたる研究

の現状を調査報告する.具体的には知識表現論・

推論機構論・推論根拠管理機構論の調査，それぞ

れから創造科学へのシーズを模索していく.特に

推論機構が，演緯・帰納・発想の 3 論証プロセス

を反映する機構から成立すべきであることを，種

々の角度から解説している. 知識表現論から創造科学へ3. 

知識表現論に関する代表的なアプローチ 4 種に

論理系として l 階述語

論理，ホーン論理階多類 (Many-sorted) 論

理 2 階多類ブール論理[4 ]等の研究があり，実

現系として PROLOG[ 日]， DEDUCE[ 6 ]等の

研究がある.これらはすべて演緯的推論のみ扱う.

(2)意味ネットワーク・アブローチ Quillian ，

Rumelhart , Carbonell, W oods らにより多く

の意味論研究[7]がなされている.これらは認知

科学研究の過程で生まれたものも多く，連想機能

の抽象機構化ともいえる.

(3) プロダグションシステム・アブローチ:

相談システムとして発展し， MYCIN , DEND 

RAL , EXPERT , CASENET 等[ 8 ]の多くの

システムがある.基本的にはIF-THEN -ELSE-

1980年代になって人工知能研究の成果を集大成

し，知識ベース・システム，知識理解システム，

知識情報処理システムといった応用システム開発

構想が生じつつある.このような研究開発気運勃

発の背景には，計算機科学，ソフトウェア工学，

計算言語学，数理論理学，計量心理学等の諸分野

の成果を吸収しながら，急速に成長・発展してい

る 2 つの学際的分野一認知科学と知識工学ーの存

この|付分野はそれぞれ図 1 ，

図 2 のような個別領域からなる.次節以降では知

識工学的見地から，これら 1 ，16分野において表裏一

体となって問題提起されている知識表現論，推論

機構論と推論根拠管理機構論の研究の現状を調査

し，創造科学へと発以する可能性のあるシースを

ついて述べる.

(1)数理論理アプローチ:

知識情報処理システムと創造科学2. 

医療

在が寄与している.

型の規則の集合からなる.認知プロセスにはデー

タ駆動型と概念駆動型の 2 種類があるが，この両

者をくみこんだシステムでは，人聞が介在するこ

とによって部分的ではあるが，
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ER, CONNIVER 等の人工知能言語によるもの

と， FRL , KRL , SRL 等の知識表現言語による

ものがある.前者はノミターン照合機能，非決定性

処理機能，記憶管理機能等をもち，逐次処理でな

く並列処理の必要性を示唆している.後者は Mi

nsky のフレーム理論[9] ， Schank の概念依存理

(4) プログラミング言語アプローチ:
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表? パースの記号学における記号の分類f米盛IIJ

\\\\|震22時間接そ|謀長自答論理
←日ι7住民副長同副云一一瓦

Firstness I quali-sign I icon I rheme(term) 

第 2 次性

??こ: I~象i徴T記号 l|b論 JEZ註) 
Secondness 

第 3 次性 法則記号

Thirdness 

論[1 0J等の影響で生まれ，人間の知識理解過程に

おける概念の枠組設定の重要性を喚起している.

4. 推論機構論から創造科学へ

Peirce によれば，人間の行なう推論には演緯・

帰納・発想の 3 つの形式(表 1 ，図 3 を参照)があ

る [11J[ 12J. 現在のところ計算機にインプリメン

トされた推論機構は，ほとんどフォーマルシステ

ムにもとづく演緯的推論機構である.この種の推

論機構(推論エンジンともいわれる)と知識ベー

スをもっ演鐸的質問応答システムの研究は数多く

あるが，最近は知識ベースを利用するデータベー

スへの演緯的質問応答システムの開発/基礎研究

[4 J[13J [1 4Jが盛んである.この知識ベースとデ

ータベースの機能分化という見解は，北川[15Jに

，ーーーーーーー一一一ーーーーーー一ーーーーーーー・ーーーーーーーー、

実 .m 界

'..._----ー目白---ーーーーーーー・・ー- -----ーーーーーー'

N. 

図 4 実験による研究過程の情報学的考察〔北!11 16)

1981 年 5 月号

名辞:不完全命題

(解明的(分析)命題
命題:不完全論証 i

(肱張的(総合)命題

i 第 l 次論証:演緯(deduction)

論証{第 2 次論証:帰納(iuductiou) 一一仮説検定

l 第 3 次論証:発想(abduction) 一一仮説形成

図 3 パースの記号学における名辞・命題・論

証 f米盛IIJ

よって，すでに 1974年にプレーンウェア (1)および

(2)の分離(図 4 を参照)という考えとして提案され

ていた.この図 4 でさらに注目すべきは，情報学

の論理[17]にも示されているように，帰納の本質

を仮説検定，発想の本質を仮説生成の立場からと

らえている d点である.

さて演緯とはつ以上の命題を前提として，

経験にたよらず，公理と推論規則にもとづき必然

的な帰結を導出する手続きである.その典型的な

ものが 3 段論法であり，通常古典論理として知ら

れる l 階述語論理の中で形式化されている. 1 階

述語論理を演揮的推論機構としてくみこむとき，

基本となる考えは Robinson の分解証明法であ

る.分解証明法は，所与の l 階述語論理命題が充

足不能かどうかを定める部分的決定手続きであ

る.すなわちその命題の否定が充足不能ならば，こ

の手続きはいつかはそのことを見出し停止する.

したがって分解証明法は，種々の自動証明ツール

の原理となっている.

以土のような人工知能学派の演緯志向に対し

て，渡辺は痛烈な批判[18Jを投げかけている.渡

辺[19Jによると，帰納とは所与の経験的事実の集

合から，その底に横たわる一般的規則についての

知識を獲得する過程である.このような帰納の特

殊な側面をオートマトン・モデルで解析しようと

いう誠み[20J[21J もある.これら学習オートマタ

の理論は，より自然な機械的学習スキーマを示唆

しているが，具体的な計算機向け推論機構への適

用は今後の課題である.

既存の演揮的推論機構の長所を残しつつ，初等

的な帰納的機構を機械化せんとする研究もある.
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大須賀は知識利用システム KAUS[14J 開発の途

上において， r個々の事象に対する観測の集まり

から一般的記述を得る」メカニズムについて考察

している.また Hájek ら [22Jは，演緯論理の基

礎にある 1 階述語論理を拡張する形で，帰納論理

を形式化している.

機械的な発想、機構の研究は数少ないが， H疔ek 

[22Jの suggestion の論理が興味深い.彼は GU

HA 法という仮説生成機構を研究している.同種

の研究を Morgan [23J も行なっている. また

Kling[24J , McDermott[25J はアナロジーによ

る推論機構の研究を， Langley[26J は規則性発見

システムBACON3 をインプリメントしている.

その他に発想機構の数学的モデルを考察している

研究として Sloman[27]や三重野[28Jがある.

帰納論理は，推測統計学[29J [30Jにおいて， 20 

世紀前半からずっと整備されてきた.これに対し

て発想的/帰納的推論機構のインプリメント研究

は，演揮的なものに比べ，やっとその萌芽的形態

が見られるものばかりである.ある種の区域相談

システムは，北川の論説[31Jに見られるように，

人間との対話プロセスにおいて，具象的事柄から

抽象的事柄へ写像する機能を解放しており，ここ

に萌芽的ではあるが，帰納原理の使用がみられる

ことは注目に値する.このように実際的なニーズ

に刺激されて，帰納的/発想的推論機構研究が漸

進的に進展するものと思われる.

5. 推論根拠管理機構論から創造科学へ

知識情報処理システムが実装している推論機構

が適切な機能を発揮するには，推論の根拠を支え

ている管理機構が，知識ベースとデータベースに

適切な知識を獲得し学習する機能を実現している

必要がある.このようなシステムは，常に更新さ

れる可能性をもっ開いた知識ベースやデータベー

スを保有する.そこで不完全な知識をとりあっか

うことが必要となり，推論根拠管理機構は不完全

知識に対する獲得・学習プロセスをになうことに

284 (18) 

なる.

本節では知識の獲得プロセスについての研究の

み紹介する.その理由は知識の学習プロセスにつ

いては，あまりに多くの研究[32Jがなされている

し，前述の推論機構研究は，実にこの知識の学習

プロセスの機械化を意図しているからである.

さて知識の獲得プロセスには， Piaget の発生

論的認識論[33Jによると，同化と調節という 2 つ

の側面がある.ここに同化とは，外の世界をかえ

て自分自身のなかにとりこむ過程であり，調節と

は，自分自身を外の世界にあわせる過程である.

知識ベース・システムの発展につれて，この知識

の同化と調節という両側面をあわせもった，より

“経験によって学ぶ"とし、う諸相を反映した論証

機構の研究が着実に前進しだした. Piaget の同

化と調節の思想を，情報学の論理の中において関

連づけたものに北)11 の[34J[35Jがある.同化と調

節の機能をもっ論証機構研究は，従来人工知能分

野における運用論の導入として片づけられていた

ものの理論的根拠の再発見である.ここでは最も

代表的な Default Reasoning とその基礎を与え

る非単調論理について述べる.

Default Reasoning[36J は，不完全な知識の

もとで問題解決のために強制的に発動される推論

図式である.その基本的考えは“与えられた知識

ベースとデータベースからあることが演緯されな

いが故に，…と結論づける"という推論図式を用

いて説明される.“…"の部分は適用分野ごとに異

なる. Default Reasoning は， 1 階述語論理での

推論に比べ，表現上および計算上の利点をもっ.

またそれは知識獲得の単調性とし、う性質を，必ず

しも保存せず，まさに非単調論理の一種でもあ

る.さて非単調論理[37]は，不完全知識しか与え

られない状況下での論証の過程を形式化しようと

するものである.この論理での非単調性は，新た

に公理を追加すると，すでに得られている定理が

偽となることがあるという形で出現する.非単調

論理にもとづく証明システム Truth Maintena-
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nce System を開発中の Doyle らの形式化[38J

によると，公理と(現在の信念を表わす)仮説の

集合から演揮される定理，およびその最小不動点

とし寸概念が中心的役割をはたす.非単調論理の

本質は，不完全知識下で仮説を修正してし、く過程

を，これまでの演緯論理の拡張の範囲内でとらえ

る立場である.これに対して同様の条件下で，公

理そのものの修正を許容する論証過程を形式化す

る研究は，ほとんど行なわれていない.これら仮

説や公理の修正を許容する論理と帰納論理，発想

論理との関連を調べてみることが，知識情報処理

システム向けの推論根拠管理機構論研究から創造

図 5 ベントミノ

科学へ接近する第 l 歩となるであろう.

6. 他のアプローチから創造科学へ

創造科学へ接近するには，他に無数のアプロー

チが考えられる.ここでは紙数の関係で，筆者の

行なった若干のアプローチの特徴と創造科学への

インプリケーションを述べる.

(' 

試行錯誤法の結呆，失敗例，成功例を数

多く記憶する.

次にしばしば出会う所の合lii]群，対材、群，
相性のいい群$を，サプのアナロ- --群とし

て苔積する(有限!淘l と少なくかっ覚え
やすい). これが基本形となる。次に，こ

れら基本形を組み合わせて. Br上に構成す

る.これが実は . Xr ライブラリーである.
1 つ 1 つの組合せを試すのでなく，プロリ

クごとに組み合わせて . Xr ライブラリーを

増やしながらぷみている

のが人Ji日の思考パターン

である
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(1)計算機によ:æ;パズルの解法という

立場から[39J[40J : 

計算機を用いてバズルを解く基本戦

略は，①状態と状態推移関数の識別抽

出，②状態空間の把握，③反復による

解の探索，④しらみつぶしによる解の

探索，⑤再帰構造 (recursive strucｭ

ture) の発見にもとづく最適解の自動

生成等である.たとえば筆者もラテン

方陣，エレクトラ・パズルNo.l ， No. 

2 等を解く Lisp プログラムを試作し

たが，苦労したのは問題の表現①と再

帰構造の発見⑤(To iterate is humｭ

an. To recurse is divine!) の部分

である[39J. ところでブラパズル No.

5 (ペントミノ) (図 5 を参照)を解く計

算機プログラムと人間による解法との

比較検討を行なったのが[40Jである.

その概略が，市川亀久弥の等価変換理

論の用語法[41Jを用いて，図 6 に示さ

れている.この図は，人間の思考を通

して行なう問題解決プロセスの原型を

内包するが，われわれはむしろこの図

および等価変換理論から，演鰐. 'hM!iJ 

.発想、機構の原理をくみとっていくべ

きであろう.

(2) KJ法の手順分析の立場から[42J:

問題解決学あるいは発想法として知られる KJ

法[43Jの手順を分析すると同時に，林の数量化理

論N類と KJ 法A型図解の空間配置の比較を行な

ったのが[42Jで、ある.図 7 に示される KJ 法の手

順において注目すべきは，ボトムアップ的な l 行

見出し作りプロセスとトップダウン的な空間配置

プロセスを明確に分離し処理している点である.

筆者[42Jおよび中村ら[44Jの用いた方法では，後

者をシミュレートすることはできても，前者へ接

近することはできない.これについては「情報学

の論理J [17Jにある KJ 法の解析も鋭い示唆を与

288 (20) 

Yes 

※ 

グループ編成
(bottom up) 

構造化
(top down) 

Yes 

適切なレベルのグル

ープにおいて出発点
と到達点のグループ

の選定

relation 

およぴ
relationｭ
ship 

の導入

時系列
展開

図 1 KJ 手法の順

えている.ラベルとし、う具象的情報から l 行見出

しという抽象的情報をボトムアップ的に構築して

いくこのプロセスを解明することは創造科学にと

っての主要課題には相違ないがそのためにはまっ

たく独創的な方法論の開拓を待たねばならない.

7. おわりに

本報告では知識情報処理システム研究の現状を

調査し，創造科学の母胎たりうるシーズを模索し

た.とりわけ人工知能研究の最近の潮流である知

識工学の 3 大領域である知識表現論，推論機構論，

推論根拠管理機構論それぞれの寄与しうる創造科

学への理論的・技術的シーズを述べた.
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これに対して創造科学の理論モデルの提示とい

った，もっとマクロな本質的ニーズを喚起してい

くアプローチ[33J も考えられる.北川の試論[ 3 J 

[17Jは，日本で生まれ育った等価変換理論・ KJ

法・ NM法といった創造工学的技法を情報学的見

地から位置づけたものであり，また彼の最近の試

論[45Jは，研究過程の情報的分析にもとづく知識

情報処理システムの形成過程を究明するもので興

味深い.これら諸技法は問題解決のための方法論

の一種でもあるが ISM.DEMATEL.PATTE

RN[46J[47]といったシステムの構造モデリング

法[46J[48Jがこれら諸技法のもつ部分機能をシス

テム工学的に確立していることは，注目に値する.

以上，シーズとニーズという 2 つのアプローチ

の接点として対話型の創造活動支援機能を付与し

た知識情報処理システムが考えられる.マン・マシ

ン・インタフヱスのとれた知識情報処理システム

を各人が自由に Computer a゚sed Design ツール

として使いこなす知識情報社会が到来せんとして

いる.創造科学への道程にとって「為すべきことの

あまりに多く，為せしことのあまりに少なきJ現状

ではあるが，歴史的にみても知識情報処理システ

ムと創造科学とが結合L，創造科学が学問たりえ

る時代の幕開けの日は近いのではなかろうか.
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