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Abstract: 
In the shipbuilding industry, labor shortages are a problem. In particular, designers are required to make 
flexible decisions with vague information. Therefore, research results of Artificial General Intelligence 
(AGI) that can collaborate with workers are required. Current machine learning cannot be learned 
spontaneously. Artificial intelligence never develops while learning behavioral patterns through experience. 
In this paper, we examined the idea of Deleuze et al to apply self learning like a human behavior. The 
shipbuilding industry has many challenges to apply AGI. 

 

1. はじめに 

造船産業は，労働者不足が問題となっている．現

場労働者は，外国人労働力により対応できているが，

設計者は，船舶工学の高度な知識が要求されるため，

外国人労働者でスポットに対応するには問題がある．

船舶の設計は，経験と柔軟な判断が求められる．し

たがって，同じ設計部署に永年勤務することも多い．

船舶を建造するためには，複数の部署で大量の設計

情報を共有し，順々に部署を経由しながら，迅速か

つ的確に情報処理される必要がある．さらに経験的

知識が図面情報に盛り込まれる．下流の部署では，

上流の設計情報をベースに業務を行う必要があるが，

時間的制約から確定していない情報を基に，先行し

て業務を開始せざるを得ないこともある．すなわち，

あいまいな情報で，柔軟な意思決定を行なわざるを

えないことがある．あいまいな情報で柔軟な意思決

定ができるのは，計算機には難しく，人間ならでは

の行動である．設計労働力不足を補うために，AI の
導入を検討するには，このような人間と同等の処理

が求められる．汎用型 AI の研究，社会に埋め込まれ

た AI 研究は，造船産業において期待される研究テー

マである． 
現在，第三次人工知能ブームとよばれ，人工知能

研究・開発は加速度的に発展している．科学技術振

興機構研究開発戦略センターによると，人工知能・

ビッグデータについて，第三次人工知能ブームでの

盛り上がりは，今後も，①理論の革新，②応用の革

新，③社会との関係の三つの分野で，広がりをもっ

て取り組まれると報告する 1)．汎用型 AI の研究は，

①から③にまたがる研究であり，今後も，脳神経科

学，生物学，心理学，哲学等様々な分野の成果を取

りいれることが考えられる． 
人工知能研究は，人間の知識を人工物として実現

することだけでなく，それを通じて知能の働きを解

明することを目指す研究分野である 2)．知能の働き

を解明することは，臨床学的には困難なテーマであ

る．このテーマは，哲学者が永年取り組んできてお

り，これら思想を現代の科学技術で説明できること

が望ましい．本稿では，汎用型 AI で求められる機能，

特に，主体的に学ぶという機能を取り上げた上で，

哲学的思想を一つの仮説としてモデル化することを

検討する．Crick が驚異の仮説（脳の振る舞いはすべ

てニューロンの活動である）を発表して 20 年以上が

経過する 3)．行動・思考の操作主は誰か？そのメカ

ニズムはどうか？課題が解決されたわけでない．仮

説を立てるには，生命現象の本質とメカニズムを抑

えておく必要はある．福岡や Schoenheimer が述べる

ように，絶え間なく壊される秩序「生命は動的平衡

にある流れ」4)であろう．本稿では，さらに，汎用型

AI の課題を整理する． 
 

２．知能とその発達について 
R. Pfeifer らは人工知能を創る観点から，知能の理

論，設計原理をまとめている 5) ．知能発達の観点か



 

らは，Piaget の発達心理学も大きな示唆を与えてい

る．しかしながら，このような知能について正面か

ら取り組んでいる研究は決して多くはなく，平方ら

は人工知能を創る観点にたった問題提起を行った 6) 

． 

2.1 Piaget による知能の発達理論 7) 
Piaget によると，知能の発達を①感覚運動的段階，

②前操作的段階，③具体的操作段階，④形式的操作

段階に分けて，各段階の特徴をまとめている．知能

は，段階を踏んで発達する．これは，生得的獲得よ

りも，経験的獲得が主によるためである． 
人間の進化，発達に道具は欠かせない．道具は，

認識・思考の方法を外出ししたツールと考えること

もでき，知能（スキル）と関連づけられる．Piaget も，

「すべての行為は，道具において技術を前提として

いる．外界との相互作用の中で，知能は（技術的に

組み合わせながら）発達する．」と述べている．知能

は，外界との関係（行動）の中から生まれ，繰り返

しの経験により発達するスキルだと考える．本稿で

は，発達の初期段階を，すなわち，感覚運動的段階

（言語獲得前）と前操作的段階（言語獲得後）を中

心に検討する． 
Piaget によると，感覚運動的段階は，コトバを獲得

するまでの段階を指している．感覚運動的段階の第

IV 段階において，おおよそ生後 8～9 か月頃から，

障害物を取り除いて欲しいものを手に入れる行為

（新奇なものに既知のシェム（行為）を適用した行

為）である．この頃から知能が芽生え，自己同一性

があらわれると Piaget は言っている．行動する主体

にとって，自己同一性の“自己”が生まれるメカニ

ズムは，知能構築の面で課題の一つである．外界と

の相互作用の中で行動し，知能が芽生える．この考

えは，Gibson が提唱するアフォーダンス理論 8)と関

連づけられる．他人の行動を模倣することは，発達

に大きく影響するといわれる．模倣に関与するミラ

ーニューロンの発見 9)により，運動系の見方が変わ

り，感覚系と運動系は一体とみなす考え方に変わっ

てきた．Merleau-Ponty によると，感覚運動的段階の

行動は，非人称的行為と述べている 10)． 
Piaget によると，前操作的段階は，コトバを習得し

はじめの頃から児童期を迎える前までの幼児期をさ

す．この頃に，象徴遊び（ごっこ遊び）や構築遊び

（積み木遊び等）がみられる．表象を利用した想像

力が養われるが，これに先立って，他人の行為の（リ

アルタイムでの）模倣が行われる．これが，延滞模

倣（思い起こしながらの模倣）へと変わっていくと

いわれる．Piaget は，心像は知覚によるのではなく，

模倣から生まれると主張する．この段階は，表象の

構築がキーワードである．表象には，知覚，想起，

想像等が挙げられるが，想起・想像は現実＜今・こ

こ＞から離れることであり，客観視できることを意

味する．“自我”が生じると思われる． 

2.2 神経ネットワークと非認知的スキル 11) 
近年，デフォルトモードネットワークといった神

経回路網が発見された．デフォルトモードネットワ

ークは感覚器官からの情報を必要としないところに

特徴がある．想起や想像する際に活発になるといわ

れている．表象もが発達すると思われる．このデフ

ォルトモードネットワークは，他の神経回路網（感

覚運動ネットワーク，気づきネットワーク，皮質下

ネットワーク，執行系ネットワーク）と競合，協調

の関係で働くといわれている． 
感覚運動的段階では，感覚運動ネットワーク，気

づきネットワーク，皮質下ネットワークが主に働き，

外界からの情報を処理する脳の中の世界（価値を基

に行動を決定する内部モデル）が構築されていくと

考える．行動の中で，言語以外のシェマ（スキーマ）

が前概念として生成される．認識にあたっては，ゲ

シュタルトの問題，ネッカーの立方体にみられる能

動的な視覚も問題になる．ここで述べた内部モデル

は，Kahneman が提唱する速い思考 12)に相当し，操

作する主体“自己”とみなせる． 
前操作的段階では，コトバの発達とともに，デフ

ォルトモードネットワークや執行系ネットワークが

機能しはじめ，感覚器官と切り離された内部モデル

が整備されていくと考える．ここでの内部モデルは，

Kahneman が提唱する遅い思考 12)に相当し，操作す

る主体”自我“とみなせる． 
子どもの発達について，認知的スキル（知識）の

習得状況を確認するだけでなく，非認知的スキル（認

知的スキルを支えるスキル）が問題にされるように

なってきた．非認知的スキルは，様々な定義がある

が，本稿では①自律，②内的動機づけ，③メタ認知，

④コミュニケーション能力，⑤協働性，⑥創造性，

⑦想像性を考える．非認知的スキルは認知的スキル

を支える能力といわれるように，知能は知識を処理

する能力とみることができる．汎用型 AI の機能要件

化にも，非認知能力を検討する必要があると考える．

平方らは，人工知能に求められる機能要件を非認知

能力と関連させた上で，その発達の順番について，

図 1 のようにまとめた 6)．図 1 を要約すると次のよ

うになる．「感覚運動的知能がベースになる．コトバ

の発達を通じて客観的に自己を見られるようになり，

メタ認知の機能が発達する．さらに，延滞模倣を通

じて想像性が発達する．模倣からはじまる創意工夫

が創造性を発達させ，想像性と創造性から，計画性



 

の能力が向上する．社会生活の中で，他者の意図理

解（ミラーニューロンの機能）が増し，コミュニケ

ーション能力，協働性が発達する．これらから自分

の目的を達成するための社会との調和がとれるよう

になり，自律した行動がとれるようになる．」 

 
図 1 非認知能力と関連付けた知能の発達 

 

３．人間のような学習・発達 

3.1 汎用型 AI に求められる機能 
現行の AI は，柔軟な推論を行うことができない．

特に，主体的に学ぶことは，実現できていない．

Vygotsky によると，子どもは，数少ない経験を通し

て，主体的に学ぶとする 13)． 
機械学習は，受動的な学習である．教師データを

もとに学習する必要がある．人間のように，数少な

い経験から学習することはできない．ここに，根本

的な違いがある． 
人間は，演繹的推論，帰納的推論に加え，仮説・

検証推論（アブダクション）を行うこともできる．

これは，経験（知識）から仮説をたて（直観し），そ

の仮説が正しいことを検証する推論手法である． 
経験は，記憶と読み換えることができる．記憶は，

手続き的記憶，意味記憶，エピソード記憶と整理さ

る．第二次ブームでのニューラルネットワーク学習

は，小脳の運動モデルを模擬しており，手続き的記

憶と関連する．エキスパートシステムで対象とした

知識，さらにはオントロジーのような語彙辞書にあ

たる知識は，いずれも意味記憶に関連する．このよ

うな観点にたつと，エピソード記憶を AI に導入する

ことは，未だ多くの検討がなされていない． 

3.2 エピソード記憶モデル 
エピソード記憶は，海馬が関与する．Roland らが

サルの大脳皮質の視覚関連領域の結合図を，図 2 の

ように整理した．海馬(HC)は感覚器官（図 2 の下部）

からの情報を統合する最上位に位置する 14)．五感情

報に場所情報を統合した統覚の結果，自己同一性か

ら“自己“が芽生えると思われる．主体的な操作主

になるには十分である． 

 
 

図 2 視覚関連領域の結合図 
 

Bergson は，「持続」という思想を展開する 15)．こ

れは記憶に関連する．Deleuze は，Bergson の「持続」

という思想を発展させ，「出来事」を基礎付けした思

想を展開する 16),17)．さらに Deleuze は，Nietzsche の

永劫回帰を発展させ，「反復」という思想を基礎づけ

た．Nietzsche の永劫回帰 20)は，新しいもの（価値）

を生み出す思想であるといわれており，感覚運動的

段階でのモデル化で参考になる．Nietzsche の永劫回

帰の思想を取り入れている Deleuze21)も，「反復」を

通じて，新しいもの（差異）が生み出されると考え

る．「反復」と「差異」はセットであると提唱する 18), 

19)．Piaget は，生物学的知見である「同化」と「調節」

を発達心理学に導入しているが，この「同化」と「調

節」は，「反復」と「差異」に関連付けられると考え

る．いずれも内部モデルを構築するのに関連すると

考える．「差異」が別の「差異」と連鎖を結ぶことに

よって，新たな内部モデルが構築されると考える．

これは，「出来事」のたびに状況を解釈し，対象を意

味づけると考える．この連鎖を生むメカニズムは，

今後，検討する必要がある． 
コトバを習得する前の感覚運動的段階も，コトバ

を習得した後の前操作段階以降も，「出来事」から生

み出される「差異」と別の「差異」の連鎖が，解釈

（意味付け）を生み出す，同じメカニズムであると

①メタ認知

⓪感覚運動的知能

延滞模倣

コトバの
発達

他者の意図理解

計画性

目的を達成するための
社会との調和

④自律

②内的動機づけ
②創造性
②想像性

③コミュニケーション能力
③協働性



 

考える．非言語処理は，出来事の意味（価値）付け

を行い，言語処理も，出来事の意味（価値）を後付

解釈すると考える．言語という仕組みは，シニフィ

アンとシニフィエの関係に常に話者が紐づけられる．

“自己”と同様，“自我”として，主体的な操作主に

なるには十分である． 
図 3 は，ラットの海馬に信号が伝達されるメカニ

ズムを示す 22)．嗅内野から貫通線維と呼ばれる神経

線維を通った後，歯状回から苔上線維を通り，CA3
野でシナプスを作る．CA3 野から CA1 野を通り，再

び嗅内野に戻る．このような再帰を繰り返す信号の

流れは，前述の「反復」のようである． 

 
図 3 海馬への信号伝達 

 

４．おわりに 

造船設計は，経験と知識を基に，柔軟な判断が求

められる．また，複数の部署にまたがって，大量の

情報を迅速かつ柔軟に処理しなければならない．あ

いまいな情報で，意思決定を行うこともある．そこ

で，このような人間が行っている知的で柔軟な処理

を行える汎用型 AI の研究，社会に埋め込まれた AI
研究は，造船産業において期待されるテーマである． 

人工知能研究は急速に発展しているものの，フレ

ーム問題が解決されていない．AI が社会の一員とな

るためには，コミュニケーションの問題があり，対

話処理システムの研究で取り組まれている． 
本稿では，知能構築にむけて，主体的な学習の問

題について，哲学的思想をベースに検討を行った．

主体的な学習の本質は，主体（操作主）は何か，本

稿で述べたような内容だと考えるが，そのメカニズ

ム，さらに知能を構築する上でのアーキテクチャー

の検討を行う必要がある． 
その他，予想するシミュレーション（計画）能力，

すなわち想像する機能，コミュニケーション機能，

創造する機能等，多くの課題が残されている． 
産業界への社会実装は大きなテーマである．造船

産業は汎用型 AI を適用・検証するには適している． 
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