
知識工学とプランニング
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1. はじめに

われわれは日常生活の営みの中で，プラン(計

画)をたて，それにもとづいて行動している.た

とえば， “旅行する" “買い物に行く"といった

レベルから “数学の証明問題を解く" というも

のまで，実に，臨機応変に，われわれはプランを

使い分けている.また，物語の理解のために，そ

の物語の登場人物のプランを仮定しながら，その

意図を見出すという，いわば，プランのためのプ

ラン，言L、かえると，メタプランを立てることも

できる [Hobbs， 1980]. 

このように，われわれの問題解決や，理解のプ

ロセスに介在するプランの役割を明らかにするこ

とは，知識を用いて推論する知識利用システムの

設計に重要な意味をもっ.つまり，プランの研究

は，人間の行なっている知識利用の方略とは何か

を考察し，かつ，それを計算機上に実現し，柔軟

な推論システムを作成することである.その意味

で，プランの研究は，知識工学の領域において，

不可欠の課題である.

ところで，プランの研究は，この他に，物語理

解や，人間の認知行動のシミュレーションモデル

として進展している.基本的には，これらの領域

でのアプローチは認知科学とよばれている.扱う

対象に対して，現実的な問題解決を目的としてい
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るのが知識工学で，遺伝子の設計というように，

知識も大規模である.それに対して，認知科学で

は，詳細な人聞の理解のプロセスモデルを構築し

ていくことをねらっている.

この解説では，知識利用の方略の視点で人工知

能，知識工学および認知科学の過去の研究を整理

する.次に，認知科学の立場でわれわれが開発し

ている他者のプラン理解システムを紹介し，知識

利用の方略の内容を具体的に示す.終りに，プラ

ンの研究が，今後どのような形で展開していくか

を考察する.

1. プランシステムの研究

2. 1 人工知能からのアフ。ローチ

プランを問題解決の戦略に利用するというアプ

ローチは， Sussman(!975) の HACKER におい

て，初めて試みられた. HACKERは積み木の世

界の，組み変えをロボットが行なうという想定の

問題解決システムである.基本的な仮定は，積み

木A ， B , Cを，連続的になんらかの操作を加え

て，目標を達成することである.この仮定のもと

に， HACKERはプランを作成し，まちがったプ

ランがあれば，そのプランをデパック(修正)す

るというプロセスで，問題解決を進める.特に，

HACKER では， 問題解決のプロセスにおいて

生ずる目標聞の相互作用を調整していくために，

CRITICS という手続き的知識を， HACKERに

導入した.この手続きによって，プランを構成す
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るアクションを再配列して，プランを修正するこ

とができた.

INTERPLAN は Tate( 1975)により開発され

た問題解決システムである.このシステムは，

HACKER とは異なった問題解決のアプローチを

とっている.すなわち，サブ目標聞に生じるコン

フリクト状態が少なくなるように目標を設定する

という形でプランを作成する.

この他， Sacerdoti ( 1977)による NOAH では，

HACKER とちがって線形仮定でなく，可能なプ

ランのステップを並列的なものと考えた問題解決

システムである.

これらのシステムは，プランを適用するときの

方略としてのメタプランを用いることを前提とし

たものである.

2.2 知識工学からのアプローチ

知識利用の立場として，知識工学の基礎モデル

となっているのが， HEARSA Y -II (Lesser & 

Erman , 1977) らの音声理解システムである.

モデ、ルの基本構造は，次の 3 つの要素から組み

立てられている. (a)階層的仮説構造(処理の対象

となる世界のモデルで，抽象的なものから具体的

なレベルまで階層構造) (防知識源(音声の理解に

必要な，音声的特徴，構文的知識，意味的知識お

よび語用論的知識のデータベース) (c)注視(処理

の対象と，知識源との照合操作)

このような要素を用いて，新しい仮説を黒板

(Blackboard) に書き込み，その仮説に関連する

知識源をよび出す.その結果，その仮説が妥当で

あるかどうかを評価する.いわば，黒板に書かれ

た新しい仮説を，合議的に処理するシステムとみ

ることができる.

黒板モデルは， Nii & Feigenbaum( 1978) に

よって， HEARSAY のモデルを su-x， SU-P 

というシステムに拡張された. SU-X は，軍事上

の敵影をチェックするための信号解釈するシステ

ムである. SU-P はプロテイン構造を決定するた

めに， x線の結品データを解釈するシステムであ
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表 1 HEARSA Y -II と su-x， SU-P のちがし、

¥¥  1 システム名
シスヰム\ i ..~. ~~ ... _ I 
J のみプ構造\\I HEARSAY-II I SU-X, SU-P 

コントロール構造 l 単一的構造 l 階層的構造
τ孟瓦事造| 単一的構造雰瓦話語言

る.

SU-x , SU-P における知識利胤の制御方式は，

階層をなしている.階層の第 l レベルは，知識源

に用いて，入力信号をどのように解釈するかの仮

説を作成する.第 2 レベルで、は，事象駆動(event

driven)や期待駆動(expectation-driven) をする

作用素を用いて，第 l レベルで‘使用される知識源

を活性化させるデータ駆動 (data-driven) を行な

う.第 3 レベルで，知識源は，次のような決定に

用いられた. i) システムがどのようにして解決し

たか. ii)第 2 レベルの知識源がどのようにして

仮説を作成したか. iii)仮説とデータとを一致さ

せるための焦点を，どのように制御するか.

HEARSAY-II と SU-x， SU-P との主なちが

いを整理したのが，表 l である.知識利用の方略

からみると， SU-X , SU-P のほうがより一般的

であり，さらに汎用化したのが Nii らの AGE で

ある.

こうしたアプローチにほぼ同様の形で，プラン

の問題のために知識利用システムとして開発され

たのが， Stefik(1981) らの MOLGEN である.

このシステムは遺伝子工学の専門家が遺伝子のク

ローニングなどの実験を計画するのを支援するこ

とを目的としている. MOLGEN は， 次の 3 つ

の領域から成り立っている，

イ.実験室領域

MOLGEN の基礎となる研究対象に関する

知識を表わす.

ロ.設計領域

階層的なプランに対する作用素の働きを明ら

かにする.この領域の役割は，方略領域で考案

され，実行される.
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図 1 プランにおける状態とアクションの非連続性

.方略領域

設計領域での設計ステップを考えて，プラン

する.

ところで MOLGEN の研究とほぼ並列して行

なわれた. Hayes-Roths (1 979) らのプランの認

知モデルは，人間のプランを説明するシステムで

ある.基本的には，“人聞は，その時々の機会で

計画する"というモデ‘ルで、ある.このモデ、ルは図

l で示したように，プラン空間での，非連続接点

で，行動の機会的な結合によって，計画が進むこ

とを意味している.この特徴は， MOLGEN の動

きと a致している.両者の特徴を比較したのが図

2 である.これらのシステムの基本的考え方は，

対象世界のモデルを抽象化レベルで整理し，その

各々のレベルに対応して，知識の方略をプランす

ることである.

MOLGEN でのこうした考え方は， 現在， ゼ

ロックス研究所の VLSI(大規模集積回路)設計に

おけるプラン構築支援までに発達している.この

支援システムの中心となるのがLOOPS(Bobrow

& Stetik, 1982) とよばれる知識表現システムで

ある. LOOPS の詳細は不明だが，対象世界をひ

とつのオブジェクトとして表現するオブジェクト

指向型言語の考え方を基礎にしている.

2.3 認知科学からのアプローチ

人間の物語理解を，プランの立場で研究を進め

ているのが， W i1ensky ( 1981)である.彼の理解

システムは， PAM や PANDORA とよばれて

いる. PAM は，物語の登場人物のプランを構築
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11ayeszltoth||MOLGEN 
のモデル

:実行平副 二 ，方略半面

メタプラン平両 二 r 設計平面

プ7 ン抽象的
械念、ド li[i

J 工 Laboratory'l<凶j

プラン平面

2 つのモデルの対比

図 2 Hayes-Roth と MOLGENの比較

することによって，物語を解析し，プランを使っ

て物語の内容に関する質問を答えていくシステム

である. PAM(Plan Applier Mechanism) は，

いくつかの目標をもった物語を理解するために，

目標間のコンフリクトを解消することができる.

PANDORA(Plan Analysis with Dynamic 

Organization, Revision and App1ication) は，

PA恥f をベースにしたプランシステムである.

PAM をさらに拡張して，プラン自身についての

知識(メタプランとよぶ)について焦点をあてたも

のである.

PANDORAは，複雑な状況に対しても，その

目標を理解し，それに必要なプランを提案するこ

とも可能である.システムは， LlSP 系の言語で

作成されている.なお， PAM の縮小版を，実際

に，東大大型センターにインプリメン卜した感想

では，プランの適用が，直列的で，それほどは，

柔軟な物語理解となっていない.こうしたシステ

ムのむずかしさは，並列的にプランを作動させ，

それのときでも，目標聞の相互作用を処理するこ

とができるかという点にある.この点からみる

と， PANDORAでも，今後の課題が多く，現在

でも，システムの拡張が続けられている.

認知科学の枠組から，プランの問題を整理して
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図 S プランプロセスとスペシャリストモデル

みると， Hayes-Roths( 1979) の提案した，“スペ

シャリストの機会主義的プラン"に集約される.

つまり，特定のプランを遂行するスペシャリスト

が，状況に応じて，機会主義的に作動するという

モデルで、ある.モデルとしては図 3 のように示す

ことができる.すなわちプランプロセスは，スペ

シャリストを，必要条件によって活性化し，内在

する種々のスペシャリストを暗示的に作動してい

く.しかも，そのスペシャリストには，抽象的な

レベル差があって，プランプロセスに近いほど具

体的になっている.

以上の，種々の立場からのプランモデルが基本

で，それをどのような形で実現したかどうかで，

モテ'ルの外部挙動が異なってくる.

3. プラン認知システムの設計

今までの研究のうちで，最も基礎となるアプロ

ーチは，やはり，人聞のプラン行動であろう.そ

の意味で，人間のプラン構築を考察し，それを，

コンビュータプログラムの形で実現することは，

知識利用の立場から興味深い.プランの構築のた

280 (20) 

めの手続きを整理したのが，次の 2 点である.

(Schmidt (1 976) , Schmidt et al(1978)) 

1 ) 初期の世界の状態を，目標状態へ移すため

の一連の行動を見つけること.

2) 構築されたプランに必要な行動と，その行

動に対するパラメータの制約を明らかにする

こと.

1 )に対する方法は，目標G と，その Gを生じる

行動Aを見い出すことである. つまり，“~のた

めには (G) ， --する必要がある (A)" という形

で，パックワード的に繰り返し，最初の状態を見

い出すことである.もちろん，その構築のプロセ

スから得られた状態が最初の世界の状態に一致し

ていれば，プランは達成されたことになる.

2)のプラン行動の制約をどのように明らかにす

るかはそれほど一定の方式があるわけではない.

結局は，発見的方法によって，制約を明らかにし

ていくことが考えられる.その中では，やはり，

期待(expectation-driven) にもとづいた発見的

方法が有効で、ある.つまり，予想できる制約につ

いては，プランの状況記述の中に，知識として埋

め込んでおく方法である.このことを可能にする

ためには，どのようにしてプランの知識を表現し

ておくかが重要な問題となる.

3. 1 プラン寵知と知識表現

人間のプラン行動を解析するためには，種々の

知識が必要であるが，このことを具体的に検討す

るために，われわれが開発した PLAN RECOｭ

GNIZER (以下 PR と略記)内の知識表現につい

て述べてみる[溝口，渡辺， 1981J. 

PRには，対象世界の常識的知識，プランを実

行する行為者-の内的状況に関する知識およびプラ

ンそのものの概念的知識より成り立っている.そ

して，これらの 3 つの知識が独立して，相互に情

報を交換して，人間のプラン行動を解析する.これ

らの 3 つの知識は，世界モデ、ル(World Model : 

WM)，個人モデル (Person Model:PM)および

プランモデル (Plan Model : PIM) として PRの
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これらの 3 つのモデルの相互関係を示

したのが，図 4 である.入力文のセット

というのは，行為者の一連の行為を，文

の形式でモデルに入力することである.

プラン仮説の Setting は， P IMの初期

状態のデータである.

(F~ETAßU ICI・ IIBHITI::・ Im.l日E110m¥()) 
(A-GLASS JUOTAI KARA) 
< A"'OI...M� ICHJ・‘:ìHITFII司1.1 f-�Hnl":KIDANA) 
tPAN ICHIBHT ・fFIRU SHOKKIDANA) 
(PAN JOOTAI TABERFRU) 
( Hr f.!}~.."NIト.IHN NAKANIAI司1.1 BE匹:R)
(BENNIJI<J JCHHìH lT l・:: 1 PI.I SHOI<I.IDA I ) 
( BE F.ι::1次l佼可 ..ND子}ト卜..叩.

PRの動きは，入力文の順序通りに進

む.すなわち，入力文のセ γ トが終了す

ると， PRは入力文中の行為に関する情(EおH肢~F.広~Fトト..NCり).山…"BJN ICHH合HT十舵f常γ'[ 収1.1 F校t叩匹肢E:亡:r ZOCl川KO)

リストー1 キッチン世界のWM構造の一部

中で実現され，それぞれ次のような内容である.

1) WM  

WMは対象世界におけるヒト，モノ，位置な

どの概念で，これらの概念聞の関係で表現さ

れる.すなわち， (X R Y)の形式は，ある

Xが， Y との聞にRの関係にあることを意味

する.従来の意味ネットと同じ形である

報から，それにマ γ チした行為の図式を

よび出す.行為図式のよび出しが終ると，図式の

各スロット部を，入力文中のデータで書き換え

て，行為図式を生成する.また，入力文をもとに

して，その行為の前提条件，結果およびサブ目標

を推論する.このサプ目標の推論結果から， PR 

は，行為者が次に何を行為するのかを知ることが

が，関係Rは表層文の状態記述と同じで [( < HYP・ u

ある.たとえば，キッチンの世界を対象

としたときのWMの一部は，次のような

リストになる. (リストー1)

2) PM  

行為者の内的状態に関する知識を表現す

るもので，“信じるべ“知るぺ“望む

“好む"といった関係で，ヒトの内的状

態を表わす.表現の形式としては， (X 

R P)を用いるが， Xはヒトを示し， R

は“信じる"などのような関係で， P は，

WMの (X R Y)である.つまり，ある

ヒト Xが， (X R Y) ということを“信

じる"ということを示している.

3) P 1 M 

P IMは， WMやPMでモデ、ル化された

行為をプランの流れとして表現したもの

で，プラン仮説とよぶ.つまり， WMや

PMの制約条件を満足していない段階の

プランは仮説と考えられる.この仮説の

一部を出力したのがリストー2 である.

1983 年 6 月号

((OBJECTl STATE EDIBLE) 
<(OﾐJECT2 STATE EDIﾐLE) 
((OBJECT3 STATE-NOT EDJBLE) 
〈ぐOBJECTl COMPONENTベ:lF {ClBJECT 4 ) 
〈くClÐJECT2 COMPONENT-ClF {OﾐJECT4) 
({ClBJECT4 INBTRUMENT {ClﾐJECT3) 
({ClBJECT4 STATE EDIﾐLE)) 

リスト2 プラン仮説構造

プラン仮説のsetting

E是正23]∞(;対ン仮説 1 

11 

l い見在ロ凡4 →l 新しも中MI
し一一一一--.J L一一一-l iil 実際データとの照合後

!I のプラン仮説

図 4 PLAN RECOGNIZER(PR)におけるモデル構造
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タイプ I

タイプ II

図 5 期待駆動におけるマッチング処理

できる‘ PR内では，プラン仮説がWMおよび P

Mに適用され，行為者が次に行なう行為を，次の

入力文の中から見い出して，実際のプラン構造の

一部とする.このように，入カ文の行為図式を，

プラン仮説を用いて変更し，入力文がなくな

るまで続ける.その結果， PR内には，プラ

ン構造から抽出されたプラン目標が取り出さ

れて，処理が終了する.

3.2 プラン修正システム

入力文に対応して，関係する知識をよび出

して，プラン構造を生成プロセスを制御して

いるのがプラン修正システムである.このシ

ステムは MATCH-HYP という形で作成さ

れた手続き関数であるが，次のような 2 つの

修正を行なうことができる.すなわち，行為

者が行なうのではなし、かと， PRが推論した

行為を， EP-ACT(expectation-act) とする

と，その修正は次のようになる.

i) EP-ACT と入力文中の行為との照合

が行なわれる以前の修正について(図 5

のタイプーI)

初期の，プラン仮説中にある行為の図式

を用いて， EP-ACT を推論する.しか

し， EP-ACT の前提条件がWM内で矛

盾したときに， WM内で前提条件が真と

なるような行為が修正ルールから導出さ

れ，行為図式が修正される.
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ii) EP-ACT と入力文中の行為との照合が行

なわれた後の修正について(図5のタイプーll)

EP-ACT と入力文中の行為とのマ?チが成

功した場合， EP-ACT は実際に，行為者に

よって行なわれたと PRはみなして，プラン

構造を生成する.この 2 つの行為とのマッチ

が失敗した場合，行為図式に，入力文中の行

為が付加される.

これらの修正のプロセスは，図 5 のような構造

で行なわれる. SETUP-ES が，期待駆動を制御

する部分のトップレベル関数で，この関数の制御

のもとに 2 つの修正を行なう MATCH-HYP

がある.実際には，行為図式中の，行為の連鎖を

見い出す探索関数 SEARCH によって，修正が

なされる.

dも
も6 1 外出

(結~予の因果推論)

〈リンクする〉くリンクする〉

ACT-STATE-L1NK-L1ST 2 
J..__ 

「一一一一 一寸

(A-S-EA) : (保存域〕

L一一ーーー一一ー生一一一一」
く開会する〉 ACT-STATE-L1NK-L1ST 3 

「一ー一ーー一ーーーーーー「

� * SUPPORT *( A-S-EA)) •• 4 
L__ーーーL.ーーーー _J 

〔保存域〕

〈等しい〉

〈修正する〉

…h
V山

〈異なる〉

図 6 PRにおけるプラン生成プロセスの流れ
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リスト-3 “太郎はA酒店に行く"のプラン構造の一部

いずれにせよ， PRは，プラン行動を予測する

働きがあるが，その予測が， PR内の知識と非常

に異なる場合の，プラン仮説の修正をどのように

行なうかが， PRの問題点である.現段階では，

常識的推論の枠組で，行為の推論を行なうための

修正システムとなっている.

3.3 PRの処理フロー

今まで、述べた PRにおけるプラン生成プロセス

の全体像を示したのが，図 6 である.実際の PR

は， INTER-LlSP で作成された推論システムで

ある. PRの出力結果を示したのが次のリストで

ある(リスト -3) .この例は“太郎はA酒店に行く"

という入力文に対して， PRが抽出した， “太郎

の行為"におけるプランである.この出力例では，

“A酒店"に行くための条件として，“太郎は通り

に位置している"というプランを抽出している.

もちろん，この出力結果を得るまでの推論プロセ

スは省略してある.

3.4 プラン認知システムと知識工学との関連

現在のエキスパートシステム内の知識は，基本

的にはルール形式で表現されている.そして，“あ

る状況に対してせよ"と L、う表現が用いられ

ている.あるいは，知識表現として，フレームを

用いることもある.いずれにせよ，エキスパート

の知識は，主として，外部条件を基本にしたルー
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ル表現が採用されている.

ところで，現在の知識工学で開発されたシステ

ム，特に，相談システムのうちで，基本的に欠い

ている点は，相談システムを使う立場側の心理で

あろう.つまり，相談の具体的内容も必要である

が，“なぜ，相談システムを必要としているのか"

というメタプランの視点で，使う側を見れるよう

な相談システムが必要である.そのためには，他

者の行為を理解し，その行為そのもののプランと

意図を，システムが理解してくれるような機能を

もったシステムが必要である.この節で述べた P

Rの意図は，そうした点にある.しかしながら，

現段階では，むしろ，推論システムにおける知識

利用の方略の基礎を考えるための，プロトタイプ

システムのレベルでしかない.

4. プラン研究の今後の動向

知識利用の立場から考えると，プランの研究は

むしろ，今後の課題である.というのは，医療の

分野で発展をとげた知識工学が，さらに，分野を

変えた形で、進んで、いるのが現状である.特に最近

では， 工学の問題，たとえば VLSI の設計や遺

伝子設計の問題のように，大規模な知識を扱うの

が知識工学の傾向である.その意味では，メタプ

ランの問題，さらに協調的に作動するスベシャリ
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ストの制御方式などの，知識利用の方式をプラン

の研究として検討する必要がある.

次に重要なのが知識表現である.やはり，プラ

ンという順序性をもった情報を扱うためには，知

識表現の枠組を拡張して，どのように行為の連鎖

を保っておくかが必要である.現在の知識表現で

は，モジュラリティが強調され，その結果，知識

相互間の文脈が失われている.

もちろん，こうした課題は，従来の知識工学の

枠組を確実に把握したうえでということが前提で

ある.そして，そのうえで知識利用の方略や表現

の順序性を検討していくことが，さらにむずかし

い分野を知識工学の枠組で扱うときには，重要で

ある.その意味では，第 3 節で扱ったような認知

科学の立場の研究が必要である.最近の Wilen

sky の著者である“Planning and Understanｭ

ding" ( 1983) は， PLAN の問題を考える際のヒ

ントになり，しかも UNIX を教える自然言語の

インターフェイスにプランの研究が生かされるに

到っている.

なお本稿では，プランの問題を考えるうえで重

要と思われる並列性についてはふれていない.し

かし，過去においてプログラム言語として検討さ

れた Planner や Conivour のモデルを，プラン

の問題として再検討することも必要であろう.
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