
vol.60 no.6
2017

J o u r n a l  o f  I n f o r m a t i o n  P r o c e s s i n g  a n d  M a n a g e m e n t

JOHO KANRI

September
情報管理 http://jipsti.jst.go.jp/johokanri/

440

人工知能（AI）と知能拡張（IA）
科学ジャーナリストのJohn Markoffによれば，知的

機械の研究は，2つの派閥の競合の歴史であるという1）。
一つは，人工知能（AI: Artificial Intelligence）派。

こちらの立場では，安全性・信頼性を高めるため，
意思決定の「ループ」（後述）には人間を入れず，機
械で人間を代替しようと考える。代表的学者は，フ
レーム理論やこころの理論（「こころの社会」論）で
著名なMarvin Minskyや，Minskyと並んで人工知能
分野の開拓者であり，LISP（プログラミング言語）
やタイムシェアリングシステムの開発でも知られる
John McCarthyだとされる。

もう一つは，知能拡張（IA: Intelligent Amplifier）
派。こちらの立場は，意思決定の「ループ」に人間
を入れて，機械によって人間の知能を拡張しようと
する立場だ。こちらの代表的学者は，マウスを発明
しGUI（グラフィカルユーザーインターフェース）
との統合を試みたDouglas Engelbartや，グループ
ウェアなど協働コンピューティングの研究で著名な
Terry Winogradなどだ。

Markoffは，この2つの流れがともに知的機械の発
展のためには重要であることを認めつつも，人間の
将来という観点からみると，明らかに後者に肩入れ
する。前者は人間をデジタルコンピューターによる
AIに置き換えることで，人間を排除していく思想で，
将来的に人間から仕事を奪う道筋につながる。一方，
後者は，人間の知能を拡張し，人間の知的活動や仕
事を支援するため，知的機械を活用する方向性を有
するとみる1）。
「ループ」とは，人間・機械システムにおける意思

決定プロセスを指す。米国空軍パイロット・工学者

のJohn Boydの思想に由来する。彼は，作戦行動に
おける意思決定について考察し，観察（Observe）・
方向づけ（Orient）・判断（Decide）・行動（Act）
の「ループ」によって，環境に対応する行動が生じ
ると考えた注1）。

第二次世界大戦後，デジタルコンピューターとサ
イバネティクスの勃興とともに，軍事作戦行動の指
揮管制システムの「ループ」において，人間をどう
扱うか，つまり，ループに入れるか排除するかが，
重要な考察対象となってきた。

SAGEとサイバネティクス研究における「ループ」
まず，デジタルコンピューターの展開においては，

1958年に稼働を開始した米国全土を対象とする防空
システムSAGE（Sem i -Au toma t i c G round 
Environment）が，重要である。

SAGEは，第二次世界大戦中から徐々にその構想が
固まってきたものである。敵の攻撃に対して即応し
て迎撃する防空システムの検討が本格化したのは，
1949年にソ連が最初の原爆実験を行ったことがきっ
かけだった。

1949年12月，工学者George Valleyを長とする
防空システム工学委員会（ADSEC: A i r Defense 
System Engineering Committee）が設置された。
同委員会において，航空機（当時は大陸間弾道弾が
存在しないため，米国本土への原爆の脅威は爆撃機
によるものだった）の位置と速度を三角測量で求め
るため，コンピューターの利用が提案された2）。

Va l leyは，当時開発中だったデジタルコンピュー
ター Whirlwindのことを聞きつけ，これを防空シス
テムに応用することを思いついた。Whi r lw indは，
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MITの工学者Jay Forresterが航空機操縦シミュレー
ター用コンピューターとして開発を進めてきたもの
の，当時は開発の遅れ等から行き場を失いつつあっ
たものだ2）。

Forresterは，人間の判断能力はコンピューターよ
りも優位であるものの，その通信速度の限界から，
機械が生のデータ処理から兵器誘導指令まで処理し
た方が手動よりも優れた意思決定を達成すると述べ
ている注2），3）。つまり，人間を「ループ」から外に出
すことが提案されている。

ただし，1950年代，デジタルコンピューターによ
る人間・機械システムにおける意思決定の自動化を
目指していたとはいえないと，Paul Edwardsは指摘
する。当時デジタルコンピューターは科学技術計算
用の機械装置と考えられ，また，アナログ制御メカ
ニズムも十分有効だったうえ，デジタルコンピュー
ターよりもよく理解され，信頼性も高かったからで
ある4）。

一方，第二次世界大戦中から，Norbert Wienerを
中心として，動物と機械の目標追跡・目標設定・通
信の共通性に着目するサイバネティクス研究が進展
していて5），6），この流れにおいても，人間を「ループ」
から出すという結論が出されつつあった注3），4）。

Wienerを中心とする研究者グループの中で，動物
の刺激・反応メカニズムがインプット・アウトプッ
トの分析によってとらえられる一方，コンピューター
としてみるメタファー（暗喩）が生まれた。指揮統
制システムの研究開発のための軍の資金は，前記の
SAGE（Whirlwind）のような指揮統制通信の自動
化プロジェクトに加え，心理学や人間の組織の研究
にも投入された。この研究の中で，人間や人間の組
織が機械的モデルでとらえられ，人間と機械とを相
互に交換可能なものとみる見方が育っていったと，
Edwardsはみる4）。

「ループ」思想の十字路：Licklider
Edwardsの記述に従うと，前記のMarkoffのAIと

IAの対立の分岐点に立つ存在は，J. C. R. Lickliderと
いうことになるかもしれない。Lickliderは，第二次

大戦中，指揮系統において音声で効率的に情報を伝
えることを目的とする音響心理学研究からキャリア
を開始し，戦後はMITにおける工学部学生向けの心
理学プログラムの確立や，前記のSAGEのユーザーイ
ンターフェースグループの長としても活躍した4）。

1960年，Lickliderは「人間とコンピューターの共
生（Man-Computer Symbiosis）」と題する論文を
発表した注4），7）。同論文では，コンピューターが速度
と正確さを提供する一方，人間は柔軟性と直感を提
供すると指摘された。ところが，彼は，「機械的に拡
張された人間」（mechanically extended man）よ
りも，人工知能の発展に大きな可能性をみていた。
Lickliderは次のように述べている。
   

「おそらく人間・コンピュータの共生は，複雑
な技術システムの究極のパラダイムではない。
正しい道筋をたどれば，電子的あるいは化学的

『機械』が，現在は我々が脳だけにできると考え
ている多くの機能について，人間の脳を凌

りょう
駕
が

す
ることはまったく可能であると思われる」7）。

   
とはいえ，その実現は1980年（！）と考えられる

ので，それまでの間は人間・コンピューターの共生
を目指して研究開発を進めるべきと，彼は主張する
のである。つまり，Markoffの用語を使えば，「IAか
らAIへ」という道筋が，Lickliderの展望だった。

1962年，Lickliderは，米国国防総省 高等研究計
画局 情報処理技術室室長に任命され，タイムシェア
リングシステムに関する構想をまとめた。この構想
から，インターネットの原型となるARPANETが生ま
れることとなる2），8）。

ARPANET稼働の前年（1968年），Lickliderは国
防総省を離れ，MITに戻り，Project MACの責任者
となった。Project MACは世界初のタイムシェアリ
ングシステム開発を目的とするARPAのプロジェクト
だった。同プロジェクトは，McCarthyの影響の下に
開始され，Minskyが主要メンバーとして参加するな
ど，人工知能研究と極めて強いつながりをもってい
た2）。Edwardsは，タイムシェアリングシステムとは，
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AIと指揮統制システムの統合とみる4）。

AI から IA へ：Winograd の転向
ところで，ARPANETの最初のノードの一つは，前

記のEngelbartがいたことから，スタンフォード研究
所（SRI: Stanford Research Institute）に置かれた
とされる。Engelbartの開発したマウスとGUIを備え
たNLS（oN-Line System）は人間の知性を増幅し，
人間・機械の共生を実現する技術とみなされていた。
また，Engelbartと同様，GUI実現に重要だった拠点
ユタ大学もARPANETのノードの一つだった9）。

SRIがあったスタンフォード大学には，MITから異動
したMcCarthyがスタンフォード人工知能研究所

（SAIL: Stanford Artificial Intelligence Laboratory）
を設立した。同様に，MITからスタンフォード大学に
異動したコンピューター科学者の1人に，Winograd
がいる。

彼は，MITの大学院ではMinskyの共同研究者でも
あったSeymour Papertに学び，自然言語で命令を
与え，積み木をその指示通りに動かす人工知能ソフ
トウェアSHRDLUを作成した10）。スタンフォード大
学に異動した彼は，自然言語を理解するAIの研究を
開始するが，やがてその限界を知り，AI研究を放棄し
た。彼はその後，共同作業（協働：Collaboration）

をサポートするグループウェアやソフトウェアデザ
インの研究を展開する1），11）。人間をループの中に置
く人間・機械システムである。

このように，AIとIAの歴史は複雑に絡み合いなが
ら発展してきた。Markoffは，IAに肩入れする立場だ
が，今後のAIとIAの発展を想像しても，やはりAIが
IAに影響を与える一方，IAでは社会的に受容される
だけの信頼性や安全性が確保できないことから，AI
による人間の代替が進む分野もあるだろう。

いずれにせよ，「われわれは，まだ『ループ』の中
にいる」と，Markoffはいう。ただし，ここでいう「ルー
プ」とは，意思決定のループではない。Markoffは，
機械を設計・製造・利用する一連の流れも「ループ」
と呼ぶ。つまり，Markoffは，ここで設計という立場
から，人間は依然として退却していないと指摘して
いる1）。

人間を拡張するか置き換えるか，置き換えるなら
ばどの分野で置き換えるか，一部の人間を置き換え
ることによって，置き換えられた人々を含むわれわ
れ人間を拡張するか――これは，あくまでも設計者
次第だと，Markoffはいう。「決めるのはマシンでは
ない」1）。

では，設計者ではない私たちはどのようにそこに
関与するか。次の問いは，こうしたものとなるだろう。

本文の注

注1) OODA Loop：https://ja.wikipedia.org/wiki/OODA%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97

注2) 参考文献3は，人工知能とコンピューターの意思決定支援への応用に関するシンポジウムの記録である。
Forresterは，人間の意思決定のモデルについて講演を行っている。

注3) Wienerによる人間と機械との関係をめぐる倫理的考察は，サイバネティクス研究の中で，人間・機械システム
における人間の位置に関する思索から発展したのかもしれない。

注4) Edwardsによれば，同論文はMcCarthyのタイムシェアリングシステムのアイデアの影響を強く受けているとさ
れる4）。バッチ処理システムは入出力装置の性能に制約を受け，CPU性能を十分に生かしていない。多数の利用
者が同時にコンピューターを利用する多重プログラミングシステム（時分割：タイムシェアリング）システムが
必要だと，McCarthyは，1958年頃に考えるようになっていた4）。

注5) 参考文献7はWebで閲覧可能である。右記URL参照。https://groups.csail.mit.edu/medg/people/psz/
Licklider.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/OODA%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97
https://groups.csail.mit.edu/medg/people/psz/Licklider.html
https://groups.csail.mit.edu/medg/people/psz/Licklider.html
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