JAUW 京都支部

第２回例会を開催しました。

日

時

2016 年 9 月 24 日（土）13:30～16:30

会

場

ウィングス京都２Ｆ 会議室２

参加者

22 名（会員 16 名、一般 6 名）

内

Ⅰ、講演 人間の知性を超える人工知能 －ある勝負の記録―
講師 奈良女子大学研究院自然科学系教授 篠田正人先生

容

Ⅱ．活動報告と連絡事項
◆

久保宜子支部長挨拶

司会・中川慶子

熊本や岩手などの地域の災害に心痛む昨今ですが、一方リオオリンピック・パラリン
ピックでは世界の多くの国から集まった人々の間に流れた爽やかな友好の風が今後も吹き
続けて欲しいものです。昨今はコンピュータに支配されているような日常で、知らないで
は置き去りにされるような不安もあり、いろいろ学ばせて頂ける今日の機会を嬉しく心待
ち申しておりました。
◆

講師

篠田正人先生の紹介

東京大学理学部数学科ご卒業後、大学院数理科学研究科修士課程修了
1994 年 9 月
2012 年

博士課程中退、10 月奈良女子大学理学部助手に就任

奈良女子大学理学部教授就任。専門は確率論

ご趣味の将棋はプロ級で、学生十傑戦で優勝、全国アマチュア竜王戦
でも優勝の実績をお持ちで、電王戦の解説や著書も出されご多忙にご
活躍です。

Ⅰ

講演

『人間の知性を超える人工知能―ある勝負の記録―』

先生からいただいた講演のレジュメは下記の通りです。大変明快に且つ丁寧にまとめて
ありますので、充分ご講演の内容をご理解いただけますが、質問も沢山出ましたので、質
問や意見、ご講演の中のエピソードや専門的な内容をミックスして、レジュメの後に報告
として項目別にまとめて付記しました。いろいろの内容の質問に今日の講演への皆の関心
の高さが感じられました。
【レジュメ】
私（講演者）が子供の頃、将棋がとても好きでしたが近くになかなか相手がおらず、将
棋の勉強法は本を読むことがもっぱらでした。ある日見た漫画「ドラえもん」の「ひみつ
道具」に『この機械があれば、相手がいなくても将棋ができる。コンピュータで強さを調
節できる』という「セルフ将棋」が描かれていたとき、本当にこんな道具があれば楽しい

だろうな、と思ったものでした。

コンピュータに将棋を指させる試みは 1974 年に始まりました。将棋は手順のパターンが
10220 通り、局面のパターンが 1069 通りあると概算されており、コンピュータをもってして
も強いプログラムを作ることは困難だろうと言われていました。ドラえもんは 22 世紀のお

はなしという設定になっていますが、強いコンピュータ将棋もその時代まで待たなければ
ならないと思われていました。そして、「コンピュータが人間のチャンピオン（名人）に勝
つことは永久に不可能である」と言う意見が、1990 年頃まで多数を占めていました。
しかし 21 世紀に入り、
「局面評価」や「探索技術」の向上によりコンピュータ将棋は急
激に強くなりました。中でも 2005 年に公開されたプログラム「Bonanza」が用いた機械
学習の手法は革命的で、その後数年でプロ棋士を脅かす強さになりました。「コンピュータ
は人間よりも強いのか？」という世論の盛り上がりもあり、2012 年からプロ棋士とコンピ
ュータ将棋プログラムが対戦する「電王戦」が始まりました。そこでもコンピュータ将棋
は強さを見せ、棋士を何度も負かし、2016 年現在ではすでに名人を超えているのではない
か、という意見が大勢となっています。そしてお隣の囲碁界でも、2016 年に Google 社が
開発した AlphaGo が同じように人間のトップを超えようとしています。こちらは「深層学
習（Deep Learning）」という技術が用いられていて、日々さらに強くなっていっているそ
うです。
さて、私が子供のころから夢見ていた「将棋を指すコンピュータ」はこのように実現し
ました。しかし、いざ出来てみると、それを快く思わない人も少なからずいることがわか
りました。「人間を負かして楽しいのか」「棋士の仕事を奪うのか」「そんな機械を開発して
なんの意味があるのか」
・・・。将棋で人間がコンピュータに負かされるくらいは当たり前
で大したことではないように思われるかもしれませんが、いろいろな議論が巻き起こりま
した。いま将棋界はコンピュータ将棋により大きな影響を受け、プロ棋士の存在意義が問
われています。
こうした軋轢は、今話題の「人工知能」の進展の様々な場面でも必ず現れます。車の自
動運転や医療診断、感情認識ロボットなど、便利になる一方で人々は嫌悪感や畏怖を感じ
ることもあります。「機械が人間を超える」そのひとつの例として将棋界で起こったことを
お話ししたいと思います。
以上、レジュメ終わり
以下、報告です。
１．将棋とは
将棋や囲碁のゲームは基本的にどちらも相手との指し手の繰り返しで、組み合わせ数が
天文学的数値でなかなか最後まで探索しきれないゲームである。
将棋は

盤面が 9×9, 駒は８種類、

相手の王を捕まえる。

囲碁は

盤面 13×13 石は黒、白の２種、

陣地を取る。

やり方が違うが、どちらも

①運の要素が入らない

②パターン数が非常に多いことが特

徴。
ゲームにおけるパターン｛状態空間）数は

将棋…1069

囲碁…10171

スパコン京の計算能力は、１秒間に 1016 回、１年で 1021～22、回
１億台で 1030 回
２、コンピュータ将棋の歴史
1974 年

早稲田大学の滝沢教授により研究が始められる。商品化は 11 年後。当時の風

潮として将棋はパターン数が多いからコンピュータは人間に勝てないといわれていた。
海外では 1968 年にコンピュータチェスが開発され、AI 業界では大きな出来事であった。
1990 年

初のコンピュータ将棋の選手権。この時期ではコンピュータは殆ど人間に勝て

ず。
1995 年

コンピュータがアマの棋士の初段の実力を持つ。

この時期、大山名人が「コンピュータはミスがないから将来必ず人間に勝つ。だからコ
ンピュータに将棋をさせてはいけない。棋士の生活を脅かす事のなる」と。しかし多くの
棋士はこれを否定した。
羽生棋士は「コンピュータがプロ棋士を超えるのは 2015 年」と予想した。理由はコンピ
ュータの性能の進歩とプログラムの改良でと。結果的には彼の予想が当たったが、20 年前
何を思って彼がそのように言い切ったのか？
2005 年

コンピュータ将棋はアマ５段の実力を持ち、アマ将棋全国大会でベスト 16 に
入る。この時の解説は篠田先生、先生の実力は 2800 点台で、2008 年頃にはコ
ンピュータに抜かれたと実感されたとのこと。

2006 年

2000 年代に入り将棋フアンが急増、コンピュータ将棋との対戦で人間が負ける
場も出て来た。これを案じた将棋連盟が勝手に対戦して負け、人間の方が弱い
と言われるのは心外だと対戦禁止令をだす。

2008 年

コンピュータ将棋がアマトップを破り、いよいよプロの出番となる。

2010 年

清水市代女流王将が「あから 2010 」と対戦。

この時、彼女１人が 173 台のコンピュータと対戦した。何故初めてのプロとコンピュー
タの戦いに女性王将を当てたのかと同じ女性として何となく気持ちがひっかかった。この
時の対局条件に付いて公平かどうか等が問題になった。
2012 年

第一回電王戦に引退プロの米長棋聖が対戦したが、対人の時と違う指し方で物

議を醸した。

2014 年

第３回電王戦では東大の 670 台のコンピュータ（１秒間に３億手を読むことが

可能）を接続した。条件の違う人間とコンピュータのゲームで公平な条件とは何か等問題
もあるが、コンピュータが人間を越したとの認識を情報処理学会は持った。
３．コンピュータ将棋の原理
①

５手先、10 手先を考えてどの手が一番良いかを判断する。コンピュータは人間のよ

うに有利な指し手を判断できないから、評価関数を作ってその値の大小で次の指し手を絞
っていく。
②

駒に点数をつける。また場の状況（駒の位置）にも点数を

つけ、それらの点を合計し価値の高い駒を沢山持っている方が有利
となる。計算はコンピュータの得意とするところでありコンピュー
タの利点を活用できるが、点数を付ける所が評価関数の難しさであ
る。現在では、過去の 5 万局の将譜というビッグデータにより数億
個のパラメータを機械学習により調整し、点数を少しずつ調整する
様に多変数関数の理論を導入するなどコンピュータ将棋には大学
の研究者が多い。学問として研究していたことなどが強くなった原
因のひとつである。
４．人工知能（artificial intelligence、AI）研究の流れ
人工知能の歴史は人間の知的な活動を懸命に真似しようとしてきた歴史ともいえる。
人工知能の実現により便利で豊かな未来を夢見て始まった研究で、22 世紀のロボットとし
て設定された『ドラエモン』の秘密兵器の一つがコンピュータ将棋であった。
1956 年

初めて人工知能の言葉が登場。人間のように考える機械を人工知能と呼ぶこと

にしたとのこと。世界初の電子式コンピュータ（巨大な計算機）の誕生でコンピュータが
何時か人間より賢くなると思われた。しかし期待を実現するには様々な難関が有りブーム
と谷に、もまれながら現在の第３次ブームに到り世の中いたるところに人工知能を名乗る
製品の出現や話題の様々があふれている。
第一次ブーム

1960 年代

専ら推論と探索の時代と言われ、人間の思考過程を記号で表

現。やがて実現するという楽観的予測で野心的研究が行われた。
第二次ブーム

1980 年代

コンピュータ性能の急速な進歩で人工知能の可能性が強く

なったものの複雑な現実問題には対応できなかった。この時期は、主として大学の研究者
の間で研究であった。
第三次ブーム

2015 年～現在

ビッグデータによる機械学習、deep learning による技

術改新でグーグルの自動運転車、感情認識が出来るロボット・ペッパー君の出現、IBM の
人工知能ワトソンのクイズ王獲得、医療診断等急速に進展してきた人
工知能現象を良しとするか、どうか？
５、強い AI と

弱い AI

弱い AI…人間の真似をする AI

人工知能に対する不安等様々な反応がでる。

強い AI…人間の能力以上に高度なものが出来る AＩ。

2045 年頃には技術的特異点に

達し人間を超えて人間を脅かす存在になるなどの憶測もある。
６、今後の問題点
①

人間不要論…コンピュータ将棋の初めころは人間がプログラムを組んだ。プログラ
ムは、ひたすら強いプロ棋士の指す手順を勝負の記録から取り真似をしていた。最
近はコンピュータ同志が勝手に将棋をして学習し強くなっていく。一晩に一億局は
勝負できるので強さの習得ができやすい。人間は不要である。このことが将棋界だ
けの事なら問題ないが、将棋界以外にも出てくるとどうなるか。

② 進行の速さ…22 世紀のロボットという設定であったドラエモンが 100 年先でなく僅
か 40 年で実現した。30 年先と予想されていたコンピュータ碁（Alpha 碁）が１年で
世界３位のイ・セドルに勝った。
③ 人工知能の発展で便利になったが果たしてそれで我々は幸せか
④ 判断が苦手な AI の問題…判断を必要とする医療で医療診断をするシステムができた
との事であるが、裁判や政治の世界まで入りこんで来たらどうなるか
⑤ 芸術分野への AI の進出の可能性…AI がするから価値がないとは言えない。何を目指
すかは人によって違い評価も様々である。
⑥ 人間の全面的な能力の退化への懸念…人間が今でのように身体的や頭脳を使わない
で済む状態が出てくれば退化するのは当然
⑦ コンピュータのミスのなさ…どんでん返しがなくなりゲームなどが面白くなくなる
のでは？

但しコンピュータのプログラムを作っているのは人間であるからコンピ

ュータ将棋でミスが絶対ないとはいえない
⑧ AI が仕事をすることで、なくなる職業の問題…20 年後には現在の半数近くの職業が
なくなると予想され、リストも現われている。
⑨ AI 世界での日本の評価…日本はアイデアは多いが、それを実証して形にするための
経済的基盤が弱いので世界でのランキングは高くない。優秀な人はアメリカに行って
研究することになる。コンピュータソフトの開発費用…主として個人持ち。大学の研
究費は使えない。
⑩ 2017 年の羽生三冠王とコンピュータ将棋の対戦成績の予想…シビアなところ勝率予
想は５％。彼が何を考えて対局するのか？
今年の高校入試にプ
ロ棋士がコンピュータ
に負けた記事が取り上
げられて吃驚の話題も
ある昨今である。強い
AI が、一方的に発展し
人間の手に負えないものの出現への興味と同時に不安が一般の人間のみならず、AI 開発者

の間でも取沙汰されて、倫理委員会がつくられている。
講演の最後のまとめとして
「将棋が強くなることが夢であった。ロボットが出来、強くなった結果は単純に嬉しいだ
けではなくなった。強いコンピュータ将棋が出来るという未来がもっと向こうになると思
っていたが進化は思ったより早い。
」と強調されて締括られた。
高橋侑子副支部長の閉会挨拶
先生のご専門と趣味の表と裏からの解説で大変楽しかった。機械が何をしているかがよ
く判った。楽しさや面白さはあまり中身を知ると減ってしまうというが、今日はいろいろ
判って楽しかったです。が、人間とは何かを改めて考えさせられました。

Ⅱ

支部活動報告と連絡事項

ⅰ、会長交代の件

中村久瑠美氏

→

鷲見八重子氏

申込みは各自で締切 10/20

ⅱ、70 周年記念セミナー11/23
ⅲ、国内奨学生応募の件
7/23

23 大学に書類発送

9/6

支部選考会

応募

一般奨学生 5 名

安井医学奨学生２名

一般奨学生に 下記３名を推薦
同志社大学院

矢内真理子さん

京都府立医科大學院

大藪千香子さん

立命館大学院
ⅳ、会員動向

村澤民子氏

ⅴ、国際委員報告

今年度末で退会。

フィンランド

ⅵ、11 月例会の見学先の件

山上亜紗美さん

賛助会員についての検討。

ペリニエミさんの京都訪問についての礼状

予定の京都迎賓館は 11/20 まで閉館が判明。その後の日程

も不明のため今年度の迎賓館見学は見送り、見学先を銀閣寺に変更することを協議。
詳細はメール等で後日通知。
11 月例会の行事終了後、2017 年新年会の検討。

ⅶ、次回役員会

Ⅲ

第 3 回例会の詳細が決定！

日時

11 月 16 日（水）

行き先

銀閣寺散策

会合・食事

白沙村荘はしもと

会費

2500 円

多数ご参加ください！

集合 11 時

銀閣寺門前

以上

