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註：AI を解説する（１）

専門用語を、飲み仲間や子どもに分かりやすく解説してみせるのはこの上なく難

しい。「ソフトウエア」や「プログラミング」のような専門分野でもまったく事

情は変わらない。専門分野のプロというだけでもダメですし、子ども向けのコト

バのプロというだけでもダメです。両方達者でないとうまくいかないらしい。

１ ぶっちゃけた話、「ソフトウエア」や「システム」に対する NHK による教育関

係番組や全国紙の解説や説明を覗いてみると、民度の高い日本人が、堪えに堪え

て、これらに聴取料や購読料を払っている理不尽さに呆れてしまいます。どうし

てこんな無様なことになってしまったのか、「NHK の本性は何だ？」と AI に訊

いてみたいところです。

「ソフトウエア」や「プログラム」の半世紀前の出藍期には、こんな惨状はあり

ませんでした。これぞという工学者や物理学者あるいは数学者が、ソフトウエア

やプログラミング言語のテキストを NHK で上梓し、やる気のある若者がまっと

うに研鑽していたのでした。先生方のお名前を挙げますと、朝永振一郎、森口繁

一、後藤英一さんなどで、同じ町内会生れであったり、近くの酒処でご一緒した

方々ばかりです。皆さんのソフトウェアテキストは今でも世界に燦たる出来栄え

です。英訳したら、欧米の出版業界を席巻することまちがいないでしょう。



註：AI を解説する（２）
そこで、今の NHK もどきとは一味違う AI の素人向けテキストを、無謀にもこさ

えてみようというのが本稿の趣旨です。なぜ AI かというと、ヒトとの違いを一

番はっきりさせますし、飲み仲間のこれからの生業に一番關係しそうだからです。

まず、 近のAI 関連の著作から、これぞという次の 3 つを紹介します。

一番目は、ここ20年 AI 囲碁にもっとも造詣の深い囲碁専門棋士、王銘琬九段

の作品です。

二番目は、将棋名人を始めて倒したプログラムを作った将棋プログラム作家山

本一成さんの作品です。一番目と二番目は、今回（第1回）紹介分です。

三番目は、次回（第2回）になりますが、この AI 囲碁ブームを巻き起こしたア

ルファ碁の「ネイチャー」誌のオリジナル論文です。ちょっと先走りますが、そ

のあらましや鍵語を、以下「註」で、一部だけご紹介しておきます。

今回はオハナシで、来春予定の次回は、 NHK もどきではないプログラミングの若

手向きのハナシになります。 初から言い訳はしたくないのですが、本稿は囲碁

と将棋がある程度わかる人を対象にしてしまいました。因みに、やつ枯れは、将

棋は素人 3 段、囲碁は素人 6～7 段 位です。これを機会に、趣味で碁・将棋をも

のにするのも面白いかもしれませんね。一生ものの嗜みですから。



註：
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『最強囲碁 AI アルファ碁解体

新書 深層学習、モンテカルロ

木探索、強化学習』
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註：アルファ碁論文 の ＡＩ鍵語

直感に優れた AI

（深層学習）

バリュー ポリシー

ネットワーク ネットワーク

アルファ碁

モンテカルロ

木探索

先読みする AI   試行錯誤に学ぶ AI

（探索） （強化学習）



註：深層学習・モンテカルロ木探索・強化学習

ロールアウト
ポリシー

ニューラル
ネットワーク

畳み込み
ニューラルネットワーク

SLポリシー
ネットワーク

バリュー
ネットワーク

深層学習

強化学習

探索

アルファ碁

多腕バンデｲット問題

方策勾配法

Q 学習

RLポリシー
ネットワーク

DQN

2人ゼロ和有限確定
完全情報ゲーム ゲーム木探索 しらみつぶし探索 モンテカルロ木探索
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『囲碁 AI 新時代』
王 銘 琬 九 段
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第１章 アルファ Go：厚み評価；形勢判断

王銘琬九段の指南に従って、韓国のイ・セドル九段とアルファ碁との対局を覗いてみ

ましょう。ＡＩ囲碁の粗捜しになってしまいそうですが…。

……（参照、第1局ハイライト１） 1図・2図 14ぺ 4図 16ぺ

……「AI は、中盤中央の厚みをうまく取り込んだ。」「手抜き感覚もいい。」

「人は、意味づけ（通時態：せいぜい7手先））に拘りがちだ。」「AI の20手後の

形成判断を抜かしている。

……「1 ・3図～4図が必然なら、AI の形成判断はまっとうだ。人の判断の方ががたる

んでいるとみなされる。」「数手単位（中盤のまとまり手順）の形成判断を抜か

している。」



ツケは悪手か：14 ぺ 図 1



ふつうのツケヒキ：15 ぺ 図 ２



今はヒラケない：16 ぺ 4 図

16



10手先では、白有利？：１５ ぺ ３図
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ソシュール：「パロール」と「ラング」の；対比

共時態：言語の意味

言語変化

時間・歴史

共時態（場面、無時間、臨場感） 通時態（母語・国語・社会・歴史）

＜パロール＞ ＜ラング＞

話し手の初めての語法 町内会・職掌によるこなれた語法

（こなれてない） （こなれてくる）

≪ソシュール≫

≪デユルケム≫の社会学理論の剽窃



第１章 アルファ 碁：後の先

……（参照、第1局ハイライト２） ５図・６図 17ぺ

……「AI は、中盤の戦いで、10手以上（20手？）先の、後の先を読んでいる。」

「つまり、下辺への打ち込みを企んでいる。」

「人は、４～５～7手の先手後手に拘っている。」



第１章 アルファ碁 ：後の先

……（参照、第２局ハイライト１） １図・４図 20ペ

……「ＡＩは、早めのノゾキタイミングを平気できめる。」

「人は、キカシを惜しむ。」「可能性への拘り。」



第１章 アルファ碁 ：後の先と手割（１）

……（参照、第４局ハイライト１） １図（セドル 反発）35ペ

4図 （ＡＩ カタよし）30ぺ

3図 （本来の手順）30ペ

……「ＡＩ，ナマノゾキで中央ガラバゴス化。早めのノゾキタイミング」

「人、キカシ惜しむ。」



第１章 Deep Zen Go 対 趙治勲：強手

……（参照、第1局ハイライト2 ） 7 図 （AI 強手）56 ペ

8 図 （穏当な手）56 ぺ

9 図 （AI 実戦） 55 ペ

……「ＡＩ，短かい考慮時間の強手」

「人、王銘琬 的代替案」



第１章 Deep Zen Go 対 趙治勲：ボウシかケイマか

……（参照、第2局ハイライト1 ） 1 図 （AI 強手） 70 ペ

3 図 （AI 好み、高二間）72 ぺ

……「ＡＩ，短かい考慮時間の強手」

「人、王銘琬 的代替案」



第１章 Deep Zen Go 対 趙治勲：AI の温厚さ

……（参照、第2局ハイライト２ ） 1 図 （AI 温厚手） 73 ペ

7 図 （AI 丁寧、ヒトは面白くない）75 ぺ

……「ＡＩ，優勢なら温厚な手で！」

「人、王銘琬 的代替案、とにかく攻めたい。」



第１章 Deep Zen Go 対 趙治勲：AI 投了

……（参照、第2局ハイライト2 ） 8 図 （AI 温厚手） 73 ペ

7 図 （AI 丁寧、ヒトは面白くない）75 ぺ

……「ＡＩ，優勢なら温厚な手で！」

「人、王銘琬 的代替案、とにかく攻めたい。」



第２章 アルファ碁とデｲープゼンの違い

「アルファ碁」：グ―グル GPU*176 、CPU*1202、 1億シミュレーション／秒

デｲープマインド 筋が良い。

深層学習により、3年でアマからプロ級に腕を挙げた。

「デｲープゼン」：ドワンゴ 『天頂の囲碁6』（≒ 1 万円で販売中）。

アマ7段より強い。

アルファ碁より、深層学習は 1年 後発。つまり、伸び

しろが沢山ある。

攻め気が強い。

後述するンテカルロ法の弱みをまだ直していない。



第２ 章 AI  は人の共時態を前提に、
先読みしているのか？

つまり、教師あり学習を前提に、先読みしているのか

強化学習をこき交ぜて、先読みしているのか

で、人をどのように評価しているかが全く異なってしまう。

言い換えると、ラングとパロールの位置取りで、

フェアな位置取りと

アンフェアな位置取りと

がある。



第2章 註：プロ棋士の動向

素人評になりますが…

旧名人本因坊（道策・呉清源）懐旧派 依田紀基九段 5％

AI 反逆新通時態・共時態創造派 王銘琬九段 5％

AI 信仰（パクリ）派 中国・南朝鮮大多数棋士 90％

AI 物真似（長いものには巻かれろ）派 日本の大方の棋士 80％

日本の棋士のほうが場数を踏んでいて、よく言えばすれています。悪く言えばす

れっからしです。中国と韓国は、昭和・大正・明治の日本人の気風を想起させる

ようなところがあり、新しい文化文明への態度はウブです。



第３章 コンピュータ囲碁の歩み

囲碁はゲームの分類では「完全情報ゲーム」となります。変化が有限で、正解がある

という意味です。○✖ゲーム、オセロ、チェス、将棋などがこの分類に入ります。

これ等を対象としたとき、コンピュータが用いる探索戦略は主として「ミニマックス

法」になります。…（後述）

変化が少ないと、正解にたどり着けるので「完全解析」とも言います。しかし完全解

析はけっこう大変で、オセロでもまだ無理です。

そこで使われる方法は勝敗の代わりに、局面を判断して一つの値を与えること。それ

が「評価関数」になります。コンピュータ囲碁の研究は古くからはじめられました

が、ほかのゲームのようには強くなれませんでした。主たる原因は、「評価関数」が

うまく作れなかったからでした。

囲碁は「地が多い方が勝ち」という目的がありますが、「地」は「空点を完全に確保

出来ている」と言う意味で観方によって一つの「状態」になりますので、プログラミ

ングが至難だったのです。また、囲碁の石の働きが全部同じであることは、単純なよ

うで意外と解析を難しくしています。評価に局面の分析が必要になりますが、その分

析がとても難しくなります。



第３章 コンピュータ囲碁の歩み
ミニマックス法

（後述）



第３章 コンピュータ囲碁の歩み
モンテカルロ法

そこで出て来たのがフランスのレミ・クーロンさんが製作した、モンテカルロ法を使

った囲碁ソフト「CrazyStone」でした。

2006年の第11回コンピュータオリンピアード九路盤部門で優勝した後、2007年第1回

UEC 杯コンピュータ囲碁大会でも優勝しました。

「モンテカルロ法」自体は特別なものではなく、すでに確立された方法です。問題に

対してランダムにシミュレーションを行い、回数をたくさんこなすことによって、正

解に近づいていくというやりかたです。よく説明に使われるのは円周率の例です（

後述）。



第３章 コンピュータ囲碁の歩み
MCTS法

（後述）



第３章 コンピュータ囲碁の歩み
MCTS法の弱点

（後述）



第３章 コンピュータ囲碁の歩み
深層学習（デｲープラーニング）

（後述）



第３章 コンピュータ囲碁の歩み
ソフトは個性的

（後述）



第４章 私とコンピュータ囲碁

プロ棋士の中で、一番コンピュータ囲碁に関心をもってきたのは、私見では、王銘
琬九段（出自は台湾）でした。

2000～2001年の本因坊位時代から今まで、コンピュータ囲碁を信奉し、プロ棋士生活

でその手法をとり続けてきた。その職業生活態度は今や20年にわたっており、半端では

ありません。中国や韓国には、彼に比肩するようなプロ棋士は見当たりません。お蔭で、

日本のコンピュータ囲碁の文化度・民度は、相変わらず世界一であるのは慶祝に耐えな

いところです。

近頃、ＡＩ囲碁に群れだしたプロ棋士とは年期が違う彼のＡＩ囲碁観を見てみましょう。



王 銘 琬 生涯の一手：本因坊戦 200 ぺ 20 図
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第4章：王 銘 琬 九段の２つの軸；
棋力(共時態）と共感（通時態）

棋力[共時態：言語の意味]

評価

棋士[共時態（場面、臨場感、無時間）] 共感[通時態（母語・国語・社会・歴史）]

言語論ならば、次のようになる。

＜パロール＞ ＜ラング＞

話し手の初めての語法 町内会・職掌よるこなれた語法

（こなれてない） （こなれてくる）

≪ソシュール≫

≪デユルケム≫の社会学理論の剽窃
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第４章：王 銘 琬 の２つの軸；完成度と共感度

…… 仕事の例：演歌歌手・オペラ歌手・絵描き・写真家・噺家

棋力・完成度[共時態：言語の意味]

評価

仕事[共時態] 共感度[通時態]

＜パロール＞ ＜ラング＞

話し手の初めての語法 町内会・職掌の語法によるこなれ

（こなれてない） （こなれてくる）
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第４章：王 銘 琬 の２つの軸；完成度と共感度

…… 仕事の例：演歌歌手・オペラ歌手・絵描き・写真家・噺家

棋力・完成度軸[とりあえずの答え：共時態；言語のメタ意味づけ]

評価

仕事軸[共時態] 共感度軸[通時態：理由]

＜パロール＞ ＜ラング＞

話し手の初めての語法 町内会・職掌の語法によるこなれ

（こなれてない） （こなれてくる）

…… 棋力から共感度へ ２種のＡＩ：棋力軸は共感軸を伸ばす「手段」・「仕掛け」である。



第４章：棋力軸から共感軸へ

194～195 ペ

棋力：大まかな囲碁の棋力軸（一般論：マモリ 理論派・実践派）

（２） 「厚み」と「地合」のバランス感覚

（３） 着手手順・手抜きの感覚

（４） 同じ着手でも、人により意味が違う

（例えば、呉清源はサバキ、 王銘琬は攻メ）

さらに、その裏には、「碁が好き」「攻めが好き」「賭け事が好き」…などの性格的

な背景もありそうです。つまり、「動機づけ」「目的」「理由」のような

リシャ・

ローマ碁的語彙の世界がたち現れます。

これらも、始めはこなれないコトバ（和語）で始めるしかなかったいわけです。コセ

リュウの言語変化の構図から離れるわけにはいかないのです。
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『人工知能はどのようにして

「将棋名人」を超えたのか』

山本一成



ゲームの局面の数

046 ペ



機械学習のさせ方：人と同じ手を打つように調整

056ペ

機械学習による調整：プログラムがプロと同じ手を指すように調整する。

プロ セミプロ

局面 同じ手

コンピュータ

時間がかかる。数か月にわたることもある。



機械学習のさせ方：棋譜データ
057ペ



棋譜データ

057 ペ

この棋譜データからプログラムはプロ棋士がある局面でどの手を指したかを知ります。

プロが指した正解局面と指さなかった不正解局面を比べて、どんな要素が異なってい

るかを計算します。例えば、プロ棋士がある局面で駒 A と駒 B が取れる状況で、駒

A を取ったとするとき、問題の駒 A の値をより大きく、駒 B の値をより小さく調整

すれば、コンピュータはプロと同じ手が指せるようになりそうですね。

値の調整が小さすぎたり、大きすぎたりする場合があります。調整は自動的にコンピュ

ータでなされますが、 初は数か月もかかる。初期ポナンザはプロと同じ手が45％の

確率で指せるようになりました。



機械学習の弱点

059 ペ

教師あり機械学習の弱点は、教師が少ないという状況が頻繁に起きることです。5万

では全然足りない。人ならば、少数教師から、一般化や定石化をするのですが…

→ タグづけ、画像回転、移動、左右対称 などの「カサまし」

評価に関する部分は全部機械学習に任せ、コンピュータ自身にに調整させます。

どの部分を重点的に学習させるか

どのように探索をさせるか

どう実行速度を向上させるか

などの自由度があります。

コンピュータプログラムが強くなり、そのうち「知性」すら感じられるようになり

ます。実際、2 年目に作者を負かせるようになりました、



電王戦

068ペ

機械学習導入以降、トッププルグラムはすくなとも、前年の自分のプログラムに

対して勝率7割を達成できるようになりました。勝率が7割に達しない程度の強さ

の向上では、先頭集団にいることは不可能になりました。

2010年10月 女流棋士と対戦

2012年１月 引退棋士と対戦

2013年3月 プロ精鋭棋士（佐藤慎一四段他）5人と対戦

2013年3月 ポナンザ他 AI プログラ5 本と対戦 → ポナンザ初勝利



現在の人工知能

075 ペ

プログラマが書いた部分（探索）

人工知能

人工知能が機械学習した部分（評価）

評価（：戦法や囲い）の部分を

担当する。



怠惰な並列化（１）

84ぺ （）



深層学習の仕組みと歴史
88ペ「深層学習（デｲープラーニング）」の前身の名前は、「ニューラルネットワー

ク」である。つまり、「神経回路」の謂です。



深層学習の仕組みと歴史（１）

91 ペ

人工知能

機械学習

深層学習（ニューラルネットワーク）

SvM

ランダムフォレスト

ロジステｲック回帰



ニューラルネットワーク模式図

92ぺ

１層 2層

○ ○

○ ○

○ ○ ？
○ ○

○ ○

初期のニューラルネットワークは層の数が“浅くて”、コップと正解することがで

きなかった。昔の技術では、層と層のあいだで情報を伝播させる方法を確立できて

いなかったので、5層よりも深い場合はほとんど学習できなかった。



ニューラルネットワークから深層学習へ

93ぺ

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ パワー ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ アップ ○ ○ ✖ ○ ✖ ○ ✖ ○ ✖ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

１層 ２層 ３層 4層 5層

その後、層を重ねてもうまく学習できるようになりました。



過学習とドロップアウト
98ペ

ドロップアウトとは一言で言えば、深層学習の「過学習」を防ぐ技術です。深層学

習は放っておくと「丸暗記」で解決しようとしてしまいます。



今の深層学習のレベル

101ぺ

言葉： 「父は母がバッグを忘れたことを怒った。」

→ “My  father got angry that may mother forgot her bag.”

音声： グーグルの音声認識誤認識率；23％ → 8％（2015年）

画像： 白黒画像 → 色塗り



深層学習と知能の本質

106ぺ

言語であれ何であれ、何とか画像に結び付けることができると、それは一気に深層学

習の得意な対象になり、人を超えることができるとみなしてしまう安易な見方。これ

で知能の本質に迫れることが出来るとしてしまう。

デジタル

≪ 意識可能性 制御可能性 情報の連続性 ≫

アナログ



還元的な科学からの卒業

108ペ

還元主義 → 全体主義



指数的成長

114ぺ

線型性 → 指数性

ある細菌は、１分間に１個から2個に分裂してすぐ同じ大きさになる。コップの中に

その細菌を1個だけ入れて、経過を見ることにします。ちょうど、１時間後、細菌は

コップいっぱいにまで増えた。

細菌がその半分の数だったのは、実験の開始から何分語の時点であろうか？

→ アルファ碁の上達の速さに、プロ棋士も観客もついていけなかった。もちろん

イ・セドルもその一人でした。ついていけたのは、囲碁では、王 銘 琬、将棋

では、山本一成この二人であったようです。



強化学習
124ペ

2014年以前は、将棋プログラムにおける機械学習は、基本的にすべて「教師あり

学習」でした。しかし「教師あり学習」以外にも学習方法があります。それが「教

師なし学習」つまり「強化学習」です。強化学習では未知の環境であってもコン

ピュータが投機的に調べて、結果をフィードバックしていきます。フィードバック

を繰り返すことで学習していく。フィードバックを繰り返すことによって「評価」

が強化されますので、強化学習と呼ばれます。

将棋における「評価」とは、指し手を進めていったときに、局面がよくなるのか悪

くなるのかを予言するようなものです。2014年以前のポナンザは、プロ棋士が実際

に指した手をお手本として教師あり学習をし、評価精度を向上させていました。

強化学習の導入以後は、そうしたお手本を使わず、実際にありそうな局面を6～8手

進めてみて、その結果が良かったのか悪かったのかを調べ、その結果に対して「事

前の評価よりも良かった」もしくは「事前の評価より悪かった」という情報をフィ

ードバックして、80億局面ほど集めることで、ポナンザは以前より少しだけ未来を

予言させることによって、予言力を強くする。そして、そのバージョンアップした

ポナンザを使って、さらに同じ操作を繰り返していきます。



ポナンザ流
：人による嵌めて（１）

127ペ

強化学習を繰り返した結果、ポナンザは單に強くなっただけでなく、どんどん新戦
法

を指すようになりました。人間同士の戦いではありえないとされていた手順が、
次々

と湧き出てきたのです。たとえば「左美濃」急戦法。「37銀飛車頭銀捨て」戦法。



ポナンザ流
：人による嵌めて（２）

127ペ

強化学習を繰り返した結果、ポナンザは單に強くなっただけでなく、どんどん新戦法

を指すようになった。人間同士の戦いではありえないとされていた手順が、次々と湧

き出てきた。



ポナンザ流
：人による嵌めて（３）

132ペ



ポナンザ流
：人による嵌めて（４）

132ペ



アルファ碁：局面評価

141ペ

コンピュータには、チェス・将棋・オセロの手法が通用できませんでした。理由

は、コンピュータに囲碁の局面を「評価」させることができなかったからです。

将棋の機械学習では、駒と駒の位置関係すべてに点数をつけることで成功を収めて

おりました。対象とする位置関係は１億に及びました。囲碁ではどの関係に点数を

つければいいかわからなかったのです。



AI に対する 4 人（異分野）のてんでな感想

１． 将棋名人を倒した男 山本一成

２． ＡＩ囲碁と20年つきあった男 王 銘 琬

３． 反構造主義派 コセリュウ（２． ≒ ３．）

４． 認知言語学派 レイコフ edoitiohno@gmail.com



AI のいろいろ

要素

技術 AI 技術1 AI 技術2 AI 技術3 … AI 技術n-1 AI 技術n 

1 言語

2 画像

3 音声

4 身体

…

この表をうまく埋めている関係者は、まだいません。いまのところ、 AI は、個別的でア
ドホックであると言い切っていいのかもしれません。



モンテカルロ法（１）：イメージ

142ぺ

× ×

×

× ×

２ｃｍ

×

×

× ×



モンテカルロ法（2）：円の面積を求めるプログラム
144ぺ import random

import math

def monte_carlo(count):

*** 円周率をモンテカルロ法で調べるプログラム

count は試行回数

***

ok = 0

for _ in range(count):

x = random .random()

y = random .random()

if x*x+y*y <= 1:

ok +=1

return 4 * ok / count

printf(“         100の場合 ｛0｝”.format(monte_carlo(100))))

printf(“        1000の場合｛0｝”.format(monte_carlo(1000))))

printf(“       10000の場合｛0｝”.format(monte_carlo(10000))))

printf(“      100000の場合｛0｝”.format(monte_carlo(100000))))



モンテカルロ法（3）囲碁への適用
146ぺ

囲碁にモンテカルロ法を適用するにはどうすればよいか？原理は驚くほど簡単である。

ある局面でランダムに石を打ち、その結果、勝ったか負けたかの情報を収集していけば

いいのである。手の評価と局面の評価（有利不利・勝負）。

具体的には、次図（碁盤）の A 地点に碁石を打った後、適当に局面を進めるというこ

とを1000回試してみる。そうしたら600回勝って、400回負けたとする。これは勝率が

60％となる。

次に、先ほどと同じ局面で B 地点に碁石を打つのを1000回試してみて、300回勝ち、

700回負けたとする。この場合の勝率は30％となる。

この結果を見れば、ほぼ確実に A に打ったほうがいいことがわかる。（手の評価）

× A 

× B

勝率 60％ 勝率 30％



モンテカルロ法（4）囲碁への適用

146ぺ

モンテカルロ法は 初から強かったわけではない。いろんな工夫が凝らされた。

とりわけ大事な点は「いかにそれっぽく打ち手をすすめられるか」であった。単純に

ランダムに碁盤を碁石で埋めていくより、プロのような打ち廻しで埋めた方がよい

結果になるからである。

ここで機械学習が使われた。モンテカルロ法をしている 中に、囲碁のプロ棋士と同

じような手が打てるよう、プログラムに学習させる。囲碁というゲームの「評価」を

学習することは困難だったが、プロの手をコンピュータが真似することはそれなりに

できたのである。そしてアマチュアの級位者レベルだったプログラムがわずか数年で

一気に高段者クラスまで到達した。

しかし、あるレベルで急速に成長が止まった。それを切り抜けたのが強化学習であっ

た。



モンテカルロ法（5）囲碁盤の深層学習
152 ぺ



モンテカルロ法（6）囲碁盤の深層学習
153ぺ



深層学習の囲碁盤画像処理

151ペ

赤

40％の予想率

緑 深層学習 単なる機械学習

ふつうの画像処理

青

● 黒画像局面 57％程度の予想率

● 白画像局面 教師あり深層学習 次の一手

○ ○ プロの次の一手

現局面出力

空白画像局面



評価関数

評価関数を考えるにあたり、囲碁と将棋の違いは次のようになります。
将棋と比べて囲碁の評価関数を難しくしているのは、

将棋の駒は種類ごとに機能と優劣に差があるが、囲碁の石にはそれがない。
リバーシにおける角のように、明らかな特徴を持った場所が少ない。
支配領域の広さを基準としても、領域が確定するのはゲーム終了時になる。
局所的な 善手が全体の 善手ではなく、相手に取らせるためにわざと置く「捨
石」というテクニックが常套となっている。

などの点で、さらに上級者の間でしか理解できないような評価基準が存在します。

石の厚い薄い
石の厚みは物理的厚さではなく、ある石の配置が全局的に与える影響のこと。
形の良し悪し
複数の石の配置の評価。良い形になるように、悪い形にならないように注意するこ
とにより、「打ち筋が良くなる」効果がある。ただし「愚形の妙手」も多数存在す
る。



原始的プレイアウト：囲碁の評価関数

囲碁の評価関数を作るのは難しいが、プレイアウトした結果を見て、どちらが勝った
かを判断することは非常に簡単です。そこで、「自分の眼には打たない」「２つ眼を
持つ石は取られない」など、合法手の中から囲碁の基本的禁忌を排除してプレイアウ
トを行い、その結果から勝てそうな手を選ぶモンテカルロ法は実装が容易です。

この方式を用いた局面評価は、たくさんのプレイアウトを行った結果だけを利用しま
すが、目数の差の平均ではなく、単に勝率だけを使う方が強くなるようです。ちなみ
に勝率評価方式対目数差評価方式で模擬戦を行うと、８割以上勝率評価が勝ちます。
これは、囲碁においては大勝することの意味があまりないことによります。
しかし 善手を返す保証がないため、

相手に正しく応じられると損をする手を打ちやすい
相手のミスを待つ手を打ちやすい
正解の手が少ない局面では間違える確率が高い

などの欠点があり、これだけでは従来の囲碁 AI に対してもほとんど勝つことができ
ませんでした。



プレイアウト

プレイアウトは、下記の3段階に分けることができます。

選択：既存の探索木からパスを選択します。下記の図の太線の部分。
サンプリング：決着までランダムに手を打ってシミュレーションします。下記の図の点線の部分。
逆伝播：各ノードの勝率を更新し、新しいノードを追加します。

すべてのノードに対して、決着がつくまでシミュレーションすることは時間的に不可能です。有望
な手を予測する「ポリシー」が必要となってきます。これは、AlphaGo以前のアプリでも普通にやっ
ていました。しかし、線形モデルで予測するので、せいぜいアマチェアレベルした。AlphaGoは、
線形モデルをConvNet（畳み込みネットワーク）に置き換えて、プロレベルに進化しました。



囲碁と将棋の違い

囲碁 将棋
igo 碁

将棋

盤面
19×19 9×9

駒・石
白石・黒石
機能差なし

８種類の駒
機能差あり

合法手 361手から減少 平均80手程度

終了手数 200手程度 100手程度

評価関数
石の繋がり

地
石の強さ

駒の損得
駒の効率

王の危険度



Ｃｒａｚｙ Ｓｔｏｎｅ（１）

このモンテカルロ法でのプレイアウトの方法を改良し、有利な手に多くのプレイアウトを割り当て
、プレイアウトの回数が閾値を超えたら、木が成長するように一段深い階層まで検索するアルゴリ
ズム「モンテカルロ木探索」を持った「CrazyStone」の登場は、コンピュータ囲碁界だけでなく、
ゲームＡＩ研究に革命を起こしました。

その理論的背景は「Multi-Armed Bandit」という、統計学や機械学習の分野で研究されてきた問題
の解決です。Multi-Armed Bandit問題とは、複数のスロットマシンがある状況で、与えられたコイ
ンを使ってできるだけ多くの報酬を得るための戦略を考えるようなもの。この 善の戦略は85年に
見つけられているが、計算量、メモリ消費ともに大きいため実用にはなりませんでした。そのた
め、計算量が少なくて優秀な戦略が必要となります。これに単純なモンテカルロ法を当てはめると
、「全部に同じ枚数を投入して平均結果を比べる」ですが、これでは優秀な戦略とは言いません。

ここで登場するのが「Upper Confidence Bound(UCB)／信頼上限」という考え方。これは確率的に結
果が悪かった場合、試した回数が多いほど本当にダメなので見捨て、逆に少ない場合は運悪くダ
メだったのかも知れないので見捨てないでプレイアウトを続けるというものです。具体的な式は下
のようになりますが、UCB値が高い手からプレイアウトするように選ぶと、浅い読みで良さそうな
手を優先的に深く読む「 良優先探索」のようになります。

このUCBを木探索に応用したものを「UCT(UCB applied Trees)」と呼び、UCB値の高い候補により多
くのプレイアウトを割り振り、末端でのプレイアウト回数が閾値を超えたら、その手を展開するよ
うにします。これを行うことにより、探索回数が大きくなるに従って、結果が期待値そのものに収
束することが証明されています。このUCTを 初に取り入れた囲碁ＡＩが、平手９路盤で初めてプ
ロ棋士から勝ち星をあげた MoGo でした。



Ｃｒａｚｙ Ｓｔｏｎｅ（２）

このモンテカルロ法でのプレイアウトの方法を改良し、有利な手に多くのプレイアウトを
割り当て、プレイアウトの回数が閾値を超えたら、木が成長するように一段深い階層まで
検索するアルゴリズム「モンテカルロ木探索」を持った「CrazyStone」の登場は、コンピュ
ータ囲碁界だけでなく、ゲームＡＩ研究に革命を起こしたと言えます。
その理論的背景は「Multi-Armed Bandit」という、統計学や機械学習の分野で研究されてき
た問題解決です。Multi-Armed Bandit問題とは、複数のスロットマシンがある状況で、与え
られたコインを使ってできるだけ多くの報酬を得るための戦略を考えるようなものです。
この 善の戦略は85年に見つけられていますが、計算量、メモリ消費ともに大きいため実
用にはなりませんでした。計算量が少なくて優秀な戦略が必要となります。これに単純な
モンテカルロ法を当てはめると、「全部に同じ枚数を投入して平均結果を比べる」となり
ますが、これでは優秀な戦略とは言い難い。
ここで登場するのが「Upper Confidence Bound(UCB)／信頼上限」という考え方です。これは
確率的に結果が悪かった場合、試した回数が多いほど本当にダメなので見捨て、逆に少
ない場合は運悪くダメだったのかも知れないので見捨てないでプレイアウトを続ける。
具体的な式は下のようになりますが、UCB値が高い手からプレイアウトするように選ぶと、
浅い読みで良さそうな手を優先的に深く読む「 良優先探索」のようになります。
このUCBを木探索に応用したものを「UCT(UCB applied Trees)」と呼び、UCB値の高い候補に
より多くのプレイアウトを割り振り、末端でのプレイアウト回数が閾値を超えたら、その
手を展開する。これを行うことにより、探索回数が大きくなるに従って、結果が期待値そ
のものに収束することが証明されています。このUCTを 初に取り入れた囲碁ＡＩが、平手
９路盤で初めてプロ棋士から勝ち星をあげた MoGo になります。



モンテカルロ木探索効率化（１）

現在の囲碁ＡＩの主流は、この木探索をいかに効率化するか、という部分に知恵が絞
られています。

「Progressive Widening」
囲碁の知識を用い、良さそうな手から候補手をソートして探索木を効率化する。こ

の手法を取り入れることにより、より「囲碁っぽい」手を打たせることができる。
人間の棋譜から統計を取って学習し、着手確率の高いところを重点的に探索する。

山下氏による実装例では、３×３のパターンを利用して着手点の周りの状況を判断し
ている。

これは
対称性の無視
盤端の判断
着手点の周り８マスに直前に石が置かれたか
白黒用を別に持つ

などを考えて、295万のパターンをプロ棋譜１万局から収集し保持しました。



モンテカルロ木探索効率化（２）

このパターンを利用して
全ての手に確率をつける
取られそうな石を防ぐ手の確率を上げる
相手の石が取れる手の確率を上げる
数手で相手の石が取れるパターン(シチョウ)がある場合、確率を上げる

などの工夫をしてプレイアウトを行っています。

「AMAF(All Move As First)」

囲碁のプレイアウトの場合、 終形で打たれている石は、どの順番で打ったとしても結
果が同じになると考え、全ての手が１手目に打たれたことにして、擬似的にプレイアウ
トの回数を稼ぐ方法。乱暴な方法だが、９路盤の場合なら１回のプレイアウトで50手く
らいが更新できるため、評価速度は50倍になったと換算できる。
実装する場合には、各手ごとに「通常のUCBの値」と「AMAFでの値」を持ち、探索回
数が少ないうちは、AMAFの評価を重視するように、両方をミックスして候補手を選ぶ。

「Rave(Rapid Action Value Estimate)」もAMAFと同じ意味に使われています。



モンテカルロ木探索効率化（３）

「候補手の絞り込み」
囲碁は合法手の数が多いため、モッテンカルロ法を使ったＡＩでは手を絞らないと強

くできない。そこで
・パターン参照
・盤端からの距離
・直前の相手の手からの距離
・２手前の自分の手との距離
・連の死活探索の結果
などを考慮した上位手からのみ探索を行うことで、強くすることも可能。

「メモリの節約」
探索の基本は、まだ一度も探索したことのない局面で１回プレイアウトを行い、既に

１回でもプレイアウトを行った局面では、そこで可能な手を選んでプレイアウトを行う。
しかし、この方法だと膨大なメモリが必要となるため効率が悪い。

そこで、ある手に関して一定量のプレイアウトを繰り返し、その後に別の局面に移っ
てメモリを節約する方法もある(CrazyStoneに実装)。

これらの方法で探索を効率化することにより、速度が数分の１に高速化されているに
も関わらず、棋力は大幅に向上しているのが囲碁ＡＩの現状だ。



モンテカルロ木探索効率化（４）

囲碁におけるモンテカルロ法の利点と弱点

モンテカルロ法はなぜ囲碁ＡＩに有効なのか？
大の理由は、将棋やチェスなどと違い、プレイアウトで普通に終局するゲームであ

ることだ。これはリバーシにも言えることだが、リバーシは評価関数が組みやすく、探
索空間も狭いため、モンテカルロ法を利用するまでもなく充分に強いＡＩがある。

また、他のゲームと比較すると、 善手と次善手の価値の差が一般的に小さい。その
ため確率論的な解法と馴染みやすい。手順に関係なくある位置を占めておく「布石」な
どで有利な状況が作れるというのも、乱雑さを逆に活かせることになる。

逆に囲碁に用いる上での弱点も多い。 大の弱点は、隅の死活や攻め合いなど、手順
が強制されるケース。勝てる手順が一本だけで、他は全部負けるような場合は正解にた
どり着かない。

「シチョウ(逃げても取れる形)」

「ナカデ(2眼を作らせない目的で相手の陣地の中に打ち込む)」

「セキ(お互いに相手の石を取ろうとすると自分の石が取られてしまうので手を出せな

い状態)」

などのありがちな手を考慮したり、死活の判断をプレイアウトに組み込んだりすること
で、この弱点を緩和することはできる。現在は「ありがちではない一本道」の克服が課
題になっている。



深層学習と強化(reinforcement)学習を組み合わせる

156 ぺ

グーグル・デｲープマインド社のブロック崩しゲーム。

段々、玉がバーに当たるように学習していく。

上のブロックの裏側に玉と通すと、高得点になることを発見すると、それをどん

どん狙うようになる。

「打ち手予測器」どうしで何度も試合させ（3000万回）、多数のバージョンの「打

ち手予測器」を生成する。今度は、試合の予想をする「勝敗予測器」を作成する。

この「勝敗予測器」が繰りかえしいままで説明した「評価」に相当する。

アルファ碁は次の3つを組み合わせたものである。（「ネイチャー」）

モンテカルロ法

深層学習版打ち手予測器

深層学習版評価系



知性と知能

171ぺ

天下り式に次を定義する。註：「目的」は、「動機」「狙い」などとも呼ばれる。

知性 ＝ 目的を設計できる能力

知能 ＝ 目的に向かう道を探す能力

知性

知能

探索 評価



ＰＤＣＡサイクル図

175ペ

（知性？） 現在のコンピュータ知能

Plan                                             Do

目的を持つ 探索

Adjust                                          Check

調整 評価



知性はつながり合った深層学習から

183ぺ

深層学習

深層学習 深層学習

深層学習
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王 銘 琬 の２つの軸：棋力と共感（再掲）

棋力[共時態：言語の意味]

評価

棋士[共時態（場面、臨場感、無時間）] 共感[通時態（母語・国語・社会・歴史）]

＜パロール＞ ＜ラング＞

話し手の初めての語法 町内会・職掌よるこなれた語法

（こなれてない） （こなれてくる）

≪ソシュール≫

≪デユルケム≫の社会学理論の剽窃
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王 銘 琬 の２つの軸：完成度と共感度（再掲）

…… 仕事の例：演歌歌手・オペラ歌手・絵描き・写真家・噺家

棋力・完成度[共時態：言語の意味]

評価

仕事[共時態] 共感度[通時態]

＜パロール＞ ＜ラング＞

話し手の初めての語法 町内会・職掌の語法によるこなれ

（こなれてない） （こなれてくる）
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王 銘 琬 の２つの軸：完成度と共感度（再掲）
…… 仕事の例：演歌歌手・オペラ歌手・絵描き・写真家・噺家

棋力・完成度軸[とりあえずの答え：共時態；言語の意味]

評価

仕事軸[共時態] 共感度軸[通時態：理由]

＜パロール＞ ＜ラング＞

話し手の初めての語法 町内会・職掌の語法によるこなれ

（こなれてない） （こなれてくる）

…… 棋力から共感度へ ２種のＡＩ：棋力軸は共感軸を伸ばす「手段」・「仕掛け」



註：棋力軸から共感軸へ

棋力：大まかな囲碁の軸 194～195 ペ

（１）「形成判断力」サバキ・セメ・マモリ 理論派・実践派

（２） 同じ着手でも、人により意味が違う（呉清源（サバキ） 王銘琬（セ

メ））

（３）「厚み」と「地合」のバランス感覚

（４） 着手手順・手抜きの感覚

さらに、その裏には、「碁が好き」「攻めが好き」「賭け事が好き」…などの性格的

な背景もありそうである。つまり、「動機づけ」「目的」「理由」などのギリシャ

ローマ的語彙がたち現れる。

これらも、始めはこなれないコトバ（和語）で始めるしかないわけだ。コセリュウ

の言語変化の構図から離れるわけにはいかない。



註：情報系の層別へ
頭・心・体とくれば、「知情意」を連想します。漱石の『草枕』にも

「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに

人の世は住みにくい。」

とありました。

拙稿では、ヒト個体（発生）の情報系に対するこの三分法を、それぞれ

「知覚系」 「感情系」 「運動系」

という神経細胞回路網からなるとみなし、議論の出発点とします。系統発生の情報

系である遺伝子系は、まずは棚上げとします。

さらに、それぞれを、「記号系」「システム系」「複雑系」へと層別します。層別

の基準は、

情報がどれほど離散的か混成的か連続的か？

どれくらい意識的か前意識的か無意識的か？

言換えれば、どこまで制御可能か半制御可能か制御不能か？

です。

すると、ヒトの情報系は、9 つの神経細胞網とその連合からなることになります。

これら９つの神経回路網の並行処理過程をうまく模擬（シミュレート）できれば、

ヒトの思考やことばの一端を、多少は説明できるかもしれないとの期待からです。



註：ヒトの頭・心・体にある情報系の構図

情報系 概念系 感情系 身体系

情報 （内観系） 情動系 運動系

知覚系 （内臓系・植物系） （外壁系・動物系）

制御過程 意識 （視覚系・聴覚系）

＜記号系＞ 継起的 概念・記号 感情調整 目的・試行錯誤

顕在的離散情報 意図的 分節化 瞑想 ユーモア 行為 行動

制御過程 意識的 差異同一 謙虚 自負 マキャベリ的知性

努力要 変化反復 嘘泣き 作り笑い

＜システム系＞ 混成的 イメージ・リズム 感情（狭義） 体動・表情

半顕在的混成情報 前意識的 図式 比喩 夢 閃き 喜怒哀楽 発声 身振り

半制御過程 パターン補完推論… 気分 呼吸

＜複雑系＞ 並列的 ゲシュタルト 情動 体感・反射

潜在的連続情報 反射的 シーン 直観 快不快 外壁系内臓系反応

自動過程 無意識的 錯視 変性意識 抑制興奮 瞳孔反射

努力不要 ゲシュタルト群化原理 内壁系擬情語感覚 膝蓋腱反射
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註：ヒトの頭・心・体にある情報系：例示

≪概念系≫ ≪感情系≫ ≪運動系≫

＜概念・ことば＞

＜基本情報＞
イヌ 椅子 赤さ
赤い 走る …
＜２次情報＞

入れ子 有限・無限
命題 作業記憶 …

＜感情調整＞

瞑想 ユーモア

自負心 謙虚…

不安感 安心感 …

心身一如 渾然一体 …

＜感情・気分＞

喜怒哀楽
恐れ 怒り …
飢え 渇き
痛み 性欲 …

＜情動＞

快／不快
：接近行動／忌避行動

活性化／不活性化
：興奮／抑制

＜体動・表情＞

母語 身振り
溜息 鼻唄 …

＜イメージ・リズム＞

容れ物／部分・全体／連結／
中心・周縁／上下／前後／
起点・終点／線形順序／ …

睡眠 夢 …

＜ゲシュタルト＞

ゲシュタルト知覚
：プレナンツ則 … 低レベルの差異

心的イメージ
：椅子 イヌ … 典型例 種の差異

幽体離脱・臨死体験・変性体験 …

＜目的・評価＞

姿勢 歩行 走行
静止 正座 …

動機づけ

自己評価

＜体感・反射＞

自律神経系
呼吸 心拍
攪醒 睡眠 …



註：頭・心・身体に対応する神経回路網

情報系 概念系 感情系 身体系

情報 知覚系 情動系 運動系

制御 意識 （視覚系・聴覚系） （内臓系・植物系） （外壁系・動物系）

顕在情報 継起的

デジタル 意図的 概念・ことば 感情調整 目的・評価

制御過程 意識的 概念系神経回路 感情系神経回路 運動系神経回路

努力要

半顕在情報

ハイブリッド 中間層 イメージ・リズム 感情・気分 体動・表情

半制御過程 前意識的 構造機能神経回路 構造機能神経回路 構造機能神経回路

潜在情報 並列的

アナログ 反射的 ゲシュタルト 情動 体感・反射

自動過程 無意識的 複雑系神経回路 複雑系神経回路 複雑系神経回路

努力不要



註：囲碁上達法（１）；10年前の私案

1 基本

気息法： 背筋を伸ばす・3度深呼吸

相手の手に就かない：石音から離れた場の考量・手抜きの可否・捨石･･･

素人手脱却： 冴え・軽み・無用なアテや不要な守り忌避

大局観： 盤面全体・弱石探し・厚み探し

大場より急場： 弱石・厚み・競る石運び（退かない）

形に泥まない： 定石無視・極力外回り（天元・辺・利き筋・眼作りは 後）

読みの奥行き： 3手読み → 7手読み → 20手読み

2 形勢判断

序盤： 呉清源・藤沢秀行・桑原秀策・梶原武雄

中盤： 道策 ∵ 韓流超え

終盤： 道策 ∵ 韓流超え



註：囲碁上達法（２）；10年前の私案

3 死活・ヨセ

基本詰碁（3000）3桁身体化 → 盲詰碁

3手読み → 5手読み → 7手読み

読みの体得（3桁）： 狭める＝ハネる

どう狭めても活きてしまうイキ筋・オキからハネ：

手順（２の１選択・２の２チェック）

ダメヅマリ：…

詰碁の品定め：

４．基本手筋身体化（3000） → 「手筋こなし記録」→ 盲手筋

ヨセ手筋身体化 → 「ヨセこなし記録」→ 盲ヨセ

５．棋譜並べ → 「打碁こなし記録」 道策・呉清源・藤沢秀行・

桑原秀策 棋品

楽しむ：形を掬す。
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