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『囲碁 AI 新時代』
王 銘 琬 九 段
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ツケは悪手か 敗因か：14 ぺ 図 1



ふつうのツケヒキはヒラキ：15 ぺ 図 ２



ヒラケないのにツケた。敗因か？：16 ぺ 4 図
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ところが、10手先では、白有利？：１５ ぺ ３図



8

註：ソシュールの「パロール」と「ラング」；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、どうも拘っている。」



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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王 銘 琬 の２つの軸：棋力と共感

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

…… 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

（構造言語学の根底的批判）の構図を花ら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
16



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：アルファ碁論文 の ＡＩ鍵語

直感に優れた AI

（深層学習：評価・次の一手）

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）



鍵語：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(Supervised 
Learning)ポリシー
ネットワーク：
次の一手

バリュー
ネットワーク：
局面評価

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

20
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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



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、最初は数か月もかかります。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、トッププロ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。つまり、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 プログラム5 本と対戦 → ポナンザ初勝利



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。



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。そこで、効き目の薄

いニューロンを取り除いたり、効き目を薄めたりします。つまり、人手の調整。



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.（語用論的解釈）

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（黒白映画など）



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。ついていけたのは、囲碁では、王 銘 琬、将棋 では、山

本一成 、少なくとも、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
：人による嵌め手（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。例えば「左美濃」急戦法。「3七銀飛車頭銀捨て」戦法。



ポナンザ流
：人による嵌め手（２）

127ペ

3七 銀打ち戦法



ポナンザ流
：人による嵌めて手（３）

132ペ

2八角 打たせ戦法



ポナンザ流
：人による嵌め手（４）

132ペ

角の捕獲。タダ捕られ。



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



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

モンテカルロ法は最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最中に、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。
局所的な最善手が全体の最善手ではなく、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（モンテカルロ法によれば）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。（？）
しかし最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

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。この最善の戦略は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「最良優先探索」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を最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。
この最善の戦略は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「最良優先探索」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を最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、最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？
最大の理由は、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、最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。最大の弱点は、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



大槻知史著 三宅陽一郎監修

『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』

SHOEISHA   2017
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註：目次

第1章 アルファ碁の登場

第2章 デｲープラーニング～囲碁 AI は瞬時にひらめく

第3章 強化学習～囲碁 AI は経験に学ぶ

第4章 探索～囲碁 AI はいかにして先読みするか

第5章 アルファ碁の完成

付録1 数式について

付録2 GoGui と DeltaGo の利用方法
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註：深層学習・モンテカルロ木探索・強化学習

2017年初めにかけて、アルファ碁がネット上に登場しました。そして、韓国のイ・セ

ドル九段には5局４勝１敗、中国の柯潔九段３局には全勝の成績を挙げ、プロ棋士を圧

倒しました。さらに、アルファ碁の後を継いだ「マスター」が、名だたるプロ棋士相手

にネット上で60連勝を成し遂げました。

この本は、アルファ碁が最初に発表された、「ネイチャー」誌の次のオリジナル論文を

簡潔に紹介したものです。そこでは、基本技術として、深層学習・モンテカルロ木探

索・強化学習が取り上げられています。

“Mastering the game of go with deep neural networks and tree search”

(David Silver, Aja Huang, Chris J. Maddison, Arthur Guez, Laurent Sifre, George van den 

Driessche, Julian Schrittwieser, Ioannis  Antonoglou, Veda Panneershelvam, Mark Lnctot,

Sander Dieleman, Dominik Grewe, John Nhｍ, Nal Kalchbrenner, Ilya Sutskever, Timothy, 

Lillicrap,Madeleine Leach, Koray Kavukcuoglu, Thore Graepel, Demis Hassabis, nature, 2016)

URL  http//gogameguru.com/i/2016/03/deepmind-mastering-go.pdf 
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註：アルファ碁論文 の ＡＩ鍵語

直感（閃き）に優れた AI

（深層学習：評価・次の一手）

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：試行錯誤） （強化学習：価値最大化）



註：深層学習・モンテカルロ木探索・強化学習

次の一手

局面評価

機械学習

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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ハサビス売り出す

23ぺ

８歳のときに、チェス大会で買ったコンピュータで、チェスとオセロ AI を開発

したのが、最初の実用的な Al の開発経験と言われております。

「人の脳を研究することが人工知能解明のカギになる」と考えたデミス・ハサビ

スは大学の博士課程では認知神経学を専攻しました。その研究成果は、2007年に

サイエンス誌の10大ブレークスルーの１つに選ばれています。

2000年には、機械学習に特化したベンチャー企業であるデｲープマインド・テクノ

ロジーを共同で立ち上げ、CEO をつとめました。そのウェブサイトには「世界を

より良くするために知能を解明する」という目標を掲げています。

デビス・ハサビスの頭脳を目当てに、グーグルとフェイスブックがしのぎを削っ

た末に、2014年1月、グーグルがデｲープマインドを400億円以上で買収しました。

グーグル・デｲープマインドのホームページは、次です。

https://deepmind.com/ 63



アルファ碁の強さ：60連勝
28ペ

60連勝

64



次の一手タスク（１）

37ぺ 以後 AI が考える最良の手を返すことが課題になります。このタスクを「次の

一手タスク」と呼びます。

65



次の一手タスク（２）

37ぺ

66



次の一手タスク：将棋と囲碁の難しさの比較（１）

38ペ
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次の一手タスク：将棋と囲碁の難しさの比較（２）

68



69

深層学習



ニューラルネットワーク

53ぺ

70



神経細胞とニューラルネットワーク

55ぺ

71



機械学習による「次の一手」タスク（1）

41ぺ

72



機械学習による「次の一手」タスク（２）
41ぺ、42ぺ

73



機械学習を利用した ロールアウトポリシー（１）

044ぺ

実はアルファ碁でもこのロジステｲック回帰モデルをベースに、特徴をより詳細に設

計することで、「次に一手」タスクを行う「ロールアウトポリシー」と呼ぶモデルを

作っています。少し詳しく見てみましょう。

ロールアウトポリシー：アルファ碁において、手の表面的な特徴を元に、その手が打

たれる予測確率を出力する数理モデルの１つです。高速に評

価できる特徴のみを利用するため、評価速度は速いですが、

手の予測確率はやや落ち24%程度にとどまります。

利用する学習データ： まず学習データとしては、インターネット対局サイト「東洋

囲碁」の棋譜のうち、強いプレイヤーのよる800万局面を利

用しています。

74



機械学習を利用したロールアウトポリシー学習（３）

044ぺ 8近傍や12近傍のパターンには、膨大な組合せがありますが、よく現れるもの

のみを特徴として採用します。このようなパターンのデータを利用することで、

先ほどの例では難しかった、ボンヤリとした手の抽出がある程度可能となりま

す。

ここで挙げた109747項目もの特徴を人手で見つけ出すことは、常人には出来ない職

人技のように見えるかもしれません。ただし、これらは概ね『コンピュータ囲碁ー

ンテカルロ穂の理論と実践－』（共立出版ー2012）で挙げられたものと同じであり、

人手とは言うものの、先人のノウハウを活用したものとなっています。

モデル化フェーズ：次にモデル化フェーズでは、次に示すロジステｲック回帰モデル

を用いています。ここで、各特徴に対する点数（重み）は学習により決定するパラ

メータです。x k は、入力局面がある特徴 k を持つか否かの0－1変数です。

このとき、重み和 Σ は、ある点の得点、つまり良い性質を満たす度合を表し

ます。この得点を、シグモイド関数と呼ばれる関数を通すことで、0以上1以下の

確率値 p に変換します。この結果、このロールアウトポリシーによる、強いプレ

イヤーの手との一致率は 24％ となりました。 75



機械学習を利用したロールアウトポリシー学習（４）

45ぺ この結果は、従来型の機械学習の結果として本書の基準になる値ですが、ロー

ルアウトポリシーの手は直接的な手が中心であり、人間の感覚からすると違和感のあ

る手が多いです。このモデルをどのように改良していくかに関しては、後述します。

シグモイド関数：入力の大きさに応じて、0 以上 1 以下の値に変換する関数です。

ロジステｲック回帰やニューラルネットワークを用いた数理モデルにおいて、入力

を非線形変換し、確率値に変換する目的で利用されます。詳しくは、後述します。

なおここで挙げた（1）～（6）の特徴項目は、高速に計算できるものが注意深く選

ばれています。アルファ碁ではこの他、やや計算に時間がかかる特徴である

322242  項目を加えたロジステｲック回帰モデルにより、認識精度を高めた「ツ

リーポリシー」と呼ばれるモデルも作っています。

ツリーポリシー：アルファ碁において、手の表面的な特徴を元に、その手が打たれる

予測確率を出力する数理モデルの一つです。ロールアウトポリシーより多くの特徴

を利用するため、評価速度は落ちますが、予測性能は上がります。
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8近傍と１２近傍
46ぺ

77



従来型機械学習とニューラルネットワークの比較
58ぺ

78



勾配消失問題
72ぺ

79



手書き数字認識のデータセット MINIST の例
61ぺ

80



3層ニューラルネットを用いた手書き数字認識
63ぺ

81



手書き数字認識における畳み込みニューラルネットワーク

65ぺ

82



第１層の16個のフィルター重みの例
68ぺ

83



多段のニューラルネットワークでも有効な活性化関数

70ぺ

84



２つの活性化関数、シグモイド関数と ReLU 関数の比較
71ぺ

85



逆誤差伝播法による CNN 学習（１）
73ぺ

86



逆誤差伝播法による CNN 学習（２）

74ぺ

87



逆誤差伝播法による CNN 学習（3）

75ぺ

88



CNN の学習の場合（１）

76ぺ

89



MINIST のパラメータ学習の流れ
77ぺ

90



確率的勾配降下法
78ぺ

91



最近の画像処理 CNN の研究の進展（１）
79ぺ

92



最近の画像処理 CNN の研究の進展（２）
80ぺ

93



畳み込み CNN のさまざまな発展形（１）
81ぺ

94



畳み込み CNN のさまざまな発展形（２）
82ぺ

95



96

アルファ碁
畳み込み（CNN）



アルファ碁の畳み込みニューラルネットワーク

83ペ

97



「次の一手タスク」と画像認識の類似性
84ペ

98



囲碁の手を選択する CNN （SL ポリシーネットワーク）（１）

85ペ

99



次の一手を選択する CNN ：SL ポリシーネットワーク（２）

86ペ

100



中間層のフィルター

87ペ

101



SL ポリシーネットワーク出力例（１）
87ペ

102



SL ポリシーネットワーク出力例（２）

88ペ

103



SL ポリシーネットワーク出力例（3）

89ペ

104



SL ポリシーネットワーク出力例（4）

90ペ

105



SL ポリシーネットワークの入力48チャンネルの特徴

91ぺ

106



SL ポリシーネットワークの入力48チャンネルの特徴

92ぺ

107



SL ポリシーネットワークの入力特徴量の例

93ぺ

108



SL ポリシーネットワークの畳み込み計算の例（１）

94ぺ

109



SL ポリシーネットワークの畳み込み計算の例（２）

95ぺ

110



SL ポリシーネットワークの第1層畳み込み計算例（3）

96ぺ

111



SL ポリシーネットワークの畳み込み計算と計算量（１）

97ぺ

112



SL ポリシーネットワークの畳み込み計算と計算量（2）

98ぺ

113



SL ポリシーネットワークの畳み込み計算と計算量（３）

99ぺ

114



盤面の８つの対称性

102ぺ

115



SL ポリシーネットワークの学習手法

103ぺ

116



SL ポリシーネットワークの学習フローチャート（１）

104ぺ

117



SL ポリシーネットワークの学習フローチャート（２）

105ぺ

118



SL ポリシーネットワークの学習結果（１）

106ぺ

119



SL ポリシーネットワークの学習結果(２)

107ぺ

120



SL ポリシーネットワークの学習結果（３）
108ぺ

121



SL ポリシーネットワークの学習結果（４）

1097ぺ

122



局面の有利不利を予測する CNN
(バリューネットワーク)（２）

110 ぺ

123



強化学習の位置づけ（１）

120ぺ

124



強化学習の位置づけ（２）

121ぺ

125



強化学習の位置づけ（3）

122ぺ

126



強化学習の位置づけ（4）

124ぺ

127



強化学習の位置づけ（５）

125ぺ
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129

強化学習



強化学習の歴史（１）

126ぺ

130



強化学習の歴史（２）

127ぺ

131



強化学習の歴史（３）

128ぺ

132



強化学習の歴史（４）

129ぺ

133



強化学習の事例：多腕バンデｲット問題（１）
130ぺ

134



強化学習の事例：多腕バンデｲット問題（２）
131ぺ

135



強化学習の事例：多腕バンデｲット問題（３）

132ぺ

136



強化学習の事例：多腕バンデｲット問題（４）

133ぺ

137



強化学習の事例：UCB1 アルゴリズム（１）

134ぺ

138



強化学習の事例：UCB1 アルゴリズム（2）

135ぺ

139



迷路の強化学習（１）

136ぺ

140



迷路の強化学習（２）

137ぺ

141



迷路の強化学習（３）

138ぺ

142



迷路の強化学習（４）

139ぺ

143



迷路の強化学習（５）

140ぺ

144



迷路の強化学習（６）

141ぺ

145



迷路の強化学習（７）
142ぺ 迷路のQ 学習の結果

146



迷路の強化学習（８）

143ぺ

147



迷路の強化学習（９）
144ぺ 方策勾配法

148



迷路の強化学習（１０）
145ぺ

149



150

アルファ碁の強化学習



アルファ碁の強化学習（１）

149ぺ

151



アルファ碁の強化学習（２）

150ぺ

152



アルファ碁の強化学習（３）

151ぺ

153



アルファ碁の強化学習（４）

152ぺ

154



アルファ碁の強化学習（５）

153ぺ
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アルファ碁の強化学習（６）

154ぺ

156



アルファ碁の強化学習（７）

155ぺ

157



アルファ碁の強化学習（８）

156ぺ

158



アルファ碁の強化学習（９）

157ぺ

159



アルファ碁におけるバリューネットワーク学習概要（1）

158ぺ

160



アルファ碁におけるバリューネットワーク学習概要（２）

159ぺ

161



アルファ碁におけるバリューネットワーク学習概要（３）

160ぺ

162



アルファ碁の強化学習（１３）

161ぺ

163
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囲碁のモンテカルロ木探索



164ぺ

探索（１）

165



165ぺ

探索（２）

166



ゲームの探索：SL ポリシーネットワーク
171ぺ

167



囲碁におけるモンテカルロ木探索

183ぺ

168



モンテカルロ木探索：原始モンテカルロ

183～4ぺ

169



原始モンテカルロ（１）

185ぺ

170



原始モンテカルロ（２）

186ぺ

171



モンテカルロ木探索

187ぺ

172



モンテカルロ木探索のシミュレーション・フローチャート

188ぺ

173



モンテカルロ木探索のシミュレーション・フローチャート

189ぺ

174



子ノードの選択処理（１）

190ぺ

175



子ノードの選択処理（２）

191ぺ

176



新ノードの展開処理（１）

192ぺ
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新ノードの展開処理（２）

193ぺ

178



子ノードの評価処理（１）

194ぺ

179



子ノードの評価処理（２）

195ぺ

180



探索結果の更新処理（１）

196ぺ

181



探索結果の更新処理（２）

197ぺ

182



モンテカルロ木探索の結果と最終的な手の探索

198ぺ

183
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199ぺ
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モンテカルロ木探索：改良（１）
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185



モンテカルロ木探索：改良（２）
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プログレッシヴワイドニング
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187



モンテカルロ木探索の成功要因と課題（１）

203 ぺ

188



モンテカルロ木探索の成功要因と課題（２）

204 ぺ
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モンテカルロ木探索の成功要因と課題（３）

205 ぺ

190



アルファ碁の設計図（１）

208 ぺ
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アルファ碁の設計図（２）

209 ぺ
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全体を制御する AI（1）
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全体を制御する AI（2）
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全体を制御する AI（3）

212 ぺ
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非同期方策価値更新モンテカルロ木探索（１）

213ぺ

196



非同期方策価値更新モンテカルロ木探索（２）

214ぺ

197



非同期方策価値更新モンテカルロ木探索（３）

215ぺ

198



非同期方策価値更新モンテカルロ木探索（４）

216 ぺ

199



非同期方策価値更新モンテカルロ木探索（５）

217ぺ
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非同期方策価値更新モンテカルロ木探索（６）
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非同期方策価値更新モンテカルロ木探索（７）

219ぺ
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非同期方策価値更新モンテカルロ木探索（８）

220ぺ
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非同期方策価値更新モンテカルロ木探索（９）

221ぺ
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なぜ AI か（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至難です。

「ソフトウエア」や「プログラミング」のような専門用語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、両方達者でないとうまくいかないようです。

１ ぶっちゃけた話、「ソフトウエア」や「システム」についての NHK放送大学番

組や全国紙の解説・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 に訊け

るものなら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 なぜか NHK や全国紙系列の書肆に発表し、

志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、近くの酒処でご一 緒した先生方や

同じ町内会生れであったりする方々ばかりです。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。小柴さんはまだ上梓してませんが…。



なぜ AI か（２）
さて、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。始めは不出来でも、目利きに揉まれれば、

そのうちまっとうになるはずだという一縷の望み（構造言語学の原理への盲信）

にすがる魂胆があるからです。

なぜ AI という課題を採り上げるかは、曰く言い難いですが、プログラマの限界を

一番はっきりさせますし、 飲み仲間のこれからの生業にも一番關係しそうで、

身に詰まされる噺になりそうだからです。

最近のAI 関連の著作群から、これぞという次の 4 作品を紹介します。一、二番目

は、ここ20年 AI 囲碁にもっとも入れ込んだ囲碁専門棋士 王銘琬 九段の作品です。

三番目は、将棋名人を始めて倒した AI 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。一番目から三番目は、第 1 回紹介分です。

四番目は、今回になりますが、この AI 囲碁ブームを巻き起こした「ネイチャー」

誌のアルファ碁のオリジナル論文です。ちょっと先走りますが、その鍵語（深層学

習・モンテカルロ木探索・強化学習）を、以下 3 枚の「註」で、ご紹介しておきま

す。前回はオハナシで、今回は、 NHK もどきではないプログラミングの若手向き

ハナシが狙いです。最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。



註：深層学習・モンテカルロ木探索・強化学習

2017年初めにかけて、アルファ碁がネット上に登場しました。そして、韓国のイ・セ

ドル九段には5局４勝１敗、中国の柯潔九段３局には全勝の成績を挙げ、プロ棋士を圧

倒しました。さらに、アルファ碁の後を継いだ「マスター」が、名だたるプロ棋士相手

にネット上で60連勝を成し遂げました。

この本は、アルファ碁が最初に発表された、「ネイチャー」誌の次のオリジナル論文を

簡潔に紹介したものです。そこでは、基本技術として、深層学習・モンテカルロ木探

索・強化学習が取り上げられています。

“Mastering the game of go with deep neural networks and tree search”

(David Silver, Aja Huang, Chris J. Maddison, Arthur Guez, Laurent Sifre, George van den 

Driessche, Julian Schrittwieser, Ioannis  Antonoglou, Veda Panneershelvam, Mark Lnctot,

Sander Dieleman, Dominik Grewe, John Nhｍ, Nal Kalchbrenner, Ilya Sutskever, Timothy, 

Lillicrap,Madeleine Leach, Koray Kavukcuoglu, Thore Graepel, Demis Hassabis, nature, 2016)

URL  http//gogameguru.com/i/2016/03/deepmind-mastering-go.pdf 
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註：アルファ碁論文 の ＡＩ鍵語

直感（閃き）に優れた AI

（深層学習：評価・次の一手）

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：試行錯誤） （強化学習：価値最大化）



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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昔の 「ソフトエア」解説 ・ 今の「 AI」の解説
やつ枯れ（1人称の卑称）のような認知症の場合、介護の方々やお医者さんとの付き

合いは、気楽なようでもどうして微妙です。永いあいだ互いに面識があっても、世間

噺で AI を話題にすることはめったにない。お天気の話、せいぜいが寅さんとリリー

のような無難この上ない世間噺をしたりしなかったりです。もっとも、AI にかこつ

けて、「恋してんのと、出来てるのとどう違うのよ。」などとリリー（浅丘ルリ子）

にふっかけられと、山田洋次監督もやつ枯れも笑いをとるのに四苦八苦しそうです。

ところが、最近ご常連さんや一見（いちげん）さんのあいだで、 AI という話題が飛

びだすようになりました。酒処で酒徒にパソコンやワープロを解説すべく、一昔前、

苦心惨憺して文庫本を1冊上梓した頃がしのばれます。「今度は AI か」とウンザリし

かけたところ、パソコンやワープロの解説より AI の方がけた違いに楽なことに気が

付きました。まず、カタカナ語の解説が大幅に省ける。似非解説の胡散臭さを関係者

はすでに経験済みですから、本論にただちに入れる。…つまりは、コンピュータ科学

の「養老孟司的能書き」をかいつまんで展開すればよろしい。例えば、こんな調子。

「学校じゃない人生でぶつかる問題に、そもそも正解なんてない。…とりあえずの答

えがあるだけだ。この本の中身のように考えながら、ともかくわたしは還暦をすぎる

まで生きてきました。だからそういう答えもあるのかと思っていただければ、それで

著者は幸福です」。（『バカの壁』）」こういう志は、縄文人の成れの果てである私

たちは世界一了解が速いようです。
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Ⅰ 「ゲーム と AI 」から

「認知 と AI 」へ



ゲームからヒトの認知へ
ここで、＜囲碁＞のような「ノム・ウツ・カウ」の趣味のハナシから、＜藤沢 周平や

原 尞＞のような三文小説のハナシへ、関心を移します。すると、

「AI は、ヒトやヒトもどき（子ども・チンパンジー）の認知一般にどう迫れるか？」

という、より込み入ったテーマが立ち表れます。

ここには、いままで「わかみず会」でやつ枯れが採り上げてきたテーマが全部入ります。

＜知らない言葉遣いや語法を子どもや素人に説明するような課題＞も、また＜前提とし

ての日常言語の確からしさ＞という課題もみんな入ります。これらのほとんどの課題は、

＜アルファ碁と AI ＞というテーマより桁違いに難しい。

そこのところの差異を感得できないと、センター試験の日本語をまともに解析・解釈で

きると錯覚する本郷界隈の学者もどきのような嗤い噺がいくらでも出来するわけです。

例を挙げれば、次のようなレベルの違う課題の難しさを感得できるかどうかがヘソです。

＜AI とは何かを、子どもやチンパンジーに分らせる＞

＜言葉や語法の限界を、現象論的語法（ヘーゲル・吉本）でなく説明する＞

＜碁の勝ち負けの楽しさより、碁の面白さをプロの碁打ちに分らせる＞

＜ヒトのモノ・コト・サマの分り方（了解・納得）は、なんとおりも別の仕方で有る＞



今まで、「わかみず会」で話題にしたこと

言語論的話題

日常言語への信任（ルードウィッヒ・ウィットゲンシュタイン）

縄文語や縄文基語は、どんな言語であったか（小泉 保）

和文と欧文の違いはなにか（三上章・佐久間鼎・折口信夫）

数学や論理の話題

西欧では印欧語的発想がどう批判されてきたか

（グレゴリー・ベイトソン、ルードウィッヒ・ウィットゲンシュタイン）

哲学的話題

認知言語論はどこまで言語に迫ったか（ジョージ・レイコフ）

神経生理学の話題

子どもは言葉をどう習得するか（マイケル・トマセロ）

日本人の神経生理学的特徴はなにか（三木 成夫）

システム論の話題

ヒトは言葉をどう位置づけるか

（フェルデｲナン・ド・ソシュールほか）



AI 噺の前提

おハナシを進めるには、どこかからか始めなければなりません。まったく手ぶらで

AI 論 を始めるというわけにはいかない。というわけで、拙文中の日常言語語法への

妄信は、本稿の前提・仮定・公理のようなもので、説明抜きです。例えば、

ヒトの知覚系・感覚系・身体系にまつわる個人的日常感覚や情報は無、これを無反

省に拠り所にする。

日常言語（和文）の確からしさは、これを無条件に妄信する。

システム論的語法（構造・機能・揺らぎ・境界・学習…）は、養老孟司のように説

明抜きで頻用する。

三木成夫のような生態学者の語法は、借用する。たとえば、ヘッケルの「反復説

（個体発生は系統発生を反復する）」や「身体の外壁系（動物系）」「内壁系（植物

系）」など。



やや硬い日常言語
＜やや硬い語法の多用＞

まず、日常言語（分節化）情報を前提・仮定します。次のような語法は説明抜き

です。ただし、岩波用語を連想させるような語法はできるだけ避けます。

哲学もどき用語 ：概念・本質・分類・構造（形）・機能（時間）

数学用語 ：予測・探索・確率・

因果（先行出来事と後行出来事ののっぴきならない関係）

神経生理学用語 ：ニューロン・シナプス・学習・直感・閃き・記憶・想起

システム論的用語：試行錯誤の目的・動機づけ

＜情報系の層別＞

潜在情報・混淆情報・顕在情報に３分します。次ページ参照。

（１）潜在・連続（アナログ）情報 ： 制御可能性と意識化の程度により層別

（２）半顕在・混成情報 ： アナログでもデジタルでもない情報

（３）顕在・分節化（デジタル）情報：

入力系： 知覚系；五感 → 視覚系・触覚系…

処理系： 感覚系；入力情報の重みづけ 了解・共鳴・包含

出力系： 身体系；試行錯誤
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Ⅱ 認知の枠組み
ー情報系の視点ー



ヒトの頭・心・体にある情報系：神経生理学関連用語

情報系 概念系 感情系 身体系

情報 知覚系 情動系 運動系

（視覚系・聴覚系） （内臓系・植物系）（外壁系・動物系）

制御過程 意識

顕在的離散情報 継起的 概念・ことば 感情・気分 目的・評価

意図的 分節化 喜怒哀楽 行為・動作

意識的 差異同一・変化反復

努力要

半顕在的混成情報 中間層 イメージ・ひびき ストレス・衝動 体動・表情

半制御過程 前意識的 閃き・再認 勘・直観 表情・母語

潜在的連続情報 並列的 ゲシュタルト 情動 体感・反射

反射的 プレｸﾞナンツ則 内壁系 外壁系

自動過程 無意識的 快不快・抑制興奮

努力不要 218

制御過程



知覚系 [ 視覚系・聴覚系 ] 情報の特徴
＜３つの知覚情報系における鍵語＞

Ⅰ 記号系： 概念・ことば … 離散情報

分節化 [ 差異化・同一化・変化・反復・論理 → 理解 ]

→ ① 古典的な思考3原則：同一律、矛盾律、排中律

（アリストテレス、B. ラッセル）

② 形式性：解析学、応用数学、幾何、代数、数論…

動くこと、測ること、形づくること、合成すること、数えること

（S. マクレーン）

Ⅱ システム系： イメージ・ひびき … 混成情報

自己参入性 [ 自己言及性・相互作用・構造と機能 → 得心 ]

→ 再帰性、自己増殖、多様性、境界、使いまわし、調整、…

Ⅲ 複雑系： ゲシュタルト … 連続情報

揺らぎ [ 応答・安定性・可塑性 → 了解 ]

→ 規則；冪法則、ジップの法則、対数正規分布、…
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Ⅲ 日常言語



日常言語（日本語）に拘る 経緯

三文小説の語法を狙って、遅々たる歩みを続けてきました。試行錯誤の結果、目

配りをし、採用した鍵語を、以下の右側に示します。なお、灰色の鍵語は現在検

討中のもの。

ベイトソンの情報論： 記号系 システム系 複雑系

トマセロの認知言語学的言語習得論： 発語内容 発語態度 発語内効力

進化発生論： 構造と機能 自己参入性 揺らぎ

関連性理論： コト（題述関係） サマ（確信度） ムウド（法）

佐久間文法・三上文法： 二分法[詞 辞] →  [コト サマ ムウド] の粒度へ

現代日本語と印欧語の峻別： 述語一本立て 係り係られ

母語の個別発生と系統発生： 語感 語幹 語根 語源 祝詞 諺 枕詞 律文

縄文語と縄文基語： 膠着語 抱合語 アイヌ語 擬音語 擬態語 擬情語
221
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Ⅳ 言語
コト・サマ・ムウド
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発話の構図：トマセロ・関連性理論

≪非言語的文脈（= 心的・身体的励起）≫

≪言語的文脈（= 心的想定）≫

話し手・聞き手の 知識・期待・遠近法（perspective）

発語内効力(illocutionary force）

発語態度 (attitude )

発語内容 (content)

題目・焦点化（topic -focus）

（modal） （epistemic）

＜伝達的関連性＞ ＜認知的関連性＞ ＜情報的関連性＞

[発話で意味されること] [発話で言われていること]            [発話の言語的意味]

意図・信念 … 確信度・関連性 … 認知・情報 …

「本音か？」 「本気か？」 「本当か？」



母語のイメージスキーマ

矢印は、必ずしも因果関係ではなく、呼応や相関一般などを表します。太いのは大まか

な相関、細いのは少し因果性の強いものです。大雑把です。赤字は今回のテーマです。

＜ヒト：個体発生＞

頭； ことば・概念
イメージ
ゲシュタルト

心； 感情
衝動
情動

体； 目的・評価
体動
反射

＜母語：日本語＞

感嘆文

平叙文…

ムウド 文断片

語法

零記号

助辞

助動辞

サマ 活用形
擬情語

名詞

形容詞

コト 動詞

準詞…

述語一本立て
係り係られ・陳述度

＜母語：系統発生＞

現代日本語

中世語

古語

＜状況・談話・思考＞

話し手・書き手の立ち位置

意志閾

時制/相 閾

推量閾

形状閾

存在閾

……

224江以上224
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Ⅴ 母語



現代日本語：素モデル

体：

体壁系・動物系

→   揺らぎ

心：

内壁系・植物系

→ 自己参入性

頭：

視覚系・聴覚系

→ 分節化

ゲシュタルト 「形状閾」

イメージ・ひびき 「存在閾」

＜コト＞
テニヲハ

概念・ことば： 想定分節化

述語一本立て
係り係られ・陳述度

情動 「推量閾」

ストレス・衝動 ＜サマ＞
題目「ハ」 活用形

感情・気分： 喜怒哀楽・快不快 助辞 助動辞 擬情語

体感・反射 「意志閾」

体動・表情・母語 ＜ムウド＞
甲型（スル）＜ 乙型（アル）

目的・評価： 意志・行為 法 文末助詞 敬語法

ああ

226
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Ⅵ 印欧語と縄文語



母語：語感；語幹・語根・語源

音節数の少ない日本語では、語幹や語根に、子音や母音の語感を込める表現が多い

ようです。また、擬音語・擬態語・擬情語をとても上手に使い分けます。次の間投

詞的言い回しなどはどうでしょうか。

アッと、ウッと、エッと、オッと、

カッと、キッと、グッと、

サッと、スﾂと、ザッと、ジッと、ズッと、ゾッと、

ツッと、ダッと、ドッと、

ニッと、ヌッと、ノッと、

ハﾂと、フッと、ホﾂと、バッと、ボッと、バッと、ピッと、プッと、ボッと、

ムッと、メッと、

ヤッと、ヨッと、

ワッと

古語まで遡らないと、これらはなかなか了解しにくい。そこで、少し寄り道になり

ますが、縄文語や縄文基語を採りあげました。三内丸山のような縄文文化を望めば

望むほど、アイヌ語をしっかり位置づけなければならないと思い知らされます。 228



日本語は概念による分節化を超えて、
「もの」を言表そうとする。

和英辞書で、「もののあわれ」を引くと“ pathos ”、また「佇まい」を引くと

“ appearance ”とあります。

やつ枯れの英語感覚でいくと、“ pathos ”は「哀愁」、“ appearance ”は「

みてくれ」となります。

「哀愁」だとヴィヴィアン・リーを連想してしまいます。「もののあわれ」には、

本居宣長を担ぎ出すまでもなく、やつ枯れの和語感覚でいくと、佇まいのような

雰囲気と心の遣る瀬無さが込められています。「みてくれ」と「佇まい」との間

には、千里の径庭があるように感じます。

概して、

和語によるまっとうな「俳句」や「短歌」

和語の「語幹」や「語根」の含みや意義づけ

を素直に見て取りますと、状況や前意識・無意識に日本語が迫っているのが感じ

られます。 229
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俳句を印欧語に翻訳できるか？

古池や 蛙飛びこむ 水の音 （芭蕉）

Old pond - frogs jump in - sound of water. （小泉八雲 ラフカデｲオ・ハーン）

The ancient pond –

A frog jumps in,

The sound of water. （ドナルド・キーン）

複数のカエル （ハーン） から単数の蛙（キーン ） に至るまでに、半世紀の歳月

を要しました。キーンの翻訳はかなりいい線を行っているようです。もっとも、彼

はやつ枯れなどより、日本古典文学に数等明るく、かつ日本語も強い。

それでも、「カエル」と「かはず」の違いや切れ字を十分に訳出できてはおりませ

ん。深川の芭蕉庵を連想させたり、五七五の韻律をもたらすことはできていないよ

うです。



切れ字：通説
切れ字にちょっと触れておきましょう。

古来、「発句切れ字十八」と称されるのは、次です。五七五の、初五、中七、座五

にそえて、音調をととのえます。

① かな・もがな・ぞ・か・や・よ（終助詞）
② けり・ず・じ・ぬ・つ・らむ（助動詞終止形）
③ け・せ・へ・れ（動詞命令形）
④ し（形容詞終止形）
⑤ いかに（副詞）

いまの俳句では、このうちの「かな」「や」「けり」しか使われないようです。

古池や 蛙飛込む 水の音 …… 切れ字は、「や」

雪ながら 山本かすむ 夕かな …… 切れ字は、「かな」

道のべの 木槿は馬に くはれけり …… 切れ字は、「けり」

分け入っても 分け入っても 青い山 …… 切れ字は、ない

国文法の通説では、「かな」は多く座五に使われ感動、詠嘆を表し、「や」は多

く初五に使われ詠嘆や呼びかけを表し、「けり」は多く座五に使われ、断言する

ような強い調子を与えるなどとされますが、こういう決めつけは危ういようです。

発句ごとに、そのイメージ・ひびき・ゲシュタルトを吟味しなければなりません。 231



談林から正風へ
古池の句は、一説によると、初めは談林風に次であったとされます。

古池や 蛙飛ﾝだる 水の音 『庵桜』

その後、七五がさだまり、芭蕉が上五に「古池や」を置いたようです。

古池や 蛙飛込む 水の音 芭蕉

其角は「古池や」でなく、「山吹や」としましたが、芭蕉はそれを斥け

ました。

山吹や 蛙飛込む 水の音 其角

同じような談林から正風への選好例が次です。

五月雨を 集て涼し 最上川 はせを 歌仙

五月雨を 集て早し 最上川 『奥の細道』

中七に、談林風の軽い拍子（飛ﾝだる）や自分の感情（涼し）を置くのを

避けているようです。そのほうが、知覚系のイメージ・ひびき・ゲシュタ

ルトが鮮明になります。芭蕉にしたがって、二読三読して「行きて帰る味

わい」を求めますと、却って感情・情動も深まるようです。 232



感覚系：快不快・情動

それまで日本人が感得できなかった感覚を創めてつかみ取り、表出する句も多い

ようです。

以下は、ちょっと他のひねりかたが想像できないような句たちです。ややあぶな

い擬態語・擬情語を懼れないところは、玄人だからでしょう。

梅が香に のっと日の出る 山路かな 芭蕉

閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声 芭蕉

菊の香や 奈良には古き 仏たち 芭蕉

ほろほろと 山吹散るか 滝の音 芭蕉

あまがえる 芭蕉にのりて そよぎけり 其角

春の海 終日のたり のたりかな 蕪村

くろがねの 秋の風鈴 鳴りにけり 蛇笏

芭蕉に「古池」を斥けられた其角を入れておきました。拙稿ではあまり触れられ

ないヒューモアやウィットに強いようですので。
233



身体系：体動・体感

同じく、それまで言表されなかった体動・体感をつかみ取ってみせたのが、

たとえば、以下です。

ゆく春や おもたき琵琶の 抱心 蕪村

斧入れて 香におどろくや 冬木立 蕪村

夕立や 草葉をつかむ むら雀 蕪村

おりとりて はらりとおもき すすきかな 蛇笏

蛇足になりますが、いわゆる俳論は、知覚系（聴覚系・視覚系）、感覚系、

運動系のどれかだけに入れ込んで、立論を展開してしまうものが多いようで

す。縄文語や縄文基語の議論と似ています。ことばには、コト・サマ・ムウ

ドが、いつでもどこでもついてまわることを忘れないようにしたいものです。

俳句談義の最後に、連歌から俳句の発生に至る道筋を、抑制をもって説明し

ていると思われる詩人 吉本隆明の講演を紹介しておきます。
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俳句の成立ち（１）：吉本隆明

俳句の発生を語る詩人吉本隆明を引きます。

荒海や 佐渡によこたふ 天河

ひとりでつくるんだということ、それから短いんだということ、このふたつに

ついて芭蕉はものすごく苦労しています。「佐渡によこたふ」というのはいか

ようにもいえるわけです。「荒海や佐渡にかかれる天河」と、こういったって

いいわけだけれど、どうして「よこたふ」といったのか。そこに芭蕉の工夫が

あるように思います。

五・七・五という短い形になってしまったけれど、五と七は、ふたりの人間の

問答だというくらい、あるいは客観と主観というくらい違うように表現する必

要があるというのが芭蕉の考えだったと思います。俳句にするにはやっぱり客

観的なものを主観的なものに転調しなければダメなのではないか。そうするこ

とによってポエジーが生れてくる、というのが芭蕉のひとつの工夫だったと思

います。



236

俳句の成立ち（２）：吉本隆明

客観ー客観のように見える句でも、芭蕉の句には、どこか主観的な傾向が込め

られています。･･･この「よこたふ」は、自然描写のようでいて、じつは擬人

的に主観化されているわけです。

もう一句、たとえばー、

暑き日を 海にいれたり 最上川

この句でも、「海にいれたり」といわなくても、いくらでも言いようはあるわけ

ですが、なにか意志が加わって「いれたり」といっているように思えます。つま

り、芭蕉は客観性と主観性を交互に繰り入れるというようなことをちゃんと工夫

してやっている。ここがうまくいっていると、いい句だ、文句のいいようがない

よということになる･･･ （『日本語のゆくえ』）



ふつう言葉で尽くせない何かを仄めかす。

次のような間投詞たち（この「たち」は、母語感覚に合わないかもしれない）は、

イメージスキーマ・ひびきやゲシュタルトのような知覚状態

ストレス・衝動や情動のような心的状態

体動や体感のような身体的状態

をうまく言表しています。

アッと、ウッと、エッと、オッと、

カッと、キッと、グッと、

サッと、スﾂと、ザッと、ジッと、ズッと、ゾッと、

ツッと、ダッと、ドッと、

ニッと、ヌッと、ノッと、

ハﾂと、フッと、ホﾂと、バッと、ボッと、バッと、ピッと、プッと、ボッと、

ムッと、メッと、

ヤッと、ヨッと、

ワッと

日本語を母語とする私たちが、これらをほぼ正確に使いこなせるのは不思議と言えば

不思議です。音節数の少ない日本語は語幹や語根に、子音や母音の語感を込める表現

が多いようです。概念を分節化することが多いフランス語や英語にこれらを翻訳する

のは、ドナルド・キーンでもかなり難しいのではないでしょうか？ 237
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擬音語・擬態語・擬情語：通説

ゲシュタルトやひびきを担う擬音語・擬態語・擬情語の通説を並べておきます。梅原

猛の素人アイヌ語論と対比するために、玄人 佐久間 鼎によるまともな分析を、すぐ

後で紹介します。

擬音語：外界の音の形容する言葉。

ア；大きいもの、荒いもの。 「ザーッと」「ガバッと」

エ；人気が無い。品が無い。 「ヘナヘナ」「セカセカ」

イ；小さい感じ。 「チビッと」「チンマリ」

オ；アに準ずる。 「オドロオドロ」

擬態語：音のしないものを音がするように表す言葉。客観的様態だけでなく、心情

も想像している。

区別する：ハッキリ

考え ；シッカリした

光る ：キラキラ ピカピカ

見る ；チラッと ジッと ジロジロと シゲシゲと

歩く ；テクテク スタスタ ブラブラ ヨチヨチ トボトボ

シャナリシャナリ

擬情語：感情や情動を表す言葉。

イライラ ムシャクシャ ヤキモキ ヘドモド
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