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３．王 銘 琬 流
『棋士と AI 』岩波新書



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
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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 →「AI の打ち方へのプロの感想表出はしにくい」

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）

→ 「ＡＩ の解釈・表現は難しい」

＜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。」

「ヒトは、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 王銘琬九段が、AI を解釈しようとして自身で思いついた布置は、

理論的構造主義のそれでした。哲学者のコセリウ並みに「スルド

イ・エライ」とみなされます。

棋力：大まかな囲碁の言語・コトバによるに

（１） 棋力軸と共感軸の抽出：一般論・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点の剔出

→ 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」のようなギリシャ・

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。構造

言語学者 E.. コセリ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：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：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：

DQ
N

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

17



18

『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、


